
説明会スケジュール

お問い合わせ先

１．プログラムの概要
２．入試情報
３．在学生から見たEMP
４．質疑応答
５．スタジオ見学

1. Program outline
2. About Admission
3. EMP students’  comments
4. Questions and answers
5. Tour of Empowerment Studio

Schedule of Briefing session

（退出自由） （* Participants can leave at any time during 
the tour.）

（* Both days）

October 12 ( WED) 3:30 p.m. - 4:30 p.m.
Empowerment Studio, Dai-san Area,
University of Tsukuba

Contact

筑波大学グローバル教育院
エンパワーメント情報学プログラム事務室
EMP Office, School of Integrative
and Global Majors (SIGMA)

月 日  ( 水 ) 15：30 ～ 16：30
（筑波大学第３エリア）※12日、13 日両日

10 12 エンパワースタジオ

説明会ご参加の方は、「所属」「氏名」を
明記の上、メールでご連絡ください。

Website： http://www.emp.tsukuba.ac.jp/

info@emp.tsukuba.ac.jp

If you wish to attend the session, please register 
in advance. To register, please send us an email 
with your full name and affiliation.

エンパワーメント情報学プログラム説明会
Information Session for Prospective Students ‒ Admission to Ph.D. Program in Academic Year 2017

入試個別相談会 Private Q and A session

文部科学省博士課程教育リーディングプログラム 筑波大学グローバル教育院

人の機能を補完し、人とともに協調し、人の機能を拡張する情報学”

”

本プログラムは従来のアカデミアとは異なり産学官にわたって活躍できる
グローバルリーダーを育成する分野横断型５年一貫の博士課程学位プログラムです。

エンパワーメント情報学プログラム

This program is an interdisciplinary 5-year Ph.D program for developing students’ ability 
as global leaders  in industry, government, and academia spheres. 

Ph.D. Program in 
Empowerment Informatics
"Empowerment Informatics" as a new branch of informatics that supplements and 
extends human functions and enables technology to work in harmony with people.
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日時 場所
Date

October 12 ( WED) 4:30 p.m. - 6:00 p.m.
月 日  ( 水 ) 16：30 ～ 18：0010 12

October 13 ( THU) 3:30 p.m. - 6:00 p.m.
月 日  ( 木 ) 15：30 ～ 18：0010 13

日時
Date

Venue


