
ME310/SUGAR 世界規模のイノベーションプロジェクト 
2017～2018 年度参加学生募集中（締め切り迫る） 

 
(English Below) 
・企業が必要としているスタンフォード大学、シリコンバレーのイノベーションスキル

を学びませんか？ 
・海外の学生とプロジェクトをして、英語のスキルを磨きませんか？ 
・企業が直面するイノベーションチャレンジに挑戦してみませんか？ 
 
ME310/SUGAR は、スタンフォード大学で始まり世界中に広がった、9 か月間にわた

るイノベーションプログラムで、世界各国の大学生が企業パートナーから与えられたプ

ロジェクトテーマに基づいて共同研究を行います。プロジェクトごとに、2 つの異なる

大学の学生チームが一緒に研究活動に取り組みます。 
 
2016～2017 年度は、３つのグローバル企業（ヤンマー、ルノー、ターケット）から研

究テーマと資金の提供を受け、本学とノルウェー科学技術大学、d.school パリ（フラ

ンス）、 モデナ・レッジョ・エミリア大学（イタリア）、スインバーン工科大学（オ

ーストラリア）の機械工学、情報工学、デザイン学、デザイン経営工学を専攻する学生

たちが、国境を越えて製品開発に取り組みました。 
 
2017－2018 年度 ME310/SUGAR プログラムは、2017 年 9 月下旬に開始し、2018 年

7 月中旬に修了します。 
 
応募資格： 
・学部生４回生（2018 年 7 月までのプログラムのため大学院進学が前提）または 
博士前期課程（修士）や博士後期課程（博士）の学生（2018 年 7 月のプログラム修

了まで在学予定であること） 
・英語での会話・コミュニケーションが可能なこと 
・工学、デザイン、ビジネス、ユーザーリサーチなど、プロダクトイノベーションに関

係する領域での専門性を持つこと 
 
2017－2018 年度 参加者募集に向けて～ 
本年度より、ME310/SUGAR への参加は、自専攻科目の学生以外も「専攻共通科目」

として参加できるようになりました。 
自専攻科目：デザイン学専攻、建築学専攻、情報工学専攻 
専攻共通科目：上記以外の専攻 
 
応募締め切り：2017 年 8 月 6 日(日)正午 
 
応募先リンク： 
日本語 - https://goo.gl/forms/K741oehNajmRUJM43 
英語 - https://goo.gl/forms/Jhh5BiudxHMS74Rv2 
 
日本語 - tatara@kit.ac.jp    多田羅景太（デザイン・建築学系助教） 
英語 - sushi@kit.ac.jp Sushi Suzuki (KYOTO Design Lab Associate Professor) 
  



Applications for the 2017-2018 ME310/SUGAR Global Innovation Program is  
now open (deadline August 6th). 
 
- Interested in innovation that is going to change lives? 
- Want to be part of a global program that brings forth these changes? 
- And learn innovation methodologies from Silicon Valley and Stanford University? 
 
ME310/SUGAR is a nine month innovation program that originated in Stanford 
University and expanded globally, where students from schools around the world 
collaborate on a loosely defined project topic provided by corporate partners. For 
every project, student teams from two different universities work together. 
 
The nine-month program is open to university students (late Bachelor, Masters, or 
Ph.D.) and no knowledge of Japanese is required. 
 
The 2017-2018 ME310/SUGAR program will begin in late September 2017 and 
finish in mid-July 2018. 
 
Eligibility: 
- 4th year Bachelors (continuing into a Masters Program), Masters, or Ph.D. 

students not graduating before the program finishes 
- Competency in English 
- Experience in fields related to product innovation (e.g. engineering, design, 
business, user research, etc.) 
 
From this program year, ME310/SUGAR is available as Program-wide Subjects for 
students at KIT. 
Subjects within major: Design, Architecture, Information Science 
Program-wide Subject: All other majors 
 
Application: 
English: https://goo.gl/forms/Jhh5BiudxHMS74Rv2 
Japanese: https://goo.gl/forms/K741oehNajmRUJM43 
 
Deadline: Noon August 6th, 2017 
 
Contact: 
English - Sushi Suzuki sushi@kit.ac.jp (KYOTO Design Lab Associate Professor) 
Japanese - Keita Tatara tatara@kit.ac.jp (Faculty of Design and Architecture, 
Assistant Professor) 


