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会場の様子

本学と町田市が、共同研究「町田市未来都市研究2050」の
研究成果等を発表しました。

　本学（総合研究所 未来都市研究機構）は2020年4月よ

り、東京都町田市（町田市未来づくり研究所）と「町田市未来

都市研究2050」に関する共同研究協定を締結しています。

両者は、2050年の町田市の都市像に関する研究を行い、テ

クノロジーの進化による都市や市民への影響を見据えた同

市の「未来シナリオ」を複数作成し、今後の課題に対する検討

を行っています。今回の報告会では、基調講演をはじめ、同研

究の内容や2020年度の研究成果を発表しました。

　従来、自治体では「フォアキャスティング的手法」（過去の

データや実績などから導かれるトレンドに基づいて、将来を

予測し、必要な対応策を考える方法）によって、将来を予測し

対応してきましたが、現在のような不確実な社会・経済情勢に

おいては、将来を確実に予測することはきわめて難しくなっ

ています。

　そこで「町田市未来都市研究2050」では、企業が事業戦

略を立てる手法の一つとして用いる未来予測手法「シナリオ

プランニング手法」を用いて、複数の「未来シナリオ」を抽出

し、町田市が取るべき都市戦略を描き出すための研究を進め

ています。

　2020年度は、市民アンケートによるブランド調査や、政

治・経済・社会・技術など各分野の専門家へのヒヤリング、本学

と町田市によるワークショップを通してシナリオを策定してき

ました。

　報告会は、会場とオンラインとのハイブリット方式で開催

し、当日は学内関係者合わせて約130名が参加しました。

　はじめに、町田市未来づくり研究所所長の市川 宏雄氏によ

る基調講演があり、社会や経済状況の変化よって町田市が直

面する課題や、町田市未来づくり研究所の役割、都市大との

連携関係などについて紹介しました。市川氏は「都市大との

共同研究を長期的かつ先見的な政策提言につなげて、さま

ざまな課題の解決に貢献したい」と語りました。

　続いて、本学未来都市研究機構長の葉村 真樹教授より、

「2050年の町田市の都市像」に関する研究内容や進捗状

況について報告がありました。葉村教授は「非常に楽観的な

都市像から悲観的な都市像まで、複数の未来を想定してシナ

リオを作成した。悲観的な未来を回避して、楽観的な未来を

創造するために、今からどんな準備をすればよいのか考える

ための基礎となる」と、この研究の意義を強調しました。

　その後、2020年度に実施した「ブランド調査」、「専門家

ヒヤリング」、「ワークショップ」の各研究結果について、それ

開催日：2021年3月26日（金）　　場所：渋谷QWS（キューズ）内スクランブルホール

「町田市の2050年の未来を考える」
シンポジウムを開催

～東京都市大学と東京都町田市の共同研究～

昨年度締結した共同研究協定に基づき
「未来の町田市」に関する研究を推進

特集

多角的な研究を通して、
4つの未来シナリオを作成
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「専門家ヒヤリング」の研究結果を報告する
西山 敏樹准教授

パネルディスカッションに参加した
石阪 丈一町田市長

「ワークショップ」の研究結果を報告する
林 和眞准教授

基調講演を行う
市川 宏雄町田市未来づくり研究所所長

パネルディスカッションの様子
左から林准教授、北見准教授、町田市長石阪氏、葉村教授、市川氏、西山准教授

共同研究の概要を紹介する
葉村 真樹教授

「ブランド調査」の研究結果を報告する
北見 幸一准教授

ぞれ都市生活学部の北見 幸一准教授、西山 敏樹准教授、

林 和眞准教授が報告しました。

　「ブランド調査」では、町田市をはじめ、八王子市、所沢市、

柏市の郊外型都市の市民約4,000名に、居住している理由

や満足度、街の自慢、暮らしの豊かさなどについてインター

ネット調査を行いました。その結果、町田市は「地縁はないが

気に入っている人が多い」、「市を代表するシンボリックな存

在が不足している」、「平均よりも暮らしは豊か」などの声が抽

出できました。「町田市ならではのブランドアイデンティティ

を創りだすことで、より特色ある街となる可能性は高い」と北

見准教授は分析しました。

　「専門家ヒヤリング」では、政治・経済・社会・技術など各分野

の専門家や有識者に2050年の未来についての見解を聴き

取りしました。「その内容を分析することで、未来社会に大きな

影響を与える変化要因やキーワードを抽出し、シナリオを策定

するための材料としました」と西山准教授は解説しました。

　「ワークショップ」では、ブランド調査と専門家ヒヤリング

の結果をもとに、本学と町田市が協働でキーワード整理など

を行い、「登録者1,000万を誇る世界都市Machida」、「地

域密着型 東京なら町田市」といったポジティブなシナリオと、

「選ばれない自治体」、「赤字経営 破綻する町田」というネガ

ティブな、計4つの未来シナリオを作成しました。林准教授は、

「町田市の職員の方々と共にシナリオを構築することが特

徴的・挑戦的取り組みで、未来を一緒に作りあげていく気持ち

が高まりました」とその意義を話しました。

　最後に、町田市長の石阪 丈一氏も参加し、市川氏、葉村教

授、北見准教授、西山准教授、林准教授によるパネルディスカッ

ションを実施しました。その中で石阪氏は、「人と人のつながり

を大切にしながら、未来の町田を創り出していきたい」と語りま

した。

　また葉村教授は、これから本格化する2021年度の共同

研究について、「今回作った4つのシナリオに応じて、町田市

が取るべき都市戦略を具体的に考察したい」と表明し、シン

ポジウムは終了しました。

　本学は今後も同市との共同研究などを通して、未来の都市

像を追求し、サステイナブルな社会の創造に貢献します。

「町田市の2050年の未来を考える」
シンポジウムを開催

～東京都市大学と東京都町田市の共同研究～

シンポジウムの内容

基調講演
不確実な未来への「町田市
未来都市研究2050」の挑戦

市川 宏雄氏（町田市未来づくり
研究所所長、明治大学名誉教授）

東京都市大学と町田市の協働に
関するグランドデザインの説明

葉村 真樹
（本学 未来都市研究機構 機構長）

活動報告 ❶ ブランド調査 北見 幸一
（本学 都市生活学部 准教授）

活動報告 ❷ 専門家ヒヤリング 西山 敏樹
(本学 都市生活学部 准教授)

活動報告 ❸ ワークショップ 林 和眞
(本学 都市生活学部 准教授)

パネルディスカッション 「町田市2050 未来シナリオ」
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「令和2年度 学位授与式」を挙行し、学部と大学院の合わ

せて1,857名に学位記を授与しました(学士1,611名、修

士228名、博士18名)。

当日は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、例

年、世田谷キャンパスの体育館で実施していた全体での式

典を行わず、学科・専攻ごとに所属キャンパスの指定された

教室にて、卒業生・修了生と教職員のみが参加して学位記

の交付等を行いました。開催にあたっては、入構時のサー

モカメラによる検温やアルコール消毒液の設置、参加者の

マスク着用、教室の換気など、さまざまな感染予防策を講

じました。

学位授与式では、三木学長が動画によるメッセージにて、

コロナ禍により盛大な式典が行えなかったことに触れた後、

伝えておきたい2つのこととして、失敗を恐れずチャレンジ

することと、人との出会い、つながりを大切にすることを上

げました。また、学位記のフォルダーに「一心」と記したこと

を紹介し、「自分の心を一つにして物事に立ち向かえば、必

ずや相手を動かすことができる。世界が皆さんの能動的な

行動を待っています」と、新たな一歩を踏み出す学生たち

を激励しました。

ビデオメッセージの後には、続けて同教室で学科・専攻ご

とに学位記の交付等を行い、主任教授による祝辞や学生の

答辞に加え、学業や課外活動、国際交流などで優れた成果

を収めた学生への表彰も行いました。

学位授与式令和2年度 開催日：2021年3月19日（金）

場所：世田谷・横浜・等々力キャンパス

学位記交付の様子

世田谷キャンパス 横浜キャンパス 等々力キャンパス
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令和2年度

本日は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、変則的な形で
学位授与式を実施させていただきます。コロナ禍がなければ、世田谷
キャンパスの体育館をメイン会場として、皆さんのご家族の皆様にも参
加いただき、また、多くのご来賓を迎えて挙行するところですが、残念
ながらこのような形式にせざるをえませんでした。皆さんとは、コロナ
禍が収まった後に、何らかの形でこのキャンパスでお会いしたいと考え
ています。

本日は、大学院博士後期課程の総合理工学研究科にて12名が博士
（工学）の学位を、環境情報学研究科にて6名が博士（環境情報学）の
学位を取得しています。また、修士の学位取得者につきましては、総合
理工学研究科212名、環境情報学研究科16名の計228名となって
おります。さらに学士につきましては工学部698名、知識工学部303
名、環境学部162名、メディア情報学部183名、都市生活学部164
名、人間科学部101名の計1,611名の学生が東京都市大学を卒業い
たします。

改めまして、皆さんおめでとうございます。ご家族の皆様には、お目
に掛かることはかないませんでしたが、さぞかしご安心のことと推察し、
心からお喜び申し上げます。卒業生、修了生の皆さんには、ぜひ、その
旨をご家族の皆様にお伝えいただきたいと思います。皆さんの今日が
あるのは、ご両親をはじめとするご家族の皆様のおかげであることを、
しっかりと胸に刻み付けてください。

さて、皆さんはいよいよ社会人です。小学校から始まった16年間、
あるいはそれ以上の長かった「学ぶ」世界から、自分自身で道を切り開
きながら進む世界への船出です。まずは社会人としての自覚を持ち、
責任のある行動をすることです。自分に自信をもち、思いっきりの力を
発揮して、ご活躍ください。学部卒業生の多くは大学院に進学されま
す。社会では、大学院生は、社会人として扱われます。その自覚をもっ
て、自分を高める努力をしてください。

でも、大変な状況の中での船出です。これから先、どうなるのかは見
えません。このコロナ禍は、あと数か月で収まってくれるのか、さらに続
くのか、わかりません。ワクチンが全世界に行き届くまで、様々な制約
を受けることは確かでしょう。これから先、早い時期にAfter Coronaと
言えるとHappyであり、これから長くWith Coronaでやっていかなけ
ればならない可能性もあります。

コロナ禍は、我々に、いろいろなことを気付かせてくれました。私が
もっともショックだったのは、日本の科学技術の世界的なポジションの
低下です。コロナに関する研究論文の数が、世界第17位であるとの
データに愕然としました。また、ワクチンの開発についても日本の存在
感がありません。今までも、大学の世界ランキングや、トップ10％論文

集などで、日本のポジションはどんどん落ちていることが示されてきま
したが、ここまでとは思いませんでした。

日本は、かつて、科学技術立国と評価され、科学技術の多くの分野
で、米国に次ぐ第2位を続けてきました。その結果として世界第2位の
経済大国を誇ってきました。そしてアジアやアフリカなどこれから発展
しようとしている多くの国からお手本にされてきました。しかし、２０００
年代に入ったころから、そのポジションは低下を続けています。そして
中国にあっという間に抜きさられました。そのほかの国も日本より早い
速度で成長し続けています。なぜ、このようなことになってしまったの
か、それは、豊かになるにつれてハングリー精神を失い、今もっている
ものを失うことを恐れ始めたのではないかと思います。そうなると、行
動が、コンサバティブになり、新しいことにチャレンジしなくなります。こ
のままで行くと、今の日本の将来は暗いし、今のレベルを保つことすら
難しいでしょう。

でも、日本にはまだまだ国際的な競争力を持つ分野はあります。日
本が果さなければいけない役割もたくさん有るし、期待もされていま
す。皆さんは、是非、世界中の人たちが幸福を感じる世界、未来社会の
実現にチャレンジしてください。

今日、皆さんに2つのことをお伝えしたいと思います。その第一は、
「失敗を恐れず、チャレンジすること」の重要性です。チャレンジの無
いところからは何も生まれてきません。アインシュタインは、Anyone 
who has never made a mistake has never tried anything 
new.（失敗を経験した事がない者は、何も新しい事に挑戦したことが無
いということだ）と言っています。大学の卒業や大学院の修了は決して
｢ゴール｣では無く、次のレベルへの｢スタート｣です。これからの新しい
環境でも、失敗を恐れず、チャレンジする心構えを持ってください。

もう一つの伝えたいことは、人との出会い、つながりを大事にしてほ
しいということです。どのような社会になっても、基本は人とのつなが
りです。それも、生身でのお付き合いが大切です。日本経済新聞 朝刊
の最後のページには、『交遊抄』という小さなコラムがあり、いろいろな
分野の人が、自分の印象に残っている「人とのつながり」について、書い
ています。私自身のことを振り返ってみても、人とのつながりで様々な
チャンスをいただいてきています。人とのつながり、そこから出来上が
る人脈は最大の財産です。あの出会いが無ければ、今の自分は無いな
と思うことがしばしばです。

私は３回ほど大学を動いていますが、すべて、いろいろな方とのつな
がりの中で声をかけていただき、チャンスをいただいてきています。出
会いを大事にすると、その中で人生のメンターと思えるような人、生涯
の友人と出会うこともできます。そのためには、世界中の、たくさんの
人と出会い、自分から進んでお付き合いすることを心がけてください。

今日皆さんが受け取る、学位記のフォルダーに「一心」と書かせてい
ただきました。禅語ですが、私の大好きな言葉です。すべてのことは心
が原動力、自分の心を一つにして物事に立ち向かえば、必ずや相手を
動かすことができる、といった意味です。世界が皆さんの能動的な行動
を待っています。まずは思いっきり自分を燃焼させてください。そして、
困ったこと、迷うことがあれば、東京都市大学を訪ねてください。大学
そして教員はそれを待っています。

これからの、皆さんの大いなる発展、ご活躍を祈念して本日の式辞と
させていただきます。

学位授与式式辞

学長式辞 学長 三木 千壽
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本日、ここに、博士・修士および学士の学位を取得された皆さん、誠
におめでとうございます。心から御祝申し上げます。そして、今日のこ
の日を待ちわびておられたご家族の皆様にも、御祝申し上げますととも
に、学校法人五島育英会に対するこれまでのご理解・ご支援に対し、厚
く御礼申し上げます。また、三木学長はじめ、親身になって教育・研究の
指導に当たられた大学の関係者の方々に深く敬意を表する次第です。
修了生、卒業生の皆さんが、学位授与の日を無事に迎えることができ
たのは、ご両親様をはじめ多くの方々の、様々な支援があったことを忘
れてはなりません。是非、支えてくださった方々に、卒業の報告と感謝
の気持ちを伝えていただきたいと思います。

本日、皆さんは、多くの経験を積み上げて豊かな教養とともに、それ
ぞれの学問領域において、広く、そして深い専門性を身につけ、課題
の探求と解決に必要な能力を修得された証として学位を得られたので
す。最高学府で学位を取得したという意味を自覚し、本学で学び、体得
した学問・知識の集大成を今後遭遇する色々な場面で遺憾なく発揮さ
れ、目を広く世界に向け、文化・社会の発展に寄与するよう努力してい
ただきたいと思います。

さて、本年度の学位授与式は、コロナウイルス感染症予防の観点か
ら、安心・安全に配慮し、例年とは異なるものとなりました。少々寂しい
式典になってしまいましたが、お許しください。コロナウイルスによる世
界的なパンデミックをきっかけとして、今までの古い方法や、当たり前と
思われてきた考え方に焦点が当たり、社会を改善できる好機となってい
ることも事実であります。医療体制の脆弱性、偏見と差別、経済的な不
平等など、皆さんが社会に踏み出そうとするタイミングで様々な問題点
が明らかになりました。わが国はもとより、全世界が直面した、あるいは
直面している状況を踏まえれば、「これまで長きにわたって行われてきた
慣習や方法は正しい」という先入観を捨て、様々な危機への対応を探っ
ていくことが重要であります。何が正解かわからない状態にあるからこ
そ、皆さんの世代が自らの手で創っていける社会が目の前にあるので
す。パナソニックの創始者で経営の神様とも言われる松下幸之助氏は、
人間の繁栄、平和、幸福の実現のためには、「何ものにもとらわれない
心」が大切であると、自らの著書で綴っておられます。政治や経済、経営
等、人間の諸活動における過ちの原因は、それらを行う私たちの「とら
われの心」にあるのではないかと考えているのです。今までの失敗や恐
怖、固定概念を捨てることは簡単ではありませんが、ぜひ皆さんにはこ
れからも学び続け、失敗を恐れずチャレンジして頂きたいと思います。

現代は、まさに手探りで不安定な時代の真っ只中にありますが、その
ような時だからこそ、「いつの時代においても変わらない価値観」を大切
にして欲しいということもお伝えします。これからの人生、幾多の困難や
逆境に直面し、迷うこと、逃げ出したくなることもあると思いますが、ぜ
ひ自分自身をしっかりと見つめ、心から正しいと思う道を選択するように
してください。自分自身の欲望や、楽なこと、簡単なこと、効率のみを重
視した選択をするのではなく、誠実さ、勤勉さ、責任感、公平性、寛大な
心、他者への敬意など、「普遍的な価値観」を大切にしてほしいと思いま
す。言葉にするのは簡単ですが、実際に自分を律しながら長い人生を過
ごしていく事は想像以上に大変です。時にはずる賢い考えが浮かび、ま
たは周囲に流され、間違いを起こしてしまうこともあるかも知れません。
しかし、信念を持ち続け、できない理由を並べずに、今できることを実
行していけば、どんな困難な状況であっても、乗り越えられます。また、
自分一人で大きなことを成し遂げられる人はいません。人とのコミュニ
ケーションはとても重要です。自分と同じような考えを持つ人達だけと
関わることは簡単ですが、人種、性別、性的指向、言語、宗教、障がいの
有無など、あらゆる面での違いを肯定し、互いに認め合うことによって、

自分自身も成長できますし社会も進歩します。どうか、皆さんの力で、世
界を良い方向に進めていってほしいと切に願います。

これからの新しい時代は、若い皆さんが中心であり、皆さんが牽引し
ていく時代です。健康に留意され、広い世界で存分に活躍されることを
期待しています。皆さんの歩まれる人生が、実り多いものであることを
心から祈念いたしまして、お祝いの挨拶といたします。本日は誠におめ
でとうございます。

ご卒業おめでとうございます。校友会を代表して、お祝い申し上げます。
現役の学生さんは校友会の準会員ですが、卒業生の皆さんは正会員

になります。心より歓迎いたします。校友会の目的は会員相互の親睦と
母校の発展に寄与することで、一昨年の台風被害に対しては復旧支援
の義援金、昨年のコロナ禍ではリモート授業用として大学から貸与した
パソコン等の購入資金の寄付を行いました。

校友会もコロナ禍のため、この一年間は対面での会議や行事を行う
事が出来ず、委員会等はリモートで行ってきました。大学を卒業して40
年、50年過ぎたメンバーもリモート会議を体験してこれを利用するメ
リットを実感しました。そこでリモート方式のホームカミングデイに挑戦
しました。学長に大学の現状と将来の展望を説明いただき、その後に
ビデオによるキャンパスの被災状況、復旧過程と将来の姿を紹介して
好評でした。最後はブレイクアウトルームで卒業学科別、クラブ活動別
等の小集団ミーティングも体験しました。80歳代の大先輩や海外から
も卒業生に参加いただきました。コロナ禍で採用環境が厳しくなる中
で、学生さんの就職を支援する恒例の進路相談会もリモートで開催す
ることが出来ました。多くの企業から卒業生に参加いただき、学生さん
との画面を通した質疑応答などでお役に立てたと思います。

校友会では以前から働き盛りの世代の校友会活動への参加を求め
ておりましたが、平日の夜に校友会館自由が丘クラブに集まるのは時間
的、距離的に困難な方が多い状況でした。その対策として、ICTを活用
してリモート併用とすべきとの意見はありましたが、なかなか具体化で
きずにおりました。ところがコロナ禍をきっかけに、校友会活動を続け
るには他に選択肢がなく躊躇することなく準備を進め実行出来ました。
大袈裟に言えば校友会はデジタルトランスフォーメーション（DX）に一
歩踏み込んだと言えます。多くの企業等でリモート方式の在宅勤務が
始まり、働き方改革が進んだのと同様の流れだと思います。皆さんも
大学生活の最終年になって急にリモート方式の授業、研究、ゼミ等を行
わざるを得ない状況になりました。先生方も準備に大変ご苦労が有った
と思います。

さて、皆さんがこれからビジネスパーソン等として仕事をする社会
は、まさにDXが進行する真っただ中だと思います。DXとは、ITの浸透
が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念と
言われています。企業では自らの文化、組織、従業員のあり方を見直
し、顧客、市場の範囲やビジネスモデルを根底から変化すべく動き出し
ています。リモートでのミーティングや授業、仕事をする事はDXの入り
口の一歩手前に過ぎません。皆さんは、大学で身に着けた総合的な知
見と志をもって未来に向かってDXの波頭に立って活躍してください。

社会の変革期には企業も大きく変わります。過去の経験の延長線で
は発展出来ない時を迎えています。卒業大学、学科、年次を問わずに
活躍できる舞台がすぐそこに来ているのです。今こそ皆さんのチャンス
です。卒業後も絶え間なく勉強を続け、最新の知見と想像力を磨いて
社会変革の担い手となってください。人生の中で、このコロナ禍を、「わ
ざわい転じて福となす」大チャンスだと思って大飛躍されることを祈念
いたします。

理事長挨拶 学校法人五島育英会理事長 高橋 遠

校友会会長ご祝辞 東京都市大学校友会会長 原口 兼正氏

令和2年度 学位授与式式辞
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世田谷キャンパス 横浜キャンパス 等々力キャンパス

入学式の様子

「令和3年度入学式」を挙行し、大学院364名、学部
1,707名、合計2,071名の学生を新たに迎え入れました。

入学式は、学位授与式と同様の感染症対策を施し、午前
と午後の2部構成で、学科・専攻ごとに所属キャンパスの指
定教室にて開催しました。

少し緊張した面持ちで指定教室に集まった新入生たち
は、動画による学長式辞、駐日オーストラリア大使ジャン・
アダムズ氏からのご祝辞を視聴した後、所属する学科・専攻
の教職員から学生証の交付、履修方法や情報システムにつ
いてのガイダンスを受講しました。

三木学長は式辞の中で、「本学では、学部、大学院を通し
て、世界で活躍できる、実践的な専門力を有する人材の育
成を目的としています。急速に、大きく変化する社会、環境
の中で、リーダーとして活躍できる、タフな人材が目指すと
ころといえます」と語り、「リスクを恐れず、未知の世界に飛

び込んだ人間、学び続ける人間だけが、新しい発想を生み
出し、未来を開くと考えます。この都市大で、失敗を恐れず
チャレンジしてください」とメッセージを送りました。

本学独自の国際人育成プログラム「TAP（東京都市大学
オーストラリアプログラム）」を通じて親交の深いアダムズ
大使からは、「世界がグローバル化する中、外国語や海外で
の経験は重みを増しています。海外への自由な行き来が始
まれば、皆さんは引き続き、我が国の質の高い教育を安全
な環境の中で受けられるようになります。がんばって下さ
い」と応援の言葉をいただきました。

大学生活の価値は、学生と教職員、学生同士が交流する
キャンパスにこそあるというのが、本学の一貫した姿勢で
す。本学ではコロナ環境下においても、より良き学びを実
現すること、そしてコロナ収束後の新しい学びの姿を求め
て、努力を重ねてまいります。

入学式令和3年度 開催日：2021年4月2日（金）

場所：世田谷・横浜・等々力キャンパス

● 大学院博士前期課程　344名

● 建築都市デザイン学部 224名

● 都市生活学部 170名

● 理工学部 612名

● メディア情報学部 215名

● 情報工学部 192名

● 人間科学部 101名

● 環境学部 193名
入学生数

計2,071名

● 大学院博士後期課程　　20名
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令和3年度 入 学 式 式 辞

本日は、コロナ禍のため、変則的な形で令和3年度の入学式を実施させ

ていただきます。本来ならば、世田谷キャンパスの体育館をメイン会場とし

て、新入生の皆さん、ご家族の皆様、来賓の方々をお迎えし、入学式を挙行

するところですが、残念ながらこのような形式となってしまいました。しかし

ながら、教職員全員が皆さんを歓迎していることに違いはありません。昨年

度はこのような形の入学式もできませんでした。そのために、本日は、昨年

度の新入生、今の2年生の皆さんにも、この入学式を案内しました。ウェブ上

で出席していただいているものと思います。

昨年度は各学科に分かれての、しかも人数を抑えながらの学生証の交付

と、オリエンテーションから、スタートしましたので、新入生には、本学に入学

したことの実感が湧き難かったことでしょう。第1クォーター、第２クォーター

はオンライン授業でしたが、第3クォーターでは、コロナ禍の状況が好転しま

したのでハイブリッド型授業として、キャンパスに来ていただきました。先の

1年間は、満足感に乏しい大学生活であったことと推察します。

大学生活はキャンパスにあると考えています。いくらＩＣＴ技術が進み、遠

隔授業が進化したとしても、キャンパス生活なしの大学は考えられません。

昨年は、このようなコロナ環境下での、教育のやり方などについて、いろいろ

と工夫しました。しかし、あくまで緊急対応であり、本来の大学の姿ではあり

ません。新学期については、昨年の経験を踏まえて、講義やキャンパス生活

に工夫をしていく所存です。ぜひ、皆さんからのinputもいただきながら、よ

り良い大学を目指して参りたいと考えます。よろしくお願いいたします。

さて、東京都市大学の建学の精神は「公正」「自由」「自治」です。本学の

前身の一つである武蔵工業大学は、1929年に武蔵高等工科学校として創

立されました。この学校は、ある学校に在学していた学生たちが、「学びた

い」と思う一心のもとに、自らが、支援者、教えてくれる人をさがし、それを受

け止めた3名の創立者の熱意により創立された学校です。きわめて稀な形

で創立された学校といえます。「公正」「自由」「自治」の建学の精神は、その

時に定められました。

本学は学校法人五島育英会に所属しています。五島育英会は東急グルー

プの礎を築いた五島慶太翁が初代理事長であり、この慶太翁が1939年に

創立した東横商業女学校を源流とする東横学園女子短期大学と、武蔵工業

大学とが2009年に統合して東京都市大学となりました。五島慶太翁が好ま

れた言葉「熱誠」（熱と誠）も、本学の教育研究のバックボーンとなっていま

す。慶太翁は熱誠について、次のように記されています。「人の成功と失敗と

の分かれ目は第1に健康である。次には熱と誠である。体力と熱と誠とがあ

るならば、必ず成功する。」新入生の皆さんもぜひ、心の中にしまっておいて

ください。

さて、本日は、本学が、どのような方針で人材育成にあたっているのか、ま

た、大学では、どのようにすれば有意義に過ごせるのかについてお話ししま

す。皆さんに最初にお伝えしたいことは、自分から進んで、能動的に学ぶこ

と、それが大学生活成功の秘訣ということです。

本学では教育面でのBest Value Universityでありたいと考えていま

す。これは、米国の大学等では、大切にする指標です。皆さんに対する教育

の効果について、入学時（IN）と卒業時（OUT）で、どれくらい価値を高めら

れるか、との観点での評価であり、いわゆる教育付加価値が最大の大学とい

う意味です。

大学として、様々なプログラムを用意していますが、皆さんには、今まで

経験したことのないほど、勉強をしてもらいます。そのつもりで、毎日を過ご

してください。今までの高校までの学びは、先生から与えられる、知識を伝

達する形の教育でした。そのために必要なことは先生から与えられる、だっ

たと思います。言ってみれば、受動的な学びで済んでいました。また、入試

は、あるラインに到達すれば合格します。それに対して、大学では、何かを教

えてくれるだろうといった「待ち」の姿勢では、何も手に入れられないことで

しょう。また、どこまでやれば合格というラインもありません。

今、社会から求められている人材は、自分で問題を発見し、解決できる人

材です。自分はどのようなことをやりたいのかをはっきりさせることです。ま

ずは、皆さんの将来に対する夢を描いてください。そして、それをより具体

的な目標にしてください。今日の入学式の記念として、自分はどうしたいの

か、それをどのように実現するのかを考え、それを書いて保存することを提

案します。目標を明確にすることです。

本日、この式には学部への入学者とともに大学院博士前期課程と、博士

後期課程への入学者も出席しています。博士後期課程には社会人コースと

して、仕事を持ちながら博士を目指す学生が含まれています。社会はより高

いレベルの能力、知識を有する人材を必要としています。社会に出た後も、

学び続けることが重要です。学部に入学した皆さんも、最初から大学院へ進

学することを考えて学んでください。昔は大学４年間で十分な学びが出来ま

したが今は違います。昔の大学４年間は今の博士前期課程までの６年間と考

えて、自分の学びを組み立てる、設計することをお勧めします。本学では、学

部、大学院を通して、世界で活躍できる、実践的な専門力を有する人材の育

成を目的としています。急速に、大きく変化する社会、環境の中で、リーダー

として活躍できる、タフな人材が目指すところといえます。また、それを実現

できるようなプログラムを用意しています。

皆さんへの2つ目のメッセージは、国際人になってほしいということです。

学長式辞 学長 三木 千壽
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令和3年度東京都市大学入学式は、新型コロナウイルスの感染拡大防

止への対応として、新入生並びにご家族の皆様の安全・安心を第一に考え、

式典は、午前の部、午後の部の2部制にて、事前に収録した映像を所属する

キャンパスの学科・専攻毎に教室で視聴いただき、新入生と教職員だけで開

催いたします。待ちに待った大学生活のスタートである入学式を楽しみにし

ていた新入生の皆様、そしてご家族の皆様、関係者の皆様に、このようなお

知らせをすることは誠に残念ではございますが、何卒ご理解の上ご了承くだ

さいますようお願い申し上げます。

改めて、新入生の皆さん、入学おめでとうございます。入学試験という難

関を乗り越え、晴れてこの日を迎えられた皆さんを、教職員一同、心から歓

迎いたします。そして、ご両親様をはじめ、ご家族の皆様におかれましても、

さぞかしお喜びのことと存じます。

私ども学校法人五島育英会は、幼稚園から大学まで8つの学校をもって東

京都市大学グループを形成し、約1万2000名の学生・生徒を擁し、多くの先

輩方は社会の様々な分野で活躍されています。東京都市大学グループは、各

学校が培ってきた歴史と伝統を礎に教育事業を展開しております。「自立」と

「グループの融合」によって新たに生まれる強力な「総合力」を最大限に発揮

し、すべての学校が「未来志向」という価値観を共有しながら、これまでの常

識とは異なる時代が求める新しい視点と発想で「健全な精神と豊かな教養を

もって、国際社会で活躍する有為な人材」の育成を目指しております。

さて、現下の社会では、予想を上回るスピードで少子高齢化が進行する一

方、自然災害・ウイルス等の予期せぬ脅威に的確に対応していかなければなり

ません。また、IoTやAⅠの発展によるソサイエティ5.0・超スマート社会の到来

も予測されております。更に、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）・世界を変えるた

めの17の目標による「誰一人取り残さない」社会の実現のために教育機関と

してはもちろんの事、学校法人としても貢献していく必要があります。その他

にも、高等教育の無償化、大学入学共通テストへの移行、大学における入学定

員の厳格化等があり、教育を取り巻く環境は年々厳しくなっております。

このような環境の中、東京都市大学がアイデンティティを確立し、より一

層社会に貢献するためにも、持続的発展に向けた将来ビジョンを策定し、そ

の達成に向けた施策を各構成員が力を結集させて計画的に行動を推進して

いかねばならないと考え、本学の強み、特色、抱える課題及び競合他大学の

状況を把握するとともに、中長期的な視点から将来ビジョン達成のため「ア

クションプラン2030」を策定しております。社会がどのように変わろうとも、

時代の変化に即応しながら進化し続け、優れた実践力、専門力、そして国際

性という揺るぎない価値を備えた学生を育成して行くために、改革を続けて

おります。本日入学された皆さんをはじめ在籍する全学生が、本学での学び

によって、より多くの成果、満足感を得られるよう、教職員が一丸となり取り

組んでまいります。

これからの学生生活は自分自身の責任で、自分の時間をコントロールで

きる、長い人生の中でも極めて貴重な時間です。それだけに明確な自覚と

強い意志を持ち、如何に過ごすかが今後の人生を左右するといっても過言

ではありません。学生の本分は学ぶことにあります。又、大学は同じ志を持

つ者が切磋琢磨してお互いを高め合い、磨き合う場でもあります。是非多く

の友人と互いに学び合い、生涯の友を見い出してください。そして出来るだ

け多くの書物を読み、リベラルアーツを学び、教養を深め、物事の本質を見

極める能力を養い、人間の幅を広げてください。

大学院に入学される方は、更に深い学識を身につけ、専門分野における研

究能力や高度の専門性を養うとともに、広い視野に立って社会性の涵養に努

めてください。そして、常に社会に貢献する意識を大切にして、日本国内に留

まらず国際的に協働・協調して、持続的に発展できる、平和で豊かな社会の実

現に向け、努力してください。今日から新たな環境のもと、まずは、健康を第

一に確保することを忘れないでください。体力は全ての活動の基盤であり、

身体的な能力だけでなく、精神面の充実にも大きく関わっています。

東京都市大学グループの学園歌は「夢に翼を」といいます。皆さんには、

夢を実現するために、ぜひ自分の力を信じ、仲間とのつながりを大事にして、

強い翼を育ててください。学園歌には、ただ憧れているだけでなく強い翼を

育てることが肝要であるとのメッセージが込められております。本学での学

びや経験により強い翼を育て、それぞれの夢の実現に向けて雄飛することを

期待しています。

結びに、心身とも健全な、充実した楽しい学生生活を送られますことを心

から祈念いたしまして、私からの祝辞とさせていただきます。

本日は、誠におめでとうございます。

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。また、御両親をはじめ保護

者の皆様、お子様の御入学、誠におめでとうございます。東京都市大学後援

会を代表いたしまして心から皆様を歓迎いたします。

本学の後援会は、在学生の保護者の皆様を正会員として構成されていま

す。大学の教育方針に則り、大学と保護者との連携を緊密にして、子女の修

学、学生生活の向上を図り、また大学を後援して、その発展に寄与するとと

もに、会員相互の親睦を図ることにあります。主要な事業活動としては、新

入生研修行事の「フレッシャーズ・キャンプ」や大学行事の体育祭・学園祭と

課外活動の援助、例年9月から大学と共催で行われる「大学と保護者との連

本学が育成を目指す人材像は、実践的な専門力を持ち、世界中で活躍でき

る人材です。本学における国際人育成の入り口が、東京都市大学オーストラ

リアプログラム（TAP）です。このTAPは2015年からスタートしていますか

ら、今年で6年目になります。駐日オーストラリア大使のアダムズ様より、皆

さんにビデオメッセージをいただいていますので、私の式辞の後、お聞きく

ださい。

TAPにつきましては、初年次200名、2年目230名、3年目250名、4年

目、5年目は300人を超える学生が参加しています。近い将来には500名

まで増やし、入学者の1/3が参加できるようにしたいと考えています。都市

大生は英語が苦手、英語が苦手だから都市大に来たという人が多いのです

が、これは自慢にはなりません。社会に出てから、英語を話さなければなら

ない状況で、前の人の陰に隠れる、できるだけ眼をあわさないようにすると

いうのは、最悪です。皆さんのこれからのキャリアで、大きなハンディキャッ

プとなります。専門を学ぶ前に解消しましょう。本学は英語学校ではありませ

ん。しかし英語でのコミュニケーション能力は、国際人としての必須アイテム

であり、高度な専門教育を生かすためにどうしても身に付けてもらう必要が

あると考えてのプログラムです。

3つ目のメッセージは、失敗を恐れずに、チャレンジしてほしいということ

です。私が常に心においているアインシュタインの言葉があります。それは 

Anyone who has never made a mistake has never tried anything 

new. 「失敗を経験した事がない者は、何も新しい事に挑戦したことが無いと

いうことだ」です。失敗できない、したくないからチャレンジを避ける、ではこ

れからの激動の世界ではサバイブできません。リスクを恐れず、未知の世界

に飛び込んだ人間、学び続ける人間だけが、新しい発想を生み出し、未来を

開くと考えます。チャレンジする気持ちが重要です。この都市大で、失敗を恐

れずチャレンジしてください。

皆さんが充実した大学生活を送られることを祈念いたしまして、式辞とい

たします。

後援会会長ご祝辞 東京都市大学後援会会長 土屋 良直氏

理事長挨拶 学校法人五島育英会理事長 高橋 遠
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入 学 式 式 辞令和3年度

絡会」等が中心です。本学をよく知ってもらうためにも、ぜひ参加して頂けれ

ばと思います。

また、課外活動での優れた成果に対し、「学生表彰」や「後援会長賞」など

の表彰もあり、入学から卒業にいたるまでの幅広い支援事業を展開してい

ます。保護者の皆様には、後援会のホームページや年２回送らせて頂く会誌

のTCU-COMをご覧ください。更に新入生の保護者の皆様の中から、評議

員として後援会にご協力頂ければと思います。事務局からの依頼がありまし

たらぜひ参画をお願いいたします。

しかし現状では、希望に溢れた学生生活のスタートが、コロナ禍の中では

一変し制約された状況におかれています。昨年同様、新入生の皆様には試

練が続きますが、在学生・教職員・保護者の方々と三位一体となり、卒業時に

は良き思い出になるよう乗り越えて行きましょう。

新入生の皆さんにこの4年間で期待すること！！！産業界は「働き方改革関

連法」の施行から2年が経ち、「新たな価値を創造する働き方」を目指し、昨

年のコロナ禍のなかで、一段と加速しています。生産年齢人口の減少が続く

中で、労働環境の改善は日本における喫緊の課題となっています。この改革

を推進するためにも皆さんの柔軟な感性が必要になります。学問・知識を身

につけ教養を高め、新たな社会環境を創造し、改革の中枢を担う人材として

活躍することを期待します。ぜひこの逆風を糧として次のスパイラルアップ

に繋げてください。

令和の時代に期待される社会人は、柔軟な感性を持つ人材であり、ワー

クライフバランスやダイバーシティーを理解できる人材が必要になります。

そのためにも、大学の特色であるＴＡＰ（国際人材育成プログラム）の参画や

学業以外で見聞を拡げるためにも、クラブに所属して、学部・学科・学年の異

なる同級生・先輩・後輩とともに同じ目的を持ち、多くの方々と共有する時

間の中で活動してください。一人ではできないことも仲間と一緒ならできま

す。ぜひ充実した学生生活を送ってください！！！

本学における4年間が、皆さんの将来にとって素晴らしいものとなります

よう、心から祈念しましてお祝いの言葉といたします。

Hello everyone. My name is Jan Adams and I am the Australian 

Ambassador to Japan. I thank President Miki for the honour to 

join you on this special occasion.

Congratulations on your admission to Tokyo City University. 

You have all studied very hard and you should be very proud of 

this achievement.

A university education is a real privilege. It will shape your 

future, help you to build life-long friendships and open new 

opportunities. I am very excited for you all.

There is no doubt that it is a difficult time for everyone, 

especially students. My own son is experiencing this in an 

Australian university. COVID-19 has changed our lifestyles 

and the learning environment.  But hopefully it has also helped 

grow our resilience and find creative ways to connect.

In our globalised world, language skills and international 

experiences are valued highly. 

If you do decide to study abroad, I would of course encourage 

you to consider the ‘Tokyo City University Australia Program’. 

This is a great opportunity for you to discover more about 

yourself and grow as person, through experiencing Australia’s 

vibrant culture and society.

Unfortunately in recent times we haven’t been able to see the 

regular movement of students between Japan and Australia 

that we would like to see.  Australia has been very successful 

in managing the pandemic, and when international borders 

are open again, students will be able to continue to enjoy the 

quality education we are known for, and in a safe environment. 

I would have loved to have been with you in person today, 

but through this message I wish you every success for your 

studies at Tokyo City University.

Thanks again and ganbatte kudasai!

　皆さんこんにちは。駐日オーストラリア大使のジャン・アダムズです。本日

このような機会を作って下さった三木学長に感謝いたします。

　まずはご入学おめでとうございます。これまでの努力の成果を誇りに思っ

てください。

　大学教育は貴重な場です。将来や生涯の友情が育まれると共に、新たな

機会が生まれます。私も、皆さんへの期待に胸が膨らむ思いです。

　今はだれもがそうですが、特に学生の皆さんにはつらい時期です。私の息

子もオーストラリアの大学でこのつらい時期を過ごしています。新型コロナ

は、私たちの生活や学びの環境を変えてしまいました。しかし反面、私たち

をたくましくし、人とかかわる新たな方法を開拓してくれました。

　世界がグローバル化する中、外国語や海外での経験は重みを増しています。

　留学を決めている方には、貴学のオーストラリアプログラムTAPをお勧めし

ます。これはオーストラリアの生き生きした文化や社会での経験を通じ、皆さ

んが自分自身を知り、成長を図るためのプログラムです。

　今は残念ながら、日豪間の定期的な学生交流が十分に行えない状況にあり

ます。しかしオーストラリアは、感染の抑え込みに成功しました。海外への自由

な行き来が始まれば、皆さんは引き続きわが国の質の高い教育を、安全な環

境の中で受けられるようになります。

　本日は直接お会いできず残念ですが、皆さんが御校でしっかりと学ぶのを応

援するメッセージを送ります。

　がんばって下さい！

駐日オーストラリア大使ご祝辞
駐日オーストラリア大使 ジャン・アダムズ氏
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オンラインにて「仕事・企業研究会」を計9回開催、企業275社、
本学学生、延べ3,751名が参加しました。

仕事・企業研究会を開催しました
キャリア支援イベント

開催日：2021年2月9日（火）〜3月3日（水）〔うち9日程で実施〕
場　所：オンライン形式

運営会場の様子

　仕事・企業研究会は、学生のキャリア支援の一環として、

1980年より、毎年複数回にわたり実施するもので、本学卒

業生が活躍している多種多様な業種・業態の企業のOB・

OG、リクルータ、人事担当者が参加しています。本学学生に

とっては、キャリア選択のヒントを得られるだけでなく、企業の

方と実際に触れ合うことができる貴重な場になっています。

初のオンラインによる全キャンパス合同での開催となった

今回は、冒頭、学生全員にガイダンスが行われた後、学生た

ちは、本学で手配した各企業様のZoomミーティングに分か

れ会社概要や求められる人材像等についての説明を受けま

した。説明会の時間に加えて、企業への理解をより深めるこ

とを目的とした「懇談会」の時間を設け、学生がOB・OG、リク

ルータ、人事担当者とオンラインでも懇談でき、質問しやす

い環境を整えました。パソコン越しからもわかる企業様から

の力の入った説明に、学生たちは熱心に耳を傾けながら、時

には積極的に質問をする様子も伺えました。

参加した企業様からは「オンラインでも学生の情熱が伝

わった」「次回も参加したい」などの好評を頂いた一方で、

「表示名に所属学部の記載があるとよりわかりやすかった」

といったご意見も寄せられました。今後は、頂いたご意見を

もとに課題を解決・改善し、より充実した仕事・企業研究会を

目指してまいります。各企業の説明会の音声、映像等に問題がないか常時確認する学生スタッフ

キャリア支援センターでは、対面とオンラインで面談を行っています。昨年
と比べて、オンラインを活用したこともあり、面談数も増加しております。ま
た、必要な情報を提供するために、就職支援のためのガイダンスや講座もオ
ンライン化し、支援体制を整えておりますので、どうぞご安心ください。

コロナ禍の就活生は孤独になりがちで、1人で考えているとうまく整理で
きないことも多くあります。この機会にぜひご家族の皆様には、ご自身の価
値観を押し付けることなく学生自身の本音を上手に引き出したうえで、世の
中の動きを伝え、意欲を高める手助けを宜しくお願い申し上げます。

保 護 者 の 皆 様 へ

学生支援部 キャリア支援センター部長 住田曉弘 開催期間中、企業様対応を行う住田
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　これまでの日本は、自動車産業などの製造業を中心と

する「資本集約型社会」において、世界をリードしてきまし

た。しかし現在、世界はICT、AI、ビッグデータなどを活用

する「知識集約型社会」へと移行し、社会のあり方は劇的

に変わりつつあります。人々の行動様式やビジネススタイ

ル、社会制度を変えてしまう、予測困難な「ゲームチェンジ

時代」を迎えた今、物事を柔軟に対応し、未来を切り拓くこ

とのできる、優れた人材の育成が急務となっています。ま

た、大学教育においても、人材育成における従来型の指導

体制からの脱却が強く求められています。

　文部科学省の「知識集約型社会を支える人材育成事

業」は、今後の社会や学術の新たな変化や展開に対して柔

軟に対応できる力を有する、幅広い教養と深い専門性を

兼ね備えた人材育成を目的に、令和２年度から開始された

事業です。

　私たちを取り巻くさまざまな問題に対して、これまでは

各学問分野からの「個別最適解へのアプローチ」を図って

いました。しかし、こうした手法で解決できない問題が現在

多発しています。そこで本学は、文理横断、分野融合による

「全体最適解を得る思考アプローチ」によるカリキュラム

を構築し、同事業への申請に臨みました。その結果、実現可

能性と未来志向性が評価され、申請した全国23校の中か

ら、本学を含む6校が採択されました。　

　「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラムのカリキュラ

ムは、教育目標や育成すべき人材像を明確にしながら、学生

一人ひとりが思う存分発想力や提案力を磨き、自分の将来

を見据えながら、履修できる内容としています。

　その全体像は、右図にあるように、AI・ビッグデータ・数理

　本学では、文部科学省の「知識集約型社会を支える人材育成事業」の採択を受けて、2021年度より
「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラムをスタートしました。初年度、理工学部の機械系と電気系
（機械工学科、機械システム工学科、電気電子通信工学科の3学科）を皮切りに、順次、全学展開する
予定です。本学の教育改革において総仕上げ的なこのプログラムについてご紹介します。

ゲームチェンジ時代をリードする
人材育成に向けた教育改革

開学以来もっとも大きな
カリキュラム変更を実施

文部科学省 令和2年度大学教育再生戦略推進費

「知識集約型社会を支える人材育成事業」採択 6校

全国 で

のみ

新しい教育への挑戦

プログラムを通じて
こんな力を
身につけます

複雑な状況を見定め
本質的な問題をみつける力

解決策に辿り着くために
知識・スキルを学ぶ力

多様なバックグラウンドの人と
協働する力

自らの価値観や社会が
目指す未来を見つめ直す力

「ひらめき・こと・もの・ひと」づくり
 プログラムがスタート

ゲームチェンジ時代の製造業を切り拓く

価値を創造できる次世代の「社会変革のリーダー」 ゲームチェンジ時代の「製造業を切り拓く人材」

知識集約的な思考アプローチにより、全体最適解を得る人材

「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラムで、目指す人材像

・革新的なイノベーションをもたらすソリューションを提案　・幅広い教養と深い専門性を両立
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データサイエンスを基盤とし、2020年度から全学科で順

次開講している、「SD PBL」※と、3年次の事例研究、卒業

研究や産学連携で実施する「Next PBL」といった「統合的

学び」を提供する科目を大きな柱としています。これに「ひ

らめきづくり」「ことづくり」「ものづくり」「ひとづくり」の力

を育成する多彩な科目群を組み合わせて、学年進行ととも

に統合的な学びを展開していきます。これまでにない、大胆

な文理横断や分野融合を実践しながら、幅広い教養と深い

専門性を育成するためのカリキュラムとなっています。

　また、本プログラムは、各学科の卒業要件である124単

位を満たしながら修了できるよう制度設計されており、定員

は各学年100名を目安にしています（プログラムへの参加

は入学時か2年次進級時のみ）。本プログラムの履修には追

加費用もかかりません。

　ここまで大きなカリキュラム変更は、本学90年の歴史の

中でも初の試みです。ゲームチェンジ時代の今を見据え、よ

り良い未来の創造をめざす、都市大の教育改革にご期待く

ださい。 

カリキュラムの全体像

従来の
カリキュラム

「ひらめき・こと・
もの・ひと」づくり
プログラムの
カリキュラム

成果を告知し、国民にも広く周知して、社会を巻き込み、製造業を再生

大学の価値観変化と共に、産業界も巻き込んで、価値観を変革

「ひらめき･こと･もの·ひと」づくりを掛け算する教育とそ
の統合的な学びの実現

次世代の社会変革のリーダー、かつ、知識集約型社会を
支える人材を育成

体制整備、人材の確保、教職員や学生の意識向上、全学
的な教学マネジメントの確立

社会全体を巻き込み、教育改革をしていくことで、学生の
主体的な学修意欲の向上

「ひと」が共創することで、「ひと」が主役となる「安心」で
「快適」な社会を築く

本プログラムで実現すること

❶

❷

❸

❹

❺

国際競争力強化

AI・ビッグデータ・数理データサイエンス
分析力・測力

4年次▶

3年次▶

2年次▶

1年次▶

START

知識集約型社会を支える
人材の育成

GOAL

ものづくり
知識やアイデアを

形にする力

ひらめき
づくり

アイデアを

創り出す力

グローバルで
未来志向の 自ら挑戦する

多様な
人々との

判断力 マネジメント力共創力

ひとづくり

物語や流行を

生み出す力

ことづくりNext PBL

SD PBL（3）
学部学科横断・
文理融合型

SD PBL（2）
自らの

「専門」探究型

SD PBL（1）
「問い」発見型

卒業研究
専門立脚型

事例研究

※SD PBL＝Sustainable Development＋Project organized Problem 
Based Learning：持続可能な社会の発展に資する人材育成に向けた本学
独自の問題解決型科目

文理横断・学修の幅を広げる 分野融合 グローバル・幅広い
教養と統合的な学び

ひらめき
づくり
14単位

ことづくり

14単位

AI・ビッグデータ・
数理データサイエンス
20単位

ものづくり（機械×電気） ひとづくり

PBL 専門基礎 専門科目 自由 共通教育科目

PBL
3単位

理工学基礎
30単位

学科の専門
60単位

自由選択
12単位

語学・教養・体育
19単位

48単位 48単位 28単位

幅広い教養と深い専門性を両立した人材育成革新的なイノベーションをもたらす
ソリューションを提案する人材育成
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開催日：2021年3月10日（水）
場　所：オンライン形式

このコンテストは、本学卒業生と強固なネットワークを構築し
ながら、自身のアイデアをビジネス化するための方法を考案し、
社会で必要とされるプレゼンテーション力やコミュニケーション
力を鍛えることを目的としています。

1997年に開学した、環境情報学部（現：環境学部・メディ
ア情報学部）の1期生らが発起人となって、昨年1月に初開催
し、今年で2回目となります。前回同様、エントリーのあった25
チーム（第1回は15チーム）の中から、書類審査を通過し、最終
選考に残った5チームが、卒業生有志の指導によるブラッシュ
アップを経て、コンテストに臨みました。

審査には、今年も本学卒業生でもある起業家の方々にご依
頼し、審査員長を株式会社オールアバウト代表取締役社長の江
幡 哲也氏（1987年電気工学科卒）、審査員を株式会社デジタ
ルシフトウェーブ代表取締役社長の鈴木 康弘氏（1987年電気
工学科卒）、アイロボットジャパン合同会社代表執行役員社長の
挽野 元氏（1992年電気工学専攻修了）、株式会社トリドール
ホールディングス執行役員の磯村 康典氏（1993年機械工学
科卒）という錚々たるメンバーに務めていただきました。

当日は各チームとも、質疑応答も含め約15分の持ち時間を
存分に使って、集客のアイデアやサービスの優位性、必要な資
金などのビジネスプランを具体的にプレゼンテーションしまし
た。その後の厳正な審査の結果、最優秀賞には、性別違和の
人々を対象として、ビジネス化の実現可能性に秀でたプランを

提案した「EtB」が、優秀賞には人と人とのつながりをテーマと
した「てづくりっこ」と「M＋」が選出されました。

最優秀賞を受賞した田﨑 陽介さんは、「ゼロからビジネスプ
ランを作成する貴重な経験ができました。卒業生の方から、メ
ンターとして約1ヶ月にわたり、サポートして頂きました。ご指導
の手厚さ、質の高さに驚きながら、自分でも成長を実感できた
日々でした」と、喜びと感謝のコメントを残しています。

江幡審査員長は、「どのプランも大変素晴らしく、甲乙つけが
たい。皆さんへの支援は惜しまないので、あきらめずに磨きを
かけて実現に向けて頑張って欲しい」とのエールがありました。
また、閉会挨拶に立った関副学長は、「ビジネスマインドを醸成
するために、このような機会がとても大切。今後もこのコンテス
トを継続していきたい」と述べました。次回もより多くのチーム
が参加することを期待しています。

〉〉5チームによる提案内容
ビジネスプラン名（発表順）

プラン名
  Town Code 発表者    花澤 怜 

（理工学部 機械システム工学科 1年）

地域の商店街が抱える課題を学生とITでサポートする

プラン名
  TEAM SPOTS 発表者    味香 優希・永原 和真 

（メディア情報学部 社会メディア学科 3年）

情報発信と人材リサーチの効率化によって学生のチーム作成を支援する

プラン名
  てづくりっこ 発表者    髙橋 知里 

（知識工学部 知能情報工学科 2年）

安全で手間がかからない＋親子で楽しめる食育キット

プラン名
  M＋（エムプラス） 発表者    板倉 夏帆・金澤 碧 

（都市生活学部 都市生活学科 2年）

軽度認知障がい者を健常者へと回復させるマッチングサービス

プラン名
  EtB 発表者    田﨑 陽介 

（総合理工学研究科 建築・都市専攻 博士後期課程 5年）

性別違和の人のための美容室検索サイト

本学卒業生の起業家の皆さんを前に
ビジネスプランを分かりやすくプレゼンテーション

第2回 東京都市大学

関副学長による閉会の挨拶の様子

オンライン開催による
コンテストの様子

江幡審査員長による講評の様子

最優秀賞を受賞した田﨑 陽介さん

ビジネスプラン
  コンテストを開催
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　昨年度は、大学も高校も学事カレンダーが混乱した１年間

となりました。受験生にとっては、センター試験に代わる新しい

「大学入学共通テスト」に対応しなければならないにもかかわ

らず、模擬試験の機会も減少して、自分自身の実力がつかめ

ないまま入試シーズンに突入したケースも少なくなかったよ

うです。

　河合塾が主要１７２大学を対象に集計した最終結果では、一

般選抜方式の志願者数は前年比８４％で、共通テスト利用方

式では９２％。受験規模の指標となる１８歳人口が１１７万人か

ら１１４万人に急減した年度であったことも大きな理由でした

が、自分の実力ポジションが比較検証できない不安定さ、コロ

ナ禍による大都市圏の敬遠、経済面の不安による併願数の絞

り込み、専門学校への流出など、複合的な要因が影響したとみ

られます。

　こうした状況にあって、入試シーズン末期に当たる本学の

「一般選抜（後期）」も大きく減少することを見込んでいまし

たが、結果としては前年比１２８％。前期・中期・後期の３期に

渡る本学の一般選抜は、すべてが前年度を上回り、合計でも

１０８％となり、全国的にも突出した結果となりました。その後

の３月１４日の「共通テスト利用入試（後期グループディスカッ

ション型）」は、コロナ禍の影響を受けて「小論文」に変更して

実施。ここでは予想通り志願者数の減少がありましたが、本学

のすべての入試を合計した志願者数は本年度も３万人近い実

績となりました。

　入学定員管理の厳格化は2015年度の頃から導入された

施策ですが、地方創生という大きな国策が「大都市圏への学

生集中是正」として文教政策に展開されたものです。都市圏に

あり大規模である大学ほど定員超過が許されないようになり

ました。そして、その頃から大学入試に発生している新たな混

乱が「追加合格」の拡大です。

　正規の合格発表の時点では合格者数を抑制し、入学手続き

状況をみて追加合格を重ね、入学者数をコントロールすると

いう方法が、ここ数年で大規模化しており、年度末は追加合格

ラッシュが起こるようになりました。どこかの大学が追加合格

を出して入学予定大学からの辞退を発生させると、入学予定

者が減った大学も玉突きのように追加合格を出します。これが

大規模に連鎖して、年度末の混乱を拡大しています。本学でも

３月の最後の１週間で、１００名以上の入学辞退があり、また、

同じ数だけの追加合格を出しました。

　新型コロナウイルス感染症への対応は、１年以上に渡るも

のになりました。１年前の年度当初は、入試シーズンの頃には

この社会的不安から解放されていることを期待していました

が、推薦入試ではオンライン面接の導入、一般選抜では全員マ

スク着用での受験と、入試の風景は大きく様変わりしました。

　一方で、全国で大規模一斉に実施された１月の大学入学共

通テストでは、クラスターと言われる事態は発生しなかったと

言われています。５０万人規模のこのテストで、新型コロナの

ための欠席で追試となったのは９２名。運営側が万全の対策を

行い、参加側が日常的な警戒を怠らないことが有効な結果を

もたらすという好事例となりました。

　新型コロナウイルス感染症へのベストな対応は感染情勢・

政策的意向・ワクチン動向などにより日々変化しています。入

試シーズンは秋以降からになりますが、受験生の大学研究の

ためのオープンキャンパスは初夏からはじまります。本学では

今後も最新情報を冷静に収集し、リスクを管理し、適切な判断

を重ねていきたいと考えています。

入2021年度 試 結 果
　前号では、発行時（2021年3月）時点の入試速報について報告しましたが、その後に実施した「一般選抜（後期）」「共通
テスト利用入試（後期３教科グループディスカッション型）」の結果を含め、あらためて2021年度の全入試について報告し
ます。前号とあわせてご確認ください。

３ コロナ禍が続く中での新年度スタート

2 「入学定員管理の厳格化」と追加合格の混乱

1 受験人口の減少・高大接続改革の軌道修正・
コロナ禍の混乱

2021
年度

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2015
年度

2016
年度

2017
年度

2019
年度

2018
年度

2020
年度

■工学部・理工学部　■建築都市デザイン学部
■知識工学部・情報工学部　■環境学部　■メディア情報学部
■都市生活学部　■人間科学部

4,735

4,782

11,136

2,359

3,113

548
1,798

3,312 3,588 3,605

6,151

6,092

5,013

1,244 1,442 1,488

2,414

3,009

5,153

9,108 9,239 9,111

12,769

15,908

12,659

1,921 1,858 1,779

2,660

2,154

3,009

1,103 1,165 1,203

1,937

678

3,254

526 490 362

622

679
2,052

3,537

17,214 17,782 17,548

26,553

31,378 31,819

28,471
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※ 人間科学部は実施なし
※ 2021年4月、エネルギー化学科から応用化学科に名称変更。

■表1　2021年度　一般選抜（後期） 志願・合格状況

学部名 学　科　名 入 試
年 度

A
募集人員
（人）

B 志願者数 C 受験者数 D 合格者数 E 倍率 F 合格者得点

総 数
（人）

女子
［内数］
（人）

前年比
（％）

総 数
（人）

女子
［内数］
（人）

総 数
（人）

女子
［内数］
（人）

B/A
志願倍率
（倍）

C/D
実質倍率
（倍）

最低点

理
工
学
部

機械工学科
2021 5 91 9 

115.2
77 8 21 1 18.2 3.7 128

2020 5 79 2 65 2 5 1 15.8 13.0 138

機械システム工学科
2021 4 112 9 

228.6
100 7 27 0 28.0 3.7 129

2020 4 49 4 44 3 5 0 12.3 8.8 138

電気電子通信工学科
2021 7 131 11 

127.2
123 10 26 2 18.7 4.7 141

2020 7 103 2 88 2 7 0 14.7 12.6 141

医用工学科
2021 2 60 9 

92.3
55 9 7 2 30.0 7.9 143

2020 2 65 16 60 14 13 3 32.5 4.6 127

応用化学科
2021 3 53 13 

55.2
50 11 7 2 17.7 7.1 154

2020 3 96 17 89 16 12 0 32.0 7.4 145

原子力安全工学科
2021 2 32 3 

133.3
32 3 14 0 16.0 2.3 107

2020 2 24 1 23 1 2 0 12.0 11.5 126

自然科学科
2021 3 61 12 

184.8
57 11 10 3 20.3 5.7 141

2020 3 33 8 31 7 9 1 11.0 3.4 124

理工学部 計
2021 26 540 66 

120.3
494 59 112 10 20.8 4.4 

―
2020 26 449 50 400 45 53 5 17.3 7.5 

建
築
都
市
デ
ザ
イ
ン
学
部

建築学科
2021 4 144 30 

145.5
132 27 6 1 36.0 22.0 180

2020 4 99 28 86 27 7 2 24.8 12.3 150

都市工学科
2021 4 73 8 

155.3
71 8 5 1 18.3 14.2 175

2020 4 47 12 39 12 7 4 11.8 5.6 137

建築都市デザイン学部 計
2021 8 217 38 

148.6
203 35 11 2 27.1 18.5 

―
2020 8 146 40 125 39 14 6 18.3 8.9 

情
報
工
学
部

情報科学科
2021 4 163 16 

144.2
144 15 6 2 40.8 24.0 181

2020 4 113 16 98 15 12 1 28.3 8.2 152

知能情報工学科
2021 3 85 12 

94.4
76 12 7 1 28.3 10.9 176

2020 3 90 17 82 17 7 2 30.0 11.7 158

情報工学部 計
2021 7 248 28 

122.2
220 27 13 3 35.4 16.9 

―
2020 7 203 33 180 32 19 3 29.0 9.5 

環
境
学
部

環境創生学科
2021 3 78 13 

139.3
71 11 3 2 26.0 23.7 168.50 

2020 3 56 11 44 9 20 7 18.7 2.2 133

環境経営システム学科
2021 3 54 10 

98.2
47 8 5 3 18.0 9.4 151.56 

2020 2 55 10 44 9 11 3 27.5 4.0 152

環境学部 計
2021 6 132 23 

118.9
118 19 8 5 22.0 14.8 

―
2020 5 111 21 88 18 31 10 22.2 2.8 

メ
デ
ィ
ア
情
報
学
部

社会メディア学科
2021 2 65 21 

203.1
63 21 14 4 32.5 4.5 124.24 

2020 2 32 6 28 4 12 3 16.0 2.3 143

情報システム学科
2021 4 86 15 

204.8
80 14 5 1 21.5 16.0 164

2020 2 42 13 34 11 7 2 21.0 4.9 153

メディア情報学部 計
2021 6 151 36 

204.1
143 35 19 5 25.2 7.5 

―
2020 4 74 19 62 15 19 5 18.5 3.3 

都市生活学部 都市生活学科
2021 5 68 26 

88.3
60 23 7 2 13.6 8.6 141.28 

2020 5 77 34 66 30 7 5 15.4 9.4 160
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学部名 学　科　名 入 試
年 度

A
募集人員
（人）

B 志願者数 C 受験者数 D 合格者数 E 倍率

総 数
（人）

女子
［内数］
（人）

前年比
（％）

総 数
（人）

女子
［内数］
（人）

総 数
（人）

女子
［内数］
（人）

B/A
志願倍率
（倍）

C/D
実質倍率
（倍）

理
工
学
部

機械工学科
2021 4 5 0 

100.0
5 0 2 0 1.3 2.5 

2020 4 5 0 4 0 1 0 1.3 4.0 

機械システム工学科
2021 4 4 1 

44.4
4 1 2 0 1.0 2.0 

2020 4 9 2 6 2 2 1 2.3 3.0 

電気電子通信工学科
2021 4 8 2 

800.0
4 1 1 0 2.0 4.0 

2020 4 1 0 0 0 0 0 0.3 ｰ

医用工学科
2021 4 1 0 

20.0
0 0 0 0 0.3 ｰ

2020 4 5 3 3 1 0 0 1.3 ｰ

応用化学科
2021 4 3 0 

37.5
3 0 2 0 0.8 1.5 

2020 4 8 1 4 1 1 1 2.0 4.0 

原子力安全工学科
2021 4 2 0 

66.7
2 0 0 0 0.5 ｰ

2020 4 3 0 1 0 0 0 0.8 ｰ

自然科学科
2021 4 3 0 

300.0
2 0 1 0 0.8 2.0 

2020 4 1 0 0 0 0 0 0.3 ｰ

理工学部 計
2021 4 26 3 

81.3
20 2 8 0 6.5 2.5 

2020 4 32 6 18 4 4 2 8.0 4.5 

建
築
都
市
デ
ザ
イ
ン
学
部

建築学科
2021 2 5 3 

71.4
4 3 1 1 2.5 4.0 

2020 2 7 3 6 3 0 0 3.5 ｰ

都市工学科
2021 2 2 1 

28.6
1 1 1 1 1.0 1.0 

2020 2 7 2 5 1 2 0 3.5 2.5 

建築都市デザイン学部 計
2021 2 7 4 

50.0
5 4 2 2 3.5 2.5 

2020 2 14 5 11 4 2 0 7.0 5.5 

情
報
工
学
部

情報科学科 
2021 2 7 0 

100.0
6 0 1 0 3.5 6.0 

2020 2 7 1 7 1 3 1 3.5 2.3 

知能情報工学科
2021 2 7 2 

100.0
5 1 2 1 3.5 2.5 

2020 2 7 3 5 2 1 1 3.5 5.0 

情報工学部 計
2021 2 14 2 

100.0
11 1 3 1 7.0 3.7 

2020 2 14 4 12 3 4 2 7.0 3.0 

環
境
学
部

環境創生学科
2021 2 5 0 

71.4
4 0 0 0 2.5 ｰ

2020 1 7 3 6 3 3 2 7.0 2.0 

環境経営システム学科
2021 2 3 2 

75.0
3 2 2 1 1.5 1.5 

2020 1 4 0 2 0 1 0 4.0 2.0 

環境学部 計
2021 2 8 2 

72.7
7 2 2 1 4.0 3.5 

2020 1 11 3 8 3 4 2 11.0 2.0 

メ
デ
ィ
ア
情
報
学
部

社会メディア学科
2021 2 6 1 

100.0
4 1 3 1 3.0 1.3 

2020 1 6 0 6 0 4 0 6.0 1.5 

情報システム学科
2021 2 5 1 

83.3
4 1 0 0 2.5 ｰ

2020 1 6 0 5 0 1 0 6.0 5.0 

メディア情報学部 計
2021 2 11 2 

91.7
8 2 3 1 5.5 2.7 

2020 1 12 0 11 0 5 0 12.0 2.2 

都市生活学部 都市生活学科
2021 1 5 1 

31.3
5 1 2 0 5.0 2.5 

2020 1 16 3 12 3 3 0 16.0 4.0 

人間科学部 児童学科
2021 1 1 0 

100.0
1 0 1 0 1.0 1.0 

2020 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1.0 

■表2　2021年度　共通テスト利用入試〈後期3教科グループディスカッション型〉 志願・合格状況

※ 募集人員は学部の合計数値
※ 2021年4月、エネルギー化学科から応用化学科に名称変更。
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学事通信

人事発令

下記のとおり人事発令がありましたのでお知らせいたします。

【1】 任命
（２０２1年４月１日付）

役　職　名 氏　　名
理工学部長 岩尾　　　徹
建築都市デザイン学部長 末政　　直晃
情報工学部長 横山　　孝典
環境学部長 史　　　中超
メディア情報学部長（環境情報学部長兼務） 岩野　　公司
都市生活学部長 坂井　　　文
人間科学部長 早坂　　信哉
共通教育部長 山口　　勝己
大学院総合理工学研究科長 田口　　　亮
大学院環境情報学研究科長 伊坪　　徳宏
入学センター長 野平　　博司
入学センター副センター長 飯島　　正徳
図書館長 新保　　良明
教務委員会委員長 大上　　　浩
地域連携・生涯学習推進室長 末政　　直晃
ハラスメント対策室長 飯島　　正徳
ハラスメント相談室長 髙橋　　国法
国際学生寮長 畑　　　和樹
教育開発機構教育開発室長 岸本　　喜直

理工学部主任教授
所　　属 氏　　名

機械工学科 槇　　　徹雄
機械システム工学科 宮坂　　明宏
電気電子通信工学科 野平　　博司
医用工学科 和多田　雅哉
応用化学科 髙橋　　政志
原子力安全工学科 鈴木　　　徹
自然科学科 橋本　　義武

建築都市デザイン学部主任教授
所　　属 氏　　名

建築学科 堀場　　　弘
都市工学科 白旗　　弘実

情報工学部主任教授
所　　属 氏　　名

情報科学科 向井　　信彦
知能情報工学科 森　　　博彦

※情報通信工学科主任教授は、情報工学部長が兼務する。

環境学部主任教授
所　　属 氏　　名

環境創生学科 飯島　健太郎
環境経営システム学科 古川　　柳蔵

メディア情報学部主任教授
所　　属 氏　　名

社会メディア学科 中村（佐野）雅子
情報システム学科（環境情報学部情報メディア学科兼務） 宮地　　英生

共通教育部主任教授
所　　属 氏　　名

人文・社会科学系 渡辺　　一郎
自然科学系 山口　　勝己
外国語共通教育センター 植野　貴志子

大学院総合理工学研究科専攻主任教授
所　　属 氏　　名

機械専攻 秋田　　貢一
電気・化学専攻 中島　　達人
共同原子力専攻 大鳥　　靖樹
自然科学専攻 吉田　　真史
建築・都市専攻 長岡　　　裕
情報専攻 佐和橋　　衛
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（2）技術職員（２０２1年４月１日付）
所　属　・　職　名 氏　名

大学院総合理工学研究科 機械専攻 研究助手（嘱託） 榎　　　海星

大学院総合理工学研究科 機械専攻 研究助手（嘱託） 佐藤　　孔亮

大学院総合理工学研究科 電気・化学専攻 研究助手（嘱託） 袁　　　振東

大学院総合理工学研究科 電気・化学専攻 研究助手（嘱託） 鈴木　　祐揮

大学院総合理工学研究科 電気・化学専攻 研究助手（嘱託） 我妻　　勇哉

（3）事務職員（２０２1年４月１日付）
所　属　・　職　名　＜資　格＞ 氏　名

事務局研究推進部外部資金課事務員<S3>（試雇） 井利　　彩香

事務局学生支援部教育支援センター事務員［SC担当］<S3>（試雇） 八木　　智美

事務局総務部人事課事務員<S3>（試雇） 丸川　　竜毅

事務局総務部財務課事務員<S3>（試雇） 上田　　悠貴

事務局総務部キャンパス総務センター事務員［YC担当］<S3>（試雇） 小河　　　遼

（２０２1年４月１日付）
所　属　・　職　名 氏　名

理工学部 機械システム工学科 准教授 白鳥　　　英

理工学部 機械システム工学科 准教授 藪井　　将太

理工学部 電気電子通信工学科 講師 リム  イン  イン

理工学部 電気電子通信工学科 教育講師 竹内　　真一

理工学部 応用化学科 准教授 秀島　　　翔

理工学部 応用化学科 教育講師 大野　　哲也

理工学部 原子力安全工学科 教授 中村（根岸）いずみ

理工学部 ものつくり支援センター 教育講師 笠原　　和夫

建築都市デザイン学部 建築学科 准教授 中川　　　純

建築都市デザイン学部 建築学科 講師 落合　　　陽

建築都市デザイン学部 建築学科 講師 片桐　　悠自

情報工学部 情報科学科 准教授 相原　　研輔

情報工学部 情報科学科 准教授 陳　  オリビア

メディア情報学部 情報システム学科 講師 藤原　　賢二

都市生活学部 都市生活学科 准教授 林　　　和眞

人間科学部 児童学科 准教授 宮川　　哲弥

共通教育部 外国語共通教育センター 准教授 中條　　純子

共通教育部 外国語共通教育センター 准教授 畑　　　和樹

共通教育部 外国語共通教育センター 教育講師 及川　　邦裕

総合研究所 研究講師 石井　大二郎

氏　名 発　令　内　容 委　嘱　期　間
尾嶋　　正治 東京都市大学 特別教授 2021.4.1～2022.3.31
川合　　知二 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
草賀　　純男 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
小長井　　誠 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
小堀　　洋美 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
佐々木　　進 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
室山　　哲也 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
山﨑　　芳男 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
涌井　　史郎 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31

【3】 委嘱
（２０２1年４月１日付）

【2】 採用
（1）教育職員（２０２1年3月１日付）

所　属　・　職　名 氏　名
東京都市大学 特任講師 岸　　　和幸

東京都市大学 特任講師 瀬戸　久美子

大学院環境情報学研究科専攻主任教授
所　　属 氏　　名

環境情報学専攻 大谷　　紀子
都市生活学専攻 髙栁　　英明
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学事通信

【4】 昇任・昇格・異動
（１）教育職員（２０２1年４月１日付）

氏　名 所　属　・　職　名
新 旧

中村（根岸）いずみ 理工学部　原子力安全工学科　教授 
国立研究開発法人防災科学技術研究所　派遣（2024年3月31日まで）　※ 理工学部　原子力安全工学科　教授

関屋　　英彦 建築都市デザイン学部　都市工学科　准教授 
東急建設株式会社技術研究所　派遣（2022年3月31日まで）　※

建築都市デザイン学部　都市工学科　准教授 
東急建設株式会社技術研究所　派遣（2021年3月31日まで）　※

新家　　稔央 情報工学部　情報科学科　准教授 情報工学部　情報科学科　講師
岡田　　公治 環境学部　環境経営システム学科　教授 環境学部　環境経営システム学科　准教授
末繁　　雄一 都市生活学部　都市生活学科　准教授 都市生活学部　都市生活学科　講師
戸谷　　夏希 等々力中高教諭<T3> 事務局研究推進部外部資金課事務員<S3>

（2）事務職員（２０２1年４月１日付）

氏　名 所　属　・　職　名　＜資　格＞
新 旧

住田　　曉弘
事務局学生支援部学生支援センター、キャリア支援センター、
校友・後援会連携室担当部長 兼 キャリア支援センター課長［SC担当］ 
兼 キャリア支援センター課長［TC担当］<M2>

事務局学生支援部学生支援センター、キャリア支援センター、
校友・後援会連携室担当部長 兼 キャリア支援センター課長［SC担当］<M2>

浦田　　充起 事務局企画・広報室専任部長<M2> 事務局企画・広報室部長<M2>

河合　　　大 事務局学生支援部学生支援センター課長［SC担当］ 
兼 校友・後援会連携室課長<M3> 事務局学生支援部学生支援センター課長［SC担当］<M3>

有賀　　丈雄 事務局総務部管理課長<M3> 事務局入試部入試センター課長<M3>
峯松　　佳節 事務局総務部原子力研究所事務室事務長<M3> 事務局総務部管理課長<M3>
小板橋　孝雄 事務局学生支援部キャリア支援センター専任課長［TC担当］<M3> 事務局学生支援部キャリア支援センター課長［TC担当］<M3>
渡邊　　正明 事務局入試部入試センター係長<M4> 等々力中高事務室係長<M4>
住吉　　美紀 事務局学生支援部教育支援センター係長［SC担当］<M4> 事務局総務部原子力研究所事務室係長<M4>
依田　　智子 事務局総合情報システム部図書館事務センター事務員［SC担当］<S2> 事務局学生支援部教育支援センター事務員［SC担当］<S2>
吉住　　亮志 事務局学生支援部教育支援センター事務員［SC担当］<S2> 事務局総務部総務課事務員<S2>
中野　　貴大 事務局学生支援部学生支援センター事務員［SC担当］<S2> 事務局総務部人事課事務員<S2>
下村　　真実 事務局学生支援部学生支援センター養護職員［SC担当］<S2> 事務局学生支援部学生支援センター養護職員［TC担当］<S2>
伊東　　享祐 等々力中高事務室事務員<S2> 事務局総務部財務課事務員<S2>

※ 「東京都市大学クロス・アポイントメント制度に関する規則」に基づく

氏　名 発　令　内　容 委　嘱　期　間
右近　　修治 理工学部 客員教授 2021.4.1～2023.3.31
佐々田　博之 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31

岡田（遠藤）往子 　　〃 客員准教授 2021.4.1～2022.3.31
沼上　　　清 建築都市デザイン学部 客員教授 2021.4.1～2023.3.31
屋敷　　和佳 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
民岡　　順朗 　　〃 客員准教授 2021.4.1～2023.3.31
久米　　一成 環境学部 客員教授 2021.4.1～2023.3.31
本田　　智則 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
木村　　道徳 　　〃 客員准教授 2021.4.1～2023.3.31
畑上　　　到 共通教育部 客員教授 2021.4.1～2023.3.31

アーノルド　ディックス 大学院総合理工学研究科 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
荒井　　孝行 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
石井　誠一郎 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
氏家　　　弘 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
岡本　　　浩 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
片桐　　雅明 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
金子　　英治 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
髙尾　　　誠 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
陳　　　振川 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
林屋　　　均 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
早坂　　高雅 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
松本　　謙司 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
村松　　　健 　　〃 　　〃 2021.4.1～2022.3.31
リン　ペンホン 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
大賀　　　涼 　　〃 客員准教授 2021.4.1～2023.3.31
市川　　幸美 総合研究所 客員教授 2021.4.1～2022.3.31
豊澤　　康男 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
秋山　　知宏 　　〃 客員准教授 2021.4.1～2023.3.31
ウ　ステファン 　　〃 　　〃 2021.4.1～2023.3.31
佐治　　正勝 世田谷キャンパス産業医兼学校医　横浜キャンパス診療所長兼産業医兼学校医 2021.4.1～2022.3.31
藤井　　秀樹 等々力キャンパス産業医兼学校医 2021.4.1～2022.3.31
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永年勤続者の表彰

以下の方々が永年勤続の表彰を受けられました。

■ 勤続30年
所　　属 職　　名 氏　　名

理工学部 機械工学科 教 授 大上　　　浩

理工学部 自然科学科　 技　士　補 菅谷　　幹治

事務局 研究推進部　外部資金課 係 長 櫻田　由美子

事務局 学生支援部　教育支援センター［SC担当］ 事　務　員 山口　めぐみ

事務局 学生支援部　校友・後援会連携室 事 務 員 橋本　　桃子

■ 勤続20年
所　　属 職　　名 氏　　名

理工学部 機械工学科 准　教　授 小林　志好

理工学部 電気電子通信工学科 教　　　授 岡野　好伸

理工学部 自然科学科 教 授 飯島　正徳

理工学部 自然科学科 講　　　師 門多　顕司

共通教育部 人文・社会科学系 准　教　授 椿原　徹也

理工学部 原子力研究所 技　　　士 内山　孝文

情報工学部 知能情報工学科 技　　　士 薩川　宣昭

事務局 学生支援部　教育支援センター［TC担当］ 係　　　長 猶江　敦之

【5】 退職
（１）教育職員（２０２1年３月３１日付）

所　属　・　職　名 氏　名 事　由
理工学部 機械工学科 教授 大塚　　年久 定年
理工学部 エネルギー化学科 教授 武　　　哲夫 定年
理工学部 エネルギー化学科 教育講師 坂井　　秀敏 期間満了
理工学部 原子力安全工学科 講師 竹澤　　宏樹 期間満了
建築都市デザイン学部 建築学科 教授 天野　　克也 定年
建築都市デザイン学部 建築学科 教授 勝又　　英明 定年
建築都市デザイン学部 都市工学科 教授 皆川　　　勝 定年
情報工学部 情報科学科 教授 宮内　　　新 定年
情報工学部 情報科学科 講師 志田　晃一郎 依願
情報工学部 知能情報工学科 教授 田村　　慶信 依願
環境学部 環境経営システム学科 准教授 フィッツギボンズ 雄亮 依願
メディア情報学部 社会メディア学科 教授 李　　　洪千 依願
メディア情報学部 情報システム学科 教授 梅原　　英一 定年
メディア情報学部 情報システム学科 教授 八木　　伸行 定年
共通教育部 人文・社会科学系 特任教授 岩﨑　　敬道 期間満了
共通教育部 自然科学系 教授 畑上　　　到 依願
国際センター 特任准教授 サイフル アムリ マズラン 期間満了
国際センター 特任准教授 シュイン ビン ランバット 期間満了
国際センター 特任准教授 ローレンス マテラム 期間満了

（3）事務職員（２０２1年３月３１付）

所　属　・　職　名 氏　名 事　由
事務局総合情報システム部図書館事務センター専任課長［SC担当］ 坂元　真澄 定年
事務局総合情報システム部図書館事務センター事務員［SC担当］ 筑山　真理 選択定年
事務局学生支援部校友・後援会連携室専任課長 深山　芳寛 定年
事務局総務部キャンパス総務センター専任課長［YC担当］ 菱木　治一 定年

（2）技術職員（２０２1年３月３１日付）

所　属　・　職　名 氏　名 事　由
大学院総合理工学研究科 電気・化学専攻 研究助手（嘱託） 武田　真理子 期間満了
大学院総合理工学研究科 電気・化学専攻 研究助手（嘱託） 真栄田　義史 期間満了
大学院総合理工学研究科 建築・都市専攻 研究助手（嘱託） 田﨑　　陽介 期間満了
大学院総合理工学研究科 建築・都市専攻 研究助手（嘱託） 森近　　翔伍 期間満了
大学院環境情報学研究科 環境情報学専攻 研究助手（嘱託） カーコー セリム 期間満了
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❶東海大学
❷株式会社リコー
❸学士
❹「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラム
❺人材育成事業「『ひらめき・こと・もの・ひと』づくりプログラム」の学修アドバイザー

です。学生の皆さんと、社会変革につながる統合的学びのプログラムを共創してい
きます。

■ 岸 和幸（きし かずゆき）
教育開発機構 特任講師

❶武蔵工業大学 工学部 電子通信工学科（同大学院 工学研究科 電気工学専攻 修士課程）
❷桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科 教授
❸博士（工学）
❹電気電子通信実験
❺これまで医用超音波工学の教育、研究に取り組んでまいりました。東京都市大学で

は、サイバーフィジカルDX、技術者倫理等の教育に取り組んでいきたいと考えてお
ります。

■ 竹内 真一（たけうち しんいち）
理工学部 電気電子通信工学科 教育講師

❶早稲田大学
❷株式会社日経BP
❸学士
❹「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラム
❺人材育成事業「『ひらめき・こと・もの・ひと』づくりプログラム」の学修アドバイザーを

務めることになりました。学生とともに、探究の旅を愉しみたいと思います。

■ 瀬戸 久美子（せと くみこ）
教育開発機構 特任講師

❶早稲田大学 大学院 先進理工学研究科 応用化学専攻
❷信州大学 先鋭材料研究所 准教授（特定雇用）
❸博士（工学）
❹応用電気化学など
❺病気を簡便に検出できるバイオセンサの研究開発を通じて、常に挑戦する気持ちを

もって主体的に行動し、グローバル社会で活躍できる学生の育成に貢献したいと思
います。

■ 秀島 翔（ひでしま しょう）
理工学部 応用化学科 准教授

❶東京都立科学技術大学 大学院 航空宇宙工学専攻
❷東京都市大学 理工学部 機械システム工学科 講師
❸博士（工学）
❹流れ学（1）、熱力学（1）（2）、機械システム基礎実験など
❺改めて採用して頂きました。まずは学生との信頼関係を築くことを最優先に、時代の

変化に柔軟に対応しながら研究・教育活動を進めて参ります。

■ 白鳥 英（しらとり すぐる）
理工学部 機械システム工学科 准教授

❶東京理科大学
❷都立小山台高等学校
❸学士（理学）
❹物理化学演習、応用化学総合演習、技術者倫理
❺4月に着任しました。以前は高等学校で長く勤めていましたので、基礎科目を中心に

学生にわかりやすい授業を心がけて行きたいと思います。社会が大きく変わろうとし
ている今、学生とともに学びを深めていきたいと思います。よろしくお願いします。

■ 大野 哲也（おおの あきや）
理工学部 応用化学科 教育講師

❶三重大学 大学院 電気電子工学科
❷名古屋大学 工学研究科 機械システム工学専攻 助教
❸博士（工学）
❹振動工学、Cプログラミング及び演習
❺産業構造が大きく変化する中で、日本人はグローバルな技術競争に挑まなければな

らない状況となっています。そのような環境で活躍できる人材育成に取り組みたいと
存じます。

■ 藪井 将太（やぶい しょうた）
理工学部 機械システム工学科 准教授

❶京都大学 工学部／横浜国立大学 大学院工学府
❷防災科学技術研究所 主任研究員
❸博士（工学）
❹原子力機械耐震工学
❺これまで国の研究機関で研究を実施してきました。これからは東京都市大学という新

たな環境で、研究を継続すると共に教育・人材育成に貢献していきたいと思います。

■ 中村 いずみ（なかむら いずみ）
理工学部 原子力安全工学科 教授

❶Loughborough University　Wolfson School of Mechanical ＆Manufacturing Engineering
❷東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 特任助教
❸Ph.D
❹ひらめきづくり、電気回路概論
❺私は、フレキシブルエレクトロニクスの応用分野であり、この研究を進めていきたい

と思います。教育に関して、自主的に学生が学習に臨めるように貢献していきたいと
思います。

■ Lim Ying Ying（リム イン イン）
理工学部 電気電子通信工学科 講師

❶成蹊大学 大学院 工学研究科 機械工学専攻
❷成蹊大学 理工学部 システムデザイン学科 教授
❸博士（工学）
❹弾・塑性学、機械測定法、機械加工学、生産工学など
❺機械加工の高精度化、高能率化の研究に取り組んできました。本学の学生に工作機

械のすばらしさ、ものつくりの面白さを実感してもらえるような指導をしたいと思って
います。

■ 笠原 和夫（かさはら かずお）
理工学部 ものつくり支援センター 教育講師

2021年3月からの新任教員（助教以上）をご紹介します。
高度な専門性と豊富な経験、そして見識に富んだ22名の先生のご活躍に期待いたします。

新任教員紹介《就任のあいさつ》

下記2名につきましては、氏名および所属のみのご紹介になります。
◎相原 研輔（あいはら けんすけ）　情報工学部 情報科学科 准教授　　　◎畑 和樹（はた かずき）　共通教育部 外国語共通教育センター 准教授
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❶早稲田大学 創造理工学研究科 建築学専攻
❷早稲田大学 理工学術院 建築学科 講師（任期付）
❸博士（工学）
❹建築計画、建築設計等
❺建築デザインの観点から技術と歴史を概観し、若い人の感性を生かしながら批評的な視

点から多角的な研究を行い、世界に発信することで社会に貢献したいと考えています。

■ 中川 純（なかがわ じゅん）
建築都市デザイン学部 建築学科 准教授

❶東京大学
❷東京大学 大学院 農学生命科学研究科 助教
❸博士（農学）
❹建築構法、木質構造 など
❺私の専門は木質構造・木造建築です。木材は身近にあり手軽に加工できる建築材料

です。そんな木材を使って机上ではなく、実践的な研究や実習を行いたいと考えてい
ます。

■ 落合 陽（おちあい よう）
建築都市デザイン学部 建築学科 講師

❶東京大学 工学部 建築学科
❷東京理科大学 理工学部 建築学科 助教
❸博士（工学）
❹建築史
❺4月より、建築史・建築論の研究室を開設しました。武蔵工業大学からの伝統ある本学

に、学際的な研究教育活動から貢献したいと考えております。どうぞよろしくお願い
いたします。

■ 片桐 悠自（かたぎり ゆうじ）
建築都市デザイン学部 建築学科 講師

❶横浜国立大学
❷横浜国立大学 先端科学高等研究院 特任助教
❸博士（工学）
❹ハードウェア記述言語、情報科学実験
❺革新的高計算効率を有するコンピューティング技術を中心に研究を取り込んでおり

ます。宜しくお願い申し上げます。

■ 陳 オリビア（チェン オリビア）
情報工学部 情報科学科 准教授

❶奈良先端科学技術大学院大学
❷豊田工業高等専門学校 情報工学科 助教
❸博士（工学）
❹プログラミング基礎演習A、ソフトウエア開発技法、オペレーティングシステム、ICT

アセスメント概論
❺ソフトウェア開発者の支援をする研究をしています。研究活動だけでなく講義等で学生

にソフトウェア開発の楽しさを伝えられるような教育を行っていきたいと考えています。

■ 藤原 賢二（ふじわら けんじ）
メディア情報学部 情報システム学科 講師

❶日本社会事業大学専門職大学院
❷東京都福祉保健局 東京都児童相談センター
❸福祉マネジメント修士
❹社会福祉、乳児保育、保育原理など 
❺民間児童福祉施設、都立児童福祉施設、児童相談所の経歴です。特に児童虐待につ

いて研究を行っております。実務者として、学生に現場の声を伝えていきたいと思っ
てます。よろしくお願いいたします。 

■ 宮川 哲弥（みやがわ てつや）
人間科学部 児童学科 准教授

❶金沢大学 大学院 人間社会環境研究科
❷東京電機大学 未来科学部
❸博士（文学）
❹Reading and Writing, Communication Skills など
❺英語音声指導を通して学習者の英語に対する情意面向上を図る教材開発を研究

テーマとしています。学生のみなさんの英語運用能力を向上させられるよう努めて参
ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

■ 中條 純子（ちゅうじょう じゅんこ）
共通教育部 外国語共通教育センター 准教授

❶千葉大学 大学院 文学研究科 第二言語教育学専攻
❷千葉県立千葉東高等学校 教諭
❸修士（文学）
❹Reading and Writing, Grammar
❺長年、中学・高校で英語教育と国際交流を担当していました。専門は、英語教育・第二

言語教育学・CALLです。東京都市大学の外国語教育に貢献できるよう全力で取り
組んでいきたいと思います。宜しくお願いいたします。

■ 及川 邦裕（おいかわ くにひろ）
共通教育部 外国語共通教育センター 教育講師

❶東京都市大学
❷総合研究所 HEET 特別研究員
❸博士（工学）
❺自動車エンジン内の熱の流れを計測できるセンサの研究・開発に取り組んでおり、今

まで以上に世界をフィールドにした研究成果の発信・人材の育成に努めていきます。

■ 石井 大二郎（いしい だいじろう）
総合研究所 研究講師

新任教員紹介《就任のあいさつ》 新任教員紹介《就任のあいさつ》

❶東京大学 大学院 工学系研究科
❷東京都市大学 都市生活学部 講師
❸博士（工学）
❹統計と分析、都市の経済学、Urban Area Marketingなど
❺空間科学と都市生活学の観点から統計学を基盤としたデータ分析による政策研究を

行っています。質の高い教育と実社会に向けた研究をつなげていきたいと思います。

■ 林 和眞（イム ファジン）
都市生活学部 都市生活学科 准教授

❶出身校　　❷前任職　　❸学位　　❹主な担当科目　　❺メッセージ
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■学部卒業者数（2021年３月１９日付）

工学部
機械工学科 110 （6）
機械システム工学科 111 （10）
原子力安全工学科 37 （1）
医用工学科 57 （9）
電気電子工学科 102 （5）
建築学科 121 （42）
都市工学科 98 （21）
エネルギー化学科 62 （13）

合　計 698 （107）

知識工学部
情報科学科 105 （14）
情報通信工学科 58 （6）
経営システム工学科 80 （15）
自然科学科 60 （18）

合　計 303 （53）

環境学部
環境創生学科 93 （17）
環境マネジメント学科 69 （12）

合　計 162 （29）

メディア情報学部
社会メディア学科 87 （27）
情報システム学科 96 （16）

合　計 183 （43）

都市生活学部
都市生活学科 164  （64）

合　計 164 （64）

人間科学部
児童学科 101  （87）

合　計 101  （87）

■大学院修了者数（2021年３月１９日付）

総合理工学研究科、工学研究科 修士（博士前期）課程 博士後期課程

機械専攻／機械工学専攻 49（1） 0（0）

機械システム工学専攻 0（0） 2（0）

電気・化学専攻／電気電子工学専攻 72（11） 2（1）

生体医工学専攻 0（0） 0（0）

情報専攻 40（2） 0（0）

建築・都市専攻／建築学専攻 42（8） 7（0）

都市工学専攻 0（0） 0（0）

システム情報工学専攻 0（0） 0（0）

共同原子力専攻 9（1） 1（0）

合　計 212（23） 12 （1）

環境情報学研究科 修士（博士前期）課程 博士後期課程

環境情報学専攻 10 （1） 6 （0）

都市生活学専攻 6 （3） 0（0）

合　計 16 （4） 6 （0）

■大学院
賞 名 研究科 専 攻 氏 名

博士後期課程修了

工学研究科
機械システム工学専攻 髙橋　　直樹
機械システム工学専攻 大川　　　功

総合理工学研究科

建築・都市専攻 田﨑　　陽介
建築・都市専攻 西　　　喜士
建築・都市専攻 岡本　　　健
建築・都市専攻 森近　　翔伍
建築・都市専攻 佐々木　隆光
電気・化学専攻 武田　真理子
電気・化学専攻 真栄田　義史

環境情報学研究科

環境情報学専攻 ガウタム バスデブ
環境情報学専攻 ポカレル ティカ ラム
環境情報学専攻 今川　　　光
環境情報学専攻 カーコー セリム
環境情報学専攻 北村　　祐介
環境情報学専攻 サヒ ディネス クマル

博士後期課程修了
（論文博士） 総合理工学研究科

建築・都市専攻 有 木 　 高 明
建築・都市専攻 久世　　直哉

修士課程修了
（専攻代表）・
学術研究賞

総合理工学研究科

機械専攻 潮田　　祐輝
機械専攻 榎　　　海星
電気・化学専攻 福士　恵美子
電気・化学専攻 米山　　美鈴
電気・化学専攻 我妻　　勇哉
共同原子力専攻 岡田　　　諒
建築・都市専攻 北村　　莉菜
建築・都市専攻 吉田　　拓矢
情報専攻 太田　　恭吾
情報専攻 水上　　侑香

環境情報学研究科
環境情報学専攻 中村　　裕史
都市生活学専攻 射和　　沙季

後援会長賞 総合理工学研究科 建築・都市専攻 吉 田　 拓 矢

卒業者数・修了者数　（　）内は女子内数 2020年度 受賞者一覧

賞 名 学 部 学 科 氏 名

総代・学術優秀賞 工学部

機械工学科 鈴本　　　光

機械システム工学科 永久　　　航

原子力安全工学科 木村　　優斗

医用工学科 中野　　雄斗

電気電子工学科 田中　　順也

総代・学術優秀賞／
卒業生謝辞 工学部 エネルギー化学科 吉岡　　大知

総代・学術優秀賞

工学部
建築学科 吉葉　　芽依

都市工学科 富澤　　幸久

知識工学部

情報科学科 飯山　　巧也

情報通信工学科 布川　　大知

経営システム工学科 大内　　健瑠

自然科学科 塚原　　　葵

環境学部
環境創生学科 堺　　　比呂

環境マネジメント学科 横山　　莉緒

メディア情報学部
社会メディア学科 廖　　　世奇

情報システム学科 石井　　雄太

都市生活学部 都市生活学科 西山　　美咲

人間科学部 児童学科 山野　　　藍

理事長賞 工学部

機械工学科 花澤　　拓海

機械システム工学科 花木　　風太

原子力安全工学科 髙橋　　　悠

■学部
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2020年度 受賞者一覧

■専攻独自の賞
賞 名 研究科 専 攻 氏 名

日本機械学会三浦賞

総合理工学研究科

機械専攻

渡 辺　 順 也

佐 藤　 孔 亮

機親会賞
藤 田　 雄 士

石 川　 恭 匡

日本設計工学会
武藤栄次賞 飯 塚　 諒

自動車技術会 
大学院研究奨励賞 三 笠　 雅 捷

緑土会賞（優秀発表賞） 建築・都市専攻
津 田　 悠 人

日 野　 陽 介

楷の木賞 環境情報学研究科 環境情報学専攻
今 川　 光

新 井　 渓

賞 名 学 部 学 科 氏 名

理事長賞

工学部

医用工学科 大形　　　瑠

電気電子工学科 森　　　康太

エネルギー化学科 宮田　　瑠菜

建築学科 川野　　姫佳

都市工学科 福原　　　航

知識工学部

情報科学科 岩谷　　尚輝

情報通信工学科 杉本　　良貴

経営システム工学科 金田　　詩織

自然科学科 髙橋　　由明

環境学部
環境創生学科 野沢　百合奈

環境マネジメント学科 豊田　　直哉

メディア情報学部
社会メディア学科 原　　麻梨子

情報システム学科 和氣　すもも

都市生活学部 都市生活学科 梅澤　　遥美

人間科学部 児童学科 高橋　　　彩

山田奨学基金賞

工学部

機械工学科 山﨑　　　岳

機械システム工学科 松島　　智也

原子力安全工学科 井上　　　遼

医用工学科 勇永　　哲志

電気電子工学科 板山　千都世

エネルギー化学科 松田　　彩衣

建築学科 三村　梨彩子

都市工学科 黒木　　亮磨

知識工学部

情報科学科 勝間田凌太郎

情報通信工学科 上野　　浩太

経営システム工学科 稲葉　　千景

自然科学科 大谷　　仁美

環境学部
環境創生学科 立場　　　紡

環境マネジメント学科 中島　　玲菜

メディア情報学部
社会メディア学科 若林　　美紗

情報システム学科 山口　　宙来

都市生活学部 都市生活学科 渡邉　　孝信

人間科学部 児童学科 川上　　美鈴

校友会賞

工学部

機械工学科 土屋　　海斗

機械システム工学科 齊藤　　圭佑

原子力安全工学科 杉浦　　友哉

医用工学科 河野　　慶太

電気電子工学科 杉浦　　由和

エネルギー化学科 鑓 田　 拓 人

建築学科 桒原　　桃香

都市工学科 岩﨑　　夏美

知識工学部

情報科学科 西野　　悠馬

情報通信工学科 岸　　　大祐

経営システム工学科 掘越　　雅樹

自然科学科 相原　　美輝

環境学部
環境創生学科 廣木　　亮哉

環境マネジメント学科 林　　　和成

メディア情報学部
社会メディア学科 西野　　由唯

情報システム学科 平野　　悠樹

都市生活学部 都市生活学科 泉　　磨理菜

人間科学部 児童学科 田中　　宏明

後援会長賞 工学部
機械工学科 渡邉　　卓矢

機械システム工学科 樋宮　　玲雄

賞 名 学 部 学 科 氏 名

後援会長賞

工学部

原子力安全工学科 井上　　徹也

医用工学科
高田　　航希

中野　　亜美

電気電子工学科

秋草　　　匠

一瀬　　　謹

豊田　　真矢

南澤　　知正

エネルギー化学科
曾我　　翔太

舟生　　　翼

建築学科 幡野　　尚輝

知識工学部

情報科学科

松本　　寛正

宮本　　稔久

吉原　　圭祐

情報通信工学科
井出　　巧海

渡邉　　　尚

経営システム工学科
澤栁　　　亮

髙野　　祐希

自然科学科
小栁　　豪大

菅原　　奏来

環境学部

環境創生学科
枝迫　　雄大

廣木　　亮哉

環境マネジメント学科

加藤　　大輝

川口　　瑚子

髙橋　毅一郎

メディア情報学部

社会メディア学科 西野　　由唯

情報システム学科

桑島　　杏果

齋藤　　大輔

宮脇　　彦樹

都市生活学部 都市生活学科
多田　　和樹

松浦　　千星

人間科学部 児童学科
田中　　宏明

森田　　咲音



学事通信
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賞 名 学 部 学 科 氏 名

楷の木賞

環境学部 環境マネジメント学科

加藤　　大輝
川口　　瑚子
髙橋　毅一郎
加藤　　圭佑

メディア情報学部
社会メディア学科 千田　　真緒

情報システム学科
宮脇　　彦樹
桑島　　杏果

卒業研究優秀発表者賞

環境学部

環境創生学科

後藤　　圭輔
小柳　　雛乃
鈴木　　賢紀
西﨑　　貴哉
増子　　久敬

環境マネジメント学科

垣内　　冴郁
川口　　瑚子
中島　　玲菜
林　　　和成
杉山　　弦太
横山　　莉緒

メディア情報学部

社会メディア学科

新村　　佳奈
長谷川　柊也
小和田　　司
佐藤　　佳苗
永利　里沙子
矢野　咲良々
小澤　　朋美
小徳　　咲輝

情報システム学科

平野　　悠樹
宮脇　　彦樹
鏡味　なつみ
吉田　　　佳

東急財団賞 ドティバン ジェウ

都市生活学部
卒業研究優秀賞 都市生活学部 都市生活学科

幸松　　沙恵
町屋　　太晟
野口　　拓馬
澁谷　　彩果
今田　　大登
梅澤　　遥美
中島　　　泉
関　　　有紗
清水　　　萌
内 川　さとみ
庄司　　龍生
沼尾　　航平
髙橋　　康佑
西阪　　茉莉
野口　　　鷹
田口　　澄玲
新井　　勇稀
渡邉　　孝信

一般社団法人全国保育士
養成協議会　会長賞 人間科学部 児童学科 山野　　　藍

賞 名 学 部 学 科 氏 名
機親会賞

工学部

機械工学科 小泉　　佑介
日本機械学会畠山賞

機械システム工学科

牧野　　統真
機親会賞 片山　　慶人

日本設計工学会 
武藤栄次賞 土屋　　結菜

原子力友の会賞 原子力安全工学科

長谷川　京吾
木村　　優斗
小峰　　　諒
佐々木　怜央
増子　　元海
杉浦　　友哉

石島賞
医用工学科

亀井　　文太
東急財団賞 ジャハリ ガイダ

Oak Prize

電気電子工学科

利光　　直人
丸塚　　　豪

電気学会東京支部 
電気学術奨励賞

荻原　　琢真
南澤　　知正

電気学会東京支部 
電気学術女性活動奨励賞 森下　　穂香

電友会賞
佐々木　雅至
西川　　　樂

閃光賞 エネルギー化学科 濱田　　美歩
蔵田奨学基金賞

建築学科

中野　　慶仁
如学会賞 佐々木　遊斗

空気調和・衛生工学会 
振興賞・学生賞 宮城　　朱里

緑土会賞 都市工学科
飯野　有希菜
鈴木　　里佳
中戸川ひなた

情智会賞

知識工学部

情報科学科 太田　真理愛

通友会賞

情報通信工学科

鎌田　　晃輔
清水　　　京
鈴木　　聖人
渡邉　　　尚

荒川賞

鎌田　　晃輔
嘉山　　永樹
齋藤　　　吏
清水　　　京
中村　　航希
山口　真由子

日本経営工学会
優秀学生賞 経営システム工学科

井口　　未有

高木賞 星野　　美羽

さきがけ賞 自然科学科

池上　　聖人
小林　　星羅
櫻井　　燿亮
武田　　創佑
辻　　　涼介
渡邊　　　萌

楷の木賞 環境学部 環境創生学科

久保田　文也
荒島　　佑太
庄野　　葉月
森 　 龍
齋藤　　知貴
富川　　　駿
簗場　　美波

■学科独自の賞

2020年度 受賞者一覧



2020年度をもってご定年を迎えられた先生方の
最終講義の模様やこれまでに歩んでこられた道のりをご紹介いたします。

本学での教育・研究に尽力された先生方、
ありがとうございました。

最 終 講 義

ICTアセスメントの授業に生かされた実務経験

　梅原英一先生は、1981年に東京工業大学大学院総合理工学研究科システム科学専攻修士課程を修

了された後、川崎製鉄株式会社において製鉄部門の運行管理や環境管理の業務に従事され、1983年か

らは野村総合研究所において株価分析、資産運用に関わる情報システムの開発、証券等取引監視委員会

検査の対応などでご活躍されて、2012年9月に本学に着任されました。最終講義では、企業で取り組まれ

た業務内容やエピソードをご紹介くださいました。このようなご経験があったからこそ学生に有用なICTアセ

スメント分野の授業を展開してくださったのだと納得する一方、梅原先生にご指導いただきたい場面はまだ

たくさんあるのに…とご退職を惜しむ気持ちが一層強くなりました。梅原先生の今後のご健勝とさらなるご

活躍を祈念いたします。

メディア情報学部 情報システム学科 教授 大谷紀子 記

映像メディア技術と歩んだ道道

　八木伸行先生は、1980年に京都大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程を修了された後、日本

放送協会に入局され、放送局、放送技術研究所、技術局などで勤務されました。その間、実時間映像信号

処理システムの開発や研究に従事されたほか、映像伝送の国際標準化などでもご活躍され、2012年に本

学に着任されました。その後、メディア情報学部情報システム学科主任、情報基盤センター副所長などを務

められ、本学の発展に大きくご貢献をいただきました。最終講義では、大学時代のエピソードや映像メディ

ア技術に係る多種多様な業務経験、学会活動などをご紹介いただきました。先生の幅広いご活躍に改めて

驚愕するとともに、これまでのご尽力・ ご貢献に深い感謝の念を抱きつつ、講義を拝聴させていただきまし

た。ご退職が惜しまれますが、八木先生の今後のご活躍とご健勝を心よりお祈りいたします。

メディア情報学部 情報システム学科 教授 岩野公司 記

日程  2021年3月5日（金）    場所  横浜キャンパス 3号館

日程  2021年3月5日（金）    場所  横浜キャンパス 3号館

梅原 英一 教授

八木 伸行 教授

メディア情報学部 情報システム学科

メディア情報学部 情報システム学科
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紹
介研究 R e s e a r c h  I n t r o d u c t i o n

PROFILE
2005年東京工業大学理学部化学科卒業。
2007年同大学院理工学研究科化学専攻修士
課程を修了後、NECエレクトロニクス株式会社

（現ルネサスエレクトロニクス）に入社。2009
年同社を退職し、東京工業大学大学院理工学研
究科博士課程に入学。2012年博士（工学）。新
潟大学工学部助教を経て、2019年4月より東
京都市大学総合研究所准教授に着任。日本太陽
光発電学会理事。著書に「ペロブスカイト太陽電
池の開発最前線」（共著）など。

革新的な太陽光発電システムで、サステイナブルな未来を創造

　太陽の光を直接電気に変換する太陽光発電システ
ムは、クリーンで環境にやさしいエネルギーです。地
球の温暖化に歯止めをかけ、サステイナブルな社会を
創造するため、総合研究所の石川 亮佑准教授は、革
新的な太陽電池などの開発を進めています。

　太陽電池には、シリコン系や化合物系、有機系など
数多くの種類がありますが、その中で、近年日本で開
発された「ペロブスカイト太陽電池」は、エネルギーの
変換効率が高く、比較的簡単に製造できることなどか
ら、世界中で注目を集めています。石川先生は、この
電池と最も多く使われているシリコン太陽電池を組み
合わせ、軽量でフレキシブル、しかも高効率な太陽電

池の研究を続けています。さらに今年2月には、可視
光の中で高いエネルギーを持つ青色光を効率よく電
気に変換できる新しいペロブスカイト太陽電池を開発
し、そこに青色発光ダイオード（青色LED）を照射する
ことで、離れた場所から無線給電できる画期的なシス
テムを生み出しました。この研究成果の一部は、米物
理学協会の専門誌に掲載され、「特筆すべき論文」に
選ばれました。石川先生は、「10年以内の実用化を目
指したい」と話します。

　現在、石川先生は原子数個分の厚さからなる「原子
層材料」を用いた太陽電池の開発も始めています。ウ
イルスやタンパク質よりはるかに小さい1ナノメートル
以下の厚さしかない新しい材料を組み合わせて太陽電
池を作ります。
　 「最近になって太陽光をよく吸収する原子層材料も
発見されているので、これらを大きな面積に成長させ、
究極に薄い太陽電池を創造したい。まったく違和感な
く、電化製品、衣料、自動車や建物の壁などあらゆる場
所に設置でき、太陽の光を浴びて発電する夢の技術で
す」と話します。夢を現実にするため、石川先生の挑戦
は続きます。

　私たちが使用する製品、たとえば自動車は、役目を
終えると処分されます。その際、再生できる部品をよ
り多く、効率的に取り出すことができれば、資源の無
駄づかいを減らすことにつながります。木村 眞実准
教授は、主に自動車リサイクル企業との受託・共同研
究を通して、生産工程の改善や使用済み品の再資源
化に尽力しています。

　会計学者である木村先生が用いているのは、廃棄
物の経済的な価値や環境負荷の大きさを見える化
し、環境と経済との両立を目指す「マテリアルフロー
コスト会計（MFCA）」という管理会計の手法です。
具体的には、生産工程で生じる損失要因をMFCAに
よって目に見える形で洗い出し、事業担当者と打ち

合わせを繰り返しながら、設備の入れ替えなどの工
程改善を提言します。続けて、改善効果の計測や今
後の課題抽出を行い、さらなる改善につなげていき
ます。
　木村先生は、「リサイクル企業の技術革新を支援す
ることにより、資源がスムーズに循環する社会を下支
えしたいと思います」と話します。

　使用済みになった自動車部品の中で、ガラス部品
は、これまで廃棄処理されるのが通例でした。木村先
生は、自動車再資源化を行う企業との共同研究によ
り、自動車由来の廃ガラスを琉球ガラスの原材料とし
て活用する工程を構築しました。「沖縄特有の“赤瓦”
にも廃ガラスを活用できないか、現在企業と研究し
ているところです」と語ります。
　他にも、大手二輪メーカーの受託研究で、東南アジ
アに輸出された日本の二輪車の再資源化の状況を調
査するなど、国内外で研究活動を展開しています。ま
た、昨年からは横浜キャンパスの保全林を活用した自
然資源管理に関する研究を他分野の研究者や学生ら
とともに開始しました。多岐に亘るエネルギッシュな活
動の背景にあるのは、自身の持つ会計学の知識と技術
を環境問題の解決に役立てたいという熱い思いです。

リサイクル企業の技術革新を通して、循環型社会の構築を支援する

PROFILE
2008年九州大学大学院経済学府経済システ
ム専攻博士後期課程単位取得後退学。2012
年駒澤大学大学院商学研究科博士後期課程
修了。博士（商学）。2008年保健医療経営大
学講師。2010年徳山大学経済学部准教授。
2013年沖縄国際大学産業情報学部准教授。
2016年熊本学園大学大学院会計専門職研究
科准教授。2018年東京都市大学環境学部准
教授に着任。公益社団法人自動車技術会リサ
イクル技術部門委員会幹事。著書に「静脈産業
とマテリアルフローコスト会計」など。

環境学部 環境経営システム学科 准教授

木
き

村
む ら

 眞
ま

実
み

総合研究所 准教授

石
い し か わ

川 亮
り ょ う

佑
す け

捨てられていた自動車のガラス部品を
琉球ガラスの原料とする工程を確立

環境会計の手法を用いて
リサイクル工程の効率化を推進

青色光と次世代型太陽電池を組み合わせ
移動中に充電できる光給電技術を開発

これまで廃棄されていた、自動車のガラス部品を美しい琉球ガラスの
原材料としてリサイクルすることに成功しました。

原子層材料を使った、極限まで薄い
夢のような太陽電池の開発にも着手

シリコン系太陽電池を製造する装置が並ぶ実験室
（世田谷キャンパス3号館地下）。
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先生の著書紹介
ここで紹介された著作物は《　》内に表示されたキャンパスの図書館に所蔵 
されています。閲覧を希望される方は、各図書館で配架場所をお尋ねください。

　日本や欧米の近代建築史を研究する岡山 理香教授は、
1920〜1930年代に建てられた建造物の保存活動や重要
文化財指定のための調査、展覧会の企画・監修、執筆、評論な
ど、幅広い分野で活躍しています。最近では、日本初の建築
運動として知られ、本学名誉教授第1号で、建築学科教授で
あった蔵田 周忠（くらた ちかただ）氏も所属した「分離派建
築会」を紹介する展覧会「分離派建築会100年：建築は芸術
か？」（巡回展：パナソニック汐留美術館、京都国立近代美術
館）にも学術協力しています。その際、岡山先生が執筆・制作
協力した同展覧会の図録が、「第62回 全国カタログ展」の
図録部門で、「金賞」「経済産業大臣賞」を受賞しました。写真
の先生が手にしているのが、その図録です。

幼少期にアメリカで「建築」の素晴らしさと出会う

　祖父、両親ともに生物学者という研究者一家に生まれた岡
山先生は、父親の仕事のため、5歳から約2年半をカリフォル
ニア州サンディエゴで過ごしました。
  「渡米して間もないある夕暮れ時、父が研究室に忘れ物を取
りに行くのに同行し、カリフォルニア大学サンディエゴ校を訪
れた時のこと、美しいユーカリ並木の先に、心を震わせるもの
がありました。それは、SF映画の要塞を思わせる、荘厳でモ
ダンな大学の図書館でした。その瞬間、私は建物が大好きな
んだ！」と、岡山先生は気づかされたそうです。
　一方で、幼い頃から何かのテーマに従って調査を重ね、そ
の結果を形にすることにも興味があった岡山先生は、福岡県
立福岡高等学校時代、新聞部に所属し、取材・執筆活動に熱
中しました。 「建築を作るのではなく、その背景にある歴史
や役割などを深く学んで、紹介する仕事に就きたい。そうだ、
学芸員になろう」と考えた岡山先生は、美術史を専門的に学
ぶことのできる早稲田大学文学部に進学します。
  「初めて親元から離れて暮らした大学4年間は、カトリック
系の団体が運営する寮で過ごしました。他大学の学生や社会

人の方もいて、信者でなかった私も、多様な価値観や文化に
触れることができました。その頃の友人は今でも私の心の支
えです。大学では、広告研究会に所属し、コピーライティング
やイベント企画などを行い、現在の活動の基礎を築くことも
できました。専門以外の哲学書も、よく分からないなりにたく
さん読んで、さまざまな刺激を受けました。学生時代に接し
た人、学んだことが、後々本当に大きな財産になってくれまし
た」と、振り返ります。

3年生から指導教授の研究活動をサポートする

　卒業論文を指導した高見 堅志郎先生のすすめもあって、
武蔵野美術大学大学院に進学し、岡山先生は建築史家、建築
評論家として名高い長谷川 堯先生の教えから、大きな影響
を受けることになりました。
  「大正時代に起こった建築に関するある論争について、そ
の意義や可否、問題点を考察してみないかと、テーマを与え
られました。それは本当にとても難しい課題で、修士論文に
まとめたものの、納得のできる内容ではありません
でした。実はその頃はまだ学芸員になるつもりでした
が、生来の負けず嫌いが発動して、あきらめず、もっと
研究し続けようと、方向転換をしたのです」と話す先
生は、武蔵野美術大学の副手（助手）をし、文化学院建
築科などで非常勤講師も務めながら、修士論文と同じ
テーマで論文を書き、いくつかの建築史的な発見もしました。
　1997年より、本学講師として視覚芸術史を教えている
岡山先生の教育・研究のモットーは、「何ごとに対しても丁寧
に向き合う」ことです。たとえば、授業で取り上げる建築物や
芸術作品は、岡山先生自身が実際に見て、触れ、その価値を
感じ取ったものだけを中心としています。論文や評論の執筆
に際しても、文献を渉猟し、現地で徹底的に調べあげ、インタ
ビューを敢行して形にします。コロナ禍でさまざまな不安を抱
える学生に対しては、真摯に向き合い、相談に乗り、コミュニ
ケーションを深めようと努力しています。「丁寧」というシンプ
ルな言葉の中に、並々ならぬ思いが込められているようです。
　岡山先生が学生に伝えたいのは、「歴史に学んでほしい」
ということです。「今から約100年前、スペイン風邪（新型イ
ンフルエンザ）のパンデミックがありました。そんな中でも分
離派建築会は、新しい建築の姿を求めて仲間と共に立ち上が
りました。今またコロナで苦しい思いをしている人がたくさ
んいますが、このようなときにこそ、人とのつながりを大切に
して、新しいチャレンジをしてほしいと思います」と岡山先生
は力強く訴えました。

共通教育部 人文・社会科学系 教授　岡
お か や ま

山 理
り か

香
#059

イギリスとアメリカの
公共空間マネジメント: 
公民連携の手法と事例

坂井文 教授
（都市生活学部/都市生活学科）

坂井文著／
学芸出版 2021.4／
2,750円（税込）

《世田谷》

静脈産業と
マテリアルフローコスト会計

分離派建築会 : 
日本のモダニズム建築誕生

木村眞実 准教授
（環境学部/環境経営システム学科）

岡山理香 教授
（共通教育部/人文・社会科学系）

木村眞実著／
白桃書房 2015.2／
3,630円（税込）

岡山理香[ほか] 共著, 田路貴浩編／
京都大学学術出版会 2020.10／
4,840円（税込）

《横浜》 《等々力》

PROFILE
福岡県福岡市出身。福岡県立福岡高等学校を
経て、早稲田大学第一文学部史学科美術史学専
修卒業。武蔵野美術大学大学院修了。同大学美
術史学研究室に勤務後、1997年武蔵工業大学

（現・東京都市大学）講師。2002年同助教授
(准教授)。2019年同教授に就任。建築史学会、
美術史学会、日本建築学会、茶の湯文化学会な
どに所属。著書に「近代デザイン史」（単著）、「分
離派建築会100年：建築は芸術か？」（展覧会図
録、共著）など多数。

学生時代にふれ合う
人や学びは生涯の財産！

大学院時代からの恩師の故 長谷川先生（写真左）とともに。

歴史に学んで、未来を切り拓く！
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ラウンジ

全てに高度化された現代社会において、単独分野によって解決で

きる課題は限定的であるため、「異分野の融合」による連携研究の重

要性が益々高まっています。

そこで本学では、キャンパスや学部・学科、研究科・専攻の枠を超え

た研究連携の強化を推進して、異分野の融合による新たな研究テー

マの創出を目指し、2018年度から定期的に「東京都市大学イノベー

ションサロン」を企画・開催しています。

同サロンでは、特別講演や様々な分野の教員・研究者を招いた研

究概要紹介のほか、多様な研究活動を融合するためのマッチング交

流会（フリーディスカッション）を開催しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月〜7月は中

止・延期としましたが、8月以降はオンラインにて開催しました。なお、

今後より推進すべき「融合研究テーマ」には、大学より「分野融合推進

研究スタートアップ資金」を支援するなど、今後も本学は、更なる体

制の整備と研究活動の活性化を図ってまいります。

文部科学省 令和2年度「私立大学等改革総合支援事業」の全4タイ

プに、本学の取り組みが選定されました。同事業は、「Society5.0」

の実現に向けた特色ある教育研究の推進や、地域社会への貢献、イノ

ベーションを推進する研究の社会実装の推進など、特色・強みや役割

の明確化・伸長に向けた改革に全学的・組織的に取り組む大学等を重

点的に支援するもので、対象となる取り組みに応じて、4つのタイプ毎

に選定されています。

同年度、4タイプすべてに選定されたのは、同事業に申請した624

校の内、本学を含む7校のみでした。

▶タイプ1 「『Society5.0』の実現等に向けた特色ある教育の展開」

・｢Society5.0」時代に求められる力を養う、文理横断的な教育プロ

グラムの実施、リベラルアーツ教育の推進、各専門分野の特性に応

じたAI、数理、データサイエンス等に関する教育の導入・強化等、新

たな時代を生きる学生に対する教育機能の強化を促進

・入学者選抜体制の充実強化、高等学校教育と大学教育の連携強化

等、高大接続改革への取組を支援

▶タイプ2 「特色ある高度な研究の展開」

・社会的要請の高い課題の解決に向けた研究やイノベーション創出等

に寄与する研究や他大学等と連携した研究など、高度な研究を基軸

とした特色化・機能強化を促進

▶タイプ3 「地域社会への貢献」

・地域と連携した教育課程の編成や地域の課題解決に向けた研究の推

進など、地域の経済・社会、雇用、文化の発展に寄与する取組を支援

・大学間、自治体・産業界等との連携を進めるためのプラットフォーム

形成を通じた大学改革の推進を支援

▶タイプ4 「社会実装の推進」

・産業連携本部の強化や企業との共同研究・受託研究、知的財産・技

術の実用化・事業化、産業界と連携した社会実装の推進に向けた取

組を支援

2021年2月25日（木）、世田谷キャンパスにて「（仮称）東京都市

大学B棟」（以下、B棟）の起工式を執り行いました。2023年度に竣

工予定のB棟は、本学の創立100周年（2029年）に向けた中長期

計画「アクションプラン2030」の一環として、現在建設中の「（仮称）

A棟」と合わせ、世田谷キャンパスにおける敷地面積の約3分の1をリ

ニューアルする「東京都市大学キャンパス再整備事業」として建設す

るものです。

当日は、高橋理事長、三木学長をはじめとする本学関係者および設

計、施工関係者らが参列し、穏やかな冬晴れのもと、工事の無事と安

全を祈願しました。

本学では、Ｂ棟を理工学系の教育研究における最重要施設と位置

付け、武蔵工業大学時代から受け継ぐ「専門的実践教育」の伝統のも

と、新たな時代の要請である、複数の専攻分野を横断した教育課程を

実現するため、学問領域間の交流と相互刺激を促す「オープン化」を

テーマに、課題解決型の新研究ゾーンに大きなスペースを当てるな

「イノベーションサロン」を開催しました

文部科学省 令和2年度「私立大学等改革総合支援事業」
全4タイプに、本学の取り組みが選定されました

第7回
2020年

1月28日（火）
〈対面〉

・ 澤野 憲太郎教授
・ 津村 耕司准教授
・ 石川 亮佑准教授
・ 横山 草介准教授

： 電気電子通信工学科
： 自然科学科
： 総合研究所
： 児童学科

・ ナノ科学技術学際研究センター
　における共用機器紹介（Ⅰ）

・ 研究概要紹介
・ マッチング交流会

第8回
2020年

8月18日（火）
〈オンライン〉

・ 野平 博司教授
・ 中島 保寿准教授
・ 加用 現空准教授
・ 沖浦 文彦教授

： 電気電子通信工学科
： 自然科学科
： 環境創生学科
： 都市生活学科

・ ナノ科学技術学際研究センター
　における共用機器紹介（Ⅱ）

・ 研究概要紹介
・ マッチング交流会

第9回
2020年

11月19日（木）
〈オンライン〉

・ 三谷 祐一郎教授
・ 丸島 和洋准教授
・ 秋山 祐樹准教授

： 電気電子通信工学科
： 人文社会科学系
： 都市工学科

・ 研究概要紹介
・ マッチング交流会

第10回
2021年

2月26日（金）
〈オンライン〉

・ 杉町 敏之准教授
・ 泉 秀生准教授
・ 山口 敦子教授

： 機械工学科
： 児童学科
： 教育開発機構

・ 研究概要紹介
・ マッチング交流会

新棟「（仮称）B棟」の起工式を挙行しました
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キャン通信
Futakotamagawa YUME Campus

2021年6月1日で7年目を迎えた「二子玉川夢キャンパス」。引き続き「コロ
ナに負けるな！」の言葉を胸に、様々な活動を通して「気持ちが明るくなるよう
な話題を提供していきたい」と考えています。そんな夢キャンパスでの活動
の一部をご紹介いたします。

子ども向けワークショップイベント
「ミニミニフェス!」を対面で開催2020年11月22（日)

夢キャンコミュニケーターが新型コロナウイルス感染症予防のために自粛して
いた対面イベントを9カ月ぶりに開催しました。万全の感染症対策を打って行った
イベントは、空きビンを再利用した「オリジナルスノードーム」、牛乳やジュースの
紙パックを再利用してランタンを作る「家の中にひかりを」、3Dペンを使ってブレ
スレットを作る「3Dペン体験」の3つ。キャンセル待ちが出るほどの人気となり、
午前と午後合わせて小学生27名の参加がありました。

「都市大オリジナルレトルトカレー」
 企画・製作プロジェクト始動2020年12月14日（月）

本学のオリジナルグッズとして、学食の
一品に、またローリングストックできる災害
用備蓄食料としての用途を兼ね備えた「東
京都市大学オリジナルレトルトカレー」の
企画・製作プロジェクトがスタート。学内
公募の学生12名と夢キャンコミュニケー
ター13名の計25名が4グループに分
かれ、学食を運営する企業(株)NECライベックス様のご協力をいただきながら、
2021年秋の完成に向けてカレールー、パッケージ、宣伝方法など検討を重ねてい
ます。コロナ禍でオンライン会議がメインとなりますが、メンバーは理想のオリジ
ナルカレーを目指してアイデアを出し合っています。乞うご期待！

子ども向けワークショップイベント「ミニフェス！」を
オンラインで開催2021年3月28日（日）

夢キャンコミュニケーターによるオンラ
インワークショップは今回で3回目。1年生

（現2年生）が初めて企画を担当した「お
菓子の家づくり」「牛乳パックで作ろう!変
身キューブ」は、先輩のサポートのもと入
念に準備とリハーサルを行い、参加した9
名の子どもたち全員が作品を完成できま
した。2年生（現3年生）企画の「レジ袋か
ら考える環境問題」では、クイズを交えな
がらレジ袋を例に環境課題とその解決策
を参加者と一緒に考え、解決に向けて取り
組みたいことを宣言。最後に一人一人の
取り組みがSDGsの達成につながること
を共有しました。

TCU QUARTERLY／都市大だより　No.219

2021年6月30日発行（季刊）
編集・発行： 東京都市大学 企画・広報室
連  絡  先：  〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1-28-1
  TEL： 03-5707-0104　FAX： 03-5707-2222
  E-mail： toshidai-pr@tcu.ac.jp

ど、時代に先駆けた教育研究施設とすることを目指しています。

本学は、今後も教育研究環境の一層の充実をはかるとともに、防災・

交流面における拠点機能も強化し、地域社会と共生して参ります。

2020年12月、建築都市デザイン学部 建築学科 手塚 貴晴教授が

セルビアのカリック財団による“Karic Brothers Award 2020”（経

済商業分野）を受賞しました。

同賞は、セルビアおよび東欧地域において最も栄誉あるものの一つ

で、23年にわたり、文化芸術、科学、慈善、スポーツ、経済商業および

国際平和の各分野で優れた人々を讃えるものです。

今回、未来の人のための空間を形作ったこと、また、現代建築の展

開と発展に向けて比類なき貢献をなしたことが評価されての受賞とな

りました。

“Karic Brothers Award 2020”を建築都市
デザイン学部 手塚 貴晴教授が受賞しました

B棟の完成予想図

お菓子の家づくり

オリジナルスノードーム 家の中にひかりを ３Dペン体験

牛乳パックで作ろう！変身キューブ

レジ袋から考える環境問題
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「町田市の2050年の未来を考える」
シンポジウムを開催
～東京都市大学と東京都町田市の共同研究～

特 集

最新情報は
ウェブサイトを
チェック！

最新情報は
ウェブサイトをチェック！

夏のオープンキャンパス 2021

一般選抜対策オープンキャンパス
「入試問題解説」＆「研究室紹介」

毎 年 数 千 人 が 参 加 す る 本 学 最 大 の 進 学 イ ベ ント

本学ではオープンキャンパス以外にも様々なイベントを開催しています。
ぜひ進路選択に役立ててください。詳しくは本学ウェブサイトをご覧ください。

理工学部
建築都市デザイン学部

情報工学部
環境学部

メディア情報学部
都市生活学部
人間科学部

2022年4月
世田谷キャンパス

に移転

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、日程や開催方法、会場等に変更が生じる場合があります。必ずウェブサイトをご確認ください。

23日［月］
8月22日［日］

11月14日［日］

受験生向け
進学イベント OPEN CAMPUS 2021

全7学部
17学科対象

◎大学紹介　◎学部学科紹介　◎研究紹介　◎入試概要説明　◎特別プログラム　ほか

高校生や受験生だけでなく、保護者の方や高校の先生もご参加いただけます

大手予備校講師による過去問解説のほか、全17学科の学生が研究室紹介を行います

あなたに合った
入試制度が見つかる！チャンスが拡がる都市大の入試

入試方式 対象学部 出願期間 試 験 日

総合型選抜（1段階選抜制）

●学際探求入試（機械工学科・機械システム工学科・電気電子通信工学科）
●原子力人材入試（原子力安全工学科）
●創作ソフトウェア入試（情報科学科・知能情報工学科）
●児童学探究総合入試（児童学科）

9月　9日（木）〜　9月16日（木）
10月 9日（土）

総合型選抜（2段階選抜制） 全学部全学科（但し、児童学科を除く）
10月30日（土）

帰国生徒特別入試 全学部全学科 9月28日（火）〜10月 6日（水）

学校推薦型選抜（公募制） 全学部全学科
（エントリー方法：❶一般推薦型 ❷グローバル志向型 ❸レラティブ型） 10月25日（月）〜11月 1日（月） 11月20日（土）

外国人留学生特別入試 全学部全学科（但し、児童学科を除く） 9月30日（木）〜10月 7日（木）

12月11日（土）国際バカロレア特別入試
全学部全学科 11月 9日（火）〜11月17日（水）

社会人特別入試
共通テスト利用入試

（前期3教科型／前期5教科基準点型）

全学部全学科

1月　6日（木）〜　1月14日（金） ※1

一般選抜（前期） 1月　6日（木）〜　1月22日（土） 2月 1日（火）〜3日（木）
一般選抜（中期） 1月　6日（木）〜　2月13日（日） 2月20日（日）
一般選抜（後期） 1月　6日（木）〜　2月26日（土） 3月 4日（金）
共通テスト利用入試

（後期3教科グループディスカッション型） 2月22日（火）〜　3月　9日（水） 3月14日（月）※1

NEW

新型コロナウイルス感染拡大の影響により日程および選考方法等が変更となる場合があります。

最新情報は
ポータルサイトで

都市大の入試はすべてインターネット出願です。
2022年度入学試験に関する詳細については、入試要項をご確認ください。

2022年度 入学試験日程

第19回 大学で楽しもう！！ 小学生・中学生のための

Zoomによるライブ配信

要予約・参加無料

9月20日［月・祝］
10：00～17：00（予定）

内容・参加方法は7月以降、地域連携・生涯学習
推進室ウェブサイトで、ご案内いたします。

事前予約制
（先着順）

※1:各自大学入学共通テスト（2022年1月15日・16日）を受験すること。
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