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人材育成と学術研究

SDGｓ（Sustainable Development Goals）の達成に向けて



持続可能な社会発展をもたらすための
人材育成と学術研究

SDGｓ（Sustainable Development Goals）の達成に向けて
特集1

　東京都市大学はSDGsに寄与する教育と研究に取り組んでいます。昨今、国内外での

議論が急速に高まっているカーボンニュートラルの実現に向けては、国、地方自治体、大

学、企業等のあらゆる主体が、それぞれの立場や強みを活かして取り組むことが必要で

す。なかでも、政策や技術革新の基盤となる科学的知見を創出し、その知を普及する使

命を持つ大学が国内外に果たす役割は極めて大きいと考えます。大学と地域が連携し、

地域の脱炭素化を進めることをはじめとして、そのモデルを国内外に展開していくことな

ど、大学の機能はますます重要になってきています。　　　　　　　　　　　　　　　

　このような視座を創設当初から持つ横浜キャンパスは、自然環境に配慮したエコ・キャ

ンパスとして、1998年に日本の大学で初めて国際環境規格「ISO14001」の認証を受

けました。キャンパスライフそのものから環境問題を学ぶ、知の拠点づくりの先駆けを実

現しています。その活動は、学生を構成員とするISO学生委員会において、主に学内の環

境改善や学内外の環境意識向上を目的に、脈々と受け継がれています。また、環境ISO

フォーラムの開催やエコプロダクツ出展なども行っています。

　東京都市大学は、「持続可能な社会発展をもたらすための人材育成と学術研究」

を理念に掲げ、7つの学部に属する研究室でカーボンニュートラルを含む全ての

Sustainable Development Goalsに取り組んでいます。　　　　　　　　　　　

副学長　関  良明
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　横浜キャンパスでは、1998年に日本の大学で初めて環境マネジメントシステ

ムに関する国際環境規格「ISO14001」の認証を受けています。

　「ISO」とは、International Organization for Standardization（国際標準

化機構）の略称で、「14001」はPDCAサイクル（Plan、Do、Check、Act）を通

じて、環境負荷を継続的に減らす企業組織などの在り方を定めています。

　また、環境マネジメントシステムの構築には5つのサイクルの確立が求められ、

さらにサイクルを継続させるために52項の要求事項を実践しなければなりませ

ん。本学では横浜キャンパスの全域におよび、学生や教職員、構内に常駐する委

託業者（食堂・売店など）全員が環境マネジメントシステムに参画しており、ボラン

ティア学生によるISO学生委員会を中心に、さまざまな活動を展開しています。

　毎年10月に開催し、ISO学生委員会が企画・運営・実施を行っています。同委員会の活動報告や特別講師による講演会な

どが実施され、2021年にオンライン開催された本フォーラムでは「みんなで考えよう～ゴミを未来の資源に～」をテーマ

に、参加者の皆さまとともに身近なごみ問題について考えました。

　環境学部の教授陣が
SDGsやカーボンニュー
トラルを分かりやすく説
明しています。ぜひ、ご視
聴ください。

　ISO学生委員会では、「ISO14001」の認証維持や学外の環境意識向上を目的に、3つの部会（環境教育
部会、省資源部会、省エネルギー部会）と5つの係（広報、フォーラム、エコライフ、エコプロ、企画・推進）で構
成され、SNSやホームページによる情報発信や環境講座、エコキャンパスツアー、キャップ回収、電力・照度測
定、国内最大規模の環境イベント「エコプロダクツ展」への出展などの環境活動を行っています。

　学生と教職員が一体となってダイバーシティの推進に取り組んでい
ます。国籍や性別、民族、文化、宗教などすべての多様性を認め合い、
誰もが等しく学び、成長し、高め合うことを目的に、３つのプロジェクト

（環境整備PJ、意識改革PJ、次世代育成PJ）を軸に活動しています。

日本の大学で初めて「ISO14001」の認証を取得しています。

講義動画「SDGsの潮流とカーボンニュートラルの実践」を
公開しています。

「ダイバーシティ推進室」を設置しています。

ISO学生委員会は環境活動に取り組んでいます。

今号では、本学の取り組みの一端をご紹介します。

５つのサイクル

「環境ISOフォーラム」

環境学部 環境マネジメント学科
佐藤 真久教授

サステナビリティ概念の
歴史的変遷

▼
SDGsの本質

▼

環境学部 環境マネジメント学科
伊坪 徳宏教授

気候変動による
影響はいくらか

▼

サーキュラーエコノミーで
実現する脱炭素社会

▼

東京都市大学の環境方針は
こちらのQRコードよりご確認ください。 ▼

「ダイバーシティ推進室」の詳細
は、こちらのQRコードよりご確認
ください。

▼

▼

組織の経営・管理者が
環境方針を作る

 1

計画を実施する

 3

結果を点検する

 4

その方針に基づ
いて具体的な計画

を立案する

 2

経営・管理層が
全体を見直す

 5

3TCU QUARTERLY　No.221　2022.1



東京都市大学
2021年度

優秀研究賞・優秀教育賞・
ベストレクチャー賞
優れた研究や技術開発などによって本学の存在感を社会にアピールした教職員を表彰する

「優秀研究賞」と独創的な発想と地道な努力によって優れた教育効果をあげた教職員を表
彰する「優秀教育賞」。そして、学生による授業改善アンケートに基づいて、優れた専任教員
を表彰する「ベストレクチャー賞」に選ばれた受賞者のメッセージをあわせてご紹介します。

シミュレーター体験時の表示例

化石データに基づく地球生命の絶滅史から、地球生命が絶滅
しなかった確率を推定した。

WebClassを利用したクイズ形式の問題例。画像や音声も入れら
れて、多者択一方式だけでなく、様々な解答形式を設定できます。

理工学部 自然科学科［世田谷キャンパス］

建築都市デザイン学部 都市工学科［世田谷キャンパス］

理工学部 自然科学科［世田谷キャンパス］

西村 太樹准教授

関屋 英彦准教授

津村 耕司准教授

LMS(WebClass)の効率的運用および
学生・教員への普及促進、社会への情報発信 

鋼橋の疲労き裂に関する近接目視点検教育システム
～効率的に点検技術の向上を図る点検訓練シミュレーター～

化石データに基づく大量絶滅史を用いた地球生命が
絶滅しなかった確率の推定と、その宇宙生物学への応用

　WebClassと呼ばれる学習管理システム(LMS)を利用して、全履修者800名の
物理学(1)(2)の授業で「予習テスト」を導入しました。この結果、学生の予習テスト実
施率が95%を超え、学生達の自学自習を促すことに成功しました。この経験が活かさ
れ、令和２年度のコロナ禍での遠隔授業でも教育の質を下げることなくLMSを利用
してレポート提出や期末試験を実施することができました。また、教員間でのセミナー
においてWebClassに関する講師を務めることで、LMSの普及促進に貢献しました。

　研究業績『鋼橋の疲労き裂に関する近接目視点検教育システム ～効率的に
点検技術の向上を図る点検訓練シミュレーター～』は、インフラの老朽化や少子
高齢化時代におけるインフラ維持管理の課題解決に貢献するものです。開発シ
ステムは、バーチャル・リアリティ（VR）技術を活用することによって、人数制限や
時間制限無く、インフラの現場点検を疑似体験することが可能です。実現場にお
ける点検によって得られる知識・経験と、座学によって得られるより深い知識を同
時に修得することができます。

　この宇宙には生命を宿す天体はどれほどあるのでしょうか？その推定には生命の
発生確率だけでなく絶滅する確率も知る必要があります。そこで私は、宇宙における
生命進化について人類が持つ唯一のデータである「地球生命の絶滅史」に着目し、地
球生命が現在まで絶滅しなかった確率を約15％と推定しました。この成果は論文誌

「Scientific Reports」に2020年に掲載された論文のうち、1年
間で最もダウンロード数の多い物理学分野の論文トップ100を賞する

「TOP 100 in Physics」にも選出されました(本論文は22位)。
本研究の詳細は、右のQRコードからご確認ください。

優秀教育賞

優秀研究賞
若手研究者奨励賞

優秀研究賞
優秀研究者賞
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学生による
授業評価アンケートで決まる

ベストレクチャー賞

組織的な教育改善活動を活性化

　ベストレクチャー賞を頂き大変光栄です。受講生の皆さ
ん、日ごろからご支援いただいている教職員の皆様に感
謝申し上げます。私が担当する制御工学の関連科目は、メ
カを自在に操る学問です。自動運転などの基幹技術として
入学時から関心を持ってくれる学生は多いのですが、機械
系としては数式が多く、課題も多い（学生の声）そうですか
ら、受講生の皆さんの達成感が表れた結果の受賞だと思
います。私自身は毎回楽しく講義していますが、受講生の
皆さんにも学問の楽しさを共有してもらえる様に、今後も
研鑽を積んで参ります。

理工学部
機械システム工学科

［世田谷キャンパス］

野中 謙一郎教授

　定年退職の年度に「ベストレクチャー賞」を授与いただ
き、本当に嬉しく思っております。まさに自らの授業と教授
方法について再検討しているときでしたので、大変励みに
なりました。「授業アンケート」を書いてくださった学生さ
んたちに心から感謝申し上げます。表現にかかわるオンラ
イン授業だったので、受講生がどのように授業を考えてい
るか正直不安でした。今回の受賞を通して、オンライン授
業の可能性を発見し、教授方法や教材をよりよくしていく
ための振り返りと新たな開発のきっかけと意欲につながり
ました。本当にありがとうございました。

人間科学部
児童学科

［等々力キャンパス］

小林 由利子教授

　このたびは「ベストレクチャー賞」をいただき、ありがと
うございました。授業を受けてくれた学生には感謝の気持
ちでいっぱいです。私の専門は「インターネットメディア」
です。21世紀になって普及したこのメディアとの上手な付
き合い方、未来のメディアのあり方について、学生と一緒
に考えています。変化の激しい社会において、答えは用意
されていません。授業を通じて生まれた学生の疑問に対し
て、私が十分にヒントを与えることができていれば本望で
す。良い気づきが得られるよう、今後も最善を尽くして行き
たいと思います。

メディア情報学部
社会メディア学科

［横浜キャンパス］

奥村 倫弘教授

　この度は、「ベストレクチャー賞」を頂き、大変光栄に思っ
ております。授業は、健康論、コーチング、戦略戦術、ゴルフ
など様々ですが、すべてスポーツと結びつけながら講義、実
技を進めております。昨年度からコロナ禍となり遠隔授業へ
と切り替わったため、多くの学生が体を動かす機会を失って
しまいました。しかし、遠隔授業でも楽しく、体を動せるよう
工夫し、目標を持つことの重要性を伝え続けました。今後も
授業や様々なアプローチを通じて、東京都市大学に入学し
て良かったと思ってもらえるよう精進していきたいと思って
おります。本当にありがとうございました。

共通教育部
人文・社会科学系

［世田谷キャンパス］

椿原 徹也准教授

　「ベストレクチャー賞」を頂き、大変光栄に思っています。
私の講義を受講して下さった学生の皆さんに感謝いたし
ます。担当している「機械学習」「データサイエンス」は受
講する学生達が、期待を持って講義に臨むと思われる科目
です。このような分野の科目は数学とプログラミングの双
方を理解する必要があるため、私の講義では毎回結構重
い演習問題を宿題に課しています。考察をメインとするレ
ポートを週二回要求するので学生には非常に大変な科目
ですが、その分満足度が高くなったのではないかと考えて
います。今後も精進していきたいと思います。

情報工学部
知能情報工学科

［世田谷キャンパス］

神野 健哉教授
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　「どのような形になっても開催しよう！」との実行委員会の強い意志

のもと、8月29日(日)にオンライン形式で「エコ1チャレンジカップ

2021」が開催されました。

　1998年に本学主催の「バッテリーカーコンテスト」が開催され、2012

年度より大会名称を「都市大エコ1チャレンジカップ」と改めて継続してき

た本大会ですが、2019年度には本学単独開催が困難となり日産自動車

(株)の協力を得て開催、2020年度はコロナ禍により中止、そして今年度

はより継続的・発展的な大会を目指して(公社)自動車技術会関東支部、日

産自動車(株)および本学の三者による共催となりました。

　コロナ禍による緊急事態宣言の発出が懸念され、また部活動方針に対

する各都道府県の教育委員会方針が異なる中、どのような状況下であっ

ても誰もが安心して参加できる大会の在り方を検討し、例年通り東急自動

車学校で開催する「現地参加の部（8月28日）」と各校の廊下などを使用

して競技を行う「屋内マッチの部（8月29日）」の2部制としました。しかし、

残念ながら緊急事態宣言により現地参加の部は中止となり、こちらに参加

予定のチームには屋内マッチの部に変更してご参加いただきました。

　参加チームには、各校内の廊下や体育館を利用した20mの直線コース

を走行する様子を撮影して頂き、この映像により順位の審査を行いました。

最初から屋内マッチの部に向けて車両を製作したチームと現地参加の部を

想定して準備をしてきたチームでは後者にハンデがありますので、審査は

この2つのカテゴリーごとに実施しました。また、競技映像のほかにチーム

紹介ビデオの作成もお願いし、これも参考に技術賞などを決定しました。

　現地参加の部から屋内マッチの部に切替えて参加した７チーム、現地

参加から屋内マッチへの仕様変更が間に合わず参考出走となった2チー

ム、屋内マッチの部へ参加した３チーム、計12チーム10校（うち初参加

4校）により実施された本大会は、オンライン形式にて配信し、参加チー

ムに視聴して頂きました。大会会長の自動車技術会関東支部長の遠藤様

による開会の御挨拶から始まり、続いて日産自動車の西村様より「エコ1

チャレンジカップと未来の車・社会」と言うタイトルでご講演いただきまし

た。その後、チーム紹介ビデオを配信し、大会副会長の本学の大上副学長

のご挨拶ののち、競技映像を示しながら表彰式を執り行いました。

　現地参加の部から屋内マッチの部に変更したカテゴリーでは、和光学

園和光中学校「和光電力WW」が金賞を獲得し、屋内マッチの部では、

こちらも和光中学校「USP-月光」が金賞に輝きました。「USP-月光」は

20m直線コースでのタイム向上のためにスタートをアシストする装置

を考案するなど創意工夫が光り、本大会が生徒さん達のものづくりに対

する意欲の向上に貢献できていると実感できる車両でした。

　表彰式の最後は、大会副会長の日産自動車副社長の坂本様から製作

プロセスを振り返ることやチームワークの大切さとともに、良い車両を

作るために、図面を書こう、もっと勉強しようというお話を頂きました。

　最後になりますが、例年と異なる形式で開催された今回の大会にご

協力下さったすべての方に心より御礼申し上げます。そして何より、コロ

ナ禍の中で部活動の時間も制約される中、工夫を凝らした車両を製作

して参加してくれた各チームの皆様に篤く御礼申し上げます。

【開催日】2021年8月29日（日）
【場所】オンライン形式

未 来 へ 続くス マ ートドライブ

▲

屋内マッチの部
賞 学校名 チーム名 車 名 タイム

金賞 和光学園 和光中学校 和光中学技術部 USP-月光 5.3秒

銀賞 静岡北高等学校 高・専自動車コース 北風 8.0秒

銅賞 松本工業高等学校 松本工業高等学校原動機部 クズ作 9.2秒

▲

現地参加24V（参考出走）
賞 学校名 チーム名 車 名 タイム

都市大賞 東京都立総合工科高等学校 チーム走攻 FURUKAWA V-spec Ⅱ 6.1秒

日産賞 青山学院中等部 マイコン部（AGRT） sekiryu 1号 6.5秒

▲

その他の賞
賞 学校名 チーム名 車 名 タイム

ものづくり奨励賞 松本工業高等学校 松本工業高等学校原動機部 クズ作 9.2秒

日産ボランティア賞 東京都立総合工科高等学校 チーム走攻 FURUKAWA V-spec Ⅱ 6.1秒

▲

現地参加の部
賞 学校名 チーム名 車 名 タイム

金賞 和光学園 和光中学校 和光中学技術部 和光電力WW 6.0秒

銀賞 千葉日本大学第一中学高等学校 チバニチ シニアCar 7.4秒

銅賞 小金井工業高等学校 小金井工業高校 ファントムナゲット 8.1秒

自技会賞 東京都市大学付属中学校・高等学校 都市大学付属中高校 ザマラーMkⅡ改 10.4秒

自技会賞 豊島学院高等学校・昭和鉄道高等学校 豊昭学園電気研究部 Dyson’s 12.1秒

都市大賞 千葉日本大学第一中学高等学校 チバニチ ベビーCar 12.9秒

日産賞 東京都市大学等々力中学校・高等学校 都市大学等々力理科部技術班 TSUBASA Ⅳ −

▲

三賞
賞 学校名 チーム名 車 名 タイム

技術賞 小金井工業高等学校 小金井工業高校 ファントムナゲット 8.1秒

デザイン賞 青山学院中等部 マイコン部（AGRT） sekyryu 1号 6.5秒

エコ１チャレンジ賞 和光学園 和光中学校 和光中学技術部 USP-月光 5.3秒

後援 （公社）日本材料学会／東京都市大学校友会／
（一社）日本機械学会／（一社）電気学会

共催 （公社）自動車技術会関東支部／日産自動車（株）／東京都市大学 協賛 （株）東京アールアンドデー／（株）ピューズ／日野自動車（株）／
日産自動車大学校

協力 東急自動車学校

エコ１チャレンジカップ 副実行委員長　伊東 明美

「エコ1チャレンジカップ2021」結果一覧

チャレンジカップ 2021
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【開催日】2021年9月20日（月・祝）　【場所】オンライン形式

世田谷区、横浜市の各教育委員会後援

第19回 大学で楽しもう!! 小学生・中学生のための

　本イベントは、創立75周年（2004年）に向けた2002年に始

まり、小中学生の理科や科学に対する興味、好奇心を喚起するこ

とを目的に、本学の教育・研究成果を公開する試みで、夏の恒例行

事となっています。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止に因る一年間の休止を経

て、今年度はオンラインツール「Zoom」を使ったライブ配信形式

で３キャンパス（世田谷、横浜、等々力）を配信拠点として開催しま

した。研究室等の10団体が出展し、オンライン形式で楽しんでも

らえる12件の科学体験プログラムを企画しました。また、ご自宅

でも参加者に主体的に参加していただける様、うち半数のプログ

ラムでは事前に教材を送付する等、例年とは異なる趣向で創意工

夫を凝らしました。

　当日は174人の小中学生にご参加いただき、大きな通信トラブ

ル等なく、無事に終了することができました。首都圏以外に福岡、

愛媛、大阪、愛知、和歌山等、対面開催の時には見られなかった遠

方からの申し込みもあり、オンラインの特性を感じられました。

感染状況が悪化し、学生はキャンパスへの入構が制限される中で

の準備となりましたが、参加者アンケートでは、「満足」「やや満足」

が90%を超える回答となりました。また、コロナ禍に鑑み、開催し

たことを感謝する声もありました。

　例年と異なる形式、時期にも関わらず、参加したいと思ってくだ

さった方、楽しんでくださった小中学生がいることを喜ばしく感じ

ております。科学を「わかりやすく・楽しく」体験してもらうことを

変わらぬテーマとして、ウィズコロナ、アフターコロナの時代にも

対応したイベントを作っていきたいと考えております。

光を使ってオンライン誕生日会を盛り上げよう！

水の中にシャボン玉を作ろう

【オンライン講義】ブロック玩具で建築を学ぼう！

めざせクイズマスター！！

ロボットを使って地震のゆれを見てみよう！

目指せ！防災マイスター

未来予想図

人工いくらを作ろう

バスボムを作ろう

電気の火花を見てみよう！（放電の様子）

地域連携・生涯学習推進室 室長  末政 直晃

この他、「水の浄化実験」「micro:bitで遊ぼう！」も出展しました。
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　日本の研究力は、1990年代以降、企業の基礎研究からの撤退

などにより、研究とそれを基盤とする科学イノベーションを担う人

材の不足が問題となっています。本学では、博士後期課程の学生を

「研究助手」として採用し、研究に専念できる環境を用意している

ほか、優秀な人材の発掘・育成を目的に2018年度から都市大研究

プレゼンコンテスト（TCU R-PresCo）を開催しています。

　同コンテストはこれまで大学院生のみの参加でしたが、より早く

から研究の楽しさを知ってもらうため、今回より学部生部門も開設

しました。当日は、学部生16グループ（合計48名）と大学院生13

名が、口頭発表とポスター発表を行いました。

　プレゼンコンテストの開幕に先立ち、三木 千壽学長は「この機会

に隣の学科・専攻が何をやっているのか知り、互いに刺激し合い、

研究力を高めてほしい」と発表者へメッセージを送りました。

　口頭発表では、参加者たちが7分間の持ち時間を使って、動画や

画像などを用いながら、研究成果を分かりやすく発表しました。

　その後、場所を移してポスター発表を行い、発表者が7分間で

は語り尽くせなかった自身の研究内容について、より詳しく解説し

ました。

　すべての発表が終了した後、コンテストの結果発表及び表彰式

を行い、最優秀賞（学部1グループ、大学院1名）と優秀賞（学部2グ

ループ、大学院2名）には、三木学長より表彰状の授与とお祝いの言

葉が贈られました。また､発表者全員に、特別賞が贈られました。

　閉会の挨拶に立った野中 謙一郎副学長（研究担当）は、「時間を

忘れるくらい楽しい会でした。研究は楽しいものです。研究の楽しさ

を知ることのできるこの会を、来年も続けたい」と締めくくりました。

　本学は今後も本コンテストを継続していくとともに、学生同士が

多種多様な研究を知ることで、幅広い視野と知見が養われ、研究が

より活性化することを期待しています。

最優秀賞（大学院生）を受賞した森下 穂香さん（電気・化学専攻 博士前期
課程1年）のコメント

私の研究は、鉄道車両などに給電する架線（トロリ線）の断線や損傷原因とな
る火花のメカニズムを解明することです。鉄道は、単なる移動手段でなく、た
くさんの人の思い出や出会いを乗せて走っています。架線の傷による運休を
防ぎ、人々の大切な思いに傷をつけないよう、後期課程への進学も視野に入
れつつ、これからもこの研究を深化させたいと思います。

最優秀賞（学部生）を受賞した小山田 祥さん、二宮 伊真里さん、松本 
和樹さん（都市生活学部3年）のコメント

東急グループの伊豆急行、東急ストアと共同で、買い物列車を走らせる実証
実験を今夏行いました。2022年1月には2回目を実施予定です。コロナ禍
で、感染予防策の徹底など、たくさん苦労もありましたが、鉄道の新たな可能
性の発掘や、より良い都市生活の一助につながるこの研究は、やりがい一杯
です。実験当日にはサポートしてくれた多くの仲間とともに受賞の喜びを分か
ち合います。

賞　名 研究科 専　攻 領　域 学 年 氏　名 発表タイトル

最優秀賞 総合理工学 電気・化学 電気電子
工学

博士前期
1年 森下 穂香

電気鉄道におけるトロリ線の断線条件の解
明に向けた3次元電磁熱流体シミュレーショ
ン手法の開発

優 秀 賞
総合理工学 電気・化学 応用化学 博士前期

1年 柳田 恵里 高発光強度を有する窒化アルミニウム焼結
蛍光体の開発

総合理工学 共同
原子力 共同原子力 博士前期

1年 増子 元海 福島第一原子力発電所の廃炉に向けた燃料
デブリの安全保管

賞　名 学　部 学　科 学 年 氏　名 発表タイトル

最優秀賞 都市生活 都市生活 3年
小山田　 祥
二宮 伊真里
松本 　和樹

地方都市の買い物難民を解決する「買い物列車」の実証実
験とその評価

優 秀 賞

建築都市
デザイン 都市工学 3年 水谷 昴太郎

吉川 　和宏 ドボクの教育系ツール開発

理　　工 応用化学 2年

伊藤 　竜哉
岩渕 　僚太
岸 　　寛朗
西岡 　勇希

乳化反応を駆使して美味しいマヨネーズを作る

▼大学院生 受賞者一覧

▼学部生 受賞者一覧

若手研究者の育成と研究力向上を強化するため、
全学体制で実施しました。

開催日：2021年11月5日（金）　場所：世田谷キャンパス6号館

第4回第4回  都市大研究プレゼンコンテスト都市大研究プレゼンコンテスト
（TCU R-PresCo）（TCU R-PresCo）をを開催開催（オンライン併催）

三木 千壽学長 野中 謙一郎副学長（研究担当）

ポスター発表の様子

最優秀賞および優秀賞を受賞した学生

東京都市大学の研究が集結する
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　本学が提案する「アジア大平洋州地域の発展をリードする次世代

のグローバル研究者育成プログラム」が、国立研究開発法人科学技

術振興機構（以下、JST）による事業「次世代研究者挑戦的研究プロ

グラム～博士後期課程学生の挑戦を支援する～」に採択されました。

　同事業は、JSTが新たに大学の研究科や研究室など既存の枠組

みを越えて、優秀な博士後期課程学生の選抜等を行う事業統括者

を選定し、そのリーダーシップのもと、当該博士後期課程学生に対

するさまざまな支援を実施・展開する大学の取組を国として支援す

るものです。

　採択された本学のプログラムは、将来のアジア大洋州地域の発

展をリードする次世代グローバル研究者の育成を目指すもので、

博士後期課程学生への支援を目的としています。

　今回のワークショップは、このプログラムに選ばれた10名の博士

後期課程学生が、それぞれの研究分野全体の問題や研究の方向性

を発表するとともに、研究分野の異なる学生や多様な分野の教職

員と交流を深めることで、異分野融合研究の機会を創り出すことを

目的としています。

　開会挨拶で三木 千壽学長は、「国が初めて博士後期課程学生に注

目したこの事業に、本学のプログラムが選ばれたことを嬉しく思いま

す。これからどんどん人数も増やしていきたい」と抱負を語りました。

　学生による口頭発表の後は、会

場を移して質疑応答も兼ねたポス

ター発表を実施しました。

　総合理工学研究科4年の任 振威

さんは、「このプログラムによって、

研究費や生活費などの支援を受け

ることができるので、研究に力を注

げます」と話しました。

　また、環境情報学研究科4年の川村 昴史さんは、「環境保全と持続

的開発を同時に進められる仕組みを開発しています。理工系の研究

だけでなく、社会学的アプローチを評価してくれたことが嬉しい」と

述べました。

　閉会挨拶に立った、本学のプログラムの事業統括で総合理工学

研究科長の田口 亮教授は、「研究にはパッションが大切で、パッショ

ンがあれば発信力も強まる。自身の研究を力強く発信し、外に仲間

を求めて高めあっていただきたい。このプログラムを成功に導きま

す」と宣言しました。

　本学は、これからも博士後期課程の学生が研究に専心し、多くの

仲間とともに優れた成果をあげられるよう支援を続けます。

研究科 専　攻 研究室 学 年 氏　名 発表タイトル

総合理工学 機　械 計測
電機制御

博士後期
3年 榎　海星

空間電荷計測及び電気化
学分析による陽子線照射絶
縁材料の電子物性の解析

総合理工学 機　械 計測
電機制御

博士後期
3年 佐藤 孔亮

パワーデバイスの絶縁に用
いる高分子絶縁材料の空間
電荷蓄積メカニズムの解明

総合理工学 電気・化学
ナノ

エレクトロ
ニクス

博士後期
3年 我妻 勇哉 スピンデバイスへ向けた

Si/Geヘテロ構造の開発

環境情報学 環境情報学
ライフ

サイクル
環境評価

博士後期
3年 劉　潤椏

Development of biodiversity
damage assessment in LCIA with
the expansion of impact categories

総合理工学 電気・化学 集積化
システム

博士後期
3年 陳　遠馳 Mixed signal processing technique 

for nano-meter CMOS ADC

総合理工学 電気・化学
大電流

エネルギー
DX

博士後期
4年 任　振威

Study of Behavior of Atmospheric 
Arc Plasma with External Magnetic
Field

総合理工学 電気・化学
大電流

エネルギー
DX

博士後期
4年 根本 雄介

大気圧アークにおける横風
吹付時の非平衡アークの形
成要因の解明

環境情報学 環境情報学 ランドスケープ・
エコシステムズ

博士後期
4年 川村 昴史

里山ランドスケープにおける日
本版生物多様性オフセット・バ
ンキングに関する研究

環境情報学 環境情報学 建築気候・
環境適応

博士後期
4年

スレスタ 
ミサン

Study on thermal environment and
adaptive thermal comfort in school 
buildings in Nepal

総合理工学 情　報 視覚
メディア

博士後期
5年 佐藤 圭浩 産業や医療への3次元点群

データの応用に関する研究

▼発表者一覧（発表順）

博士後期課程の学生たちが、研究分野の枠を超えて
情報交換と議論を行いました。

第185回総研セミナー

（オンライン併催）

「アジア大洋州地域の発展をリードする
次世代のグローバル研究者」ワークショップを開催

国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）
「次世代研究者挑戦的研究プログラム～博士後期課程学生の挑戦を支援する～」に採択

三木 千壽学長

ポスター発表の様子 田口 亮総合理工学研究科長
（プログラム事業統括）

口頭発表の様子

開催日：2021年11月5日（金）　場所：世田谷キャンパス6号館
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第92回 東京都市大学

世田谷祭 東京都市大学 学園祭共通テーマ

「調和」

オンライン配信

2キャンパス 同日開催

開催日：2021年11月6日（土）・11月7日（日）
場　所：オンライン配信

2021年度 世田谷祭テーマ「パレット」

　3年ぶりの開催となった世田谷祭は、テーマを「パレット」と定

め、新たな学園祭のカタチを創り出しました。テーマには、参加

者がそれぞれの個性を発揮できる場にしたい、そして世田谷祭

らしさという“色”を大切にしたいという学園祭実行委員たちの

想いが込められています。

　開会式では、三木学長から「調和+パレットの世界とは何なの

か、そして何を極めるべきなのか、この機会に考えていただけれ

ば」と挨拶がありました。

　2日間にわたるすべてのプログラムは、オンラインを通じて配

信され、学内外から参加した有志団体による圧巻のステージや

研究室・学部・サークルの活動紹介を行いました。また、家ででき

る実験を紹介する体験型企画「科学体験教室」やオンラインゲー

ムを用いて、競い合う「世田谷祭 eスポーツ大会」、ゲームソフト

のマインクラフトで再現した世田谷キャンパス内で鬼ごっこを行う

「TCU MINECRAFT」のほか、秋の“パレットコーデ”を競う

後夜祭のファッションショーなど、意欲的な企画・イベントが展開

されました。

　直接顔を合わせての打合せや練習ができないなか、息の合っ

た演奏やパフォーマンスを見せてくれた学生たちに対し、視聴者

の方々からはチャット機能を通じて応援や感謝のメッセージが送

られ、対面型の学園祭にはない、オンラインならではの一体感や

盛り上がりが見られた2日間となりました。

◆ 第92回 東京都市大学 世田谷祭実行委員会会長 ◆

◆ 第92回 東京都市大学 世田谷祭実行委員会顧問 ◆

知識工学部 知能情報工学科 3年　大友 康生さん

理工学部 機械工学科　藤間 卓也教授

　今年度の世田谷祭は「パレット」をテーマに、初のオンライン

の開催となりました。ゼロからのスタートでしたが、同じ目標に

向かって歩んできた世田谷祭実行委員会の仲間と、携わってい

ただいた方々のご協力によって大成功を収めることが出来まし

た。来年は、直接皆様とお会いできますように。ありがとうござ

いました！

　今年度の世田谷祭は、３年ぶりの開催でした。一昨年度の台

風被害、昨年度のコロナ禍と、中止を余儀なくされ、実行委員

会の学生は代替わりで経験の蓄積とノウハウ継承がままなら

ぬ中のリスタートとなったわけです。さらにはオンラインという

新しい形式での開催となり、今後の学園祭の新しい土台を築

く、意義深い開催になったのではと思います。

世田谷祭実行委員会からのメッセージ

有志団体ステージ（菅野製麺）

世田谷祭 e スポーツ大会

研究室・学部・サークル紹介（構造安全・白旗研究室）

TCU MINECRAFT

科学体験教室（空気砲で遊んでみよう）

後夜祭 ファッションショー
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第13回 東京都市大学

等々力祭
「調和」

2021年11月6日（土）・7日（日）の2日間にわたり、

「第92回 東京都市大学 世田谷祭」と

「第13回 東京都市大学 等々力祭」を開催しました。

共通テーマを「調和」と定めた2021年度の学園祭は、

新型コロナウイルス感染予防の観点から、

初のオンラインによる同日開催とし、

全てのプログラムをライブおよびオンデマンドで配信しました。
開催日：2021年11月6日（土）・11月7日（日）
場　所：オンライン配信

2021年度 等々力祭テーマ「ツナグ」

　2年ぶりの開催となった等々力祭は、人と関わることの大切さ

や楽しさを痛切に感じたコロナ禍を振り返り、離れた場所にいな

がらでも人々の心を繋いでいける学園祭を目指して、今年度の

テーマを「ツナグ」と定めました。経験したことのないオンライン

環境の中にあっても、新たな出会いと楽しみを実現するために、

等々力祭の参加者が心をひとつにして開催に取り組みました。

　オープニングセレモニーでは、三木学長から「オンラインでの新

しい発想、新しい形式で実施される企画やイベントを楽しんで欲

しい」との話があり、学生たちのチャレンジに期待が寄せられました。

　当日は、家にある材料で簡単に作れる工作企画「おもちゃ王国」

やマインクラフトで再現した等々力キャンパス内をクイズ形式で

巡る「迷宮! 等々力キャンパス～目指せ脱出～」のほか、地域の魅

力を紹介する「オッポンととどロッキーとなかよくなろう」や選択

次第で結末が変わるストーリーゲームの「バトルヒーロー」など、

創意と工夫に富んだコンテンツを数多く配信しました。

　また、都市大等々力中高の太鼓部をはじめ、さまざまな分野

のグループが全力でパフォーマンスを繰り広げる「とどLiveフィ

ナーレ」の配信中には、「迫力がすごい」「実行委員会ありがとう」

などのコメントが寄せられ大いに盛り上がりました。

　2学部（都市生活・人間科学）の移転に伴い、等々力祭は今回が

最後の開催となりました。これまでの伝統や開催に携わった等々

力祭実行委員をはじめとする参加者の熱い想いは、今後、移転先

の世田谷キャンパスのなかで生き続けることになるでしょう。

◆ 第13回 東京都市大学 等々力祭実行委員会会長 ◆

◆ 第13回 東京都市大学 等々力祭実行委員会顧問 ◆

都市生活学部 都市生活学科 3年　小杉 実鈴さん

都市生活学部 都市生活学科　信太 洋行准教授

　キャンパス移転で最後となった等々力祭を無事開催し、オ

ンラインならではの方法で参加者の方々と一緒に楽しみ、想

いをツナグことができたのは、ご支援ご協力いただいた皆様

のおかげです。来年度以降は世田谷祭と共に素敵な学園祭を

つくっていきますので今後とも温かく見守っていただければ

と思います。

　キャンパス移転に伴い、最後となる等々力祭は対面開催へ

のこだわりが強かったと思いますが、厳しい活動制限の中、綿

密にリハーサルする場面や配信会社の技術スタッフと息の

合った動きを見せる姿に熱いものを感じました。通常の環境に

戻った際、このオンライン開催で得たものを展開出来れば、よ

り足腰の強い学園祭になるのではないかと期待しています。

等々力祭実行委員会からのメッセージ

おもちゃ王国（かみコップゆびにんぎょう）

バトルヒーロー とどLiveフィナーレ（都市大等々力中高太鼓部） とどLiveフィナーレ（エレクトーンサークル sky tone）

迷宮! 等々力キャンパス〜目指せ脱出〜 オッポンととどロッキーとなかよくなろう
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学 生 と 大 学 との 懇 談 会

　ハイブリッド形式（対面・オンライン）による「学生と大学との懇談会」を、世田谷キャンパスと等々力キャンパス
で開催しました。世田谷には学生26（うちオンライン15）名、教職員102（同49）名、学内業者7（同4）名の計
135名、等々力には学生19（うちオンライン18）名、教職員87（同43）名、学内業者3名の計109名が参加し、

「授業・研究」「課外活動」「学生生活」「キャンパス移転」などについて活発な意見交換を行いました。

（１）授業・研究について
学生側からの意見（以下、学生）→1年次の英語授業は、TOEIC®

のスコアによってクラス分けされるが、難易度の高いクラスの学

生は好成績を取りにくく不公平を感じる。大学側からの回答（以

下、大学）→クラスのレベルを勘案した評価とするように改善を続

けている（外国語共通教育センター）。学生→本学のハラスメント

防止策はどうなっているか。大学→学生が気持ちよく研究・学修で

きるようフォローアップと再発防止に努めている（学生部長）。学

生→TA（ティーチングアシスタント）の時給について、見直しの予

定はあるか。大学→10月1日の給与改定において見直し、学内に

公示した。今後も最低賃金の改定に応じて見直しを行う予定（人事

課）。学生→コロナによる換気などにより、冬場の研究室が非常に

寒い。大学→確認のうえ、改善できるか検討する（管理課）。学生

→2020年度はコロナの影響により学生支援金の支給があった。

今年はどうなるか。大学→今年の支給はない。昨年度の支援金は、

コロナにより急変した学修環境を整えていただくためのもの。1年

半が経過し、整えられたと判断している（学生支援センター）。

（２）課外活動について
学生→課外活動の自粛が長く続いている。今後、活動を維持して

いくための考えを聞かせてほしい。大学→コロナの状況を注視し、

安全、安心を第一に課外活動を徐々に実施できるようにしたい。ま

た、部活動などの存続に向けた新しいアイデアを学生と一緒に考

えたい（学生部長）。学生→課外活動の会計処理を行う際、本学の

取引銀行の支店がある

自由が丘まで行かなけ

ればならない。尾山台駅

に支店のある銀行に変

更できないか。大学→

大学全体の決済システ

ムに関わる問題。距離と時間はかかるだろうが、理解してほしい（学

生支援センター）。学生→課外活動の会計処理をキャッシュレスに

移行できないか。大学→時代に即した決済方法を検討中（学生支

援センター）。学生→コロナ以来、運休となっているシャトルバス

の再開めどは。大学→現時点で確約できないが、再開の検討は

行っている（学生支援センター）。

（３）学生生活について
学生→コロナにより、とくに1、2年生は授業で友人と会う機会がな

く、質問などもしづらい状況にある。学業について互いに相談し合え

るチャット機能などのシステムを構築してもらいたい。大学→検討し

ていきたい（学生部委員）。学生→大学側が定める感染対策ステー

ジを4から2へ移行したが、ステージ3はどうなったか。大学→ステー

ジ3では、ハイブリッド形式の授業形態とし、座学をオンライン、実

験・実習は対面式にすることと定めている。両者を明確に区分するの

が困難なため、ステージ4から2への移行とした（教育担当副学長）。

●学長の講評
対面式授業の効果を私は信じており、できる限りキャンパスに来てい

ただきたいと考えている。ステージを4から2に下げて、ハイブリッド

式に移行したのは、できるだけキャンパスに来てほしいから。学生の

皆さんには能動的に学んでほしい。今日はよい議論ができたと思う。

世田谷キャンパス

開催日：世田谷キャンパス10月20日（水）､等々力キャンパス10月6日（水）
場　所：世田谷キャンパス2号館、等々力キャンパス2号館（両キャンパスともオンライン併催）
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学 生 と 大 学 との 懇 談 会 学 生 の 声

（１）授業・演習・実習について
学生側からの意見（以下、学生）→オムニバス形式の授業のZoom

情報が先生によってまちまちで、分かりにくい。大学側からの回答

（以下、大学）→学生が少しでも参加しやすい授業形態を工夫し

たい（人間科学部教務委員長）。学生→CAP制の導入により、履

修単位の上限があり、本格的な就活までに十分な単位を取得でき

るか不安。大学→CAP制は、1つの単位を取得するために十分な

学修時間を確保することを前提に制度設計されている。仕組みの

中で単位を取得していけば、3年生の段階で約120単位を修得で

きる（都市生活学部教務委員長）。

（２）課外活動について
学生→人数を絞ってでも良いので、活動をさせてもらいたい。大学

→長く続くコロナにより、不自由をお掛けしている。大学としては安

全、安心を第一に制限を行っているが、今後、活動条件の緩和に向

けて取り組む（学生部長）。学生→４月のキャンパス移転後、課外活

動の場所はどうなるか。大学→９月に説明会を実施した。世田谷キャ

ンパスの教室等は使用できるが、体育施設については体育会が優

先となる。横浜キャンパスを活用したり、世田谷区内の小中学校の

体育館を借りる方法もある（学生支援センター課長）。学生→活動

時、顧問の帯同が義務づけられているが、場合によって難しいケー

スもある。大学→ステージ２への移行に伴い、条件緩和を検討して

いる（学生部長）。学生→活動再開申請後、許可がおりるまでに時間

がかかる。大学→申請書類は学生支援センターに加え、学長も目を

通し、各団体の感染防止

策が十分であるかどうか

確認している。できるだ

け早く、活動再開できる

よう迅速な対応に努める

（学生支援センター）。

（３）キャンパス移転について
学生→世田谷キャンパスの学生食堂が更に混雑するのではないか。

大学→100席程度のカフェを新設する。混雑緩和に十分ではない

ので、空き教室を利用するなど工夫いただきたい（企画・広報室）。

学生→お世話になった等々力キャンパスの職員の方に、我々が世田

谷キャンパスに馴染むまでお力添えいただきたい。大学→貴重な意

見として受けとめる（事務局長）。学生→子育て支援センター「ぴっ

ぴ」はどうなるか。大学→世田谷キャンパスの5号館3階に、現在と

同程度の広さを確保し、新たにガーデンスペースも作って移転する

（企画・広報室）。地域の方にはこれまで同様ご利用いただき、人間

科学部の実習でも活用する（人間科学部長）。学生→延期になって

いる「ぴっぴ」での実習再開のめどはどうなるか。大学→今後の対応

を早急に検討する（人間科学部長）。

●学長の講評
懇談会には、より多くの学生が参加し、意見や疑問をぶつけてほし

い。1年半続くコロナにより、学生の皆さんの今後に、どんな影響

が出てくるか心配している。コロナロスを取り戻すためにも、皆さ

ん自身でどう戻していくかを考え、大学側にさまざまな意見を伝

えてほしい。

等々力キャンパス
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学事通信

2021年度「大学と保護者との連絡会」が9月4日より、全国20会場で開催されました。この連絡会は本学と本学後援会の共催行事として世田谷キャン

パス、横浜キャンパス、等々力キャンパスはもちろんのこと、在籍者の多い各都市で開催しております。今年度も、コロナ禍により1世帯1名の参加とな

るようご協力をお願いし、全会場あわせて1,206世帯1,279名にご参加いただきました。連絡会では担当の教職員より大学の近況に加え、新型コロナ

ウイルスへの対応、学修関係、学生生活関係、就職関係を中心にお話しし、参加した保護者の皆様より熱心な質問が寄せられました。

■会場別出席者数（対象県以外からの出席者含む） ■都道府県別出席者数

開 催 地 開 催 日 会 場 名 出席者数
（世帯数）

札 幌 9月4日（土） 札幌東急REIホテル 4

仙 台 9月5日（日） 仙台ガーデンパレス 11

郡 山 9月4日（土） 郡山ビューホテル 10

宇 都 宮 9月4日（土） チサンホテル宇都宮 10

水 戸 9月12日（日） 三の丸ホテル 11

さい たま 9月11日（土） ラフレさいたま 19

高 崎 9月4日（土） 高崎ワシントンホテルプラザ 6

新 潟 9月5日（日） ホテルオークラ新潟 6

世 田 谷

10月2日（土）

東京都市大学　世田谷キャンパス 666

横 浜 東京都市大学　横浜キャンパス 203

等 々 力 東京都市大学　等々力キャンパス 145

甲 府 9月11日（土） アーバンヴィラ古名屋ホテル 14

長 野 9月11日（土） ホテルメルパルク長野 13

富 山 9月12日（日） ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 7

沼 津 9月4日（土） 沼津リバーサイドホテル 20

静 岡 9月5日（日） ホテルアソシア静岡 16

浜 松 9月11日（土） オークラアクトシティホテル浜松 19

名 古 屋 9月12日（日） 名古屋ガーデンパレス 8

広 島 9月11日（土） ホテルグランヴィア広島 10

福 岡 9月12日（日） ANAクラウンプラザホテル福岡 8

合　　　計　 1,206 

都道府県名 出席者数
（世帯数）

前年度
出席者数
（世帯数）

北 海 道 4 5

青 森 2 2

岩 手 0 0

宮 城 9 19

秋 田 0 0

山 形 1 1

福 島 13 13

茨 城 17 27

栃 木 13 15

群 馬 6 9

埼 玉 68 81

千 葉 31 44

東 京 313 333

神 奈 川 569 609

新 潟 6 10

富 山 8 5

石 川 3 4

福 井 0 0

山 梨 18 16

長 野 17 16

岐 阜 2 3

静 岡 69 84

愛 知 7 6

三 重 3 2

都道府県名 出席者数
（世帯数）

前年度
出席者数
（世帯数）

滋 賀 0 0

京 都 0 0

大 阪 0 1

兵 庫 5 3

奈 良 0 0

和 歌 山 0 0

鳥 取 0 0

島 根 1 1

岡 山 2 0

広 島 9 8

山 口 0 2

徳 島 0 0

香 川 0 0

愛 媛 0 0

高 知 0 0

福 岡 8 9

佐 賀 1 0

長 崎 0 0

熊 本 0 1

大 分 0 1

宮 崎 0 0

鹿 児 島 0 0

沖 縄 1 2

合 計 1,206 1,332 

世田谷キャンパス 横浜キャンパス 等々力キャンパス

「大学と保護者との連絡会」全国20会場で開催
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人事発令

2021年9月から11月までに入職された新任教員（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
5名の先生方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》

❶出身校　❷前任職　❸学位　❹主な担当科目　❺メッセージ

❶横浜市立大学 大学院 国際総合科学研究科
❷筑紫女学園大学 教授
❸博士（学術）
❹マスコミュニケーション論、メディアと政治
❺学部卒業後はNHKで幼児番組のディレクターをしていましたが、現在はポピュラー文化

で展開される自衛隊や在外米軍の広報を研究しています。メディア研究の楽しさを学生
と分かち合いたいです。

❶大阪市立大学 大学院 工学研究科 都市系専攻
❷中央大学 研究開発機構 准教授
❸博士（工学）
❹都市・地域分析、都市計画、SD PBL(3)、ユニバーサルデザイン特論など
❺通学路・生活道路の交通安全、バリアフリー、地域公共交通といった、生活に身近な交

通について研究しています。学生が都市の現場に向き合い、多様な視点で分析・解決方
法を考えられる機会を豊富につくっていきたいと思います。

❶九州工業大学
❷Bina Nusantara University, Master of Computer Science Program, Assistant Professor
❸博士（工学）
❹国際イノベーター育成オナーズプログラム, 電気回路基礎及び演習
❺ユビキタスインテリジェントシステムの研究に取り組んでおります。 仲間の教授や研究

者との共同研究を楽しみにしています。 東京都市大学の教育・発展に貢献できるように
頑張ります。

■ 須藤 遙子（すどう のりこ）
メディア情報学部 社会メディア学科 教授

■ 稲垣 具志（いながき ともゆき）
建築都市デザイン学部 都市工学科 准教授

■ ニコ スランタ
理工学部 電気電子通信工学科 講師

❶筑波大学 大学院 システム情報工学科 リスク工学専攻
❷日本アイ・ビー・エム株式会社
❸博士（工学）
❹電子商取引論、企業統治と情報管理、組織とマネジメント、情報システムとビジネス
❺ソフトウェアは社会で本当に重要となっています。ソフトウェア工学により高品質なソフト

ウェアを効率良く開発する研究を学生と一緒に行い、社会に貢献することを目指してい
ます。宜しくお願い致します。

❶上智大学
❷上智大学 理工学部 特別研究員
❸博士（工学）
❺私の専門は制御工学です。システム科学と制御科学の観点から、車両の省エネと排出

削減のSDGsを達成するためのソリューションを続けて探求したいと考えております。ど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

■ 増田 聡（ますだ さとし）
メディア情報学部 情報システム学科 教授

■ 徐 福国（ジョ フッコク）
総合研究所 研究講師

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。

【3】 退職
（1）教育職員（2021年10月31日付）

所　属　・　職　名 氏　名 事　由
理工学部　ものつくり支援センター　教育講師 笠原　　和夫 依願

（2）技術職員（2021年9月30日付）
所　属　・　職　名 氏　名 事　由

大学院総合理工学研究科　機械専攻　　　　研究助手（嘱託） 榎　　　海星 依願
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 依願
大学院総合理工学研究科　電気・化学専攻　 研究助手（嘱託） 任　　　振威 依願
大学院総合理工学研究科　電気・化学専攻 　研究助手（嘱託） 根本　　雄介 依願
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 依願
大学院総合理工学研究科　情報専攻　　　　研究助手（嘱託） 佐藤　　圭浩 依願
大学院環境情報学研究科　環境情報学専攻　研究助手（嘱託） スレスタ ミサン 依願

（2021年１１月３０日付）
所　属　・　職　名 氏　名 事　由

大学院環境情報学研究科　環境情報学専攻　研究助手（嘱託） アベナヤカ アミラ 依願

（3）事務職員（2021年10月31日付）
所　属　・　職　名 氏　名 事　由

事務局総務部管理課事務員 森木　　銀河 依願

【2】 採用
教育職員（2021年11月1日付）

所　属　・　職　名 氏　名
メディア情報学部　情報システム学科　教授 増田　　　聡
総合研究所　研究講師 徐　　　福国

【1】 任免
教育職員（2021年11月15日付）

氏　名 発　令　内　容
本間　　宏二 国際センター長の任命を解く

（2021年１１月16日付）
氏　名 発　令　内　容

田口　　　亮 国際センター長

※任期は2021年11月16日〜2022年3月31日（前任者の残任期間）とする。
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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
2010年東京大学大学院新領域創成科学研究
科博士後期課程修了。博士（環境学）。東京大学
地球観測データ統融合連携研究機構特任助教、
国土交通省国土交通政策研究所研究官、東京
大学空間情報科学研究センター助教などを経
て、2020年より東京都市大学建築都市デザイ
ン学部准教授。また、東京大学空間情報科学研
究センター特任准教授、麗澤大学都市・不動産
研究センター客員准教授、愛知大学三遠南信地
域連携研究センター研究員、総合地球環境学研
究所協力研究員も務める。地理情報システム学
会賞（奨励部門・実践部門等）、日本測量協会測
量・地理空間情報技術奨励賞、総務省ICT地域
活性化大賞2020奨励賞などを受賞。

多様なビッグデータを駆使して都市の課題を解決する

　秋山 祐樹准教授は、携帯の位置情報や衛星からの
データなど「マイクロジオデータ」と呼ばれる膨大な時
間的・空間的情報を加工・融合し、都市が抱える課題の
解決に挑戦しています。

　2019年秋に発生した「令和元年東日本台風」は、全
国に甚大な被害をもたらしました。秋山先生は、スマー
トフォンの位置情報などモバイルビッグテータを活用
し、堤防が決壊した千曲川周辺などにおける浸水直後
からの被災者の動きや滞留状況を分析・推計しました。

「発災直後の人の流れを把握することで、救護活動に
役立つ可能性があります」と秋山先生は説明します。

　モバイルビッグデータは、COVID-19による人流変
化やパンデミックがもたらす経済的な影響の分析にも
使われています。「この技術を応用し、地域ごとの消費
額等を時間帯別に推定できる世界初の『リアルタイム
経済統計』の開発も目指しています」と秋山先生は話
します。
　モバイルビッグデータを用いる研究は、ハーバード
大学、オックスフォード大学、東京大学などと協働でも
行っており、その成果は世界的に著名な国際学術誌に
掲載され、大きな注目を集めています。

　他にも先生は、衛星画像データを駆使して新興国の
人口分布を調べたり、熱感知カメラを搭載したドローン
で都市のヒートアイランド問題の解決策を検討するな
ど、多岐にわたる研究活動を産業界や自治体などと一緒
に展開しています。
　さらに、産官学の有識者や世界中の研究者が集まる

「マイクロジオデータ研究会」を創設し、会長として活躍
しながらこの分野の研究をリードする役割を担います。
　「今後、都市工学研究で不可欠となる情報通信技術や
ビッグデータなど、知識や技術を身につけられるよう研
究室独自にプログラミングや統計の学生教育も始めて
います。学生とともに研究活動をさらに活性化したい」
と秋山先生は強調しました。

　江場 宏美准教授は、スクラップ鉄からクリーンエ
ネルギーとなる水素を取り出したり、産業廃棄物を資
源として蘇らせるなど、化学の力で地球環境の維持・
向上に資する研究を続けています。最近では、常温
常圧でアンモニアを発生させる新技術を開発し、大
きな反響を呼びました。

　植物の生育に欠かせない肥料の原料や水素を安
全に運搬するものとして、非常に需要の高いアンモ
ニアは、高温高圧の大規模プラントでたくさんのエ
ネルギーを使って生産されるのが通常です。江場
先生が考案したのは、窒化鉄と炭酸水を混ぜるだけ

でアンモニアを生み出す、環境負荷の小さい合成技
術です。現在はまだ小規模な実験にとどまっています
が、近い将来の工業化も視野に入れています。
　「環境問題への取り組みが注目されるのは嬉しい
ことですが、単に水素やアンモニアが発生したから成
功でなく、なぜ発生したのか、なぜ想定した生成量に
ならないのか、徹底して観察・分析することが研究室
の持ち味です。原理原則の基礎的な考え方を大切に
する姿勢が、ユニークな研究成果に結実しているの
だと思います」と江場先生は解説します。

　気化しやすい化合物を同定するガスクロマトグラフ
や試料を破壊しないまま分析するＸ線回折装置など、
さまざまな分析機器を駆使して、日夜実験と研究を
進める江場先生は、自ら新しいＸ線回折装置を開発し
ようとチャレンジしています。
　「試料の内部にどんな物質が潜んでいるかをピン
ポイントで分析できる装置です。これにより試料の3
次元的な構造、組成、特性を細部から全体まで総合的
に把握できます」と先生は説明します。まだ試作品段
階ですが、徐々にその成果はあがっているそうです。
　「きちんと分析すれば、ゴミとして捨てられていた
ものの中に、宝物が眠っていることも分かります」と
江場先生は力強く語りました。

徹底した観察と分析で生み出す新しい技術

PROFILE
1998年東京工業大学大学院総合理工学研究
科材料科学専攻博士後期課程修了。博士（理
学）。科学技術庁金属材料技術研究所（現 独
立行政法人 物質・材料研究機構）などを経て、
2007年武蔵工業大学工学部環境エネルギー
工学科助教授に就任。2009年東京都市大学
工学部エネルギー化学科（現 理工学部応用化
学科）准教授。社団法人日本分析化学会Ｘ線分
析研究懇談会運営委員、日本鉄鋼協会評価・分
析・解析部会委員、同広報・編集分科会主査な
ども務める。日本分析化学会Ｘ線分析研究懇談
会浅田榮一賞、ほか講演賞を多数受賞。

理工学部 応用化学科 准教授

江
え

場
ば

 宏
ひ ろ

美
み

建築都市デザイン学部 都市工学科 准教授

秋
あ き

山
や ま

 祐
ゆ う

樹
き

新しいＸ線回折装置の開発にも挑戦中

窒化鉄と炭酸水からアンモニアを合成

スマートフォンの位置情報を人流の分析・
推計に活用

「令和元年東日本台風」で浸水被害を受けた千曲川周辺の避難者分
布。オレンジ色が濃くなるほど、人が多く滞留していたポイントです。

炭酸水を加えて生成
されたアンモニア

窒化鉄（Fe4N）粉末

磁石

常温常圧で生成したアンモニアによってネスラー試薬
が黄色に呈色。実験動画は、研究室のホームページ
で公開しています。

都市工学の発展のため学生と共に研究を
活性化
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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。

　温度差を利用して発電する「熱電材料」（熱を電気エネル
ギーに変える材料）の開発に取り組む丸山 恵史准教授は、セ
ラミックスの一つであるホウ素系材料に着目して、研究を進
めています。ホウ素系材料は軽量で硬く、高温でも熱電性能
が高いことが知られていますが、一方で脆くて固まりにくく、
2000度を超える高温で焼き固める必要がありました。丸山
先生は、原料となる粉末に微量の金属を混ぜ合わせること
で、焼結温度を下げると同時に、熱電性能も大きく高めるこ
とに成功しています。
　「高温でも安定的に使用できるホウ素系材料は、自動車エ
ンジンや各種工場の熱機関の廃熱にも利用可能で、実装で
きれば熱電材料の適応範囲が格段に広がります」と丸山先生
は語ります。

大自然の中で過ごした少年時代
大学ではアメフト三昧！

　丸山先生は、北アルプス北部剱岳の麓にある富山県中新
川郡上市町で、両親とも教員という家庭に生まれ育ちまし
た。日本を代表するアニメ監督の細田守さんもここの出身
で、上市町の豊かな自然を舞台にした作品もあります。「野山
を駆けまわり、祖父母の畑作業を手伝ったりミニ四駆に熱中
するなど、とても勉強熱心とは言えない幼少期を送りました」
と丸山先生は笑います。
　2002年のノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんの出
身校として知られる、富山県立富山中部高等学校に進んだ丸
山先生は、エネルギーに関わる材料の開発に携わりたいと考
えるようになりました。
　「その頃、しきりにエネルギー危機が叫ばれ、超伝導送電
のような科学技術がニュースになり始めました。そんな夢
のようなシステムを可能にする材料があるのかと興味が湧
いたのがきっかけです。材料研究で評価の高かった東北大
学のオープンキャンパスに出かけて、志望を固めました」と

先生は話します。
　大学進学と同時に、一人暮らしを始めた丸山先生が熱中し
たのはアメリカンフットボールです。体育会の厳しい練習に
耐え抜いて、4年次にはディフェンスラインとして東日本代表
校決定戦に出場しています。
　一方、誰も作ったことのない未知の材料開発に挑む研究
の面白さにも目覚めた先生は、大学院へ進学することを決め
ます。
 　「相手を分析し、戦略を考えてチームプレーで勝ちに行く
アメフトは、研究活動とよく似ている気がします」と丸山先生
は説明します。

博士課程に進学後は「熱電材料」開発に専心

　前期課程を修了して、博士後期課程入学を間近に控えた
2011年3月11日、三陸沖を震源とする東日本大震災が発
生します。先生自身は無事だったものの、研究室の機器類は
壊れ、全て使用できない状態になったそうです。指導教授の
紹介で、茨城つくば市にある研究機関、国立研究開発
法人物質・材料研究機構（NIMS）にて､東北大学に籍
を置きながら研究を続けられることになった丸山先生
は、その時から今に続くテーマである「熱電材料」の開
発に、一意専心の思いで力を注ぐことになります。掲
げた目標は、「研究の現場で生きていく」でした。
　博士号取得後も、NIMSの研究員としてひたすら研究に
没頭する毎日を送り、材料化が難しいとされるホウ素系材
料との格闘を続けた丸山先生が、都市大に着任したのは
2016年のことでした。その後、冒頭の研究成果をあげる
など、着実に実績を積み重ねた丸山先生は､研究面につい
て「現在、本学で同じ分野を研究する先生方とグループを
作ってホウ素系研究の活性化を目指しています。10年、20
年後、『ホウ素系材料なら都市大』と言われるようにしたい」
と抱負を語ります。教育面においては、「学生には何かに熱
中し、苦労をいとわない人になってもらいたい。そのために
私ができることは何か、自問しながら学生と接しています」
と話します。
　私生活では、博士課程修了後に結婚した奥様と二人の娘
さんの子育て中です。「子どもの成長を見るのが何よりのリ
フレッシュ」と微笑みます。
 　「ちょうど私が本学に着任した時の学部1年生が､今博士
前期課程2年生になっています。彼らも本当に大きく成長し
ています。社会に出ても、自ら考え行動し、何かを得て、たゆ
まず成長してほしい」とエールを送りました。

理工学部 機械工学科 准教授　丸
ま る

山
や ま

 恵
さ と

史
ふ み

入浴は究極の疲労回復術 : 
おうち時間を快適に過ごす

早坂信哉 教授
（人間科学部/児童学科）

早坂信哉著／
山と渓谷社 2021.6／
1,430円（税込）

《世田谷》

ファンカルチャーのデザイン : 
彼女らはいかに学び、創り、

「推す」のか

ビジュアルテキスト
パターン認識

岡部大介 教授
（メディア情報学部/社会メディア学科）

荒井秀一 教授
（情報工学部/情報科学科）

岡部大介著／
共立出版 2021.8／
3,080円(税込)

荒井秀一著／
森北出版 2021.3／
3,520円（税込）

《横浜》 《等々力》

PROFILE
富山県出身。富山県立富山中部高等学校を経て、
東北大学電気情報・物理工学科入学。2014年
東北大学大学院 応用物理学専攻修了。博士（工
学）。同年国立研究開発法人物質・材料研究機構 
研究員に。2016年４月より東京都市大学工学部

（現 理工学部）機械工学科講師、2020年に同
学科准教授。中学/高校時代にはテニス部、大学
時代は体育会アメリカンフットボール部に在籍。

一つのことに熱中し、苦労を
いとわぬ人になってほしい！

「ホウ素系研究なら都市大」を目指してチャレンジ！

丸山先生は、本学アメフト部のコーチも務めています。写真は4年前、山中
湖で行われた合宿でコーチングをする様子です（右から2番目）。

#060
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ラウンジ

2021年7月30日、世田谷・横浜・等々力キャンパスにて「科
研費2022申請執筆ワークショップ」をハイブリット形式で開催
しました。このワークショップは本学教員を対象に開催したも
ので、研究力の向上と科学研究費助成事業の更なる獲得を目
的としています。限られた時間の中で、採択につながる申請書
をいち早く執筆できるよう、当日は審査や採択経験のある本
学教員による体験談やノウハウの共有のほか、実際に執筆や
相談の場を設け、申請テーマや項目等の検討を行いました。

本学は採択件数、金額ともに増加傾向にありますが、今後も
様々な施策を検討・立案し、科学研究費助成事業の獲得に向
けて取り組んでまいります。

総務省の事業「令和３年度 情報通信技術の研究開発に係る
提案の公募」に、理工学部機械システム工学科 三宅 弘晃教授
らの提案が採択されました。

同事業は、内閣府の宇宙開発利用加速化戦略プログラム（ス
ターダストプログラム）での戦略プロジェクトの一環であり、総
務省が研究開発課題を指定して、その研究開発の実施機関を
公募し、これを選定の上、民間等の研究開発機関に委託するこ
とにより研究開発を行うものです。三宅教授は本事業の中で、
本学で開発されたパルス静電応力法を応用し、衛星帯電計測
装置の開発を行います。

今回採択された三宅教授らによる提案は、以下のとおりです。

国土交通省の事業「令和3年度 住宅生産技術イノベーショ
ン促進事業」に、建築都市デザイン学部建築学科 小見 康夫教
授らの提案が採択されました。

同事業は、住宅建築分野における生産性向上に向けて、住
宅・建築物の設計・施工・維持管理等に係る生産性向上に資す
る新技術・サービスの開発・実証等（以下、技術開発等）の取組
について、優れた提案を応募した者に対して、国が当該技術開
発等に要する費用の一部を補助するものです。

今回採択された小見教授らによる提案は、以下のとおり
です。

「科研費2022申請執筆ワークショップ」を
開催しました

国土交通省 住宅生産技術イノベーション促進事
業に、建築都市デザイン学部 小見 康夫教授らの
提案が採択されました

本学で開発された帯電計測装置。
こちらをベースに、静止軌道環境
で使用可能な計測装置を新規に
設計・開発します。

ツーバイフォー大型パネル工法による中大規模建築の
建て方工事の様子

▶本学の科学研究費助成事業 採択課題一覧は
こちらからご覧いただけます。

気象衛星「ひまわり」の高機能化技術開発に、
理工学部 三宅 弘晃教授らの提案が採択されました

研究機関 国立研究開発法人情報通信研究機構（代表機関）、
東京都市大学

研究開発課題 ひまわりの高機能化研究技術開発

概　要

静止気象衛星ひまわり後継機に気象観測装置と同
時搭載可能な宇宙放射線（電子・陽子）計測装置、衛
星帯電計測装置、及び衛星バスシステムに接続する
共通回路部の技術開発を行う。

事業者 一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会、 
東京都市大学 小見 康夫

提案名 ツーバイフォー工法建築の生産性向上促進事業

概　要

労働者不足、部資材搬送の逼迫、資材価格の上昇など
ツーバイフォー建築業界を取り巻く環境は大きく変化
している一方、DXに代表されるデジタル化の進展に
よる業務変革が進むなど、次世代のニーズに適合した
生産性向上が求められている。特に昨今増加傾向に
ある大規模木造にあっては、パネル製作などは一つの
コンポーネント会社の生産能力を超えることもあり、
複数の企業にて生産を担う必要が生じることから、設
計・生産・施工に係る技術基準等を標準化することによ
り、コンポーネント会社の事業領域の拡大と対応力を
強化することが主な狙いである。
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キャン通信
Futakotamagawa YUME Campus

2022年6月1日で8年目を迎える「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、さまざまな活動を通して「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。

親子講座「防災マイ・タイムライン」が開催されました2021年10月24日(日)

（一社）二子玉川エリアマネジメンツ

主催による親子講座「防災マイ・タイム

ライン」を開催。近隣の親子3組と高校

生1名を含む約20名が参加した本イ

ベントは、気象や防災、地域の地形の特

徴を学び、マイ・タイムライン（避難計

画）を作るという内容。本学からは、環

境学部環境創生学科 横田 樹広准教授

が「二子玉川の地形と水みち講座」を、

丹羽由佳理准教授と研究室所属学生が

振り返りセッションを担当しました。

「ミニフェス！」を開催しました2021年11月6日（土）・
7日（日）

夢キャンコミュニケーターが約1年ぶりに対面でのワークショップを開催

し、2日間で延べ91名の小学生が参加しました。二子玉川ライズの夏の

イベントで出展予定であった企画を中心に「３Dペンを体験しよう！」「スラ

イムを作ろう！」「紙コップde万華鏡」「コインを仕分ける部品を作ろう！」の

4つを実施。コロナの影響で対面イベントは今回が初となる1、2年生が司

会進行を務め、3、4年生はサポート役として下級生を支えました。

「環境エネルギー・ラボ2021inせたがや」が
開催されました

2021年10月30日（土）・
31日（日）

環境エネルギー・ラボ実行委員会と世田谷区が主催する環境とエネル

ギーについて、家族みんなで楽しく学び、体験できる環境イベントをオ

ンラインで開催。2日間で529組の参加がありました。本学からISO学

生委員会と夢キャンコミュニケーターが30日配信の「若者環境フォーラ

ム」で司会と運営サポートを担当。31日のワークショップにもプログラム

を提供し、両日に亘り活躍しました。
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国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、JST）の2021
年度戦略的創造研究推進事業（ACT-X）に、都市生活学部 林 
和眞准教授の提案が採択されました。

同事業は、JSTが我が国が直面する重要な課題の克服に向
けて、優れた若手研究者を発掘し、育成することを目的として、
研究総括が定めた研究領域運営方針の下、独創的・挑戦的な
アイデアをもつ研究者を見出し、科学技術イノベーションにつ
ながる新しい価値の創造を目指した研究を行うことを支援す
るものです。

今回採択された林准教授による提案は、以下のとおりです。

JST 戦略的創造研究推進事業（ACT-X）に、
都市生活学部 林 和眞准教授の提案が
採択されました

スライムを作ろう！ 紙コップde万華鏡 コインを仕分ける部品を作ろう！

研究課題名 AIで拓く都市集合知形成に向けた都市マネジメント

研究代表者氏名 林 和眞（都市生活学部 都市生活学科・准教授）

概　要

AIを活用した自然言語処理によるQoL指標と既存の
地域情報や空間情報を融合したモニタリングシステム
による都市集合知形成に向けたQoL指標融合型都市
マネジメントモデルを提示する。そのために、地域住民
が地域に感じる課題認識（ニーズ）、地域で起きている
ことに対する感情をQoL（Quality of Life）指標とし
て算出し、迅速で分かりやすく提示することを目的と
する。
具体的には、①QoLデータの収集及びアナログデー
タのデジタル化による既存データとの融合、②AIを利
用したQoL指標のモデル構築・運用、③空間情報科学

（GIS）を活用した地区・コミュニティ・広域などの複数
時空間スケールでの動学的指標算出により、都市マネ
ジメントのモデルケースを提案する。

本研究が描く将来ビジョン
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特 集

持続可能な社会発展をもたらすための
人材育成と学術研究

SDGｓ（Sustainable Development Goals）の達成に向けて

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出願についてはウェブサイト（http://www.guide.52school.com/guidance/net-tcu/）を
ご覧ください。ご不明な点については、下記までお問い合わせください。
※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。最新情報は必ず大学ホームページを確認してください。

詳細は入学試験要項にてご確認ください。

入試センター （世田谷キャンパス）  〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1-28-1　TEL： 03-5707-0104（代）　FAX： 03-5707-2211（直）お問い合わせ

入学試験日程

※2021年度実績［計51名］ 理工学部 ： 21名　建築都市デザイン学部 ： 6名　情報工学部 ： 6名　環境学部 ： 6名
メディア情報学部 ： 6名　都市生活学部 ： 3名　人間科学部 ： 3名

対 象 学 部 全学部

特 待 生 の 特 典 1年次から原則として4年間の授業料全額免除（入学金、後援会費および校友会終身会費分納金は除く）

特待生候補者人数 一般選抜（前期）の各学部の成績上位者を対象※

本学の建学の精神「公正」「自由」「自治」のもと、豊かな人間性とあふれる創造性を備えた21世紀を担う将来有為と成り得る人材育成を目的としていま
す。特待生には「1年次から4年間の授業料を全額免除（入学金、後援会費および校友会終身会費分納金は除く）」の特典が付与されます。入学試験の結果、
この制度の対象となった方には合格通知と共に特待生候補者になった旨をお知らせします。特待生制度の概要は下記の通りです。

特待生制度について

対 象 学 部 全学部
奨 学 生 の 特 典 参加費用の全額免除および優先参加
奨学生候補者人数 一般選抜（前期）の各学部の成績上位者を対象※

本学の優秀なグローバルリーダーになり得る人材の育成を目的に、本学の留学プログラムへの参加者を対象とした奨学生制度です。奨学生には参加費用
の全額免除と優先参加の特典があります。入学試験の結果、この制度の対象となった方には合格通知と共に奨学生候補者になった旨をお知らせします。

東京都市大学留学プログラム奨学生制度について

入試方式 対象学部学科 出願期間 試 験 日 試 験 場 合格発表日

共通テスト
利用入試

▲

 前期3教科型

▲

 前期5教科基準点型

【理工学部】
機械工学科
機械システム工学科
電気電子通信工学科
医用工学科
応用化学科
原子力安全工学科
自然科学科

【建築都市デザイン学部】
建築学科
都市工学科

【情報工学部】
情報科学科
知能情報工学科

【環境学部】
環境創生学科
環境経営システム学科

【メディア情報学部】
社会メディア学科
情報システム学科

【都市生活学部】
都市生活学科

【人間科学部】
児童学科

1月6日（木）〜1月14日（金）
17:00まで

1月15日（土）・16日（日）
本学の独自試験は実施しません。

各自大学入学共通テストを受験すること。

2月11日（金）

一般選抜

▲

 前期3教科型

▲

 前期2教科型

1月6日（木）〜1月22日（土）
17:00まで

学外試験場希望者は
1月21日（金） 17:00まで

2月1日（火）〜3日（木）
《試験日自由選択制》

但し、学外試験場は
2月1日（火）・2日（水）のみ

本学（世田谷キャンパス）、
本学（横浜キャンパス）※1、
札幌、仙台、郡山、水戸、
宇都宮、高崎、浦和、
千葉、池袋、町田、藤沢、
新潟、金沢、甲府、長野、
三島、静岡、名古屋、大阪、
広島、福岡、沖縄

一般選抜

▲

 中期3教科型

▲

 中期2教科型

1月6日（木）〜2月13日（日）
17:00まで

学外試験場希望者は
2月12日（土） 17:00まで

2月20日（日）

本学（世田谷キャンパス）、
本学（横浜キャンパス）※1、
札幌、仙台、水戸、宇都宮、
高崎、浦和、千葉、池袋、町
田、藤沢、新潟、長野、三島、
静岡、名古屋、広島、福岡

2月25日（金）

一般選抜

▲

 後期2教科型
1月6日（木）〜2月26日（土）

17:00まで
3月4日（金）

本学（世田谷キャンパス）
本学（横浜キャンパス）※1 3月9日（水）

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

2月22日（火）〜3月9日（水）
17:00まで

1月15日（土）・16日（日）
各自大学入学共通テストを受験すること。

+
3月14日（月）

小論文

小論文
本学（世田谷キャンパス） 3月19日（土）

※2021年度実績［計175名］ 理工学部 ： 75名　建築都市デザイン学部 ： 20名　情報工学部 ： 20名　環境学部 ： 23名
メディア情報学部 ： 23名　都市生活学部 ： 10名　人間科学部 ： 4名

※1 ： 本学試験場については、本学（世田谷キャンパス）の収容定員を超過した場合は本学の横浜キャンパスでの受験となる場合があります（受験生による選択は不可）。
※2 ： 新型コロナウイルス感染拡大の状況に伴い、既設のグループディスカッションを小論文に変更して実施します。
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