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 教授

「都市生活」という新しい概念のもと、都市のライフスタイル・マ
ネジメント・デザイン・しくみという4領域から新時代の都市づ
くりを探る。生活者ニーズを把握し、都市づくりに関わる企画、
事業推進、管理運営まで、実社会で幅広く役立つスキルを育む。

都市生活学部

対
　
談

子育て環境が大きく変化するなか、時代が求める優れた保育者
の育成を目指す。「保育・教育」「発達・心理」「文化」「保健・
福祉」「環境」について総合的に理解し、その向上に貢献できる
高い専門性を持つ、自立した人材の養成を目的としている。

人間科学部

東京都市大学は、「東京都市大学キャンパス再整備事業」の一環として、

2022年4月、等々力キャンパスの2学部「都市生活学部」「人間科学部」を

世田谷キャンパスに移転しました。

等々力キャンパスで教育・研究の日々を過ごされた

都市生活学部 学部長の坂井先生と人間科学部 学部長の早坂先生に、

等々力キャンパスを振り返り、思い出を語っていただきました。
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――等々力キャンパスは、どのようなよさが

ありましたか？――

坂井 文 教授（以下敬称略）

等々力キャンパスは、まさに住宅地にあると

いう点が大学としては特異的な立地であった

と思います。都市生活学部は、都市で生活し

ている者の視点から都市を捉えることがテー

マですが、間近に人の顔が見える商店街があ

り、そこに学生と教員が入り込んで、地域と連

繋しながら教育・研究をすることができまし

た。生活者の視点に近いという点で、地の利

があったと思っています。

早坂 信哉 教授(以下敬称略)

ひと言で言うと等々力キャンパスはアットホー

ムでしたね。建物もレンガ造りの歴史を感じ

させるお洒落な雰囲気でした。何より、学生、

教員、事務職員さんとの関係がとても近く、そ

れらが渾然一体となって温かさを生み出して

いました。

大学では滅多に見られないことですが、学生

が事務職員さんや守衛さん、お掃除の方に声

をかけて楽しそうに話す場面によく出会いま

した。もととも人間科学部は、保育士や幼稚

園教諭志望など、コミュニケーションの得意

な学生が多いのですが、人と人の距離の近さ

という環境特性も学生を育ててくれたように

思います。

早坂　また、キャンパス内に子育て支援セン

ター「ぴっぴ」があったので、ベビーカーを押

しながらお母さんたちが訪れる姿がよく見ら

れました。

坂井　レンガの建物も素晴らしかったです

ありがとう、等々力キャンパス

都市大グループの創始者 五島慶太翁が選んだ地。
街並みに溶け込む美しい学舎、等々力キャンパス。

駅を降りると閑静な住宅街が広がる等々力。都心

からのアクセスにすぐれ、東京23区唯一の渓谷で

ある等々力渓谷など、自然の息吹が感じられる街。

等々力キャンパスは、東急大井町線等々力駅から

徒歩約10分、住宅街の中に溶け込むように建っ

ています。

都市大学グループの礎を築いた五島慶太翁が

1938年、東横商業女学校の学舎として、この美

しい地を選んでから80有余年。東横学園高等学

校、東横学園女子短期大学、東京都市大学へと変

化を遂げてきた等々力キャンパスは、2009年の

東京都市大学誕生以来、都市生活学部と人間科学

部の拠点として13年の歳月を重ね、今年4月、大

学としての役目を終えました。

地域に開かれた
温かくアットホームな
キャンパス。
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が、中庭は絶妙な設計になっていましたね。

大学をオープンにするのは、セキュリティ上難

しいこともありますが、等々力キャンパスは適

度に開いていて、半分閉じて半分開いている

中庭には、学生や子連れの母の姿があり、自

然と不思議なオープン感が生まれていました。

早坂　学食では、訪れる母子のために、「ぴっ

ぴカレー」など子ども用メニューも準備されて

いましたね。土曜日になると向かいの中学生

や、高校生もやって来て。中庭にはパラソルが

立って、天気がいいとそこでお弁当を広げて

いたりと、様々な年代が交錯するおもしろい

環境でした。

坂井　「地域に開かれた大学」とよく言われま

すが、等々力キャンパスは、ごく自然に開かれ

た大学になっていました。建物はアットホーム

でバランスのとれたスケールとなり、それが東

京のど真ん中にあるという素晴らしいキャンパ

スでした。新たにつくることはできない、歴史

的、文化的にも贅沢な財産だったと思います。

学生たちの思い出に残る
個性的で印象深い施設。

 

――特に印象に残っている施設や行事はあり

ますか？――

早坂　施設では、演劇の練習や自己表現の

授業に使われた「スタジオ・シアター」という

真っ黒なスペースがありました。照明器具、エ

アコン、ブラインドすべて黒くすることで表現

に集中させるという、特殊な空間でした。即興

で喜怒哀楽を表現させるなどの授業がありま

したが、卒業生に聞くと、当時は恥ずかしかっ

たものの、その授業が一番印象に残っている

ようです。

坂井　都市生活学部でも「プロジェクトスタ

ジオ」という、ハイスペックのパソコンが並ぶ

広い部屋がありました。課題に対し、皆で議論

して企画を練り上げ、パワーポイントや映像を

駆使してのプレゼンテーション資料をつくりあ

げる、プロジェクト演習のための設備です。

早坂　夜な夜な、都市生活学部の学生たち

が電気を煌 と々照らして遅くまで活動してい

ましたね。とても楽しそうで、学生にとって貴

重な思い出として残るのだろうと微笑ましく

思っていました。

坂井　1つのプロジェクトを、時には何ヵ月も

かけて用意しますが、全員で集まって作業が

できるよう、初めて24時間使用可能な教室を

つくっていただきました。事務の方々や守衛さ

んのきめ細かな管理があってこその、大学とし

ては珍しい施設かと思います。

坂井　24時間使用ということで、近隣からの

苦情を心配していましたが、いざフタを開けて

みると学生たちのマナーがよく問題はなかっ

たようです。学生にとっては、この環境で騒

いではいけないと、自然にマナーを学べる街

だったということだと思います。

スタジオ・シアター：演劇の練習や自己表現の授業に使用され
た壁面が黒一色のスタジオ。

子育て支援センター「ぴっぴ」：キャンパス内にある親と子の遊
び場。遊具、玩具が備えられ、1日に約100名の親子が集ま
る。学生にとっては保育を実践する学習・研究の場となる。

プロジェクトスタジオ：都市生活学部の学生が、プロジェクト
演習や卒業研究に取り組むための専用施設。ハイスペックの
PCや工作スペースが用意されていた。

憩いの場となり、交流の場となった3号館中庭。

毎年11月に開催された等 力々キャンパスの文化祭「等 力々祭」。

新たに都市生活学部と人間科学部の学舎となった世田谷
キャンパス7号館。
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ていく都市生活・人間科学の学生とはキャラ

クターが異なります。お互いが刺激を受け、

影響しあっていくのは興味深いですね。等々

力キャンパスから２学部合わせて1,000人ぐ

らいの学生が世田谷キャンパスに来ましたか

ら、ここが急に華やぐのではないでしょうか。

坂井　学生はまず、新しい校舎がうれしいと、

すごくウキウキしている感じです。

早坂　今までは隣がどんな授業をしているか

わからなかったのですが、ここは教室がオープ

ンなので、他の学部の授業をちらっと見聞き

することができる。例えば、2学部の学生には

工学の数式が飛び交う授業が、理工の学生

には絵本をテーマにした講義など、それだけ

でも刺激になるのではないでしょうか。

また、教員同士の連携も、距離が近くなった

ぶん緊密になりました。既存の世田谷の３学

部の先生との打ち合わせなどもスムーズにな

り、研究面でもよい効果が生まれそうですね。

坂井　都市生活学部の学生にとっても、都

市づくりへの理工学系の異なるアプローチに

触れ、触発されることも多いでしょう。世田谷

キャンパスでの新たな交流によって、理工系

の先生方とのコラボレーションがどれだけ生

まれるか、学際的な教育や研究の進展に期待

しています。いろいろな学部と協力しあって新

たなものを生み出していきたいですね。

早坂　世田谷キャンパスでは、他の学部の授

業が対面で受けやすくなります。人間科学部

でも理工学部の授業を受けられるようにしま

したが、異なるものが混ざり合うことでシナ

ジー効果が期待できるでしょう。

坂井　工学系大学の時代から、都市生活学

部と人間科学部が加わり、今回、キャンパスが

一緒になることで化学反応が生まれ、真の

総合大学へと向かう大きなステップとなりま

したね。

等々力キャンパスの思い出、そして世田谷

キャンパスでの未来への期待。

とてもよいお話を伺わせていただき、ありが

とうございました。

早坂　行事面での思い出は、やはり文化祭

「等々力祭」ですね。こぢんまりとはしていまし

たが、中庭に出店をしたりして、住民の方々も

来て楽しんでいました。

坂井　等々力だけで少人数だけど、「頑張ろ

うぜ！」みたいな雰囲気はありましたね。学園

祭実行委員会が、１年かけて作り上げていた

のですが、自分たちでスポンサーを取って来

たり、企業と直接お話をしたり、自立性が養

われるよい機会であると思っていました。

坂 井　行事ということではありませんが、今

回の引っ越しも印象に残るものとなりました。

グループをあげてのSDGsへの取り組みとい

うことで、等々力キャンパスで使っていた什器

や家具など使える物をすべてグループ内でリ

ユースすることになったと聞いて感動していま

す。どこで何が必要かを調整して振り分けて

いくというのは本当に手間のかかることで、事

務局の方々のおかげと感謝しています。

世田谷キャンパスへの期待。
新たな出会いによって生まれる
刺激とシナジー効果。

 

―― 世 田 谷 キャンパスへの 思い、期 待 感

などは？――

早坂　男子が多く緻密なイメージの理工学

系の学生と、対話が好きで多くの人と接触し

ありがとう、等々力キャンパス
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写真で見る等々力キャンパス

等々力キャンパスは、1938年、東横学園女子短期大学の学舎として建てられ、

2009年の東京都市大学誕生以来、13年間で

都市生活学部と人間科学部の学生約2,600名が学生生活を過ごしました。

2号館と噴水

2号館　学生ホール

3号館　外観3号館　外観

1号館　図画工作室1号館　図画工作室

児童学科農業体験用畑児童学科農業体験用畑

3号館　学生ラウンジ

2号館　都市フォーラム2号館　都市フォーラム 1号館　音楽室

3号館　図書館3号館　図書館

3号館　プロジェクトスタジオ
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