


今号の「みんなの大学」では、京王沿線の「大学ヒストリー」をご紹介。
大学の歴史を知ると、街のカルチャーもきっと見えてくる。

受験シーズン目前｡大学と街をもっと知って､勉強のモチベーションUPにつなげよう！
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ヤマザキ動物看護専門職短期大学

新型コロナウイルスの影響で、内容変更などの可能性があります。必ず各大学のホームページでご確認をお願いいたします。
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〒105-8461 東京都港区西新橋3-25-8
TEL：03-3433-1111（大代表）
URL：http://www.jikei.ac.jp/

5

訳者など外国語に通じた人材育成が急務と

なりました。そこで1857年、幕府は蕃書調

所を開講。幕臣191人に外国学教育を開始

したのでした。その授業は今日の講義形式

とは異なり、素読（１人で読む）、輪読（順番に読

む）、会読（数人で読み討論する）という自習形

式で行われていたといいます。

　その後、蕃書調所は洋書調所、開成所を経て、

明治政府へ引き継がれ、英・独・仏・露・清の５学

科の外国語学を教授する東京外国語学校が建

学されたのは、1873年11月4日のことでした。

本学は、東京外事専門學校、東京外国語大学へ

と名称を変えながらも、江戸時代から今日ま

で、外国語と外国地域事情に関する教育研究機

関として続いています。

1870年代、東京外国語学校の外国語教師たち。東京外国語学校神田錦町校舎（1940年代まで東京外国語学校の校舎
は皇居のそばにありました｡）

外国語學校教則

開校のきっかけは、ペリー来航！？

a b c

　1881（明治14）年5月1日、高木兼寛（たか

きかねひろ）が開設した成医会講習所を始ま

りとする東京慈恵会医科大学は、今年で創

立140年。私立旧制大学として、最も長い歴

史を持つ単科医科大学です。建学の精神は

「病気を診ずして 病人を診よ」。本学は、現

在も患者本位の治療を目指し、臨床の現場を

重視した実践的かつ先進的な教育を継承し

ています。

　海軍軍医だった高木は、海軍の給食に麦

飯とカレーライスを導入した人物としても

知られています。当時の海軍では、原因不明

の病気だった脚気で亡くなる人がたくさん

いたそうです。患者の置かれた状況を観察

し、「おかずが少ない白米主体の食事に原因

があるのでは」と仮説を立てた高木は、イギ

リスに留学していた経験を活かし、肉や野菜

の入ったカレーにとろみを付け、ご飯用にア

レンジ。麦飯のカレーライスを海軍の食事

に取り入れたところ、脚気患者が激減しまし

た。栄養バランスが良く、何よりも美味しい

ことから、カレーライスは海軍に広まったと

されています。この脚気予防策が後にビタミ

ンの発見につながり、その礎を築いた高木

の業績は今も世界中で高く評価され、「ビタ

ミンの父」という呼び名とともに語り継が

れています。

高木は近代看護教育にも積極的でした。その理想を受
け継ぎ、本学では1991年に日本初の看護学科が認可
されています。

カレーライスは、今でも海上自衛隊で毎週金曜日に
食べられているそうです。

海軍カレーのルーツは
学祖考案の脚気予防にあり

東京慈恵会医科大学 

〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1
TEL：042-330-5842（大学文書館）
URL：http://www.tufs.ac.jp/common/archives/index.html

東京外国語大学 

　東京外国語大学は、幕末に設置された洋学研

究教育機関である蕃書調所（ばんしょしらべ

しょ）を起源としています。

　18世紀末から19世紀初頭にかけて日本近海

へ出現したロシア・イギリス船によって、徳川

幕府は外国研究の必要性を認識し、さらに、

1853年のペリー来航を機に、外国文書の翻

歴
史を

知れ
ばもっと好きになる！！

特　集

ヒストリー
大　学

創立者の知られざるエピソードや、キャンパス誕生秘話、図書館の貴重文書。
思わず誰かに教えたくなる、沿線の大学の歴史話を一挙公開。

We want to know
College History
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　2021年のＮＨＫ大河ドラマ｢青天を衝け｣

の主人公であり､2024年度に登場予定の新一

万円札の「顔」に選ばれた渋沢栄一は､日本女

子大学校(現 日本女子大学)の第3代校長です。

　明治維新以降の日本に資本主義経済を導

入し､実業界の重鎮となった渋沢は､晩年､

民間外交や社会事業､教育事業にも精力的に

取り組みました｡特に実業教育と女子教育に

尽力し､本学をはじめ､東京女学館､一橋大学

ほか多くの学校の創立に寄与｡財政的な援助

も惜しみませんでした。

　1896（明治２９）年､大隈重信を介して本学

の創立者である成瀬仁蔵（じんぞう）と面会

し､女子大学設立運動の協力を要請された渋

沢は､成瀬の熱意に動かされ､創立委員とな

りました｡成瀬の亡き後も卒業式や創立記念

日に来校し､学生たちと語り合ったといいます｡

校長に就任したのは､1931（昭和６)年4月｡こ

のとき渋沢は､9１歳でした｡同年 11月に死去
体育教育を重んじていた日本女子大学｡第1回
運動会（1901年）は、渋沢の別邸で開催。

渋沢は、第一国立銀行（現みずほ銀行）や東京海上
保険（現東京海上日動火災保険）など約500の企
業の設立に関わったことから、「日本資本主義の
父」と呼ばれています｡

「私たちのやさしいお祖父様」は
「日本資本主義の父」

日本女子大学

し､本校で開催された追悼式で一堂に会した

学生たちは､近代日本を代表する実業家で

あると同時に｢私たちのやさしいお祖父様｣

であった渋沢の死を悼みました。

〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
TEL：03-5981-3163（広報課）
URL：https://unv.jwu.ac.jp/unv/
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　シェイクスピアの戯曲集初版本「ファース

ト・フォリオ」をはじめ、リンカーン直筆署名

入り「奴隷解放宣言書」、「奈良絵本平家物語」、

「解体新書」。明星大学は、「一流になるため、

若いうちから学生にも本物に触れてほしい」

という二代目学長・児玉三夫の理念のもと、

世界的に貴重な書物を多数所蔵しており、

これらを本学の「資料図書館」に収蔵して

います。

　資料図書館は、1976年9月、「児玉記念

図書館」の名称で開館しました｡1994年に

は、大学創立30周年記念事業として、ロン

ドンのグローブ座をモデルにした劇場施

設「シェイクスピアホール」を併設。２００

７年には、明星大学図書館の新設により、児

玉記念図書館から資料図書館へと名称を

変更し、資料の保存庫という新しい役割を
貴重書室では、温湿度の管理に加え、免震書架を導入
して貴重な資料の保存管理を行っています。

シェイクスピアホールは座席数400席。演劇、合唱などのほか、ロンドンの劇団
「インターナショナル・シアター・カンパニー」の公演が行われてきました。

世界の貴重書がズラリ！
本物に触れられる図書館

明星大学

　1931年5月29日、東京飛行場（現・羽田空

港）から「青年日本号」がイタリア・ローマを

目指して飛び立ちました。操縦かんを握る

のは法政大学経済学部の２年生で、同航空研

究会（後の航空部）所属の栗村盛孝２等飛行

士と、朝日新聞社の熊川良太郎1等飛行士。

日本初の学生による訪欧飛行でした｡

　この2年前、法政大学は、黒沢明の映画『ま

あだだよ』で知られる内田百閒を会長とし､

日本の大学で初めての航空研究会を設立し

ました｡朝日新聞の呼びかけで日本学生航空

連盟が設立されたのは1930年4月のこと｡

10月には連盟による学生訪欧飛行が決ま

り、本学の航空研究会から操縦士を出すこと

に。飛行機の「青年日本号」は、今も歌われる

本学校歌の一節「青年日本の代表者」に由来

したそうです｡

　「青年日本号」は、地図と羅針盤による有視

界飛行。ドイツ、イギリス、フランスでの親善

友好を経て、出発からおよそ３ヶ月後の8月

31日にイタリア・ローマのリットリオ飛行場

（現・ウルベ空港）に到着しました｡エンジン

不調により予定の3倍以上の日数を要したも

のの、ローマ法王との謁見はじめ、この大飛

行は世紀の快挙と称賛されたのでした。

担ってきました。2014年に迎えた大学創立

50周年には、劇場の緞帳（どんちょう）をイ

メージした赤いエントランスアプローチや、

クリアガラスで仕切られた貴重書閲覧室

を設置するなどのリニューアルを行い、アー

ルデコ調の洗練された空間へ生まれ変わり

ました。

　資料図書館は、本学の歴史や文化を紹介す

るだけでなく、世界に誇る貴重書を保管、公開

する役割を担いながら、研究や地域の発展に

貢献しています。

学生訪欧飛行記念絵葉
書に見る飛行ルート。
シベリアからウラル山
脈を越え、飛行距離は、
1万3671キロにもなった
そうです。

ローマに到着した「青年日本号」。中央の飛行服姿が熊川（右）、栗村（左）で、隣に吉田茂駐伊大使。

〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
TEL：03-3264-6501（HOSEIミュージアム事務室）
URL：https://www.hosei.ac.jp/

〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1
TEL：042-443-5000
URL：https://www.uec.ac.jp

日本初の学生による訪欧飛行

法政大学 

　電気通信大学は、前身である無線通信士の

養成機関「無線電信講習所」を経て、1949年

に大学となりました。「日本全国に開かれた

大学を創ろう」という建学の精神のもと、名

称に地名を含まない唯一の国立大学となっ

ています。

　校章は、同年、学生と教職員に募集をして

採択されたものです。原形は、2つの電波が

描く「リサジュー」と呼ばれる図形で、そのう

ち周波数比５対６に表れる形をデザインし

ています。これは、東日本の50ヘルツと西

日本の60ヘルツの商用電源周波数に対応し

ており、“日本全体の調和”の意味、そして建

学の精神も表れていると言えます。

　また、2018年に無線電信講習所の創立か

ら100周年を迎えた際は、記念マスコット

キャラクターの募集を行い、学生の作品と

「りさじゅう」というネーミングが選ばれま

した。「りさじゅう」は「リサジュー」にインス

パイアされたもので、そのデザインにはリサ

ジュー図形や電気、通信などのイメージ、構

内にあるモニュメント「輪郭の断片」が使わ

れています。

1949年の新制大学発足時に懸賞募集し、採択された
リサジュー図形校章。リサジューとは、互いに直角方向
に振動する二つの単振動を合成して得られる平面図形
で、1855年、フランスの科学者J.A. Lissajousが考案
しました。

創立100周年記念マスコットキャラクター「りさじゅ
う」。頭には電気と電波、胸にはリサジュー図形。おしり
についているのは、しっぽではなくロボットアームです。

校章をデザインする美しき曲線は2つの電波

電気通信大学 

〒191-8506 東京都日野市程久保2-1-1
TEL：042-591-5111
URL：https://www.meisei-u.ac.jp/

　東京造形大学の徽章（きしょう）は、「大学

の個性を十分に生かすサインであるべき」と

いう考えに基づき、イオニアスパイラル

（Ionia spiral）を描く際の複線を原形にデザ

インしています。　

　1966年、本学創立の際の徽章は、勝井

三雄氏によるデザインでしたが、現在の徽

章は、1993年、キャンパスを八王子市元八

王子町から同宇津貫町に移転したのを

きっかけに、田中一光氏がリ・デザインした

ものです｡

　無限に発展する曲線として、古くから用い

られてきたスパイラル。その中で最も美しい

曲線を形づくると言われるイオニアスパイラ

ルは、アクロポリスの柱頭にも使用されてい

ます。本学の徽章は、これを基本にして「現代

デザインの簡明さを強調し、構築したい」とい

う願いを込めて直線化したものです｡貝殻の

渦巻きのように内側へも外側へも永遠に広

がりを見せる螺旋（らせん）のデザインは、

本学で学ぶ学生の無限の可能性そのもので

あり、本学を象徴するマークなのです。

キャンパス内にはさりげないデザインがちりばめら
れており、創立記念日の10月20日の正午には、絵画
棟の天窓から差し込む光がプレート上に輝くように
デザインされています。

キャンパスを宇津貫町へ
移転したのは、元八王子町
が文化財保護指定地域と
なったからでした。

イオニアスパイラルは、2辺の比が
与えられた矩形（くけい）に内接す
る弧成の渦巻きが描ける方法。本
学の徽章は、この作図上の複線を
応用したもので、矩形の2辺の比は
1：1.1です。

イオニアスパイラルに込められた学生の無限の可能性

〒192-0992 東京都八王子市宇津貫町1556
TEL：042-637-8111（代）
URL：https://www.zokei.ac.jp/

東京造形大学
大学ヒストリー
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　恵泉女学園は､キリスト教の教えに基づき､

1929(昭和４)年にわずか9名の生徒で始ま

りました｡教育理念は｢神を畏れ､人を愛し､い

のちを育む｣｡開校以来､聖書･国際･園芸を必

修科目とし､どこにあっても“なくてはならぬ

人“として輝く女性を社会に送り出していま

す｡今では中学･高等学校､大学､大学院を擁

する学園になりました｡ 　創立者の河井道は､代々伊勢神宮の神官

を務めた家に生まれました｡明治期に世襲

の官職が廃止されたのを機に､一家で北海

道へ移住｡河井道はスミス女学校 (現･北星

学園 )でキリスト教教育を受け､信仰を持つ

ようになります｡その後米国のブリンマー

大学への留学を経て､女子英学塾(現･津田

塾)で教鞭をとり､日本YWCA(キリスト教

女子青年会)の創設に尽力､最初の日本人総

幹事になるなど国内外で活躍しました｡

　平和な社会の実現と女性の役割を考え続け

たその志は､大学では｢生涯就業力の育成｣と

いう形で確かに受け継がれています｡本学園では、「園芸」を通じて、いのちを尊び、自然を慈しむ心を大切にしています｡

創立者の河井道は､
戦後､教育刷新委員
会の委員となり「教育
基本法」の制定､日本
の短期大学制度の発
足にも尽力しました。

脈々と受け継がれている3つの礎

　駒沢女子短期大学保育科の開設は１９６５

年｡5０年以上にわたって卒業生､保育者を約

１１,０００人送り出してきた歴史と伝統をもつ

短期大学です｡今回は短期大学保育科よりも

さらに長い歴史を持つ､駒沢女子短期大学付

属幼稚園｢こまざわ幼稚園｣の歴史について､

ご紹介します｡

　1927(昭和２)年､東京都世田谷区に､駒沢

高等女学院を創立､1950(昭和２5)年に学校

法人駒澤学園によって世田谷区弦巻に駒沢

幼稚園として開設されました｡その後､1989

(平成元)年､東京都稲城市への駒沢学園全面

移転に伴い､園も同市向陽台へ｡同短期大学

の付属園となり､今に至ります｡

　今年､｢こまざわ幼稚園｣は､開園７１年を迎

えました｡園では､伝統的な『こころの教育』

を大切にしながら､｢遊びの中で主体性を育

てる｣｢命をいつくしむ心を育てる｣｢伝え合う

分かち合う表現力を育てる｣を教育目標とし

ています｡

　さらに、付属幼稚園である利点を生かし

た、短期大学保育科との連携によるさまざ

まな機会を通じた取り組みを教育の特色とし

ています｡「音楽表現活動｣や｢子育て勉強会｣

など､大学・短期大学保育科教員の専門性と

協同した取り組みを実施｡また､｢エアードリー

ム｣や｢ドレミファシアター｣など､実習以外で

も､園児たちは学生たちとの交流ができる機

会が盛んなことも特色のひとつです｡

　こまざわ幼稚園は､付属園であることを生

かし､育ちの主体である子どもが生き生きと

暮らす場所､それを支えるおとなが自然に集

う場所､そして､ともにみんなで育ち合う場所

として､地域に開かれた幼稚園となることを

目指しています。

園舎は、法輪をイメージした八
角形のホールをもとに建てられ
ています。園庭は、四季折々の
花や梅、キウイ、ブルーベリーな
どの果物の木に囲まれ、広いグ
ラウンドと固定遊具が設置され
ています。

こまざわ幼稚園のあゆみ
～伝統ある短期大学保育科との連携～

〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１
TEL：042-677-1111
URL：https://www.lib.tmu.ac.jp/

東京都立大学　図書館本館

　東京都立大学図書館では､多数の貴重資料

を所蔵しています｡その一つが､譜代大名水野

家に伝えられた大名史料である｢水野家文書｣

です｡1952（昭和２７）年､本学名誉教授･松平

齊光(なりみつ)氏が同付属図書館長を務めて

いたときに､友人の水野家当主･水野忠款（た

だまさ)氏より寄贈されました。

　３,０００点ほどある水野家文書の特色は､幕

政関係､特に忠邦の日記を含む天保改革期の史

料と､忠精（ただきよ）が関係した幕末外交および

幕府の国産統制計画に関する史料にあります｡

天保期以降の金銭御勘定帳や奥入用御勘定帳

など財政構造を知る史料もあり､忠邦の浜松藩

時代､忠精の山形藩時代のものが比較的まと

まっています｡明治期の家政史料としては勘定帳

があり､華族財政の様子を知ることができます｡

また､「水野忠邦公御肖像」「品川台場絵図」「伊

豆七島絵図」などの絵図も含まれており､歴史

研究の一助となっています｡東京都立大学南大沢キャンパスにある同図書館本館。

忠邦の肖像（左）と天保改革期の江戸湾防備策のひとつ、品川台場絵図（右）。（ともに東京都立大学図書館
所蔵「水野家文書」より）

水野忠邦の肖像画を含む貴重資料「水野家文書」

〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地
TEL：042-350-7110（入試センター）
URL：https://www.komajo.ac.jp/uni/

駒沢女子大学・駒沢女子短期大学
大学ヒストリー

〒206-8586 東京都多摩市南野2-10-1
TEL：042-376-8211
URL：https://www.keisen.ac.jp

恵泉女学園大学中央大学
〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1
URL：https://www.chuo-u.ac.jp

　中央大学は､1885(明治１8)年､増島六一

郎ら１８人の若き法律家によって｢英吉利法

律学校(イギリス ホウリツ ガッコウ）｣と

して創設されました｡増島たちは､西洋化

が急速に進む当時の日本において欧米列

強の模範国とされていた英国をモデルと

し､「実社会と密接に結びついたイギリス法

(英米法)を学ぶことこそが､日本を近代的な

法治国家にする最も適した道｣という信念の

もと､経験を重んじ自由を尊ぶイギリス法

の教育を通して､実社会が求める人材を養

成しようとしたのでした｡

　建学の精神｢實地應用ノ素ヲ養フ（ジッチオ

ウヨウノ　ソヲ　ヤシナウ）｣は､現在､「行動す

る知性。－Knowledge into Action－｣を育むと

いう本学のユニバーシティ･メッセージに受け

継がれています。

　今年４月､多摩キャンパスに開設したグロー
グローバル館4階展示コーナー
※資料展示は常設ではありません。

グローバル館4階展示コーナー 展示リーフレット表紙より

“法科の中央”をつくった
18人のグローバルパーソン

バル館４階の展示コーナーでは､創立者１８人

が､学校設立の実現に向けてそれぞれどの

ような軌跡をたどったか､グラフィックで

紹介しています。
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　白百合女子大学の構内には､「めぐみ荘」と

いう日本家屋があります｡伊豆の修善寺から

移築された建物で､元は旧名主菊池家の主屋

（おもや）でした｡建てられた年代は定かでは

ありませんが､建築技法から､江戸時代後期～

明治時代前期のものだと推定されています｡

　菊池家は､江戸後期の女流歌人として名高

い伊豆の袖子の生家｡袖子はこの家で､全国

の歌人と交流を持ったそうです｡その後家屋

を譲り受けた中将湯本舗津村順天堂（現・株

お茶会に向けて、稽古に励む茶道部。美しい立ち振る舞いながら、由緒ある
めぐみ荘での稽古に「緊張します」と学生。

「めぐみ荘」の建設当時は、武家、神社、寺以外、瓦葺き
は禁止。当家の屋根が瓦葺きとしては急勾配なのは、
茅葺きだった屋根をのちに許可を得て瓦葺きにした
からと言われています｡

歌会や茶会、秘密会議の
舞台となった「めぐみ荘」

白百合女子大学

式会社ツムラ）の創業者である津村重舎(じゅ

うしゃ）は､裏千家宗家や政財界の同好の士を

招いて茶会を開催｡第二次世界大戦中には､

政府の要人の秘密会議の場にもなりました｡

１９６５(昭和４０)年に本学の敷地となった

後､「めぐみ荘｣と命名され､2014(平成26)

年には国登録有形文化財となりました。

　文化､歴史の舞台であった｢めぐみ荘｣｡ここ

に集まった人々の心を伝えながら､学生をは

じめ､地域に愛される場として大切にしてい

きたいです｡

〒182-8525 東京都調布市緑ヶ丘1-25
TEL：03-3326-8092
URL：https://www.shirayuri.ac.jp

　1908(明治41)年に､大妻コタカが女性の

ために開いた縫製･手芸の私塾が大妻女子

大学のはじまりです｡女性の自立を願い､女

子教育に尽力したコタカは､明治､大正､昭

和という激動の時代を駆け抜けながら､この

私塾を技芸伝習所､技芸学校､そして４年制

大学へと発展させました。

　校訓｢恥を知れ｣は､1917(大正6)年に本学

の前身､大妻技芸伝習所が正式な学校として

発足するにあたって､教職員､生徒の賛同を得

て制定されたものです｡｢これは決して他人に

対して言うことではなくて､あくまでも自分に

対して言うことである｡人に見られたり､聞か

れて恥ずかしいようなことをしたかどうかを自

分で戒めることである｣と､つねづね教えてき

たコタカの思いは､100年以上たった今も受

け継がれています｡

　本学の校章のバッジの裏､胸の一番近くに

位置するところには､この校訓｢恥を知れ｣

が刻まれています｡

「恥を知れ」は、元々は、コタカの夫である校主・大妻良
馬の家に代々伝えられてきた家訓でした。

円の中に糸巻を入れた校章｡円は円満､和合､親和､
心の鏡を､糸巻は技能を表し､豊かな人格の形成と
専門知識・技術の修得という理念を表しています｡

校章バッジの裏に刻まれた、創立者の“教え”

〒102-8357 東京都千代田区三番町12番地
TEL：03-5275-6011
URL：http://www.otsuma.ac.jp/

大妻女子大学
大学ヒストリー

　桜美林学園の前身は、1921年、創立者の清

水安三がキリスト教宣教師として中国北京に

開設した崇貞学園です。教育の機会に恵まれ

ない貧しい子どもたちのための学校で、日本、

中国、朝鮮半島の子どもたちが分け隔てなく

学べる場でした。

　学園開設の3年後、安三夫妻は、アメリカの

オハイオ州オベリン・カレッジに留学。そこで、

カレッジ名の由来であるフランスの牧師であ

り教育者であったジャン＝フレデリック・オ

ベリンの教育思想「Learning and Labor」に

感銘を受けたといいます。

　戦後、オベリンの思想を胸に帰国した安三

が新たな校名で学校を設立しようと決めたと

き、季節は春真っ只中。敷地にはたくさんの

桜の木があり、ソメイヨシノが吹雪のように

舞い散るころには、八重桜が紅梅のような大

きなつぼみを実らせ、校舎は桜の林の中に

立っているようだったそうです。

　本学園の「桜美林」は、安三が歩んだオベリ

ンの思想と彼の目に焼き付いた桜の風景によ

るものなのです。
「桜の園の若人達は」と、桜は、校歌の歌詞にも登場します。

本学園のモットー「学而事人（学びて人に仕える）」は、
オベリンが提唱した思想「Learning and Labor」に
基づいたものです。

創立者の清水安三のまなざしを写した学園名

桜美林大学
〒194-0294 東京都町田市常盤町3758
TEL：042-797-9772（広報課）
MAIL：webadmin@obirin.ac.jp (広報課)

〒135-8181 東京都江東区有明3-3-3
TEL：03-5530-7403
URL：https://www.musashino-u.ac.jp/

武蔵野大学

　「いきとし生けるものが幸せになるために」

「ひとりよがりの心を清め」「正しい道理を極

め」「平和の世界を打ち立てたい」｡武蔵野

大学の建学の精神は､仏教の根本精神である

四弘誓願（しぐぜいがん／ほとけのねがい）

を基礎とする人格教育です｡この四弘誓願の

精神をわが願いとして人格の向上を図り､次

代や世界を刷新する志を持った人材を育成

します｡

　本学は４年後の２０２４年に創立１００周年

を迎えます｡顧みれば､１９９７年までは文学部

のみの単科大学で､学生数も４,０００人余りの

規模でした｡200４年の男女共学化をバネに

しながら大学改革を推進してきました。

  2012(平成２４)年には､武蔵野キャンパスに

加え､臨海副都心に有明キャンパスを開設し

ました｡2016(平成２８)年にはブランドステー

トメントを｢世界の幸せをカタチにする。｣とし、

本学に関わる全ての人の感性､知恵､響創力

を高めあうことを推進しています｡これは､教

育研究を通じて､世界へ広め響き合わせる

精神でもあります｡

有明キャンパス｡1997年までは単科大学だった本学
は、現在11学部19学科､12大学院研究科、通信教育
部の大学へと発展しました｡

仏教による人格教育

本学の母体である武蔵野女子学院を設立した高楠順
次郎博士は、女子教育の必要性と女性の社会進出を
肯定的に考えた先覚者でもありました。1944年文化
勲章受章。
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明治大学
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
TEL：03-3296-4545
URL：https://www.meiji.ac.jp/

　「〽白雲なびく駿河台……」｡1920(大正９)

年に制定され､今日まで愛唱されてきた明治

大学の校歌｡歌詞にもメロディーにもロマンが

たっぷり詰まった校歌は､明治大学の学生や

関係者はもちろん､世の中に広く親しまれ

てきました｡

　本学の校歌は､学生の手によって生み出

された歴史を持っています｡1881(明治14)

年の大学創立時､本学には校歌がありま

せんでした｡かねてより校歌がないことに

不満を持っていた学生たちは､1920年10

月に開催予定だった大学対抗ボートレース

の応援に供することを期して､｢校歌制定｣決

議を実施｡学校当局を説得して制定の許可

を得ると､｢熱血詩人｣として知られていた

児玉花外(1874-1943年)に詞を､当代一流

の作曲家である山田耕筰(1886-196５年､

当時は｢耕作｣)に曲を依頼し､現在の校歌が

完成したのでした｡制作過程には､「青い山脈

｣や｢東京行進曲｣を作詞した西條八十(やそ)

による歌詞の補作もあったといいます｡

　201７年３月からは､京王本線の明大前駅

で､明治大学校歌の一節が接近メロディーに

使用されています｡下り線ホーム(京王八王子

･橋本･高尾方面）は、｢〽おーお明治！｣のメ

ロディー､上り線ホーム（新宿方面）は｢〽白

雲なびく｣のメロディーが奏でられ､同線を

利用して明治大学和泉キャンパスに向かう

学生たちを送り出しています｡

　なお､今年は校歌制定１００周年｡それを記念

して､学生による｢校歌誕生１００年記念プロ

ジェクト｣を実施中です｡校歌が初めて披

露された１０月２８日を「校歌の日｣として制

定することを目指す企画や､校歌を歌いた

くなるような企画を実施しています｡プロ

ジェクトサイト(https://www.meij i -ko-

ka100year-pjct.jp/) で随時情報を発

信しています。

〽おーお明治！駅の接近メロディーにもなった名校歌

明治大学和泉キャンパス（1958年）｡1934（昭和9）
年に予科（現在の教養課程に相当）のキャンパス
として設置されました｡キャンパス脇を流れる玉
川上水は現在暗渠化されています｡

明治大学学生に応援歌の歌唱指導
を行う山田耕筰（1930〈昭和5〉年）。
多忙な中、みずから指揮棒を取って
歌唱指導を行ったそうです。

現在の校歌が誕生するきっかけとなった大学対抗ボートレースは､当時の学生スポーツの花形
でした｡校歌は､現在､大学のさまざまな行事の際に愛唱されています｡

明治大学校歌数字譜。校歌
をハーモニカで演奏するた
めに校歌制定時に作成され
ました。

13

1908（明治41）年7月14日の第2次桂太郎内閣
の発足を伝えるドイツ誌（『Ost Asia』同年同月31
日付記事）｡左下の写真が桂｡右上は逓信大臣の後
藤新平｡第２代学長となる小松原英太郎は文部大
臣として入閣している。

　今から１２０年前の１９００(明治３３)年､拓

殖大学の前身である台湾協会学校が創立さ

れました。

　初代校長は､桂太郎｡政治家としても活躍し

た桂ですが､交渉事を進める際､桂がニコニコ

笑って相手の肩をポンと叩くと､誰もが骨抜き

になったことから、｢ニコポン｣という愛称で呼

ばれていたそうです｡また､学生たちが運動会

などの行事を知らせに桂の自宅を訪れると､

｢寄付金を取りに来たか｣というジョークとと

もに学生に大枚を手渡していたというエピ

ソードも。まるで“親戚のおじさん”のようだっ

た桂ですが､その経歴は華麗なるもの｡戊辰戦

争に従軍し､明治維新後はベルリン留学を経て

陸軍に｡第２代台湾総督､陸軍大臣ののち､内

閣総理大臣に就任すると､日英同盟締結､日露

戦争､韓国併合などを主導｡歴代２位となる通

算在職日数２,８８６日を数えました。

　一方､「大風呂敷｣という異名を持っていた

のは､第３代学長の後藤新平｡外科医ながら､台

湾総督府民政長官､南満州鉄道初代総裁､内務

大臣､外務大臣､東京市長などを歴任した後藤

は、 関東大震災後の東京の復興計画を立案し

た人物でもあります｡その壮大な計画は､異名の

由来となった｢大風呂敷｣と揶揄されたものの､

後藤はＪＲグループのベースとなった国有鉄道

の立て直しを成功させたほか、ＮＨＫの前身に

あたる東京放送局の初代総裁としてラジオの

普及に尽力､また､パケット通信などの料金体

系につながる従量課金制を提案するなど､現

在の日本社会の骨格をつくり上げ確かな足跡

を残しました。

　｢積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕さ

れるに値する教養と品格を具えた有為な人材

の育成」｡トップたちの偉業とスピリッツが息づ

く建学の精神のもと､拓殖大学は学生たちが

自分の求める真の道に向かって進む若い力を

全力で応援しています｡

「ニコポン」に「大風呂敷」……！？
異名と華麗なる経歴を持つ拓殖大学のトップたち

大学ヒストリー

第3代学長の後藤新平（1858-1929年）｡多忙にも関わらず､学生の弁論部に
積極的に参加していたという後藤｡部は「雄弁会」という名で現在も活動を続け
ています｡

拓殖大学の前身台湾協会学校の創立者で､初代校長をつとめた桂太郎
（1847-1913年）｡キャンパスには､恩賜金の御沙汰書を教職員･学生に奉読してい
る姿の銅像があります。s

〒193-0985 東京都八王子市館町８15-１
TEL：042-665-1443（八王子国際キャンパス総務課）
URL：https://www.takushoku-u.ac.jp/

拓殖大学
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工学院大学
〒163-8677 東京都新宿区西新宿1-24-2
TEL：03-3340-1498（総合企画部広報課）
URL：https://www.kogakuin.ac.jp/

　新宿駅から徒歩約５分｡今は東京の中心部

に位置する工学院大学の新宿キャンパスです

が､前身である工手学校の創立の地は､築地で

した｡1923(大正1２)年９月１日に起きた関東

大震災で校舎が全焼したのをきっかけに､

同校は新宿に移転したのです｡

　震災後､青海街道沿いにあった日本中学校

の教室を借りて授業を再開しましたが､｢将来

にわたって有益な学校となり､逸材を輩出し続

けるためには､より広い敷地に新校舎を建て

ることが不可欠｣と考え､192８年に現在の新

宿キャンパスの地に新校舎を再建｡建設工事

に携わった多くの技術者､そして寄付募集に奔

走したのは卒業生だったといいます｡また､設

計には懸賞募集で入賞した卒業生の図案が

一部採用されました｡

　移転先に新宿が選ばれたのは､近隣に教

育機関が多かったこと､そして､新宿駅ととも

に街の発展が見込まれていたことが理由だ

と考えられています｡震災後､都市部に住ん

でいた人が郊外へ居を移したことで市内と

郊外を結ぶ役割を担った新宿駅は､ターミナ

ル駅として成長｡また､駅周辺には復興を象

徴するようにデパートや映画館､劇場などが

続々とオープンしました｡移転した頃､新宿は

東京西部の交通の中心地および繁華街とし

て原型を成していたときだったのです｡

　1941(昭和１６)年に太平洋戦争がはじま

ると､空襲の被害を受けた新宿は焼け野原

と化しましたが､戦後はヤミ市の出現を経て

復興の道をたどり､高度経済成長期以降は

ビジネス街としても発展しました｡

　新宿校舎も空襲で本館以外を失ったも

のの､不屈の精神を発揮｡二度目の再建後､

1949(昭和２４)年に大学として認可され

ました｡当時､機械工学科と工業化学科の２学

科だった学科は､1955(昭和３０）年に電気

工学科と建築学科､1962(昭和３７)年には､

生産機械工学科と電子工学科を増設し､

現在は４学部１５学科の大学へ｡工学院大

学と新宿はともに歩み､今日の成長を遂げ

たのです。

震災、戦火をくぐり抜け、
新宿とともに発展してきたキャンパス

大学ヒストリー

1961年､新館を増設中の新宿校舎｡当時、校舎のすぐ横には、淀橋浄水場の
巨大な貯め池がありました。

1928年に落成した旧新宿校舎。
鉄筋コンクリート３階建て、延べ
床面積2,643.23坪。

関東大震災直後の新宿駅｡新宿周辺は、銀座や浅草などに比べて地盤が強く､震災被害が軽かった
といいます。

〒160 - 8402 東京都新宿区新宿6-1-1
TEL：03-3351-6141
URL：https://www.tokyo-med.ac.jp

　「理想とする医学校をつくりたい」――｡

1916(大正5)年5月､約450名の学生が日

本医学専門学校（現・日本医科大学）を同盟

退学しました｡その想いに共感した学祖高橋

琢也や社会からの支援により､同年９月１１日

に東京医学講習所が開設されました｡これが､

東京医科大学（以下｢東医」）のはじまりです｡

東医の創立記念日は､東京医学専門学校と

して設立が認可された４月１３日ですが､９月

11日は東医のもうひとつの記念日｡稀有な歴

史とともに､今に語り継がれています｡

　そして東医のシンボルのひとつである第一

校舎も歴史を語る上で欠かせない存在です。昭

和初期に二度の火災を体験し､附属病院や教

室の多くを失った東医は､1929（昭和４）年に

鉄筋コンクリート造りの第一校舎を建造しま

した｡新宿が空襲に見舞われ焼け野原になっ

た中でも､学生たちの消火活動によって残っ

た貴重な建物です｡

　また､彼らが学校に関わる貴重な書類を第

一校舎に避難させ､戦火を逃れることができ

ました｡東医は､1946(昭和２１)年に大学に

昇格しましたが､それは､戦火を耐え抜いた

第一校舎と､図書館に集約された１万冊以上

の蔵書が､昇格条件を満たす設備だと判定

されたからだといわれています｡

　現在の蔵書の中には､杉田玄白らが手が

けた日本最初の西洋医学書の翻訳書『解體

新書』(1774年刊行)をはじめ､『醫療正始』

（１８３５年刊行）などの古医書も。『醫療

正始』は､シーボルトの弟子として牛痘菌

の輸入を図り、蘭方医としても著名な伊東

玄朴が翻訳した医学書です｡これらの歴史

的資料は､大学の図書館分館に所蔵されて

います。

　校舎や図書､そして建学の精神である｢自

主自学」と校是である｢正義･友愛･奉仕」｡

これらに込められた日本の医学の発展に寄

与した先人たちの熱い想いと社会への奉仕

の精神は､今もなお､受け継がれています｡

先人たちの熱き学びの意思と、
それに共感した学祖や社会の支援で創られた医学校

東京医科大学

杉田玄白、前野良沢らが中心となり、ドイツ人医師
クルムスの解剖書のオランダ語訳『ターヘル・ア
ナトミア』を翻訳し、出版した翻訳医学書『解體新
書』。（東京医科大学所蔵）

1929（昭和4）年に建設され､今もなお学び舎とし
て使われている第一校舎は、東医のシンボルのひと
つです｡

学祖である高橋琢也は大学
設立にあたり全私財を投じ
た上、全国を奔走して、佐藤
進氏、森林太郎（鷗外）氏、原
敬氏、犬養毅氏、高橋是清
氏、大隈重信氏、渋沢栄一氏
など医学界、政界、財界の有
志から多大な支援を受けた
といいます｡

学祖 高橋琢也像学祖 高橋琢也像

第一校舎内観
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　東京家政学院大学は､1923（大正１２）年､

大江スミが開設した家政研究所にはじまり

ました｡以来本学は､「知識（Knowledge）と

技術(Art)を高めるだけでなく､その真ん

中にあるもっとも大切な徳性(Virtue）を養う｣

という建学の精神｢KVA精神｣を掲げ､｢人々のし

あわせにつながる家政学｣を求めてきました｡

　家政研究所の開設から遡ること21年｡大

江は､1902(明治３５）年に文部省(現・文部科

学省)の国費留学生として英国に渡りました｡

当時の英国は、ヴィクトリア朝が終わり､社会

に大きな変化が起きていたとき｡近代工業の

発展とともに生活様式が大きく変化し､働く

女性の姿が見られはじめていました｡その様

子を目の当たりにした大江は､家政学が社会

の基礎単位である家庭生活の質を高め､社会

生活を豊かにすると確信｡女子教育と女性の

自立の重要性を胸に帰国し､のちに｢家政学

の殿堂｣として全国に名をとどろかせること

になる本学を開設したのです｡

大江は、東洋英和女学院卒業後、同校勤務を経て女子
高等師範学校に進学。沖縄赴任を経験し、英国へ留
学しました。

校章は、愛と純潔の象徴であるバラの花に、知識
（Knowledge）、徳性（Virtue）、技術（Art）の頭文字
をとった「KVA精神」を組み合わせたもの。良き社会
人・家庭人を育成することが建学の精神であること
を示しています。

変化する社会の中で生まれた「家政学の殿堂」

〒102-8341 東京都千代田区三番町22
TEL：042-728-9411
URL：https://www.kasei-gakuin.ac.jp/

東京家政学院大学

　2023(令和５)年に､創立１００周年を迎え

る本学｡時代の転換の渦中に大江が導き出し

た｢人々のしあわせにつながる家政学｣は､次の

１００年にも､強くしなやかにあり続けるで

しょう。

大学ヒストリー

　 「リンゴは木から落ちるのに月は何故落ち

てこないのか」――｡イギリスの物理学者ア

イザック･ニュートン(1642-172７)が､リン

ゴの実が木から落ちるのを見て｢万有引力の

法則｣を発見したという話は有名ですが､こ

の発見のきっかけになったとされる｢ニュート

ンのリンゴの木｣の子孫が高千穂大学にある

ことをご存知でしょうか。

　「ニュートンのリンゴの木｣が日本にやって

きたのは､1964(昭和３９)年のこと｡ニュート

ンが法則を発見した１６６５年から３００年を記

念して､英国物理学研究所の所長サザーラン

ド卿から日本学士院長･柴田雄次博士に贈ら

れたのでした｡実は､日本にやってきた際､木は

高接病ウイルスに感染していたのですが､貴重

な文化遺産であったことから焼却処分を行

わず､｢東京大学大学院理学系研究科付属

植物園｣で隔離栽培することに｡ここからウ

イルスのない木がつくられ､植物園で公開

されたのは日本に渡来して１５年が経った

１９８１(昭和５６)年のことだったといいます｡

今から約32年前に、植樹を祈念して設置されたプ
レート。「ニュートンのリンゴの木」の歴史を簡単に説
明しています｡

世紀の発見につながった
木の子孫！？

　本学にある「ニュートンのリンゴの木」は､

1988(昭和６３)年頃､本学人間科学部長の並

木雅俊教授が植物園から接ぎ木に使う穂木

で譲り受けたもの。

　世紀の発見につながったリンゴの木の子孫｡

本学を訪れた際に､ぜひ探してみてください｡

高千穂大学
〒168-8508 東京都杉並区大宮2-19-1
TEL：03-3313-0276
URL：https://www.takachiho.jp

「手入れによっては、木は5メートル以上の高さにな
るんですよ」と並木教授談。青いリンゴがなるので
すが、日本のリンゴのように甘くないのが特徴です｡

日本女子体育大学
〒157-8565 東京都世田谷区北烏山8-19-1
TEL：03-3300-2250（入試・広報課）
URL：https://www.jwcpe.ac.jp

　1922（大正１１)年に二階堂体操塾として

開設した日本女子体育大学｡以来､専門学

校への昇格､短期大学､四年制大学の設置

を経て発展すると同時に､競技選手や指導

者などスポーツに携わる優秀な人材を多

数輩出してきました｡

　二階堂体操塾の第３期生である人見絹

枝は､１９２８（昭和３）年に開催されたアム

ステルダムオリンピックに出場した陸上

選手です｡陸上競技女子８００メートルで

｢死の激走｣を演じた末に銀メダルを獲得し､

日本女性初のオリンピック出場者のみな

らず、初のメダリストとなりました｡さら

に人見は､２年後の第３回万国女子オリン

日本女性初のオリンピック
出場を果たした人見絹枝は､
日本女性初のオリンピックメ
ダリスト､そしてスポーツ記
者でもありました｡

二階堂体操塾を創設した二階堂トクヨ｡塾では､生理学・
衛生学・解剖学・国語・英語・音楽・心理・倫理なども教
えられていました。

スポーツで世界を輝かせてきたOGたち

〒102-8336 東京都千代田区三番町6-16
TEL：03-3261-1292（広報課）
URL：https://www.nishogakusha-u.ac.jp

二松学舎大学

　実業家としての生涯の指針に『論語』を

掲げ、｢論語と算盤｣――つまり､道徳と経

済､倫理と利益の両立､｢公益｣を追求し

続けた渋沢栄一｡

　渋沢が､この｢論語と算盤｣論に確信を持った

のは､二松学舎大学の創立者で､明治を代表

する漢学者･三島中洲との出会いにより

ます｡渋沢が亡夫人の墓碑銘撰文を中洲に

依頼したことをきっかけに親交を深めた二人

は､渋沢の｢道徳経済合一説｣と中洲の｢義利

合一論｣（義と利をわけて考えるべきではな

い､真の利は義から生まれる結果であるとい

う考え方 )が一致し､意気投合｡渋沢栄一は､

二松学舎から出版した著書『論語講義』 の中

で､「中洲先生の『義利合一論』は私が常に心

に置いている経済道徳説を､儒教によって確

固たる根拠のあるものにしてくださった｡私の

論語算盤は､これにより一層光彩を添えた｣と

記しています｡あらゆる分野の企業創設に関

わりながらも､「私利を追わず公益を図る｣姿勢

漢学塾二松学舎。渋沢が自らの波乱の体験を語りなが
ら『論語』を解説し、その読み方を説いた『論語講義』。

「道徳経済合一説」と「義利合一論」の出会い

渋沢は、1919年から31年まで二松学舎の第三代舎
長を務めました。

を貫き､並行して日本赤十字社の設立や学校

設立など数多くの社会事業に携わった渋沢栄

一｡中洲の没年にその精神を引き継ぎ､舎長に

就任しました。

ピックにおいて､走幅跳の世界記録を樹立

して優勝｡｢太ももを露にして女が走る｣と

罵られた時代に､偏見と戦いながら日本女

性の存在を世界に示し､｢世界を輝かせた｣と

称されたのでした｡

　本学では､その後も､バドミントン､競泳､

フェンシングや新体操など､様々な競技に

おいて世界で活躍する選手が誕生し、｢OG

列伝｣を更新しています。
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　日本女子大学は､“生活を科学”する｢家政学｣を日本

で唯一､通信教育で学べる大学です｡学科は､児童･食

物･生活芸術の３つ｡児童学科では｢芸術･子ども支援

プログラム｣が人気｡食物学科では､フードスペシャ

リスト資格のためのカリキュラムを導入｡住居と被服

を学ぶ生活芸術学科では､二級建築士の受験資格が取

得可能なほか､ファッションビジネス必携のＴＥＳ対策

講座も受けられます。女性の多様な可能性に応えるべ

く､さまざまな教育を提供しています｡

進化し続ける“通信で学ぶ家政学”

　中央大学法学部通信教育課程は､約３,３００人の在学生のうち､80％以上が社会人。

｢法律知識を修得して仕事で生かしたい｣､「法律を体系的に学びたい」といった目的や

熱意を持った学生たちの充実した学びの場となっています。

　授業は､法学部通学課程および法科大学院の教員が担当しており､基本授業料年額

８万円で､通学課程と同等の質の高い法学教育を受けることができます｡202１年度

４月入学生の出願受付期間は２０２１年２月１日～５月３１日（消印有効）で､入学審査

は書類審査のみです｡多様な目的をもった皆様の入学をお待ちしています。

WEB上で受講できる「オンデマンドスクーリング」を約20科目
開講｡いつでもどこでも学習できる環境を用意しています｡

自宅や図書館、電車の中など、どこでも教室になる通信教育。
ライフスタイルに合わせて学習計画が立てられます。

“人生を変える８万円” ｢法科の中央｣で働きながら法律を学ぶ

今
こ
そ
よ ～

く 知 り た い通 信 教
育
！！

今年から私たちの暮らしに定着した“リモート”、大学もやっています！
個性豊かな学びの中から、やってみたかったこと、見つけてみませんか。

Special Column

中央大学 通信教育部

〒192-0351　東京都八王子市東中野742-1
URL：http://www.tsukyo.chuo-u.ac.jp/

　1967(昭和４２)年の開設以来､１６万人以上が学ぶ明星大学通信教育課程は､特に小学校

においては､全国で多くの教員を輩出しています｡教員採用試験対策講座やスクーリングなど

では､同じ目的を持つ仲間が集まり交流を図っています｡学生専用のポータルサイトや明星

LMS(ラーニングマネジメントシステム)などWebツールも充実｡教員になりたいという夢を叶

えるための学びやすい環境と実績から､口コミで選ばれる方が多いのも本学の特徴です。

多摩モノレール「中央大学・明星大学」駅直結の
アクセスの良さが魅力です｡図書館は、約90万
冊の書籍と約750の座席を有しています｡

幼・小・中・高・特別支援の教員を目指すなら

明星大学 通信教育課程

〒191-8506　東京都日野市程久保2-1-1
TEL：042-591-5115
URL：https://www.meisei-u.ac.jp/dce/

日本女子大学 通信教育課

〒112-8679　東京都文京区目白台２-８-１
TEL：03-5981-3200
URL：http://www.jwu.ac.jp/ccde/

　法政大学通信教育部は1９４７年に日本で最初に開設

された通信教育課程で､法学部法律学科､文学部日本文学

科･史学科･地理学科､経済学部経済学科･商業学科の６学

科から成ります｡学習を単なる知識に留めず､仕事などそ

れぞれの課題解決につながる｢実践知｣を創出するための

学びとして､通学課程と変わらない質の高い教育を提供

しています｡自宅で学びやすい｢メディアスクーリング｣

科目を多く開講しているのも特徴です｡

知識だけではない､課題解決につながる｢実践知｣の学び

通信教育部発行の情報冊子「法政通信」。

法政大学 通信教育部

〒102-8445　東京都千代田区富士見2-17-1
TEL：03-3264-6150
URL：https://www.tsukyo.hosei.ac.jp/

　日本語教師､小学校･幼稚園教員､社会教育主事任用資格､社会教育士を目指せる創価

大学通信教育部｡現在､世界各国の10代から90代の学生が､インターネットを利用し

た授業やWEB科目試験を通じ､それぞれの生活スタイルや目的に合わせて自在に学ん

でいます｡「電話学修相談｣やPC操作の相談をほぼ年中無休で受け付けている｢ICTサ

ポートデスク｣などもあり､安心して学修に取り組むことができる通信教育です。

日本語教師､幼･小教員免許取得へ手厚い学習支援

創価大学 通信教育部

〒192-8577　東京都八王子市丹木町1-236
TEL：042-691-3451
URL：https://www.soka.ac.jp/tukyo/

中央大学 法学部通信教育課程

創価大学 通信教育部（経済・法・教育・文学部）

日本女子大学 家政学部通信教育課程

法政大学 通信教育部

明星大学 通信教育課程



　本学は、日本で唯一動物看護学部を持つ大学

です。「生命への畏敬」「職業人としての自立」を

建学の精神として掲げ、「人間は、地球上に存在

する多種多様な生命に対し、尊敬の心を持ち、

生態系の摂理の中で生かされている生命であ

るという思想のもと、共に生きるものに限りな

い愛を注ぐ」に基づき、教員、カリキュラム、校

舎、施設等すべてを動物看護学のために配置

しています。

　動物看護学部には「動物看護学科」と「動物

人間関係学科」があります。「動物看護学科」

では、動物病院を中心に臨床現場で活躍する

動物看護師に求められる専門的な知識と技

術を修得。「動物人間関係学科」では、人と動

物の豊かな共生生活をめざし、動物介在福祉

の現場や動物関連産業分野で活躍し、社会に

貢献する人材を養成します。

　2023（令和5）年に実施予定の「愛玩動物

看護師」国家試験には、どちらの学科でも対

応できるよう準備しています。

　

　

　

　充実した講義に加え、1年次4月から始ま

る実習授業では、理論と技術を結びつけて学

ぶことができます。まずは動物看護学の基礎

を徹底して学修し、それらを理解した上で予

防医学として注目される「動物口腔ケア論／

実習」や動物行動学と連動した「コンパニオ

ンドッグトレーニング論／実習」など専門的

な内容へと展開して学びます。基礎的な内容

から専門的な内容へと積み上げていくこと

で、高度動物医療や動物に関する幅広い知識

と技術を身に付けていきます。

　2020年４月には「ER八王子動物高度医療

救命救急センター」がキャンパス内に開院。

学生の研修や教員の共同研究の場としても

期待されています。また、学外の動物病院と

連携して行う動物病院実習やオーストラリア

で実施する動物実習短期留学など、キャンパ

ス外にも学びの機会を設けることで、動物に

対する深い理解と愛情、幅広い視野と専門知

識に基づく探究力を備えた人材を養成して

いきます。

　人とペットを取り巻く環境が大きく変わ

り、多くの飼い主が家族の一員であるペット

に対し、医療をはじめ衣食住を充実させた

いと望むようになっています。本学は人と

ペットが共に健康に暮らし､より良い共生社

会を築くため、時代のニーズに応えた動物

看護教育と研究に取り組んでいきます｡

人とコンパニオンアニマルの豊かな共生社会を探究する、日本で唯一の動物看護学部

CAMPUS FILE 01
人と動物の豊かな共生社会をめざして

「大学」
TEL：0120-124979
URL：http://univ.yamazaki.ac.jp
「専門職短期大学」
TEL：03-3468-1101
URL：https://pc.yamazaki.ac.jp　

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

［大学］
●京王相模原線「南大沢駅」から徒歩10分
［専門職短期大学］
●京王井の頭線「神泉駅」から徒歩8分

動物看護学部：動物看護学科／動物人間関係学科※ 
※2021年4月新設

人と動物が共に暮らすより良い社会を探究す
る「動物人間関係学科」文教地区である南大沢に位置するキャンパス。学内すべてが動物看護学のために整備されている。

将来を見据えて選ぶ2つの学科
1年次の4月から始まる充実した実習授業

いのちに寄り添うプロフェッショナルをめざす「動
物看護学科」

（併設校 ヤマザキ動物看護専門職短期大学）
ヤマザキ動物看護大学

ヤマザキ動物看護大学…………………………21
東京家政学院大学………………………………22
駒沢女子大学・駒沢女子短期大学……………23
工学院大学………………………………………24
高千穂大学………………………………………25
文化学園大学・文化学園大学短期大学部……26
電気通信大学……………………………………27
東京都立大学（旧  首都大学東京）……………………28
大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部……29
桐朋学園芸術短期大学…………………………30
中央大学…………………………………………31
二松学舎大学……………………………………32
日本女子体育大学………………………………33

掲載情報は2020年10月現在の予定です。ウイルス感染の状況によっては、内容変更などの可能性もありますので、
必ず大学のホームページでご確認ください｡また、お出かけの際はマスクの着用やソーシャルディスタンスをお心がけください。

志望校の選択を広げるきっかけになる大学の最新情報。
気になる大学をもう一度チェックして、受験に備えよう！

一般選抜入試直前！ 

各大
学の最

新情報をお届けします！

CAMPUS
INFORMATION

キ ャン パ ス イン フォメーション
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　坐禅によって正しく物事を捉えていく「正念」

と、学びと実践を一体化させる「行学一如」。駒沢

女子大学・駒沢女子短期大学は、道元禅師の教

えを建学の精神として、創設以来90余年、新し

い文化の創造的担い手となる女性を育成してき

ました。女子大学ならではの特長は、自らの力で

課題を解決する自主性やリーダーシップを育み、

社会で活躍するスキルを身につける独自の教育

にあります。また、少人数制の「テーラーメイド教

育」によって、学修方法や学生生活全般のアドバ

イスをするほか、一人ひとりの適性に沿ったキャ

リアプランを早期から用意。細やかな対応で

学生をサポートします｡

　学群学類制の人間総合学群の特長は、自分の興

味や将来のために学びを柔軟に追求できる環境

が整っていること｡１年次に人間文化学類、観光文

化学類、心理学類、住空間デザイン学類の全学類

共通の教養教育科目を学修し、その過程で志望学

類・専攻をじっくり見極め、２年進級時までに「本

当にやりたいこと」を再確認することができます。

　学部学科制の人間健康学部、看護学部にて､

管理栄養士や看護師を志望する学生は、入学後

から専門性を高めるカリキュラムで､プロ

フェッショナルな道をめざせます。

　短期大学の保育科では、子どもをよく理解し、

その成長をしっかり支えられる専門的知識と

技術を習得。「即戦力」、そして、「思考力」「表現力」

「遊び力」「人間力」のある保育者を養成します｡

自主性とリーダーシップを育み、社会で活躍するスキルを身につける

03
知性と理性を備えた心豊かな女性の育成

「入試センター」　TEL：042-350-7110
MAIL：kouhou@komajo.ac.jp
URL：https://www.komajo.ac.jp/uni/

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

●京王相模原線「稲城駅」から小田急バスで約7分
　「駒沢学園」下車
　※「駒沢学園入口」では下車しないようご注意ください。
●小田急線「新百合ヶ丘駅」から小田急バスで約20分
　「駒沢学園」下車
●JR南武線「稲城長沼駅」からスクールバスで約14分

人間総合学群：人間文化学類（日本文化専攻・人間関係
専攻・英語コミュニケーション専攻）、観光文化学類、心理
学類、住空間デザイン学類
人間健康学部：健康栄養学科＜管理栄養士養成施設＞
看護学部：看護学科（看護師国家試験受験資格、保健師
国家試験受験資格［選抜制］） 
短期大学：保育科（幼稚園教諭二種免許状・保育士資格 取得可）

創設90余年の伝統ある女子教育

変化の時代を乗り越える新しい家政へ

Komajoだからできる『学びたい』に応える環境

本学付属こまざわ幼稚園との連携など、専門知
識を身につけられる体系的なカリキュラムに
なっています。

豊かな緑に囲まれた丘の上のキャンパス。美しい環境の中で「あなたらしさ」を思いきり発揮してください。

各学問分野に対してより専門的に学ぶことがで
きる専用の校舎や施設が整っています。

CAMPUS FILE

駒沢女子大学
駒沢女子短期大学

注目の学び！

学びの特色
（1）応用心理学や社会学など幅広い学問領域を総合的に学び、視野を広げる教養が身につきます。
（2）美を文化的な視点で理解し、同時に社会における女性について探求します。
（3）実践的なトレーニングで人への共感力やコミュニケーション力が高められます。

将来に活かせる検定
ビジネス文書検定／ビジネス実務マナー検定／秘書検定／サービス接遇検定／リテールマーケティング（販売士）検定

卒業後の進路
相手を思いやる心やコミュニケーション力を活かして、人と接する機会の多い仕事で実力を発揮できます。

［人間総合学群 人間文化学類］人間関係専攻
豊かな教養を身につけ、コミュニケーション力の高い女性へ成長します

1.総合型選抜について、年内の面談は、オンラインで実施します。
2.総合型選抜（課題型・活動報告型）について、新型コ
　ロナウイルス感染症に関連した課題等を追加します。
3.学校推薦型選抜（指定校推薦・部活動・社会貢献活動継
　続者推薦）について、面接試験をオンラインで実施します。
4.KVAスカラシップ選抜の選考方法が科目試験に
　変更になります｡
5.一般選抜について、新型コロナウイルス感染症に罹
　患した方は、試験の振替、追試験で対応いたします。
6.大学入学共通テスト利用選抜のⅠ期の日程に変更が
　あります｡

2021年度入試における変更点について

WEBオープンキャンパス
　駒沢女子大学・駒沢女子短期大学のWEBオープンキ
ャンパスへようこそ！
　ここでは各学類・学科の説明動画や入学者選抜説明動画、
WEBキャンパスツアーや体験授業動画などを掲載してい
ます。都合のよい時間にいつでも気軽にご覧いただけます
ので、本学のオープンキャンパスに参加予定だった方はも
ちろん、距離や時間の都合で参加をためらっていた方も、
ぜひWEBオープンキャンパスにご参加ください。

LINE友だち追加
最新の入学者選抜
情報をゲットしよう

就職率96.5％(2020年3月卒業生)

新型コロナウイルス感染症に関する

2021年度入試対応

　1923年以来、創立者の大江スミが掲げた理

念「人々のしあわせにつながる家政学」を受け

継ぎながらも、時代に即した教育と学生一人ひ

とりに対応したきめ細やかな就職サポートに

よって、幅広い分野で活躍する女性を送り出し

てきた東京家政学院大学。校章の由来は、愛と

純潔の象徴であるバラの花に、建学の精神で

あるKnowledge（知識の啓発）・Virtue（徳性

の涵養）・Art（技術の錬磨）を組み合わせたも

ので、本学が良き社会人・家庭人の育成を目指

していることを示しています｡

　本学では、家政（衣食住、栄養、家族・消費、生

活文化）、教育（家庭科、栄養、初等、特別支援、幼

児）、保育の分野の教育・研究を実施。実験・実習

中心のプログラムが豊富で地域連携、産学官協

働、社会貢献プロジェクトなどがさかんです｡

　東京家政学院大学では、インターネットを使った

就職支援システムの構築をはじめ、就職ガイダンス

や懇親会、就職支援講座（自己分析講座）、正課授業

として行うキャリア教育など、様々な就職支援プロ

グラムを展開しています。目標の発見から、業界研

究、実践的な採用試験対策までを総合的に支援し、

一人ひとりを希望の就職実現へと導きます。中でも、

管理栄養士、保育士、幼稚園教諭という国家資格に

基づく就職は、社会のニーズも大きく、高い就職率

を維持。2020年卒業生の就職率は96.5％です｡

　受験生の新型コロナウイルス感染症への不安

を少しでもなくすために、2021年度の入試方法を

変更いたしました。「総合型選抜」では、オンライン

方式の面談・面接の導入や、十分に学習機会が得

られなかった事情を考慮し、新型コロナウイルス感

染症に関連した課題等を追加します｡また、「一般

選抜」では、万が一罹患した場合に備えて､試験日

程の振替措置や追試験の実施をいたします。「学

校推薦型選抜」「KVA スカラシップ選抜」「大学入

学共通テスト利用選抜」「特別選抜試験」などの選

抜方法や今後の感染状況による変更については、

本学ホームページなどでご確認ください。

女性の新しい生き方と人々のしあわせにつながる家政学

02
令和５年　東京家政学院　創立１００周年

「アドミッションオフィス」　
TEL：042-782-9411
MAIL：nyushi@kasei-gakuin.ac.jp
URL：https://www.kasei-gakuin.ac.jp/

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

［町田キャンパス］
●京王高尾線「山田駅」からバス約19分、「めじろ台駅」からバス約13分
●JR横浜線「相原駅」からバス約9分
［千代田三番町キャンパス］
●JR中央線・総武線、東京メトロ有楽町線・南北線、　
　都営地下鉄新宿線「市ケ谷駅」から徒歩約８分
●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」から徒歩約８分
●東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線
　「九段下駅」から徒歩約12分

［町田キャンパス］
現代生活学部：生活デザイン学科、食物学科、児童学科
［千代田三番町キャンパス］ 
現代生活学部：現代家政学科
人間栄養学部：人間栄養学科

6路線を利用できる好アクセスな千代田三番町キャ
ンパス。徒歩圏内に皇居や日本武道館があります｡家政、教育、保育を専門的、実践的に学べます。

横浜エリアへ40分､都心エリアには60分｡アクティ
ブなキャンパスライフが送れる町田キャンパス。

CAMPUS FILE

東京家政学院大学

※人間福祉学科(2018年募集停止)卒業生含む

かんよう



学生プロジェクトがハンドクリームを開発

SDGｓ目標12｢つくる責任 つかう責任」

「エリア防災＋新宿｣で都市と防災を考える

SDGｓ目標11「住み続けられるまちづくりを」

　工学院大学は日本で最初の工科系大学とし

て､1887（明治20）年に創立しました。以来、

建学の精神である「社会・産業と最先端の学

問を幅広くつなぐ『工』の精神」のもと､社会の

変化に柔軟に対応できるように、実践教育を

重視してきました。最新の科学技術や産業技

術の研究に注力するとともに、「SDGs」（持続

可能な開発目標）の達成や「Society5.0」（超

スマート社会）の実現に向けて、世界をリード

できる人材の育成に努めます。

　学生プロジェクト「みつばちプロジェクト」と

「Science Create Project」が､老舗化粧品

メーカーの八重椿本舗とコラボレーションし、

「KUTE Honey ハンドクリーム」を企画・開発

しました。原材料には、キャンパスで採取したハ

チミツが使われています。製造するにあたり、ハ

チミツの特徴である甘い香りに着目し、製品化

のイメージを固めていきました。試作を重ねて

ハチミツの香りを再現するとともに、肌に優し

いノンシリコン処方にこだわりました。学生

たちは、養蜂から採蜜、製品開発までの全工

程を手がけることで、地域の生態系について

学び、自然の恵みを活かした持続可能な生

産・消費形態を目指しています。

　工学院大学新宿キャンパスは、新宿駅から

徒歩約５分の都心に位置しています。2011

年の東日本大震災では、多くの帰宅困難者を

受け入れるなど、地域の防災拠点の役割も

担ってきました。巨大都市の防災に向き合う

「エリア防災＋新宿」事業では、建築分野の震

災対策と最先端ICT技術の融合により、都市

型複合災害に強い「逃げる必要のない建築・

まち」の実現を目指しています。災害時に被害

状況の収集や音声アナウンスによる帰宅困

難者誘導を行うドローン、高層マンション等

で発生する長周期地震動の揺れと被害を推

定するアプリなど、防災・減災に関する技術を

幅広く研究。自治体や新宿周辺の企業と協力し

ながら社会実装に向けて取り組んでいます｡

「工」の精神のもとで、現代社会に寄り添い、
未来を見据えた実践教育を実施

04
新たな知見や価値を創造する｢21世紀型ものづくり｣で活躍する人材を育成

「アドミッションセンター」
TEL：03-3340-0130
MAIL：nyushi@kogakuin.ac.jp
URL：https://www.kogakuin.ac.jp/admissions/

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

［新宿キャンパス］
●JR「新宿駅」下車、西口より徒歩5分
●京王線、小田急線、地下鉄各線
　「新宿駅」下車、徒歩5分
●都営大江戸線「都庁前駅」下車、徒歩3分
●西武新宿線「西武新宿駅」下車、徒歩10分
［八王子キャンパス］
●JR（中央線・横浜線・八高線）「八王子駅」下車、
　北口バス乗り場（15）または（6）
●京王線「京王八王子駅」下車、バス乗り場（3）より
　西東京バス20分・「工学院大学前」
　または「工学院大学西」下車
●JR・西武「拝島駅」下車、南口バス乗り場（3）より　
　西東京バス25分・「工学院大学」下車

先進工学部：生命化学科、応用化学科、環境化学科、応
用物理学科、機械理工学科
工学部：機械工学科、機械システム工学科、電気電子工学科
建築学部：まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科
情報学部：情報通信工学科、コンピュータ科学科、情報
デザイン学科、システム数理学科

災害時に被害状況の情報収集や帰宅困難者誘導
を行うドローン。

東京産ハチミツの保湿効果・甘い香りを活かした「KUTE Honey ハンドクリーム」。
「KUTE」はKogakuin University of Technology & Engineeringの略。

都内のキャンパスで養蜂する「みつばちプロジェクト」の
学生。ほか、本学では13の学生プロジェクトが活動中。
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工学院大学

　1903年に設立された本学園は、一貫し

て「人間形成」に重点をおいた私学観と、実

学教育と国際教育は「少人数教育」によって

実現可能であるとした理念に基づいた教育

を実施。100年以上続くその伝統を守りな

がらも、常に改革に取り組んできました。

　ゼミは1年次からスタート。これまでの受

動的な学習方法から能動的かつ自主的・探

求的学習方法への転換により、学習意欲を

高揚し、問題意識を形成することを目的とし

ています。1クラスは15名前後で構成され、

大学の学びに必要なスタディスキル、ディス

カッション、グループワーク、個人やグループ

でのプレゼンテーションなどを経験。2年次

からは、学生が学びたいものを自身で選択

し、その専門性を深めていく専門ゼミへ。

ここでは、個人やグループに分かれて研究

テーマを決定。文献・資料の調査、アンケー

ト調査や企業訪問による実地調査、調査結果

の分析・まとめ、分析結果の発表、学外・学内

の学術大会への参加、そして卒業論文の作

成を通じて、テーマを追究していきます。専門

性を深めながら、主体的な学びであるALを

経験していくことで、社会人基礎力が身につ

き、卒業後は即戦力として活躍することがで

きます。

　

　

　就職支援も1年次からスタートします。

SPI（適性検査の一種）対策や外部講師によ

るガイダンスなどを実施し、早期のキャリア

形成を支援。2年次以降からは、メイク講

座、インターンシップ、マナー講座など就職

活動に向けた具体的な対策を実施。面接対

策講座やグループディスカッションなど、志

望企業に合格するためのプログラムも提供

しています。また、学内にて選考を行う『学内

選抜型プログラム』を実施。本学と関わりの

深い企業の協力を得て、夏休み期間に就業

体験を行っています。これは､事前指導から

事後指導、体験報告会まで約半年間に渡る

プログラムです。

　最も特徴的なのは、顔が見える支援であ

ることです。教職員は全学生と個別面談を

通じて各学生の志望や適性に沿ったアドバ

イスを行い、学生が希望する企業の内定を

取得できるまでサポートしています。これら

の支援が、就職率99.4％（2020年4月）と

いう数字を実現。卒業生は、実践的な学習を

活かした商社・流通・サービス業をはじめ、製

造業、金融、教育産業などさまざまな分野で

活躍をしています。

アクティブラーニング（AL）×ゼミナール教育で社会の即戦力を育成

05
こころが通う大学、「伝統」と「実学」の融合の場

「入試課」　TEL：0120-012-816
MAIL：nyushi@takachiho.ac.jp
URL：https://www.takachiho.jp/admission

高千穂大学

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

●京王井の頭線「西永福駅」北口から徒歩約7分

商学部：マーケティングコース、金融コース、会計コース
経営学部：企業経営コース、経営法務コース、起業・事業
承継コース、情報コース
人間科学部：人間科学専攻（社会・ライフデザインコース、  
心理・コミュニケーションコース）、児童教育専攻

専門性を深めながら

主体的な学びを経験する

支援は1年次から顔の見えるサポートで

就職率は99.4％（2020年4月）

顔の見える個別サポートで高い就職率を達成。東京都杉並区に位置する高千穂大学。日本の私学で最初の高等商業学校を前身にし、今年、創立117周年を迎える。

ゼミはALで実施｡ゼミナール発表会では研究成
果を披露します｡

CAMPUS FILE
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オンラインイベントのお知らせ

Webオープンキャンパス

ファッションショー『Chers amis』
ファッションクリエイション学科
大学ホームページにて公開中

卒業イベント『Anastasia』
国際ファッション文化学科
大学ホームページにて2月下旬配信予定

卒業研究展
デザイン・造形学科／建築・インテリア学科
大学ホームページにて2月上旬配信予定

　電気通信大学は2018年12月に創立100

周年を迎えました。前身は、1918年に無線通

信士の養成機関として発足した無線電信講習

所。それから100年、情報や通信のみならず、

物理科学、化学・生命、エレクトロニクス、フォト

ニクスなど、科学・技術の基盤を支える重要な

分野から、ロボティクス、制御、光工学、さらにメ

ディア、セキュリティ、人工知能、ビッグデータ

解析など、現在及び未来の社会の持続的発展

を支えるために必要な先端的科学・技術分野

を担うに至っています。

　

　

　学びの特徴は、学部・学科制ではなく、「Ⅰ類

（情報系）」、「Ⅱ類（融合系）」、「Ⅲ類（理工系）」

の3つの類と、夜間主の社会人向け課程の、

先端工学基礎課程から成る「情報理工学域」

による教育であること。これは専門分野によ

り分類した学科という枠組みを再編し、緩やか

にまとまった3つの「類」としたものです。「類」

では、本学の基盤である情報理工学を中核と

しつつ、各類に関連する学問を幅広く学び、年

次を重ねる過程で専門分野を絞り込むことが

できます。さらに、3年次以降の14の教育プ

ログラムにより、学域と博士前期課程（修士課

程）の教育の一貫性を強化し、裾野の広い基

礎力と高度な専門性を、段階的かつ体系的に

身につけられます。また、本学では「ものづくり

教育の根本は、ものづくりの楽しさと喜びを知

り、つくりあげた達成感を得ること」と考え、も

のづくりを楽しむ力を養い、創造性を高める教

育プログラムとして、『楽力』教育を展開して

います。学生たちは自らアイデアを練り自分

の手でロボットや電子回路、ソフトウェアなどを

創作し、ものづくりの楽しさや、達成感を体験。

授業で学んだことを実践する貴重な場となって

います。本学が社会に輩出してきた高度専門技

術者に対する産業界の高い評価を背景に、

2020年有名企業400社実就職率ランキング

において、全国第4位となっています（大学通信

社調べ）。

「類」による教育研究体制で情報理工学を中核とした基礎力と高度な専門性を体得

CAMPUS FILE 07
ひらけ、INNOVATION！

「入試課入学試験係」　
TEL：042-443-5103
URL：https://www.uec.ac.jp/

電気通信大学

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

●京王線「調布駅」中央口から徒歩5分

情報理工学域：Ⅰ類（情報系）、Ⅱ類（融合系）、Ⅲ類（理
工系）、先端工学基礎課程（夜間主課程）

先端的科学・技術分野で

社会の継続的発展を担う

身についた技術は産業界の即戦力に

最寄りの調布駅からは徒歩5分と非常に便利
で、キャンパスは分散せずに大学院を含め全て
一つにまとまっています。図書館にオープンした「UEC Ambient Intelligence Agora」は、AIの研究とコラボしたアクティブラーニングスペースです。

学生宿舎、共同研究施設などで構成された100
周年キャンパス「UEC Port」は、本学の発展と
地域・社会との連携・共生の場。

　ファッションやデザイン教育のパイオニア

として、業界に多くの優秀な人材を輩出して

きた文化学園大学｡ファッションという言葉

が従来の定義や解釈を超えて大きく広がる

今日、服装領域から始まった本学は、デザイ

ン･インテリア・観光の領域にも教育の裾野

を広げています。

　新宿駅から徒歩7分。世界中からヒト・モ

ノ・コトが集まる東京・新宿にあるキャンパス

で、最先端のデザインやトレンドを肌で感じな

がら学ぶことができます。学内には国内外の

ファッション誌約900タイトルを含め約34

万冊を所蔵する図書館など、学びの施設が

充実しています。

　また、キャンパスには全国から集まる学生

はもちろん、海を渡りやってくる言葉も文化

も違う留学生、そしていろいろな背景を持つ

講師陣など、多様な人々が行き交っています｡

たくさんの刺激とさまざまな価値観との出会

いの中で、自身の視野を大きく広げるととも

に、これからの時代を担う豊かな感性が磨か

れていきます。

　本学では従来の座学を中心とした教育では

なく、より実践的な学びを目的としたグルー

プディスカッションやリサーチ、プレゼンテー

ションなどのアクティブラーニングを積極的に

取り入れています。中でも数千人の観客に披

露する伝統のファッションショーは、衣装製作

をはじめ、モデル、照明、音響や会場案内まで

学生が担う一大イベント。実社会と向き合う

ことで得る現場で活躍するためのスキル、

チームワークや達成感、感動は、将来の夢へ

と向かう大きなエネルギー源になるでしょう。

　文化学園大学でしか得られない経験の数々

は、将来の強みとなる確かなスキルを育み、社

会で生きる本当のチカラを身につけるために

存在しています｡

新宿駅から徒歩7分のキャンパスで
ファッション・デザイン・インテリア・観光を学ぶ

06
時代をリードする「新しい美」を追究し、次世代の「文化」を創造する

「入試広報課」
TEL：03-3299-2311
URL：https://bwu.bunka.ac.jp

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

●京王新線「新宿駅」新都心口から徒歩約４分
●「新宿駅」下車。南口または甲州街道改札より
甲州街道を初台方面へ徒歩7分

服装学部：ファッションクリエイション学科、ファッシ
ョン社会学科
造形学部：デザイン・造形学科、 建築・インテリア学科
国際文化学部：国際文化・観光学科、 国際ファッショ
ン文化学科

学生一人ひとりを深く理解し、それぞれの個性を
伸ばしていくきめ細やかな教育を行っています。

ハイレベルな最新設備が整うキャンパス。

キャンパスは新宿新都心

社会とのつながりを活かした実践的な学び　

文化学園大学

企画から発表まで学生が手がけるファッションショーを
はじめ、実践的な学びを多く取り入れています。
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　東京都立大学（旧首都大学東京）は、東

京都が設置する唯一の公立総合大学です。

2005（平成17）年4月、「首都大学東京」

という大学名称で「東京都立大学」「東京

都立科学技術大学」「東京都立保健科学大

学」「東京都立短期大学」の4つの大学を

再編・統合して設置。2020（令和２）年4

月1日には、名称を「東京都立大学」に変更

しました。

　本学は発足以来、世界でもトップクラス

の大学であり続けるために、教育､学術研

究はもとより、国際化、ダイバーシティ、社

会貢献等の分野においても、環境の整備を

続けてきました。大学名称変更後も、これ

まで培ってきた教育力・研究力を基盤に、

さらなる発展を目指していきます｡

　本学の特色は、総合大学として基本的な

学問分野を網羅しつつ、お互いの顔が見え

る親密な人間関係のなかで教育・研究が行

われていることです。また、学部・学科を越

えた教育や研究活動も活発に行われており､

専門分野が異なる学生が教養課程を同じ

キャンパスで学び合うことができることも、

大きな魅力のひとつです｡

　幅広い教養と専門知識を教育すること

はもちろんですが、より大きな目標として、

学生自身の能動的・主体的な学びの姿勢

を育てることがあります。「本物の考える

力」と、誰とでも協働できる能力を身に付

けた、将来の社会環境・自然環境の変化に

対して創造的な貢献ができる人材を世に

送り出すことを目指し、学生みなさんの

「本物の学び」を全力で支援しています｡

社会の変化に適応した「本物の学び」を支援する

08
東京都が設置する唯一の総合大学

「南大沢キャンパス　東京都立大学
アドミッション・センター（入試課）」
TEL：042-677-1111（代表）
URL：https://www.tmu.ac.jp
「日野キャンパス　管理課庶務係企画担当」
TEL：042-585-8613
URL：https://www.sd.tmu.ac.jp
「荒川キャンパス　学務課」
TEL：03-3819-1211（代表）
URL：https://www.hs.tmu.ac.jp

高千穂大学

問い合わせ先・資料請求

アクセス

[南大沢キャンパス]
●京王相模原線「南大沢駅」から徒歩約５分
[日野キャンパス]
●ＪＲ中央線「豊田駅」北口から徒歩約２０分
　または京王バス「平山工業団地循環」乗車で約10分
　「旭が丘中央公園」下車徒歩約５分
　その他アクセス方法はこちら
　URL： https://www.sd.tmu.ac.jp/access.html/
[荒川キャンパス]
●都電荒川線、日暮里・舎人ライナー「熊野前駅」から徒歩約３分

学部・学科

［南大沢キャンパス］
人文社会学部：人間社会学科、人文学科
法学部：法学科（法律学コース、政治学コース）
経済経営学部：経済経営学科（経済学コース、経営学コース）
理学部：数理科学科、物理学科、化学科、生命科学科
都市環境学部：地理環境学科、都市基盤環境学科、建築
学科、環境応用化学科、観光科学科、都市政策科学科
システムデザイン学部：情報科学科、電子情報システム工
学科(情報システムコース、電気通信システムコース）、機械
システム工学科(知能機械コース、生体機械コース）、航空宇
宙システム工学科、インダストリアルアート学科
健康福祉学部：看護学科、理学療法学科、作業療法学科、放射線学科
［日野キャンパス］
システムデザイン学部（主に3・4年次）
［荒川キャンパス］　
健康福祉学部（2～4年次）

2020年4月より、

大学名称を東京都立大学へ

親身な人間関係を育む

シームレスな教育・研究環境

荒川キャンパスは、「健康福祉学部」の2～4年次、
大学院「人間健康科学研究科」（ヘルスプロモー
ションサイエンス学域を除く）の学びの場となっ
ています。

開放的で緑豊かなキャンパスは、ドラマやCMのロケ地になることも。

日野キャンパスには、世界で活躍できるエンジニア、
研究者、クリエイターを育成する「システムデザイン学
部」と大学院「システムデザイン研究科」があります。

CAMPUS FILE

※首都大学東京は、2020年４月１日に大学名称を東京都立大学に変更しました。

　「家政学部」「文学部」「社会情報学部」「人

間関係学部」「比較文化学部」「短期大学部」

での学びを通して、実社会に対応できる知

識・技能、高い教養と豊かな人間性を養いま

す。また、学生たちの幅広い学びへの意欲に

応えるとともに、奥行きの深い学びと就職・

進学に直結した、時代に対応できる能力や

資格取得能力を育成し、自立した社会人を目

指せる環境をそろえています。

　伝統と確かな実績を誇る女子教育によ

り、在学中はもちろん、社会に出てからも、

一層のスキル向上のために「学び続けるこ

とのできる女性」、そして、加速する時代の

変化やさまざまなライフイベントにも柔軟に

対応しながら「働き続けることのできる女

性」を育成します。

多彩な学びで、学び働き続ける女性を育成する

09
学び続け､働き続けることのできる自立自存の女性を育成します

「千代田キャンパス（広報・入試センター）」
TEL：03-5275-6011
「多摩キャンパス（教育・学事支援センター）」
TEL：042-372-9970
URL：http://www.otsuma.ac.jp/

問い合わせ先・資料請求

アクセス

[千代田キャンパス]
●JR総武線「市ケ谷駅」から徒歩約10分、東京メトロ
　有楽町線・南北線、都営地下鉄新宿線「市ケ谷駅」
　(A3出口)から徒歩約7分
●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」から徒歩約5分
●東京メトロ東西線「九段下駅」から徒歩約12分
[多摩キャンパス]
●京王相模原線「京王多摩センター駅」乗り換え、
　小田急多摩線「唐木田駅」から徒歩約5分

学部・学科

[千代田キャンパス]
家政学部：被服学科、食物学科（食物学専攻／管理栄
養士専攻）、児童学科（児童学専攻／児童教育専攻）、
ライフデザイン学科
文学部：日本文学科、英語英文学科、コミュニケーショ
ン文化学科
社会情報学部：社会情報学科（社会生活情報学専攻
／環境情報学専攻／情報デザイン専攻）
比較文化学部：比較文化学科
短期大学部：家政科（家政専攻／生活総合ビジネス専
攻／食物栄養専攻）、国文科、英文科
[多摩キャンパス]
人間関係学部：人間関係学科（社会学専攻／社会・臨
床心理学専攻）、人間福祉学科

来場型オープンキャンパス
千代田キャンパス（事前予約制・全学部対象）
11月28日（土） 14：00～
・大妻女子大学プレテスト（英語）・解説講座
・教職員による個別相談　
・赤本の配布　など

グループワークを随所に取り入れ、集団の中での
主体性やコミュニケーション力などを養います。

皇居や日本武道館､各国大使館が徒歩圏内｡都心にありながら落ちついた雰囲気の千代田キャンパス｡

最寄駅から徒歩5分、四季の彩りが美しく、ケヤキ
並木が続く学園通りが印象的な多摩キャンパス。

CAMPUS FILE

Point 1 A方式では1度の受験で複数の学科・専攻へ出願可能！

一般選抜はWeb出願のみ！募集要項･入学願書の取り寄せ不要！

高得点科目で合否を判定！

入学検定料割引制度あり

A方式Ⅰ期では、同一試験日・同一問題で複数の学科・専攻へ出願が可能です。
受験機会が増え、合格のチャンスが増えるメリットがあります。

一般選抜A方式（個別学力試験）・B方式（大学入学共通テスト利用）は、手続きが簡単な「Web出願」のみ！
募集要項は本学ホームページからダウンロード！

Point 2

選択科目を指定科目数以上受験した場合、高得点科目で判定します。
A方式Ⅰ期では、同一試験日内の選択科目が対象で、科目は受験時に選択できます。

A方式Ⅰ期、B方式Ⅰ・Ⅱ期で複数の学科・専攻へ出願する方は、
入学検定料が割引されます！

Point 3

（例）A方式Ⅰ期の場合：2学科・専攻目から1学科・専攻につき15,000円割引
　　B方式Ⅰ期の場合：2学科・専攻目から1学科・専攻につき7,000円割引

大妻女子大学
大妻女子大学短期大学部
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　1885年に設立された「英吉利（イギリス）

法律学校」がルーツの中央大学。時代ととも

に総合大学に発展した本学は、2019年4月

に「国際経営学部」「国際情報学部」の2学部

を開設しました。8学部26学科を擁する学び

の環境の中では､多様な価値観の交流が生ま

れ、豊かな人間性が育まれています｡多摩キャ

ンパスでは法・経済・商・文・総合政策・国際

経営学部、後楽園キャンパスでは理工学部、

市ヶ谷田町キャンパスでは国際情報学部の

学生が学んでいます。

　本学の学びの特徴は、実社会が求める人材

を育成する実学教育です。熱意あふれる教員

たちから生きた知識を吸収しながら、キャンパ

ス内で多様な学生たちが切磋琢磨し、インター

ンシップや留学制度を利用して社会を知る。ま

た各種資格についても充実した対策講座を設

置し、難関国家資格試験では全国トップレベル

の高い合格実績を誇っています｡中央大学は、

社会に通用する「実学」を修得できる大学です。

　2020年4月､多摩キャンパスに、グローバル

な教育研究施設を備えたグローバル館と、外国

人留学生との交流施設を兼ね備えた国際教育

寮を開設しました。また、2021年4月には、学部

横断的な最先端の学びと交流の拠点となる

「学部共通棟（仮称）」を多摩キャンパスに開設す

るほか、国内有数の研究力を誇る理工学部（後

楽園キャンパス）では「ビジネスデータサイエンス

学科」が始動し、ビジネスをけん引するデータサイ

エンティストを養成するなど、理想の学びの環境

へと進化を続けています。そして、2023年には

法学部が都心へ展開予定。法科大学院と連携し

た教育が盛んとなり、学生たちの学習意欲をま

すます刺激する環境となりそうです｡

8学部26学科を擁する総合大学で豊かな人間性を育む

10
桐朋なら､選べる｡ふたつの未来

「入学センター」
MAIL：k-grp@g.chuo-u.ac.jp
URL：https://www.chuo-u.ac.jp

問い合わせ先・資料請求

アクセス

［多摩キャンパス］
●多摩モノレール「中央大学・明星大学駅」直結
●京王動物園線「多摩動物公園駅」から徒歩約１０分
［後楽園キャンパス］
●東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」４b出口から
　徒歩約５分
●都営地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」６番出口から
　徒歩約６分
［市ヶ谷田町キャンパス］
●東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」
　（６番出口）正面
●JR中央・総武線、都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」
　A1出口から徒歩約５分

学部・学科

法学部：法律学科、国際企業関係法学科、政治学科
経済学部：経済学科、経済情報システム学科、国際経
済学科、公共・環境経済学科
商学部：経営学科、会計学科、商業・貿易学科、金融
学科
理工学部：数学科、物理学科、都市環境学科、精密
機械工学科、電気電子情報通信工学科、応用化学科、
経営システム工学科※、情報工学科、生命科学科、人
間総合理工学科
文学部：人文社会学科
総合政策学部：政策科学科、国際政策文化学科
国際経営学部：国際経営学科
国際情報学部：国際情報学科
※理工学部：経営システム工学科は2021年4月より
「ビジネスデータサイエンス学科」に名称変更

世界に通用する人材を育成する

11
行動する知性。-Knowledge into Action-

2023年の法学部都心展開に向けて、茗荷谷駅前に
建設予定の新キャンパス外観イメージ。

「グローバル館・国際教育寮」（下段左、2020年4月開設）と「学部共通棟（仮称）」（下段右、2021年4月開設予定）の誕生で､
学修環境がますます充実する多摩キャンパス。

建学の精神を受け継ぎ、時代と人の架け橋となる市ヶ谷
田町キャンパス（新宿区）に開設された国際情報学部。

CAMPUS FILE

　芸術を志す学生には、能動的で自立した姿

勢、共に高め合う力が求められます。桐朋学園

芸術短期大学では、『芸術は、学び、鍛えるもの

だ』という蜷川幸雄前学長のモットーを継承し、

21世紀の演劇・音楽界で活躍する人材育成の

ため、芸術教育の原点に立ち戻った授業を展

開。桐朋での時間は好きなことに好きなだけ浸

れる、まさに演劇・音楽浸けの日々となります。

　こうした学生生活の基盤となるのは、少人数

クラス編成のもと、一人ひとりを勉学の大切な

主人公ととらえ、その可能性を引き出し、個の能

力を伸ばしていこうという血の通った教育方

針。演劇や音楽に魅入られた学生たちが、切磋

琢磨し、自ら学び、自ら鍛える──。本学は今後

もそのような場でありたいと思っています。

　また、2018年、専攻科演劇専攻および音楽

専攻は、独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構により、「大学教育に相当する水準の教

育を行っている」との認定を受けました。芸術科

+専攻科の4年間の学びで所定単位を修得し、

同機構の審査に合格することで、4年制大学を

卒業した場合と同じ「学士」の学位を取得する

ことが可能になりました。「学士（芸術学）」の学

位を取得すれば、4大卒と同等の就職、大学院

進学、世界に通用するプロの芸術家など、将来

がより広がります。

　芸術科の濃密な2年間でしっかりと力をつけ

て卒業し、プロを目指すのか。専攻科でさらに2

年間深く学び、実践力に磨きをかけるのか。2

年間学んだところで、この先の道をどう進むか、

もう一度自分と向き合う機会を持てることも、

＜短期大学＞ならではの魅力のひとつです。

専攻科カリキュラムのさらなる充実で､大学院進学など、
さまざまな夢が実現できる短大へと進化

「教学課入試係」　
TEL：03-3300-4252
MAIL：info-college@toho.ac.jp
URL：https://college.toho.ac.jp/

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

●京王線「仙川駅」から徒歩5分 
●ＪＲ線「吉祥寺駅」から「仙川行き」バス25分 
　終点「仙川」下車、徒歩6分 
●ＪＲ線「三鷹駅」から「仙川行き」バス30分 
　終点「仙川」下車、徒歩6分
●小田急線「成城学園前駅」から
　「調布駅南口行き(仙川駅経由)」バス15分
　「狛江営業所行き」バス15分　
　「狛江駅北口行き」バス15分 
　いずれの系統も「仙川駅入口」バス停にて下車、
　徒歩1分 

演劇専攻
音楽専攻：ピアノ専修、声楽専修、管弦専修（管楽器、弦楽
器、ギター）、日本音楽専修

【演劇専攻】実技と理論の実践で、ステップごとにプ
ロの演劇人へ近づいていきます。

日本でただひとつの実践型芸術短期大学。
演劇と音楽、好きなことに集中できる濃密な毎日を送ることができます。

【音楽専攻】小さなキャンパスに閉じ込めきれない、
大きな音楽との出会いがあります｡

CAMPUS FILE

中央大学桐朋学園芸術短期大学

社会に呼応し､進化し続ける学修環境
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　スポーツ方法、スポーツコーチング、スポー

ツコンディショニングを柱に学びます。スポーツ

をピラミッドで表すと、頂点の部分、プレイヤー

として、またプレイヤーを支えるコーチとして、

この頂点を極めたいと考えている人に向いて

います。将来、アスリート、保健体育教員、コー

チ、地域スポーツの指導員などになりたいとい

う夢の実現を目指す人が学んでいる学科です。

　日本で初めて、国内の大学の体育学部ダンス

学科として、2020年4月にスタートしました。ダ

ンス学科では、ダンス芸術、ダンス指導法、ダン

ス・マネジメントを柱に、ジャンルを超えたさまざ

まなダンスを学びます。将来、ダンサーや振付家

などのダンス・アーティストやダンス指導者とし

て活躍したいと考えている人に向いています。

　スポーツ教育、健康運動指導、スポーツマネジ

メントを柱に学びます。スポーツ科学科と同様に

学科名に“スポーツ”と付いていますが、ピラミッド

の頂点を目指すスポーツ科学科と違い、健康ス

ポーツ学科では、スポーツを通じてあらゆる年代

の人々の心と身体に働きかけ、生涯にわたり健康

で豊かな生活を送ることができるようサポートす

る力を身につけ、社会を元気にする「健康」と「ス

ポーツ」分野のスペシャリストなどとして活躍でき

る人材を育成していきます｡

学びの柱は、子どもの発達と運動能力、感性、

スポーツが好き！ ダンスが好き！ 子どもが好き！
特色ある4学科から「好き」を学ぼう

12
グローバル時代を見据えた１４３年の歩み

「入試・広報課」
TEL：03-3300-2250
MAIL：nyushi@jwcpe.ac.jp
URL：https://www.jwcpe.ac.jp/

問い合わせ先・資料請求

アクセス

●京王線「千歳烏山駅」北口からバス７分
　「日本女子体育大学前」下車
　または、徒歩２０分
●JR中央線「吉祥寺駅」南口からバス２５分
　「日本女子体育大学前」下車

学部・学科

体育学部：スポーツ科学科、ダンス学科、健康スポー
ツ学科、子ども運動学科

プレイヤーやコーチを目指す人はスポーツ科学科

ダンス芸術からマネジメントまで学べるダンス学科

学部横断で､世界で通用する｢対話力｣を獲得

少人数ゼミナールで｢表現力｣を鍛える

13
体育を中軸に据えた全人教育

トラック＆フィールドは全天候型。ほか､体育大学な
らではの充実したスポーツ施設が揃っています｡

日本女子体育大学は、スポーツ科学科､ダンス学科、健康スポーツ学科、子ども運動学科とどの学科も「身体」をベースにしていて、
４つの専門分野を学ぶ学科構成となっています｡

クラブ活動では、得意競技に打ち込むことも､初心者と
して新しいスポーツに取り組むことも可能です｡

CAMPUS FILE

　二松学舎大学は、１877（明治10）年10月

10日、漢学者であり、明治法曹界の重鎮でも

あった三島中洲が、九段の地に漢学塾二松学

舎を創立したことに始まります。当時の日本は、

欧米など先進国の文化が取り入れられた、いわ

ゆる西洋学の華やかな時代でした。中洲は、「西

洋文明の進んだ部分を自分たちのものにする

には、まず東洋の文化を学び、日本人の真の姿

を知ることこそが重要である」と主張し、漢学を

若者たちに教授することで、社会に有為な人材

の育成を目指しました。

「己ヲ修メ人ヲ治メ一世ニ有用ナル人物ヲ養成ス」

(自ら考え行動できる能力を鍛え、社会のため

に貢献する人物を養成する)

　中洲は、日本という国が世界に開かれようと

している時代に、自国の文化を正しく理解し､母

語を正しく表現することができる真の国際人の

養成を目指したのです。同時に、断片的な知識

だけではなく、物事を深耕する力を身に付ける

ことの大切さを説きました。創立から143年。私

たちは今も変わらず､「東洋文化への理解と言

葉の力を礎に､世界へと漕ぎ出す人材を育てる

こと」を追求しています｡

　二松学舎大学では文学部で約800、国際政

治経済学部で約350と常に1,000以上の講

義を実施しています｡しかも多くの学部・学科の

ボーダーフリー。学部の専門性だけにとらわれ

ず、政治や経済など世の中の仕組みへの理解

を深め、日本文学や文化についても堂々と話せ

る知見を得ることで、誰とでも対話できる力を

身に付けます｡

　文学部、国際政治経済学部の両学部共に1

年次から「基礎ゼミナール（国際政治経済学部

では基礎ゼミ）」に所属します。少人数制のため

「言葉の力＝国語力」を高めることが真のグローバル人材を育む

「入試課」　
TEL：03-3261-7423
MAIL：nyushik@nishogakusha-u.ac.jp
URL：https://www.nishogakusha-u.ac.jp/
　　　 admission/

問い合わせ先・資料請求

アクセス

学部・学科

［九段キャンパス］
●東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線
　「九段下駅」2番出口から徒歩約8分
●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」
　5番出口から徒歩約10分
●JR中央線（総武線）、東京メトロ有楽町線・東西線・
　南北線「飯田橋駅」から徒歩約15分
●JR中央線（総武線）、東京メトロ有楽町線・南北線、
　都営新宿線「市ヶ谷駅」から徒歩約15分

文学部：国文学科、中国文学科、都市文化デザイン学科
国際政治経済学部：国際政治経済学科、国際経営学科

国際政治経済学部では、政治・経済・法律・文化な
どを融合した教育研究や、企業経営を巡る諸領域
についての教育研究を行います｡

明治10年の創立以来、夏目漱石や平塚雷鳥など、多くの人々が学んだ九段キャンパスは、皇居・官公庁・数多くの文教施設が
立ち並ぶ、東京の中心に位置しています。

文学部では、国文学・中国文学・語学・文化学及び
表現力や情報発信力を身につけ、異文化に対する
理解を備えた真の国際人を育成します｡

CAMPUS FILE

二松学舎大学

発言する機会が多く、主体的な姿勢を早い段階

から身に付けることができます。自分とは異な

る考え方の人の意見に耳を傾け、自分の意見が

相手に伝わるように試行錯誤する。そのプロセ

スを繰り返すことで高いコミュニケーション力

の獲得を目指します。

日本女子体育大学

スポーツを通じて社会を元気に！健康スポーツ学科

体を動かして子どもを笑顔に！子ども運動学科

子育て支援。子どもたちが楽しく自発的に身

体を動かし、自らを豊かに表現できる環境づ

くりを目標とし、それを理論と実践の両方で

実現できる力を育成します。将来、愛情をもっ

て子どもに体を動かすことの楽しさを伝えられ

る幼稚園教諭および保育者を目指す人が学

ぶ学科です。
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次世代のよりよい暮らしを守るために。
自然に学び、未来を見つめながら大学がやっていること。

【問い合わせ先】広報部／ TEL：0120-124979 ／ URL：http://univ.yamazaki.ac.jp

かいぼりで八王子の生態系維持に貢献

長池自然公園かいぼりプロジェクトヤマザキ動物看護大学

「かいぼりプロジェクト」で、池の清掃を行う学生
（上）。骨格標本展示の様子（下）。

学生は清掃ボランティアとして、ヌカエビやトウ

ヨシノボリなど在来種の救出に貢献しました。

　また、公園の協力のもと、園内で自然死した

野生動物たちの骨格標本展示や標本作成の

体験を行う「大学生によるホネホネ教室」を

開催しています。昨年11月の「かいぼりを通し

て魚の体の作りを学ぼう～タイのタイってなん

だ？～」は、「大学コンソーシアム八王子 令和

元年度学生企画事業補助金対象事業」に選出

されました。

　本学の動物機能形態学研究室は、長池自然公

園の「かいぼりプロジェクト」に参加しました。プ

ロジェクトは、渇水などにより衰退した池の水生

植物の再生を目指し、生態系を取り戻す試み。

【問い合わせ先】アドミッションオフィス／ TEL：042-782-9411／ MAIL：nyushi@kasei-gakuin.ac.jp ／ URL：https://www.kasei-gakuin.ac.jp/    

「江戸エコかるた」のモットーは、「ヘルシーな食、工夫して楽しむ、思いを馳せる」。全44組。

江戸時代のエコ精神に学ぶ､現代の食品ロス削減

をなくそうプロジェクト｣に紹介され､食

品ロス削減推進会議で話題に｡環境省＆

　東京家政学院大学の現代家政学科で家

庭科教員を目指す学生２２名が､本学付属

図書館にある資料コレクション｢大江文庫

｣（本学創設者の業績を記念して命名）の江

戸時代の料理書「豆腐百珍｣や錦絵を活用

し､食品ロス削減を呼びかける４４組の｢江

戸エコかるた｣の読み札･絵札を作成しまし

た｡これは、上村協子教授が研究代表者と

して取り組んでいる｢江戸エコ弁当に学ぶ､

千代田の食品ロス削減｣の事業の一環です｡

　子どもから高齢者まで幅広い年齢層が

楽しめる｢江戸エコかるた｣を使って食品

ロス削減に取り組むユニークな活動は､

消費者庁のウェブサイト｢食べもののムダ

江戸エコかるた東京家政学院大学

TABETE Youth Action Projectにも採

択されました｡



【問い合わせ先】総合企画部広報課／ TEL：03-3340-1498／ MAIL：gakuen_koho@sc.kogakuin.ac.jp ／ URL：https://www.kogakuin.ac.jp/

レース中、車体のソーラーパネルを充電。
人工衛星にも使われる最新の太陽電池です。

最先端のソーラーカーで地球の未来を守る！

ます。2019年10月には、オーストラリア大陸

を縦断する世界最高峰のソーラーカーレース

「ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ

（BWSC）」に参戦し、５位に入賞しました。

　また、「総合研究所 ソーラービークル研究

センター」として、多数の教授陣やサポート企

業とともに電気自動車の要素技術の開発につ

ながる研究を行っています。社会・産業と学問

を組み合わせた最先端技術の実践場でもある

工学院大学ソーラーチーム。世界一のソー

ラーカー製作を通じて、クリーンエネルギー分

野における技術革新・社会実装を目指します。

　工学院大学ソーラーチームは、「50年後の

未来を考えた地球の持続的利用」を理念に掲

げ、太陽光のみを動力源とするソーラーカー

を開発しています。チームは300名を超える

学生プロジェクト。車両の開発・設計から製作、

レースでの走行までを学生主体で実施してい

ソーラーチーム工学院大学

【問い合わせ先】 入試センター／TEL：042-350-7110／ MAIL：kouhou@komajo.ac.jp／ URL：https://www.komajo.ac.jp/uni

レジ袋削減運動駒沢女子短期大学

食堂の売店でも学生たちに「レジ袋削減」の協力をお願い
しています。

レジ袋削減をアピールする可愛いポップアップカードです｡

月からレジ袋削減運動を開始しました｡「保育

実習指導」や「基礎講座」の授業で、「私生活は

もちろん、キャンパスライフでも、積極的にレ

ジ袋削減に取り組んでいきましょう！」と声をか

けたところ､学生たちはマイバッグを持ちはじ

め､普段何気なくもらっていたレジ袋の使用を

控えるようになりました。

　このような環境への配慮の意識を継続する

べく、駒沢女子短期大学保育科では、ポップ

アップカードでレジ袋削減を促す掲示物を制

作しました。キャンパス内の食堂やコンビニの

レジ横で､かわいく「レジ袋削減運動」をア

ピールしています｡

　本学では、未来を担う子どもたちのために

　国際社会における脱石油､脱プラスチック

の動きを受け､今年の7月から全国一律でプ

ラスチック製のレジ袋が有料になりましたが、

それに先立ち､駒沢女子短期大学では、昨年7

も､学生一人ひとりのエコ意識を大切にして

いきたいと思っています。

“映え”るポップアップカードで高まる「NOレジ袋」

【問い合わせ先】 管財課／TEL：03-3313-0142 ／ URL：https://www.takachiho.jp/outline/campus_map

校舎のエコロジー高千穂大学

１号館の大・中教室は、室内温度が一定に保たれ、最適
な授業環境が維持・管理されています。

自動換気窓（写真上部）は、換気と密閉圧を和らげ、正圧・
負圧の発生を抑えています。

は屋上太陽光パネルから得たエネルギー

を利用しています｡

 　高千穂大学は､キャンパスの随所に環

境負荷軽減の対策をしています。

　１号館の屋上塔屋にある欄間状の窓は､館

内の換気を十分にするだけではなく､密閉

圧を和らげる優秀な窓｡また､１号館と７号

館は杉並校地の自然環境を享受できるよ

う､居室の窓のすべてに網戸を付け､自然

採光が十分に採れるように大きな窓（サッ

シ）となっています｡冷暖房空調設備には

吹き出し口にひと工夫｡教室の教壇から後

段聴講席まで筒状のダクトを等間隔に配

置し､室内温度のムラを少なくしています｡

また､トイレの洗浄水にはろ過殺菌装置を

経た雨水を利用､共用部の電気の一部に

自然と共存できるキャンパスを目指して

【問い合わせ先】入試広報課／ TEL：03-3299-2311／ URL：https://bwu.bunka.ac.jp

キャンドルナイトは、キャンパスのエントランス前で実施。新
宿という立地もあり、多くの方にご覧いただいています。

「エコプロダクツ展」には2011年から参加。循環社会に対応
した人材育成のカリキュラムと、その成果である学生作品を
紹介してきました。

学部を超えて目指すサステナブルなファッション業界

　そのうちの一つである､「エコとファッショ

ンについて学ぶ｣では､ファッション業界が

抱える環境問題を理解し､サステナブルな

解決策を考案､提案しています。

　ファストファッションやラグジュアリーブ

ランドにおける事例を学ぶほか､古着の視

点からディスカッションを展開するなど､

さまざまなカテゴリーから業界のエコのあ

り方を学びます｡さらに､学内外のエコ意識

を高めるイベントも実施｡アジア最大級の

環境展示会「エコプロダクツ展｣への出展

や､廃ビンを再利用したキャンドルナイト

をキャンパスで実施するなど､環境啓発

活動に努めています｡

　文化学園大学では､学部･学科を超えた

学生同士､専門の異なる教員同士､本学と

産業界､地域､国内外の他大学などとの協

働を意図して､｢コラボレーション科目｣を

開講しています。

エコとファッションについて学ぶ文化学園大学

※新型コロナウイルス感染症の影響で､取り組みの一部を変
更しています｡(画像は昨年度のものです)

2019年に完成した５号機「Eagle」｡BWSCでは、革新的な技術が
評価され、技術賞も受賞しました。
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【問い合わせ先】 教学課／ TEL：03-3300-4252 ／ MAIL：info-college@toho.ac.jp ／ URL：https://college.toho.ac.jp/

リ・ファッション ラボ桐朋学園芸術短期大学

日本リ・ファッション協会に衣装協力をしていただいた50期ミュージカルコース試演会「1005804237」（左）と51期ミュージカルコース卒業公演「SPRING AWAKENING」（右）の舞台。

自分たちの公演に活用できそうな古着をピッ

クアップ｡スタイリングやリメイクを施して､舞

台衣装として再び命を吹き込んでいます｡

　「リ･ファッション ラボ｣は､一般社団法人日

本リ･ファッション協会による活動｡回収した

　桐朋学園芸術短期大学演劇専攻の一部公

演では､衣装担当の学生たちが､不用な衣料

を再利用するプロジェクト｢リ・ファッション 

ラボ｣のボランティアに参加しています｡ラボ

が回収した衣料を仕分けしながら､その中から

衣料を､被災地や途上国､経済的困窮者の支

援､さらに｢衣育｣のワークショップなどにつな

げています｡桐朋学園芸術短期大学は､舞台

を通じて、この活動への賛同の意と協力の輪

を広げていきます｡

舞台で魅せるファッションの循環

【問い合わせ先】 広報室／ MAIL：kk-grp@g.chuo-u.ac.jp ／ URL：https://www.chuo-u.ac.jp

多摩キャンパス 学部共通棟（仮称）中央大学

自然豊かな多摩キャンパスの入り口に開設される「学部
共通棟」。

施設の中心となるフォレストプラザ（吹抜けアトリウム）は、半屋外のような開放感のある空間。

て学生同士や企業、地域の人々との交流拠点

として活用できる最先端の学び・交流の場と

なります｡

　建物には、建築計画と一体となった省エネ

技術を採用し、「令和元年度第1回サステナブ

　2021年4月、中央大学多摩キャンパスの入

り口に「学部共通棟（仮称）」を開設します。

　学部共通棟は、ユニバーシティ・メッセージ

「行動する知性。－Knowledge into Action－」

を体現した新たな大学の顔。多様な学修環境

に対応し、「知」が集合・発信される空間、そし

ル建築物等先導事業(省CO2先導型)」に採択

されました。また､林業家から直接調達した地

元多摩産材を積極的に活用するなど､SDGs

（持続可能な開発目標）に即した、環境配慮型

教育施設の実現を目指しています｡

森のキャンパスを象徴する新たな施設が誕生

【問い合わせ先】 総務企画課広報係／ TEL：042-443-5019／ MAIL：kouhou-k@office.uec.ac.jp ／ URL：https://aia.lib.uec.ac.jp/

附属図書館電気通信大学

電力消費量を計測するセンサー。約250個のセン
サーで収集したデータは無線通信によってサーバに送
信され、ビッグデータとして蓄積されています。

2017年4月にオープンした学修スペース「AIA」。個人利用
のほか、ディスカッションやプレゼンテーションなどのアク
ティブラーニングに利用できます。

なっています。電気通信大学でも、2016年7

月に国立大学初のAI 研究拠点「人工知能先

端研究センター」を、翌年4月には附属図書館

内 に「Ambient Intelligence Agora

（AIA）」を完成させました。

 　「AIA」では、すべての電源コンセントに電

力消費量を計測するセンサーを設置してい

るほか、人感センサーやCO₂濃度センサーな

どの各種センシングデバイスを多数設置。個

人情報に配慮した上で、利用者のアクティビ

ティと学修の様子をデータ化し、取得してい

ます。これらはビッグデータとしてAIで処理

を行い、空間とエネルギー利用の効率化を

図る研究や、快適な学修環境の提供に生

　近年、IoT とAI を連携させ、私たちの生活

環境をより豊かにするための「アンビエント

情報環境」の研究や空間づくりがさかんに

かす予定です。また、空調効率を落とさずに

効果的な換気を行うシステムなども構想中。

エコにも配慮した学修と研究の場となって

います｡

IoT×AI＝エコで快適な学修環境づくり

【問い合わせ先】広報･入試センター／ TEL：03-5275-6011／ URL：http://www.otsuma.ac.jp/

E棟12階に設置された太陽光パネル。日中発電する太陽光パネルは、昼間に電気を多く使う学校には適した設備です。

屋上の緑は遮熱などによる省エネの役割を果た
しているほか､観賞用としても役立っています｡テ
ラスは､学生たちの憩いの場となっています｡

キャンパスに散りばめられた省エネの立役者たち

湿度を感知し、エネルギー利用の最適化に

貢献するセンサーで、館内の省エネに努め

ています。地下では雨水を貯留し､トイレの

洗浄水などに利用しています。

　利便性の高い立地、デザインに環境、快

適さ、そして遊び心を兼ね備えたキャンパ

スで、学生が快適なキャンパスライフを送る

とともに、これらの設備で高めた環境意識

を社会に還元してくれることを期待してい

ます。

　大妻女子大学千代田キャンパス本館E・F棟

には、太陽光パネルやLED照明、複層ガラスな

どの環境に配慮した設備を採用しています｡ま

た、夏は冷たく冬は温かい地中熱を建物内に

利用する「クールヒートトレンチ」や、温度や

千代田キャンパス本館大妻女子大学
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開 催 日 程

※交通アクセスは京王・井の頭沿線の駅を中心に記載しています。

京王・井の頭沿線大学・短期大学58校の
一般選抜情報が満載！

一 般 選 抜

※詳細は各大学のホームページで必ず確認してください。
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【問い合わせ先】 施設管理課／ TEL：03-3300-2259／ URL：https://www.jwcpe.ac.jp/college_info/activity/environment/

環境・省エネルギー対策日本女子体育大学

地下水膜ろ過システムでは、地下水を孔径0.005ミクロン
（100万分の5ミリ）の穴を持つ膜でろ過。水道法の水質基準
をクリアした飲料水を供給しています｡

本学では緑あふれるキャンパスを目指し、緑化活動にも力
を入れています｡植栽や花壇の整備を積極的に行っている
ほか、地温上昇を防ぐ効果がある芝生のフィールドの管理
に努めています｡

省エネルギーにつながる設備を採用してい

ます。例えば、水資源を有効利用するべく、「地

下水膜ろ過システム」を導入。井戸から汲み上

げた地下水を高度な処理で、安全・安心な飲料

水に変えるシステムです。井戸は地震の影響

を受けにくいこと、また、自家発電装置を備え

ていることから、非常時には地域住民へ安全

な飲料水を供給することができます。また、電

力の使用状況を把握できる電力デマンド監視

や自動電圧制御システムの導入で、節電への

意識を高めています。

　本学では、これらの環境負荷の低減活動を

通じて、キャンパスでもスクールモットー

の「つよく 優しく 美しく」を実現しています。

　大学総合体育館やトラック&フィールド、

健康管理センター。スポーツ設備が充実した

日本女子体育大学ですが、地球環境保全も

重要な課題とし、キャンパスでは、省資源、

キャンパスも、“つよく 優しく 美しく”！

掲載情報は2020年10月現在の予定です。ウイルス感染の状況によっては、
内容変更などの可能性もありますので、必ず大学のホームページでご確認ください｡
また、お出かけの際はマスクの着用やソーシャルディスタンスをお心がけください。
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一般選抜日程
4544

■3教科型学部個別入試
（A方式）
2月14日（日）

■共通テスト利用3教科型入試
（C方式）
※独自試験なし

■共通テスト・独自併用5科目型
国公立併願アシスト入試
（P方式）
2月3日（水）

法律学科、政治学科
■2教科型グローバル教育
プログラム統一入試
（G方式）
2月3日（水）

●文学部
■2教科型全学部統一入試
（E方式） 
2月3日（水）

■3教科型学部個別入試
（A方式）
2月12日（金）

■共通テスト利用3教科型入試
（C方式）
※独自試験なし

■共通テスト・独自併用5科目型
国公立併願アシスト入試
（P方式）
2月3日（水）

英語英米文学科、
国際文化学科
■2教科型グローバル教育
プログラム統一入試
（G方式） 
2月3日（水）

●理工学部
■2教科型全学部統一入試
（E方式）
2月3日（水）

■3教科型学部個別入試
（A方式）
2月10日（水）

■共通テスト利用3教科型入試
（C方式）
※独自試験なし

■共通テスト利用4教科6科目型
奨学金付入試
（S方式）
※独自試験なし

●経営学科
3教科同一配点（A方式）
2月9日（火）

英語重視（C方式）
2月13日（土）

●ビジネスデザイン学科
3教科同一配点（A方式）
2月10日（水）

英語重視（C方式）
2月13日（土）

●マーケティング学科
得意科目重視（B方式）
2月10日（水）

3教科同一配点（A方式）、
大学入学共通テスト併用
（AS方式）
2月13日（土）

●会計学科
3教科同一配点（A方式）、
大学入学共通テスト併用
（AS方式）
2月9日（火）

得意科目重視（B方式）
2月13日（土）

●日本文学文化学科
3教科同一配点（A方式）
2月9日（火）

国語重視（D方式）
2月10日（水）

●英語英米文学科
3教科同一配点（A方式）
2月9日（火）

英語単独（E方式）
2月13日（土）

●哲学科
3教科同一配点（A方式）
2月13日（土）

●歴史学科
3教科同一配点（A方式）
2月9日（火）

●環境地理学科
3教科同一配点（A方式）
2月10日（水）

●ジャーナリズム学科
3教科同一配点（A方式）
2月13日（土）

●心理学科
3教科同一配点（A方式）
2月9日（火）

●社会学科
3教科同一配点（A方式）
2月13日（土）

●日本語学科
3教科同一配点（A方式）
2月10日（水）

●異文化コミュニケーション学科
3教科同一配点（A方式）、
英語重視（C方式）
2月13日（土）

●ネットワーク情報学科
3教科同一配点（A方式）、
大学入学共通テスト併用
（AS方式）
2月10日（水）

2教科数学重視（F方式）
2月13日（土）

■後期入学試験
全学部・全学科
3月3日（水）

入学センターインフォメーション
☎03-3265-6677
☎044-911-0794

■スカラシップ・全国入学試験
●全学部・全学科
2月1日（月）、
2月2日（火）

■全学部統一入学試験
●現代経済学科、生活環境経済
学科、国際経済学科、法律学科、
政治学科、経営学科、ビジネス
デザイン学科、マーケティング
学科、会計学科、日本文学文化
学科、英語英米文学科、哲学科、
歴史学科、環境地理学科、
ジャーナリズム学科、心理学
科、社会学科、日本語学科、異文
化コミュニケーション学科、
ネットワーク情報学科
2月12日（金）

■前期入学試験
●現代経済学科
3教科同一配点（A方式）、
大学入学共通テスト併用
（AS方式）
2月10日（水）

●生活環境経済学科
3教科同一配点（A方式）、
大学入学共通テスト併用
（AS方式） 
2月10日（水）

●国際経済学科
英語重視（C方式）
2月10日（水）

3教科同一配点（A方式）、
大学入学共通テスト併用
（AS方式）
2月13日（土）

●法律学科
3教科同一配点（A方式）、
大学入学共通テスト併用
（AS方式）
2月10日（水）

●政治学科
3教科同一配点（A方式）、
大学入学共通テスト併用
（AS方式）
2月9日（火）

専修大学

アドミッションズセンター
☎042-691-4617

■一般入試B　
ハイブリッド型入試

●全学部
2月3日（水）

■一般入試C　
大学独自問題型選抜
（3科目方式）

●経済学部、経営学部、法学部、
文学部、教育学部、国際教養学部
2月7日（日）

●理工学部、看護学部
2月8日（月）

■一般入試C　
大学独自問題型選抜
（2科目方式）

●経済学部、経営学部、法学部、
文学部、教育学部
2月7日（日）

●理工学部
2月8日（月）

創価大学

入試課
　　0120-012-816

●全学部・全学科
※経営学部
　起業･事業承継コースを除く
■英語・国語（Ⅰ期）
2月2日（火）

■英語・国語（Ⅱ期）
2月22日（月）

■ベスト2教科（Ⅰ期） 
1月27日（水）

■ベスト2教科（Ⅱ期）
3月3日（水）

■大学入学共通テスト利用
（2教科型入試・
3教科型入試共通）
Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期
※独自試験なし

高千穂大学

東京新宿キャンパス入試課
　　0120-627-837

●東京メディア芸術学部
■一般（1期）
2月7日（日）

■一般（2期）
3月7日（日）

■チャレンジ
3月15日（月）

宝塚大学 経営情報学部入試課
☎042-337-7119

グローバルスタディーズ学部入試課
☎0466-83-7911

●経営情報学部/グローバル
スタディーズ学部

■一般選抜サテライト方式
1月23日（土）、
1月24日（日）
※試験日自由選択制

■一般選抜Ⅰ期
2月1日（月）、
2月2日（火）
※試験日自由選択制

■一般選抜Ⅱ期
2月16日（火）

■一般選抜Ⅲ期
3月8日（月）

■総合型選抜A日程
3月9日（火）

■総合型選抜B日程
3月16日（火）

多摩大学

入試課
☎042-679-5602

■一般方式　学科試験
2月6日（土）

■専門試験
●日本画
2月3日（水）、
2月4日（木）

●油画
2月7日（日）、
2月8日（月）

●版画
2月6日（土）

●彫刻
2月7日（日）

●工芸
2月4日（木）

●グラフィックデザイン
2月7日（日）、
2月8日（月）

●プロダクトデザイン
2月9日（火）、
2月10日（水）

●テキスタイルデザイン
2月11日（木・祝）、
2月12日（金）

●環境デザイン
2月4日（木）

●メディア芸術
2月9日（火）、
2月10日（水）

●情報デザイン
2月9日（火）、
2月10日（水）

●芸術
2月6日（土）

●統合デザイン
2月11日（木・祝）、
2月12日（金）

●演劇舞踊
2月8日（月）

●劇場美術デザイン 
2月3日（水）

多摩美術大学

入学課
☎03-3947-7159

●全学部・全学科
※工学部（国際コース）を除く

■全国統一選抜
2月1日（月）

■2月選抜
A日程
2月3日（水）

B日程
2月4日（木）

C日程
2月5日（金）

■2月後期統一選抜
2月25日（木）

■3月選抜
3月9日（火）

■大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期（2教科型）､Ⅰ期（3教科型）
Ⅱ期
※本学独自試験なし

●工学部（国際コース）
■2月選抜 
2月4日（木）

■2月後期選抜
2月25日（木）

■大学入学共通テスト利用選抜
本学独自試験
2月25日（木）

拓殖大学

アドミッションセンター
☎0422-37-3533

●経済学部
■2教科型全学部統一入試
（E方式）
2月3日（水）

■3教科型学部個別入試
（A方式） 
2月13日（土）

■共通テスト利用3教科型入試
（C方式）
※独自試験なし

■共通テスト・独自併用5科目型
国公立併願アシスト入試
（P方式）
2月3日（水）

■共通テスト・独自併用5科目型
多面評価入試
（M方式）
3月9日（火）

現代経済学科
■独自入試
2教科型グローバル教育
プログラム統一入試
（G方式）
2月3日（水）

●経営学部
■2教科型全学部統一入試
（E方式）
2月3日（水）

■3教科型学部個別入試
（A方式）
2月11日（木・祝）

■共通テスト利用3教科型入試
（C方式）
※独自試験なし

■共通テスト・独自併用5科目型
国公立併願アシスト入試
（P方式）
2月3日（水）

総合経営学科
■2教科型グローバル教育
プログラム統一入試
（G方式）
2月3日（水）

●法学部
■2教科型全学部統一入試
（E方式）
2月3日（水）

成蹊大学





●経営学部

■一般生入試来校受験
1期
2月3日（水）
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