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大学等

大学コンソーシアム
八王子に加盟する
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工学院大学
tel. 042-622-9291（代） 
〒192-0015 八王子市中野町2665-1

1 明星大学
tel. ０４２-５９１-５１１１（代） 
〒191-8506 日野市程久保２-１-１

2 東京工業高等専門学校
tel. 042-668-5111（代） 
〒193-0997 八王子市椚田町1220-2

3

東京造形大学
tel. 042-637-8111
〒192-0992 八王子市宇津貫町1556 

6

創価女子短期大学
tel. 042-691-2201
〒192-8577 八王子市丹木町1-236

11

法政大学
tel. 042-783-2091
〒194-0298 町田市相原町4342

16

サレジオ高専
tel. 042-775-3020
〒194-0215 町田市小山ヶ丘4-6-8

22 デジタルハリウッド大学
tel. 042-670-2340
〒192-0354 八王子市松が谷1番地

23東京家政学院大学
tel. 042-782-9811（代）
〒194-0292 町田市相原町2600 

21 多摩大学
tel. 042-337-1111（代）
〒206-0022 多摩市聖ヶ丘 4-1-1

25

東京薬科大学
tel. 042-676-5111（代）
〒192-0392 八王子市堀之内1432-1

12

東京工科大学
tel. 042-637-2111（代）
〒192-0982 八王子市片倉町1404-1

17

拓殖大学
tel. 042-665-1443
〒193-0985 八王子市館町815-1

13

東京純心大学
tel. 042-692-0326
〒192-0011 八王子市滝山町2-600 

7 杏林大学
tel. 0422-47-8000
〒181-8612 三鷹市下連雀5-4-1 

8

帝京大学
tel. 0120-508-739
〒192-0395 八王子市大塚359

4

多摩美術大学
tel. 042-676-8611（代）
〒192-0394 八王子市鑓水2-1723 

9 創価大学
tel. 042-691-2215
〒192-8577 八王子市丹木町1-236 

10

中央大学
tel. 042-674-2269
〒192-0393 八王子市東中野742-1 

14

東京都立大学
tel. 042-677-1111
〒192-0397 八王子市南大沢1-1 

18 山野美容芸術短期大学
tel. 042-677-0111
〒192-0396 八王子市鑓水530

19 ヤマザキ動物看護大学
tel. 042-653-0901
〒192-0364 八王子市南大沢4-7-2 

20

日本文化大學
tel. 042-636-5211
〒192-0986 八王子市片倉町977

15

帝京大学短期大学
tel. 0120-508-739
〒192-0395 八王子市大塚359

5

（八王子総務課ダイヤルイン）

桜美林大学
tel. 042-797-1583
〒194-0294 町田市常盤町3758

24
（インフォメーションセンター）

ＪＲ「八王子」駅・京王線「京王八王子」駅より西東京バス
「工学院大学行」で「工学院大学」下車。

モノレール「中央大学・明星大学」駅直結。
京王線「多摩動物公園」駅徒歩8分。 

京王線「狭間」駅から徒歩5分。京王線「めじろ台」駅か
ら徒歩15分。JR「高尾」駅から徒歩20分。

JR横浜線「相原」駅よりスクールバス（無料）で約5分。
または徒歩15分。

JR「八王子」駅から西東京バスで「創価大正門東京富
士美術館」行き。または経由のバスにて20分。

京王線「めじろ台」駅、JR中央線「西八王子」駅、JR横浜
線「相原」駅・「橋本」駅、京王線「橋本」各駅からバス「法
政大学」行。

京王相模原線「多摩境」駅下車徒歩約10分。JR・京王
線「橋本」駅北口より神奈中バス【橋７６】「多摩車庫」行
利用約5分。

多摩都市モノレール「松が谷」駅徒歩1分。
京王線・小田急線「多摩センター」駅徒歩10分。

JR横浜線「相原」駅下車、バス約9分。
京王高尾線「めじろ台」駅下車、バス約13分。

京王線･小田急線「永山」駅より京王バス「聖蹟桜ヶ丘
駅行、聖ヶ丘団地行」で10分。京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅
より京王バス「永山行」で15分。

JR中央線・京王線「高尾」駅南口下車、京王バス「拓殖
大学」行直通5分。

JR・京王「八王子」駅よりバス(ひよどり山トンネル経由)
約15分。JR「拝島」駅、「秋川」駅、「福生」駅よりバス
約21～29分。いずれも「純心女子学園」下車。

京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅または「高幡不動」駅、京王・
小田急「多摩センター」駅より京王バス「帝京大学構
内」行、終点下車。

JR・京王線「橋本」駅北口より神奈川中央交通バス「多摩
美術大学行」で8分。JR「八王子」駅南口より京王バスで
20分。

JR「八王子」駅から西東京バスで創価大学循環、各バ
ス停に停車。または経由のバスにて20分。

多摩モノレール「中央大学・明星大学」駅直結徒歩0分。
京王線「多摩動物公園」駅下車徒歩10分。JR「豊田」駅
下車バス15分。

京王相模原線「南大沢」駅、徒歩5分。 JR横浜線「八王子みなみ野」駅下車。
スクールバス約7分。

南大沢キャンパス：京王相模原線「南大沢駅」徒歩10分。

JR横浜線「片倉」下車、徒歩7分。
「京王片倉」下車、徒歩15分。

京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅または「高幡不動」駅、京王・
小田急「多摩センター」駅より京王バス「帝京大学構
内」行、終点下車。

JR「三鷹」駅南口(8番)からバスで「杏林大学井の頭キャンパス行」
JR「吉祥寺」駅南口(5番)からバスで「杏林大学井の頭キャンパス行」
※詳しくはHPをご覧ください

JR中央線「豊田」駅⇒スクールバス約8分。
京王線「平山城址公園」駅⇒バス約８分。または徒歩18分
京王相模原線「京王堀之内」駅⇒バス約８分。

八王子キャンパス：JR中央線「八王子」駅からスクール
バス約10分。またはＪＲ横浜線「八王子みなみ野」駅か
らスクールバス約５分。

JR横浜線「淵野辺」駅からスクールバスで約8分。
京王線・小田急線・多摩モノレール線「多摩センター」駅
からスクールバスで約20分。

加盟団体
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学園都市
「八王子」で
学ぼう
八王子の大学を選ぶための
【キャンパスガイド】

志望校はどうやって決める?
地域を「学生の学び」に活用する大学の先生に

おはなしを伺いました。

八王
子の

大学っ
て

面白い
!!



「大学コンソーシアム八王子」は、大学等
が数多く点在する八王子の地域特性を活
かし、大学・市民・経済団体・企業・行政な
どが連携・協働し、大学等の高等教育機
関・学生・市民の皆さんにとって魅力ある
学園都市をめざして、2009（平成21）年4
月に設立されました。産学公による共同研
究、生涯学習の推進、情報の発信、大学
等間の単位互換、学生と市民との交流、
外国人留学生の支援などの事業に取り組
むことにより、高等教育の充実、地域社会
の発展並びに地域の国際化の推進等を
図っています。

八王子地域25大学等の学生
が行う八王子地域を舞台とし
て企画・運営・実施するイベン
トやプロジェクトなどです。大
学コンソーシアム八王子が費
用の一部を補助します。

本誌は大学進学を目指す高校生に
お届けする情報誌です。地域を「学
生の学び」に活用している大学の先
生方におはなしを伺いました。学園
都市八王子の大学で学ぶ魅力や利
点はたくさんあります。ぜひ志望校
選びの参考にしてください。

近未来が生まれる研究室。学園都市
「八王子」で
学ぼう
八王子の大学を選ぶための
【キャンパスガイド】

学生ならではの視点で八王子市の魅力を30
秒の動画CMにした作品を募集するものです。
八王子が持つ多様な魅力を学生が知るととも
に、地域に愛着を持つきっかけとなることを目
的としています。上映会を行
い、優秀作品は表彰します。
また、八王子市のＰＲコンテ
ンツとして使用し、全国への
発信を予定しています。

学生が、自由な発想で研究成果やアイデア
を、八王子の企業や市民の皆様に発表できる
場です。大学・短大・高専で学ぶ学生が一堂
に会し、学びの成果（研究成果）を論理的に説
明し、相手に理解させるコ
ミュニケーション能力を育み
ます。他大学、他分野の交
流を図り、今後の研究に役
立てることができます。

学生発表会

工学院大学
先進工学部 教授
専門分野 ： 電気電子材料工学、結晶工学
ホログラムって不思議だな、光ってきれいだなあ。そんな少年だった山口先
生は、大学時代に熱い恩師と出会って以来、半導体素材の道へ。大学院修
了後は、ドイツのブレーメン大学に3年間の留学を果たし、海外で研究活動
をしたいというもうひとつの夢を実現。現在は半導体の新素材、そして次の
世代を担う若者を育成中。

導体と絶縁体の両方の特性を持たせることができる半
導体。コンピュータチップの他、光を発するLEDやレー
ザー、光を受ける太陽電池など、持続可能な社会に欠か
せない半導体について、新しい素材や高性能・多機能デ
バイスを探究しているのが山口先生の研究室です。

持続可能な社会のトビラを開く新素材

赤、緑、青の光の三原色のLEDやレーザーを使い、八
王子駅前にあるような大型LEDディスプレイやスク
リーンに投影するレーザープロジェクタが作られて
います。現在の赤色のLEDやレーザーは、脆弱で大
きな電流を流すと壊れてしまうため、よりタフな新し
い半導体素材（結晶）を作っているんですよ。
この素材は、光を発するだけでなく、光を受けること
もできる。太陽電池は光を受けることにより動作す
るデバイスですが、現状では降り注ぐ光の20パーセ
ントほどしか活用できて
いません。太陽の光は
いろいろな波長の光を
含んでおり、それぞれの
波長の光を効率よくエ
ネルギーに変えられた
ら、持続可能な社会の
実現に大きく貢献でき
るはずです。

ディスプレイもコンセントもなくなる！？

太陽電池にレーザー光を当ててもエネルギーを生み
出せます。レーザー光は特定の波長の光ですのでそ
の波長に対してとてつもなく高い感度を持つ半導体
の素材は非常に魅力的です。
レーザー光を、車のヘッドライトとして、つまり照明し
て、使用する世の中になってきています。家の中で
レーザー光を、時には照明として利用したり、時には
プロジェクタのようにディスプレイとして使用したり、
電化製品の給電用の光源として使用したりが可能に
なると、電線・ケーブルやコンセントから解放され、家
具や家電の配置も今よりずっと自由度が高くなるで
しょう。学生と一緒に、そんな快適なワイヤレスの世
界を夢見て、またそんな世界を作っていきたいです。

学生よ、どんどん外に出かけよう

もともと何かを教えるのは好きでした。教えることを
通じて自分のどこが勉強不足だということを実感で
きます。だって、人に教えるってことは、それだけ自分
が理解していないとできませんから。
教える側になっていちばん感じるのは、学生に研究
室の枠に閉じこもって欲しくないなあということ。だ
からこれまで、大学や国立研究所などいろいろな共
同研究先に一緒に連れて行き、自分の研究結果を

積極的にプレゼンテーションやディスカッションをさ
せてきました。ときには「自分たちで行ってこい！」な
んて送りだすこともあります。自身で経験し、学び、
そして成長してほしい。その中でいろいろな人に触
れ、幅広い視点で研究や自己形成に取り組んでもら
いたいんです。コンソーシアムのイベントにもその一
環で参加しています。学会発表会であったり、本学
で20年以上続けてきた『夏の科学教室』で培ってき
た地域・社会貢献であったり。
限られた人生の時間で、新しいことに挑戦するのは
すばらしいこと。一つでも多くの経験をしてほしいと
思います。

AIを超える人になろう。

丸 田 晋 策
Shinsaku Maruta

創価大学
理工学部 教授
専門分野 ： 生物分子科学
三学部を渡り歩いた研究者。大学の工学部で有機化学を学び、修士課程で
は薬学（酵素化学）、そして博士課程では医学（生化学）で学位を取得。大学
院修了後、米国オハイオ州ケースウエスタンリザーブ大学で内臓の筋肉の
収縮メカニズムを3年間研究。その後、創価大学で創設されたばかりの工学
部で教鞭を執り現在へ。

なんてメカニックな動きをしているのだろう！身体の仕組
みを分子レベルで調べると、それはまるで「分子機械」。
そのメカニズムに魅せられた丸田先生のゼミでは、AIに
はできない創造力を育む学びが進行中。コンソーシアム
の学生発表会や学生企画事業補助金へ積極的に参加
する理由も、創造力のトレーニングになるからだとか。

誰でも頭が良くなる方法

脳にある神経細胞の中で情報を運んでいるキネシ
ンという物質があります。これがまるで宅配トラック
のように、ギアがあってクラッチがつながったりしな
がら、びっしり敷き詰められたレールを辿って情報伝
達物質を運んでいるのです。
この宅配便役をつとめる物質を増やしてやったマウス
は、迷路を早くくぐり抜けることが実験によってわ
かっています。私たち人間にも同じ物質が関与してい
て、これを過剰発現させると、頭が良くなる。実験する

わけにはいきませんけど、あることをすれば、これが
増えることが実証されています。それは難問を解くこ
と。解答がわからなくてもいいんです。で、いつも学生
に「だから勉強しなさい」って話しているんです（笑）。

副作用のない抗がん剤の鍵

ナノレベルでみると身体は機械のように動いてい
る。だったら人工的な分子装置を入れてやれば、情
報伝達の一連の運動を制御できるのではないか。こ
れが私の研究室で取り組んでいるテーマです。
応用できる分野としては、例えば抗がん剤が挙げら
れます。これまでは、神経細胞のレールを破壊するこ
とでがん細胞の情報伝達をできなくする方法でし
た。でもこれだと正常な情報伝達物質も運ばれなく
なり、強い副作用が起こっていたんです。しかし、が
ん細胞の遺伝子情報を運ぶ物質だけを阻害する有
機化合物を作ることができれば、問題は解決します。
学生たちにはよくこう言うんです。「見方を変えてみ
よう」って。生理学的なアプローチとか、生物を酵素
やタンパクの集合体として見ても攻め方が行き詰
まったらどうするか。その一つの答えが身体を分子
機械として捉える発想だったんですよ。
じゃあ、その有機化合物をどうやって発見するか？　
じつはその最前線でAIが活躍しているのです。私の
研究室も米国のAI創薬会社と連携し、がん細胞の情

報伝達物質だけを阻害する化合物の候補を100種
類ほど送ってもらいました。もしAIがなかったら100
個に絞るのに気の遠くなるような時間と手間がかか
ります。昔と比べると今は隔世の感がありますね。

AIにできないことを、キミたちはできる

あと30年経つと、今の仕事の30～40パーセントは
AIに置き換わる。こんな衝撃的な予測を、英国の研
究者がシミュレーションの結果導き出しました。実験
においても、技術的なプロセスなどマニュアル化で
きる部分はどんどんAIの役目になります。でもただ
ひとつ、創造力は置き換えることができません。
だから文系、理系を問わず、これからはアイデア、創
造力を発揮できる能力を養うこと。これが一番大事
なんだよと。

学生発表会は創造力を養う絶好の機会

米粉でクッキーを焼いたらカチカチでとても食べら
れない。「だったら逆にもっと固く焼いちゃったらどう
なの!?」という発想から生まれたのが、食べられるス
プーン。食器として使って、最後にほどよく柔らかく
なったったところでおいしくいただく。これは2020年
の学生企画事業補助金で採択された取り組みです。
生化学では米のデンプンも研究領域に含まれますか

八王子学生CMコンテスト

学生企画事業補助金

大学・短大・高専の先生が教えてくれる、わか
る・楽しい講座です。子どもの学ぶことへの関
心・意欲を高めることを目的
として、八王子市内在住・在
学の小学4～6年生の皆さん
を対象に夏休みの特別講座
を開講しています。

夏休み子どもいちょう塾

The Consortium of
Universities in Hachioji

大学コンソーシアム
八王子

ゼ ミ 生 に
聞 い み ま し たて

高 校 生 の キ ミ へ

SDGｓにつなげる
研究をしよう
今、どの大学の科目もSDGsにど
うつながっているかを意識してい
るよね。私もプラスティクを食べ
る昆虫の話をサイエンスセミナー
でしたばかり。きみのアイデアが
すぐにSDGｓの取り組みにつなが
ることだって夢じゃないよ。

横山 晴香さん
電気・電子工学専攻
修士課程2年

山 口 智 弘
Tomohiro Yamaguchi

大学の外で実際に研究する機会が
ありましたか？Q

学生発表会に参加していかがでしたか？Q

「子どもいちょう塾」では赤、緑、青
の3色だけの発光ダイオード
（LED）で様々な色を作り出せる
キットの製作を行います。

学生たちが手作りした実験装置。簡易的ではあるが大きな実験結果を
得ることができる。

研究室では、半導体デバイスをより高品質なものするため理想の結晶
制作方法を研究。

研究室では、学生が自由にテーマを考えて調査・研究することを大切に
している。

私は兵庫県にあるSpring-8と
いう国の研究機関に半年に1回
ペースで山口先生に同行し、他
大学の学生と肩を並べて研究し
てきました。自分とは違うアプ
ローチを目の当たりにでき、す
ごく新鮮な体験でした。

田口 義士くん
電気・電子工学専攻
修士課程1年

他大学の機械系、化学系といっ
たいろんな分野の人びとに向
かって、自分の専門をどううまく
伝えるかが大変でしたが、すご
く楽しかったです。逆にぼくも
「素人目線で恐縮です」といいつ
つ、積極的に質問でき、そんな雰
囲気が良かったですね。

山口先生ってどんな先生？Q

山田 梨詠さん
電気・電子工学専攻
修士課程1年

一見、放任主義のようですけど、
やる気を出させるのがすごくう
まいですね。「私、これがやりた
いんです」って言ったら、できる
だけ叶えてくれようとしてくれる
し、上手に背中を押してくれる感
じかな。

ら、ここ数年、八王子産の酒米米粉を使ったスイーツ
を開発しているんです。コンソーシアムのイベントに
積極的に参加を促しているのは、学生の創造力をト
レーニングするまたとない機会だから。製品開発だけ
でなく、米農家、スプーンを作ってくれるプラスティク
成形メーカー、販売してくれる居酒屋さんなど、関わ
る人びとすべてを結ぶ。これも研究者にとって貴重
な、創造力を駆使できる経験なんですよ。

食べられるスプーン
試作品の実用実験
（ポタージュ）

米粉100%の
チョコブラウニー 米粉の特性を分析・研究し、しっとり

系のスイーツや、プラスティク代替製
品となる「米粉バイオプラスティクス
プーン」の開発にも成功している。



調剤だけではなく、地域の方々の健康管理のために
コミュニケーションスキルも求められる薬剤師。薬学
部で学ぶ化学や生物、衛生などの幅広い分野の知
識は、薬剤師以外のさまざまな仕事にも応用できる
と、高橋先生は熱く語りかけます。

実習にすごく力を入れている大学だという印象ですね？
私が勤務している薬学基礎実習教育センターで
は、1～3年生の学生を対象とした実習を担当して
います。実際に薬を合成したり、錠剤を作ったりす
る実習などですね。これらの実習で基礎的な実験
操作を学びます。4年生では事前実務実習を行い
ます。ここでは、地域の方々に模擬患者になってい
ただいての服薬指導や調剤、処方箋の見方などに
ついて学びます。この1～4年生で学んだことの集
大成が、5年生で行う実務実習です。実務実習で
は、病院や薬局で薬剤師さんに5カ月間指導して
いただきます。その指導の中には、症例研究や製
薬企業のMRさんによる新薬の説明、在宅訪問へ
の同行なども含まれます。
薬剤師さんが人とかかわる大切さって何でしょうか？
接する機会が少ないと、薬剤師と患者さんとの関
わり方は想像しにくいかも知れませんね。一般的な
イメージでは、調剤した薬を渡してくれる人くらい
のイメージでしょうか？でも、実際の薬剤師の仕事はそれだけではありません。薬を正しく使用する
ために、他に服用している薬や生活習慣なども理解した上で、なぜこの薬は必要なのかを患者さん
に丁寧に説明するのも薬剤師の大切な仕事です。他にも、健康相談や在宅訪問など患者さんと積極
的にかかわる機会は増えています。今の薬剤師は、そのエリアに暮らす人たちの薬歴と健康を管理
する存在なのです。
薬学を専攻した人は薬剤師になるのが一般的なんですか？
一般的ですが、それが全てではありません。薬学部の卒業生は様々な分野で活躍できます。例えば、
化粧品会社や食品会社、化学系の企業なども薬学で学んだことが活かせる分野です。微生物の発
酵で出来たものが、人体に有益かを調べて活用する、という点では酒造メーカーも進路としては向
いているかも知れませんね。このように将来の選択肢としていろいろな未来を選べるのが薬学部の
特徴です。
子どもいちょう塾に参加したねらいは何ですか？
子供たちに科学を楽しんでもらいたいと言う思いがあり
ます。そうした体験を通して、子供たちが科学を身近に感
じて興味を持てば、将来、研究したり、仕事に活かそうと
したりする人が増え、科学の様々な分野で活躍する人の
すそ野を広げられるのではないかと考えています。
お休みの日はどうやって過ごしていますか？
ホームセンター巡りです（笑）。これは実習に使えるかな？
とか考えながら巡っています。また、テレビで見た緋銅と
呼ばれる銅の装飾品を再現してみたくなり、試行錯誤し
ながら再現に挑戦しています。

富 田 知 子
Tomoko Tomita

山野美容芸術短期大学

美と関わる道を歩んでいく人に。

薬学の可能性って
想像以上です。

井 上  救
Sukui  Inoue

東京純心大学
現代文化学部 准教授
専門分野 ： デザイン・CG
東京芸術大学卒業後、美術予備校でデザインを教え、のち自
らもグラフィックデザイン会社で実践に携わる。画像処理、
3Dなどの先端スキルを学生たちに還元すべく2002年から
東京純心大学に勤務。

楽しいを探そう、感動を見つけよう。

高 橋 浩 司
Koji  Takahashi

東京薬科大学
薬学部 助教
専門分野 ： 分析化学、電気分析化学、
クロマトグラフィー
東京薬科大学大学院で博士課程前期課程を修了
後、分析機器の企業に勤務。研究に集中するために
母校へ戻ることに。学生時代、片道2時間をかけた通
学で読書にはまり、その体験が、理系でも文書に書
いてあることを読み取る力や、論旨の組み立て方、言
葉の選び方を大切にすることにつながったと言う。

確かな美容技術の習得だけでなく、現代を生きる人
にとって美しく年齢を重ねる生き方ってどうあるべき？
世の中の変化に寄り添うように、山野の学びも進化し
つづけています。だからこそ今、学生発表会などで独
創的な作品を問うことにすごく意義がある。指導教員
を務めた富田先生がその理由をひもといてくださいま
した。

大学だからやれること

本学は美容をトータルに学び、美容師国家資格も取
得できる学校ですから、美容技術や造形表現といっ
た基礎的な授業もきちんと履修します。でも大学で
学ぶ意味というのはそれだけにとどまらず、自分の
将来を見据えることでもあるんですね。自ら問題意

識を持っていろんなことに取り組むほど、楽しくな
る。そこが高校までと違うだけでなく、実社会ではな
かなかできないことでもあるんです。

いいデザインは言葉で説明できるもの

たとえば2021年、学生発表会に本学から出場した
学生が2年間習った技術を駆使して、創造力に富ん
だヘアスタイルを発表したのですが、「こんな自由な

ことができるんだ！」ってす
ごく感動していました。
当然、「なにこれ？」って質
問も他分野のみなさんか
ら受けました（笑）。でも、
それを「ああ、そういう見
方もあるんだなあ」って前
向きに捉え、きちんと答え
る。自身で納得したデザ
インとは、必ず言葉で説
明できるものなんです。

一生涯の宝になる経験

彼女たちはやがて美容の現場に立ち、様々なお客様
に接します。そのときに実感するのは、プロの世界で
は学生時代に追求したあの瑞々しくてクリエイティ
ブな発想はなかなか試す機会が無いと。でも、いつ
か斬新な要素を加える日だってやってくるはず。そこ
であの日常性を飛び越えた経験が、新しい扉を開い
てくれる。学生だからこそ果敢にトライしたことが、じ
つはその後の人生の宝物となっていつまでも輝いて
いることに気づくはずなんです。

学生たちに刺激を受けながら

私は美大で油絵を専攻しましたが、最終的には半立
体制作を通じて人体にかかわる美術作品を作り始め
ました。美容師をしながら制作活動をしていた経緯
もあって、美容芸術という本学の名前に惹かれ、ここ

で教えることに。着任する前は、美術品オークション
で有名な英国サザビーズでアンティークを研究し、
アールデコやアールヌーボーといった様式美と美容
の関係性にすごく興味を持ちました。
そして今、私の刺激になっているのは、学生たちが創
り上げる作品に宿る多様な美意識です。そうしたも
のと関わりながら､美容に関する研究をライフテーマ
にしていこうと思っています。

コピー紙で高さ1メートルの構造物を作りなさい。糊もセ
ロハンテープも使わないこと。そんな無茶振りに今日も
学生たちは四苦八苦。それを横目で見て「よし、よし、考
えろ」と笑みを浮かべる井上先生の学びの極意とは？

ありきたりのものを、すごいものに変える力

ぼくが担当しているのは、保育や幼児教育の専門職
を目指す学生が身につけたい「遊び・アート・表現」で
す。その一つ「造形基礎」関連の授業では、遊具づく
りを通じてデザインと造形の基礎を学びます。用い
るものは紙、ハサミ、絵の具、それからトイレットペー
パーの芯やコンビニの袋など、身の回りにある材料
だけ。保育の現場の状況も考慮すると、こうした手軽
な材料がいい働きをしてくれます。

デザインや造形は誰だってやればできる

器用、不器用っていうのはあるにせよ、デザインや造
形においてとかく学生は自分を低く値踏みしがち。
でも、美大生でなくったってやれば誰でもできるん

だってことに気づいてほしい
んです。
コピー紙だけで1メートルの高
さの構造物を作る課題など
も、アイデア力をアップさせる
ためにどんどん出します。紙っ
て弱いものっていう先入観を
打破できたら、すごく楽しくな
るはず。

まずは、自分自身が楽しむこと

こんなふうに、自分の中で「楽しいって何だろう？」と
つねに考えながらモノを作ること。そうしたらきっと、
手にする子どもたちにも楽しさが伝わるはずです。
一見役に立ちそうもないプロジェクトだって、おもし
ろがってみればいい。「できた！じゃあ次、チャレンジ
しよう」っていう気持ちをしっかり育んでいってほし
いなあと思います。

次の世代のアート好きを育てるのは
学生たち

「授業でやったこと、やってきたよ！」って、教育実習か
ら帰って来た学生たちが笑顔で話すのを聞くと、嬉
しいですね。コンソーシアムでは学生天国や学生発
表会のポスター制作のほか、「子どもいちょう塾」に
出させていただいたんですけど、実習を経ている学
生たちが担当するんで子どもたちへの対応が、見違
えるように上手になってるのがわかります。現場で判
断しなきゃいけないことだって、けっして指示待ちで

高 校 生 の キ ミ へ

美の道はフレキシブル
美容師だけでなく、エステシャン、
ネイリスト、美容部員、結婚式場の
スタッフなど、美とかかわる職業
は今、とても多彩。進学したときは
曖昧でも、人を美しくすることに
興味があったら、本学で未来のキ
ミを探してごらん。

はなく、どんどん先回りしてやってくれます。
いつか学生たちが保育の現場に立ったとき、アート
や表現することが大好きな子どもたちを育んでくれ
るでしょう。そして美術に関心のある人が世の中に
増えていってくれたらいいと心から願っています。

教授

美容師の母の姿を見ながら、小さい頃からこの世界をなんとなく
イメージ。山野美容専門学校で美容師免許を取得後、東京芸術大
学で油絵を専攻。マイブームはバラを育てること。地域の人びとと
一緒に大学の正門をバラ園にするプロジェクトも進めている。

専門分野 ： 美容芸術、美容及び服飾にみる時代
様式（主に西洋）、美容技術全般による創作研
究、ヘア及びファッションデザイン画

高さ20cmの人毛が植えられたミニマネキンを使用して、自由な表現で
新しい美の形を追求した。（学生発表会）

実際の美容院と同じ環境で美容技術を学べる

学生発表会イメージデッサン

いつでも見つけられる
「楽しい」瞬間
「楽しい」を探すってことを、日頃か
らやってると上手になるんだ。いま
どきはマニュアルの時代だから何
でも手順が示されているけど。で
もやっぱり自分でやったという実
感を得るには、受け身にならずキミ
自身で探してみようよ。

高 校 生 の キ ミ へ
高 校 生 の キ ミ へ

イベントで使用する着ぐるみ
もネットで調べながら、なん
と手作り!

「子どもいちょう塾」では、化学反応で「光る」実験を行
いました。蛍光剤が入った光スライム作りでは子ども
たちも大喜び。

取材時にはオープンキャンパスで披露してくれる実験を見
せてくれました。

コロナ感染注意喚起のポス
ターも井上先生の作品。コロ
ナウイルスのキャラクターは小
さく切り抜いて校内の色々な
場所に貼り、見つける面白さと
周知を結びつけています。

「子どもいちょう塾」ではアフリカの
民族楽器「カリンバ」を制作

ちゃんと反抗期を終わらせよう
思春期の頃、大人の言うことが信じられなくなった経
験が誰にでもあると思います。でも、それは正しいこ
と。自分の意見や考えを持ち始めた成長の証なんで
す。じゃあ、この時期に持った疑問はどうやって解決す
ればいいのか。いろんなことを調べ、学び、知識を広
げてください。そうして、自分の
考えを持ち、周りの意見を理解で
きるようになるのが“大人にな
る”ってことなんじゃないのかなっ
て思います。



学生一人ひとりの情報をきちんと集計し、よりよい
学生生活のために役立てる。ふだんはみんなの目
に触れる機会がない大学IR（インスティチューショ
ナル・リサーチ）をリードする鳥居さん。そんなデータ
のプロから見る、学生生活の極意を語っていただき
ました。

どんな仕事をしているんですか？
入試情報や入学後のアセスメントや学業成績な
ど、学生一人ひとりの各種データ、卒業後の進路
先情報などを収集・管理・分析しています。
どんなふうに役立てているのでしょうか？
データを紡いで文章化し、大学で起こっている現
象を説明すること。事実はひとつしかありません
し、数字は嘘をつかない。現状を正確に把握し、そ
のうえで大学での学びや生活をもっと良くするこ
とへとつなげるわけです。

大学での学びや生活を良くするために、大学コン
ソーシアム八王子では何をしているのですか？
例えば、同じ授業科目でも、先生または学校により
教え方に特色があります。FD・SDと呼んでいます
が、八王子地域の大学の教員や職員で、お互いに
良いところを学んで、自分自身の学校に活かす取
組みの運営に参加しています。私は、IRセンターで
の取組みを紹介するなど、桜美林大学のみならず、
八王子地域の学生がより良い学生生活を過ごせ
ることを目指しています。
高校までと大学での学びの違いって何でしょう？
いちばんの違いは、大学では時間割は自分で決めなきゃいけないってこと。なぜなら一人ひとりゴー
ルが違うから。シラバスという講義の説明やスケジュール、または成績の評価方法といった授業計画
をもとに、自分で学びをデザインするわけです。
自分にぴったりの時間割の作り方は？
大学でのゴールはただ単位を積み重ねることじゃありません。学生自身が卒業する時に、何を身につ
けているかを自分で決める必要があり、そのゴールに向けて学んでいくわけです。ということは、興
味や関心が変わるとゴールを変えるべきで、自分で変えられるのが大学のいいところなんです。
そのためには大学をどんどん利用すればいいと？
その通り。授業だけでなく先生に質問をぶつけてみればいい。必ず答えてくれるはずです。また、図
書館や研究室といった施設も積極的に利用したらいいし、私たち職員にも履修や学生生活について
のアドバイスを求めるなど、それこそ大学を使い倒してほしい。4年間あればたいていのことはやり
遂げられます。レッツトライ！

えり好みせず、何でも食いついてごらん

大学を使い倒そう！

伊 藤 伸 介
Shinsuke Ito

中央大学

未来の設計図の描き方

鳥 居  聖
Kiyoshi  Tori i

桜美林大学
IR・アーカイブスセンター 部長
修士（大学アドミニストレーション）
自他共に認める料理好きで、とりわけ調味料への
こだわりは一流。自らが料理の腕を振るうホーム
パーティーには、多彩な交友関係の人びとが集
う。仕事を離れた関係や時間を持てるかどうかが
人生を豊かにする秘訣。とりわけ大学時代は生涯
にわたる友情を育める大切な時期とのこと。

大学1年のうちから専門性を絞り込むのもいいけれ
ど、やらない科目を早 と々切ってしまうのは、大学の楽
しみ方を捨ててしまうのと同じ。いろんな方向へ興味
を広げると、学問へのモチベーションが上がっていく。
上本先生は自らの経験をふまえ、そう語ります。

きちんと測るから世の中が安定して
動いている

私の研究室では、水銀、PCB、ダイオキシンといった
環境に影響を及ぼす化学物質や元素を正しくはかる
方法を研究しています。それがうまく作れたあかつき
には、社会全体で使えるよう分析法の標準化を行い
ますが、これらをひっくるめて分析化学の範ちゅうで
あるといえます。
はかることに関連するなら、お肉屋さんの秤からタク

シーメーターまで、日本では計量法にもとづく16種
類の特定計量器があり、都道府県の計量検査所と
いう機関が管轄しているんです。おかげで世の中が
安定的に動いているわけです。この「はかる」に相当
するものが、私の研究室では分析方法ということに
なるんです。

野鳥観察も植生調査もみんな環境問題

大学では環境科学を学びました。これは総合科学で
すから何だって環境のテーマになりうる。学生時代
は野鳥の観察をしたり原生林の植生を調べたりした
ものです。仲間には生物学を専攻する人、気象学に
興味を持つ人もいました。そんな活動を経て、化学の
観点から環境科学を捉えるのもおもしろいかなあと
思い、大学院から化学系に進みました。

大学こそ試行錯誤のチャンス

こういう学び方って欧米のスタイルに近く、リベラル
アーツから専門分野へと絞り込んでいく。1年生から
専門化するのもいいんですが、やらない科目を早々
と切っていくのは考え直したほうがいいかも。若い
頃はあまりえり好みしないで、すべて食いついていく
のが大事じゃないかなあ。自分が何者なのか、どう
やって生きていくのかって、そんなに簡単に答えは出
てきません。そこで手抜きをしたり、えり好みしたら、
もう試行錯誤するチャンスはあまり無いんですから。

たった半年、悪戦苦闘
するだけですごくなる

私のゼミでは『サイエン
ティフィック・アメリカン』と
いう科学誌から記事を選んで内容についてプレゼン
テーションしてもらっています。ここに来る学生はほ
ぼ100パーセント英語が苦手。でも、自然科学を学
ぶには英文を読みこなすスキルは必須です。とくに
環境問題についての共通言語は英語です。
ところが半年も取り組んでいると、まがりなりにも学
生は記事内容を説明できるようになります。やる気
になればできるものなんですよ。

本当に価値ある研究はだれでも理解できる

私の座右の銘は「研究成果はだんだんやさしくなっ
ていかなくてはならない」。つまり誰にとってもわかり

やすくなることが大事で、専門家しか読めない学術
論文は本当にスタートラインに過ぎないんです。
その意味で、コンソーシアムの学生発表会の役割は大
きいと思っています。分野をまたいでわかりやすく伝え
ようと努力しなければなりませんから。それは学問の
最終的な命題でもあるんです。本当にレベルが高い分
野だったら、誰にでも理解できるようになるものだと。

「データを使って社会を理解すること、それが統計だ
よ」と伊藤先生。目に見える現象の背後で起こってい
ることを映し出す「世の中の鏡」でもあるそうです。そ
してその瞬間、瞬間の統計をつなぎ合わせると、見え
てくるのは、そう、キミたちの未来！

私たちが生きる時代のスナップショット

今、個人はもちろん世帯や企業などを対象に、あらゆ
るところでさまざまな調査が実施されていますね。そ
の結果を集計する前の元の情報をミクロデータと呼
んでいて、これをもとに社会経済の実態について詳
細な分析を行ったり、新しい発見をしたりできるんで
す。最近は政府でもデータに基づく政策の立案や評

価をやっていこうという
流れがあり、ミクロデー
タは大変注目されてい
るのです。
それで、このミクロデー
タをどうやって作成する
のか、また、そこからどの
ように情報を読み取っ
て、社会や市民の暮らし
に役立てていけばいい
のかという研究を行って
います。
統計というのはある時代のいわばスナップショット。
それを蓄積し、時間軸の中で眺めると、社会の変遷

がダイナミックに映し出されます。そこから、未来が
どうなるのかというイメージが浮かび上がってくる
わけなんです。

街角が学びのフィールドに

私のゼミでは、グループで調査・研究を実施すること
と、データ分析のスキルを身につけることの2点に注
力しています。なぜグループでやるのかというと、ヨ
コのつながりを育むためで、これこそゼミの重要な
意義だからです。
学生たちは自分でテーマを探し、私はもっぱら後方
支援に回ります。これまで高幡不動商店街などでア
ンケートを実施するだけでな
く、それを分析した上で、大学
のプレゼンテーション大会な
どで発表をしてきました。さら
にその延長として、地域活性
化に取り組むグループが、八
王子いちょう祭りに参加。高
尾ビールと豊田ビールを飲み比べてもらったところ
大好評。学生たちは酒屋に何度も買い出しに走りま
したが、もちろんアンケートもしっかり取りましたよ。
2021年度は、アリオ橋本のアンケート調査を用いた企
業との共同調査研究にも挑戦しました。データの分析
にとどまらす、今後どういう事業展開をしていったらい
いかという提言まで行ったんです。発表の際は総支配
人の方も熱心に聞いてくださいました。学生にとって
も、学びの成果が社会にどう還元されていったらいい
のかを知る、またとない経験になったと思います。

高 校 生 の キ ミ へ

高 校 生 の キ ミ へ

あるよ！人生の大逆転
高校と違って大学は安心して「失
敗」できる学びの空間。何度でも
やり直すことができるんだよ。だ
から、たとえ第一希望でない大学
に入学しても、キミのやる気次第
で人生は大逆転できるんだ。

高 校 生 の キ ミ へ

アンテナを張り巡らそう
今何に興味があるのか、身の回りで
何が起きているのか、誰がどんなこ
とをしているのか。そんなキミなりの
アンテナを張ってみるといいね。そう
したらいろんな出会いがあるし、そこ
からチャンスが広がっていくだろう。
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専門分野 ： 分析化学、無機・錯体化学、
環境動態解析、環境材料、リサイクル技術
水俣病やイタイイタイ病など日本中が公害に苦しんでいた昭
和40年代後半。中学生の上本先生は、医者として治療する
のもいいけれど、もっとたくさんの人を救いたいと都市環境
改善に関心が向き、環境科学の道へ進むことに。

経済学部 教授
専門分野 ： 経済統計学
高校時代、哲学書などに触れるうち、世の中の目に見えない
ことを知りたいという問題意識を持ったのが統計に興味を持
ち始めたきっかけ。大学院では、「政府統計ミクロデータの匿
名化」について、指導教授と共同で和訳を行う。これはドイツ
の研究者が1996年に発表した論文で、当時すでに欧州では
この分野についての研究がかなり進んでいたことに衝撃を受
けたことが、本格的な研究者へと進む原動力になったという。

分析化学に必要な機器が並ぶ研究室

100周年の特集が組まれた桜美林マガジン

目で見るだけがすべてじゃない
スマホによって視覚情報が極端に洗練されてしまった
のが、キミの世代。でも化学の実験だと、触ったら熱
い、ガスが出たら臭いといった
情報が同じ事象から出ている
わけだからね。五感をもっと
意識してみよう。

統計の初歩から楽しく
学べる伊藤先生の著書

大学コンソーシアム八王子の「学生企画事業補助金」
でも、商品開発班が大きな成果を上げています。

「八王子ショウガ」を広めるため、万能ドレッシングの開発、飲食店での
提供に取り組みました。

IRセンターが毎年編纂している
「Fact Book」。大学に関する最
新のデータを集積・整理した冊子
で、現状の教育についての分析
や、教員数、財務状況など内容は
多岐にわたります。

第11回大学コンソーシアム八王子ＦＤ・ＳＤフォーラムでは、
大学ＩＲに関する分科会のファシリテータを務めた鳥居さん。

2021年に創立100周年を迎え
た桜美林大学。次の100年に向
けて、IRセンターの役割は大きい
ものとなる。

上本先生手作りの温度制御ユニット。
研究内容によっては自ら製作する。

取材当時
2022年1月

八王子名産“八蜜”とのコラボ
レーションでは、飲食店の協力
も得て、新メニューの開発を行
いました。


