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1

工学院大学

〒192-0015 八王子市中野町2665-1

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。

6

東京造形大学

tel. 042-637-8111

〒192-0992 八王子市宇津貫町1556

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。

11

創価女子短期大学

tel. 042-691-2201

〒192-8577 八王子市丹木町1-236

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。

16

法政大学

tel. 042-783-2091

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。

東京家政学院大学

tel. 042-782-9811（代）

〒194-0292 町田市相原町2600

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。

明星大学

〒191-8506 日野市程久保２-１-１
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。

7

東京純心大学

tel. 042-692-0326

〒192-0011 八王子市滝山町2-600

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。

12

東京薬科大学

tel. 042-676-5111（代）

〒192-0392 八王子市堀之内1432-1

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。

17

〒194-0298 町田市相原町4342

21

2

（代）
tel. ０４２-５９１-５１１１

東京工科大学

tel. 042-637-2111（代）

〒192-0982 八王子市片倉町1404-1

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。

22

サレジオ高専

tel. 042-775-3020

〒194-0215 町田市小山ヶ丘4-6-8

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。

3

東京工業高等専門学校

tel. 042-668-5111（代）

線 堀之内駅

模

相

王

20

〒193-0997 八王子市椚田町1220-2

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。

8

杏林大学

tel. 0422-47-8000

〒181-8612 三鷹市下連雀5-4-1

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

13

拓殖大学

tel. 042-665-1443

（八王子総務課ダイヤルイン）

〒193-0985 八王子市館町815-1

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。

18

東京都立大学

tel. 042-677-1111

〒192-0397 八王子市南大沢1-1
京王相模原線
「南大沢」
駅、徒歩5分。

23

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

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。

4

帝京大学

tel. 0120-508-739

〒192-0395 八王子市大塚359

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。

9

多摩美術大学

tel. 042-676-8611（代）

〒192-0394 八王子市鑓水2-1723

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。

14

中央大学

tel. 042-674-2269

〒192-0393 八王子市東中野742-1

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。

19

山野美容芸術短期大学

tel. 042-677-0111

〒192-0396 八王子市鑓水530
JR横浜線
「八王子みなみ野」
駅下車。
スクールバス約7分。

24

桜美林大学

tel. 042-797-1583（インフォメーションセンター）

〒194-0294 町田市常盤町3758

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。

京王多摩
センター駅

25

小田急
多摩センター駅

原

多摩境駅

tel. 042-622-9291（代）

松が谷駅

京王

京

南大沢駅
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大塚・帝京大学駅

大学セミナーハウス

16
21

2

多摩動物
公園駅

小田
急多
摩線

八王子地域は︑
の大学・短大・高専が
あり︑約 万人の学生が
学んでいる︑全国でも
有数の学園都市です︒

あきる野IC

唐木田駅

24

5

帝京大学短期大学

tel. 0120-508-739

〒192-0395 八王子市大塚359

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。

10

創価大学

tel. 042-691-2215

〒192-8577 八王子市丹木町1-236

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。

15

日本文化大學

tel. 042-636-5211

〒192-0986 八王子市片倉町977

JR横浜線
「片倉」
下車、徒歩7分。
「京王片倉」
下車、徒歩15分。

20

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

南大沢キャンパス：京王相模原線
「南大沢駅」
徒歩10分。

25

20

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】

多摩大学

tel. 042-337-1111（代）

〒206-0022 多摩市聖ヶ丘 4-1-1

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。

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。

大学コンソーシアム八王子
The Consortium of Universities in Hachioji

加盟団体

八王子市／八王子商工会議所／八王子市学園都市推進会議／八王子学生委員会／
（公財）
大学セミナーハウス／
（公財）
八王子市学園都市文化ふれあい財団

発行／大学コンソーシアム八王子

〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1
八王子スクエアビル11F
（八王子市学園都市センター内）
TEL. 042-646-5740 FAX. 042-646-2663

https://www.gakuen-hachioji.jp/

子の
八王 って
大学 い!!
面白

学園都市
「八王子」
で
学ぼう

フュージョンを起 こそう。
実験室を飛び出して、世の中にどんどん研究成果を

八王子の大学を選ぶための
【キャンパスガイド】

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。

ル賞はきっとこんな機会から生まれる！」と、大いなる

学生発表会は学生はもちろん、研究者にとっても

「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。

拓殖大学

応が起きる可能性に満ちているんですよ。

これと同じ。リモート授

技術にのめり込むには、おもしろがる
ことから

配布して、作ってもらう。

「子どもいちょう塾」
ではプログラミング学習ロボッ

専門家が自分の世界にとどまっているからで、深い

主旨の教室を開催してわかったのは、
まず小学生は

の入り口となります。

大学生の教え方も実は
業の課題にこのキットを

そしてマイコンに触れ、
やがてプログラミング

「子どもいちょう塾」
で
教材として使用している
プログラミング学習ロボット
（ラインを読み取りロボットを
走らせることができます）

に挑戦させる。学生が投げ出さないよう、大学4年間

トを教材として使っています。かつて全国で同様の

をかけてじわじわとレベルを上げていくんです
（笑）
。

動くものに興味を持つということ。そして、誰でも失

八王子の先生たちはみんな同じ思いを
持っている

も、
まさにその理由から。毎年200件もの学生論文

が発表されるのもさることながら、異分野の学生や

吉森研究室
太陽光発電を使用した発送電技術も研究

今、工学部を志望する子がなかなか増えないのは、

それを指導している研

「楽しい！」
という経験を高校生までにしたことがない

なんです。さまざまな

ばかりするから、食わず嫌いになってしまう。学問は

究者が一堂に会すから

からです。小難しい理屈や､成績をつけるなんてこと

領域から発表がなされ

なんでも楽しいところから入らなきゃ駄目なんです。

答 もじつ に 新 鮮 で す

いて、
「興味を持ってね」
から始まって、だんだん興味

るだけでなく、質疑応

八王子の大学の先生方は皆さん同じ意識を持って

ね。だから学生たちに

高温超伝導セラミクス

を掘り下げてくれたらいいっていう考えでやってい

は「質問がどんどんく

子どもいちょう塾

ます。

学生を介して務 める、科学の伝道師。
経済学部なのに科学ジャーナリズムという、
らしから

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、優秀作品は表彰いたしま
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。

ればという思いで授業をしているんです。

その背後には藤田先生の壮大なもくろみが潜んでい

時には学生からの厳しいダメ出しも

たのです。

いつもの雑談を劇的に盛り上げる
科学トリビア
「星はどうしてできるのか？「
」銀河はどうして渦を巻

法政大学

経済学部 教授
専門分野：科学ジャーナリズム
「理科の質問ならすべて答えられる」
を目指し、北海道教育大学へ。物理、化
学、生物、地学などをオールラウンドに探究したが、唯一、意味がわからな
かったのが宇宙物理学。逆に気になってこの分野で学位を取得。地域の
人々を対象にグリーンヒル寺田団地で星空探検隊を開催するほか、NHK
「子ども科学電話相談」
の回答者も担当。

という活動をしています。専門家が
「なるほど！」
とい

う内容を、一般の人が「へえ、そうなんだ！」
とわかる

らこそ、ホームページに掲載できる日本語字幕のク

最初は力学や電磁気学などを教えてみたんですが、

まあ、学生はつまらなそう。そこで授業の中に
「今週

はゼミ生の三島くんが手伝ってくれました。望遠鏡

り部になってくれ、科学を広く議論する土壌づくりに

で柄を持つから危ないですよ」
なんて、三島くんは小

科学技術にもいい面と悪い面があります。それらを
人々が理解した上で、世論によって科学技術の進化

の方向性が決められるべき。議論のための材料を提

よ。こうした機会を通じて、理科のことならどんな質

問にも答えられるゼネラリストが､
「子どもいちょう塾」

の経験などから出てくればいいなあと願っています。

藤田先生が
翻訳した書籍

出てこい！ゼネラリスト

木星と金星がすごく近くに見えるんだよ」
なんて話

資すること。

く伝わるんだな」
といった気づきも得ているようです

オリティになるのです。

ゼミを通して
「伝える力」
を学生に身につけてほしい

で盛り上がるそうです。そのねらいは、学生たちが語

た学生も感激しています。

また、声の抑揚も含め、
「あんなふうに語りかけるとよ

こともしょっちゅう
（笑）
。でも、
そのプロセスがあるか

の科学ニュース」
と銘打ってホットな記事解説の時間

を設けました。実際、友達同士やバイト先で
「今ね、

値をたくさん経験してほしい。実際に、
「 子どもたち

があんなに喜ぶとは思わなかった」
と、手伝ってくれ

言葉にするんです。私が作った原稿に、学生からは

す。経済学部でも、幅広い分野から興味ある科目を
自由に学ぶことができます。だから自然科学を担当

Mi t sut aka Fuj i t a

したり、英語の
「ネイチャービデオ」
に字幕をつけたり

「先生、それじゃ伝わりません」
と、ダメ出しをされる

する私も経済学部の教員というわけ。

藤田 貢崇

私のゼミでは学生たちが英語の原書を訳して出版

くのか？」
・
・
・そんな授業テーマを掲げたら受講者数

が3倍に。法政大学は教養教育を大切にしていま

学生発表会

供するのが科学ジャーナリズムです。その一助にな

ぬテーマで好奇心をくすぐる藤田ゼミ。
しかも経済を
専攻する学生たちが集まってくるのはなぜか？じつは

八王子学生CMコンテスト

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。

けれど広がりがない。

「学生発表会に出場しよう！」
とゼミ生をけしかけるの

「きみはきょうから超伝導を研究するんだ」
。そんな教授のひと言で、
まったく
違う研究からこの分野に携わること30年。大学院で必死で答えを出そうと
苦闘し、
やがて研究成果として開花。あたかもパンデミックをくぐり抜けた瞬
間のようだったという。

学生企画事業

夏休み子どもいちょう塾

域のアイデアで解決できる！」
といった、いい化学反

はあるものの、技術的な課題が山積しています。超

工学部 教授
専門分野：超伝導エレクトロニクス

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。

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。

作ったら動かして遊ん

でみる。そこが 工 学へ

学生発表会は異分野交流のチャンス

カー、EV車載モーター、送電といった応用の可能性

Sh i geru Yosh i m ori

大切ってことなんです。

フュージョン
（融合）
が促され、
「この課題は、あの領

伝導に限らず日本が停滞しているといわれるのは、

大学コンソーシアム
Consortium of
Universities in Hachioji
八王子 The

合うことができるんだと言い聞かせています。

いろんなことに首を突っ込んで、
好きになったらどんどんやってみ
よう。成績なんて関係ないし、自
分の潜在能力を低く見る必要な
んてないんだよ。

敗せず完成できるのが

野望を語ってくださいました。

レークスルーを待っている時期。リニアモーター

茂

る発表をしよう！」
と。逆に他校の発表を聞く際は
「何

を質問しようかな？」
と意識することで、真剣に向き

30年前に一世を風靡した超伝導も、今は次のブ

吉森

初めから可能性を
狭めなくていい

伝えよう。そんなモットーを掲げる吉森ゼミは、
「学生

発表会」や「子どもいちょう塾」の常連。
「次のノーベ

高 校 生 の キ ミ へ

日本でしか作られていない
超伝導の電線

高 校 生 の キ ミ へ

「子どもいちょう塾」
では牛乳パックを
使用した手作りの望遠鏡を作成します。

未来への道は
一本だけじゃない

わけで、
それは
「子どもいちょう塾」
も同じです。今回
作りではカッターも使いますが、
「 子どもって握り拳

学生に年が近いぶん、私もはっとさせられることを
言ってくれます。

ネイチャーの解説記事もそうだけど、ほぼ無償での
活動です。でも学生のうちはお金に換えられない価

「子どもいちょう塾」
を
手伝ってくれた三島岬くん

星空探検隊で活躍する
天体望遠鏡

経済学部でも一定数、経済よりも
面白いことを見つけてしまったと
いう学生がいて、そういう人が私
のゼミに入ってくる。卒業後は半
導体の企業や、放射性廃棄物の
地層処分を扱う企業などで活躍
しているよ。

楢木野 綾子

南 真也くん

Ayako N a ra kino

デジタルコミュニケーション学部
デジタルコンテンツ学科 2年

デジタルハリウッド大学

AR
（拡張現実）
やVR(仮想現実）
のク
リエイターを目指し、CGの勉強中。
コンソが主催する留学生座談会の進
行役として実家の静岡からリモート
参加しました。

大学事業部 副部長

オフの日はジャズ・クインテッ
トでサックスを吹きまくり、東
京周辺のフェスには年四回
ペースで出演中。SNSで告
知すると卒業生が写真を撮
りに来てくれるとか。

なかなか大学としてリーチしきれていません。だから

留学生もたくさん在籍する学園都市八王子。映像コン

イベントに参加させる際、学生を口説き落とす

つ。コンソーシアムが主催するイベントに積極参加す

る同大学で、
スタッフの楢木野さんはどうやって学生

を巻き込んでいるのか。学生サポーターとして留学生
座談会に参加した南真也くんにも語ってもらいます。
南くん、留学生座談会に参加してどうだった？

南：人ってけっこう話すものだなあって思いました。

とくに留学生のみんなって積極的で、すごく刺激を
受けました。米国の留学生は上下関係が希薄な文化

はもっと少ない。でもデジハリはクラスメイトとすごく
話しが合い、
「こういうの、
やりたいね！」
って盛り上が

れますね。

楢木野さんは学校で学生とどうかかわっていますか？

八王子まつりなどにも積極的に参加していますね。

点もある初展も卒業制作展も2、3日かけてくまなく

基本はデジタルコンテンツを作ることが中心なの

て！」
とか言って、親戚のおばさんみたいにおもしろ

楢木野：本学には留学生がたくさんいるんですが、

南：高校まではもっぱら基礎を学ぶので、同じ趣味の

ケーションを取りに来てくれる学生とか。

学生と事務の方の距離がすごく近いんですね。

えて新鮮。自分もああなりたいなと思いました。
デジタルハリウッドの感想は？

日頃の活動ぶりを耳にしたり、受付にまめにコミュニ

情報をゼミ長さんに伝える、展覧会の裏の仕切りな

んかをやっています。

て4年生とか経験も技術もあるからアドバイスももら

声をかけたらいいかわからないでしょう？

で、
どうしても日本の文化や歴史というところまでは

楢木野：小さい大学だからこその強みでしょう。何百

見ています。
「まあ、
この子がこんなものを作るなん

違うの？ 粟野先生の答えはとっても明快。学生た

リー」なものごとの捉え方です。

いろんな強みを
結びつけられる人になろう
情報技術の世界は本当に進歩が早く、準備してい

るうちにブームが去ったり、もっとすごいゲーム
チェンジャーが登場したり。
じゃあどうするかとい

うと
「歌って踊れるナニナニ」
を目指しなさい、
と。

は見ていません。それでこちらから学生に個別にア

楢木野：名前が浮かんでくるんですよ。教員を通じて

なのか、同じ目線で話してくれるなあ、
と。それでい

ちに身につけてほしいのは「インターディシプリナ

が整った自然の中だと、発想力の点でのびのびでき

楢木野：情報は大学側から流すけれど、単純に学生

相談や保護者との三者面談をしたり。あと、本学では

すから、業者さんにパーティーションを発注する際の

ると思います。

常套句は？

タックします。今回、南くんの場合もそうでした。

4年制大学って、特定スキルだけを2年間みっちり学

んでエキスパートとして卒業する短大とどんな点が

んじゃないかな。

一人ひとりのことを知っていなければ、
どの学生に

二年のときに
「初展」
、そして
「卒業制作展」
をやりま

のバランスがいいってことでしょう。海外の人にとっ

めざせ、歌って踊れる
クリエーター。

ては1時間の移動距離なんて普通ですし、
インフラ

て同じような人たちがいるって分かるのは、心強い

楢木野：学生支援グループにいて、入試と就活以外

の全部を見ています。学生とはカリキュラムの取り方

楢木野：旧三本松小学校をお借りし、作品制作がで

きるスタジオとして整備していますが、都心と自然と

るうえでも意義があります。他大学の学生とも関わ

楢木野さんはなぜ個別アタックが得意なのか？
テンツ制作を学ぶデジタルハリウッド大学もそのひと

かわるメリットは？

コンソのイベントなど、留学生のアウェイ感を払拭す

ることができるので、学生にとっても大学の枠を超え

人ってほとんどいないし、
クリエイティブを目指す人

デジハリはお茶の水に本校がありますが、八王子とか

たとえばウェブも作れるCGデザイナーとか、得意

なスキルは持っているけれど、
その上で別のチャネ

緑豊かな構内に、
さまざま設備を備えた八王子制作スタジオ

ルを広げ、いろんな分野で最先端の人たちとつな

高 校 生 の キ ミ へ

同調圧力に負けないで

がりを持つ。そうやって自分の一番いい立ち位置

を探していけるインターディシプリナリーな人に
なって欲しいなと思います。

だから大学では一般教養も大事だし、社会人10年

選手となった卒業生が今の動きをレクチャーする

今この大学で掲げているキャッチ
フレーズは『みんなを生きるな、自
分を生きよう』。キミはキミでいい
んだよってこと。やりたいことがあ
るんだったら、ここは充実した学
生生活がきっと送れると思う。

特別授業の機会なども設けているんです。

粟野 由美
Y um i A wan o

東京造形大学

造形学部 教授
専門分野：情報デザイン・色彩学・
科学コミュニケーション・空間芸術
大学では工業デザインを学び、卒業後はバブル経
済の発生期からデフレ初期にかけて民間企業で
商業施設建築設計に従事。芸術表現やデザイン
にコンピューターを使う環境を整え、仕事を得な
がら大学院に進学して視覚心理学を研究。教育
手法はコメニウスと、科学教育館
「エクスプロラト
リウム」
に影響を受ける。

多面的な生き方

がってますけど。

幼少期からの表現活動、美大での工業デザイン就学、民間企業での大小公私様々な規模の商業施

設開発や、
オルタナスペース運営などに携わって踏み込んだ世界に、母校の年史編纂業務を通して
学術研究の扉が現れ、大学院進学。好奇心の赴くまま他の研究室や芸術系大学に無い専門分野の

サロンで様々な知見に触れました。学生には、失敗や恥かきを恐れない勇気をもって経験に飛び込
んでいただきたいです。

でもトップレベルの実習室で作品を制作して持ち

河島 吉成

帰っていました。

逆に多摩美生はどの大学等の授業を受けていますか？

多摩美術大学

ただいています。特に山野さんの着物の着つけや茶

学生部 事務部長

大学卒業後、民間企業に就職。教育の現場に携りたいと決心
し、愛知県内の家政系短大の教務課職員として14年間勤
務し、多摩美術大学に入職。以来約18年間、大学コンソーシ
アム八王子の草創期から設立準備と発展に奔走。単位互換
拡充の立役者。

造形大学など近隣の大学等の授業を受けさせてい

合い間に、1.5キロ程の道のりを自転車で熱心に
通っていましたよ。

いつから単位互換に取り組んでいるのですか？

市民向けの生涯学習事業
「八王子学園都市大学
（い

「他大学等の気になる授業を受けてみたい！」をかな

講することができます。
また、図書館などの施設や学

大学コンソーシアム八王子の単位互換ならではの

した場合に、一定の範囲内で卒業に必要な単位とし

こともできます。幸い八王子には政治、経済、文化、

単位互換は、全国の様々な地域のコンソーシアムや

の一人、多摩美術大学学生部の河島さんに制度の

揃っていますから、
そうしたリソースを活用して学び

シアム八王子の特徴は、全国でも有数の規模をもつ

多摩美術大学ではどんな単位互換の授業を

広い分野の大学等が加盟して、大学等と行政が連

一般教養のカテゴリーから日本美術史、西洋美術史

一事業である八王子学園都市大学とも連携してい

て認めてもらえます。そんな嬉しい仕組みの生みの親
ねらいやメリットをうかがいました。

「単位互換協定」を締結している大学等

多摩美術大学／東京工科大学／創価大学／サレジオ工業高等専門学校／
ヤマザキ動物看護大学／東京家政学院大学／東京工業高等専門学校／
山野 美 容 芸 術 短 期 大 学 ／ 東 京 造 形 大 学 ／ 東 京 純 心 大 学 ／ 杏 林 大 学 ／
明星大学／工学院大学／帝京大学／帝京大学短期大学／拓殖大学

（新型コロナウィルス感染症の影響により、2021年度は８校のみで実施）

わざわざ他大学等の授業を受けるメリットって
何でしょう？

この制度を活用すれば、自分の大学等とは異なる専

門分野の授業や興味がある授業を履修料免除で受

科学、環境などさまざまな学科を擁する大学等が

初は多摩美大と東京工科大の2校でスタートし、以

後も地道に各大学等を回って参加を呼びかけ、今現

大学間において実施されていますが、大学コンソー

受けられるのですか？

携・協働して取り組んでいることです。
また、
コンソの
るため、学生は他大学等の学生だけではなく、一般

他の大学等にも開設されているかもしれませんが、

受講生である市民と一緒に学べることも特徴です。

う学生が毎年います。年度によって以前は、専門学

奇しくもコロナ禍でオンラインを活用した授業が大

科の授業
（実技を含む）
を開講しており、全国の美大

学生に
「学生企画事業補助金」
への応募を勧めるの

今後、単位互換制度はどう変わると思いますか？

学生の作品
（学生企画事業補助金）

「プロジェクトマッピング八王子城址」

八王子の豊かな自然と都市機能をプロジェクトマッピング
で表現

も、大学の教室を飛び出して様々な人の様々な想
いと自分たちのスキルが出会う現場に多くの学び

があるからです。でも基本は楽しむ心。言葉や映像

で対話を模索し、信頼を得るまでの試行錯誤や任さ
れる緊張、責任感は厳しくとも、受動的な労働では

なく能動的な活動として取り組めば、
プロのデザイ

ナーとして活躍していく上での拠り所にもなります。

テスト投影の様子
（東京造形大学内）
学生の作品
（学生企画事業補助金）

「世界と繋がる八王子シルクロードプロジェクト」

特長は？

学園都市の特性を活かし、理系、文系、芸術系など幅

「美大で、
（或いは）
あの教授から受けてみたい！」
とい

それ楽しいよ！だからやろうよ

在は16校が加盟しています。

を広げていけるのです。

などの講義科目を中心に開講しています。これらは

がたい貴重な体験であることに変わりはありません。

す。以前着つけの授業を受けた学生は、毎週授業の

16大学等で単位互換を実施。
八王子がまるごとキャンパスになる？
食を利用したり、他大学等の学生との交流を深める

味わい、様々な人とふれあうことこそ何ものにも代え

道の授業は、多摩美にはない授業で人気がありま

ちょう塾）
」
が誕生したのと同じ2004年からです。最

える単位互換。他大学等の授業を受けて単位を修得

大学等のキャンパスに足を踏み入れ、その雰囲気を

単位互換制度でどんな
授業を受けられるの？

おもに東京工科大学、山野美容美術短期大学、東京

プを超えて学びやすくなるでしょう。ただ、やはり他

QRコードよりホームページをご覧ください

Yosh ina ri Ka w a shima

にも一部採り入れることで、物理的、時間的なギャッ

多摩美大ではキャンパス内のギャラリーでの展示
をだれでも観ることができます。単位互換の受講生
は図書館資料の閲覧もできます。

高 校 生 の キ ミ へ

頼れる人たちがいます
仕事柄交流がある八王子の大学
等の職員の人たちは、みんな学生
思い。悩んだり行き詰まったりした
ら、同世代とは違った視点から学
園生活を応援してくれるよ。

「八王子みなみ野ウィンター・イルミネーション」
に参加し、地域の方々
と対話しながら、美しいツリーを制作しました。

幕末からヨーロッパと貿易を行っていた八王子をフライ
ヤーやウェブサイトを作成しアピール

高 校 生 の キ ミ へ

軽い痛みも経験しとこ！

印刷配布したフライヤー
（両面）

デジタルネイティブ 世 代のキミ
は、得意分野ならけっこう詳しい
けれど、知ってる世界が狭くなり
がち。現実の世の中で、一晩寝れ
ば立ち直れる程度の軽い痛みを
たくさん経験するのも大事だよ。

学の
「新しい日常」
となりました。
この方式を単位互換

ウェブサイト
（スマートフォン版）

今村 伸一郎

轉法輪 慎治

Shinichiro Ima mura

S hin j i Te b o r i

ヤマザキ動物看護大学

日本文化大學

動物看護学部 教授
専門分野：比較動物学・比較解剖学・動物看護学

法学部 教授
専門分野：刑法

お肉屋さんで一本100円の豚足を調達しては、
「子どもいちょう塾」
の標本作り
に。一方、デパ地下の魚屋さんからは、赤マンボウやマグロの頭をもらってきて
はゼミの資料に。そんな今村先生の目下の楽しみは、
フリーザーに保存している
ナマケモノの解剖だとか。

異世界標本室から見えてくる
生命の躍動。
日本で唯一の動物看護学部がある同大学で、骨格標本作製を通して生体
の仕組みを学生に指導している今村先生。毎年何十人もの希望者が殺到

するという人気ゼミでは、いったいどんな学びが行われているのでしょうか。

進化の過程が一目瞭然

アカカンガルーの
骨格標本

少年時代、
『 太陽にほえろ！』
や
『西部警察』
など刑事ドラマが大好きで、犯罪を裁
く法学部をめざしたという轉法輪先生。休日にはウサギを可愛がったり、趣味の
カメラを携えて地元鎌倉を散策。同大学の写真サークル顧問も務めています。

「なんで違法か？」
「その刑罰は妥当か？」
を考える。

かして何かを作るのが大好きですが、子ど

基本三法といわれる憲法、民法、刑法の中でも、法学部だけで学ぶのが刑

ません。私も裁判官に扮して紛れ込んではいますが、量刑を考える際のヒ

ションする機会はとても貴重です。

な先生のゼミが参加する「子どもいちょう塾」の模擬裁判は毎年大好評。先

子どもたちの反応ですが、塾後のアンケートを見るとさすがに6年生は内

もや一般の人にわかりやすくコミュニケー
動物タレント会社から譲り受けたカンガルー

から苦労して骨格標本を作ったときは、学生

法。轉法輪先生は、その専門家として40年近く研究に携わっています。そん
生の狙いは何か? そして学生たちは何を得ているのでしょうか。

たちも大苦戦。意外にも一カ月以上かかっ

のび太は正当防衛にあたるのか

たイノシシやシカ、持ってきました！」
っていうから、びっく

うと、復元がすごく難しく、東京駅そばのKITTEに骨格標本があると聞い

ジャイアンが無理矢理
「よこせ！」
と奪い取った

過程がよくわかるということで授業に使っています。

発表し、
なんと準優秀賞をいただきました。

でジャイアンに怪我を負わせてしまった。さて、のび太の行為は無罪、
それ

たのが手首の部分でした。繊細なカンガルーの手は一度骨をばらしてしま

以前、山梨から通っていたゼミ生が
「おじいちゃんが撃っ

て駆けつけたりしたものです。
「学生発表会」
では標本の展示と研究成果を

り。せっかくだから骨格標本にしたところ、
これは進化の

ブタやイノシシの足指は2本。親指は完全に退化、人差し

豚足の骨格標本

ントを述べる程度で、
あとは学生主導です。

容をよく理解しているようです。でも、4年生もそれなりに
「おもしろい」
って
感じてくれていますよ。

「子どもいちょう塾」
に参加した子どもたちには、前半の講義で法律や裁判

について解説をします。刑罰に対する考え方は一人ひとり違って当たりま

え。1＋1が必ず2になる必要はなく、3になっても5になってもいい。多様な

ゲーム機。取り返そうとしたのび太は、
はずみ

とも有罪？ 有罪だとしたらどれくらいの刑罰が妥当？───これは
「子ど

考え方があることをイメージしてもらえれば嬉しいですね。

施行する人と理論を研究する人とで法律の両輪に

指と小指は小さく退化し、結局中指と薬指だけで立っているんです。シカ

死体を探せ！
？

は狩られる側、つまり逃げる立場。瞬時にダッシュをかけるにはつま先立ち

昨今は犬猫が家族の一員として大切にされ、死んだらきちんと火葬しま

するという趣向。シナリオは私が考えますが、演じる学生たちはしっかり読

たり、人間の欲望がからんだり、刑法とはなんて人間くさい分野だろうと興

入りません。そこで長池公園にお願いして、
この地域に生息する野生動物

一人ひとりが意見を出しあい、最終的にはそれらをすり合わせて判決を出

その一方で刑法はとても理論的な分野で、理詰めで考えていくところが性

やヤギも同様ですが、甲の骨は1本にくっついてしまっています。草食動物

で、
しかも指の数が少ないほど効果的。これは物理計算でも証明されてい

て、究極はウマのように指1本の足になるわけです。

反対に狩る側、
たとえばネコ科の動物は足指が5本あり、
これは武器となる

ツメを隠しているため。
じゃあ早く走るためにどうしたかというと、隙間の
ある背骨がポイント。走るときに背骨がしなって、瞬発力を生むんです。

せっかくの標本、みんなに見てもらおう！
そんな話を長池公園で開催している
「学生企画事業補助金」
での活動や、

「子どもいちょう塾」
で子どもたちにするとみんな目を輝かせます。動物の

骨をどんどん触ってもらい、魚を使った標本作りにも挑戦するんですよ。自
作のパネルをもとに説明するのが、学生たちの役目。彼らはとにかく手を動

もいちょう塾」
で、私たちが行っている模擬裁判です。ゼミ生が裁判長、被

す。それ自体はすばらしいのですが、骨格標本となる犬猫がほとんど手に

告、検察、弁護人などに扮して裁判を行い、子どもたちも裁判員として参加

み込んで、迫真の演技。裁判後はグループ分けした裁判員役の子どもたち

の死体が見つかったら連絡をいただいています。タヌキ、
アナグマ、ハクビ

すというもの。

ているものもあります。だけどそれも含めて骨格標本として再生し、標本を

1＋1は3になっても5になってもいい

シン、
アライグマの4種類が代表的。中には交通事故に遇い、身体を損傷し
見てくれた人が何かを考える材料になればいいな、
と。

紆余曲折をへて原点へ
ぼくがこの世界へ足を踏み入れたのは高校の時、大型犬の解剖を実際に

する機会があったことから。カエルでもない、
フナでもない、大きなシェパー

ドを目の当たりにして、生き物ってこんな仕組みなんだ！という衝撃を受け､

私は大学一年生の時、刑法に出会いました。愛憎劇のあげくに犯罪が起き
味を持ちました。

に合っていました。法律を施行するよりも研究者として、理論をつきつめよ

うと大学の早い次期で決心したわけです。ライフワークとしては、違法性の

研究をしており、犯罪とはどうして違法なのかという、かなり
「そもそも論」

学生たちは模擬裁判を通して、教室の講義だけじゃなく、実践的、実務的な
知識を身につけることができたと感想を述べてくれます。このほか八王子

というか、哲学的な命題を探究しています。

ただ、法律は一般の方々が抱くイメージとはうらはらに､けっして難しいも
のではありません。社会が複雑になると法律もそれに連動して変化してい

市民が参加したり、学内で行ったりする形式の模擬裁判もあります。相手

るだけなのです。
また、公務員を目指す人にとっては要となる学問。高校生

なく、市民の皆さんからの想定外の質問にもアドリブで返さなければなり

でしょう。

に理解してもらうにはどう語りかければよいか身をもって体験するだけで

のみなさんは将来を考える際、ぜひ、法学部を視野に入れてみてはいかが

獣医になろうと麻布大学に進学。

研究職を志すようになったとき、東京女子医大からお誘いが。心臓移植手

術に向け、犬を実験材料としていて獣医としてぼくが呼ばれたんです。そ

魚の骨の中に魚そっくりの骨を発見!

の後、心筋の分子生物学などを研究し、姫路獨協大学の医療保健学部に
赴任。解剖生理学の立場から臨床工学技士の育成に携わりました。それか

ら恩師の誘いでヤマザキへ。なんと、
ここへ来たら骨の標本があるじゃない

かと。
「ああ、学生時代から本当はこれをやりたかったんだ！（
」笑）
ということ

で原点というか異世界に戻ったわけです。

研究室

高 校 生 の キ ミ へ

高 校 生 の キ ミ へ

なぜ？を追求するのが好きな人へ

オープンキャンパスでホネ・デビューを

与えられた知識を覚えるのが高校だけど、
「なんでそうな
るのか」
を探究するのが大学。法律を賢く解釈するために
は、経験や知識を総動員しなければならないので、大学の
自由な環境を使っていろんなことに挑戦してみよう。

ゼミの選考面接で
「高校時代に今村先生の展示を見て決
めてました！」
なんていう学生も多いですよ。まずはオープ
ンキャンパスで標本を見たり触ったりしてみては。
子どもいちょう塾では魚を使った標本づくりに挑戦

学生自作のパネル

模擬裁判で実際に証拠品として
使用する包丁を見せてくれました。

「子どもいちょう塾」
での模擬裁判

