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首都大学東京を応援しています 発行年月日2012年12月3日

最近、経済不況が原因で特に若者が内向きで元気がないと言われています。
また、昨年３月の東日本大震災を契機に日本社会全体が萎縮した状態になっ
ています。
このような時だからこそ、この一人芝居で演じられる主人公 杉原 千畝のよう
に困難な状況の中でも、人の命を助けるためにたち向かっていくような勇気
を持って日々を過ごしてもらいたい。そんな思いでこの講演を企画しました。

1. 大学支援

ひとり芝居 
「決断 命のビザ」公演の実施

※ なお、学生の感想文冊子については、10 月末日に各会員様にお届け済であります。

開 催 日：平成24年7月4日（水）
開演時間：午後3時〜
場　　所：都立産業技術高等専門学校　品川キャンパス2階中央ホール
　　　　　　品川区東大井1-10-40
☆300名の学生が観劇する☆

（目的）

① 第３回 都市に関する研究
　奨励賞候補者募集の実施

本賞 : 賞状
副賞 : 研究奨励助成金 ３０万円
受賞者数は３名を予定する。

（賞の目的）
公立大学法人首都大学東京の発展を支援するthe Tokyo u-club（以下、当ク
ラブという。）はこの度、巨大都市東京の様々な課題に関わる独創的な研究を
行っている若手研究者を顕彰、奨励するために都市に関する研究奨励賞（以下、

「都市研究奨励賞」という）候補者を募集します。

（対象とする研究）
人文科学、社会科学、理工学、環境学、システム工学、医療健康科学及びものづ
くりの各専門分野における独創的な広義の都市研究であって、巨大都市東京
の様々な課題の解明に資するものである事。

（対象とする研究者）
首都大学東京、産業技術大学院大学、東京都立産業技術高等専門学校に所
属する、都市に関する上記の各専門分野の研究に携わる若手専任教員とする。
但し、若手専任教員の範囲については、職位に関係なく本年9 月30 日時点で
45 歳未満とする。

（賞の内容）



◉ボランティア学生に代わって東京U クラブが負担する年間保険料は、通常型５００円・天災型６００円です。
◉このボランティア保険の加入代理申請を希望する方は手続きに従って東京U クラブ宛FAX・e-mail 又は郵送により

お申し込む。
◉補償期間は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までです。
◉補償の種類は、①通院保険金 ②入院保険金 ③手術保険金 ④後遺障害保険金⑤ 死亡保険金 及び対人・対物が補

償の対象になる。

2

③高専キャンパスツアー（品川）実施される

① 学生ボランティア保険加入代理申請の支援施実

（目的）
首都東京の “ ものづくり教育 ” に貢献する産業技術高等専門
学校（産技高専）を深く理解していただくため､ Uクラブ会員
の皆様に産技高専品川キャンパスの「ものづくりスペシャリスト
育成教育プログム及び施設設備」見学会が実施されました。
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開 催 日：平成24年9月28日（金）
開演時間：午後3時〜
場　　所：都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス2階中央ホール
　　　　　 品川区東大井1-10-40  TEL03-3471-6331
当日は、４０名が参加され、熱心に施設を見学されました。

2. 学生支援
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② 懸賞論文募集の実施

③ 外国人留学生成績優秀者応募募集の実施

（テーマ）

国際化時代に向けた自己啓発に関する提案

（論文仕様）
文字数は 5,000 字程度とする。必要に応じて図表添付も可。
A4 版縦置き使用・横書き。40 字 35 行約 4 頁に相当。
未発表のオリジナル論文に限る。他から引用する場所は引用箇所
も明示すること。

（趣旨）
世界各国から留学生を受け入れている首都大学東京･ 産業技術
大学院大学・都立産業技術高等専門学校及び同専攻科（以下「大
学等」という）に在籍する外国人留学生で、就学態度が良好、
学業成績優秀者でかつ学問研究が熱心であると認められる留
学生に対し、奨励金を支給し、留学生生活を支援することを目
的とする。

（受給資格）
次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

（１）私費外国人留学生である者
（２）大学等に概ね１年以上在籍しようとする者（申請時以前に在籍

した期間を含む。）
（３）他の奨励金またはこれに類する金銭的給付を受給していない

者
（４）就学態度が良好であると認められ、かつ学業成績の優秀な

者
（５）前年度に the Tokyo ｕ -club 奨励金を受給していない者

(申請手続)
（１）外国人留学生奨励金交付申請書
（２）成績証明書（前学年のもの）
（３）外国人登録証明書の写し（両面）
（４）小論文課題

「日本で学んでいる研究内容とこれを将来どのように活
かしますか」
800 字以内（400 字詰め 原稿用紙 A4 横書き２枚以内）

（５）在学証明書
（６）指導教員の推薦書

(応募締切等)
提出期限：平成24年10月31日（水）
提 出 先：the Tokyo u-club事務局

(奨励金額等)
奨励金額は年間１人 5 万円とし、対象人員は学部学生、大学
院生の計４人とする。

◉最優秀論文 10 万円 1編
◉優 秀 論 文 5 万円 1編
◉佳 作 論 文  2 万円 2 編

表彰
金額

グローバル化の時代に、大都市東京から世界で活躍できる人材
（例：エンジニアなど）となるためには、どのような方法があるのか。
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首都大学東京 世界大学ランキング　　　第7位にランクされる！！国内部門

2012年10月に発表された 「タイムズ世界大学ランキング」 （Times Higher Education World University Ranking 2012-
2013）で、首都大学東京は 266 位にランクされています。
これを国内の大学で比較すると、東京大学、京都大学、東京工業大学、大阪大学、東北大学、名古屋大学に次ぐ第７
位のランクです。
教育、研究、引用論文数、産学連携、国際性の指標に基づき、ランク付けされていますが、首都大学東京大学が国際
的にも評価されていることを示している。
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詳細・問い合わせ先：the Tokyo u-club 事務局　早川武男
電話・FAX：03-5294-9358   e-mail：u-club@lake.ocn.ne.jp  Homepage：http://www.the-tokyo-u-club.jp/

VS

大阪府立大学・首都大学東京
総合競技大会行われる

冊子の発行について

● 平成24年７月6日〜8日に亘って今年は大阪府立大学で行われた。
● 総合成績は 14 勝 18 敗 1 分、両校総合優勝で通算成績は首都

大学東京の「23 勝 33 敗 3 分け（中止 1）」
● 写真は対抗戦のスナップ写真です。

① 2012年 「新潟日報」 首都大学東京 髙橋理事長 取材記事 
故郷新潟の有力紙「新潟日報社」から取材を受けて 「ひと讃歌」
という特集記事が 8 月14 日から10 回に分けて連載された記事を
冊子にしました。

② 2012 年 「決断 命のビザ」公演 学生感想文冊子 
平成２３年度・２４年度の２年度に渡り東京Ｕクラブが実施しまし
た、水澤心吾氏による「決断 命のビザ」公演の学生感想文をま
とめたものです。

※ 既に会員の皆様にはお届け済ですが、部数に余裕がありますので、必要な方はメールまたは、ＦＡＸにてご連絡ください。

対抗戦野球

髙橋理事長 挨拶 対抗戦柔道

第60回


