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本学の最新予定とトピックス
文京学院大学では、教員陣の研究成果や、「本郷キャンパス」・「ふじみ野キャンパス」で行われる
イベント予定、最新トピックスなど、報道関係者向けにさまざまな情報を発信しています。
実施場所
1

第 12 回日本臨床検査学教育学会学術大会で
保健医療科学研究科の院生が「優秀発表賞」を受賞

8 月 24 日(木）

埼玉県立大学
(埼玉県越谷市)

2

「ASIAGRAPH 2017 in Tokyo」
CG アートギャラリー学生運営委員会の委員長を
文京学院大学の学生が担当

10 月 27 日(金)～
29 日(日)

日本科学未来館
（東京都江東区）

3

自然体験教室 もりの教室 第 6 回（最終回）を開催

10 月 28 日(土)

4

4 つのボランティアプログラムを展開

10 月 28 日(土)～
11 月 18 日(土)

ふじみ野キャンパス他
(埼玉県ふじみ野市他)

5

卒業生が在学生に「働くこと」について講演
働くことに対する意欲と夢を育むフォーラムを開催

11 月 1 日(水)

ふじみ野キャンパス
(埼玉県ふじみ野市)

6

産学官連携の「農業インターンシップ」の一環として
前橋市の「富士見産業祭」に学生・卒業生 18 名が参加

11 月 3 日(金)

道の駅ふじみ
(群馬県前橋市)

7

株式会社ボーンデジタルと共同
「CGWORLD 2017 クリエイティブカンファレンス」を開催

11 月 5 日(日)

本郷キャンパス
(東京都文京区)

第 12 回日本臨床検査学教育学会学術大会で
保健医療科学研究科の院生が「優秀発表賞」を受賞

ふじみ野キャンパス
(埼玉県ふじみ野市)

8 月 24 日（木）

第 12 回日本臨床検査学教育学会学術大会（埼玉県立大学・埼玉県越谷
市）において、本学大学院保健医療科学研究科 1 年の谷古宇利樹さん
（生体分子機能情報解析学研究室）が「優秀発表賞」を受賞しました。
受賞演題：マウス抗ヒトリン酸化蛋白質モノクローナル抗体を用いた腫瘍
特異抗原の同定
未知腫瘍組織の分類に有用なマウス抗ヒトリン酸化蛋白質モノクローナル
抗体の認識抗原を質量分析法により腫瘍関連抗原である TATA-element
modulatory factor 1 と同定し、同分子が腫瘍化に関連する分子である可
能性を発表しました。
本学共同演者：小松博義文京学院大学教授、元藤陽子文京学院大学助教

1/4

受賞した谷古宇利樹さん

「ASIAGRAPH 2017 in Tokyo」
CG アートギャラリー学生運営委員会の委員長を
文京学院大学の学生が担当

10 月 27 日(金)
～29 日(日)

ASIAGRAPH 2017 in Tokyo CG アートギャラリーは、経済産業省と財団法
人デジタルコンテンツ協会が日本科学未来館で催す「デジタルコンテンツ
EXPO2017」内で開催されます。「CG アートギャラリー」の実施運営を担当
する学生運営委員会の委員長を、本年は本学経営学部学生が担当しま
す。
「ASIAGRAPH CG アートギャラリー」は、優秀な CG 作家と作品が国を越え
て交流することで、新たな創造と産業がアジアから生まれることを願い、優
れた作品の発表展示の場として過去 13 年間、国内外の会場で開催して
います。今年度もアジアの多くの国と地域から多様な作品が約 200 点も集
まりました。また、作品を紹介するとともに、将来の業界を支える人材とな
る、小学生、中学生、高校生を対象としたコンテスト部門や CG 体験ワーク
ショップも設置しており、会期中大勢の参加で賑わいます。
ASIAGRAPH CG アートギャラリーに関する準備と運営全般を学生運営委
員会が担当しており、4 月の作品公募から、業者との折衝、出展の管理、
会場設営、展示作業まで約半年間、全ての業務をフィールドワーク実習と
して取り組んでいます。

昨年の様子

【ASIAGRAPH 2017 in Tokyo CG アートギャラリー】
日時：10 月 27 日(金) ～ 29 日(日)
会場：日本科学未来館 デジタルコンテンツ EXPO2017 内
(東京都江東区青海 2-3-6)

オリジナルパンとシチュー作りを体験
自然体験教室 もりの教室 第 6 回（ファイナル）を開催

10 月 28 日(土)

文京学院大学環境教育研究センターは、10 月 28 日(土)、4 歳から 6 歳
までの幼児、およびその保護者を対象とした自然体験教室「もりの教室」
の第 6 回（ファイナル）を開催します。
最終回となる今回は「今年度のもりの教室をふり返って」と題し、１年間のふ
り返りに加え、パンとシチューを作り、ファイナルパーティを実施する予定で
す。今年のパン作りでは、パン生地で自由な形を作って、オリジナルパンを
作ります。
「もりの教室」には、幼児が五感を使って自然を感じ、遊びを通じて自然と
つきあうルールを学ぶことを目的に 5 月から 10 月まで月 1 回、親子で参加
する自然体験教室で、9 年目の実施となりました。なお、本イベントは本学
が主催し、埼玉県ふじみ野市が後援しています。
【自然体験教室 もりの教室 第 6 回（ファイナル）】
日時：10 月 28 日（土） 10：00～14：00
会場：文京学院大学ふじみ野キャンパス(埼玉県ふじみ野市亀久保 1196)
参加者：親子 14 組、学生 16 名

2/4

昨年の様子

10 月 28 日（土）～

4 つのボランティアプログラムを展開

11 月 18 日（土）

ボランティアを必要とする人、したい人をつなぐ文京学院大学地域連携センターBICS は、今年開所 13 年目
を迎えます。BICS では、学生が地域の社会資源を活用し、8 つのプログラムに分かれてボランティア活動を
行っています。10 月から 11 月にかけて以下のプログラムを展開します。

≪発達・知的障がい児支援「ピーターパン」≫

≪多文化児童学習･スポーツ支援「BCC」≫

【デイキャンプ】

【「NPO 法人 街のひろば」のスポーツ支援】
日時： 10 月 28 日（土）14 時 00 分～18 時 00 分

日時： 10 月 28 日（土）10 時 00 分～15 時 30 分

場所：ふじみ野キャンパス（埼玉県ふじみ野市亀久保 1196）

場所：憩いの森（埼玉県ふじみ野市大井中央 1 丁目）
※雨天の場合はふじみ野キャンパスでレクリエーション

参加者：学生 11 名、対象者 18 名

参加者：学生 16 名、対象者 10 名

≪自閉症児・者支援「ビスケット」≫

≪小学生対象グループワーク「レッツゴー！まるびぃの森」≫

【レクリエーションボランティア】

【子ども大学ふじみ野 あそび学部 料理大会】

日時： 10 月 29 日（日）10 時 00 分～15 時 00 分

日時： 11 月 18 日（土）9 時 00 分～16 時 00 分

場所：ふじみ野キャンパス（埼玉県ふじみ野市亀久保 1196）

場所：ふじみ野キャンパス（埼玉県ふじみ野市亀久保 1196）

参加者：学生 17 名、対象者 12 名

参加者：学生 20 名、対象者 50 名

卒業生が在学生に「働くこと」について講演
働くことに対する意欲と夢を育むフォーラムを開催

11 月 1 日(水)

文京学院大学では、人間学部の 3 年生を対象に、人間学部の卒業生
が就職や仕事に関する体験談を伝える「2017 ふじみ野キャンパス
キャリアてっぺんフォーラム」を開催します。
本フォーラムは、社会にて活躍する卒業生の話を聞くことで、社会人と
してのイメージを鮮明にし、働くことに対する意欲や夢を育み、自覚を
促す事を目的としています。
特に今年度は、人事課で活躍する卒業生や、転職を経験した卒業生
など、多彩なキャリア経験の卒業生が講演することにより、学生が就職
後のキャリアをより広い視野で考えることにつながるフォーラムになる事
が期待されます。
【2017 ふじみ野キャンパスキャリアてっぺんフォーラム】
日時：11 月１日（水）14:50～16:20
会場：文京学院大学ふじみ野キャンパス W302 講堂
昨年の様子

(埼玉県ふじみ野市亀久保 1196)
対象学生：人間学部 3 年生約 100 名（1・2 年生も聴講可）
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産学官連携の「農業インターンシップ」の一環として
前橋市の「富士見産業祭」に学生・卒業生 18 名が参加

11 月 3 日(金)

文京学院大学は、本郷キャンパスの地元商店会「追分通り三面大黒天
商栄会」と群馬県前橋市富士見町とで“産学官”の 3 者による農村都市
交流プログラム「農業インターンシップ」を行っており、同プログラムの
一環として群馬県前橋市の「第 20 回富士見産業祭」に参加します。同
プログラムではお米作りを通じ、地域活性化に貢献するとともに、農業
体験を通じて環境問題や食の安全に対する意識向上などを目的とし、
様々なアプローチから地域が抱える課題解決に取り組んでいます。
富士見産業祭では、学生が農村都市交流ブースにて物品販売を中心
に、ヨーヨーつり等で子どもと交流を図ると共に、米作り体験事業の経
過について写真でのパネル展示を行います。また、本学独自のコー
ナーも出展し、東日本大震災復興支援プロジェクト「ブレーメンズ」の
チャリティーグッズ販売や、学生チアリーディングによるパフォーマンス
など学生 15 名、卒業生 3 名の計 18 名が参加して地域交流を図りま
す。

昨年の様子

【第 20 回富士見産業祭】
日時：11 月 3 日（金） 9：30～15：00
会場：群馬県前橋市富士見町石井「道の駅ふじみ」

株式会社ボーンデジタルと共同
「CGWORLD 2017 クリエイティブカンファレンス」を開催

11 月 5 日(日)

文京学院大学コンテンツ多言語知財化センターと株式会社ボーンデ
ジタルは、エンターテインメント業界で従事している方、業界を目指して
いる学生を対象としたカンファレンスイベント「CGWORLD 2017 クリエ
イティブカンファレンス」を本学本郷キャンパスで開催します。
「CGWORLD 2017 クリエイティブカンファレンス」は、 ゲーム、映像、
アニメ、インタラクティブアートなど、 全ての CG アーティストのためのカ
ンファレンスイベントです。
業界の垣根を超え、誰もが気軽に勉強や交流ができる場所を提供しよ
うというコンセプトのもと、2011 年から始まり、今年で 7 回目の開催とな
りました。30 本以上ある各セッションでは業界をリードするクリエイター
が登壇し、新たな技術、表現、考えなどを惜しみなく紹介し、学びの場
を提供します。
【CGWORLD 2017 クリエイティブカンファレンス】
日時：11 月 5 日（日）13：00～18：30（受付開始 12：00）
会場：文京学院大学本郷キャンパス(東京都文京区向丘 1-19-1)
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昨年の様子

