都市イノベーション学府入試説明会について
2022年4月入学、2021年10月入学向けの都市イノベーション学府大学院入試にかかる入試説明会
について、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から都市イノベーション学府全体としては
行わず、各コース・系問題による対応とさせていただきます。
各コース・系問題での対応は次のとおりです。各自希望受験問題の箇所をご確認ください。参加に
あたっては、学生募集要項をお手元で見られる状態にしたうえで、ご参加ください。
なお、学生募集要項については、現在調整を行っており、Webページでお知らせしているとおり、4
月中旬頃に公表を予定しております。最新情報については、都市イノベーション学府・研究院Web
ページ「学生募集情報」ページを各自で確認するようにしてください。
https://www.urban.ynu.ac.jp/admission/index.html
（都市イノベーション学府・研究院 Web ページ「学生募集情報」ページ）
●建築都市文化専攻建築都市文化コース建築系問題＜博士課程前期＞
●都市イノベーション専攻建築系問題＜博士課程後期＞
1）実施について
入試説明会は行いません。
2）出願に当たって
・「学生募集要項」を充分によく読んで、出願してください。
・本専攻・本コース（建築系）を志願する方には、出願前に必ず志望先教員あるいは学生募集要項
に記載の問い合わせ担当教員と相談することを求めていますので、相談時に各教員が志願者の
質問を受け付けます。
3）建築系問題の担当教員
教員名
連絡先
ono-satoshi-cs@ynu.ac.jp
大野敏 教授
ohara-kazuoki-vr@ynu.ac.jp
大原一興 教授
kawabata-masaya-gx@ynu.ac.jp
河端昌也 教授
sadohara-satoru-ms@ynu.ac.jp
佐土原聡 教授
takamizawa-minoru-fw@ynu.ac.jp
高見澤実 教授
matsumoto-yuka-kg@ynu.ac.jp
松本由香 教授
ishida-takanori-fx@ynu.ac.jp
石田孝徳 准教授
inagaki-keiko-yc@ynu.ac.jp
稲垣景子 准教授
eguchi-toru-ch@ynu.ac.jp
江口亨 准教授
sugimoto-kuniyoshi-wg@ynu.ac.jp
杉本訓祥 准教授
tanaka-ineko-xb@ynu.ac.jp
田中稲子 准教授
nohara-taku-zs@ynu.ac.jp
野原卓 准教授
fujioka-yasuhiro-fg@ynu.ac.jp
藤岡泰寛 准教授
morita-masashi-rc@ynu.ac.jp
守田正志 准教授
yoshida-satoshi-vx@ynu.ac.jp
吉田聡 准教授
・教員の研究内容や担当授業科目は都市イノベーション学府・研究院 Webページ「教員紹介」ペ
ージ（https://www.urban.ynu.ac.jp/?page_id=116）をご参照ください。
4）問い合わせ担当教員
都市イノベーション研究院 稲垣景子（inagaki-keiko-yc@ynu.ac.jp）

●建築都市文化専攻建築都市デザインコース（Y-GSA）＜博士課程前期＞
1） 実施について
開催日時：2021年5月8日（土）10：30～12；00
2） 事前準備と参加方法
2-1: ビデオ会議システム ZOOM を使用してオンラインで行います。
説明会のURLとIDは、Y-GSAのWeb ページ (http://y-gsa.jp) におけるTopページおよびNews欄に
て事前にお知らせいたします。
2-2: 事前準備として、ZOOMのアプリを PC（Windows、Mac、Linux）またはタブレット・スマートフォン
（Android、iOS）にインストールの上、テスト用のサイト（https://zoom.us/test）にアクセスして音声
や映像の確認を行なってください。
2-3: また事前に、都市イノベーション学府・研究院Web ページ「学生募集情報」ページから学生募
集要項をダウンロードし、よく読んだ上で、オンライン入試説明会に参加してください。
3） 主な内容
Y-GSA の説明（教育プログラムの特色と修了要件、教員紹介、入試の概要と日程）、質疑応答
担当：藤原徹平准教授、寺田真理子准教授
4） Y-GSA の担当教員
乾久美子教授 妹島和世教授 西澤立衛教授
寺田真理子准教授 藤原徹平准教授
・教員の研究内容や担当授業科目は都市イノベーション学府・研究院 Web ページ「教員紹介」ペ
ージ（https://www.urban.ynu.ac.jp/?page_id=116）をご参照ください。
5） 問い合わせ担当教員
都市イノベーション研究院 寺田真理子 E-mail : ygsa@ynu.ac.jp

● 建築都市文化専攻建築都市文化コース都市文化系問題＜博士課程前期＞
● 建築都市文化専攻横浜都市文化コース（Y-GSC）＜博士課程前期＞
● 都市イノベーション専攻都市文化系問題＜博士課程後期＞

1）実施について
開催日時：2021年5月22日（土）13：00〜15：00
2）申込方法、事前準備と参加方法
2-1:ビデオ会議システム ZOOM を使用してオンラインで行います。
2-2：参加をご希望の方は、件名に「大学院説明会申し込み」、本文に参加者のお名前とご所属を
記入の上、 ygsc-studio@ynu.ac.jpまで、電子メールをお送りください。担当者から折り返し、説明会
のURL と ID、パスワードをお送りしますので、これをもって申込完了といたします。
2-3：事前準備として、ZOOM のアプリを PC（Windows、Mac、Linux）またはタブレット・スマートフォン
（Andoroid、iOS）にインストールの上、テスト用のサイト（https://zoom.us/test）にアクセスして音声や
映像の確認を行ってください。
2-4：開催日時になりましたら、担当者からお送りした説明会の URL をクリックして参加してください
（必要に応じて ID とパスワードを入力してください）。
3）主な内容
Y-GSCについて説明（専攻・系の概要、教員紹介、教育プログラムの特色と修了要件、入試の概要
と日程）、質疑応答
担当：清田友則教授、Y-GSCスタジオアシスタント佐藤駿
4) Y-GSC の担当教員
清田友則 教授、榑沼範久 教授、須川亜紀子 教授、彦江智弘 教授、平倉圭 准教授、ファビア
ン・カルパントラ 講師 （中川克志 准教授は2021年度、「内地研究員」制度で、他大学に出向して
います）
※教員の研究内容や担当授業科目は都市イノベーション学府・研究院 Web ページ「教員紹介」ペ
ージ（https://www.urban.ynu.ac.jp/?page_id=116）をご参照ください。
5）問い合わせ担当教職員：
Y-GSCスタジオアシスタント佐藤駿（ygsc-studio@ynu.ac.jp）

都市地域社会専攻都市地域社会コース都市基盤系問題＜博士課程前期＞
●都市地域社会専攻国際基盤学コース（IGSI）＜博士課程前期＞
●都市イノベーション専攻都市基盤系問題＜博士課程後期＞
1）.実施について
開催日時：2021 年 5 月 8 日（土）13：00〜（1 時間程度を予定しています）
（重要）今年度は新型コロナウィルス感染予防対策のためオンラインのみの実施とし，大学キャン パ
ス内での説明会や研究施設見学会はありません．見学目的での入構もお断りしておりますの で，
十分ご注意ください。
2）対象
都市イノベーション学府の博士課程後期（都市イノベーション専攻・都市基盤系問題）または博士
課程前期（都市地域社会コース・都市基盤系問題／国際基盤学コース）の受験を検討している方
（※）、またその関係者の皆様
（※）都市基盤系の教員（下記）を指導教員として希望される方が対象です。
勝地弘 教授、鈴木崇之 教授、田中伸治教授、早野公敏 教授、細田暁 教授、前川宏一 教授、松
行美帆子 教授、菊本統 准教授、崔瑛 准教授、田村洋 准教授、藤山知加子 准教授
・教員の研究内容や担当授業科目は都市イノベーション学府・研究院 Web ページ「教員紹介」ペ
ージ（https://www.urban.ynu.ac.jp/?page_id=116）をご参照ください。
・授業科目は上記の教員以外が開講する科目も履修できます。
3）.申込方法、事前準備と参加方法
ビデオ会議システム ZOOM を使用してオンラインで行います。参加をご希望の方は、件名に「大学
院説明会申し込み」、本文に参加者のお名前とご所属を記入の上、
nyushi-cvg@ml.ynu.ac.jp
まで、電子メールをお送りください。担当者から折り返し、説明会のURL と ID、パスワードをお送
りしますので、これをもって申込完了といたします。なお、パソコンからの電子メールを受信できな
い設定の携帯電話等から申し込まれる場合には、折り返しメールを配信できませんのでご注意くだ
さ
い。また、複数でご参加いただく場合は、一通のメールに参加者すべてのお名前とご所属をまと
めて記載していただいても構いません。
事前準備として、ZOOM のアプリを PC（Windows、Mac、Linux）またはタブレット・スマートフォン
（Andoroid、iOS）にインストールの上、テスト用のサイト（https://zoom.us/test）にアクセスして音
声や映像の確認を行ってください。
開催日時になりましたら、担当者からお送りした説明会の URL をクリックして参加してください
（必要に応じて ID とパスワードを入力してください）。
4）.主な内容
全体説明（専攻・系の概要、教育プログラムの特色と修了要件、教員紹介、入試の概要と日程） 質
疑応答
5）.問い合わせ担当教員
都市イノベーション研究院 田村 洋（nyushi-cvg@ml.ynu.ac.jp）

● 都市地域社会専攻都市地域社会コース地域社会系問題＜博士課程前期＞
● 都市イノベーション専攻地域社会系問題＜博士課程後期＞

1）.実施について
開催日時：2021 年 5月 8日（土）13：30〜14：30
2021 年 11月 6日（土）13:30～14:30
2）対象
都市イノベーション学府の博士課程後期（都市イノベーション専攻・地域社会系問題）または
博士課程前期（都市地域社会コース・地域社会系問題）の受験を検討している方（※）、また
その関係者の皆様
（※）地域社会系の教員（下記）を指導教員として希望される方が対象です。
大須賀史和 教授、小宮正安 教授、齊藤麻人 教授、長谷川秀樹 教授、藤掛洋子 教授、松本尚
之 教授、四方田千恵 教授、鎌原勇太 准教授、佐藤峰 准教授、高橋弘司 准教授、辻大和 准
教授、朴祥美 准教授、三浦倫平 准教授 （以上 13 名）
教員の研究内容や担当授業科目は都市イノベーション学府・研究院 Web ページ「教員紹
介」ページ（https://www.urban.ynu.ac.jp/?page_id=116）をご参照ください。
授業科目は上記の教員以外が開講する科目も履修できます。
3）.申込方法、事前準備と参加方法
ビデオ会議システム ZOOM を使用してオンラインで行います。参加をご希望の方は、件名
に「大学院説明会申し込み」、本文に参加者のお名前とご所属を記入の上、都市イノベーショ
ン研究院三浦倫平 准教授（miura-rinpei-nj@ynu.ac.jp）まで、電子メールをお送りください。折
り返し、説明会の URLと ID、パスワードをお送りします。複数でご参加いただく場合は、一通のメ
ールに参加者すべてのお名前とご所属をまとめて記載していただいても構いません。
事前準備として、ZOOM のアプリをPC（Windows、Mac、Linux）またはタブレット・スマートフォン
（Andoroid、iOS）にインストールの上、テスト用のサイト（https://zoom.us/test）にアクセスして
音 声や映像の確認を行ってください。
開催日時になりましたら、担当者からお送りした説明会の URL をクリックして参加してください
（必要に応じてID とパスワードを入力してください）。
4）.主な内容
全体説明（専攻・系の概要、教育プログラムの特色と修了要件、教員紹介、入試の概要と日程）
質疑応答

