
平成２２年 ３月１５日 

公立大学法人首都大学東京 

平成２２年度 首都大学東京入学式のご案内 

 このことについて、下記のとおり執り行います。 

平成２２年度 首都大学東京入学式 

開 催 日 時   平成２２年４月３日(土) １４時３０分～（開場：１３時３０分） 

会    場   東京国際フォーラム ホールＡ (東京都千代田区丸ノ内３－５－１)

参加人数（予定） ４,７５０名 

来賓（予定）   東京都知事、都議会議長 他 

次第（予定）   開式 

学長式辞 

理事長挨拶 

都知事祝辞 

都議会議長祝辞 

来賓紹介 

祝電披露 

教職員紹介 

管弦楽団演奏 

来賓挨拶 

 大学教育センター長訓示 

閉式 

 

※ 取材を希望される場合は、3 月 26 日(金)までに、別紙に必要事項を記載の上、下記までお申し

込みください。また、当日は必ず『プレス受付』（裏面参照）で手続きをお済ませください。 

※ 当日は名刺で社名の確認をさせていただきます。プレス受付で名刺をお出し下さい。なお、複数

でいらっしゃる場合はその中の代表者１名で結構です。 

※ 入学者数等については、当日プレス受付にて資料をお渡しいたします。 

※ 会場では、マイク用端子は利用できますが、コンセントは利用できません。必要に応じて、バッ

テリー等をご準備ください。 

※ お車でご来場される方は、東京国際フォーラムホームページ「駐車場」 

http://www.t-i-forum.co.jp/general/guide/parking/index.php をご確認ください。 

 

取材申込・問い合わせ先 

公立大学法人首都大学東京 経営企画室広報担当 担当：原島、氏原 

℡ 03-5320-7090（直） 都庁内線 67-621   Fax 03-5388-1615 都庁内線 65-615 

平成２1 年度入学式の様子 



 

 

 

 

 

 
交通案内：東京国際フォーラム 

 

 

●JR 線 

・有楽町駅より徒歩 1分 

・東京駅より徒歩 5分 

 

●地下鉄 

・有楽町線：有楽町駅と B1F 地下コンコースにて連絡 

・日比谷線：銀座駅または日比谷駅より徒歩 5分 

・千代田線：二重橋前駅より徒歩 5分 

日比谷駅より徒歩 7分  

・丸ノ内線：銀座駅より徒歩 5分 

・銀 座 線：銀座駅または京橋駅より徒歩 7分 

・三 田 線：日比谷駅より徒歩 5分  

 

 

 

←東京駅 有楽町駅→ 

プレス受付（ホールＡの正面入口を入って右側） 

 

 



平成２２年 ３月１５日 

公立大学法人首都大学東京 

平成２２年度 産業技術大学院大学入学式のご案内 

このことについて、下記のとおり執り行います。 

平成２２年度 産業技術大学院大学入学式 

開 催 日 時   平成２２年４月３日(土) １１:００～（開場：１０時００分） 

会    場   産業技術大学院大学 中央ホール 

(東京都品川区東大井１－１０－４０) 

参加人数（予定） １９０名 

来賓（予定）    

次    第   開式 

学生紹介 

学長式辞 

理事長挨拶 

来賓祝辞 

来賓紹介 

法人幹部紹介 

教員紹介 

閉式 
 
 
交通案内 ※詳細は次ページの地図を参照してください。 

●鉄道 
・京浜急行電鉄：鮫洲駅より徒歩 9 分 
・京浜急行電鉄：青物横丁駅より徒歩 10 分 
・りんかい線：品川シーサイド駅より徒歩 3 分 
・JR 京浜東北・根岸線：大井町駅より徒歩 18 分

●バス 
・都営バス：都立高専前より徒歩 2 分 
（品川駅東口←→八潮パークタウン［品 91 系統］）

（品川駅西口←→大井競馬場［品 93 系統］） 
（大井町東口←→八潮パークタウン［井 92 系統］）

 
 

※ 取材を希望される場合は、3 月 26 日(金)までに、別紙に必要事項を記載の上、下記までお申し

込みください。また、当日は必ず『プレス受付』で手続きをお済ませください。 

※ 当日は名刺で社名の確認をさせていただきます。プレス受付で名刺をお出し下さい。なお、複数

でいらっしゃる場合はその中の代表者１名で結構です。 
※ 入学者数等については、当日プレス受付にて資料をお渡しいたします。 
※ 会場には、カメラ用電源、マイク用端子はありません。あらかじめご了承ください。

取材申込・問い合わせ先 公立大学法人首都大学東京 経営企画室広報担当 担当：原島、氏原 

℡ 03-5320-7090（直） 都庁内線 67-621  Fax 03-5388-1615 都庁内線 65-615 

平成２１年度入学式の様子 





平成２２年 ３月１５日 

公立大学法人首都大学東京 

平成２２年度 東京都立産業技術高等専門学校入学式のご案内

このことについて、下記のとおり執り行います。 

平成２２年度 東京都立産業技術高等専門学校入学式 

開 催 日 時   平成２２年４月７日(水) １３:００～（開場：１２時１５分） 

会    場   ティアラこうとう（江東公会堂） 

(東京都江東区住吉２－２８－３６) 

参加人数（予定） ９８２名 

次    第   開式 
         国歌斉唱 
         入学許可 
         校長式辞 
         理事長挨拶 
         来賓祝辞 
         来賓紹介 
         祝電披露 
         在校生歓迎の言葉 
         新入生代表宣誓 
         教職員紹介 
         校歌紹介 
         閉式 

平成２１年度入学式の様子 

 
交通案内 
 
●地下鉄 
・都営新宿線／東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩

４分 
 
●バス 
・都営バス 「住吉駅前」下車徒歩 5 分  
（錦糸町駅～東陽町駅［東 22 系統］ 
（錦糸町駅～築地駅 ［錦 11 系統］） 

・都営バス 「江東公会堂前」下車徒歩１分 
（錦糸町駅～東大島駅［錦 28 系統］） 
※ 取材を希望される場合は、3 月 26 日(金)までに、別紙に必要事項を記載の上、下記までお申し

込みください。また、当日は必ず『プレス受付』で手続きをお済ませください。 

※ 当日は名刺で社名の確認をさせていただきます。プレス受付で名刺をお出し下さい。なお、複

数でいらっしゃる場合はその中の代表者１名で結構です。 
※ 入学者数等については、当日プレス受付にて資料をお渡しいたします。 
※ 会場には、カメラ用電源、マイク用端子はありません。あらかじめご了承ください。 
※ お車でご来場される方は、ティアラこうとうホームページ「交通案内・休館日」

http://www.kcf.or.jp/tiara/map.html をご確認ください。 

取材申込・問い合わせ先 公立大学法人首都大学東京 経営企画室広報担当 担当：原島、氏原 

℡ 03-5320-7090（直） 都庁内線 67-621  Fax 03-5388-1615 都庁内線 65-615 



宛先 公立大学法人首都大学東京 経営企画室 広報担当 

ＴＥＬ 03-5320-7090（直） 都庁内線 67-621 

ＦＡＸ 03-5388-1615    都庁内線 65-615 

 

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 

入学式 取材申込書 

 首都大学東京入学式 

 産業技術大学院大学入学式 
取材対象 

（該当する欄に○） 

 東京都立産業技術高等専門学校 

貴社名  

取材予定人数
※１  

連絡先電話番号
※２  

報道予定日時等 
 
※３ 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

記載例：当日 18 時からのニュース番組内で使用 18:20 頃放映予定 

当日夕刊（東京版）掲載予定 など

※１ 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を各々取材される場合は、そ

れぞれの人数を記載してください。 

※２ 式典内容に変更があった場合などに連絡の取れる番号を記載してください。なお、記載された内容

を、当該目的以外に使用することはありません。 

※３ 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を各々取材される場合は、両

方の報道予定を記載してください。 


