
 

開学 40 周年記念 

グローバル対応学生宿舎の名称募集 

Toyohashi University of Technology 40th Anniversary 

Call for entries: The Name of Multicultural Boarding House 

 

 

１ 目的 

スーパーグローバル大学に選定されたことによりグローバル技術科学アーキテクト養成キャンパス

の創成のための取組の一つとして留学生と日本人学生が混住するシェアハウス型の学生宿舎を建設致

します。平成２６年度には、名称、平面計画、デザイン等について学内に広く募集させていただきま

したところ、名称について、再度募集することとさせていただいておりました。 

ついては、名称を学内に広く再募集させていただきます。 

事業詳細： 豊橋技術科学大学の「スーパーグローバル大学創成支援」事業の詳細 

  http://www.tut.ac.jp/superglobal.html 

トピックス：日本人学生と留学生が一緒に生活する シェアハウス型の学生宿舎を建設します。 

http://www.tut.ac.jp/news/160421-9276.html 

1. Purpose: 

Having been selected as one of the universities of “Top Global University Project”, as part of the new 

"Global Technology Architect Course", a new shared-house style of student accommodation, which will 

enable international and Japanese students to live together on campus, will be built. Although ideas of 

names, floor plans, and designs of the boarding house have already collected from students, academics, 

and staff members of Toyohashi University of Technology in 2014, we would like to advertise for the 

new ideas on the name of boarding house. 

Toyohashi University of Technology advertises for new ideas on the name of boarding house. 

� Project details: “Top Global University Project” for Toyohashi University of Technology 

http://www.tut.ac.jp/superglobal.html 

� Topics: Multicultural Boarding House will be established. 

http://www.tut.ac.jp/english/news/9275.html 

 

２ 主催者 

豊橋技術科学大学 

2. Organizer 

Toyohashi University of Technology 

 

３ 宿舎概要 

場所 ： 学生宿舎エリアとする。（別図参照） 

内容 ： 留学生と日本人学生が混在するシェアハウス型の学生宿舎 

3. An overview of the global student accommodation 

� Location: Student Dormitories Area [ see also the map] 

� Concept : A new shared-house style of student accommodation, which will enable 

international and Japanese students to live together  

 

 

 

 



 

４ 応募要領 

4. How to apply 

１）募集内容 

・グローバル対応の学生宿舎名称募集（「スーパーグローバル大学創成支援」事業申請時は「技術究創舎」） 

･平成２６年度募集時の優秀賞「グローバルーム」「未来橋館（みらいばしかん）」は審査対象外とします。 

･日本語表記のみの応募の場合、英文においてローマ字表記とすることになります。 

1) Contents 

� Call for entries: The name of Multicultural Boarding House 

� Except for the award for excellence “Globaroom” and “MIRAIBASINKAN” in 2014. 

� The names written only in Japanese will be spelled with Roman letters in English 

sentences.  

２） 応募資格 

・本学の学生、教職員（契約職員、パートタイム職員含む） 

2) Applicant eligibility 

� TUT students, academics, and all staff members 

３）提出期間 

・平成２８年９月１６日(金)～平成２８年１０月２１日(金) 

3) Application period 

� Fri., Sep. 16. 2016 ~ Fri., Oct. 21. 2016 

４）提出様式 

・グローバル対応の学生宿舎名称募集 

  ・名称及びその名称とした理由等。 

・氏名、所属、学年、連絡先（電話・メール等）を明記。 

4) Application form [See also another paper “Call for entries: The Name of Multicultural 

Boarding House”]  

 Please write down the followings. 

� Name of the accommodation and its concept. 

� Your name, your department or institute, your grade, and your e-mail address or phone 

number 

５）提出方法 

・提出は、電子ファイルまたは紙媒体としてください。 

・提出先 

事務局 3階 施設課 計画推進係 

内線 6533、メール：kentiku@office.tut.ac.jp 

5) How to submit 

� Send an application form by mail or submit it to the place below;   

� Place of submission: Facilities Division at 3rd floor of Administration Bureau 

E-mail address: kentiku@office.tut.ac.jp 

Extension line: 6533 

 

５ 審査概要 

5. Outline of Screening 

１）審査基準 

    ・スーパーグローバル大学創成支援事業「グローバル技術科学アーキテクト」養成キャンパスの

創成にふさわしい名称であること。 



 

   1) Criterion for screening  

� An appropriate name for Creative Campus for Nurturing Global Technology Architects. 

 

２）表彰 

・最優秀賞  （1 点)         賞状及び副賞  

・優秀賞   （2 点以内）      賞状及び副賞  

※最優秀賞に選定した場合、名称または愛称等として使用します。 

2) Awards 

� Highest award (1)  : award certificate and extra prize 

� Award for excellence (up to 2) : award certificate and extra prize 

*The name given the highest award will be the official name or the nickname of the boarding 

house. 

 

３）審査 

一次審査 

審査員により 5案程度に絞り込む。 

審査日：平成 28 年 10 月下旬 

審査員：大貝彰理事、井上隆信副学長、中澤祥二学長補佐、高嶋孝明教授、内山直樹教授 

二次審査 

学内投票（web 投票）学内教職員、学生対象 

投票期間：平成 28 年 11 月 1 日（火）～11 月 30 日（水） 

最終審査 

開学 40 周年記念事業委員会委員による審査 

3) Screening schedule 

� Primary screening:  

  Selected 5 nominations 

  Date: late Oct. 2016 

  Jury: Akira Ohgai Executive Trustee, Mitsuteru Inoue Vice President,  

Shoji Nakazawa Presidential Advisors, Professor Takaaki  

Takashima, and Professor Naoki Uchiyama 

� Second screening: 

  Web-Voting by students, academics, and all staff members 

  Voting period: Tue. Nov. 1. 2016 ~ Wed. Nov. 30. 2016 

� Final screening: 

  Screening by the committee of 40th Anniversary 

 

６ 応募に当たっての注意事項 

6. Notes on application 

１）審査について 

・審査に関する質疑には応じかねますのでご了承ください。 

   1) About screening 

� Any questions related to the screening are not available. 

２）著作権について 

・採用された名称または愛称等の著作権は、主催者に帰属するものとします。 

2) About copyright 



�

 

７ その他

この

ご連絡ください。

7. Others 

If you have any comment

except this topic

 

８ 問い合わせ先・応募作品提出先

事務局

内線

8. Applications and inquiries

Facilities Division at 3rd floor of Administration Burea

E-

Extension line: 6533

 

 

 

 

豊橋技術科学大学

Campus Map of Toyohashi University of Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

� The copyright of a

organizer.

 

その他 

この名称募集とは別に、グローバル対応の学生宿舎について、ご意見などありましたら施設課まで、

ご連絡ください。

 

If you have any comment

except this topic: Call 

 

問い合わせ先・応募作品提出先

事務局 3階 施設課

内線 6533、メール：

pplications and inquiries

Facilities Division at 3rd floor of Administration Burea

-mail address: 

Extension line: 6533
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Multicultural Boarding House
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or the nickname of the boarding house 
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グローバル対応の学生宿舎名称募集 

Call for entries: The Name of Multicultural Boarding House 

所属（系、学年等） 

Affiliation 

(department or institute, and grade) 

 

氏名 

Name 

 

連絡先（電話、メール等） 

Contact e-mail address or phone 

number 

 

学生宿舎名称 

The name of the multicultural 

boarding house 

日本語表記 

In Japanese 

英語表記 

In English 

名称とした理由等 

Concept: 
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