
外国語学部 英米語学科 １年

大鷲 明香莉（オオワシ アカリ）

タイトル：大好きな祖母

≪本人のコメント≫

大学に通えず不安や葛藤がありますが、コロナがあるからこそ
祖母との散歩が日課になりました。

【テーマ①】私の、新しい生活様式最優秀賞



商学部 経営学科 ４年

曽原 翔太（ソハラ ショウタ）

タイトル：一人ドライブで気分スッキリ

≪本人のコメント≫

コロナでストレスと不安が溜まりますが、ソーシャルディスタンスで
紅葉を楽しんでいます！！

【テーマ①】私の、新しい生活様式優秀賞



商学部 経営学科 １年

藤井 奏良（フジイ ソラ）

タイトル：オキシトシン

≪本人のコメント≫

遠隔授業のおかげで犬と過ごす時間が増えました。頻繁に近所の
多摩川へ散歩に行けて幸せです。

特別賞 【テーマ①】私の、新しい生活様式



国際学部 国際学科 １年
王 雯（オウ ブン）

タイトル：今年の海外旅行！

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



外国語学部 英米語学科 １年
村山 有里（ムラヤマ アリ）

タイトル：自粛ハロウィン

≪本人のコメント≫

コロナ禍で、みんなで集まってワイワイハロウィンパーティーをすることは
できませんでしたが、寮の友達と夜にこんなハロウィン撮影会をしました。

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



外国語学部 国際日本語学科 １年
陳 渊（チン エン）

タイトル： 秋

≪本人のコメント≫
コロナウイルスの秋でも、秋の美しさも全然変わらないだろう。

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



商学部 経営学科 ３年
足立 昇聡（アダチ ノリアキ）

タイトル： オンライン

≪本人のコメント≫
新しい生活様式ということで撮影しました。

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



政経学部 経済学科 ３年

孫 成浩 （ソン セコ ）

タイトル：公園散歩

≪本人のコメント≫
コロナの影響で、なるべく混雑の場所に行けないが、
静かなとこで新鮮な空気を感じましょう。

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



商学部 経営学科 ２年
木皿 柚季（キサラ ユズキ）

タイトル：コロナ禍でのキャンパスライフ

≪本人のコメント≫

コロナ禍における授業や自宅学習の雰囲気をイメージして
撮ってみました。

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



国際学部 国際学科 ３年
田宮 颯太（タミヤ ソウタ ）

タイトル：庭BBQ

≪本人のコメント≫
ゴールデンウィークなどはこの様に家族で庭BBQをして過ごしました！

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



外国語学部 英米語学科 ３年
濱﨑 寧々（ハマザキ ネネ）

タイトル：うちで虹

≪本人のコメント≫

パソコンとお友達になりそうな毎日を楽しく過ごす為に綺麗な
グラスを添えて。

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



外国語学部 国際日本語学科 １年
廣田 睦（ヒロタ ムツ）

タイトル：DJ始めました

≪本人のコメント≫
自粛期間中に新しく始めて、やってみたいことの1つが叶いました。

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



工学部 情報工学科 １年
五十嵐 幸登（イガラシ ユキト）

タイトル：新しい趣味

≪本人のコメント≫
コロナで密になれないからこそ、山に登り自然と触れ合う。

作品紹介 【テーマ①】私の、新しい生活様式



最優秀賞

外国語学部 中国語学科 １年

ＴＲＩＮＨ ＧＩＡ ＮＧＯＣ (チン ザーゴック）

タイトル：これからの新生活

≪本人のコメント≫
留学生新入生の私は自国に広い学校がなくて、3月に学校へ
行ってみたらすごい広くて興奮して、景色も最高でした。

【テーマ②】私の、癒やし



商学部 国際ビジネス学科 ４年

横山 翔汰（ヨコヤマ ショウタ）

タイトル：天の川

≪本人のコメント≫
寝っ転がって星空を眺めることが、新月の日の楽しみです！

【テーマ②】私の、癒やし優秀賞



工学研究科 情報・デザイン工学専攻博士前期課程 ２年

崔 壮（サイ ソウ）

タイトル：蜘蛛と銀杏の葉

≪本人のコメント≫
馬場までの細道を歩く。ふっと仰向いて、2枚の銀杏の葉は宙で
漂っている。「ああ、蜘蛛は秋を捕まえたんだ」。

特別賞 【テーマ②】私の、癒やし



国際協力学研究科 国際開発専攻博士前期課程 １年
韓 竺君（カン ジククン）

タイトル：秋

≪本人のコメント≫

プーシキンの詩「秋」を通り、テーマは悲しいのに、みんなと一緒に
遊んだら、楽しい気持ちになった、陽気さと活気に満ちた。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



国際学部 国際学科 ４年
木原 一真（キハラ カズマ）

タイトル：僕の帰り道

≪本人のコメント≫
今年コロナでこの桜並木を見れなかった人たちへこの写真を送ります。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



商学部 経営学科 １年
井上 柾未（イノウエ マサミ）

タイトル：我が家の癒し係

≪本人のコメント≫
寝顔が可愛いのでみんな癒されてます。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



商学部 経営学科 １年
吉村 駿吾（ヨシムラ シュンゴ）

タイトル：潤い

≪本人のコメント≫

私の祖母が飼っている犬の写真で、一番好きな角度から撮影しました。
これを見ていつも癒されています。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



国際学部 国際学科 １年
馬 栄彬（マ エイヒン）

タイトル：横浜港の美しさ

≪本人のコメント≫

終わりのない授業では、気持ちをスッキリさせるのは大切だ、
たまには気持ちを切り替えていいじゃない？

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



外国語学部 英米語学科 １年
大鷲 明香莉（オオワシ アカリ）

タイトル：母からの贈り物

≪本人のコメント≫

コロナで不安が募る中、母が地元の写真を送ってくれることで、
心が温かくなり癒されています。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



外国語学部 英米語学科 １年
村山 有里（ムラヤマ アリ）

タイトル：4分の１

≪本人のコメント≫

毎日ランニングをしながら、この八王子キャンパスの四季折々の
顔を見て癒されています。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



外国語学部 国際日本語学科 １年
陳 渊（チン エン）

タイトル：すいか

≪本人のコメント≫

自分で撮った西瓜の写真を見て、西瓜を食べるときの気持ちが思い
出します。ちょっと寒い今でも、夏に戻れます。不思議な感覚です。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



商学部 経営学科 ４年
曽原 翔太（ソハラ ショウタ）

タイトル：小亀が可愛い

≪本人のコメント≫
小亀を観ているだけで、時間が過ぎてしまいます。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



商学部 経営学科 ３年
寺北 尚生（テラキタ ナオキ）

タイトル：桜隠し

≪本人のコメント≫
満開の桜に雪が積もっていて、耽美な情景でした。今年1番上手く
撮れた写真だと思います。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



政経学部 経済学科 ３年
孫 成浩（ソン セコ）

タイトル：海岸の風景

≪本人のコメント≫

日当たりのいい海辺に座り、コーヒーを飲みながら、海風を感じて、
心が癒されました。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



国際学部 国際学科 ３年
諸橋 麗（モロハシ レイ）

タイトル：小春日和

≪本人のコメント≫
コロナ禍で在宅時間が増え、毎日愛犬に癒されています。
来年は拓殖大学での小春日和を感じられますように。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



商学部 経営学科 ２年
ＢＩＥＮ ＴＨＩ ＨＯＮＧ（ビエン ティ ホン）

タイトル：本が私の人生を変えました。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



商学部 経営学科 ２年
木皿 柚季（キサラ ユズキ）

タイトル：花を咲かせた熊童子

≪本人のコメント≫
実家で育てている熊童子がとても可愛らしく癒されています。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



国際学部 国際学科 ２年
井野 倫果（イノ リンカ）

タイトル：馬と紅葉に囲まれて

≪本人のコメント≫

自然豊かな拓大。場所や角度によって色を変える紅葉を、
馬と一緒に眺めることは私にとって最大の癒しです！

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



工学部 デザイン学科 ２年
臼井 優斗（ウスイ ユウト）

タイトル：もみぢ葉

≪本人のコメント≫

御岳山周辺で撮影した写真です。一枚の葉の色づきを表すために
背景をぼかし、葉に焦点を合わせました。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



タイトル：いちごミルク。

≪本人のコメント≫

昔から好きないちごミルクですがファミマで大人気のこのいちごミルク
は最高です！

【テーマ②】私の、癒やし

国際学部 国際学科 ３年
田宮 颯太（タミヤ ソウタ ）

作品紹介



国際学部 国際学科 １年
岩本 実那美（イワモト ミナミ）

タイトル：ラジャーもどき

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



国際学部 国際学科 ４年
藤木 美樹恵（フジキ ミキエ）

≪本人のコメント≫
校舎まで続く長い階段。でも秋だけは特別脚が軽くなる。

作品紹介 【テーマ②】私の、癒やし



タイトル：「写真」を初めてから

≪本人のコメント≫

マイブーム、好きなことは写真です。写真を好きになってからは四季が
楽しいですしなんでもない地元の道も違って見えてきて歩くのが楽しく
なりました！

最優秀賞 【テーマ③】私の、お気に入り

国際学部 国際学科 ３年

田宮 颯太（タミヤ ソウタ） ※前回に続き２度目の最優秀賞を獲得



商学部 会計学科 １年

唐澤 礼王（カラサワ レオ）

タイトル：ある雪の日の一枚

≪本人のコメント≫
浅草に行ったら雪が降ってきたのでいい一枚が撮れました。

優秀賞 【テーマ③】私の、お気に入り



国際学部 国際学科 １年

河合 杏里（カワイ アンリ）

タイトル：Moonlight.

≪本人のコメント≫
昔から写真を撮るのが好きなので自慢の一眼レフで月を撮ってみました。
最近のマイブームは毎日月を撮ることです！

特別賞 【テーマ③】私の、お気に入り



商学部 経営学科 ４年
木下 玄輝（キノシタ ゲンキ）

タイトル：富士山・江ノ島・夕陽

≪本人のコメント≫

江ノ島周辺で綺麗に携帯でも写真を撮れるスポットを探すのが
最近のマイブームです。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



工学研究科 情報・デザイン工学専攻博士前期課程 ２年
原 絵里子（ハラ エリコ）

タイトル：希望の像

≪本人のコメント≫

図書館の横にある「希望」像が好きです。ここに至るまでの様々な
想いを考えると、明日も頑張ろうと思えます。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



国際学部 国際学科 １年
山川 承吾（ヤマカワ ショウゴ）

タイトル：深夜を制する

≪本人のコメント≫

深夜に食す糖と脂肪ってたまらないですよね。罪なのは分かっていて
もやはりやってしまいます。マイブームです。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



外国語学部 英米語学科 １年
大鷲 明香莉（オオワシ アカリ）

タイトル：繋がり

≪本人のコメント≫

それは一本の電話から始まりました。「芋掘り手伝ってくれんけぇ！」
田舎では、若手は即戦力です。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



外国語学部 英米語学科 １年
河野 友紀（コウノ トモキ）

タイトル：チーズケーキと名探偵

≪本人のコメント≫
自分の好きな物2つを融合することによって2倍以上の楽しい時間を
過ごすことができる私利私欲の世界。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



商学部 経営学科 ４年
曽原 翔太（ソハラ ショウタ）

タイトル：日本名水百選

≪本人のコメント≫

忍野八海は、富士山に降った雪や雨が辿り着く場所です。
冷たく透き通った水には鯉が元気よく泳いでいます。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



タイトル：丸太橋

≪本人のコメント≫
最近ハマった、トレッキング中の1枚。自然いっぱいの地元で、
密にならない外遊びを楽しんでいます！

【テーマ③】私の、お気に入り作品紹介

商学部 国際ビジネス学科 ４年
横山 翔汰（ヨコヤマ ショウタ）



政経学部 経済学科 ３年
孫 成浩（ソン セコ）

タイトル：山下の競技

≪本人のコメント≫

チョコレートヒルズの下でカートを運転し、私は自分の運転技術に
自信を持っていますよ。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



国際学部 国際学科 ３年
朱 羽（シュ ウ）

タイトル：根津・千本鳥居

≪本人のコメント≫

コロナ禍の中、一人で神社・お寺巡りをして散策をすることを楽しんでい
ます。8月に、根津神社に訪れて、境内の千本鳥居を撮りました。皆様と
シェア致します。神様よりポジティブなパワーをいただいております。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



商学部 経営学科 ２年
郷田 渉生（ゴウタ アユム）

タイトル：毎朝のルーティーン

≪本人のコメント≫

最近は毎朝散歩をするのが日課になっております。太陽の光が気持ち
よくあたり、毎日のやる気アップに繋がってます。1日を無駄にしないよ
うにオンライン授業頑張ります！

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



政経学部 経済学科 ２年
阿部 航大（アベ コウダイ）

タイトル：道

≪本人のコメント≫

有名な観光地の道を撮るのにハマっています。続く道の先に何が
あるのかゾクゾクしてたまりません。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



国際学部 国際学科 ２年
ＤＩＮＨ ＴＨＩ ＭＩＮＨ（ディン ティ ミン）

タイトル：拓大の夜景

≪本人のコメント≫
闇の中では光と溶け合い。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



外国語学部 国際日本語学科 １年
廣田 睦（ヒロタ ムツ）

タイトル：燃えるような秋

≪本人のコメント≫
激しく、そして美しい紅葉を見て元気をもらえた一枚です。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



外国語学部 英米語学科 ３年
濱﨑 寧々（ハマザキ ネネ）

タイトル：無

≪本人のコメント≫
外で写活を出来ないので身近なものを拡大して撮るのにハマってます、、

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



工学部 デザイン学科 １年
大岩 直央（オオイワ ナオ）

タイトル：浴びる

≪本人のコメント≫

八王子キャンパスにて撮影。トイカメラの独特な味と、左上から写り
込むスペクトルが気に入っています。

作品紹介 【テーマ③】私の、お気に入り



最優秀賞

タイトル：フロアを通るライトレール

≪本人のコメント≫

重慶の「李子ダム」駅の下で、仰ぎ見ており、最高でした。
これは他の都市にはないものです。

【テーマ④】私の、地元自慢

政経学部 経済学科 ３年

孫 成浩（ソン セコ）



商学部 国際ビジネス学科 １年

平野 愛璃（ヒラノ アイリ）

タイトル：空と雲

≪本人のコメント≫
地元の空の写真です。やっぱり自然が1番！

優秀賞 【テーマ④】私の、地元自慢



政経学部 経済学科 ２年

阿部 航大（アベ コウダイ）

ディズニーだけじゃない！！

≪本人のコメント≫

千葉県と言ったらディズニー！って言うイメージが強いですよね。しかし、
千葉県には穴場が沢山あります。

特別賞 【テーマ④】私の、地元自慢



商学部 経営学科 ４年
木下 玄輝（キノシタ ゲンキ）

タイトル：夕陽×江ノ島

≪本人のコメント≫
たまに晴れた日の夕方には,この景色を見ながら課題をしてます。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



政経学部 経済学科 １年
武井 智那（タケイ チナ）

タイトル：湖

≪本人のコメント≫
地元も良い所だけどそろそろ大都会のキャンパスが恋しいです。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



商学部 国際ビジネス学科 １年
岡本 真佑奈（オカモト マユナ）

タイトル：地元の神社

≪本人のコメント≫
閑静な住宅街の中の神社。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



国際学部 国際学科 １年
石井 友基（イシイ トモキ）

タイトル：第二の地元

≪本人のコメント≫
日野市で撮影しました。地元のように心地良い場所です。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



国際学部 国際学科 １年
山川 承吾（ヤマカワ ショウゴ）

タイトル：大好きな地元で大好きな仲間と大でんぐり返し

≪本人のコメント≫

皆県外に旅立ってしまったと思いきや、コロナで地元に再集合。僕らの砂
場「鳥取砂丘」で思いっきり遊びました。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



外国語学部 英米語学科 １年
大鷲 明香莉（オオワシ アカリ）

タイトル：能登の日の出

≪本人のコメント≫

私の出身地の能登町は、海の幸に恵まれた自然豊かな場所で、海や山
が一体となっている美しい場所です。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



商学部 経営学科 ４年
曽原 翔太（ソハラ ショウタ）

タイトル：横浜の夜景

≪本人のコメント≫
飛鳥Ⅱと横浜の夜景が綺麗です。是非、横浜に遊びに来てください！！

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



商学部 国際ビジネス学科 ４年
金井 友哉（カナイ トモヤ）

タイトル：盆地の夜明け

≪本人のコメント≫

山々に囲まれ、その中で街の明かりが煌めく、そんな盆地ならではの風
景を夜明けとともに撮影しました。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



商学部 国際ビジネス学科 ４年
横山 翔汰（ヨコヤマ ショウタ）

タイトル：富士と箱根と、丹沢と

≪本人のコメント≫

帰宅途中に思わず撮影。地元から見える山々と、この夕焼けが
自慢です！

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



国際学部 国際学科 ３年
中村 桃華（ナカムラ モモカ）

タイトル：震災から9年

≪本人のコメント≫

私の地元福島。去年やっと松川浦という海が解放された。
以前より綺麗になっていた。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



商学部 経営学科 ２年
木皿 柚季（キサラ ユズキ）

タイトル：秋保大滝

≪本人のコメント≫

地元仙台の有名な温泉街にある滝です。滝の近くまで行きましたが
とても迫力がありました。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



商学部 国際ビジネス学科 ２年
吉本 美優（ヨシモト ミユ）

タイトル：変わらないもの

≪本人のコメント≫
この1年で、様々な変化があった。私の地元自慢は、どんな時でも
変わらず側にいてくれる友達がいる事だ。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



国際学部 国際学科 ２年
紺清 勇作（コンセイ ユウサク）

タイトル：地元の友達

≪本人のコメント≫

幼稚園の頃からの幼なじみをフィルムカメラで撮りました。「満面の笑み」
をお願いするとこのくらい笑ってくれます。これか僕の地元の自慢です。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢



タイトル：通学路

≪本人のコメント≫

以前住んでた団地街です。昔あった建物が無くなっていて新しい建物
が建ってたりしましたがやっぱり思い出が沢山詰まってる大切で大好
きな場所です。

【テーマ④】私の、地元自慢作品紹介

国際学部 国際学科 ３年
田宮 颯太（タミヤ ソウタ ）



外国語学部 英米語学科 ３年
濱﨑 寧々（ハマザキ ネネ）

タイトル：電車無いけん汽車からの景色じゃ〜！

≪本人のコメント≫
47都道府県で唯一電車が無いです、、。でも車窓からの景色は最高ですよ。

作品紹介 【テーマ④】私の、地元自慢
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