
 第１部 講演  11：10～12：30   

      「折紙の科学」  

三鷹市民と 

東京大学三鷹国際学生宿舎生との集い 

  ・大学院生・学部生によるポスター発表  

   ・ヴァイオリン演奏 

  ・ダンス他特技披露 

≪ 当日直接会場までお越し下さい ≫ 

舘 知宏 （たち ともひろ） 

東京大学大学院総合文化研究科 助教 

   1982年 生まれ  

   2005年 東京大学建築学科卒業 

  2010年 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了 博士（工学） 

  2010年 東京大学大学院総合文化研究科 助教 現在に至る 

         JSTさきがけ研究員      

専門 ： 折紙の数理とアルゴリズムに基づく設計手法（計算折紙）とその工学応用に関して 

     理論/実践両面からのアプローチで研究を行う。 

         2002年より折紙の数理を応用した折紙創作を続けている。 

 『Origamizer』 『Freeform Origami』などの折紙設計のためのシステム開発を 

行いウェブページにて公開している。 

     http://origami.c.u-tokyo.ac.jp/~tachi 

 

 問い合わせ先 

   東京大学教養学部等学生支援課厚生係 

  TEL：03-5454-6077,6078 

 

 アクセス 

 

 ＪＲ中央線または京王井の頭線「吉祥寺」駅下車 

 小田急バス「武蔵境駅南口」行、「調布駅北口」行    

 にて約15分 

 「三鷹農協前」下車、徒歩5分 

主催 ： 東京大学教養学部 

共催 ： 公益財団法人三鷹国際交流協会 

後援 ： 三鷹市 

入場無料 

申込不要     

 第２部 懇親パーティー  13：00～15：00 

 三鷹市民と三鷹国際学生宿舎生・留学生との懇親交流パーティー 

日 時 : 2015年12月5日（土） 11：00～15：00 
 

場 所 : 東京大学三鷹国際学生宿舎 共用棟ﾎｰﾙ 

       （三鷹市新川6-22-20  tel 0422-43-4961） 



 Time   : December 5th, 2015,   11：00 －15：00  
Location :   The University of Tokyo Mitaka International Hall  of  Residence              

          6-22-20 Shinkawa, Mitaka-shi, Tokyo  (0422) 43-4961 

 Part 1 ： 11:10 - 12:30  
     “Science of Origami” 

  Part 2 :  Reception Party   13:00 – 15:00  
    ・ Graduate and undergraduate poster presentations 

    ・ Violin performance 

     ・ Special ability announcement by the student 

Tomohiro Tachi 

 Assistant Professor, Graduate School of Arts and Sciences, The University of 

Tokyo. B.Eng. (2005) M.Eng. (2007), Architecture, UTokyo , Ph.D. in Engineering, 

UTokyo.  

His research interests involves geometry and algorithm of origami (Computational 

Origami), and their engineering applications. From 2002, he has been creating 

origami sculptures using mathematics of origami.  

He develops multiple systems for origami design, e.g., "Origamizer" and 

"Freeform Origami", which are available on the webpage  

http://origami.c.u-tokyo.ac.jp/~tachi   

Born in 1982. 

≪ Admission free,  no application necessary ≫ 

      A Special Gathering for Mitaka City  

     Residents at The University of Tokyo  

     Mitaka International Hall of Residence  

 Sponsor     : College of Arts and Sciences,  

                  The University of Tokyo 

Co-sponsor  : MISHOP  

          (MITAKA INTERNATIONAL         

           SOCIETY FOR HOSPITALITY) 

Supporter   : MITAKA CITY 

More detail : Student support division,  

         welfare section 

      (Tel 03-5454-6077, 6078)  

Exit Station is KICHIJOJI(JR chuo line or KEIO Inokashira line） 

15minutes by Odakyu bus, 

Destination: Musashisakai station South exit or Chofu station 

north exit. 

5 minutes walk from the Mitaka Nokyo mae bus stop 

http://origami.c.u-tokyo.ac.jp/%7Etachi

