Open Campus
2018

横浜キャンパス ガイドブック

環境学部／メディア情報学部
《Day 1》
《Day 2》

6.9 Sat

6.10 Sun

12:00〜16：00
10:00〜16：00

受付：1号館1階（総合案内にて）

T ime S chedule
Day 1［6 9
/

横 浜 祭（ 学 園 祭 ）も 同 日 開 催！

特設ステージや模擬店など、普段の大学とは違う雰囲気でオープンキャンパスを楽しめます。

土曜日 ］

イベント名

場所

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

12:10〜12:20

学部紹介
環境創生学科説明

12:20〜12:50

3号館1階 31F教室

14:30

環境学部

環境経営システム学科（上映会）
進学相談･資料配布

3号館1階 31F教室

（4号館 研究室展示）

上映会テーマ：
「90歳ヒアリング落語」
（2ヵ所）

4号館1階 学生食堂

研究室展示（横浜祭企画）
学部紹介パネル展示
海外研修･産学連携Proj.パネル展示

14:40〜15:10

12:00〜16:00
12:00〜17:00
12:00〜16:00

3号館1階 31F教室

12:00〜16:00

メディア情報学部

12:10〜12:40

14:00〜14:30

12:50〜13:20

2号館1階 21A教室

14:40〜15:20

13:30〜13:50

学生による学科紹介

学部共通

進学相談･資料配布

2号館1階 教材開発室

12:00〜16:00

研究室展示（横浜祭企画）

2号館1階 メディアホール

12:00〜17:00

特別講義《楷の木会併催》
卒業生による講演《楷の木会併催》

Day 2［6 10
/

2号館2階 22G教室

15:30〜15:50

13:20〜13:50

テーマ：「建築環境学 外論 ─エクセルギー研究とその教育から見えてきたこと」

13:55〜14:55

テーマ：「卒業生のいま、そしてこれから」

日曜日 ］

イベント名

場所

環境創生学科説明

3号館1階 31F教室

環境学部

環境創生学科模擬講義

進学相談･資料配布
研究室展示（横浜祭企画）
学部紹介パネル展示
海外研修･産学連携Proj.パネル展示

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

3号館1階 31F教室

10:20〜10:50

（4号館 研究室展示）

3号館1階 31F教室

4号館1階 学生食堂

3号館1階 31F教室

上映会テーマ：
「90歳ヒアリング落語」
（2ヵ所）

15:00

15:30

16:00

13:40〜14:10

11:20〜11:50

14:10〜14:40

12:00〜12:40

14:50〜15:30

テーマ：「生態系を活かした都市景観の創出と管理」
担当：横田 樹広 准教授

テーマ：「生態環境分析」
担当：咸 泳植 准教授

10:00〜16:00
10:00〜17:00
10:00〜16:00
10:00〜16:00
13:10〜13:40

10:40〜11:00

社会メディア学科模擬講義

14:30

13:10〜13:40

10:10〜10:40

社会メディア学科説明

14:00

13:00〜13:10

10:50〜11:20

環境経営システム学科説明
環境経営システム学科（上映会）

10:00

10:10〜10:20

学部紹介

メディア情報学部

情報システム学科説明

16:00

13:20〜13:50

社会メディア学科説明
情報システム学科説明

15:30

14:10〜14:40

12:50〜13:20

環境経営システム学科説明

15:00

14:00〜14:10

13:40〜14:00

テーマ：「モノのデザインと行為のデザイン」 担当：岡部 大介 教授
11:10〜11:40

2号館1階 21A教室

14:10〜14:40

11:40〜12:00

情報システム学科模擬講義

14:40〜15:00

テーマ：「ネット利用と情報セキュリティ入門」 担当：関 良明 教授
12:10〜12:30

学生による学科紹介
進学相談･資料配布

2号館1階 教材開発室

10:00〜16:00

研究室展示（横浜祭企画）

2号館1階 メディアホール

10:00〜17:00

15:10〜15:30

都 市大の国際人育成プログラム「TA P 」と、今 年スタートした「 T U CP 」にも注 目！
東京都市大学オーストラリアプログラム
（TAP）

東京都市大学&カンタベリー大学留学プログラム
（TUCP）

1年次の準備教育と2年次の約5ヶ月間のオーストラリア留

学［留学先：エディスコーワン大学またはマードック大学］

を合わせた本学独自の国際人育成プログラムです。留学期
間は在学期間に含まれるため、4年間で卒業できます。

学部学科学年を問わず、TOEIC®600点以上の学生を対

象とした本学が主催する上級者向け留学プログラムです。

ニュージーランドのクライストチャーチにあるカンタベリー大
学へ16週間の留学をします。

詳しくは進学相談･資料配付コーナーへ。留学プログラムのパンフレットをご用意しています。

C ampus M ap

※
4 《環境学部 》

研究室展示、進学相談･資料配付コーナー

号館

避難場所

3

号館

《環境学部※》

3号館EAST棟入口

1

4号館
入口

学部紹介、学科説明、
環境経営システム学科（上映会）
模擬講義（10日のみ）、
学部紹介パネル展示、
海外研修・産学連携Proj.パネル展示

号館

2号館
入口

受付（総合案内）

正門

→

中川駅方面

2 《メディア情報学部》

【ビオトープ】

ビオトープとは、多種な生物がお互いにつ
ながりをもって生きられる環境のこと。環
境学部の研究では、このビオトープで様々
な実験･検証を行っています。

号館

学科説明、模擬講義（10日のみ）、
学生による学科紹介、研究室展示、
進学相談･資料配付コーナー
図書館フリー見学

※環境学部は、3号館1階（31F教室）と4号館1階（学生食堂）の2ヵ所で催しを実施しています。

P ick U p E vents
環 境 学 部

メ デ ィア 情 報 学 部

環境創生学科 模擬講義（10日のみ）

社会メディア学科･情報システム学科 模擬講義（10日のみ）

自然科学や工学的視点から環

最新のメディア技術を駆使し、社

創生学科。フィールドワークや

を身に付ける社会メディア学科。シ

会の諸問題の解決や情報発見能力

境問題の解決方法を探る環境

環境機器分析など、講義を体

ステムデザインとICTアセスメント

義の特徴などをわかりやすく

報システム学科。両学科の講義の

の分野から、総合的に学修する情

験しながら、学びの特色、講

一部を聴講できます。

紹介します。

研究室展示／海外研修･産学連携Proj.パネル展示

学生による学科紹介（学科説明･東京都市大学オーストラリアプログラムの説明）

地球から地域まで環境問題の

メディア情報学部社会メディア学

り組む研究活動をはじめ、海

学生生活全般について、学生が自

科と情報システム学科での学びや

「いま」に、様々な角度から取

分の体験をもとに紹介します。東

外研修や自治体･企業との連

京都市大学オーストラリアプログラ

携プロジェクトについて学生ス

ム（TAP）参加者による、留学体験

タッフが説明します。

AO型入試･推薦入試を
考えているあなたは
進学相談コーナーへ！！

談も聞くことができます。

一般入試のほか、AO型･推薦入試を考えている方は、進学
相談コーナーにて受験相談ができます。入試制度の変更点
や出題資格、過去問題なども確認できます。また、大学ガ
イドブックをはじめとした資料配付コーナーもあります。
メディア情報学部：2号館1階 教材開発室

▲

環境学部：4号館1階 学生食堂

▲

場 所

都市大NEWS!!

20 1 9年 4月 、3つの 学 科 が 進 化し、6 学部1 7 学科の新体制がスタート。
学 部・学 科 名

入学定員

機械工学科

120名

機械システム工学科

110名

電気電子通信工学科※

定員増

60名

エネルギー化学科

定員増

75名 ※

原子力安全工学科
定員増

120名 ※

都市工学科

100名

情報科学科

100名

知能情報工学科 ※

定員増

（現：電気電子工学科）

知能情報工学科

※

（現：経営システム工学科）

ICT技術の進歩に伴い、集積される膨大なデータから秩序を見出すこ
とのできるスキルが､社会から求められています。本学科では課題解決
に必要な統計学、数理的手法に加え、AI、ビッグデータ解析、ヒューマン
インターフェース、最適化手法などを学修。社会環境の変化を見据え、
イノベーションを起こすことのできる製品・サービスを企画・設計し、さら
にはビジネス展開できるマネジメント力を備えた技術者を養成します。

60名

環境創生学科

90名

環境経営システム学科

メディア情報学部

New

80名 ※

自然科学科

環境学部

※

45名

建築学科

知識工学部

電気電子通信工学科

産業と生活をあらゆる面から支えている「電気・電子技術」と、情報社
会の基盤である「通信技術」とを高いレベルで融合させることで、さ
らなる有効利用と新しい可能性を探究します。実践的な授業の下、電
気・電子・通信工学の専門知識と技術を学び、現代の複合的な課題を
解決できる技術者を育成します。

150名 ※

医用工学科

工学部

New

※

70名

社会メディア学科

90名

情報システム学科

90名

都市生活学部

都市生活学科

160名

人間科学部

児童学科

100名

環境経営システム学科

※

New

（現：環境マネジメント学科）

グローバル経済における企業や地域の持続可能性の実現に向けて、
基礎から環境・経営・社会における専門的な知識と技術を学修し、社
会と環境が抱える問題をシステム思考で解決し、新たな暮らしの価
値を創出する企画／立案力・実践力を備えたCIB（クリエーター、イノ
ベーター、ビジネスパーソン）を育成します。

※構想中のため変更する場合があります。詳細につきましては、順次本学ウェブサイトにて公表いたします。

《今後の開催日程》 OPEN

8.3［金］
8.4［土］
8.25［土］

CAMPUS 2018

毎年数千人が訪れる、

本学最大のオープンキャンパス
全学部全学科対象・3キャンパス同時開催

予約不要

●工学部 ●知識工学部
［場所］世田谷キャンパス
●環境学部 ●メディア情報学部
［場所］横浜キャンパス

シャトルバスを運行するので
3キャンパスが見学できます！

●都市生活学部 ●人間科学部
［場所］等々力キャンパス

学科説明などの後、研究室等も見学できる

●環境学部 ●メディア情報学部
［場所］横浜キャンパス

横浜キャンパス体験ツアー

10.27［土］

一般入試対策プログラム
入試問題解説を実施

11.3［土］
11.4［日］

一般入試対策プログラム
入試問題解説を実施（4日のみ）
世田谷祭・等々力祭（学園祭）同日開催

●工学部 ●知識工学部
［場所］世田谷キャンパス
●都市生活学部 ●人間科学部
［場所］等々力キャンパス

10.21［日］は「保護者のためのオープンキャンパス」を開催！

対象学部：工学部、知識工学部 ／ 場所：東京都市大学 二子玉川夢キャンパス（東急田園都市線二子玉川駅より徒歩1分）

要予約

WEEKDAY CAMPUS VISIT

模擬授業とはちがう、普段の授業が体験できる
予約方法や開催内容などの詳細は本学WEBサイトをチェック

ロー
タリー

●環境学部 ●メディア情報学部
［場所］横浜キャンパス

そのほか研究室展示や進学相談など、多数のプログラムを開催予定です。最新情報は本学Webサイトをチェック！！

《高校生の進路発見プログラム》

自転車屋

7.16［月･祝］
全6学部
全3キャンパス

写真撮影ご協力のお願い

本学ではオープンキャンパスの様子を撮影し、本学発行の広報誌やホームページなどで紹
介いたしますのでご協力宜しくお願いいたします。撮影の被写体になることに支障がある
方は、カメラマンに「撮影を断る」旨お申し出ください。

《お問い合わせ》 〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1-28-1 TEL. 03-5707-0104 （入試センター）

東京都市大学 LINE@
入試やオープンキャンパスなど、
最新情報をいち早くお届けします！

9.24［月･祝］
環境学部･メディア情報学部
（横浜キャンパス）
都市生活学部･人間科学部
（等々力キャンパス）

アンケート提出のお願い

10.8［月･祝］
都市生活学部･人間科学部
（等々力キャンパス）

受験生のみなさんにとってさらに役立つ企画にするために、アンケートをお願
いしています。ご提出いただいた方には都市大オリジナルグッズをプレゼント！
見学終了後、受付にご提出ください。

