
Open Campus

10:00-16:00（受付9:30〜）

オープンキャンパス ガイドブック

2018. 8.25SAT

キャンパス体験ツアー@横浜キャンパス

正門

3号館
EAST棟入口

4号館
入口

中川駅方面 →

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

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。

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。

写真撮影ご協力のお願い アンケート提出のお願い

●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！！ 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！

11.3［土］

11.4［日］

10.27［土］

●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

一般入試対策プログラム
入試問題解説を実施

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

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）

9.24［月･祝］ 10.8［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） 都市生活学部･人間科学部（等々力キャンパス）

 《高校生の進路発見プログラム》
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

要予約

 《今後の開催日程》 OPEN CAMPUS 2018 予約不要

自転車屋
ロー
タリー

【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。

4
号館

1
号館

3
号館

《環境学部》
 ◎学部紹介+学科説明+模擬講義
 ◎スマホアプリを用いた植物観察会（環境学部 学生企画）
 ◎研究室見学（環境創生学科）
 ◎研究室パネル展示
 ◎学部紹介･海外研修･産学連携プロジェクトパネル展示　
 ◎進学相談･資料配付コーナー

《メディア情報学部》
 ◎各学科 学科説明+模擬講義
 ◎各学科 研究室見学ツアー+学生と語ろう
 ◎進学相談･資料配付コーナー

… 避難場所

キャンパスマップ

※開始時間の10分前までに、1号館1階にて受付（9:30〜）をお済ませください。

キャンパス体験ツアー 対象学部・開始時間

環境学部

環境創生学科、
環境経営システム学科
2学科合同

1回目 10:10〜 2回目 12:30〜

メディア
情報学部

［場所］3号館3階 33K教室

［場所］4号館2階 学生ホール

社会メディア学科
1回目 10:10〜 2回目 12:40〜

［場所］3号館3階 33K教室

情報システム学科
1回目 11:10〜 2回目 13:40〜

受付･総合案内は
1号館1階

 ◎学生食堂 学食ランチが無料試食できます！
昼食券で学食ランチを体験できます。
人気メニューの一部をご用意しています。



環境学部学生による、スマホアプリを
使用したキャンパス内植物観察会で
す。ぜひ、参加してください。
［指導：市民科学プロジェクト室（小堀･戸金）］

スマホアプリを用いた植物観察会
（環境学部 学生企画）

環境学部の研究室の「いま」をパネル
でご紹介します。地球から地域まで、
環境研究の広さと深さを感じてくだ
さい。

研究室パネル展示

研究室･実験室の内部やキャンパス内
の実験フィールドをご案内します。研
究や議論が繰り広げられる現場を体
感してください。

研究室見学
（環境創生学科）

国内外で実践的な学びを展開している
環境学部。自治体、企業との連携プロ
ジェクトをパネル展示。その成果を確
かめてください。

学部紹介･海外研修･産学連携
プロジェクトパネル展示

個別進学相談･資料配付

環境創生学科・環境経営システム学科 社会メディア学科 情報システム学科

1回目 2回目 場 所10:10〜12:20 1回目 1回目10:10〜12:20 11:10〜13:2012:30〜14:40
2回目 2回目12:40〜14:50 13:40〜15:50

4号館2階 学生ホール
場 所 3号館3階

33K教室 場 所 3号館3階
33K教室

環境経営システム学科のみに参加したい方は、右記、開始時間になります。 1回目 11:20〜 2回目 13:40〜 場 所 4号館2階 学生ホール

まずはじめに、都市大のこと、環境学部全体のことを説明します。（約10分）

時 間 10:00〜16:00 場 所 4号館2階 学生ホール

時 間 10:00〜16:00 場 所 3号館3階 33I教室

研究室パネル展示などの各イベントをチェック！ 個別進学相談もできます！ 資料配付コーナーもチェックしましょう。

「研究室見学ツアー+学生と語ろう」のあとは、あなたの疑問、質問に答える進学相談へ！ 
入試や学生生活のことなど、気になることは何でも相談してください。

イベント
1

イベント
4

イベント
3

※各回開始時間の10分前までに受付を済ませ、
　開催場所にお集まりください。

環境学部とメディア情報学部の2学部が対象のオープンキャンパスです。
学科説明・模擬講義・研究室展示などをツアー形式で巡ります。
各学科の概要や特色、授業内容などをわかりやすく紹介！ 
都市大生と直接話せるのもオープンキャンパスの醍醐味です。

▲

環境学部：4号館2階 学生ホール　

▲

メディア情報学部：3号館3階 33I教室場 所

AO型･推薦入試を考えている方は進学相談コーナーへGo！
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。各種資料もご用意しています。

環境学部 メディア情報学部環境創生学科と環境経営システム学科の2学科合同になります。
「学部紹介」+「学科説明」+「模擬講義」を体験！ 学科の特徴や違いがよくわかります。

受付のあとは、どちらかの「学科説明+模擬講義」に参加しましょう! 
模擬講義終了後、参加者のみなさんと研究室見学ツアーを行います。

Welcome!
Yokohama
Campus 「学科説明+模擬講義」の開始時間は決まっていますが、

途中参加も可能です。また、研究室パネル展示や個別相談
などは、随時開催しています。まずは、横浜キャンパスへ
お越しください。お待ちしています！

途中参加もOK! 進学相談だけでもOK!

《受付開始》 9：30〜  《受付場所》1号館1階 《受付開始》 9：30〜  《受付場所》1号館1階

イベント
2

イベント
3

自然科学や工学的視点から環境問題の解決方法を探る環境創
生学科。フィールドワーク、環境機器分析など、学びの特色、講
義の特徴を紹介します。

最先端の環境経営・環境政策など、多方面からのアプローチで
環境問題を解決していく環境経営システム学科。学びの特色、
講義の特徴を紹介します。

成熟した社会においては、まちづくりに
も「サステイナブル」という視点が重要
です。環境負荷を低減し自然環境を生
かしたまちづくりの取り組みとその効果
について解説します。

私たちは、エネルギーを使って便利な社
会生活をしています。「社会」の中では
エネルギーをどのように捉えているの
か考えてみましょう。

2018年センター試験〔国語〕の問題文
にとり上げられた『デザインド・リアリ
ティ』に基づき、「アフォーダンス」とい
う視点からデザインを捉え直します。

我が国の電子商取引市場は16.5兆円
に達しており急成長しています。そこで
その特徴の1つであるロングテイルとサ
イト構築に必要な技術について概説し
ます。

環境創生学科
学科説明+模擬講義（約60分）

環境経営システム学科
学科説明+模擬講義（約60分）

環境共生型のまちづくり
《講師》丹羽 由佳理 准教授

社会の中での「エネルギー」
《講師》岡田 啓 准教授

模擬講義
テーマ

模擬講義
テーマ

モノのデザインと行為のデザイン
《講師》岡部 大介 教授

模擬講義
テーマ

電子商取引入門
《講師》梅原 英一 教授

模擬講義
テーマ

イベント
1

イベント
1

イベント
2

イベント
2

学科説明+模擬講義（約50分） 学科説明+模擬講義（約50分）

研究室見学ツアー+
学生と語ろう（約80分）

研究室見学ツアー+
学生と語ろう（約80分）

最新のメディア技術を駆使し、社会の諸問題の発見･分析･
解決に取り組み、情報発見能力を身に付ける社会メディア
学科。その学びの特色、講義の特徴を紹介します。

システムデザインとICTアセスメントの2つの分野から、情
報システムの知識･技術を総合的に学修する情報システム学
科。その学びの特色、講義の特徴を紹介します。

研究室で教員が研究内容を紹介します。また、学びの特色
や学生生活について学生と話せる場もあります。学科紹介
などと合わせてスタンプラリーも楽しめます。

研究室で教員が研究内容を紹介します。また、学びの特色
や学生生活について学生と話せる場もあります。学科紹介
などと合わせてスタンプラリーも楽しめます。

※各回開始時間の10分前までに受付を済ませ、開催場所にお集まりください。


