
世田谷キャンパス

6月16日［日］ 10：00〜16：00（受付9：30〜）

建築都市デザイン学部
情報工学部

理工学部

OPEN CAMPUS

2019オープンキャンパスを楽しもう！



建築都市
デザイン
学部

学部共通

情報
工学部

理工学部

イベント名 場 所

全体ガイダンス

2号館1階 21C
理工学部ガイダンス

建築都市デザイン学部ガイダンス

情報工学部ガイダンス（一般コース・国際コース紹介）

高１・２年生のための理工学入門 ～理工系の学科って何～ １号館２階 １２Ｅ

進学相談（個別相談）･資料配付コーナー 1号館1階 11A

学生とまわる大学施設ツアー 1号館2階 12C

フォーミュラカー展示 9号館 図書館前

図書館フリー見学 9号館 図書館

学科紹介・研究紹介
　　　　※

機械工学科 １号館３階 １３Ｊ

機械システム工学科 １号館３階 １３Ｋ

電気電子通信工学科 １号館３階 １３Ｌ

医用工学科 ２号館２階 ２２Ｂ

エネルギー化学科 １号館３階 １３Ｍ

原子力安全工学科 １号館３階 １３Ｎ

自然科学科 １号館３階 １３Ｐ

オープンセミナー

機械工学科 １号館２階 １２Ａ

機械システム工学科 １号館２階 １２Ｊ

電気電子通信工学科 １号館２階 １２Ｋ

医用工学科 ２号館２階 ２２Ａ

エネルギー化学科 １号館２階 １２Ｌ

原子力安全工学科 １号館２階 １２Ｍ

自然科学科
１号館２階 １２Ｎ

１号館２階 １２Ｐ

推薦入試（指定校・公募・ＡＯ）傾向と対策 １号館２階 １２Ｅ

学科紹介・研究紹介
　　　　※

建築学科 ４号館１階 建築学科棟

都市工学科 １号館 １２D・１３Ｑ

オープンセミナー
建築学科 ６号館１階 ６１Ａ

都市工学科 １号館２階 １２Ｄ

推薦入試（指定校・公募・ＡＯ）傾向と対策 １号館２階 １２Ｅ

学科紹介・研究紹介
情報科学科 １号館１階 １１Ｅ

知能情報工学科 １号館１階 １１Ｄ

オープンセミナー
情報科学科 １号館１階 １１B

知能情報工学科
１号館１階 １１C

推薦入試（指定校・公募・ＡＯ）傾向と対策

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:0010:00
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タイムスケジュール

受付開始：9時30分〜（2号館）

※学科説明の開始時間は下記になりますが、
　それ以外の時間でも学科展示を行っています。
　また、個別相談も随時行っています。

11:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～16:00

10:00～10:45

11:40～12:40

11:40～12:40

11:40～13:00

11:40～12:40

11:40～12:40

11:40～12:40

自然コース：11:40～12:40

数理コース：11:40～12:40

11:10～11:30

11:10～11:30

11:30～11:50

11:30～11:50（12D教室）

12:00～13：00

12:00～13：00

セミナー：11:00～12：00／課題：12：00～12：30

セミナー：11:00～12：00／課題：12：00～12：30

12:40～13：10 14:15～14：45

14:00～14:20

14:00～14:20（13Q教室）

11:40～12:10 14:00～14:30

13:30～13:50

13:30～13:50

14:40～15:00

14:40～15:00

10:45～11:00

11:00～11:15

12:00～12:50 13:00～13:50 14:00～14:50 15:00～15:50

13:45～14:05

① ② ③ ④

13:00～13:45

学科説明
（各回20分）

開始時間
① 11：10～
② 11：45～
③ 14：00～
④ 14：45～
学科展示は随時
行っています。

11：00〜14：30（営業時間外は休憩場所として利用できます）営業時間学食ランチが無料試食できます！

昼食券で学食ランチを試食できます。
人気メニューの一部をご用意しています。Lunch Time

学生食堂は
14号館です
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必見！ オープンセミナーをチェック！！

学科紹介･研究紹介

理工学部 建築都市デザイン学部

情報工学部

学　部 学　科 テーマ

理工学部

機械工学科 クルマの車両運動制御にチャレンジ！
機械システム工学科 身近になりつつある宇宙旅行

電気電子通信工学科
セミナーの流れを説明した後、
研究室での研究体験を実施！

センサーネットワークの構成とその応用（集積化システム・柴田研究室）

通信の信頼性について（通信信頼性研究室）

再生可能エネルギーで電気自動車は走れるのか（電力システム研究室）

プラズマ★マジックショー（大電流エネルギー研究室）

医用工学科 医療機器に触れてみよう
エネルギー化学科 化学の目で見た生き物の色 〜花・鳥・昆虫のカラフルさのしくみ〜
原子力安全工学科 これまでの原子力、これからの原子力

自然科学科

【自然コース】 スピノサウルスがいた時代 〜日本列島という巨大パズルを解こう〜
【自然コース】 立体映像で宇宙旅行体験 〜最新研究による宇宙の姿をたどる〜
【数理コース】 数学の大発展と異世界の観光案内 〜p進官界彷徨

建築都市デザイン学部
建築学科 大学での数学
都市工学科 地圏環境工学の現状と課題

情報工学部
情報科学科 情報科学と画像工学
知能情報工学科 人工知能と人間の知能

セミナーに参加して課題提出すると、
AO型入試の「活動記録」に利用可能な「受講証明書」を発行します。

教員と学生スタッフが学科や研究についてわかりやすく説明！
あなたの疑問にお答えします！ 

セミナ ー 終 了 後 に 課
題を提示します。15時
までに課題提出すると

「受講証明書」を発行！！ 
課題の提出場所は、受
講した教室になります。

理工学部
建築都市デザイン学部

セミナー終了後（12時）
から12時30分まで 課
題取組・提出の時間に
なります。

情報工学部

■  

機械工学科
研究室での研究内容の一部を確認できます。
ロボットアーム／自動運転車（コンボイ）走行／ハニカムコアサンドイッチパネル（航空機の主翼）／ドローン
の空力シミュレーション／ペルチェ素子による発電実験／オレンジジュースを使っためっきで表面処理の原
理を学ぼう／エンジン研究開発（ピストンの摩擦力計測、水素エンジンなど）

■  
機械システム工学科

熱や空気の可視化／磁気浮上の未来のモータ／液体窒素ロケットエンジン／Kinect（体まるごとコ
ントローラ）を使ったレゴロボットの操作／ローバー・ドローン・電動車いすの自動運転／Ｘ線回折
現象を利用した原子間距離の測定など。

■  

電気電子通信工学科
電気電子通信に触れてみよう！
青色LED、FPGA、倒立振子などを実際に見て、動かしてみよう。稲妻発生装置「テスラコイル」の実
演は必見です。また、センサーネットワークによる見守り、レーザー、無線電力伝送についても説明
します。オープンセミナーで研究室の研究を体験できます！

■  

医用工学科
心電図、電気メスなどの医療機器に触れて使用することができます。

■  

エネルギー化学科
5つの演示実験と展示で化学に触れてみよう！
演示実験テーマ：圧力で変わる分子／色素を使った新しいタイプの太陽電池／エネルギー源へと変わる「調
理使用後のてんぷら油」／貝殻などの物質が示す発光現象（フォトルミネッセンス）／燃料電池を見てみよう

■  

原子力安全工学科
原子力安全に関する、色々なデモ（炉心シミュレータ、X線立体視、耐震デモ、霧箱、融点の不思議
など）を実施しつつ、学科紹介をしております。

■  

自然科学科
◎都市大で学ぶ最先端の宇宙研究　◎掘りたて化石展　◎数学魔界ツアー
◎等々力渓谷の生物たち

■  

建築学科
学生の設計作品（図面や模型）の展示、パネル展示による研究紹介。
学科紹介は4号館1階、オープンセミナーは6号館1階61A教室で
行います。

■  

都市工学科
都市のデザインから都市の防災、都市の環境保全まで、全研究
室の研究内容を模型やパネル展示を使って学生が分かりやすく
説明します。

■  

情報科学科
［学科紹介］
◎情報科学科教員による説明
　（学修教育目標、学科の特徴、教育カリキュラム、研究分野、卒業後の進路など）
◎スライドやパネルなどによる学科紹介（学生生活、研究内容など）

［研究室展示］
◎いけばなの練習システム「バーチャルリアリティ（VR）体験」
◎車両ロボット・ドローン・小型移動ロボットなどの展示とデモ

■  

知能情報工学科
◎ビッグデータを活用したアプリの体験・ロボットとのコミュニケーション
◎息で動かすタブレットの体験・歩きスマホを安全にする傘
◎群知能アルゴリズムを用いた巡回セールスマン問題の解法
◎学級における友人関係の自己組織化
◎深層強化学習を用いた投資戦略の構築
◎進化的アルゴリズムによる株式投資の戦略木構築
◎電子マネー・電子書籍など新サービスの利用促進策など
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正門
通用門

北門

新しい研究･実験棟「6号館」が昨年4月に完成。世田谷キャンパスの中で一番新しい設備になります。
2022年の春にはさらなる進化を予定し、現在、大規模リニューアルが進行中。

◎進学相談･資料配付コーナー
◎東京都市大学留学プログラム相談コーナー
◎理工学部  オープンセミナー、学科紹介･研究紹介
　※医用工学科は2号館、建築学科は4号館になります。

◎都市工学科 オープンセミナー、学科紹介･研究紹介
◎情報工学部 オープンセミナー、学科紹介･研究紹介

◎学生食堂

14
号館

◎受付･総合案内
◎医用工学科 オープンセミナー、学科紹介･研究紹介

◎東京都市大学歴史展示コーナー
　（1階 2号館側エントランスホール）

2
号館

3
号館

1
号館

避難場所

◎建築学科 学科紹介･研究紹介

4
号館

◎図書館フリー見学
◎フォーミュラカー展示

9
号館

◎建築学科 オープンセミナー

6
号館

6号館

1号館

2号館 3号館

9号館

14号館

4号館

まずは受付へ
9時30分～

3号館前の広場では
電力システム研究室の
電気自動車（EV）を展示！！
プレーコートでは
EVの試乗もできます。

図書館は自由に
見学ができます。

注目イベント

高１・２年生のための理工学入門
～理工系の学科って何～

理工学部はどんな学科で、どんな
分野があるのか。卒業後の進路や、
学部の学びについて詳しく解説し
ます。理工学部の基本を知ること
ができます。あなたが学びたい分
野を見つけることができるかもしれ
ません。

《時間》11:40〜／14:00〜
《場所》1号館2階 12E教室  

情報工学部「国際コース」紹介
（情報工学部ガイダンス）

情報工学部の2学科には、「一般コー
ス」と「国際コース」があります。学
生の希望でコースを選択してもらい
ます。国際的に活躍できる技術者育
成のための「国際コース」について、
カリキュラム内容などを、学部ガイ
ダンス内で紹介いたします。

《時間》13:45〜
《場所》2号館1階 21C教室  

推薦入試 傾向と対策
［指定校・公募・AO］

推薦入試（指定校・公募・AO）の書
類審査、小論文、口頭試問、面接の
内容など、その傾向と対策を伝授し
ます！

理工学部・建築都市デザイン学部
《時間》11:10〜／13:30〜／14:40〜
《場所》1号館2階 12E教室

情報工学部
《時間》12:40〜／14:15〜
《場所》1号館1階 11C教室   

←尾山台駅方面
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モデルコース

ランチの後は、興味がある学科の
学科紹介・研究紹介をチェックしましょう。
図書館（9号館）の見学にも行きましょう。全体ガイダンス 学科紹介・研究紹介 高１・２年生のための

理工学入門

進路を
考えている

高校１・２年生

10：00〜10：45
2号館1階 21C教室

11：10〜11：30
各学科の実施教室

11：40〜12：10
1号館2階 12E教室

course

4

推薦入試を考えている人は、「推薦入試 傾向と対策（指定校・公募・ＡＯ）」に参加しましょう。
AO型入試を考えている人は、「オープンセミナー」に必ず参加しましょう。
推薦入試を考えていない人は、「学科紹介・研究紹介」で都市大の学びについてチェックしましょう。

午後も、全体ガイダンスや学科紹介・研究紹介、推薦入試傾向と対策などは開催しています。
詳しくは、P1のタイムスケジュールをチェックしてください。

POINT

指定校・公募・AOを
考えている

推薦入試を
考えていない

情報工学部に
興味がある

全体ガイダンス オープンセミナー 推薦入試 傾向と対策
（指定校・公募・ＡＯ）

学科紹介・研究紹介学科紹介・研究紹介

情報工学部
ガイダンス

course

3

10：00〜10：45
2号館1階 21C教室

11：00〜12：30
各学科の実施教室

12：40〜13：10
1号館1階 11C教室

14：05〜15：00
各学科の実施教室

11：00〜12：30
各学科の実施教室

13：45〜14：05
2号館1階 21C教室

AOを考えている、
大学の講義を
体験したい

AOを考えていない

全体ガイダンス 建築都市デザイン学部
ガイダンス 学科紹介・研究紹介 オープンセミナー

推薦入試 傾向と対策
（指定校・公募・ＡＯ）

建築都市
デザイン学部に

興味がある

10：00〜10：45
2号館1階 21C教室

11：00〜11：15
2号館1階 21C教室

11：30〜11：50
各学科の実施教室

12：00〜13：00
各学科の実施教室

13：30〜13：50
1号館2階 12E教室

course

2 AOを考えている

指定校・公募を考えている

理工学部に
興味がある

全体ガイダンス 理工学部ガイダンス 推薦入試 傾向と対策
（指定校・公募・ＡＯ）

学科紹介・研究紹介

学科紹介・研究紹介

オープンセミナー

course

1

10：00〜10：45
2号館1階 21C教室

10：45〜11：00
2号館1階 21C教室

11：10〜11：30
1号館2階 12E教室

11：45〜12：05
各学科の実施教室

11：10〜11：30
各学科の実施教室

11：40〜12：40※
各学科の実施教室

学科紹介・研究紹介

14：00〜14：20
各学科の実施教室

AOを考えている

※電気電子通信工学科のみ終了時間は13：00になります。

AOを考えていない推薦入試を考えていない

指定校・公募・AOを考えている



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！

7.15［月･祝］
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）

9.23［月･祝］
環境学部

（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）

10.14［月･祝］ 《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

《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）

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

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！！

11.2［土］

11.3［日］

●世田谷キャンパス　●横浜キャンパス　●等々力キャンパス

8.24［土］ ●環境学部　●メディア情報学部
環境学部・メディア情報学部を知る
横浜キャンパス オープンキャンパス

11.16［土］ ●環境学部　●メディア情報学部
一般入試対策プログラム
入試問題解説を実施

●理工学部 
●建築都市デザイン学部
●情報工学部
●都市生活学部 ●人間科学部

8.2［金］

8.3［土］

●理工学部 
●建築都市デザイン学部
●情報工学部
●環境学部　●メディア情報学部
●都市生活学部 ●人間科学部

一般入試対策プログラム
入試問題解説（3日のみ）を実施

世田谷祭・等々力祭（学園祭）同日開催

毎年数千人が訪れる
本学最大のオープンキャンパス

全学部学科対象・3キャンパス同時開催
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！

10.20［日］は「保護者のためのミニオープンキャンパス」を開催！
対象学部： 理工学部、建築都市デザイン学部、情報工学部 ／ 場所：東京都市大学二子玉川夢キャンパス（二子玉川駅より徒歩1分）

 《今後の開催日程》 OPEN CAMPUS 2019 （事前申込がオススメ！）

AUSTRAL IA

東京都市大学
オーストラリアプログラム

募集定員

特　　徴

留 学 先

新1年生　471名

オーストラリア［パース］

エディスコーワン大学 または マードック大学

NEW ZEALAND

カンタベリー大学
留学プログラム

募集定員

特　　徴

留 学 先

学部生・大学院生　45名

ニュージーランド［クライストチャーチ］

カンタベリー大学

参加条件： TOEIC®600点以上
・留学中は専門基礎科目を中心に現地の学生と共に学ぶ
・現地到着後は、専門基礎科目を学ぶための
 英語集中レッスンあり

参加条件： なし
・語学準備講座で留学前に英語力を鍛える

・留学中は英語と教養科目を学ぶ

本学では、新１年生を対象とする「東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）」と全学部生および大学院生を対象とする「カンタベリー大学留学プログラム（TUCP）」の
独自留学プログラムを展開。入学前エントリーおよび入学時プレースメントテストを実施し、英語力に応じた各プログラムへの参加を始めました。留学先大学への入学・ビザの
取得手続きや航空券、宿泊先などを大学が手配するので、安心して留学できます。また、両プログラムでの履修科目は、単位として認定されるので4年間での卒業が可能です。

《東京都市大学 留学プログラム》をチェック！！

TOKYO CITY UNIVERSITY STUDY ABROAD PROGRAM

詳しくはオープンキャンパスの個別相談コーナーへ！


