
Open Campus
オープンキャンパス ガイドブック

2019. 8.24 SAT  10:00-14:00

正門

3号館入口

2号館入口

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。ご回答いただ
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
ご提示ください。マイページから回
答できます。

写真撮影ご協力のお願い

アンケート提出のお願い

自転車屋
ロー
タリー

3
号館

2
号館

《環境学部》
 ◎受付･総合案内
 ◎学部･学科説明
 ◎入試方式説明

 ◎学生とまわるキャンパスツアー
 ◎都市大動画放映

《アクセスマップ》

《メディア情報学部》
 ◎学科説明
 ◎体験授業
 ◎入試方式説明
 ◎研究室展示
 ◎個別相談･資料配布

 ◎図書館フリー見学

… 避難場所

キャンパスマップ

※開始時間の10分前までに、3号館1階31B教室にて受付（9:30～）をお済ませください。

学部･学科説明／入試方式説明 開始時間

環境学部
学 科 説 明メディア

情報学部
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！

東京都市大学 LINE@

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

 《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

要予約

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

●世田谷キャンパス　●横浜キャンパス　●等々力キャンパス

9.23［月･祝］
●環境学部
●都市生活学部
●人間科学部

10.14［月･祝］ ●都市生活学部
●人間科学部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

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

参加大学：東京都市大学、国士舘大学、駒澤大学、
　　　　  昭和女子大学、成城大学、東京農業大学
イベントの詳細は ▼ http://setagaya-univ.jp/ 

対象学部：理工学部、建築都市デザイン学部、情報工学部 

世田谷プラットフォーム
保護者のための大学説明会 保護者のための

ミニオープンキャンパス

9.14［土］ 10.20［日］

 《今後の開催日程》
 OPEN CAMPUS 2019

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！！

2号館1階 21A教室
場 所

3号館2階 32A教室
場 所

・社会メディア学科 10:10〜時 間

入試方式説明 11:20〜時 間 入試方式説明 11:10〜時 間

学 部 説 明
学 科 説 明

10:10〜時 間

10:20〜時 間
10:50〜時 間

・情報システム学科 11:40〜時 間・環境創生学科
・環境経営システム学科

4
号館

《環境学部》
 ◎研究室パネル展示
 ◎個別相談･資料配布
 ◎学部紹介･海外研修･産学連携プロジェクトパネル展示
 ◎「環境を創る～テラリウム作成体験」（環境創生学科学生会企画）
 ◎「生活を考える建築模型作成体験」（環境創生学科学生会企画）
 ◎「Under the Sea ～海を創ろう～」（環境経営システム学科学生会企画）

 ◎都市大グッズ販売
 ◎学生食堂  学食ランチが無料で試食できます！
 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。

【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。

事前申込が
オススメ！

事前申込制
申込不要

《保護者のためのプログラムを二子玉川夢キャンパス（二子玉川駅より徒歩1分）で実施！》



《受付開始》9：30〜 《受付場所》3号館1階31B教室《受付開始》9：30〜 《受付場所》3号館1階31B教室環境学部
メディア
情報学部

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

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

個別相談･資料配布

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

場 所 3号館2階 32A教室

場 所 2号館1階 21A教室

場 所 2号館1階 21A教室

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 10:00〜14:00 場 所 4号館2階 学生ホール

時 間 10:00〜14:00 場 所 2号館1階 21B

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

あなたの疑問、質問に答える個別相談へ！ 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。

10:10〜

※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･体験授業※･研究室展示などで
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。
※体験授業はメディア情報学部のみとなります。

途中参加もOK!
進学相談だけでもOK!

「学科説明+体験授業」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！

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」+「学生会企画」を体験！ 学科の特徴や違いがよくわかります。

社会メディア学科志望の方は「学科説明+体験授業」後に入試方式説明会、研究室展示、個別相談に参加しましょう! 
情報システム学科志望の方は先に研究室展示、個別相談、その後に入試方式説明、「学科説明+体験授業」に参加しましょう! 

Welcome!
Y O K O H A M A  C A M P U S

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。

環境学部の入試説明会を実施します。

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。

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。

言葉の理解やパズルなどの身近
な例をもとにコンピュータと人間
の違いについて考え、AIだから
こそできる自動作曲などの研究
事例を紹介します。

環境創生学科 学科説明（約30分）

入試方式説明（約30分）

環境経営システム学科 学科説明（約30分）

モノのデザインと行為のデザイン
《講師》岡部 大介 教授

体験授業
テーマ

AIが得意なこと、人間が得意なこと
《講師》大谷 紀子 教授

体験授業
テーマ

学科説明+体験授業（約50分）

学科説明+体験授業（約50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。

※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 学科学生会企画

環境創生学科 学生会企画  環境を創る 〜テラリウム作成体験〜

環境創生学科 学生会企画  生活を考える建築模型作成体験

環境経営システム学科 学生会企画  Under the Sea 〜海を創ろう〜

テラリウム作成を通して環境創生学科で学べる植物や生態系、景観のことを知ろう。土、コケ、そ
の他植物を使いテラリウムを作成します。（１日あたり16名）

室内の気温をどのように工夫すれば快適に暮らせるか考えてみよう。紙で建物を作成し、窓の位
置や屋根の角度を工夫してみよう。

学生と一緒に「水」について考えませんか？そして、美しい海をイメージした「ジェルキャンドル」を作って
みましょう。カラーサンドや貝殻、キャンドルゼリーを使用して作成します。（１日あたり20名）

10:20〜

11:20〜

11:40〜

メディア情報学部の入試説明会を実施します。
入試方式説明（約20分）11:10〜

メディア情報学部の入試説明会を実施します。
入試方式説明（約20分）11:10〜

10:50〜

10:10〜

メディア情報学部の研究室の「いま」をご紹介し
ます。研究室に所属している学生から直接説明を
聞くことができます。質問にも答えてくれますよ。

研究室展示

時 間 10:00〜14:00 場 所 2号館1階 メディアホール

メディア情報学部の研究室の「いま」をご紹介し
ます。研究室に所属している学生から直接説明を
聞くことができます。質問にも答えてくれますよ。

研究室展示

時 間 10:00〜14:00 場 所 2号館1階 メディアホール

場 所

▲

環境学部：4号館2階 学生ホール　

▲

メディア情報学部：2号館1階 21B

個別相談コーナーへGo！
一般入試のほか、AO型･推薦入試を考えている方は、個別相談
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願資
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。

イベント名 場 所

環
境
学
部

学部紹介

3号館2階 32A教室
環境創生学科説明
環境経営システム学科説明
環境学部入試方式説明
研究室パネル展示

4号館2階 学生ホール

環境創生学科学生会企画「環境を創る〜テラリウム作成体験」
環境創生学科学生会企画「生活を考える建築模型作成体験」
環境経営システム学科学生会企画「Under the Sea 〜海を創ろう〜」
学部紹介・海外研修・産学連携Proj.パネル展示
個別相談・資料配布

メ
デ
ィ
ア
情
報
学
部

社会メディア学科説明

2号館1階 21A教室
社会メディア学科体験授業
情報システム学科説明
情報システム学科体験授業
メディア情報学部入試方式説明
研究室展示 2号館1階 メディアホール
個別相談・資料配布 2号館1階 21B

学
部
共
通

学生とまわるキャンパスツアー  　　　　　  （10：30〜 1時間おきに実施） 3号館1階 31A教室
学生食堂無料体験 4号館1階 学生食堂
図書館フリー見学 2号館1階 図書館
都市大動画放映 3号館1階 31A教室
都市大グッズ販売 4号館2階 キャンパスショップ

10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:0010:00

■ タイムスケジュール

10:00〜14:00

10:00〜14:00
10:00〜14:00

10:00〜14:00
10:00〜14:00
10:00〜14:00
10:00〜14:00
10:00〜14:00
10:00〜14:00

10:00〜14:00
10:00〜14:00

11:00〜13:30
整理券配布

11:10〜11:30

11:20〜11:50
10:50〜11:20

10:20〜10:50
10:10〜10:20

10:40〜11:00
10:10〜10:40

12:10〜12:30
11:40〜12:10

各回30分 10:30〜11:00 11:30〜12:00 12:30〜13:00 13:30〜14:00


