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建学の精神

公正・自由・自治
本学は、“工学教育の理想”を求める学生たちが中心となって創立した、日本においてきわめて稀な、学生の熱意が創り上げた

大学です。この建学の精神は、独立自主の思い溢れる学生たちが掲げた、夢と希望のシンボルであり、本学は、この精神を継承しながら、

新しい時代と社会の要請に応える大学へとさらなる進化を目指します。

理 念

持続可能な社会発展をもたらすための人材育成と学術研究
｢持続可能な社会発展｣とは、環境を損なうことなく社会を発展させること。ここでいう環境とは、単に、自然的なものだけでなく、

社会的なものも含んだ広義の環境です。私たちが住むこの地球を多角的、総合的に見ながら、持続的な発展へと導くこと、そして、

そのための人材育成と学術研究の推進こそが、本大学の役割・使命です。

学びたい、という学生の熱情に応える大学でありたい。

略称“都市大”の「都市」の“T”を図案化したものです。サステナブルな

明るい未来を見通す「窓」でもあり、そうした社会を実現するための

「知恵のフキダシ」の象形でもあります。マークの色調（ブランドカ

ラー）は、知性とサステナブルな明るい未来を意味しています。

大学案内 2020
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Toward to 2030

東京都市大学は、1929年創立の武蔵高等工科学校（後の武蔵工業大学）と

1938年創立の東横商業女学校（後の東横学園女子短期大学）が、

2009年に統合、名称変更した大学で、2019年には、創立90周年を迎えました。

現在、本学は2029年の来るべき創立100周年に向け、

中長期計画「アクションプラン2030」のもと、「都市をキーワードに時代の要請に取り組み、

国際都市東京で存在感を示す有数の大学」を目指す大学像として、

教育・研究、学生支援、キャンパス環境などのあらゆる面における改革を加速しています。

策定から約5年、設定した目標の一部はすでに達成し、現在はより高い到達地点を目指した

新たな施策を検討していますが、これからの10年は、創立100周年、

さらにその先の100年を俯瞰してビジョンとプランを考える時期だと考えます。

2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は、

17のグローバル目標と169のターゲットからなり、「leave no one behind」

（地球上の誰一人として取り残さない）を合言葉に、世界中で取り組みが進められております。

国際社会が共通の目標を設定しなくてはならないということは、裏を返せば、

私たち人類の抱える課題が、ますます高度化、複雑化、グローバル化していることの表れでもあります。

もちろん本学では、このSDGsの達成に向け、大学運営の隅々までを見直すとともに、

教育研究活動を通じて、この達成に資する「世界で活躍できる、専門的実践力を有する人材」

の育成に全力を注いでまいります。

本学では、入学してから卒業するまでの間に、どれくらい能力を高めることができたかを

教育効果の尺度とし、そのような観点から「Best Value University」（教育付加価値最大の大学）

となることを目指してまいりました。現在ではさらに、誰一人取り残さない「教育支援体制」を

構築するため、一人ひとりの学生と一層真摯に向き合うことを宣言し、社会の持続的な発展に向け、

優れた専門力、実践力、そして国際性という揺るぎない「価値」を備えた人材の育成に邁進しております。

  引き続き、本学の教育研究活動へのご理解・ご支援を、

  宜しくお願いいたします。

沿革
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東京都市大学 学長　三木千壽

1929年 ◯ 武蔵高等工科学校として創立

1949年 ◯ 学制改革により武蔵工業大学に昇格

  ◯ 工学部を開設

1955年 ◯ 学校法人武蔵工業大学に学校法人東横学園を
 　  　　　　合併し、法人名を五島育英会と改称

1960年 ◯ 原子力研究所を開設

1966年 ◯ 大学院工学研究科を開設

1997年 ◯ 環境情報学部を開設

1998年 ◯ 日本の大学として初の環境マネジメントシステム
 　  　　　　環境ISO14001の認証を取得（環境情報学部）

2001年 ◯ 大学院環境情報学研究科を開設

2004年 ◯ 総合研究所を開設

2007年 ◯ 知識工学部を開設

2009年 ◯ 武蔵工業大学と
     東横学園女子短期大学が統合し、
     東京都市大学と改称
  ◯ 都市生活学部を開設
  ◯ 人間科学部を開設

2010年 ◯ 大学院工学研究科共同原子力専攻を
 　  　　　　早稲田大学と共同で開設

2013年 ◯ 環境情報学部を改組し、環境学部、
 　  　　　　メディア情報学部を開設

2015年 ◯ 世田谷区と包括協定を締結
  ◯ 「二子玉川夢キャンパス」を開設
  ◯ 「東京都市大学オーストラリアプログラム
 　  　　　　（TAP）」を開始

2017年 ◯ 世田谷区と区内の複数大学等と連携し、
 　  　　　　「世田谷プラットフォーム」を形成

2018年 ◯ 工学研究科を総合理工学研究科へ名称変更
  ◯ 「アジア・大洋州5大学連合（AOFUA）」を設立
  ◯ 「東京都市大学＆カンタベリー大学
 　  　　　　留学プログラム（TUCP）」を開始

2019年 ◯ 国際学生寮を開設
  ◯ 創立90周年

2020年 ◯ 工学部を理工学部に名称変更
  ◯ 知識工学部を情報工学部に名称変更
  ◯ 建築都市デザイン学部を開設 
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Link to the society

社会で
通用する力を育む

Toward to 2030

本学は、独自のインターンシップを実施しています。

独自のインターンシップには、東急グループ各社との連携による「東急

グループインターンシップ」と、海外企業での約1カ月間にわたる就業体験

「海外インターンシップ」とがあり、学生一人ひとりの興味や関心に応じた

参加が可能です。学生は、これらの体験によって、自身が社会人として働く

姿を早くからイメージできるようになり、実社会への適応力が養われます。

多様な職種への適応力を
高めるインターンシップ

本学は、卒業研究に力を注いでいます。学部教育の集大成として、学生が

それまでに学んだ知識・技術を活用し、課題解決のための実践力を培う場

と捉えているためです。また、評価にはルーブリック（客観的な評価指標）を

導入し、教育の質保証に役立てています。

全学生が取り組む卒業研究

在学中から経験を積み重ね、
実践的な思考力を早期に育成。

グローバル化を背景に社会の課題がますます高度化、

複雑化している現代では、専門知識や教養だけでなく、

それらを実際に活用し、課題解決に取り組む実践力が求められます。

学生自身が現実の課題と対峙し、その解決プロセスに参画することを通じて、

実践的思考力を鍛えることの意義は、ますます大きくなっていると言えます。

本学では、全学生必修の卒業研究や、

多様な職種を体験できるインターンシップ制度を通じ、

個々の実践的な思考力を磨くプログラムを提供しています。

2020年4月、未来を見据え、次の時代に必要な学びを追求するため、

工学部を理工学部、知識工学部を情報工学部に名称変更し、

建築都市デザイン学部を開設するなど、新設・改組します。

教育制度の改善に不断に取り組むことで、常に社会が求める人材を育成していきます。
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Toward to 2030

次世代技術の研究開発を推進する「総合研究所」

や、文部科学省「先端研究基盤共用促進事業」の

採択を受けた「ナノ科学技術学際研究センター」

などで、常に先を見据えた新技術に取り組み、

研究開発を通じた高度な教育を実践しています。

高度な研究を実現する
最先端の研究施設

本学は、渋谷スクランブルスクエア（SCSQ）の共創施設「SHIBUYA QWS」

（2019年11月開設）のプロジェクトに参画しています。

同施設での活動を通じて、新たなイノベーションの創出及びクリエイティブ

な人材の育成を目指します。

「渋谷SCSQイノベーションプロジェクト」
に参画し、産学連携を促進

現在、総合研究所未来都市研究機構（2016年発足）では、国際的にも新しい分野「エイジング

シティ」の研究に挑んでいます。エイジングシティは、人口の高齢化のみならず、インフラを

はじめとするハード面、社会制度などのソフト面が同時に高齢化する都市を意味しています。

インフラ・環境・情報・生活・健康など都市が抱える様々な問題の解決を図り、魅力ある成熟

都市の形成に向け、技術と制度を総合的に開発する研究に取り組んでいます。

「都市研究の都市大」として、
全学で魅力ある未来の都市を研究

伝統ある教育と最先端の研究を融合し、
未来を拓く人材を育成。

社会に存在する課題の解決や技術の発展に貢献するため、

本学は、目標を立ててプロジェクトに取り組むことを通じ、

未来を拓く学生の創造力を養います。

都市工学、ナノエレクトロニクス、自動車、

グリーンインフラをはじめとする多種多様な分野において、

民間企業や官公庁などと連携した研究を推進しています。

90年に及ぶ専門的実践教育の伝統を継承し、

今後も、社会発展を支える創造力豊かな学生を育てていきます。

Lead to the future

未来を
創造する力を育む
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Connect to the world

世界と
つながる力を育む

Toward to 2030

グローバルな時代に対応できる人材を育てるためのプログラムを実施して

います。国際人への入り口と位置付ける「東京都市大学オーストラリア

プログラム（TAP）」、TOEIC®のスコアが600点以上の学生を対象とした

「東京都市大学＆カンタベリー大学留学プログラム（TUCP）」など、英語

力に合わせたプログラムを提供しています。

国際人育成のための英語教育

世界各国の約30大学と協定を結んでいるほか、2018年7月に本学が中心

となって、フィリピン・オーストラリア・タイ・マレーシアの有力大学と「アジア・

大洋州5大学連合（ASIA-OCEANIA FIVE UNIVERSITIES ALLIANCE）」

を設立しました。１学期単位での交換留学や単位の相互認定、サマーキャ

ンプ、ICTを活用した遠隔授業などを実施します。

世界に広がるネットワーク

一人ひとりの力を最大限に高め、
世界で活躍できる人材を育成。

本学は、社会や人々の生活を豊かにするため、

常に世界と未来を見据えています。時代の変化を的確に読み取り、

未来を創造する実践力と国際力を有する人材を育てる。

そのためには、国際人としてのグローバルな視野と教養、

実践的な専門性の獲得に直結する教育が欠かせません。

本学では、海外の大学との連携や、独自の語学教育など、

世界に通用する実践力を養う、さまざまなプログラムを行っています。

また、2019年4月には、世田谷キャンパスの近くに国際学生寮を開設。

今後も世界とつながり、第一線で活躍する人材を育成していきます。

2019年、世界で活躍できる実践力を有する人材の育成を目的に開設しま

した。世界各地からの留学生・研究者はもちろん、日本人学生も入寮でき、

異なる文化や価値観を互いに理解し合うための機会を提供しています。

また、内観は和モダンとし、竹の集積材を利用した家具を設置するなど、

日本文化を体感できるよう工夫しています。

国際交流の舞台、国際学生寮を開設
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理工学部 世田谷キャンパス

科学技術の根幹をなす“ものつくり”を支える工学と、自然科学

における真理の探求を目指す理学を融合した理工学部では、

「理論と実践」という教育理念に基づき、理工学分野の基礎お

よび専門知識を身に付けるとともに、科学的根拠に基づく実践

によって社会の要請に応えることができる先進的な技術力や

論理的な思考力を備えた人材を養成することを目的とします。

■人材の養成及び教育研究上の目的

機械工学科
研究分野

力学と設計科学を学び、実践を重ねることで、
技術革新を生み出せる技術者を育てます。

内燃機関工学／材料力学／機械材料／機械力学／
流体工学／表面加工

120名入学定員 18名教員数 110名入学定員 14名教員数

機械システム工学科
研究分野

機械・電気・制御工学を統合し、
先進的な機械システムを構築できる技術者を育てます。

材料強度学／熱流体工学／機械制御工学／
計測電機制御工学／航空宇宙工学／ロボティクス

原子力安全工学科
研究分野

原子力の理論と技術を修得し、原子力を安全に
運用・応用できる高度な技術者を育てます。

原子力システム／原子力安全工学／放射線応用工学／
放射線計測／原子力リスク評価／原子力耐震工学

45名入学定員 9名教員数

60名入学定員 8名教員数

医用工学科
研究分野

工学と医学を有機的に融合し、
医療機器分野の進歩に貢献する人材を育てます。

臨床器械工学／知覚システム工学／生体計測工学／
生体認知工学

電気電子通信工学科
研究分野

超スマート社会の実現に向け、社会を変革し、新しい「問い」
や「価値」を生み出す人材を育てます。

応用物理・エレクトロニクス／電子情報通信／
電力エネルギー・環境／産業応用

150名入学定員 18名教員数

75名入学定員 11名教員数

エネルギー化学科
研究分野

新規物質を創製・利用し、エネルギー・環境問題の
解決に貢献する化学の専門家を育てます。

有機・生物化学／物理化学・化学工学／
無機・分析化学

60名入学定員 18名教員数

自然科学科
研究分野

自然科学について幅広く学び、真理の探究を目指して、
持続可能な発展に貢献する人材を育てます。

宇宙の物理／地球の歴史／生物の進化／生命の化学／
分子の科学／理論物理学／数学

SDGsへの取り組み
東京都市大学では、2015年の国連サミットで採択され
た、持続可能な開発目標である「SDGs（Sustainable 
Development Goals）」の達成に向けて、学生、教職員が
一丸となって、教育・研究を通じた貢献を図っています。
各所属に示したアイコンは、現在、特に注力している項目
を表しています。



建築学科
研究分野

工学的な知識・技術、芸術的な表現力・感性を
兼ね備えた建築の専門家を育てます。

建築計画・設計／建築構造／建築環境・設備／
建築材料・構法・生産

120名入学定員 15名教員数 100名入学定員 13名教員数

都市工学科
研究分野

社会の中核となり、人・社会・自然が共生する
都市環境を実現する技術者を育てます。

都市計画／災害軽減／構造安全／水圏環境／地圏環境／
社会基盤マネジメント

1312

建築都市デザイン学部

建築都市デザイン学部は、住環境から都市環境さらには地球

環境までをデザインし、建築都市の諸問題を解決するための学問

追及という教育理念に基づき、現実に即したアイディアと理論的

裏付けのあるデザインにより、建築や都市の将来を担える高い

能力を備えた建築家、技術者を養成することを目的とします。

■人材の養成及び教育研究上の目的

情報科学科
研究分野

コンピュータの可能性を拡大し、
より豊かな社会の実現に取り組む人材を育てます。

計算機アーキテクチャ／計算機ソフトウエア／知識情報処理／
画像工学／応用数理／制御システム

100名入学定員 16名教員数

知能情報工学科
研究分野

ビッグデータ分析とAIや人間、組織、クラウドなどの知能を活用
し、超スマート社会で新しい価値を創造する技術者を育てます。

大規模データ解析／人間情報システム／知的経営システム／
人工知能／産業システム

80名入学定員 10名教員数

世田谷キャンパス

情報工学部

現代の“情報社会”は、ネットワークの高度化、ビッグデータ解析技

術および人工知能（ＡＩ）等の発展により“超スマート社会”に進化

しようとしています。“超スマート社会”では、情報科学の様々な専

門知識を身に付けた技術者、ＩｏＴを駆使できる技術者、ＡＩ・ビッ

グデータ解析技術等を諸問題解決に適用できる能力を有する技

術者が必要です。情報工学部では、“超スマート社会”の発展に寄

与する「知の創造」を担う人材を養成することを目的とします。

■人材の養成及び教育研究上の目的

世田谷キャンパス
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環境学部 横浜キャンパス

持続可能な発展を社会で達成するために、自然環境と都市環境

の質の向上と調和・共生の実現、持続型の経済・社会システムの

構築に寄与できる人材の養成を目的とします。

■人材の養成及び教育研究上の目的

環境創生学科
研究分野

生態環境と都市環境を理解し、人と自然の持続的な
共存を実現する専門家を育てます。

生態環境／都市環境

90名入学定員 10名教員数 70名入学定員 12名教員数

環境経営システム学科
研究分野

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人材を育てます。

環境／経営／社会

社会メディア学科
研究分野

情報・メディアが抱える課題を調査分析し、
解決策を発案・提言できる人材を育てます。

ソーシャルデザイン／メディア・コミュニケーション

90名入学定員 11名教員数 90名入学定員 10名教員数

情報システム学科
研究分野

人を幸せにする情報システムを戦略的に提言・説明し、
実現できる人材を育てます。

システムデザイン／ICTアセスメント

メディア情報学部

人間社会や、情報通信技術が生み出す新しい情報環境を深く

理解し、より良い社会実現に向け、社会的仕組みや情報システ

ムを調査・分析・実現、評価・改善できる人材の養成を目的と

します。

■人材の養成及び教育研究上の目的

横浜キャンパス
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魅力的で持続可能な都市生活を創造するため、生活者のニーズ

を構想・企画へと描きあげ、その実現のため事業推進、管理運営

を行っていく、企画・実行業務を担う実践力のある人材の養成を

目的とします。

都市生活学部 等々力キャンパス

■人材の養成及び教育研究上の目的

都市生活学科
研究分野

持続的でより魅力的な都市生活を描き、
地域を導いていく企画・実行者を育てます。

都市のライフスタイル／都市のマネジメント／都市のデザイン／都市のしくみ

160名入学定員 19名教員数

等々力キャンパス人間科学部

いのちを大切にし、平和と環境を保持し、人類の持続可能な

発展をもたらすため、「保育・教育」「発達・心理」「文化」

「保健・福祉」「環境」について総合的に理解し、その向上に

貢献できる豊かな感性としなやかな知性を具えた高い専門性

を持つ自立する人材の養成を目的とします。

■人材の養成及び教育研究上の目的

児童学科
研究分野

感性と知性を具え、
子どもにとっての最善を深慮できる自立した人材を育てます。

子ども学／幼児教育／保育学／児童心理／児童福祉／子どもの保健

100名入学定員 14名教員数



1918

大学院 横浜・等々力キャンパス

環境情報学研究科は、環境・情報・都市に関わる科学や人と

技術の関係について、また、これらに関連する人間活動の本

質を探究するとともに、社会における実践・研究・教育に携わ

れる人材を養成することを目的とする。 

■人材の養成及び教育研究上の目的

大学院 世田谷キャンパス

総合理工学研究科は、理工学に関する高度な理論と実践力

を修得し、学際的視野を持って、科学技術に立脚した社会貢

献ができる人材の養成を目的とします。

■人材の養成及び教育研究上の目的

教員数※1

総合理工学研究科
専 攻

私立理工学系トップクラスの規模を誇る教育・研究環境で、技術者・研究者として国際的に活躍できる能力を養います。

機械／電気・化学／情報／建築・都市／自然科学／共同原子力（早稲田大学との共同大学院）（修士課程・博士後期課程）

修士課程276名、博士後期課程38名入学定員 修士課程147名、博士後期課程135名教員数※1、2 修士課程26名、博士後期課程2名入学定員 修士課程63名、博士後期課程41名

環境情報学研究科

総合理工学研究科 環境情報学研究科

専 攻

世界で活躍する教員による実践的指導のもとで、
２１世紀最大の課題である「環境」「情報」「都市」に挑む高い専門力を養います。

環境情報学（修士課程・博士後期課程）／都市生活学（修士課程）

※1 修士課程及び博士後期課程の両方を担当する専任教員は、各課程の人数にそれぞれ含む。※1 修士課程及び博士後期課程の両方を担当する専任教員は、各課程の人数にそれぞれ含む。
※2 共同原子力専攻は東京都市大学と早稲田大学の共同教育課程であるため、上記総合理工学研究科の教員数には早稲田大学の教員数を含む。
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東京の世田谷、神奈川の横浜という、国内でも有数の教 育文化水準を誇る美しい街に立地する、東京都市大学の3キャンパス。

いずれも緑豊かで閑静な住宅街に位置し、都心へのアクセス も良好。落ち着いた環境と、快適な学生生活を送ることのできる絶好のロケーションにあります。キャンパス、教育・研究施設紹介

〒158-8586　東京都世田谷区等々力8-9-18　

TEL：03-5760-0104（代）

東急大井町線「等々力（東京都市大学 等々力キャンパス前）」駅 

徒歩10分

等々力キャンパス（都市生活学部・人間科学部・大学院 環境情報学研究科［都市生活学専攻］）

至 二子玉川

至 上野毛

至 自由が丘

満願寺

玉川区民会館コンビニ

りそな銀行

玉川神社

※改札を出て右にお進みください

至 

目
黒

目
黒
通
り

東急大井町線

総合研究所

等
々
力

キ
ャ
ン
パ
ス

総合研究所

等
々
力

キ
ャ
ン
パ
ス

「玉川警察署」バス停
東京都市大学
等々力中学校・高等学校

「都市大等々力
キャンパス前」
バス停

コンビニ

クリニック

等々力駅

N

S

W E

横浜キャンパス（環境学部・メディア情報学部・大学院 環境情報学研究科［環境情報学専攻］）

N

S
W

E

至 

横
浜
・
戸
塚

至 

牛
久
保
交
差
点

至 あざみ野

交番
郵便局

横浜キャンパス

タクシー乗場

レストラン

クリニックそば屋

みずほ銀行（ATM）

中川センタービル

中
川
駅

歩道橋
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浜
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営
地
下
鉄
ブ
ル
ー
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〒158-8557　東京都世田谷区玉堤1-28-1　

TEL：03-5707-0104（代）

東急大井町線「尾山台（東京都市大学 世田谷キャンパス前）」駅 

徒歩12分

〒224-8551　神奈川県横浜市都筑区牛久保西3-3-1

TEL：045-910-0104（代）

横浜市営地下鉄ブルーライン

「中川（東京都市大 横浜キャンパス前）」駅 徒歩5分

環境に特別な配慮と工夫を凝らし、国内の教育機関で初めて
「ISO14001（環境）」認証を取得したキャンパス。エコ・キャンパスとして
の一面だけでなく、最先端の情報設備も備えています。

東京と神奈川の境を流れる多摩川の畔に位置するキャンパス。東京23区
内の私立大学理工系学部では最大規模の敷地面積を有し、自由が丘や
二子玉川など、人気エリアへのアクセスも良好です。

東京23区内唯一の渓谷として知られる等々力渓谷にほど近い、閑静な
住宅街に位置するキャンパス。子育て支援センターには、毎日多くの親子
が訪れるなど、地域社会にも貢献しています。

世田谷キャンパス（理工学部・建築都市デザイン学部・情報工学部・大学院 総合理工学研究科）

教育研究活動や各種講演会をはじめ、子どもたちに科学や文化の楽しさを伝えるワークショップ、
地域や産業界が抱える問題を解決するための連携活動など、多種多様な取り組みを行っています。

二子玉川夢キャンパス（二子玉川ライズ・オフィス内）  開設：2015年

〒158-0094　東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス 8階
TEL：03‒5797‒9504
東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅 徒歩1分

大型研究機器の共用による研究の効率
化、研究領域を越えるシナジー創出、若手
研究者の育成を推進しています。

ナノ科学技術学際研究センター  開設：2016年

〒158-8557
東京都世田谷区玉堤1-28-1
TEL：03-5707-0104（代）

「持続可能な社会発展をもたらすための
人材育成と学術研究」を実現すべく、最先
端の研究開発を推進しています。

総合研究所  開設：2004年

〒158-0082
東京都世田谷区等々力8-15-1
TEL：03-5706-3111（代）

放射性同位元素の取扱い施設として、本
学の実験・実習に使用し、社会が求める原
子力・放射線技術者を育成しています。

原子力研究所（王禅寺キャンパス）  開設：1960年

〒215-0013
神奈川県川崎市麻生区王禅寺971番地
TEL：044-966-6131

早稲田大学との共同大学院の設置を契
機に開設し、現在は、社会基盤マネジメン
トプログラムや特別講義も行っています。

渋谷サテライトクラス  開設：2010年

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-10-7 B1階
TEL：03-5456-8571

至 自由が丘

至 田園調布至 高井戸

至 二子玉川

※改札を出て左にお進みください

東急大井町線

多摩川

環状8号線

「東京都市大南入口」バス停

「東京都市大北入口」バス停

東京都市大学
グラウンド

18号館・
テニスコート

世田谷キャンパス

東京都市大学
グラウンド

18号館・
テニスコート

6号館6号館

国際学生寮

世田谷キャンパス

交番

幼稚園

コンビニ

ガソリンスタンド

尾山台駅

通用門
正門

コンビニ

丸子川北門

尾山台交差点

東京都市大前交差点

N

SW

E
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データファイル

卒業者数／修了者数 就職率 ※2

学生数 ※1 専任教職員数 ※1

経常収入額 ※2

（前年度比 102.8%）
13,667,925千円

101件 293件

（教員289人、職員176人）
465人

（学部6,886人、大学院600人）
7,486人

99.6％107,227人

科学研究費補助金採択状況 ※2

163,600千円

金 額

件 数

受託・共同研究受入状況 ※2

893,258千円
金 額

件 数

経常費等補助金額 ※2

（前年度比 118.4%）

（前年度比 114.2%）

※全国平均 97.6％

（前年度比 111.0%） （前年度比 130.2%）

（前年度比 97.4%）

1,422,516千円

校地面積 ※1

230,469m2

校舎面積 ※1

113,892m2

図書館蔵書数 ※1

605,186冊

（学部卒業生、文科省が定める「就職率」を使用）

※東京ドーム 約5個分

（2019年9月卒業まで、前身校の人数を含む）

※1 2019年5月1日現在
※2 2018年度実績


