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アド ミッション ポ リシ ー
東 京 都 市 大 学 のブランドビジョン

科学を基盤にサステナブルな社会発展を目指す
私たちが住むこの地球上の環境を損なうことなく社会全体を多角的、
総合的に見ながら、
未来に向けて持続可能（サステナブル）
な
発展をもたらすための人材育成と学術的研究を進めることを理念に各学部では教育・研究を行っています。

理工学部

建築都市デザイン学部

情報工学部

人材養成および
教育研究上の目的

人材養成および
教育研究上の目的

人材養成および
教育研究上の目的

科学技術の根幹をなす ものつくり を

建築都市デザイン学部は、住環境から都

現代の 情報社会 はネットワークの高度

支える工学と、
自然科学における真理の

市環境さらには地球環境までをデザイン

化、
ビッグデータ解析技術および人工知

探求を目指す理学を融合した理工学部

し、建築都市の諸問題を解決するための

能
（Ａ
Ｉ）
等の発展により 超スマート社会

では、
「理論と実践」
という教育理念に

学問追求という教育理念に基づき、現実

に進化しようとしています。 超スマート社

基づき、理工学分野の基礎および専門

に即したアイディアと理論的裏付けのあ

会 では、情報科学の様々な専門知識を

知識を身に付けるとともに、科学的根拠

るデザインにより、建築や都市の将来を

身に付けた技術者、
Ｉ
ｏＴを駆使できる技術

に基づく実践によって社会の要請に応

担える高い能力を備えた建築家、技術者

者、
Ａ
Ｉ
・ビッグデータ解析技術等を諸問題

えることができる先進的な技術力や論

を養成することを目的とします。

解決に適用できる能力を有する技術者が

理的な思考力を備えた人材を養成する

必要です。情報工学部では、 超スマート

ことを目的とします。

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。

求める人物像

求める人物像

求める人物像

□高等学校で学習する内容をよく理解

□高等学校で学習する内容をよく理解

□ 超スマート社会 において、
イノベー

して、専門分野を学ぶために必要な

して、建築学や都市工学を学ぶため

ションから新たな価値の創造
（知の創

基礎学力を備えている人

に必要な基礎学力を備えている人

□自然科学および科学技術に強い関

造）
を志向する人

□建築や都市に強い関心を持ち、未知

□数学・自然科学に対して興味と探究

心を持ち、未知の課題に取り組む意

の課題に取り組むことやデザインをす

心を持ち基礎学力と思考力を合わせ

欲がある人

ることに意欲がある人

□理工学部で学び、専門知識と実践す
る力を身に付けることを目指す人
□多面的な思考力と幅広い視野を持っ

□建築都市デザイン学部で学び、専門
知識と実践する力を身に付けることを
目指す人

持つ人
□ 超スマート社会 を支える知識・技能
を修得する志を持つ人
□修得した知識と技能を利用して、国

て自らの考えを述べることができ、社

□建築学や都市工学と社会の関わりに

籍、経歴、専門等が異なる人々とコ

会の持続的発展や人類の福祉に貢

ついて考えることができ、幅広い視野

ミュニケーションし協働作業をするこ

献する志を持つ人

を持って社会の持続的発展や人類

とを志向する人

の福祉に貢献する志を持つ人

高校での学習について
理工学部での学修を無理なく進めるた

高校での学習について

高校での学習について

建築都市デザイン学部での学修を無理

情報工学部での学修を無理なく進める
ために、高等学校において、数学、理

めに、高等学校では次の科目を履修し

なく進めるために、高等学校では次の科

ていることが望まれます。

目を履修していることが望まれます。

科、英語を中心とした基礎学力を身に

□数学
（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、

□数学
（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、

付けておいてください。特に、数学に対

数学Ｂ）
□理科（物理基礎、化学基礎、生物基
礎、物理、化学、生物）

数学Ｂ）
□理科
（物理基礎、化学基礎、物理、化
学）

数学Ｂ」
を、英語に対しては
「コミュニ
ケーション英語Ⅰ、
コミュニケーション英
語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表

□コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュニケー

□コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニ

ション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語

ケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション

現Ⅰ、英語表現Ⅱ」
を、
それぞれ履修して

Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

いることが望まれます。

上記以外に、高校で学ぶすべての科目
を重層的に履修することが望まれます。
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しては
「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
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東京都市大学の入学者受入れの方針
東京都市大学は、持続可能な社会発展をもたらすための人材育成を目的とし、その目的を達成するための学術研究の領域ごとに学部を設置して
います。各学部では、それぞれ定めた「人材養成および教育研究上の目的」に基づき、以下のような能力・意欲・目標を持つ人を求めます。
➊大 学 教 育に求められる「 知識・技能 」
「 思考力・判断力・表現 力 」
「 主 体 性・多 様 性・協 働 性 」を持つ人
➋当該学 部 学 科の学 術研究領域に対応する強い関心と意欲に基づき、自ら学ぶ姿 勢を持つ人
➌教 育 研 究を通じて身につけた幅広い視野と専門的学識により、持 続 可 能な社 会 発 展に寄 与する人 材となることを目標とする人

環境学部

メディア情報学部

都市生活学部

人間科学部

人材養成および
教育研究上の目的

人材養成および
教育研究上の目的

人材養成および
教育研究上の目的

人材養成および
教育研究上の目的

環境問題の解決には、
自然生態系と社会

変化する情報・コミュニケーション環境の

国際化、情報化が進み、世界人口の半

人間科学部では、
「保育・教育」
「発

システムの関係を総合的に理解し改善す

もとで、新たな情報社会を創り出すことを

数以上が都市に暮らす現代、人々の生

達・心理」
「文化」
「保健・福祉」
「環

ることが必要です。
そのために、
自然と調

目指します。
そのために情報通信技術が

活の質を持続的に高める都市創造の

境」
について総合的に理解し、
その向

和した地域や都市の環境を創生する能力

生み出す社会を調査、分析し、
より良い

学問と実践が必要です。都市を学ぶ総

を備えた人材、
経済活動の環境負荷を低

生活の実現に向け、情報システムや社

合的な学修環境の中で、社会科学と空

減した社会システムを実現する能力を備

会の仕組みを創造し、
さらに評価、改善で

間デザインの両方のスキルを幅広く習

えた人材を養成することを目的とします。

きる人材を養成することを目的とします。

得し、都市の新時代をリードするビジネ

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指しています。

スと文化の創造力を身に付けて、企業
人や専門家として国際社会で活躍でき
る人材を養成することを目的とします。

求める人物像

求める人物像

求める人物像

求める人物像

□生態系の保全・復元、環境に配慮した

□学科の学修に必要な基礎的学力を

□都市生活学部の理念に共感し
「都市」

□子どもと子どもに関わる大人につい

都市環境、持続可能な社会を実現す
る意欲のある人
□自然のメカニズムや環境の分析・調査
に関する知識や技能を身に付けたい人
□環境問題を理解する思考力や環境を
可視化し発信する表現力を身に付け

身に付けている人
□学科の研究領域に関心を持ち、情報
と社会の諸問題に取り組む高い意欲
がある人
□知的好奇心が旺盛で、主体的に学修
を深めることができる人

たい人

に関心を持ち、将来、都市に関連する
分野で活躍したいと望む人
□商学や経営学等の社会科学系の勉
学を基本にし、街並みやインテリアな
どの空間デザイン、都市の文化・芸術
など、幅広い分野に興味を抱き、好奇

て学ぶ意欲の高い人
□大学で学ぶための基礎学力がある人
□自律心があり、人と協力しながら積極
的に行動できる人
□目的に向かって困難を乗り越え努力
しようとする強い意思を持つ人

心旺盛な人

□環境問題解決のために主体的に行動

□世界中の都市を舞台に、価値ある都

し、周囲と協働できる人

市生活の創造に向けて国際社会で

□多様な人々や価値が共存するグロー

活躍したいと望む実践的な人

バル社会に対応する意欲のある人

高校での学習について

高校での学習について

高校での学習について

高校での学習について

環境学部での学修を無理なく進めるた

メディア情報学部での学修を無理なく

都市生活学部での学修を無理なく進め

人間科学部での学修を無理なく進める

めに、高等学校では次の科目を履修し

進めるために、高等学校での学修につ

るために、高等学校の次の科目を履修

ために、文系科目はもとより、理系科目

ていることが望まれます。

いて以下のことを求めます
（社会人・外

していることが望まれます
（入学試験の

も含めた幅広い基礎的知識の学習が

□数学
（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）

国人留学生については、必ずしもその限

タイプで受験科目は異なります。
また、国

必要です。特に国際的な観点からも外

□国語
（国語総合）

りではありません）
。

際化対応のために英語力の研鑽などが

国語の能力が求められます。

□英語
（コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュ

【社会メディア学科】

ニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーショ

次の科目を履修していることが望まれます。

ン英語Ⅲ）

□英語
（コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュ
ニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーショ
ン英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ）
□国語
（国語総合）
または数学
（数学Ⅰ、
数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）
【情報システム学科】
次の科目を履修していることが望まれます。

望まれます）
。
□英語
（コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュ
ニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーショ
ン英語Ⅲ）
□国語
（国語総合）
□地歴
（世界史Ａ、
日本史Ａ、地理Ａ、世
界史Ｂ、
日本史Ｂ、地理Ｂの中から２科
目以上）
□数学
（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）

□英語
（コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュ
ニケーション英語Ⅱ、
コミュニケ―ショ
ン英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ）
□数学
（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）
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