
第2回 南大沢キャンパス大学説明会 タイムスケジュール
平成29年8月19日（土）実施

大 学 説 明 会
南大沢キャンパス

8月19日 10：00～16：30土第2回 平成
29年

平成30年4月に学部・学科を再編します

10 30 11 30 12 30 13 30 14 30 15 30 16 30

人文社会学部

講堂大ホール 学部ガイダンス① 模擬授業 学部ガイダンス②

5号館1階142室 オープンラボ

5号館1階 分野別個別相談

法学部 1号館2階230教室 学部ガイダンス① 模擬授業 学部ガイダンス②

経済経営学部 6号館1階110教室 学部ガイダンス① 模擬授業 学部ガイダンス②

理
学
部

全学科 各会場※1 オープンラボ

数理科学科 1号館1階110教室 学科別ガイダンス 学科別ガイダンス

物理学科 1号館3階310教室 学科別ガイダンス 学科別ガイダンス

化学科 1号館2階210教室 学科別ガイダンス 学科別ガイダンス

生命科学科 1号館1階120教室 学科別ガイダンス 学科別ガイダンス

都
市
環
境
学
部

全学科 各会場※1 オープンラボ

地理環境学科 午前：6号館1階101教室
午後：12号館1階101教室

学部ガイダンス
（6号館1階110教室）

学科別ガイダンス・
個別相談

学科別ガイダンス・
模擬授業

都市基盤環境学科 午前：6号館4階402教室
午後：12号館1階102教室

学科別ガイダンス・
個別相談

学科別ガイダンス・
模擬授業

建築学科 11号館2階204教室 学科別ガイダンス 学科別ガイダンス・
模擬授業

環境応用化学科 午前：6号館4階401教室
午後：12号館2階201教室

学科別ガイダンス・
個別相談 模擬授業

観光科学科 午前：1号館1階107教室
午後：12号館2階202教室

学科別ガイダンス・
個別相談 学科別ガイダンス 模擬授業

都市政策科学科 午前：1号館2階201教室
午後：12号館1階103教室 学科別ガイダンス 学科別ガイダンス 模擬授業

シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
学
部

情報科学科 1号館3階301教室

学
部
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
講
堂
小
ホ
ー
ル
）

学科別ガイダンス・
模擬授業等

学
部
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
講
堂
小
ホ
ー
ル
）

学科別ガイダンス・
模擬授業等

電子情報システム工学科 1号館1階101教室 学科別ガイダンス・
模擬授業等

学科別ガイダンス・
模擬授業等

機械システム工学科 1号館2階220教室 学科別ガイダンス・
模擬授業等

学科別ガイダンス・
模擬授業等

航空宇宙システム工学科 1号館2階240教室 学科別ガイダンス・
模擬授業等

学科別ガイダンス・
模擬授業等

インダストリアルアート学科 12号館1階104教室 学科別ガイダンス・
模擬授業等

学科別ガイダンス・
模擬授業等

電子情報システム工学科、
機械システム工学科 各会場※1 オープンラボ

健康福祉学部 1号館1階120教室 学部
ガイダンス

学部
ガイダンス

ス
ペ
シ
ャ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム

首都大テーマ別セミナ―
AV棟2階263教室 入試説明会 学生サポート 入試説明会 入試説明会 学生サポート 入試説明会

6号館1階101教室 保護者向け説明会 保護者向け説明会

高大連携室 講堂小ホール 特別講演 特別講演

キャリア・就職支援 7号館1階スタジオ

グローバル人材育成入試（AO入試）・
国際副専攻コース説明会 1号館3階303教室 ガイダンス・

体験授業等
ガイダンス・
体験授業等

留学のための
英語力アップの秘訣！ 1号館3階304教室 セミナー セミナー

海外留学・国際交流ガイダンス 1号館3階302教室 ガイダンス ガイダンス ガイダンス

外国人のための大学進学説明会 1号館3階308教室 ガイダンス・
個別相談

ガイダンス・
個別相談

個別相談

1号館1階103教室 入試について  ※過去問題閲覧コーナーは1号館1階104教室

7号館1階スタジオ キャリア、就職について

1号館3階309教室 海外留学について

講堂ロビー 大学での学び全般、高校での勉強方法について：高大連携室スタッフ対応

1号館1階109教室 受験勉強、時間割、サークルについて：学生スタッフ対応

学生によるキャンパスライフ紹介 講堂小ホール パネルディスカッション

キャンパスツアー 受付場所：
インフォメーションギャラリー 学生によるキャンパスツアー

図書館館内ツアー※2

（司書またはLSA） 図書館 館内ツアー 館内ツアー 館内ツアー 館内ツアー 館内ツアー

首都大生の一日 1号館3階305教室 首都大生が教える知ってよかった５つのこと（パソコン、ネット環境紹介）：学生スタッフ対応

部活・サークル紹介※3
6号館1階ロビー 部活・サークル紹介（活動内容の展示）

1号館2階204教室 部活・ 
サークル紹介

部活・ 
サークル紹介

部活・ 
サークル紹介

部活・ 
サークル紹介

ダイバーシティ推進室 1号館1階105教室 ダイバーシティ推進事業紹介～あなたの個性が活きる未来へ～

学芸員養成課程展示室 91年館 学芸員養成課程展示室の公開

1年次の授業体験 1号館3階320教室 情報リテラシー実践Ⅰ
模擬授業

情報リテラシー実践Ⅰ
模擬授業

※1：各オープンラボにより、会場および時間が異なります。詳しくは、理学部（p.9～）、都市環境学部（p.11～）、システムデザイン学部（p.13～）を参照してください。
※2：司書または大学院生のスタディ・アシスタントによるツアーです。
※3：1号館2階204教室の部活・サークル紹介は大学祭実行委員会とサークル連合が活動内容についてご紹介します。

説明会 説明会 説明会 説明会 説明会

館内ツアー以外
の時間も自由に
見学できます。

システムデザイン学部（午前）
学部ガイダンス：10：00～10：20
学科別ガイダンス・模擬授業：10：35～11：35

システムデザイン学部（午後）
学部ガイダンス：14：15～14：35
学科別ガイダンス・模擬授業：14：50～15：50

下記学科の個別相談は、オープンラ
ボ会場で実施
地理環境学科：13：00～16：30
建 築 学 科：13：00～16：30
観 光 科 学 科：12：00～16：30
都市政策科学科：12：30～16：30
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首都大学東京 学長　上野 淳

食堂の紹介

 

生協食堂

ルヴェソンヴェール

http://daigakujc.jp/c.php?u=00037&l=02&c=00066

首都大学東京の大学説明会に

ようこそおいでくださいました。

皆さんを心より歓迎致します。

　首都大学東京は、世界有数の国際都市である東京都が設置する唯一の公立総合大学です。基本

的な学問分野を網羅しつつ過大でも過小でもない“中規模総合大学”という特性が生かされ、教員と

学生、そして教員相互に、お互いに顔の見える親密な人間関係のなかで教育研究が行われているとい

う点が優れた特色の一つとなっていると考えます。また、本学の教員の研究力は国際的にも高い水準

にあると自負していますが、この高い研究力が質の高い大学教育に結びついていることも本学の大きな

特色の一つです。学生諸君は教員の高い研究力に憧れることによって学問に惹きつけられ育っていくも

のです。本学では、高い研究力と質の高い教育の好循環が巧く機能していることもお伝えしておきます。

　なお、首都大学東京は、社会を取り巻く環境の変化や、高度化・複雑化した新しい課題に対応する

ため、大学としての更なる飛躍を期し、平成30年4月に「学部・学科構成の再編成」を行うこととし

ています。具体的な内容は各ガイダンス等で詳しくご説明しますが、平成30年度入試はこの新しい学部・

学科の構成に基づいて行われることになります。首都大学東京が時代をリードしながら常に自己改革

を怠らない大学であり続けること、その改革の中でも学生諸君に「本物の考える力」を身につけてい

ただくための学生本位の教育改革に取り組んでいる大学であることも知って頂きたいと願っています。

　首都大学東京南大沢キャンパスは深い緑に包まれた美しい

キャンパスであることも学長としての私の自慢の一つです。キャ

ンパスを大いに満喫され、多くの発見を持ち帰っていただくこ

とを期待します。

■アンケートご協力のお願い
お帰りになる前に、是非アンケートにご協力ください。入力完了の画
面を記録して南門手前のノベルティ引き換え所（下図と次ページの
CAMPUS MAPで場所をご確認ください。）でその画面を見せてくださ
い。オリジナルノベルティをプレゼントします。

■大学説明会参加証明について
大学説明会の参加証明が必要な方はアンケートにお答えいただき、ノ
ベルティ引き換え所で入力完了の画面を見せてください。スタンプの
押印をします。

※ガイダンス、模擬授業等
での教職員への参加証明
のサインなどの依頼はご
遠慮ください。

営業時間
食堂 11：00～15：00
購買 10：00～16：00

多くの学生が利用する食堂。首都大名物「パワー
丼」をはじめとする丼物や麺類、お惣菜、デザー
トなど豊富な種類があります。購買では、軽食だ
けでなく首都大グッズも販売しています。
※一部工事中です。

●生協食堂・購買

日替わり定食やカレーがあり、隣接の売店では、
お弁当やお菓子や飲み物を買うこともできます。

●トムの食堂と売店
営業時間

食堂 11：00～15：00
売店   9：30～15：30

フランス料理のレストラン。日替わりランチは
1,000円で肉料理、魚料理から１品選択、前菜類
やパン、コーヒー、紅茶はビュッフェ形式です。

●ルヴェソンヴェール
営業時間

11：30～15：00
（ラストオーダーは14：30）

休
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休

CAMPUS MAP
キャンパスマップ

1号館

7号館

6号館

5号館

8号館

12号館

講堂
91年館

AV棟
図書館

11号館

A

B
C

F
D

E

G

H

Ⅰ

3号館

2号館

4号館

ノベルティ引き換え所
アンケートに回答いただいた方に首都大
オリジナルノベルティをプレゼントします。
詳しくはp.2の右下をご覧ください。

B

総合案内
何でもお気軽に質問してください。
落とし物もこちらで保管しています。

C

キャンパスツアー整理券配布場所
文系・理系に分かれてキャンパスツアーを行
います。希望する方は受付（インフォメーション
ギャラリー）で整理券を受け取ってください。

D

資料配布コーナー、
部活サークル紹介の掲示コーナー

E

6号館は2棟です。4階建の1階ロビーに設置
しています。
大学案内、選抜要項、その他学部案内等を
ご自由にお持ち帰りください。
（無くなり次第配布終了）
※過去問題の配布は行っておりません。

各部活・サークルの活動内容等の掲示を行
っております。

医務室
看護師が待機しています。気分が悪くなった
ときは、お近くのスタッフにお伝えください。

F

生協食堂・購買G

ルヴェソンヴェールH

トムの食堂と売店Ⅰ

★オープンラボ

牧野
標本館

9号館
10号館

国際
交流会館

南門

至 南大沢駅↓

休憩室
1号館2階202教室・205教室・206教室
11号館1階105教室

休

自動販売機

●注意事項
首都大学東京では、夏の節電対策として室内の温度を
高めに設定しています。水分補給など体調管理を充分
に行っていただきますようお願いします。体調が悪く
なった場合は、すぐに医務室に行くか、お近くのスタッ
フ（濃灰色のTシャツを着てい
る学生）に声をかけてくださ
い。また、消灯のため暗くなっ
ている施設がありますので、足
元に気をつけてください。

南門A
こちらで本日の資料を受け取ってください。
南門での資料配付終了後に、資料が必要
な方は　   の総合案内におたずねください。C

撮影が入ることがあります。
予めご了承ください。
撮影した写真等は広報活動に利用させていただきます。

情報処理施設

理学部、都市環境学部及びシステムデ
ザイン学部のオープンラボは、各学科
ごとに会場・時間が異なります。
詳しくはp.9～10（理学部）またはp.11～
12（都市環境学部）、p.13～14（システ
ムデザイン学部）をご覧ください。

学芸員養成課程展示室……p.1891年館

大ホール 【人文社会学部】……p.7

小ホール 【システムデザイン学部】
  学部ガイダンス……p.13

 ■特別講演（高大連携室）……p.18

 ■学生によるキャンパスライフ紹介……p.17

ロビー ■個別相談（大学での学び全般、高校での
 　 勉強方法について：高大連携室スタッフ対応）……p.17

講堂

 【人文社会学部】分野別個別相談……p.75号館
1階

スタジオ ■キャリア・就職支援……p.18

 ■個別相談（キャリア、就職について）……p.17
7号館

1階

ロビー ■部活・サークル紹介（活動内容の掲示）……p.17

101教室 【都市環境学部】地理環境学科……p.11

 ■首都大テーマ別セミナ―……p.17

110教室 【経済経営学部】……p.8

 【都市環境学部】学部ガイダンス……p.11

6号館
1階

401教室 【都市環境学部】環境応用化学科……p.12

402教室 【都市環境学部】都市基盤環境学科……p.11

4階

101教室 【システムデザイン学部】電子情報システム工学科……p.13

103教室 ■個別相談（入試について）……p.17

104教室 ■過去問題閲覧コーナー……p.17

105教室 ■ダイバーシティ推進事業紹介……p.18

107教室 【都市環境学部】観光科学科……p.12

109教室 ■個別相談
 　（受験勉強、時間割、サークルについて：学生スタッフ対応）……p.17

110教室 【理学部】数理科学科……p.9

120教室 【理学部】生命科学科……p.9

 【健康福祉学部】学部ガイダンス……p.15

1号館
1階

201教室 【都市環境学部】都市政策科学科……p.12

204教室 ■部活・サークル紹介……p.17

210教室 【理学部】化学科……p.9

220教室 【システムデザイン学部】機械システム工学科……p.14

230教室 【法学部】……p.7

240教室 【システムデザイン学部】航空宇宙システム工学科……p.14

2階

301教室 【システムデザイン学部】情報科学科……p.13

302教室 ■海外留学・国際交流ガイダンス……p.18

303教室 ■グローバル人材育成入試（AO入試）・
 　国際副専攻コース説明会……p.18

304教室 ■留学のための英語力アップの秘訣！セミナー……p.18

305教室 ■首都大生の一日（パソコン、ネット環境紹介）……p.18

308教室 ■外国人のための大学進学説明会……p.18

309教室 ■個別相談（海外留学について）……p.17

310教室 【理学部】物理学科……p.9

320教室 ■情報リテラシー実践Ⅰ模擬授業……p.18

3階

263教室 ■首都大テーマ別セミナ―……p.17

2階

AV棟

図書館館内ツアー（司書またはLSA）……p.18図書館

204教室 【都市環境学部】建築学科……p.1111号館
2階

101教室 【都市環境学部】地理環境学科……p.11

102教室 【都市環境学部】都市基盤環境学科……p.11

103教室 【都市環境学部】都市政策科学科……p.12

104教室 【システムデザイン学部】インダストリアルアート学科……p.14

12号館
1階

201教室 【都市環境学部】環境応用化学科……p.12

202教室 【都市環境学部】観光科学科……p.12

2階
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都
市
教
養
学
部

都市教養学科

人文・社会系（200名）

社会学コース

心理学・教育学コース

国際文化コース

法学系（200名）

法律学コース

政治学コース

経営学系（240名）

経営学コース

経済学コース

理工学系

数理科学コース（40名）

物理学コース（45名）

化学コース（45名）

生命科学コース（50名）

電気電子工学コース（40名）

機械工学コース（40名）

都市政策コース（2年次進級時に選択可）

都
市
環
境
学
部

都市環境学科

地理環境コース（30名）

都市基盤環境コース（50名）

建築都市コース（60名）

分子応用化学コース（60名）

自然・文化ツーリズムコース（3年次進級時に選択可）

シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
学
部

システムデザイン学科

知能機械システムコース（60名）

情報通信システムコース（50名）

航空宇宙システム工学コース（50名）

経営システムデザインコース（50名）

インダストリアルアートコース（60名）

健
康
福
祉
学
部

看護学科（80名）

理学療法学科（40名）

作業療法学科（40名）

放射線学科（40名）

� 入学定員　計1,570名

【学部】
人
文
社
会

学
部

人間社会学科 （110名）

人文学科 （90名）

法
学
部

法学科

（200名）法律学コース

政治学コース

経
済
経
営
学
部

経済経営学科

（200名）経済学コース

経営学コース

理
学
部

数理科学科 （45名）

物理学科 （47名）

化学科 （48名）

生命科学科 （60名）

都
市
環
境
学
部

地理環境学科 （30名）

都市基盤環境学科 （50名）

建築学科 （50名）

環境応用化学科 （60名）

観光科学科 （30名）

都市政策科学科 （35名）

シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
学
部

情報科学科 （50名）
電子情報システム工学科

（85名）情報システムコース
電気通信システムコース

機械システム工学科
（90名）知能機械コース

生体機械コース
航空宇宙システム工学科 （45名）
インダストリアルアート学科 （50名）

健
康
福
祉
学
部

看護学科 （80名）

理学療法学科 （35名）

作業療法学科 （40名）

放射線学科 （40名）

� 入学定員　計1,570名

平成30年度首都大学東京の組織再編

現在の学部構成 再編後（平成30年度～）

都
市
教
養
学
部
を

４
学
部
に
再
編

電
気
・
機
械
を
再
編
・
統
合

都
市
政
策
科
学
分
野
を
再
構
築

※平成30年度以降に入学した方が再編後の学部・大学院に所属します。平成29年度以前に入学した方は卒業・修了まで現在の学部・大学院に所属します。

ガイダンスページへアクセス

マイページの登録・出願登録

入学考査料の支払い

必要書類の印刷

必要書類の郵送

出願完了

入学考査料の支払い方法の選択

1

2

4

5

6

3

取扱機関

首都大学東京では、「インターネット出願」を利用することができます。
インターネットに接続したパソコン等があれば利用可能ですので、ぜひご利用ください。

対象は、一部の入試区分を除く、学部入試です。詳細は本学ウェブサイトよりガイダンスページにアクセスしてご覧ください。

インターネット出願の流れ

【インターネット出願の操作に関する問合せ先】 【入試日程や出願書類に関する問合せ先】

0120-752-257 042-677-1111インターネット出願
サポートセンター

首都大学東京
アドミッション・センター（入試課）

受付時間：月曜日から金曜日まで（祝日を除く）9：00～17：00受付期間：2017年10月1日（日）～2018年3月31日（土）
※年末年始は休業させていただきます。上記以外の期間は、右記アドミッション・センターに問合せください。
※問合せの前に、ガイダンスページの「よくある質問（FAQ）」をご確認ください。

大学ウェブサイト（http://www.tmu.ac.jp/）の入試案内画面より、ガイダン
スページへアクセスしてください。

クレジットカード以外の支払い方法を選択した場合は、お客様番号等が表示されます。
番号を間違いなくメモまたは印刷し、選択した支払い機関で入学考査料を支払ってください。

⑤で印刷した「宛名ラベル」を角形2号封筒に貼り付け、必要書類を入れて「書留速達」で郵送してください（出願締切日必着）。

●インターネット志願票　●宛名ラベル　等
その他の必要書類は、画面や学生募集要項を確認してください。

下記より支払い方法を選択してください。

ガイダンスページの上部、「マイページ」ボタンをクリックし、画面の指示に
従ってマイページを登録後、必要な情報を入力して出願登録を行ってください。
①入試区分　②志願学部・学科など　③個人情報
出願登録が完了すると、登録完了画面になります。この画面に表示される整理番号は、出願した情報の確認や問合せの
際に必要になりますので、必ずメモまたは印刷してください。

□クレジットカード ……………………
□コンビニエンスストア ………………

□ATM（Pay-easy利用可能なATM） …
□ネットバンキング ……………………

VISA、MasterCard
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、サークルK、サンクス、
デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート、スリーエフ
ゆうちょ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行など
楽天銀行、じぶん銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行、
その他 都市銀行、地方銀行、労働金庫、信用金庫、信用組合など
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5号館

講堂

人文社会学部
Faculty of Humanites and Social Sciences

6号館経済経営学部
Faculty of Economics and Business Administration 

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

ガイダンス
10：00～11：30

講堂大ホール

現人文・社会系 系長挨拶
現人文・社会系 各コース・分野紹介（ビデオ上映）
人文社会学部 教育システム解説（履修・分野決定・留学・卒業論文など）
教員と人文・社会系学生によるトークコーナー14：30～16：00

模擬授業 11：30～12：30 講堂大ホール

「食の比較研究―中華と和食を対象に」
何彬  教授

和食はユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、ますます世界中で人気が
上がっている一方、中華料理は日本の食卓に頻繁に登場します。この模擬
授業では、日本と中国の正月によく出されるお餅やおせち、餃子、魚、団
子などを例にして、中華料理と和食を「文化的な視線」から分析します。

オープンラボ 12：45～14：45 5号館1階142室 「ドイツ語圏の文化へようこそ  H
ヘ ル ツ リ ッ ヒ

erzlich W
ヴ ィ ル コ メ ン

illkommen!!」
園田 みどり  教授

分野別個別相談 12：45～14：45 5号館1階

1号館

法学部
Faculty of Law

項　　目  時　　間 会　　場 内　　容

ガイダンス
10：00～11：00

1号館2階230教室
現法学系長 挨拶
法学部の概要
法律学コース・政治学コースの紹介14：30～15：30

模擬授業 11：00～12：00 1号館2階230教室

「倒産時のあるべきルール  ～倒産法入門～」
棚橋 洋平  准教授

「倒産」は多数の人を巻き込むもので（「タカタ」の事件も大きく報道され
ました）、放置するわけにはいきません。では、どのように解決すればよ
いのでしょうか。簡単な設例をもとに、多くの人が納得できる倒産時のあ
るべきルールを考えます。

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

ガイダンス
11：30～12：30

6号館1階110教室

ガイダンスでは、経済経営学部ガイダンス、および在学生によるパネル
ディスカッションを行います。

※1　午前と午後のガイダンスの内容は同じです。
※2　午前の部は大変込みあいますので、午後の部もぜひご利用ください。13：45～14：45

模擬授業 12：30～13：30 6号館1階110教室

「大きな会社、小さな会社」
竹田 陽子  教授

皆さんが日頃ニュースで見聞きするのも、就職先として思い浮かべるのも
大企業の名前がほとんどだと思いますが、会社の大きさが弱点になること
もあります。会社の大きさがどのような場合に有利になり、不利になるの
かを考えてみましょう。
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1号館

8号館

11号館牧野
標本館

理学部
Faculty of Science

項　　目 時　　間 会　　場

理学部
学科別ガイダンス

数 理 科 学 科 10：00～11：00、12：45～13：45 1号館1階110教室

物 理 学 科 10：15～11：15、13：00～14：00 1号館3階310教室

化 学 科 10：15～11：15、13：00～14：00 1号館2階210教室

生 命 科 学 科 10：00～11：00、12：45～13：45 1号館1階120教室

■数理科学科   Department of Mathematical Sciences

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

オープンラボ

11：15～11：45

8号館6階610室 「漸化式で定まる数列の極限について」
吉冨 和志  教授

13：10～13：40

14：00～14：30

11：15～11：45

8号館6階618室 「ギャンブラーの破産問題とランダムウォークの話題」
石谷 謙介  准教授

13：10～13：40

14：00～14：30

11：15～11：45

8号館6階629室 「円周率πが無理数であることの初等的な証明」
赤穂 まなぶ  准教授

13：10～13：40

14：00～14：30

■化学科   Department of Chemistry

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

オープンラボ

11：00～16：00 8号館3階301室 「レーザー光で探る環境中の微量物質」
環境・地球化学研究室

11：00～16：00 8号館4階西（駅側）
エレベーターホール

「触媒ってなぁに？  ～環境にやさしいものづくりの化学～」
有機化学研究室

11：00～16：00 8号館4階西（駅側）
エレベーターホール

「ガン治療薬の開発に向けた、DNA損傷応答メカニズムの解明」
生物化学研究室

11：00～16：00 8号館3階西（駅側）
エレベーターホール

「有機物で作る超伝導体、原子を内包したフラーレン」
物性物理化学研究室

11：00～16：00 8号館5階569室 「コンピュータを使って化学の世界を予測してみよう」
理論・計算化学研究室

■物理学科   Department of Physics

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

オープンラボ

11：30～12：15
11号館1階101室 「相対論・量子論と宇宙の物理」

宇宙理論研究室
14：15～15：00

11：30～16：30 8号館1階アトリウム 「マクロな量子現象を体験（超伝導・磁性等）」
電子物性研究室

11：30～16：30 8号館1階西側
エレベーターホール

「活動する高エネルギー宇宙とX線観測技術」
宇宙物理実験研究室

11：30～16：30 8号館1階西側
エレベーターホール

「流れの可視化実験  ～宇宙における物質循環への誘い～」
物理学実験第4自由テーマ

■生命科学科   Department of Biological Sciences

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

オープンラボ

11：00～16：00 牧野標本館2階 「多様な生物の進化・形態・行動」
動物系統分類学研究室

11：00～16：00 9号館4階
エレベーターホール

「ヒトはゴミが30パーセント」
細胞生化学研究室

11：00～16：00 8号館2階263室 「たまにしま  ～多摩の緑地は全部島！？～」
植物生態学研究室

11：00～16：00 8号館3階東側
エレベーターホール

「植物と光」
植物環境応答研究室

11：00～16：00 8号館4階430室 「ニューロンとインパルス」
神経生物学研究室

11：00～16：00 8号館4階東側
エレベーターホール

「I can fly! 2017!!」
細胞遺伝学研究室

11：00～16：00 8号館5階西側
エレベーターホール

「動物の行動と生態の研究」
動物生態学研究室
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都市環境学部
Faculty of Urban Environmental Sciences

6号館
8号館

12号館11号館
9号館

1号館

項　　目 時　　間 会　　場

都市環境学部ガイダンス 10：00～11：00 6号館1階110教室

■地理環境学科   Department of Geography

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス 11：15～11：30
6号館1階101教室

個別相談 11：30～12：15 オープンラボ会場においても個別相談を行う予定。

模擬授業 14：00～14：45
12号館1階101教室

「稠密気象観測からみえてくる東京の都市気候現象」
高橋 日出男  教授

世界有数の巨大都市「東京」における気温分布（ヒートアイランド現象）
や雷雨性の短時間強雨（いわゆるゲリラ豪雨）にはどのような特徴がある
のでしょうか。この授業では空間的に高密度な気象観測データから描き出
される東京の都市気候を解説します。

学科別ガイダンス 14：45～15：00 模擬授業後に、ガイダンスを行います。

オープンラボ 13：00～16：30 8号館7階774室・776室
（地理学実習室）

「地理環境学科への招待」
松山 洋  教授、坪本 裕之  助教、若林 芳樹  教授

■都市基盤環境学科   Department of Civil and Environmental Engineering

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス・
個別相談 11：15～12：15 6号館4階402教室

ガイダンスは、はじめの15分程度で実施します。（担当：現コース長）
学生（院生）による座談会形式の相談、教員（基礎教育部会委員）による
履修・受験に関する個別相談を実施します。

模擬授業 14：00～14：45
12号館1階102教室

「画像で理解するトンネル入門」
西村 和夫  教授

都市部で多く用いられるシールド工法と、シールド工法で施工されて2015
年3月に開通した山手トンネル（大井JCT−大橋JCT間）の施工上の特徴
と防災施設について、画像を主体にわかりやすく説明します。

学科別ガイダンス 14：45～15：00 午後からの参加者に対して、模擬授業後の15分程度で実施します。（担
当：現コース長）

オープンラボ 13：00～16：30 9号館5階578教室 「ドライビングシミュレータ体験」
小根山 裕之  教授

■建築学科   Department of Architecture

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス 11：15～12：15

11号館2階204教室学科別ガイダンス・
模擬授業 14：00～15：00

「「建築」資源の持続的活用」
角田 誠  教授

建築には、建築を作り上げる「物理的な資源」と、出来上がった「空間として
の資源」の2つが存在します。いずれについても資源の「有効活用」が望まれ
ています。どのように「有効活用」すれば良いのか、考えてみましょう。

オープンラボ 13：00～16：30
9号館9階928室・931室

「建築学科研究室紹介・建築設計製図作品展示」
パネル展示（建築学科全研究室）
建築設計製図作品展示説明　猪熊 純  助教、松本 真澄  助教

個別相談 13：00～16：30 オープンラボと同一会場で実施します。

■都市政策科学科   Department of Urban Science and Policy

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス
11：15～12：00 1号館2階201教室 1号館で午前に、12号館で午後に、新学科の概要について解説を行います。

内容は同様ですので、どちらを聞いて頂いても構いません。
なお、模擬授業は、午後のガイダンスに引き続き行います。13：00～13：45 12号館1階103教室

個別相談 12：30～16：30 9号館2階
229教室・231教室 主として教員による受験や履修に関する相談を行います。

模擬授業 13：45～14：30 12号館1階103教室

「多様化する環境問題と法政策的対応」
奥 真美  教授

産業型公害問題、都市・生活型公害問題、自然環境の破壊、生物多様性の
喪失、オゾン層の破壊、気候変動の問題等々、多様化しその要因も複雑化
している環境問題に、法や政策はどのように対応し、問題解決を図ろうと
しているのかについてお話しします。

オープンラボ 12：30～16：30 9号館2階
229教室・231教室

「はじめての都市政策科学」
白石 賢  教授、市古 太郎  教授、朝日 ちさと  教授、松井 望  教授、 
玉川 英則  教授

■環境応用化学科   Department of Applied Chemistry for Environment

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス・
個別相談 11：15～12：15 6号館4階401教室 個別相談は、ガイダンス終了後に開催します。

模擬授業 14：00～15：00 12号館2階201教室

「 化学の立場からエネルギー問題を考える 
～再生可能エネルギーとしての太陽光の有効利用～」

高木 慎介  教授

持続可能な社会を構築するための方策の一つとして、再生可能エネルギー
としての太陽光の有効利用が挙げられます。本講義では、はじめに植物の
光合成の役割を考えます。そして、化学という学問の立場から、どのよう
に太陽光エネルギーを利用可能なのかについて、最先端の研究開発の状況
について講義します。

オープンラボ 15：00～16：15
9号館2階285室
※見学場所：

9号館地下1階、1階、3階

「現分子応用化学コース　研究施設見学会」
武井 孝  准教授

■観光科学科   Department of Tourism Science

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス
11：15～12：00

1号館1階107教室
12：15～13：00

個別相談
12：00～12：15 1号館1階107教室 学科ガイダンスの直後に、同じ教室で実施します。

12：00～16：30 9号館1階多目的室 オープンラボ会場において随時、実施しています。

模擬授業 14：00～15：00 12号館2階202教室

「 人間・環境系からの観光地の魅力分析：観光地に人が存在
する意味」

直井 岳人  准教授

観光客誘致には功罪があり、地域外からの観光客の受け入れは、住民に利
益や活気とともに違和感やストレスを与える可能性があります。講義では
観光学の理論と工学（人間・環境系）の手法を用い、観光客の存在が観光
地の印象に与える影響を分析します。

オープンラボ 12：00～16：30 9号館1階多目的室 「科学の眼で見る観光」
観光科学科教員一同
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システムデザイン学部
Faculty of Systems Design 1号館

12号館
講堂

9号館 10号館

項　　目 時　　間 会　　場

システムデザイン学部ガイダンス 10：00～10：20 14：15～14：35 講堂小ホール

■情報科学科   Department of Computer Science

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス・
模擬授業

10：35～11：35

1号館3階301教室

「知人関係のネットワーク構造の解明に向けて」
會田 雅樹  教授

スマホやインターネットなどの普及により、個人間の情報交換が活性化し
ています。本講義では、通信サービスを利用して、その背後の知人関係の
構造を探る技術について概説します。同時に、高校で学ぶ数学が現実でど
のように活かされているのかについても紹介します。

14：50～15：50

「バーチャルリアリティによる体験合成」
池井 寧  教授

昨年はバーチャルリアリティ（VR）元年などと報道され、VRが一般的な
話題に取りあげられるようになりました。しかしVRには、実は30年近い
歴史があります。そうした経緯と最近の研究について紹介します。

■航空宇宙システム工学科   Department of Aeronautics and Astronautics

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス・
模擬授業

10：35～11：35
1号館2階240教室

「ロケットエンジンの推力発生メカニズム」
櫻井 毅司  准教授

ロケットエンジンの推力発生メカニズムを学び、世界で運用されている
様々なロケットとそのエンジンの特徴が理解出来るようになります。14：50～15：50

■電子情報システム工学科   Department of Electrical Engineering and Computer Science

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス・
模擬授業

10：35～11：35

1号館1階101教室

「半導体デバイスとは」
須原 理彦  教授

デバイスって何でしょうか？語源は「考案したもの」と言う意味だそうで
すが…。では半導体って何でしょうか？この模擬授業では半導体デバイス
の原理や研究開発の面白さを、初めて聞く人にも分かるように解説します。14：50～15：50

オープンラボ 11：00～16：30

9号館5階511教室 「～電波を見る～  電磁環境学グループ」
多氣 昌生  教授

10号館1階111室 「知らずに利用している半導体  ～その機能と作り方～」
須原 理彦  教授、斎藤 光史  助教

9号館3階319室 「気液界面プラズマ」
杤久保 文嘉  教授、中川 雄介  助教

9号館4階414室 「最適化手法とその応用」
安田 恵一郎  教授、土屋 淳一  助教、田村 健一  助教

9号館5階
519室・523室

「超音波デバイスと生体への応用」
渡部 泰明  教授、佐藤 隆幸  助教

9号館3階323室 「電気で微生物を捉える！  ～最新のバイオエレクトロニクス～」
内田 諭  准教授

■インダストリアルアート学科   Department of Industrial Art

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス・
模擬授業

10：35～11：35

12号館1階104教室

「デザインを見る・読む―視覚伝達と編集術」
楠見 清  准教授

形のないイメージの新しさや美しさをいかにアピールするか。文字や図像
などの情報を印象的かつ効果的に伝えるための工夫を、広告や出版を事例
に紹介します。14：50～15：50

■機械システム工学科   Department of Mechanical Systems Engineering

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学科別ガイダンス・
模擬授業

10：35～11：35

1号館2階220教室

「環境低負荷材料を用いた排熱回収・発電技術」
菅原 宏治  准教授

工場や車両などの熱機関からは、大量の未利用熱が排出されます。これら
排熱から電気エネルギーを直接回収する排熱発電の技術を解説します。特
に、環境低負荷材料を用いた車載向け熱電池について国内外の開発状況を
紹介します。

14：50～15：50

「ヒトの体の動きの力学（スポーツから人間工学応用まで）」
長谷 和徳  教授

人間の身体の動きを力学的な観点から分析することはスポーツ動作の研究だ
けでなく、医療や生活・作業環境の人間工学などにとって重要です。本講義
では機械システム工学で学ぶ基礎的な力学の知識が人間の動きの分析にどの
ように応用されるかについて紹介します。

オープンラボ 11：00～16：30

9号館地下1階東側
エレベーターホール

「電気自動車展示」
小林 訓史  教授

10号館
機械建築実験棟

120号室

「 タイタニック沈没に見る破壊の落とし穴   
―環境で変わる材料の破壊―」

若山 修一  教授、松枝 剛広  助教（材料力学研究室）

9号館3階357室 「同期現象と制御工学への応用」
小口 俊樹  教授

日野キャンパスの写真です。

1413



募集要項請求方法のご案内
平成30年度 首都大学東京 一般選抜学生募集要項（願書）
●下記の方法により配布予定です。
※詳しくは「平成30年度入学者選抜要項」の16、17ページをご覧ください。

多様な選抜の学生募集要項（願書）
●推薦入試の学生募集要項（願書）は各高等学校等への送付となりますので、在籍する各高等学校等の教員にご相談ください。
●その他の学生募集要項（願書）については、下記へお問い合わせください。

 

 TEL.042-677-1111 アドミッション・センター（入試課）
（内線：2214、2208）

※10月下旬より配布（予定）

お問合せ先

モバっちょ〈インターネット〉により請求する

入手まで：3～7日程度（宅配便の場合は1～3日程度）

※送料、支払手数料および通信料は自己負担となります。
※発送開始日以前に請求した資料は予約受付となり、発送開始日に発送されます。

1月21日正午まで受付
（宅配便発送は1月26日正午まで受付）4

テレメール〈インターネット・電話〉により請求する

入手まで：1～2日程度

※送料、電話料、通信料および払込手数料は自己負担となります。
※発送開始日以前に請求した資料は予約受付となり、発送開始日に発送されます。

1月25日正午まで受付
（速達対応は1月28日正午まで受付）3

大学のウェブサイトから請求する

首都大学東京ウェブサイト http://www.tmu.ac.jp/

（直接テレメール及びモバっちょによる資料請求を行う。）

2

直接窓口で受領する 取扱時間 平日の9時～17時まで1

健康福祉学部
Faculty of Health Sciences 1号館

項　　目 時　　間 会　　場 内　　容

学部ガイダンス

11：45～12：15

1号館1階120教室

・ ガイダンス内容は学部長による健康福祉学部全体の説明と、看護学科、
理学療法学科、作業療法学科、放射線学科の紹介を行います。

・ 当日は会場が込み合うことが予想されるため、整理券の配布を行いま
す。配布に係る詳細は当日ご確認ください。

・第1回と第2回は同内容のガイダンスです。
・当日は個別相談は実施いたしません。ご了承ください。

14：30～15：00

荒川キャンパスの写真です。
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スペシャルプログラム
Special Programs 国際

交流会館
図書館AV棟

7号館
6号館

1号館講堂
91年館

12号館

個別相談！さまざまな疑問にお答えする
個別相談コーナーを
設けています。

入試について

個別相談①※

10：00～16：00 1号館1階103教室

※過去問題の閲覧は1号館1階104教室です。

大学での学び全般、
高校での勉強方法について

個別相談④

10：00～16：00 講堂ロビー

キャリア、就職について

個別相談②

10：00～16：00 7号館1階スタジオ

受験勉強、学生生活について
（学生スタッフ対応）

個別相談⑤

10：00～16：00 1号館1階
109教室

Talk

海外留学について

個別相談③

10：00～16：00 1号館3階309教室

首都大施設探訪！
将来の可能性を広げます！
学芸員養成課程展示室

首都大自慢の図書館をご案内！
図書館館内ツアー

11：00～ 12：00～ 13：00～ 14：00～ 15：00～

図書館

Visit

司書または大学院生のスタディ・アシスタントが、図書館内を30分程度でご案
内します。プレゼンテーションルーム、メディアスペース、個人閲覧席（キャレ
ル）など多様な学習スタイルに対応した、新時代の図書館をぜひご覧ください。

〈隠れた名所を巡ろう！！図書館スタンプラリー〉
図書館内に設置されたスポットを巡ってスタンプを集めると特製グッズ
がもらえます。※数に限りがございます。
〈リサイクル図書コーナー〉
ご自由にお持ち帰り頂ける、リサイクル図書のコーナーです。

1号館2階204教室では大学祭実行委員やサークル連合の活動内容について、現役首都大
生から紹介させていただきます。入学後の部活動に興味のある方は、是非お越しください！

首都大でのキャンパスライフ！
充実した大学生活を送ろう！
学生によるキャンパスライフ紹介〈パネルディスカッション〉

12：30～13：30 講堂小ホール

広々首都大キャンパス探索！
キャンパスツアー

10：00～16：00 【受付】　インフォメーションギャラリー

文系エリアと理系エリアの２コース
各コース10分に1回出発（所要時間40分）学生がキャンパス内を案内します。
希望する時間の整理券を受付で受け取ってください。

3キャンパス計200以上が活動中！

部活・サークル紹介

10：00～16：00 6号館1階ロビー（展示のみ）

11：30～12：00
1号館2階204教室

13：30～14：00

12：30～13：00

14：30～15：00

Feel

10：00～16：00　【6号館1階ロビー】資料配布コーナー ご自由に資料をお持ち帰りください。　
無くなり次第終了です。 ※過去問題の配布は行っておりません。

首都大を知る！
首都大の入試について知りたい！
首都大テーマ別セミナー
（入試説明会）

10：00～10：45

AV棟2階263教室
12：00～12：45

13：00～13：45

15：00～15：45

大学全般、入試の種類（一般選抜、推薦入試、AO入試など）や
その概要、再編情報等について説明します。また、首都大の求め
る学生像（アドミッション・ポリシー）や昨年度入試からの変更
点、出願の際の注意点についても説明します。

Learn

保護者の方必見！
首都大テーマ別セミナー
（保護者向け説明会）

10：00～11：00

6号館1階101教室
14：00～15：00

首都大のことがまるごとわかります。
内容は人材育成、教育、研究、入試、就職をカ
バーしています。

首都大の学生支援について知りたい！
首都大テーマ別セミナー
（首都大の学生サポート）

11：00～11：45
AV棟2階263教室

14：00～14：45

大学生活における、学生寮などの居住・生活環境
に関する説明に加え、入学金・授業料の減額免除
制度や各種奨学金などの経済支援、病気や怪我に
対する健康支援や課外活動に対する支援など、学
生生活全般についての説明をします。学生さんだけ
でなく、ぜひ保護者の方もお越しください。

高校生と保護者へのメッセージ！
特別講演

11：00～12：00
講堂小ホール

15：00～16：00

高大連携室長による講演
「充実した大学生活に何が必要か～進路選択と高校時代の過ごし方～」

首都大で学ぶ！Study

誰もが活躍できる環境づくり！
ダイバーシティ推進事業紹介～あなたの個性が活きる未来へ～

1年次の授業体験！
情報リテラシー実践Ⅰ模擬授業

11：00～12：00

14：30～15：30

充実の海外留学体制！
海外留学・国際交流ガイダンス

1号館3階303教室

10：00～14：00 1号館1階105教室

将来を見据えて、自分のキャリアをデザインする！
キャリア・就職説明会

10：00～ 11：00～ 12：30～ 13：30～ 15：15～

7号館1階スタジオ

多様な背景を持つ学生がそれぞれの能力を最大限発揮できるような取組みを紹介
しています。ぜひお立ち寄りください！！
●障がいのある学生支援
●理系女子のキャリアパス
●セクシュアル・マイノリティの理解

1年生必修の情報科目の授業では、動画編集についての学習があります。
この模擬授業では、動画にタイトルやBGMを挿入したり、動画を分割、削除したりするこ
となどを、1人1台のパソコンを利用して体験します。

英語に興味のある方、ぜひお越しください！
留学のための英語力アップの秘訣！セミナー

10：00～10：50

12：20～13：10

TOEFLやIELTS、英検などのスコアを伸ばすにはどうしたらよいか？そんな疑問の
解決策について説明します。また、国際副専攻やその入試についても説明します。
※国際副専攻等の説明はグローバル人材育成入試（AO入試）・国際副専攻コース
説明会と同一です。途中入退室自由です。

首都大での学び、生活について説明します。
外国人のための大学進学説明会

11：30～12：30

14：00～15：00

●外国人の方向けに大学全体の紹介を行います。
●首都大に在学している留学生から学生生活を紹介します。
●個別相談の対応をします。
※途中入退室自由です。

グローバルに活躍したい方必見！
グローバル人材育成入試（AO入試）・国際副専攻コース説明会

11：00～12：00

13：30～14：30

国際副専攻コース科目の教員が、英語による授業を実施いたします。異文化に対する理解やコミュ
ニケーション力の向上をめざす授業を体験してみてください！国際副専攻やその入試についての説
明や個別相談も行います。英語力に自信のない方でもお気軽にお越しください！

国際センター、国際課による海外留学支援体制、国際交流活動等について説
明します。必要な語学力、派遣大学、経済支援等の説明や本学学生の留学体
験談もあります。（各40分）

入学直後の卒業生講演会、低学年向けの現場体験型インターンシップ、多彩な就職支
援行事やキャリア相談など、学生の入学から卒業・修了までのキャリア形成支援につい
てと、本学学生の卒業後の進路状況をお知らせします。

11：00～11：40 12：30～13：10 14：00～14：40

1号館3階302教室
1号館3階320教室

1号館3階304教室 1号館3階308教室

6号館1階ロビーでは首都大にはどんな部活・サークルがあるのか？そんな声
にお答えして、その活動内容や活動時間等について展示しています。
気になる部活、サークルがある方は是非ご覧ください！
※詳細は「大学案内2018、p.174-175」をご覧ください。

キャンパスライフについて、現役首都大生からご紹介します。首都大はどんなとこ
ろ？高校と大学ではどんなことが違う？将来のために、意識的に取り組んでいるこ
とはある？

10：00～16：30 91年館

所属学部を問わず資格が取得できる学芸員養成課程のための展示室を公開、学内7分野の研
究資料を展示しています。授業風景も紹介します。

首都大生必須の情報環境！
首都大生の一日（パソコン、ネット環境紹介）

10：00～16：30

首都大で利用できるパソコンやソフトウェアを活かして学生がどのように学習しているか、在学
生チューターと一緒にのぞいてみませんか。大学生活のさまざまな質問にもお答えいたしますの
で、お気軽にお立ち寄りください。

1号館3階305教室
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