理工系から人文・社会科学系まで高度な専門力を培う6学部18学科

http://www.tcu.ac.jp

「東京都市大学」のもとに各校が名称を統一。「都市大グループ」として学校間の連携をさらに強めながら、理想の学園づくりを目指します。
機械工学科

進 化 し 続 ける
東 京 都 市 大 学グループ

東京都市大学グループは︑幼稚園から大学までのグループの総合力を生かした
〝良質の教育〟を実践しています︒

学生生徒等の学校生活の充実と運

動施設拡充を図るため︑東京都世

2013年4月︑東京都市大学横浜キャンパスに新しい2つの学部が開設︒
グループ誕生から4年目を迎え︑
さらなる進化を続けています︒

て名称を変更し︑﹁東京都市大学グ

を備えた﹁東京都市大学総合グラ

改革は新たなフェーズへ
各学校の未来へ向けた新たな
取り組み

東京都市大学は︑校名変更や都

ループ︵都市大グループ︶﹂が形成さ

市生活学部︑人間科学部の新設と

未来志向の人材育成を目指して
グループを形成︑連携を図る

その後︑都市大は︑2010年

ウンド﹂を設置しています︒各校と

多目的グラウンド︑テニスコートなど

3月︑東京大学生産技術研究所と

いう 大 改 革 の 熱 も 冷 めや ら ぬ

田谷区の二子玉川エリアに︑
野球場︑

心として︑次代を見据えた教育と

学術連携覚書を締結︒同 年4月に

れました︒

研究に邁進してきた武蔵工業大学

80

日本経済発展のため︑工学を中

は︑創立 年目の2009年4月︑

入し︑授業やクラブ活動︑交流試合

グラウンドを結ぶシャトルバスも 導

などで用いられています︒

育成する﹂という教育理念を掲げ

共通する理念のもと︑
都市大ブランドの確立を目指す

と︑信頼と安心感のある
﹁都市大ブ

て︑﹁未来志向﹂という価値観のも

18

保全・創生する
﹁環境創生学科﹂
と︑

テム学科﹂を設置︒
これによって6学

高校以下の学校においては︑高大

http://www.tcu-futako.ed.jp

部 学科体制となる予定です︒

【アクセス】
東急田園都市線
「二子玉川」
駅下車徒歩5分

化し続けています︒

http://tcu-elementary.ed.jp

ランド﹂
の確立を目指し︑より一層進

【アクセス】東急田園都市線「二子玉川」
駅下車バス20分
（スクールバス有）、小田急線「成城学園前」
駅下車バス5分

連 携や中 高一貫 教 育などの取 り 組

http://www.tcu-shiojiri.ed.jp

TEL.03-3708-0104

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-17-10

みが進行中であり︑また︑新たにⅡ

【アクセス】
JR「塩尻」駅下車徒歩15分

TEL.03-3417- 0104

類︵最難関国公立大コース︶とⅠ類

遊びを通してたくましい体、
豊かな心をそだてる

東京都市大学総合グラウンド

〒157-0066 東京都世田谷区成城1-12-1

ース制を導入する東京都市大学付

TEL.0263 - 88 - 0104

〒399-0703 長野県塩尻市広丘高出2081

グループ各校と
グラウンドを結ぶ
シャトルバス

共学

第65回全日本バレーボール
高等学校選手権大会県大会2連覇
2年連続2度目の
「春の高校バレー
（全国大会）」
出場へ

属中学校と︑グローバルリーダーを

野球場、
多目的グランド、
テニスコートなどを備
えた利便性の高いグラウンドです。

日本一楽しく中学受験できる
学校を目指す

育成すべく語学教育に力を入れて

TEL.03 - 5797- 0104

〒157-0077 東京都世田谷区鎌田1-16-1
【アクセス】東急田園都市線「二子玉川」駅下車バス4分

「自分新発見」
をテーマに
可能性を探求する

いる東京都市大学等々力中学校は︑

グループ全体のさらなる教育効果向上と
運動施設の拡充へ

共学

2 0 1 2 年 度 募 集の中 学 校 入 試

共学

次世代の図書館SIC
（Strategy Information Center）

において︑首都圏での志願者数で上

ご予約は、
各説明会の1 ヶ月前から
当校ホームページ上にて承ります。

6年間を通じたキャリア学習によって、
しっかりとした職業観を育てる

位にランクインするなど︑その人気

詳しくは、
当校ホームページをご覧ください。

※共学部のみの募集となります。
【中学校説明会】要予約
◎12月24日
（月・祝）10：00〜、10：30〜
◎ 1月14日
（月・祝）10：00〜、10：30〜
【高等学校説明会】要予約
◎12月24日
（月・祝）14：30〜、15：00〜

このほか︑都市大グループとして

※完全中高一貫教育校のため、
高校募集は行いません。
【入試説明会】
（個別相談・校内自由見学含む）要予約
◎1月13日
（日）
10：00〜13：00
【イブニング説明会】要予約
◎12月21日
（金）
18：30〜20：00
【ミニ説明会】要予約
◎12月1日・8日、
1月19日いずれも土曜 10：00〜12：00

道徳・情操教育の基盤となるノブレ
ス・オブリージュを身につける教育を
行っています。
難関大学合格のため
に、
分らないことは、
その日のうちに
解決する
「システム4A」
という学習
支援システムを用い、
多くの生徒が
積極的に参加し、
予習復習の習慣
づけを確立しています。

の高さが証明されています︒

2年連続過去最高の大学合格実績を出
し、中学の志願者も2年連続して都内最高
になりました。今年は中高一貫の第一期生
が高校3年となり、
その進学実績に注目が
集まっています。
「Next Stage」
（次 の 舞
台）
のひとつとしてⅡ類（最難関国公立大）
とⅠ類（難関国公立私大）
のコース制を導
入し、国公立大への現役合格を目指してい
きます。

︵難関国公立私大コース︶の2つのコ

ノブレス・オブリージュと
グローバルリーダーの育成

Next Stage ̶ 次の舞台へ ̶

2013年4月︑現在の環境情報

http://www.tcu-todoroki.ed.jp

学部を改組し︑新たに
﹁環境学部﹂
︑

http://www.tcu-jsh.ed.jp

同原子力専攻﹂を開設するなど専

〒158-0082 東京都世田谷区等々力8-10-1

【アクセス】東急大井町線「等々力駅」
下車徒歩10分

は︑早稲田大学と共同大学院﹁共

TEL.03-5962- 0104

〒157-8560 東京都世田谷区成城1-13-1

その名 を﹁東 京 都 市 大 学﹂︵都 市

TEL.03-3415-0104

【アクセス】東急田園都市線「二子玉川」駅下車バス20分／小田急線「成城学園前」駅下車徒歩10分

大︶へと改称︒従来の工学部︑知識

共学・女子

男子

開設します︒
環境学部には︑環境を

児童学科

2013年4月、生体医工学科を医用工学科に、情報ネットワーク工学科を情報通信工学科に名称変更予定。
2013年4月、環境情報学部を改組し、環境学部とメディア情報学部を設置予定。

﹁メディア情報学部﹂の2つの学部を

※1
※2

都市生活学科

人間科学部

門性の高い教育研究で一層の存在感

【アクセス】東急大井町線「等々力」駅
下車徒歩10分

情報システム学科

都市生活学部

を内外に見せつけています︒

等々力キャンパス

※2
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工学部︵以上︑世田谷キャンパス︶
と︑

メディア情報学部

社会メディア学科

環境情報学部︵横浜キャンパス︶に

「中川」駅
【アクセス】横浜市営地下鉄ブルーライン
下車徒歩5分

環境マネジメント学科

横浜キャンパス

誕 生からおよそ 4 年︒都 市 大グ

【アクセス】東急大井町線「尾山台」駅
下車徒歩12分

環境創生学科

※2

加え︑等々力キャンパスに都市生活

●会場：横浜キャンパス

環境学部

このように改革を続ける都市大

等々力祭
（大学祭）
期間中に、
都市生
活学部・人間科学部を対象とした進学
相談コーナーを開設します。
●会場：等々力キャンパス

持続可能社会に貢献する﹁環境マ

環境学部・メディア情報学部開設記念
世田谷祭
（大学祭）
期間中に、
全学部を対象とした進学相談コーナー 「富士山からみた環境問題」他
12月1日（土）
・12月8日（土）13：00〜16：00
を開設します。
※参加費無料。事前申し込み不要。当日直接会
●会場：世田谷キャンパス
場へお越し下さい。

自然科学科

ネジメント学科﹂
を︑メディア情報学

等々力祭
11月24日
（土）
、
25日
（日）

がこれまで培ってきた伝 統 を 継 承

市民講座
環境と情報のフロンティア

※1

経営システム工学科

ループでは︑都市大を中核に︑各校

世田谷祭
11月24日
（土）、25日
（日）

情報通信工学科

知識工学部

学部と人間科学部を開設し︑理工

〒158-8586 東京都世田谷区等々力8-9-18

系︑文理複合系︑文系の5学部

〒224-8551 横浜市都筑区牛久保西3-3-1

教養を培い︑未来を見つめた人材を

〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1-28-1

グループは︑
﹁健全な精神と豊かな

情報科学科

部には︑社会を調査分析・デザイン

TEL.03 - 5760 - 0104

しつつ︑グループの総合力を生かし︑

TEL.045-910-0104

都市工学科

都市生活学部／人間科学部

学 科 を 擁 する 総 合 大 学 とな り ま

TEL.03 - 5707- 0104

環境学部／メディア情報学部／
大学院環境情報学研究科

工学部／知識工学部／
大学院工学研究科

建築学科

する
﹁社会メディア学科﹂
と︑ICT

等々力キャンパス

を提案︑実現︑評価する
﹁情報シス

横浜キャンパス

高 大 連 携や一貫 教 育など連 携 強 化

エネルギー化学科

世田谷キャンパス

世田谷キャンパス

※1

電気電子工学科

を進めています︒

医用工学科

工学部

した︒
これに併せて︑付属の高校3

原子力安全工学科

校︑中学校2校︑小学校1校︑幼稚

園1園も︑同時に大学名を冠とし

機械システム工学科

