
等々力キャンパス 都市生活学部 人間科学部対象学部：

タイムスケジュール

… 避難場所

キャンパスマップ

イベント名 場 所

 受付･総合案内 1号館1階 エントランスホール

都
市
生
活
学
部

オープニングセレモニー

2号館2階 226教室学部学科紹介 ～都市生活学科って何だろう？～

模擬講義 ～大学の講義を体験してみよう！～

研究室紹介展示コーナー 2号館4階 243教室

学生作品展示コーナー（空間デザイン演習＆まちの観察） 2号館4階 244教室

学生発表 ～授業の成果を見てみよう～ 2号館4階 242教室

海外研修参加者によるトークショー
◎私たちTAPに行ってきました！ ◎まちの観察 in ヨーロッパ 2号館4階 241教室 都市フォーラム

TAP＆ヨーロッパ研修スライドショー

都市大の就職力 ～在学生 or 卒業生にインタビュー～
2号館2階 226教室

ここがポイント！ AO型・推薦・一般入試ガイダンス

CADを使ってLet’s都市デザイン 2号館1階 211教室

人
間
科
学
部

オープニングセレモニー
2号館1階 213教室

学部学科紹介 ～児童学科って何だろう？～

模擬講義 ～大学の講義を体験してみよう！～ 2号館1階 213教室
2号館2階 スタジオシアター

学生作品展示コーナー 1号館2階 121教室

研究室紹介展示コーナー 1号館3階 134教室

学生発表 ～授業の成果を見てみよう～
2号館2階 224教室

海外研修参加者によるトークショー

キャンパスツアー 1号館1階 116教室集合

都市大の就職力 ～在学生 or 卒業生にインタビュー～
2号館1階 213教室

ここがポイント！ AO型・推薦・一般入試ガイダンス

描いてみよう ～オーストラリア先住民のアート～ 1号館2階 123教室

世界の幼児教育を学ぼう（モンテッソーリ教育・フレーベル教育） 1号館3階 135教室

沐浴体験してみよう 1号館3階 136教室 小児保健実習室

ぽっけによる絵本の読み聞かせ公開 3号館2階 子育て支援センター「ぴっぴ」

そ
の
他

進学相談コーナー
2号館1階 学生ホール

等々力祭ってなに？

資料配付コーナー 1号館1階 エントランスホール

図書館フリー見学 3号館 図書館

学生食堂無料体験 3号館地下1階 学生食堂

都市大グッズ販売 2号館1階 売店

Tennis with BOOM（サークル体験） 3号館 プレーコート
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◎都市生活学部 プロジェクトスタジオ
◎人間科学部 子育て支援センター「ぴっぴ」 
　絵本の読み聞かせ公開
◎図書館フリー見学
◎学生食堂無料体験

◎Tennis with BOOM（サークル体験）
テニスサークルに体験参加！ 都市大生とテニスを楽しもう！ 
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学食ランチが無料試食できます！
昼食券で学食ランチを試食できます。
人気メニューの一部をご用意しています。

↓ 等々力駅方面

人間科学部
キャンパスツアーの集合場所は
1号館1階116教室です。

体験型

体験型

体験型

おすすめ

おすすめ

おすすめ

おすすめ

◎受付･総合案内 
◎資料配付コーナー

1階

◎進学相談コーナー 
◎都市大グッズ販売（売店）

1階
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大学の授業が体験できる！！
模擬講義をチェック。

学科毎に1日2回（午前と午後）、模擬講義を開催します。午前と午後とで
講義テーマが異なりますので、両方に参加すると、学科の特徴がよくわか
ります。ぜひ、都市大の授業を体験してください。

都
市
生
活
学
部 

都
市
生
活
学
科

人
間
科
学
部 

児
童
学
科

◎ペンと建築と都市の話をしよう

「ペン」、「建築」、「都市」、この小さなものから大きなことの授業です。私たち
がこれから向かうべき社会の為のあらゆるデザインのヒントは、小さな配慮と大
きな視点を繋げることで見つかります。未来を考えよう。

■川口 英俊 教授   【時間】10:20〜　【場所】2号館2階 226教室

 3日（金） 1回目
◎発達心理学にふれてみよう ～子どもの心を理解するには～

言葉で自分の気持ちを伝えられない赤ちゃんをはじめ、子どもの気持ちを理解す
るにはどのようなことに留意したらよいでしょうか。具体的なスキルも紹介した
いと思います。ぜひ一緒に楽しく学びましょう！

■井戸 ゆかり 教授   【時間】10:20〜　【場所】2号館1階 213教室

 3日（金） 1回目

◎都市空間をデザインしてみよう

都市生活を、都市という器（＝空間）の中でデザインしてみよう。新しいカタチを
与えて、人が活き活きと暮らす場所を生み出したい。そのために私たちは何を考
えるべきか？ 一緒に考えます。

■中島 伸 講師   【時間】13:20〜　【場所】2号館2階 226教室

 3日（金） 2回目
◎“体話”のすすめ ～からだで考え、からだで語ろう～

顔の表情はもちろん、しぐさや態度は時として言葉以上に多くの情報を発信して
います。初対面同士でも、言葉を使わずに伝え合うことができるでしょうか。実
際に動きながら一緒に考えてみましょう。

■髙橋 うらら 准教授   【時間】13:20〜　【場所】2号館2階 スタジオシアター

 3日（金） 2回目

◎まちの観察 ～街を読む力を養う～

「まちづくり」の第一歩は、その街の個性（=ならでは）や課題を正確に把握する
ことです。この授業では、教室を飛び出してフィールドサーベイによる街の観察
手法を学び、街を読む力を養います。

■末繁 雄一 講師   【時間】10:20〜　【場所】2号館2階 226教室

 4日（土） 1回目
◎世界の幼児教育から学ぶ ～F.フレーベルと世界で初めての幼稚園～

幼稚園はどのような社会のニーズから誕生したのでしょうか。世界で初めて幼稚
園を設立したF. フレーベルの考え方から学びます。

■横山 草介 講師   【時間】10:20〜　【場所】2号館1階 213教室

 4日（土） 1回目

◎プロジェクトマネジメントの扉を開ける

渋谷など日本中で、様々な都市開発が進んでいる。何を目的として、どんなコンセ
プトとデザインで、誰が中心になって、どこが関わって、どうやって創っているの
だろう。その「プロジェクトマネジメント」のプロセスをわかりやすく見てみよう。

■山根 格 教授   【時間】13:20〜　【場所】2号館2階 226教室

 4日（土） 2回目
◎気持ちを読み取る力の発達 ～乳幼児の社会的認知能力～

生まれたばかりの赤ちゃんにはどのような力があるのでしょうか。また、幼児は
相手の気持ちをいつ頃から読み取れるようになるのでしょうか。今回は、乳幼児
期の対人関係など社会性の発達についてお話しします。

■紺野 道子 准教授   【時間】13:20〜　【場所】2号館1階 213教室

 4日（土） 2回目

都市生活学部・人間科学部 おすすめイベント 入試について知りたいあなたには、こちらがおすすめ！
ここがポイント！AO型･推薦･一般入試ガイダンス

各学部で開催します。参加するからわかることがたく
さん。入試のポイントをわかりやすく解説。もちろん、
相談コーナーで個別進学相談もできますが、まずは
こちらのイベントに参加するのがおすすめです。

【場所】 都市生活学部：2号館2階 226教室／人間科学部：2号館1階 213教室学生発表 〜授業の成果を見てみよう〜

都市大生が、普段の授業について、スライドを使いながらわかりやすく解説します。授業
の成果をはじめ、リアルな声が聞けるので、ぜひ参加してください。

【場所】 都市生活学部：2号館4階 242教室
 人 間 科 学 部：2号館2階 224教室

海外研修参加者によるトークショー

東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）をはじめ、学部独自の海外研修も行って
います。参加した学生から体験談を聞くことができます。

【場所】 都市生活学部：2号館4階 241教室
 人 間 科 学 部：2号館2階 224教室

CADを使ってLet’s都市デザイン

都市生活学科の学修で欠かせないCADソ
フト。実際にパソコンを使って都市デザイ
ンにチャレンジ！ 学生スタッフが丁寧にレ
クチャーします。

都市生活学部

体験型
イベントを
Check!

【場所】 2号館1階 211教室

人間科学部

体験型
イベントを
Check!

描いてみよう ～オーストラリア先住民のアート～

コミュニケーションや情報伝達などに絵
を用いていたオーストラリア先住民。その
アートを通して、絵を描くことの意味を体
験しながら考えてみましょう。

【場所】 1号館2階 123教室

沐浴体験してみよう

実習で使用している赤ちゃんの人形で沐
浴体験にチャレンジ！ 学生スタッフと一緒
に楽しみながら、児童学科ならではの体
験をしましょう。

【場所】 1号館3階 136教室
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