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入試イベント・進学相談　みなさんの「進路選び」をサポートします。

各キャンパスに設置された「学びGallery」で
は、高校生、保護者の方々の入試に関する相
談を随時受け付けています。予約は不要です
ので、近くにお寄りの際にはお気軽にお越し
ください。
※赤羽台キャンパスについては事前の予約が必要です

Web会議システムを利用し、遠隔地の方で
も、海外在住の方でも、対面で個別相談が
できます。入試情報サイトの「TOYOWeb
サポート」予約フォームより必要事項を入
力・送信してください。

TOYOWebサポート
個別相談も、Webで。

学びGallery 
お気軽にお立ち寄りください。

全国各地で開催される大学合同の進学相談会に、東洋大学もブースを設置し
ます。他大学と比較しながら、東洋大学を客観的に見ていただくチャンスです。
東洋大学に関する疑問・質問にお答えします。

詳細は、入試情報サイトにて確認してください。 

全国合同進学相談会
入試アドバイザーが個別相談に応じます。

東洋大学入試部　
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20  TEL：03-3945-7272  URL：http://www.toyo.ac.jp/nyushi/

学びGallery（入試インフォメーションセンター）

●全キャンパス　月〜金曜日 9：00〜17：00　土曜日 9：00〜13：00
※祝日、夏季・冬季休暇、大学休業日等を除く。開室時間は変更となる場合があります。

“学び ”LIVE 授業体験は、東洋大学の幅広い学び
を実際に受講できる体験型イベントです。西洋の文
化から消費者行動、福祉やスポーツ、デザイン制作、
ロボット工学、建築設計やデジタルコンテンツ開発、
食と健康の関係など、1日に100講座を一挙に開講。
100聞は一見にしかず。東洋大学の全ての学部・学
科から、自分の興味関心に合わせ授業を受講し、大
学の学びの面白さをぜひ体験してみてください。

 2019 年度スケジュール

［5キャンパス同時開催］［事前予約不要］

【第2回】 2020 年 3月27日（金）
10:00〜

“学び”LIVE授業体験

100 聞は一見にしかず。

One Day Campus

入試部スタッフと在学生がみなさんの街へ。

東洋大学を一般入試で受験するみなさんに。東洋
大学入試部スタッフが過去の一般入試問題につい
て、出題傾向から攻略法まで、あらゆる角度から解
説します。

 2019 年度スケジュール

［事前予約不要（一部予約制） ］

10月・11月開催予定

決定次第、入試情報サイトにて公開

受験バックアップ講座

全国各地で開催。合格の秘訣を教えます。

東洋大学の入試部スタッフと在学生が、みなさんの
街を訪れるOne Day Campus。大学での学びから
キャンパスライフ、入試情報、就職状況、ひとり暮ら
しの住まいなどについて紹介します。

 2019 年度スケジュール

［開催都市］［事前予約不要］

郡山  8/24（土）  仙台  8/25（日）
新潟  8/24（土）  名古屋  8/ 25（日）
静岡  8/24（土）  広島  8/25（日）
大阪  8/24（土）
福岡  8/24（土）

詳細は、入試情報サイトにてご確認ください。

11:00 -  15:00

3 sat. 4 sun.

東洋大学は2014 年「スーパーグローバル大学創成
支援タイプB（グローバル化牽引型）」に採択されました。
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プログラム 教室 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00

学
び
を
知
ろ
う

オープンキャンパスガイド
（スライドショー）上映

学科紹介ガイダンス
各教室
1・2号館 

（P.03参照）

学科紹介ガイダンス
各教室
1・2号館 

（P.03参照）

各学科（副専攻）
ショールーム・教員相談

各教室 
1・2号館・BNC β棟 

（P.03〜P.05 参照）

実験室・研究室公開 各実験室・研究室 
（P.05 参照）

入
試
を
知
ろ
う

入試ガイダンス 2106 教室 
2号館1階

先
輩
と
触
れ
合
お
う

キャンパスツアー 2号館1階 入口 

ドリンク配付コーナー 2105 教室前
2号館1階

東
洋
を
知
ろ
う

資料配付・閲覧コーナー 1104 教室 
1号館1階

なんでも相談コーナー 1104 教室 
1号館1階

休憩コーナー 1105 教室 
1号館1階

図書館見学 図書館・
メディアセンター

学生食堂 学生ホール食堂棟
1階

軽食ラウンジ 
Stellar2 7号館1階

大学生協 学生ホール食堂棟
2階

11：30〜15：00

11：30〜15：00

11：30〜15：00

12：00〜15：00

12：00〜15：00

11：00〜15：00

11：30〜15：00

11：30〜15：00

11：30〜15：00

12：00〜15：00

11：00〜11：20

11：30〜12：00

12：20〜13：00

12：20〜12：50 14：20〜14：50

総合情報学部

理工学部 理工学部

理工学部

総合情報学部

13：20〜14：10

13：20〜13：50

OPEN CAMPUS へようこそ!
入試のことから理工学部・総合情報学部の学びを紹介する各種ガイダンス、

学科の学びを体験できる「学科ショールーム・実験室・研究室公開」、

大学生活に関する様々な疑問や不安にお答えする「なんでも相談コーナー」、

東洋大学の学生になった気分でキャンパス内を探索する「キャンパスツアー」まで、

東洋大学川越キャンパスのあらゆることがわかる１日です。 「東洋の学び」を
もっとくわしく！

学んでみたいと思える学科と出会うためにも、

少しでも興味がわいた学科があればガイダンスなどに積極的に参加しよう。

学びを知ろう

TOYO U
N I V E R S I T Y O P E N C A MPUSK aw agoe

※フロアマップはP.09をご確認ください。

学科ごとに教室が異なります。
希望の学科の教室へ足を運んでみましょう。

学科（副専攻）ごとに教室が異なります。
希望の学科の教室へ足を運んでみましょう。

教室番号の見方

理工学部（1号館2階 ） 学科紹介ガイダンス

機械工学科 1201教室

生体医工学科 1202教室

電気電子情報工学科 1203教室

応用化学科 1204教室

都市環境デザイン学科 1205教室

建築学科 1206教室

理工学部（1号館1階 -2号館1階 -BNC β棟） ショールーム＆教員相談

機械工学科 2103教室

生体医工学科 1101教室

電気電子情報工学科 2102教室

応用化学科 1102教室

都市環境デザイン学科 2104教室

建築学科 1103教室

バイオ・ナノサイエンス融合コース（副専攻） BNCβ棟

ロボティクスコース（副専攻） 2103教室

総合情報学部（2号館1階） 学科紹介ガイダンス

総合情報学科 2106教室

総合情報学部（2号館1階） ショールーム＆教員相談

総合情報学科 2101教室

教室番号
2 1 0 3

号館：「2」は 2 号館
階数：「1」は1階

学科紹介ガイダンス

各学科（副専攻）ショールーム・教員相談

1号館 2 階　2 号館 1階 

1号館・2号館・BNC β棟

川越キャンパスで学べる学科のカリキュラムや研究内容を、
各学科の先生が説明します。

実験器具の紹介や各学科で制作したパネルや作品を展示
しています。教員や在学生が研究内容や大学生活につい
てご説明いたします。学科の教育内容や特色などのご質問
もお気軽にご相談ください。
※詳しくは、P.04-05 へ

各教室

各教室

11：30 〜12：00 

11：30 〜15：00 

各教室

各教室

本日のプログラム
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実験室・研究室公開

＊ 副専攻とは、理工学部で複数学科に関連する学際的な分野を学ぶために設置したものです。学科の垣根を越えて他の分野と

    融合的に学べる４つのコースを設置し、理工学部全学科で履修が可能です。

□　バイオ・ナノサイエンス融合コース       □　ロボティクスコース       □　地域学（グローバルスタディーズ）コース       □　地域学（防災）コース

※ 見学を希望の方は、各学科ショールームのスタッフへお声がけください。

　

7 号館 2 階  

脳のはたらきを調べる装置やそれを使った実験を紹介します。ALS
患者のための意思伝達支援システムの展示も行います。

生体システム工学研究室 11：30 〜15：00

都市環境デザイン学科生体医工学科

都市環境・建築実験棟 2階   

水が硬い？ 軟らかい？ 利き水と水質分析で確かめよう。

水処理実験室 11：30 〜15：00

応用化学科

1号館 1階  

化学の世界をのぞいてみよう！！
応用化学科で行われている、さまざまな研究
の成果をわかりやすく紹介します。

1102教室 11：30 〜15：00

建築学科

1号館 1階  

建築設計は簡単なものから始まり、段階的
に複雑で多様な課題に挑戦します。各学年
の優秀作品を展示して、学生がわかりやすく
解説します。

1103教室 11：30 〜15：00

学びを体験してみよう
各学科（副専攻）ショールーム＆教員相談

電気電子情報工学科

2 号館 1階   

コンピュータから家電、自動車や人工衛星
まで、あらゆる分野で利用される電気電子
情報技術を紹介します。また、白色 LED
ライトの電子回路作製も行っています。興
味のある方は電子回路作製にチャレンジし
てみませんか。もちろん、お手製の完成品
はお持ち帰りいただけます。

2102 教室 11：30 〜15：00

生体医工学科

1号館 1階  

生体医工学科に関するさまざまな研究や取
り組みを紹介します。ショールームでは研
究で扱っているさまざまな機器を展示してい
ます。生体医工学ってなに？と思っている人
も、ぜひ生体医工学の世界に触れてみてく
ださい。

1101教室 11：30 〜15：00

機械工学科

2 号館 1階 

機械工学科で行っている研究や機械工学に
関係する展示物を用意し、教員や学生が対
話形式で説明します。機械の世界に触れてみ
てください。

2103教室

2号館
2号館

1号館

1号館

都市環境デザイン学科

2 号館 1階  

都市環境デザイン学科をより深く理解しても
らうため、カリキュラム・入試のポイント・就
職先・研究テーマなどについてパネルおよび
簡易模型の展示を行います。

2104教室 11：30 〜15：00

バイオ・ナノサイエンス融合コース
（副専攻*）

BNC β棟   

「ナノサイエンス・ナノテクノロジーとバイオ・
医療分野の融合研究」を基盤とした「学科
横断型教育プログラム」です。学部・大学院
生による最新研究機器のデモがあります。

BNC β棟 11：30 〜15：00

BNCβ棟

ロボティクスコース（副専攻*）

２号館 1階  

ロボットに関係する展示物を用意し、教員や
学生が対話形式で紹介します。ご来場お待
ちしています。

2103教室 11：30 〜15：00

総合情報学科

2 号館 1階  

「心理とスポーツとIT 研究室」の心と身体を
理解するための、最先端のデータ収集・分析
技術とシステム情報のデモをご紹介します。

2101教室 11：30 〜15：0011：30 〜15：00

1号館
2号館

2号館
2号館
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キャンパスライフを
もっとくわしく！

先輩と触れ合おう

「入試情報」を
もっとくわしく！

入試を知ろう
東洋大学について
もっとくわしく！

東洋を知ろう

7号館1階

軽食ラウンジ Stellar2

ドリンクやデザート、軽食を中心としたテイ
クアウトカフェ。気軽にブレイクして気分転
換しましょう。

学生食堂 11：30 〜15：00

資料配付・閲覧コーナー

1 号館 1 階 

受付ではお渡ししていない資料を配付してお
りますので、ご自由にお持ち帰りください。
また、履修要覧・時間割・サークル紹介誌な
どの資料は閲覧のみです。お持ち帰りはでき
ませんので、じっくりと確認しましょう。

1104教室  11：30 〜15：00 図書館

図書館見学

図書館・メディアセンター 

ペンタゴンスタイルの近代的な図書館。蔵書
数は約 19 万冊に及びます。理工学部、総
合情報学部の関連書籍や資料を中心に収集
しています。ご自由に見学いただけますが、
飲食はご遠慮ください。

11：00 〜15：00

図書館

なんでも相談コーナー

1 号館 1 階  

入試関係のご相談や、「学科選び」のお悩み
はもちろん、学費・奨学金・サークル・アパー
トなどの大学生活関係、就職状況など、お
気軽にお聞きください。

1104教室 12：00 〜15：00

ランチタイムはここで過ごそう !

学生食堂

学生ホール食堂棟 1階

和食や洋食から、パスタ、丼、カレー、ラー
メン、うどんまで、豊富なメニューで毎日い
ろいろ楽しめます。

学生食堂 11：30 〜15：00

大学生協

学生ホール食堂棟 2 階

パンやおにぎり、お菓子などの軽食を販売し
ています。また、「東洋大学グッズ」も多数
用意しています。

大学生協 11：30 〜15：00
キャンパスツアー （所要時間：約30分）

2 号館 1階

東京ドーム約 6 個分の広大なキャンパスの一部を川越キャンパスの
在学生がご案内。迷路のようなキャンパス内ですが、理工学部・総
合情報学部と、ポイントを絞ってご紹介します。
※理工学部［12：20〜/14：20〜］の内容は同じです。

入  口

入試ガイダンス

2 号館 1階

理工学部・総合情報学部で実施している多様な入試方式について、
くわしく解説します。学部ごとに時間帯を分けて説明しますので、希
望学部のガイダンスにご参加ください。

2106教室 総合情報学部　12：20 〜13：00 

ドリンク配付コーナー

2 号館 1階

ドリンクを無料で配付しています。いつでもお気軽にお立ち寄りくだ
さい。

12：00 〜15：002105教室前

2 号館

2 号館

2 号館

理  工  学  部　13：20 〜14：10

総合情報学部　13：20 〜
理  工  学  部　12：20 〜

理  工  学  部　14：20 〜

1号館
1号館
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6号館

5号館

2号館

図書館

応化情報 実験棟

機械・電子情報実験棟

応化第2 実験棟

4号館

7号館

都市環境・建築実験棟

1号館

東門

南門

旧西門

新西門
（鶴ケ島駅へ）

陸上競技場

野球場

ラグビー場

フットサルコート

BNC β棟 学生ホール食堂棟

Campus Map キャンパ スマップ

2号館

7号館

1号館

図書館・メディアセンター

学生ホール食堂棟

アンケート回答者
「オリジナルグッズ」引換所

2104

2103

2102

2101

都市環境デザイン学科  ショールーム

2106 総合情報学科  学科ガイダンス
入試ガイダンス

機械工学科  ショールーム
ロボティクスコース (副専攻）  ショールーム
電気電子情報工学科  ショールーム
総合情報学科  ショールーム

1102

1103

1104

1105

応用化学科  ショールーム
1101 生体医工学科  ショールーム

建築学科  ショールーム
なんでも相談コーナー
資料配付・閲覧コーナー
休憩コーナー

受付

11:30～

キャンパスツアー集合場所
ドリンク配付コーナー

1F

1F

2F

1206 建築学科  学科ガイダンス

1201 機械工学科  学科ガイダンス
1202 生体医工学科  学科ガイダンス
1203 電気電子情報工学科  学科ガイダンス
1204 応用化学科  学科ガイダンス
1205 都市環境デザイン学科  学科ガイダンス

Floor Map フロア マップ

１号館

2号館

※生体システム工学研究室 公開

※水処理実験室 公開

BNC β棟

※バイオ・ナノサイエンス融合コース（副専攻）ショールーム

受付
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1号館1F 
「オリジナルグッズ」引換所 にて

東洋大学から受験生のみなさんに伝えたいこと、受験生の

みなさんが知りたいこと。大学での学びや学生生活から、

入試に関する情報や進学相談、そして出願手続きや入学手

続きまで。あらゆる情報を、入試情報サイトに集めました。

記事や写真、動画でわかりやすく、より深く。大学の授業を

Webで体験することもできます。

まずは、入試情報サイトの扉を開き、Webに広がる東洋大

学の学びの世界を訪ねてみてください。

大切なものはすべてWebに集めました。

 を活用しよう。

あなたに合う入試プランを探して、保存、出願へ。

学びたい

学部・学科
から

得意な

教科・学科
から

試験日
から

入試のリストへの保存や出願にはTOYOWebStyleメンバー登録が必要です。

学部・学科、受験教科、科目数…たくさんの要素が存在する東洋大学の入試。
入試情報サイトでは、あなたにぴったりの入試を探すお手伝いをいたします。
TOYOWebStyleメンバーに登録すれば、選んだ入試を記録（保存）して、そのまま
出願できる便利な機能を使うことができます！

 メンバーとは。
東洋大学の情報はすべて入試情報サイトからお届けします。TOYOWebStyleメンバーの特典を活用しよう！
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新着動画を
毎週続々
公開中！

入学前に学びを知る

Web体験授業
「Web 体験授業」は、東洋大学全学部の授業を通して学問の魅力を伝える動画コンテンツです。

自ら問いかけ、自ら判断し、自信を持って行動できる人間に。

そのために必要な「学び」がここにあります。

みなさんはどんな分野に興味がありますか。

入学前に「学び」を知る。まずは入試情報サイトから動画で授業を体験。

メールマガジンを
タイムリーにお届け！

オープンキャンパスなどの入試イベントや、
受験に役立つ情報をタイムリーにお知ら
せ。入試直前に出願や受験勉強のヒントを
公開する「受験バックアップ講座」などの 
最新情報をいち早くお届けします。

気になるコンテンツは
「クリップ機能」で保存！

入試情報サイトに掲載されているコンテン
ツから、自分が興味を持った内容、もう一度
読みたい内容があれば、「クリップ機能」を
使って保存することができ、関連するコンテ
ンツも読むことができます。

〈TOYOWebStyleメンバー〉 の登録方法

東洋大学 
入試情報サイトに
アクセス

「TOYOWebStyle
メンバー登録」をクリックし、
メールを送って登録申請

メール受信。※

届いたメールの
URLをクリック

パスワード、
学年・高校名を
入力して完了

1 2 3 4

※メールが届かない場合は ... 東洋大学のドメイン（@toyo.jp）を受信できるよう設定のうえ、再度試してください。

※ PCや携帯のメールアドレスさえあれば、どなたでも登録可能です。
　（氏名や住所など個人情報は不要）

 メンバーとは。
東洋大学の情報はすべて入試情報サイトからお届けします。TOYOWebStyleメンバーの特典を活用しよう！

メンバー登録すると過去の入試問題（一般
入試、推薦・その他の入試）が閲覧できま
す。過去の一般入試問題ページでは、過去
3年分の問題だけではなく、解答も閲覧す
ることができます。

解答付き過去問題が
みられる！

本日参加されたみなさまへ…
アンケートに答えて、東洋大学オリジナルグッズを手に入れよう！

アンケートに答えた方は、最終画面
を1号館1F「オリジナルグッズ引
換所」でイベントスタッフへ提示く
ださい。東洋大学オリジナルグッズ
をプレゼントします。

「 入 試 情 報 サイト」へアクセスし、
「TOYOWebStyle メンバー」にログイ
ン後、メンバーコンテンツをタップ後、
イベントアンケートをタップして、回答
してください。

イベントアンケートを
タップ1 2メンバーコンテンツを

タップ

  東洋大学　入試 http://www.toyo.ac.jp/nyushi/

研究の面白さに近づく  NEW!!
東洋大学では、新たな可能性を探る最先端の研究から
社会に直結する実用的な研究まで、教員が自身の専門分
野で研究に取り組んでいます。
Laboratory TOYOWebStyleは研究テーマから広がる学
びの可能性や社会とのつながりを紹介する動画コンテン
ツです。大学で研究することの面白さに近づいてみませんか。

※本日、スマートフォンをお持ちでない方は、
  　「オリジナルグッズ引換所」までお越しくださ

※本日、スマートフォンをお持ちでない方は、
  　「オリジナルグッズ引換所」までお越しください。


