オープンキャンパス 2016 ７類企画マップ
大岡山 西 3 号館

緑が丘 6 号館 （緑が丘駅より徒歩 1 分）

模擬講義

教員・学生との交流サロン、進学相談会、 来た！見た！触った！生命理工学研究（1 階ホール）

・3 階 W331 講義室

二階堂 雅人 准教授（11:00-11:30）
田中 幹子 准教授（14:00-14:30）

研究室公開・研究室ツアー
※研究室公開は終日行っております。
（5 階 505 号室）

本郷 裕一 教授

WEB：http://admissions.titech.ac.jp/admission/event/open̲campus/program.html?num7

※ 教員・学生から研究活動や学生生活などについて、直接話を聞くことができます。また、進学相談も受け付けています。
※ 生命理工学院の全研究室の研究内容紹介（ポスター）、模型展示、顕微鏡観察の体験などを行っています。
※ 終日開催しておりますので、いつでもお気軽にお越しください。

研究室公開・研究室ツアー

伊藤 武彦 教授

岩﨑 博史 教授

※ 研究室公開は終日行っております。（2 階〜 4 階）

蒲池 利章 准教授 中島 信孝 准教授

林 宣宏 准教授 山田 拓司 准教授

緑が丘駅

二階堂 雅人 准教授

朝倉 則行 講師

小寺 正明 講師

大岡山 西 9 号館
7 類入試説明会

・2 階ディジタル多目的ホール
12:20-13:00

三原 久和 学院長

7 類休憩室・控室

模擬講義

・西 3 号館：5 階 W351
・西 9 号館：3 階 W931・W932
・緑が丘 6 号館：1 階多目的室 1

保護者向け 7 類入試説明会

※トイレは各建物各階に設置

※高校生（受験生）が研究室ツアーを行っている間の
待ち時間を使って開催しますので、お気軽にご参加
ください。

大岡山 百年記念館（正門すぐ右横）

・大岡山西 3 号館 3 階 W331 講義室
①11:30-12:00 ②14:30-15:00
・緑が丘 6 号館 1 階 多目的室 1
①11:00-11:30 ②14:20-14:50 ③16:00-16:30

類別入試説明会 （1 階ホール）
※終日行っております。

駒田 雅之 教授

中村 聡 教授

丸山 厚 教授

工藤 明 教授

大岡山駅

太田 啓之 教授

工藤 明 教授

和地 正明 教授

・3 階 W933 講義室
金原 数 教授（10:00-10:40）
・3 階 W935 講義室
小倉 俊一郎 准教授（10:00-10:40）
・2 階ディジタル多目的ホール

村上 聡 教授（13:20-14:00）
中村 浩之 教授（15:00-15:40）

7 類紹介ビデオ上映

・3 階 W931 講義室

入試情報、カリキュラム、学生生活、
研究活動を終日上映しております。
※ 休憩室も兼ねております。

2016 年オープンキャンパス模擬講義概要

第 7 類 ( 生命理工学院 ) の入試は
前期・後期・AO の 3 種類！

※全ての模擬講義終了後に、受講した高校生（受験生）の希望者全員を研究室ツアーに
お連れ致します。（ツアー実施場所：大岡山西 3 号館・緑が丘 6 号館）

大岡山 西９号館２階、３階

第７類（生命理工学院）

生物の設計図に学ぶものづくり

金原 数 教授

生体内で面白い機能をもつ分子をヒントにした新物質の
デザインに関して解説します。

http://www.kinbara.bio.titech.ac.jp/jp/

がんを光らせて診断する

募集人員
150 名

がんを赤く光らせて診断する技術を通して、医療応用に
貢献する分野を紹介します。

http://www.ogura.bio.titech.ac.jp

小倉 俊一郎 准教授

前期入試

センター試験成績が基準点以上の者が出願可
入学者選抜：筆記（英語・数学・物理・化学）

後期入試

第 1 段階選抜：センター試験の成績をもとに実施することがある
第２段階選抜：筆記（理系科目（化学基礎及び化学））を中心と
した設問とセンター試験成績

ＡＯ入試

第 1 段階選抜：センター試験の成績をもとに実施することがある
第２段階選抜：筆記（生物に関する設問）と面接

募集人員 95 名

募集人員 35 名

募集人員 20 名

入試日程

一般入試

生命現象の現場観てみました

村上 聡 教授

生命理工学って理科でいうと生物で暗記科目系だと
思ってませんか？それ間違ってますよ。

12 月

前期日程

特別入試

ＡＯ入試

後期日程

http://www.xtal.bio.titech.ac.jp/top-j.html

出願

二人に一人が罹る「がん」に関して、その薬の歴史と
最先端の研究を紹介します。

http://syn.res.titech.ac.jp

中村 浩之 教授

2月

出願

入試

受験科目

合格発表
入学手続

入試

DNA で解き明かすクジラの起源
DNA の解析で明らかになったクジラ類の進化史を
化石の話も含めて紹介します。

3月

形態進化のメカニズムに迫り、鰭から四肢への進化の
再現を試みた研究を紹介します。

http://www.evodevo.bio.titech.ac.jp

合格発表
入学手続

http://www.nikaido.bio.titech.ac.jp

サメの鰭から形の進化に迫る

田中 幹子 准教授

出願
物理・化学
数学・英語

大岡山 西３号館３階

二階堂 雅人 准教授

大学入試センター試験

1月

化学でがんを克服できるか？

入試

受験科目

化学

合格発表
入学手続

4月

7 類入学
※ 詳細は「東京工業大学 高校生・受験生向けサイト」参照ください。
http://admissions.titech.ac.jp

受験科目

生物
面接

