
平成 20 年 3 月 14 日 

報道機関各位 

 

平成 21 年 4 月、大学、高校、中学校、小学校、幼稚園を同時に名称変更し 

「東京都市大学」グループ が誕生。 
～79年の伝統と実績を携えて～ 

武蔵工業大学は「東京都市大学」へ生まれ変わります 
 

学校法人 五島育英会 

 

学校法人五島育英会（東京都渋谷区：理事長 山口裕啓）は、当法人が設置する学校（大学 1，高校 3、

中学校 2、小学校 1、幼稚園 1）について、平成 21 年 4 月より、下記の名称へ変更することを、平成 20

年 3 月 14 日の理事会において決議いたしました。 

 

＜現名称＞  ＜新名称＞ 

武蔵工業大学 → 東京都市大学 
（略称 都市大） 

武蔵工業大学付属中学校・高等学校 → 東京都市大学付属中学校・高等学校 

東横学園小学校 → 東京都市大学付属小学校 

東横学園中学校・高等学校 → 東京都市大学等々力中学校・高等学校 

武蔵工業大学第二高等学校 → 東京都市大学塩尻高等学校 

東横学園二子幼稚園 → 東京都市大学二子幼稚園 

      

当法人では、武蔵工業大学（東京都世田谷区：学長中村英夫）の新たな男女共学の文系学部として、

東横学園女子短期大学（東京都世田谷区：学長 海老原大樹）を先進性の高い学部（都市生活学部、人間

科学部）に改組するための準備を現在進めており、平成 21 年 4 月より、同大学は 5学部 16 学科を擁す

る大学へ生まれ変わる予定です。 

今回の名称変更は、従来の武蔵工業大学と東横学園の二つの名称の学校群を東京都市大学の下に一つ

とすることで、高大連携、一貫教育をはじめとする教育研究体制の連携と強化とを目指したものです。 

名称統一にあわせ、｢都市大グループ｣に共通するシンボルマーク、ロゴタイプの策定を行うことと 

いたしました。 

五島育英会では今般の取り組みをはじめとして、より高い評価が得られる学園創りと、教育研究の質

的向上に邁進してまいります。 

 

 

 

 

～本件に関するお問い合わせ先～ 
 

（学）五島育英会 担当/法人事務局広報調査課 
TEL: 03-3464-6916  Fax：03-3464-6650 

 
武蔵工業大学 担当/企画広報室 

TEL: 03-3703-3111  Fax：03-5707-2112 



「東京都市大学」の概要について 

 

学校法人五島育英会が設置する武蔵工業大学は、79 年の伝統を持つ「工学部」と、平成 19 年度に工

学部から独立した「知識工学部」、平成 9年度の開設以来、地球環境や情報社会の様々な課題にアプロー

チしてきた「環境情報学部」を擁し、これまでに約 54,000 名の卒業生を送り出しています。同じく、東

横学園女子短期大学は、昭和 31 年度の創立より 51 年間にわたり、知性と感性豊かな自立した人材の育

成に努め、約 27,000 名の卒業生を輩出してまいりました。 

平成 21 年 4 月より、東横学園女子短期大学を都市生活学部と人間科学部の４年制学部に改組して、武

蔵工業大学の新たな文系学部として開設するとともに、同大学の名称を「東京都市大学（略称：都市大）」

へと変更するための準備を現在進めています。 

「都市生活学部 都市生活学科（収容定員 600 名）」は、経済、文化の中心である都市生活における「空

間」「商品・サービス」などの企画・提案・実施を担うプロフェッショナル育成を目指した、これまでに

例のない学部学科となります。一方の「人間科学部 児童学科（収容定員 400 名）」では、同短期大学 保

育学科（3 年制）で蓄積された人材育成プログラムを 4 年制のカリキュラムにレベルアップし、豊かな

実践力と高い専門性を備えた保育士・幼稚園教諭（1種）を養成していきます。 

 これにより東京都市大学は、工学部、知識工学部、環境情報学部、都市生活学部、人間科学部の 5学

部 16 学科（収容定員 5,910 名）、及び工学研究科、環境情報学研究科の 2研究科 10 専攻（収容定員 552

名）の大学院を有する大学となり、科学技術から生活福祉まで広い分野を網羅することとなります。今

後は、武蔵工業大学と東横学園女子短期大学が培ったすぐれた教育研究の実績を生かし、新たに“科学

を基盤に持続可能な社会発展をもたらすための人材育成と学術研究”を理念として、美しく持続可能な

環境の創出、生活文化の向上、活力ある産業の進展を目指して、時代と社会の要請に応える大学創りを

進めてまいります。 

 （新学部学科の文部科学省への設置認可申請は､平成 20 年 5 月を予定しております。） 

 

「学校法人五島育英会」の概要について 

 

 学校法人五島育英会は、昭和 30 年の設立以来、“科学技術と文化の発展の一翼を担える人材育成”を

標榜し、武蔵工業大学をはじめとする“大学から幼稚園、専門学校”を運営しており、現在、設置して

いる学校には、毎年約１万人の学生、生徒、園児が在籍しております。 

 当法人は“国際的視野と情報教育を身につけ、健全な精神と豊かな教養を持って国際社会で活躍でき

る有為な人材を育成し、もって、広く社会に貢献するため、常に魅力ある教育システムを有する学校群

を構築する”を目的としています。これを具現化するためには、幼児教育から高等教育に至る一貫した

教育システムの中で、それぞれの学齢における“最適にして高品位な教育”を実践することが最も重要

であると考えます。そこで、これまでそれぞれ独自の実績と伝統を築いてきた武蔵工業大学と東横学園

女子短期大学の力をひとつに結集し、学校群全体を牽引する総合力の獲得を目指すことにいたしました。

同時に、大学を中核とする｢都市大グループ｣の目標を同じくするには、学校名を統一することが必要と

判断し、武蔵工業大学を「東京都市大学」に変更するとともに、各学校名をこれにあわせて名称統一し

たものです。 

 当法人では、これら諸施策を創立以来の大変革期と捉え、今後も各学校及び｢都市大グループ｣全体の

社会的評価の向上と、各学校の教育研究を磨き上げるべく取り組んでまいります。 

 

（東横学園女子短期大学では、今回の改編に伴い、平成 20 年度からの学生募集を停止しておりますが、 

名称は変更いたしません。また、東急自動車整備専門学校も名称変更いたしません。） 



東京都市大学のシンボルマークとロゴタイプについて 

 

大学から幼稚園までの全学校では、共通したシンボルマークとロゴタイプを以下のように 

定めることにいたしました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンボルマーク： 

 

略称“都市大”の「都市」の“Ｔ”を図案化したものです。サステナブルな明るい未来を見通す

「窓」でもあり、そうした社会を実現するための「知恵のフキダシ」の象形でもあります。 

マークの色調（アイデンティティカラー）は、知性とサステナブルな明るい未来を意味しています。 

 

 

ロゴタイプ： 

 

シンプルでカーブの効いたゴシックのタイプフェイスは、時代に柔軟で、若々しさのある学校で

あることを表現しています。 
 
 

 



＜参考＞ 各学校の概要について 

 

武蔵工業大学 (共学) 

＜平成 21 年度より「東京都市大学」に名称変更（予定）＞ 
・所在地 工学部、知識工学部、大学院工学研究科 

  〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1－28－1 

     環境情報学部、大学院環境情報学研究科 

 〒224-0015 神奈川県横浜市都筑区牛久保西3－3－1 

・学 長 中村 英夫 

・創 立 昭和4年（1929年） 

・学生数 6,368名（大学 5,801名 大学院 567名） （平成20年3月1日現在） 

・学部学科編成（平成19年度） 

工 学 部 
機械工学科、機械システム工学科、生体医工学科、電気電子工学科、 

環境エネルギー工学科、建築学科、都市工学科 

知識工学部 情報科学科、情報ネットワーク工学科、応用情報工学科 

環境情報学部 環境情報学科、情報メディア学科 

  (以上3学部12学科) 

大学院工学研究科 
機械工学専攻、機械システム工学専攻、電気工学専攻、建築学専攻、 

都市基盤工学専攻、システム情報工学専攻、エネルギー量子工学専攻 

大学院環境情報学

研究科  
環境情報学専攻 

  (以上2研究科8専攻) 

 

※ 平成 20 年度より、工学部に「原子力安全工学科」を新設、同学部内に既設の環境エネルギー工学

科を「エネルギー化学科」に名称変更いたします。 

※ 平成 21 年度より、「都市生活学部 都市生活学科」及び「人間科学部 児童学科」を新設(予定)、

知識工学部に「自然科学科」を新設（予定）、同学部内に既設の応用情報工学科を「経営システム

工学科」に名称変更（予定）です。大学院工学研究科では電気工学専攻を廃止し、同研究科に電気

電子工学専攻、生体医工学専攻、情報工学専攻を新設（予定）いたします。 

・ホームページ： http://www.musashi-tech.ac.jp 
 

東横学園女子短期大学 (女子) 

＜平成 21 年度より武蔵工業大学との発展的統合により、同短期大学は武蔵工業大学の新たな男女共学の文

系学部として改組予定です。なお、同短期大学は、平成 21 年 3月 31 日現在の在籍生が卒業するまでの間、

同一の所在地において存続いたします。＞ 

・所在地：〒158-8586 東京都世田谷区等々力 8-9-18   

・学 長 海老原大樹 

・創 立 昭和 31 年(1956 年) 

・学生数 454 名 （平成 20 年 3 月 1日現在） 

・学科編成 ライフデザイン学科（2年制） 保育学科（3年制） 

※ 同短期大学は平成 20年度からの学生募集を停止しております。 
・ホームページ：http://www.toyoko.ac.jp 



武蔵工業大学付属中学校・高等学校 (男子) 

 ＜平成 21 年度より「東京都市大学付属中学校・高等学校」に名称変更（予定）＞ 
・所在地 〒157-8560 東京都世田谷区成城1-13-1 

・校 長 五十嵐 勲 

・創 立 中 学 校：昭和31年（1956年） 

高等学校：昭和26年（1951年） 

・生徒数 1,425名（中学校 649名 高等学校 776名） （平成20年3月1日現在） 
・ホームページ： http://www.musako.ed.jp 

 
武蔵工業大学第二高等学校 (共学) 

 ＜平成 21 年度より「東京都市大学塩尻高等学校」に名称変更（予定）＞ 

・所在地 〒399-0703 長野県塩尻市広丘高出2081 

・校 長 河西 靖男 

・創 立 昭和31年（1956年） 

・生徒数 517名 （平成20年3月1日現在） 
・ホームページ： http://www.musako2.ed.jp 

 

東横学園中学校・高等学校 (女子) 

 ＜平成 21 年度より「東京都市大学等々力中学校・高等学校」に名称変更（予定）＞ 

・所在地 〒158-0082 東京都世田谷区等々力8-10-1 

・校 長 矢島 了子 

・創 立 中 学 校：昭和22年（1947年） 

高等学校：昭和23年（1948年） 

・生徒数 339名（中学校 139名 高等学校 200名） （平成20年3月1日現在） 
・ホームページ： http://www.toyoko.ed.jp 

 

東横学園小学校 (共学) 

 ＜平成 21 年度より「東京都市大学付属小学校」に名称変更（予定）＞ 

・所在地 〒157-0066 東京都世田谷区成城1-12-1 

・校 長 沖田 侃 

・創 立 昭和31年（1956年） 

・児童数 473名 （平成20年3月1日現在） 
・ホームページ： http://www4.ocv.ne.jp/~toyokops 

 

東横学園二子幼稚園 (共学) 

 ＜平成 21 年度より「東京都市大学二子幼稚園」に名称変更（予定）＞ 

・所在地 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-17-10 

・園 長 波田野 久美子 

・創 立 昭和30年（1955年） 

・園児数 210名 （平成20年3月1日現在） 
・ホームページ： http://home.t05.itscom.net/hutako 

 



東急自動車整備専門学校 (共学) 

(併設 東急自動車学校) 

＜同校は名称変更いたしません＞ 

・所在地 〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 2－28－1 

・校 長 野邊 耕造 

・創 立 昭和 47 年（1972 年） 

・学生数 98 人（平成 20 年 3 月 1日現在） 

・ホームページ： http://www.tokyuseibi.jp 

 

 

学校法人五島育英会 
・法人事務局所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1－10－7 五島育英会ビル 8F 
・理事長 山口 裕啓 
・創 立 昭和 30 年（1955 年）  

・ホームページ http://www.goto-ikuei.ac.jp 

 


