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人間健康科学研究科の教育研究上の目的 

人間健康科学研究科博士前期課程は、実践的及び研究的な観点から人間健康科学を教授研

究し、基礎的な研究遂行能力と幅広い教養、深い専門知識を培い、高度実践的専門家及び研

究者を育成することを目的とする。             （首都大学東京大学院学則第７条の７） 
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１ 人間健康科学研究科のアドミッション・ポリシー 

 

人間健康科学研究科は、医療科学分野と健康科学分野の専門家を擁し、大都市で生活する人々の「健

康」に関わる研究・教育を多角的な視点から推進しています。特に本学の最重要課題である「活力あ

る長寿社会の実現」に向けて、「あらゆる世代・地域の人々が、自分の能力を発揮し活躍できる優しい

社会」を目指した研究・教育が実施されています。理論と検証、実践的知見を礎として各分野の学問

体系を確立・深化させるとともに、異なる分野間の交流を通じて有機的・融合的な研究・教育が機動

的・弾力的に行われていることも特徴です。さらに、本研究科では研究成果を広く世界に発信し、世

界中の人々の「健康増進」に向けた様々な先進的な活動を行っています。健康に関わる最先端の研究・

教育を推進している本研究科で、高い理想を持った「高度実践専門家」ならびに「先端研究者」を目

指す皆さんが主体的に学ぶことを期待します。 

 

 

 理学療法科学域  

（１） 理念 

 本研究科は運動障害分析理学療法学分野、身体機能回復理学療法学分野、地域理学療法学分野の

３つの研究分野と、1つの国際徒手理学療法学コースを有し、活発な研究活動を展開し、理学療法

科学の創造力と応用力を備えた高度実践専門家・研究者を育成します。 

 

（２） 求める学生像 

・高い語学力を有し、理学療法関連領域の英語科学論文を理解し討論ができる人 

・理学療法科学領域の専門知識を有し、高度専門職業人を目指す意欲のある人 

 

（３） 入学者に求める能力 

・活発な研究活動を展開する、理学療法科学の創造力と応用力 

・主体的に問題を発見し、課題を解決する能力 

 

（４） 入学者に求める能力の評価方法 

（春季試験） 

 事前提出された研究計画について書類審査します。 

 語学試験、筆記試験及び面接（口述試験を含む。）を行います。 

 面接では、研究計画の実現性、および当該分野の専門知識について審査します。 
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２ 募集人員 

  募集人員は以下のとおりです。 

  整形徒手理学療法認定士（Orthopaedic Manual Physical Therapist：OMPT）の取得を目指す

人を募集します。 

学域名 募集人員 

理学療法科学域（国際徒手理学療法学コース） ６名 

 

３ 出願資格 

  出願できる者は、次の（１）に該当し、かつ（２）～（11）のうちいずれかに該当する者とし 

 ます。 

（１） 理学療法士の免許を有する者 

（２） 日本の大学を卒業した者 

（３） 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 

（４） 外国において、学校教育における 16年（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程

への入学については 18年）の課程を修了した者 

（５） 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の 16年（医学、歯

学、薬学又は獣医学を履修する博士課程への入学については 18年）の課程を修了した者 

（６） 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外

国大学日本校）を修了した者 

（７） 外国の大学等において、修業年限が 3 年以上（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博

士課程への入学については 5 年）の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学

位を授与された者 

（８） 指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧）を修了した者 

（９） 旧制学校等を修了した者 

（10） 防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者 

上記（１）～（10）に該当する場合、５事前面談等からご覧ください。 

下記（11）に該当する場合、事前の「出願資格審査」の認定を受ける必要があります。 

（11）本研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、２０１８年９月末までに２２歳に達したもの 

 

４ 個別の出願資格審査（確認）【該当者のみ】 

（１） 出願資格審査（「３出願資格（11）」に基づく認定申請） 

「３出願資格（11）」により出願を希望する者は、（２）～（４）の手続きに従い、事前に

出願資格の認定（または確認）申請を行ってください。申請を行うためには、次の①・②の

いずれかに該当する者とします。 

  ① 修業年限３年の短期大学を卒業し、かつ、理学療法士の免許を有し、出願時までに合計１

年以上勤務していた経験があること 

  ② 修業年限が３年の専修学校の専門課程を卒業し、かつ、理学療法士の免許を有し、出願時

までに合計１年以上勤務していた経験があること 
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（２） 出願資格審査（確認）の申請手続 

次の書類を提出してください（提出いただいた書類は返却しません）。 

なお、出願資格が認定された場合、出願時に下記と同一の書類を改めて提出する必要はあ

りません。 

区分 摘要 

①出願資格認定申請書 

（様式６） 

本募集要項所定の様式 

②免許証の写し 認定基準にかかる国家資格の免許証の写し（両面のコピー）

を提出してください。 

③認定結果通知返送用封筒 長形３号の封筒に宛先を明記の上、３６２円分の郵便切手（速

達料金を含む）を貼ったもの 

※海外在住等で日本の切手が入手できない場合は、別途

指示しますので事務局までご連絡ください。 

 

（３） 申請期間（郵送受付のみ） 

申請期間 

２０１８年４月３日（火）～２０１８年４月９日（月）必着 

申請書類一式を角２号の封筒に入れて、必ず簡易書留郵便として提出してください。簡易 

書留としない場合の事故については、一切責任を負いません。郵便事情による遅配の場合も 

受理できませんので、余裕を持って申請してください。 

 

（４） 出願資格審査（確認）結果の通知 

    出願資格審査（確認）結果の通知書が、願書受付開始日までに届かない場合には、荒川キ

ャンパス管理部学務課に電話で照会してください。 

 

（５） 申請書類提出先  

    〒１１６－８５５１ 東京都荒川区東尾久七丁目２番１０号 

    首都大学東京荒川キャンパス管理部学務課教務係『博士前期課程入学試験』担当あて 

    ※ 封筒余白に『博士前期課程 理学療法科学域 国際徒手理学療法学コース 資格審査』 

      と朱書きで表示すること 

 

５ 事前面談等 

事前に担当教員（竹井仁または宇佐英幸）と必ず面談を行い、研究内容や選抜区分などについ

て相談をしてください。出願の際、願書に担当教員の署名及び捺印が必要です。（連絡方法は１

１ページ参照） 
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６ 選抜区分と出願要件 

選抜区分は以下のとおりです。出願できるのはいずれか一方であり、出願後に選抜区分を変更

することはできませんので、ご注意ください。 

選抜区分「社会人」に出願できる者は、前記「３ 出願資格」の条件を満たし、かつ、以下の

条件を満たすものとします。なお、選抜区分による定員配分は行っておりません。また、試験科

目および問題内容についても違いはありません。 

選抜区分 条件 

一般  

社会人 
・出願時までに合計１年以上勤務していた経験があること 

・論文や学会発表などの業績数が優れていること 

※ 出願時に就業している者も選抜区分「一般」で受験できます。 

※ 選抜区分「社会人」で出願が可能か事前に担当教員（竹井仁または宇佐英幸）に確認してくだ

さい。 

 

７ 長期履修制度 

本研究科では長期履修制度を導入しています。 

これは、職業を有している、出産、育児、介護を行う必要がある等の理由から、学則が定

める標準修業年限（博士前期課程は２年）内での修業が困難な者について３年間又は４年間

での計画的な学修を認める制度です。適用を認められた場合の授業料年額は、２年分の授業料

を認められた修業年数で按分して課されます。 

長期履修の申請を行おうとする者は、志望する学域・分野の担当教員との事前面談等で、申請

を行おうとする事情、履修計画等について必ず相談のうえ、次の書類を出願書類に同封して提出

してください。長期履修制度適用の可否は、入学試験の合格発表と同時に行います。 

 ＜提出書類＞ 

 ・長期履修申請書（様式第１号） 

 ・長期履修が必要であることを証明する書類 

  【資料の例】 

   業務多忙の場合：「在職証明書」と「業務が多忙であることを詳細に記載したもの（任意

様式）」 

   ※在職証明書については、社会人選抜区分で受験する場合、出願用とは別に一部提出してください。 

   育児の場合：「母子手帳または住民票（家族構成がわかるもの）」の写し 

   介護の場合：「申請者自身が介護に携わる必要があることを記載したもの（様式任意）」 

長期履修制度の申請要項及び様式は研究科ホームページ（http://www.hs.tmu.ac.jp/）から

入手してください。 

 

８  出願期間（郵送受付のみ） 

出願期間 

２０１８年４月１７日（火）～ ２０１８年４月２４日（火）必着 
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９ 出願書類等 

（１） 入学志願者は、次の書類を取りそろえて角２号の封筒に入れ、「出願書類チェックリスト

兼送付書（様式７）」を記入のうえ封筒に貼り前記「８ 出願期間」内に提出願います。必

ず簡易書留郵便として提出してください。簡易書留としない場合の事故については一切責任

を負いません。郵便事情による遅配の場合も受理できませんので、余裕を持って出願してく

ださい。 

出願書類等 摘要 提出を要する者 

①入学願書（様式２） 所定の様式によること。 全員 

②受験票・写真票 

（様式３） 

所定の様式によること。３ヶ月以内撮影の上半身、脱帽の写真  

（縦４cm×横３㎝）を貼付願います。 

※ＰＣ入力ではなく、必ず自署してください。 

全員 

③入学考査料振込証

明書又は収納証明書 

振込期限（４月２４日（火））までに、入学考査料３０，０００

円の支払い手続をしてください。 

詳細は「１０入学考査料の振込について」をご参照ください。 

出願書類を受理した後は、入学考査料は返還しません。 

振込期限までに振込を行った場合でも、必要な出願書類の全て

を出願期間内に提出していない場合は不受理となります。 

全員 

※事由により免除

となる場合を除

く。 

 

④卒業証明書 出願資格にかかる出身大学学長又は学部長（大学でない場合は、

学校長）が発行した日本語または英語表記のもの。⇒（注１）

参照 

独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構（または旧

大学評価・学位授与機構）により学士の学位を与えられた者は、

同機構が発行する学士学位授与（申請受理）証明書を提出してく

ださい。 

※出身校の窓口休止期間に注意願います。 

全員 

 

⑤成績証明書 ①出願資格にかかる出身大学学長又は学部長（大学でない場合

は、学校）が発行した日本語または英語表記のもの。 

② ②①の他に、医療職の国家資格受験資格を得るために修了（卒業）

した学校又は養成所等がある場合には、その成績証明書も併せて

提出してください。 

③ ※出身校の窓口休止期間に注意願います。 

全員 

 

 

 

⑥研究計画書 

（様式４） 

所定の様式によること。 

※自署・ＰＣによる作成を問わず、志願者本人の押印が必要です。 

全員 

⑦研究業績等調書 

（様式５） 

所定の様式によること。 

該当する業績がない場合でも、必ず提出してください。 

全員 

⑧連絡用宛名シール 所定の様式によること。 全員 

⑨受験票返送用封筒 志願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、３６２円分の郵便切手

（速達料金を含む。）を貼付してください。 

※長形３号の封筒に宛先を明記の上、３６２円分の郵便切手（速

達料金を含む。）を貼ったものを用意してください。 

※海外在住等で日本の切手が入手できない場合は、別途指

示しますので事務局までご連絡ください。 

全員 

⑩免許証の写し 

 

出願条件にかかる国家資格の免許証の写し（両面のコピー）を提

出してください。 

全員 

http://www.niad.ac.jp/about/
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⑪在職証明書 

 

出願条件を満たすことを証明する書類（様式任意）を提出してく

ださい。２ヶ所以上の勤務経験により出願条件の在職期間を満た

す場合は、各勤務先の在職証明書を提出願います。 

社会人選抜区分で

受験する者 

（Ｐ．３参照） 

⑫戸籍抄本 

 

提出する証明書等に記載の姓名が、現在と異なる場合には、その

異動内容が確認できるように、戸籍抄本を提出してください。 

該当者のみ 

⑬住民票の写し 

又はパスポート等の

写し 

志願者が外国籍の場合は、区市町村が発行する「住民票の写し」

（国籍、在留資格、在留期間（満了の日を含む。）等の記載があ

るもの）を提出してください。なお、日本国内で住所が定まって

いない方は、パスポートの写しを提出してください。 

該当者のみ 

⑭出願書類提出チェッ

クリスト（様式７） 

提出する書類をチェックのうえ、出願書類を送付する封筒の表に

貼りつけて郵送してください。 

全員 

（注１）卒業証明書は、出願資格に該当することを示すものを提出してください。なお、「３ 出

願資格（11）」により出願資格審査を経て出願する場合には、当該国家資格の受験資格を得

るために修了（卒業）した学校又は養成所等の修了（卒業）証明書を提出してください。 

 

（２） 出願書類の提出先 

 〒１１６－８５５１ 

 東京都荒川区東尾久七丁目２番１０号 

 首都大学東京荒川キャンパス管理部学務課教務係 

『博士前期課程入学試験』担当あて 

※「出願書類提出チェックリスト（様式７）」を記入のうえ、封筒に貼って送付してください。 

 

（３） 出願上の注意事項 

  ① 出願書類に不備がある場合は、出願期間内に訂正がなければ不受理となります。また、出

願期間を過ぎた出願書類は受理しません。 

  ② 受理後の書類の内容変更はできません。ただし、住所、氏名、電話番号に変更があった場

合は下記連絡先にご連絡ください。 

  ③ 一度受理した出願書類及び入学考査料は理由の如何にかかわらず返還しません。 

  ④ 受験票は５月上旬までに郵送します。試験日の１週間前までに届かない場合は、下記連絡 

   先にご連絡ください。 

  ⑤ 出願書類に虚偽の記載をした場合は、入学決定後であっても入学許可を取り消すことがあ 

ります。 

⑥ 身体に障がいがある者等で受験上及び修学上特別な配慮を希望する場合は、出願期間初

日の１週間前までに下記連絡先にご連絡ください。 

 連絡先  首都大学東京荒川キャンパス管理部学務課教務係 

０３－３８１９－１２１１ 
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１０ 入学考査料の振込について 

 入学考査料（30,000 円）は下記の方法により振込みの手続を行ってください。出願を受理した

後は、一度納付した入学考査料は返還しませんので、十分に検討したうえで納付してください。出

願資格審査（確認）申請を行う場合、審査結果の通知により受験資格が認められたことを確認して

から入学考査料を振り込むようにお願いします。 

 入学考査料を振り込まずに出願した場合は受理しません。出願期日に間に合うように振り込んで 

ください。 

なお、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災、２０１６年４月１４日以降に熊本地方で

発生した一連の地震又は２０１７年７月５日以降に九州北部地域で発生した一連の豪雨により被

災した志願者に対しては、入学考査料を免除する場合がありますので、入学考査料の支払いの前に、

首都大学東京荒川キャンパス管理部学務課教務係 電話０３－３８１９－１２１１まで問い合わ

せてください。 

 

Ｗｅｂによる支払い（Ｅ－支払いサービス） 

Ｅ－支払いサービス（Ｐ.８「Ｅ－支払いサービスを利用する場合の入学考査料払込方法」参照

のこと。）へ事前申込のうえ、コンビニエンスストア、ペイジー対応のＡＴＭ・ネットバンキング、

クレジットカード、Alipay 国際決済（支付宝）、又は銀聯ネット決済により納付してください（日

本国外から支払いの場合は、クレジットカード、Alipay国際決済（支付宝）、銀聯ネット決済のみ）。 

Ｗｅｂによる支払い期間 

２０１８年４月１０日（火）～２０１８年４月２４日（火） 

 

   ※出願期間とは異なりますので、十分にご注意ください。 

支払い後、「収納証明書」の部分を切り取り、様式３に貼付し、出願書類と共に提出してくだ 

さい。 

※「収納証明書」の取得方法については、Ｐ.８「Ｅ－支払いサービスを利用する場合の入学

考査料払込方法」参照のこと。 

＜注意＞ 

 Ｅ－支払いサービスにおける手順等に関する質問については、同サイト上の「ＦＡＱ」又は

「よくあるご質問」（https://e-shiharai.net/Syuno/FAQ.html）を参照したうえで、Ｅ－サー

ビスサポートセンターへ問い合わせてください。 

（注）入学考査料を納付したが出願しなかった場合又は誤って二重に納付した場合には、入

学考査料の返還申請ができます。本学ホームページの「入学考査料の返還について」

（https://www.tmu.ac.jp/extra/download.html?d=assets/files/download/campus/8577/20 

171024_02expense_refund.pdf）を参照したうえで返還請求を行ってください。 

 なお、クレジットカード支払いをした方がクレジットカードでの返還を希望する場合は、

手数料１，５４０円が自己負担となります。 

問合せ先 〒１９２－０３９７ 

 東京都八王子市南大沢１－１ 

 公立大学法人首都大学東京 総務部会計管理課 資金管理係 

 電 話 ０４２－６７７－２０２２  

 （２０１８年９月３０日消印有効） 

https://www.tmu.ac.jp/extra/download.html?d=assets/files/download/campus/8577/20
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１１ 入学者選抜方法 

出願書類、筆記試験及び面接により行います。 

※理学療法科学域では、学内からの進学者について筆記試験免除制度があります。 

 筆記試験免除制度の詳細は、理学療法科学域にお問い合わせください。 

 

１２ 入学試験について 

（１） 試験日程 

２０１８年５月１２日（土） 

  ※天変地異等の不測の事態により試験を実施できない場合のために、予備日を５月１３日（日）

に設定しています。 

 

（２） 試験場 

首都大学東京荒川キャンパス（東京都荒川区東尾久７－２－１０） 

 

（３） 試験時間 

学域 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

理学療法科学域 
英語 筆記 面接（口述試験） 

9:30～10:30 10:45～12:00 13:00～ 

 

（４） 出題分野等 

学域 科目 分野 

理学療法科学域 

（一般選抜・社会人選抜共通） 

英語 理学療法学に関する英文和訳 

筆記 一般問題 

英語の試験に際して、英和辞典１冊（専門用語辞典及び電子辞書の持ち込み不可）の持ち込み参

照を認めます。 

 

（５） 受験上の注意 

① 受験者は、試験開始３０分前までに試験場に入場してください。 

② 試験開始後３０分以上遅刻した者は受験することができません。 

③ 面接は、受験者ごとに開始時間が異なりますので、指示に従ってください。 

④ 昼食は、各自持参してください。（売店・学内食堂は営業していません。） 

⑤ 学内及び周辺に駐車場はありません。電車、バス等公共交通機関をご利用ください。 

⑥ 試験日当日、交通機関のダイヤが大幅に乱れた場合の特別な対応について 

  ・交通機関の遅延等が発生した場合の対応については、午前６時３０分頃首都大学東京

Twitter（https://twitter.com/TMU_PR）に掲示しますので、ご確認ください。 

  ・その他の理由により試験開始時間までに試験場へ入場できないと判断したときは、荒川

キャンパス管理部学務課教務係 電話０３－３８１９－１２１１ 大学院入試担当ま

でご連絡願います。 

 

 

https://twitter.com/TMU_PR
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１３ 合格発表 

２０１８年５月２４日（木）正午 

 

・荒川キャンパス内の掲示板に合格者の受験番号を掲示するとともに、合格者には、入学手続 

について説明した書類を当日午後３時まで交付し、以降は志願者本人宛に郵送します。 

・電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。 

・合格発表日に首都大学東京人間健康科学研究科ホームページに合格者受験番号一覧を掲載す 

る予定です。 

http://www.hs.tmu.ac.jp/ 

入学手続締切後に、読み違い等を理由とした入学手続の申し出があっても一切認めません。十

分にご注意ください。 

 

１４ 入学手続等 

（１） 入学手続期間 

  ２０１８年７月６日（金）～７月１２日（木）必着 

 

手続に関する詳細事項は、合格発表後に交付する書類により確認してください。 

なお、入学手続時には、所定の入学料の振り込みが必要です。入学手続書類受理後の返還

は、入学を辞退する場合でも一切行いませんのでご注意ください。また、入学手続書類は、

必ず簡易書留郵便として提出してください。簡易書留としない場合の事故については、一

切責任を負いません。郵便事情による遅配の場合も受理できませんので、余裕を持って提

出してください。 

※ 手続書類は２０１８年６月下旬に発送予定です。 

 

（２） 入学料等 

区分 金額 振込時期 

入学料 

（予定額） 

東京都の住民 141,000円（注１） 

それ以外の者 282,000円 
入学手続時に振込 

授業料 

（予定額） 
年額 520,800円（注２） 

原則として前期と後期の指定された

期日に口座引き落とし 

  （注１）「東京都の住民」とは、本人又はその者の配偶者若しくは一親等以内の親族が、入学の日

（２０１８年１０月１日）の１年前（２０１７年１０月１日）から、引き続き東京都内に住

所を有する者をいいます。 

（注２）授業料の改定があった場合には、改定後の年額が適用されます。また、授業料については、

減額または免除の制度があります（内容は、入学手続書類の同封書類でご確認ください。）。 

また、長期履修制度の適用を受ける場合は、適用後の在学期間に応じて授業料を分割納付 

することになります。 
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１５ 留意事項 

入学手続を行った場合でも、出願書類又は出願資格の認定のために提出した書類に記載し

た事項が、事実と相違することが判明した場合には、入学許可を取り消します。 

 

１６ 個人情報の取扱いについて 

    首都大学東京人間健康科学研究科では、個人情報について以下のとおり法令に基づき取り扱 

いますので、あらかじめ御了承ください。 

（１）  本学への受験の際にお知らせいただいた氏名、住所等の個人情報については、入学者選抜 

（出願処理、選抜実施及び合格発表）及び入学手続を行うために使用します。 

     また、入学者のみ、①教務関係（学籍、修学指導等）、②学生支援関係（健康管理、就職 

支援、授業料減免・奨学金申請等）、③授業料徴収に関する業務を行うために使用します。 

（２）  入学者選抜に用いた試験成績は、今後の入学者選抜方法の検討資料の作成等に使用します。 

 

１７ 募集する分野と教員の一覧 

募集要項「５ 事前面談等」の定めるところにより、担当教員（竹井仁または宇佐英幸）と

必ず面談を行い、研究内容などについて相談を行ってください。面談の方法、日時については、

担当教員の指示を受けて調整してください。 

事前面談にあたっては「事前面談票（様式１）」を使用することができます。 

（１） 電子メールによる場合 

    一覧記載のメールアドレスに連絡が可能です。 

（２） ファクシミリによる場合 

０３－３８１９－１４０６ 

（３） 教員と連絡がつきにくい場合は、荒川キャンパス管理部学務課教務係までご連絡ください。 

０３－３８１９－１２１１ 

 

メールにてご連絡の際には［at］を＠にご変更ください。 

人間健康科学専攻 理学療法科学域 

分野 指導教員 

国際徒手理学療法学 

教授 竹井 仁 takei［at］tmu.ac.jp 

准教授 宇佐 英幸 usa［at］tmu.ac.jp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年度（平成３０年度） 

首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

博士前期課程 理学療法科学域 国際徒手理学療法学コース 学生募集要項 

 

２０１８年１月発行 

 

発  行  首都大学東京荒川キャンパス管理部学務課教務係 

〒１１６－８５５１ 

東京都荒川区東尾久７－２－１０ 

電話 ０３－３８１９－１２１１ 

 



 

 

首都大学東京 荒川キャンパス への交通案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交 通 

 

◆ＪＲ京浜東北線 王子駅 

 地下鉄南北線 王子駅 

 地下鉄千代田線 町屋駅 

 京 成 線 町屋駅 

 

◆Ｊ Ｒ 山 手 線 日暮里駅・西日暮里駅 

 ＪＲ京浜東北線 日暮里駅・西日暮里駅 

 Ｊ Ｒ 常 磐 線 日暮里駅 

 地下鉄千代田線      西日暮里駅 

 京 成 線 日暮里駅 

 

◆Ｊ Ｒ 常 磐 線 

 地下鉄日比谷線 

 地下鉄千代田線 

 東武伊勢崎線 

 つくばエクスプレス 

 

◆Ｊ Ｒ 山 手 線 

 ＪＲ京浜東北線 

から都電荒川線「熊野前」駅下車徒歩３分 

北千住駅から都バス（端４４系統）駒込病院前行

「首都大荒川キャンパス前」下車 

田端駅から都バス（端４４系統）北千住駅前行

「首都大荒川キャンパス前」下車 

から日暮里・舎人ライナー

「熊野前」駅下車徒歩３分 
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