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　　　　　　　　　　　工学部第一部の学科改組について

　名古屋工業大学工学部第一部では，既存の教育システムを見直し，教育研究の一層の充実を図る

観点から，平成28年4月に，次世代の技術者・研究者を育てるべく新たに6年一貫の教育課程を

開設するとともに，下記のとおり，従来の学科を再編します。

　【高度工学教育課程】では，1つの工学分野に関する専門知識と研究方法を理解し，基盤産業で

活躍することのできる中核的技術者を育成します。

　【創造工学教育課程】では，1つの専門分野を中心に幅広い知識と価値創造の能力を持ち，新た

な技術や価値の創出に貢献する専門的技術者を育成します。

記

改組前（平成27年度） 改組後（平成28年度）

【高度工学教育課程】

学科 プログラム
入学
闊

生命・物質工

w科

物質化学系

ｶ物生命系
ｶ体材料系

155

環境材料工学
ﾈ

セラミックス系

ﾞ料機能系
95

機械工学科
計測系

@構系
Gネルギー系

185

電気電子工学
ﾈ

機能電子系
Gネルギーデザイン系

ﾊ信系

140

情報工学科
ネットワーク系

m能系
＜fィア系

165

建築・デザイ
桃H学科

建築系

fザイン系
80

都市社会工学

ﾈ
環境都市系

o営システム系
90

‖φ

学科 分野
入学
闊

生命・応用

ｻ学科

生命・物質化学

¥フトマテリアル
ﾂ境セラミックス

210

　　　層

ｨ理工学科
材料機能

棊p物理
105

電気・機械

H学科
電気電子

@械工学
200

情報工学科
ネットワーク

m能情報
＜fィア情報

145

社会工学科

建築・デザイン

ﾂ境都市
o営システム

150

【創造工学教育課程】

コ　ー　ス
入学
闊

材料・エネルギー

﨣�E社会
100
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再編イメージ図

改組前（平成27年度） 改組後（平成28年度）

生命・物質工学科 生命・応用化学科

環境材料工学科

機械工学科

物理工学科

電気電子工学科

高度工学教育課程

電気・機械工学科

情報工学科 情報工学科

建築・デザインエ学科

社会工学科

都市社会工学科

工学創成プログラム （廃止）
創造工学教育課程

一2一



　　　　　　　　　　　アドミッション・ポリシー

　名古屋工業大学では「ものづくり」，「ひとづくり」，「未来づくり」を教育・研究の理念・

目標に掲げ，100年にわたる伝統の上に新たな風を吹き込む努力を続けており，倫理

観に裏打ちされた人間性豊かな研究者・技術者及び新たな産業分野や価値の創出に貢

献できる専門技術者を育成しています。そこで，次のような学生を広く国内外から受

け入れています。

高度工学教育課程

　（高度工業教育課程とは，生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，情

　報工学科及び社会工学科の5学科の総称をさす。以下同様。）

　1　工学や科学技術に幅広く強い関心を持ち，その学習に特に必要となる数学と理

　　科の基礎学力をもつ人

　2　知的探究心が旺盛で，自ら新しい課題を見つけ挑戦し，ものやしくみを創造す

　　る意欲をもつ人

　3　将来は研究者・技術者として，自然との共生の上に人類の幸福に貢献する意欲

　　をもつ人

創造工学教育課程

　1　工学や科学技術に幅広く強い関心を持ち，その学習に特に必要となる数学と理

　　科の基礎学力をもつ人

　2　知的探究心が旺盛で，自ら新しい課題を見つけ挑戦し，ものやしくみを創造す

　　る意欲をもつ人

　3　将来は研究者・技術者として，自然との共生の上に人類の幸福に貢献する意欲

　　をもつ人

　4　他者と意見を交わすことのできるコミュニケーションカをもつ人

入学者選抜の基本方針
《大学入試センター試験を課さない推薦入試》

　高度工学教育課程

　　高校での学習成績が優秀であり，出身学校長が責任をもって推薦できる学生を対

　象に，提出書類，数学・理科の筆記試験及び試問を含む面接での評点を総合して選

　抜します。

創造工学教育課程

　高校での学習成績が優秀であり，出身学校長が責任をもって推薦できる学生を対

象に，提出書類数学・理科・英語の筆記試験及び試問を含む面接での評点を総合

して選抜します。

　特に面接は，幅広い工学や科学技術への関心，新たなことを創造する意欲並び

にコミュニケーションカを問うためグループディスカッションを取り入れた内容を

課します。
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工学部第一部推薦入試　学生募集要項

1　募集学科等及び募集人員

課程・学科・コース・分野 募集人員

電気・機械工学科 女子　20
高教

x育
H課
w程

環境都市分野 3

社会工学科
経営システム分野 3

材料・エネルギーコース 24創教

｢育
H課
w程 情報・社会コース 16

2　出願資格
課程・学科・コース・分野

高

度

工

学

教

育

課

程

創教
造育
工課
学程

電気・機械工学科

社会工学科
環境都市分野

経営システム分野

材料・エネルギーコース

情報・社会コース

出　願　要　件

次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

　高等学校又は申等教育学校を，平成28年3月卒業

見込みの女子のうち，電気電子工学又は機械工学の

分野に強い関心と意欲を持つ者で，高等学校におけ

る数学（数1，数H，数A，数B）及び理科（物理基礎

物理）のそれぞれの評定平均値が3．5以上に属する

者。ただし，数皿については，履修又は履修見込み

であること。

次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

　高等学校又は中等教育学校の普通科，理数に関する

学科，専門学科又は総合学科を，平成28年3月卒業見

込みの者のうち，高等学校における学習成績概評がA

又はBに属する者。

注1：国公立大学（独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除く。）の推薦入試（大学入

　　　試センター試験を課す場合，課さない場合を含む。）へ出願することができるのは，1つの大学・

　　　学部に限られています。

注2：「創造工学教育課程」に各学校等から推薦できる人数は，4人以内（各コース2人以内）とする。

3　出願期間
平成27年11月2日（月｝～11月5日休）まで

なお，11月5日㈱までの消印のあるものは受け付けます。
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4　出願手続
（1）出願書類等の提出

　　入学志願者は，次の書類を取りそろえ，市販の封筒（角形2号，縦33cm×横24cm）を用い，

　封筒表面に「工学部第一部推薦入試（大学入試センター試験を課さない）願書在中」と記入の上，

　書留速達で郵送（宛先は，13ページの「13　問い合わせ先」）してください。

（2）出願書類等

出　願　書　類 注　　意　　事　　項

①
入学願書・写真票・受験票

i本学所定の用紙）

16ページの「入学願書等記入上の注意」を熟読して記入し

ﾄください。

②
推薦書

i本学所定の用紙）

出身学校長が作成し，厳封したもの。

u本学所定の用紙」は，本学HP（http：／／wwwnitechac

鰍吹^examination／sokuhou／indexhtml）からダウンロード

ﾂ能です。

③ 調査書

出身学校長が作成し，厳封したもの。

u電気・機械工学科」に出願する場合，数皿の評定が未定の

鼾№ﾍ，備考欄に履修状況を記入すること。

④
エントリーカード

i本学所定の用紙）
志願者が自筆で記入してください。

⑤ 検定料

17，000円

汳阯ｿは，14ページの「検定料の払込方法」を参照の上，

艪､ちょ銀行・郵便局の窓口又は，コンビニエンスストア

ﾅ払い込んでください。

⑥
連絡用シール

i本学所定の用紙）

郵便番号，住所及び氏名を記入してください。

Z所は，入学願書に記載してある「本人の受信場所」と同

黷ﾌ住所を記入してください。

（3）注意事項

　①記入にあたっては，各票とも黒のインク又はボールペン（消える筆記具は不可）を使用し，

　　かい書で明瞭に記入してください。記入ミスをした場合は，ミスをした箇所に二重線を引き，

　　余白に正しく記入してください（訂正印は不要です。）。

　②出願書類等に不備がある場合は，受理しません。

　③　出願書類の受理後は，出願事項の変更を認めません。

　④提出された出願書類等は，返還しません。

　⑤検定料については，「6入学者選抜方法」の第1次選考で不合格となった者には，本人か

　　らの申出（申出期限：平成28年3月31日休）まで）により，後日13，000円を返還します。

　⑥出願書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は，入学後でも入学を取り消すことがあり

　　ます。

一5一



⑦本学入学者選抜に用いた個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護

　に関する法律」に基づいて，次のとおり取り扱います。

　ア　今後の入学者選抜に係る調査・研究のために利用します。

　イ　入学者選抜及び上記アの利用に当たっては，守秘義務等を締結した業者（以下「業者」と

　　いう。）に一部を委託する場合があります。

　　　この場合，この業者に対して委託した業務の範囲内で，個人情報を提供します。

　ウ　国公立大学の一般入試における合格発表業務を円滑に行うため，推薦入試の合格及び入学

　　手続等に関する個人情報（氏名及び大学入試センター受験番号に限る。）を，独立行政法人

　　大学入試センター及び併願先の国公立大学に送達します。

　工　入学者については，入学者選抜に用いた個人情報を学籍等の教務関係及び学生支援関係に

　　関する業務を行うため利用します。

5　障害を有する入学志願者との事前相談

　本学に入学を志願する者で，学校教育法施行令第22条の3に定める障害のある者又はその他の

障害がある者で，受験上及び修学上の配慮を必要とする者は，出願の前に，下記により相談してく

ださい。

（1）相談の時期及び方法

　　平成27年10月9日園までに相談する内容を文書，電話FAX，　Eメールのいずれかで連絡し

　てください。必要な場合は，本学において志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等と

　の面談等を行います。

（2）連絡先

　　13ページの「13　問い合わせ先」にお願いします。

6　入学者選抜方法

（1｝［高度工学教育課程］　電気・機械工学科

電気・機械工学科における女子の推薦入試実施の趣旨

　従来，ややもすれば女性に敬遠されがちであったものづくりの現場も，現在では快適

な職場環境へと変わりつつあります。近年の労働環境および社会環境の変化を背景とし

て，最先端の技術開発や感性が重視される製品開発など様々な場面で，女性が活躍でき

る場は今後ますます拡大していくとともに，男性技術者に偏りがちであった電気・機械

工学の分野への女性の進出に対する期待が高くなっています。

　電気・機械工学の分野では，様々な製品や設備に関わるハードウェアの設計・製造技

術の高度化に加えて，コンピュータを用いた数値解析，シミュレーション，CAD（コ

ンピュータを利用したデザイン）などのソフトウェア技術や，電気・機械システムの情

報化と知能化が著しく進歩しています。さらに，人間と環境との調和を考えた統合化技

術，エネルギーと情報がネットワークで調和した高度情報化技術，安心・安全社会を実

現する技術イノベーションなども重視されてきています。
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　本学第一部電気・機械工学科では，このような社会的要請に応えられる女性研究者や

技術者を育成することを目的として，電気電子工学および機械工学の分野に強い関心と

勉学の意欲を持つ女子学生に対して，推薦入試制度を設けています。

　本推薦入試の選抜にあたっては，次の3項目を受入方針としています。

　　自然科学分野の基礎知識の正確な理解ができている

　　論理的思考にもとついた問題解決ができ，その考えを自身の言葉で表現できる

　　電気電子分野あるいは機械工学分野の専門家として社会や産業の発展に貢献する

　　意欲を持つ

さらに，学習に熱意を持って取り組み，これらの能力を伸ばすとともに，学修目標や卒

業後の進路など（キャリアパス）をイメージすることができる個性豊かな女子学生を広

く募集します。

　入学者の選抜は，第1次選考，第2次選考の結果を総合して判定します。本学が指定するすべて

の筆記試験及び面接を受験しなければなりません。大学入試センター試験と個別学力検査を免除し

ます。

　なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

①第1次選考（書類選考）

　　推薦書，調査書及びエントリーカードにより選考します。選考の結果は，平成27年11月13日

　圏に本人及び出身学校長あてに通知します。

②　第2次選考（筆記試験及び面接）

　　第1次選考合格者に対して，筆記試験及び面接を実施します。

　ア　筆記試験

　　　筆記試験では，数学，理科（物理）の基礎学力を問います。

　　（ア）実施日

　　　　平成27年11月25日㈱

　　ぽ）試験教科・科目，試験時間

試験教科・科目 試験時間

数学・理科（物理必須） 9：30～10：50（80分）

（ウ）出題範囲

教　科 科　目　名　等

数　学

数1，数H，数皿から出題

狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題

狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題

理　科 「物理基礎・物理」から出題
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イ　面　　接

　（ア）実施日時

　　　平成27年11月25日㈱　13：15～

　（イ）評価内容

電気・機械工学への欄心の高さ」，「意欲」，

ついて評価する。

ウ　筆記試験及び面接会場

　　名古屋工業大学（裏表紙「交通案内」参照）で実施します。

　　なお，会場の詳細は，第1次選考の結果通知の際にお知らせします。

（2｝［高度工学教育課程］　社会工学科（環境都市分野，経営システム分野）

　　入学者の選抜は，第1次選考，第2次選考の結果を総合して判定します。本学が指定するすべ

　ての筆記試験及び面接を受験しなければなりません。大学入試センター試験と個別学力検査を免

　除します。

　　なお，総合判定は，A，　B，Cの3段階で行います。

①　第1次選考（書類選考）

　　推薦書，調査書及びエントリーカードにより選考します。選考の結果は，平成27年11月］3日

　閨に本人及び出身学校長あてに通知します。

②　第2次選考（筆記試験及び面接）

　　第1次選考合格者に対して，筆記試験及び面接を実施します。

　ア　筆記試験

　　　筆記試験では，数学，理科（物理又は化学）の基礎学力を問います。

　　（ア）実施日

　　　　平成27年11月25日依）

　　（イ）分野，試験教科・科目，試験時間

分　　野 試験教科・科目 試験時間

環境都市分野 数学・理科（物理必須）

経営システム分野 数学・理科（物理又は化学）

9：30～10：50（80分）
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（ウ）出題範囲

教　科 科　目　名　等

数　学

数1，数H，i数］田から出題

狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題

狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題

物　理 「物理基礎・物理」から出題

理　科
化　学 「化学基礎・化学」から出題

イ　面　　接

　（ア）実施日時

　　　平成27年11月25日困13：15～

　（イ）評価内容

分　　野 評　価　内　容

環境都市分野

経営システム分野

社会工学への「関心の高さ」，「意欲」及び「チームワーク」，「リーダーシップ性」などについて評価する。

ウ　筆記試験及び面接会場

　　名古屋工業大学（裏表紙「交通案内」参照）で実施します。

　　なお，会場の詳細は，第1次選考の結果通知の際にお知らせします。

（3｝［創造工学教育課程］　材料・エネルギーコース，情報・社会コース

　　入学者の選抜は，第1次選考，第2次選考の結果を総合して判定します。本学が指定するすべ

　ての筆記試験及び面接を受験しなければなりません。大学入試センター試験と個別学力検査を免

　除します。

　　なお，総合判定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

①　第1次選考（書類選考）

　　推薦書，調査書及びエントリーカードにより選考します。選考の結果は，平成27年11月13B

　園に本人及び出身学校長あてに通知します。

②第2次選考（筆記試験及び面接）

　　第1次選考合格者に対して，筆記試験及び面接を実施します。

　ア　筆記試験

　　　筆記試験では，数学，理科（物理又は化学），英語の基礎学力を問います。
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（ア）実施日

　　平成27年11月25日㈹

（イ）試験教科・科目，試験時間

試験教科・科目 試験時間

数学・理科（物理又は化学）・英語 9：30～11：10（100分）

（ウ）出題範囲

教　科 科　昌　名　等

数　学

数1，数丑，数皿から出題

狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題

狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題

物　理 「物理基礎・物理」から出題

理　科

化　学 「化学基礎・化学」から出題

英　語
コミュニケーション英語1，コミュニケーション英語H，コミュ

jケーション英語皿，英語表現1，英語表現Hを併せて出題

イ　面接（集団面接）

　（ア）実施日時

　　　平成27年11月25日㈹13：15～

　（イ）評価内容

工学への「関心の高さ」，「意欲」及び「チームワーク」，「リーダーシップ性」

などについて評価する。

ウ　筆記試験及び面接会場

　　名古屋工業大学（裏表紙「交通案内」参照）で実施します。

　　なお，会場の詳細は，第1次選考の結果通知の際にお知らせします。

7　合格者発表

　平成27年12月4日翻10：00，本学ホームページ（http：／／wwwnitechacjp／）上に合格者の受

験番号を掲載するとともに，判定結果は，郵便で本人及び出身学校長に通知します。

　なお，電話による問い合わせには一切応じません。

　また，受験票は入学手続時に必要なため，それまで必ず保管してください。
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8　入学手続
　合格者（又は代理人）は，次の日時に入学手続を行ってください。

　なお，合格通知に同封の「入学手続要領」に基づき，郵送による入学手続を認めます。

（1）入学手続日時

平成27年12月18日困 900～1200

（2）入学手続会場

　　名古屋工業大学　入試室

（3）合格者が前記日時に入学手続を行わなかった場合，本学への入学を辞退したものとして扱い

　ます。したがって，本学の推薦入試合格者としての権利を消失したものとします。

（4）合格者は，本学又は他の国公立大学の個別学力検査等を受験してもその合格者とはなりませ

　ん。ただし，特別な事由により，平成28年2月17日㈹16：00までに出身学校長を経由して入学

　辞退願を提出し，本学において認められた者は除きます。

（5）入学手続完了者であっても平成28年3月に高等学校等を卒業できない者は，入学を許可しません。

9　入学手続時に必要な経費等

（1）経　　費

入 学 料 282，000円（予定額）

授 業 料 年額 535・8・・円（予定額） o嶽 267，900円

Q67，900円

注意事項

①　入学料及び授業料については，入学時及び在学中に改定が行われた場合には，新入学料及び

　新授業料が適用されます。

②授業料は，希望により前期分を納入の際に後期分も併せて納入できる制度があります。

③授業料（前期分）を入学手続時に納入しない場合は，平成28年4月1日翻から4月28日㈱

　までに納入してください。

④既納の入学料及び授業料は，返還しません。ただし，授業料については，入学手続完了者が

　平成28年3月31日休）までに入学を辞退した場合には，納入した者の申出により当該授業料相

　当額は後日返還します。

⑤　入学料及び授業料については，徴収猶予又は免除の制度があります。
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（2）入学手続に要する書類等

書　　　類 注　意　事　項

①
平成28年度センター試験成績請求票

u［i匡匿］国公立推薦入試用」
提出してください。

② 本学受験票 必ず提出してください。

③ 入学手続関係書類 合格通知に同封します。

10　入学前教育の実施について

　合格者には，入学までの期間を有意義に過ごしてもらうために，入学前教育を行います。

　入学前教育説明会を入学手続日（12月18日鍋13：30～）に開催しますので，必ず出席してくだ

さい。入学前教育の詳細については，入学前教育説明会でお知らせします。費用は合格者本人の負

担となり，2万円程度を予定しています。

　なお，入学前教育にあたり，実施内容レベルの策定のため，平成28年度大学入試センター試

験（「一般入試」で指定する教科・科目）を受験していただき，その自己採点結果を提出していた

だきます。

11　不合格者の取扱い

　不合格者は，本学又は他の国公立大学等の個別学力検査を受験することができます。本学の個別

　学力検査（一般入試）を受験する場合は，次の事項に留意してください。

（1）本学が指定する大学入試センター試験の教科・科目（5教科・7科目）を受験してください。

（2）「平成28年度名古屋工業大学工学部第一部（第二部）学生募集要項」により改めて出願手続を

　してください。

12入試情報
　平成28年度推薦入試に係る入試情報は，次の内容を開示します。

（1）出願状況等

　　志願者数，受験者数，合格者数，入学者数を本学ホームページで提供します。

（2）試験成績

　①受験者本人の申請に基づき，次の事項を開示します。

　　　総合評定（A，B，C）

　　ただし，筆記試験又は面接を欠席し選抜の対象外となった場合は，開示されません。

　②　申請方法

　　　試験成績の開示を希望する志願者は，入学願書の「試験成績開示の希望の有無」欄に希望す

　　る旨を記入し，試験成績送付用封筒（市販の角型2号封筒に，郵便番号，住所及び氏名を明記し，

280円分の切手を貼付したもの）を出願書類に同封して請求してください。
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　　　　なお，出願時に試験成績開示を希望しない者は，出願後に試験成績開示を希望することは

　　　できません。

　　　　また，入学願書の「試験成績開示の希望の有無」欄に記入のない場合は，試験成績開示を

　　　希望しないものとして扱います。

　③　開示方法

　　　平成28年1月上旬に申請者本人へ郵送します。

（3）調査書

　①受験者本人の申請に基づき，「指導上参考となる諸事項」及び「備考」欄の記載を除いたも

　　のを閲覧する（コピー可）ことができます。

　②　申請方法等

　　ア　申請期間

　　　　平成27年12月7日（月）～12月24日㈱

　　イ　申請方法

　　　　本人が，本学受験票を持参し，入試室窓口で請求してください。

（4）平成28年度推薦入試筆記試験の問題及び正解・解答例

　　筆記試験の問題並びに正解・解答例又は出題の意図や評価のポイントを平成27年12月上旬に

　本学ホームページで開示します。

13　問い合わせ先

　　この学生募集要項に関する照会は，Eメール又は電話等で行ってください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　き　そちょう
　　　　　　　　〒466－8555　名古屋市昭和区御器所町

　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学　入試室

　　　　　　　　　　　　　　　　電　　 言舌　052（735）5083

　　　　　　　　　　　　　　　　FAXO52（735）5084

　　　　　　　　　　　　　　　　Eメール　n比nyushi＠adm．nitecEacjp
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JR東海

地下鉄

市バス

本学への交通案内
中央本線

鶴舞線（上小田井←一→赤池）

桜通線（中村区役所←→徳重）

匿③（栄一＿鯵う覧漸

鶴舞駅下車（名大病院ロから東へ約400m）

鶴舞駅下車（4番出ロから東へ約500m）

吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）

名大病院下車（東へ約200m）

注1：（栄18）は，市バスの系統番号

　2：バスの運行時間は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意してください。
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＝＝　　　　　　平成28年度　　　　（電気・機械工学科一女子）（社会工学科〈環境都市分野・経営システム分野〉）　　　　　　（創造工学教育課程）　　国立大学法人名古屋工業大学目次工学部第一部の学科改組について……・………・…・…………・……・・…………・…・…呼…1アドミッション・ポリシー……………・…・・…………’……・………………………・……3工学部第一部推薦入試　学生募集要項　　1　募集学科等及び募集人員…………………………………………………・…・・…4　　2　出願資格…………・・……・……・…・………・…………・……・・…………・・……・…4　　3　出願期間・・………………・………・………・・………・一……・……・………・…・…4　　4　出願手続………………・…………………………・…………………………・……5　　5　障害を有する入学志願者との事前相談…………・・……・……………・…・・……6　　6　入学者選抜方法　　　（1）［高度工学教育課程］電気・機械工学科……・・…………・………・・………・…6　　　（2）［高度工学教育課程］社会工学科（環境都市分野，経営システム分野）………8　　　（3）［創造工学教育課程］材料・エネルギーコース，情報・社会コース…………9　　7　合格者発表…………・・……・………・・………・………・…・……・…、…・…………・・10　　8　入学手続…………・…・…・………………………・・…………’……………・・…・…11　　9　入学手続時に必要な経費等……・…・………・……・’…………・…・………・……・且　　10　入学前教育の実施について………・・………・………………・・…………………・12　　U　不合格者の取扱い……・………・…・…………・・一…・………・・………・…………12　　12　入試情報…………・・…………・……・・…………・…………………・……・………・12　　13　問い合わせ先…・・………………………………・…・……………・・………………13検定料の払込方法……・…・………・…・…・…………・・………………・・…・・……………・…14入学願書等記入上の注意…・・……………・………・・………・…’……・………・……………16本学への交通案内・…・……………・……………・・…・…………………………………裏表紙この冊子には，次の書類が綴じ込んであります。1　入学願書等　　　2　検定料払込書4　エントリーカード　　　5　連絡用シール3　推　　薦　　書　　　　　　　　　　　工学部第一部の学科改組について　名古屋工業大学工学部第一部では，既存の教育システムを見直し，教育研究の一層の充実を図る観点から，平成28年4月に，次世代の技術者・研究者を育てるべく新たに6年一貫の教育課程を開設するとともに，下記のとおり，従来の学科を再編します。　【高度工学教育課程】では，1つの工学分野に関する専門知識と研究方法を理解し，基盤産業で活躍することのできる中核的技術者を育成します。　【創造工学教育課程】では，1つの専門分野を中心に幅広い知識と価値創造の能力を持ち，新たな技術や価値の創出に貢献する専門的技術者を育成します。記改組前（平成27年度）改組後（平成28年度）【高度工学教育課程】学科プログラム入学闊生命・物質工w科物質化学系ｶ物生命系ｶ体材料系155環境材料工学ﾈセラミックス系ﾞ料機能系95機械工学科計測系@構系Gネルギー系185電気電子工学ﾈ機能電子系Gネルギーデザイン系ﾊ信系140情報工学科ネットワーク系m能系＜fィア系165建築・デザイ桃H学科建築系fザイン系80都市社会工学ﾈ環境都市系o営システム系90‖φ学科分野入学闊生命・応用ｻ学科生命・物質化学\フトマテリアルﾂ境セラミックス210　　　層ｨ理工学科材料機能棊p物理105電気・機械H学科電気電子@械工学200情報工学科ネットワークm能情報＜fィア情報145社会工学科建築・デザインﾂ境都市o営システム150【創造工学教育課程】コ　ー　ス入学闊材料・エネルギー�ｱ�・社会100一1一再編イメージ図改組前（平成27年度）改組後（平成28年度）生命・物質工学科生命・応用化学科環境材料工学科機械工学科物理工学科電気電子工学科高度工学教育課程電気・機械工学科情報工学科情報工学科建築・デザインエ学科社会工学科都市社会工学科工学創成プログラム（廃止）創造工学教育課程一2一　　　　　　　　　　　アドミッション・ポリシー　名古屋工業大学では「ものづくり」，「ひとづくり」，「未来づくり」を教育・研究の理念・目標に掲げ，100年にわたる伝統の上に新たな風を吹き込む努力を続けており，倫理観に裏打ちされた人間性豊かな研究者・技術者及び新たな産業分野や価値の創出に貢献できる専門技術者を育成しています。そこで，次のような学生を広く国内外から受け入れています。高度工学教育課程　（高度工業教育課程とは，生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，情　報工学科及び社会工学科の5学科の総称をさす。以下同様。）　1　工学や科学技術に幅広く強い関心を持ち，その学習に特に必要となる数学と理　　科の基礎学力をもつ人　2　知的探究心が旺盛で，自ら新しい課題を見つけ挑戦し，ものやしくみを創造す　　る意欲をもつ人　3　将来は研究者・技術者として，自然との共生の上に人類の幸福に貢献する意欲　　をもつ人創造工学教育課程　1　工学や科学技術に幅広く強い関心を持ち，その学習に特に必要となる数学と理　　科の基礎学力をもつ人　2　知的探究心が旺盛で，自ら新しい課題を見つけ挑戦し，ものやしくみを創造す　　る意欲をもつ人　3　将来は研究者・技術者として，自然との共生の上に人類の幸福に貢献する意欲　　をもつ人　4　他者と意見を交わすことのできるコミュニケーションカをもつ人入学者選抜の基本方針《大学入試センター試験を課さない推薦入試》　高度工学教育課程　　高校での学習成績が優秀であり，出身学校長が責任をもって推薦できる学生を対　象に，提出書類，数学・理科の筆記試験及び試問を含む面接での評点を総合して選　抜します。創造工学教育課程　高校での学習成績が優秀であり，出身学校長が責任をもって推薦できる学生を対象に，提出書類数学・理科・英語の筆記試験及び試問を含む面接での評点を総合して選抜します。　特に面接は，幅広い工学や科学技術への関心，新たなことを創造する意欲並びにコミュニケーションカを問うためグループディスカッションを取り入れた内容を課します。一3一工学部第一部推薦入試　学生募集要項1　募集学科等及び募集人員課程・学科・コース・分野募集人員電気・機械工学科女子　20高教x育H課w程環境都市分野3社会工学科経営システム分野3材料・エネルギーコース24創教｢育H課w程情報・社会コース162　出願資格課程・学科・コース・分野高度工学教育課程創教造育工課学程電気・機械工学科社会工学科環境都市分野経営システム分野材料・エネルギーコース情報・社会コース出　願　要　件次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者　高等学校又は申等教育学校を，平成28年3月卒業見込みの女子のうち，電気電子工学又は機械工学の分野に強い関心と意欲を持つ者で，高等学校における数学（数1，数H，数A，数B）及び理科（物理基礎物理）のそれぞれの評定平均値が3．5以上に属する者。ただし，数皿については，履修又は履修見込みであること。次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者　高等学校又は中等教育学校の普通科，理数に関する学科，専門学科又は総合学科を，平成28年3月卒業見込みの者のうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属する者。注1：国公立大学（独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除く。）の推薦入試（大学入　　　試センター試験を課す場合，課さない場合を含む。）へ出願することができるのは，1つの大学・　　　学部に限られています。注2：「創造工学教育課程」に各学校等から推薦できる人数は，4人以内（各コース2人以内）とする。3　出願期間平成27年11月2日（月｝〜11月5日休）までなお，11月5日�鰍ﾜでの消印のあるものは受け付けます。一4一4　出願手続（1）出願書類等の提出　　入学志願者は，次の書類を取りそろえ，市販の封筒（角形2号，縦33cm×横24cm）を用い，　封筒表面に「工学部第一部推薦入試（大学入試センター試験を課さない）願書在中」と記入の上，　書留速達で郵送（宛先は，13ページの「13　問い合わせ先」）してください。（2）出願書類等出　願　書　類注　　意　　事　　項�@入学願書・写真票・受験票i本学所定の用紙）16ページの「入学願書等記入上の注意」を熟読して記入しﾄください。�A推薦書i本学所定の用紙）出身学校長が作成し，厳封したもの。u本学所定の用紙」は，本学HP（http：／／wwwnitechac鰍吹^examination／sokuhou／indexhtml）からダウンロードﾂ能です。�B調査書出身学校長が作成し，厳封したもの。u電気・機械工学科」に出願する場合，数皿の評定が未定の鼾�は，備考欄に履修状況を記入すること。�Cエントリーカードi本学所定の用紙）志願者が自筆で記入してください。�D検定料17，000円汳阯ｿは，14ページの「検定料の払込方法」を参照の上，艪､ちょ銀行・郵便局の窓口又は，コンビニエンスストアﾅ払い込んでください。�E連絡用シールi本学所定の用紙）郵便番号，住所及び氏名を記入してください。Z所は，入学願書に記載してある「本人の受信場所」と同黷ﾌ住所を記入してください。（3）注意事項　�@記入にあたっては，各票とも黒のインク又はボールペン（消える筆記具は不可）を使用し，　　かい書で明瞭に記入してください。記入ミスをした場合は，ミスをした箇所に二重線を引き，　　余白に正しく記入してください（訂正印は不要です。）。　�A出願書類等に不備がある場合は，受理しません。　�B　出願書類の受理後は，出願事項の変更を認めません。　�C提出された出願書類等は，返還しません。　�D検定料については，「6入学者選抜方法」の第1次選考で不合格となった者には，本人か　　らの申出（申出期限：平成28年3月31日休）まで）により，後日13，000円を返還します。　�E出願書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は，入学後でも入学を取り消すことがあり　　ます。一5一�F本学入学者選抜に用いた個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護　に関する法律」に基づいて，次のとおり取り扱います。　ア　今後の入学者選抜に係る調査・研究のために利用します。　イ　入学者選抜及び上記アの利用に当たっては，守秘義務等を締結した業者（以下「業者」と　　いう。）に一部を委託する場合があります。　　　この場合，この業者に対して委託した業務の範囲内で，個人情報を提供します。　ウ　国公立大学の一般入試における合格発表業務を円滑に行うため，推薦入試の合格及び入学　　手続等に関する個人情報（氏名及び大学入試センター受験番号に限る。）を，独立行政法人　　大学入試センター及び併願先の国公立大学に送達します。　工　入学者については，入学者選抜に用いた個人情報を学籍等の教務関係及び学生支援関係に　　関する業務を行うため利用します。5　障害を有する入学志願者との事前相談　本学に入学を志願する者で，学校教育法施行令第22条の3に定める障害のある者又はその他の障害がある者で，受験上及び修学上の配慮を必要とする者は，出願の前に，下記により相談してください。（1）相談の時期及び方法　　平成27年10月9日園までに相談する内容を文書，電話FAX，　Eメールのいずれかで連絡し　てください。必要な場合は，本学において志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等と　の面談等を行います。（2）連絡先　　13ページの「13　問い合わせ先」にお願いします。6　入学者選抜方法（1｝［高度工学教育課程］　電気・機械工学科電気・機械工学科における女子の推薦入試実施の趣旨　従来，ややもすれば女性に敬遠されがちであったものづくりの現場も，現在では快適な職場環境へと変わりつつあります。近年の労働環境および社会環境の変化を背景として，最先端の技術開発や感性が重視される製品開発など様々な場面で，女性が活躍できる場は今後ますます拡大していくとともに，男性技術者に偏りがちであった電気・機械工学の分野への女性の進出に対する期待が高くなっています。　電気・機械工学の分野では，様々な製品や設備に関わるハードウェアの設計・製造技術の高度化に加えて，コンピュータを用いた数値解析，シミュレーション，CAD（コンピュータを利用したデザイン）などのソフトウェア技術や，電気・機械システムの情報化と知能化が著しく進歩しています。さらに，人間と環境との調和を考えた統合化技術，エネルギーと情報がネットワークで調和した高度情報化技術，安心・安全社会を実現する技術イノベーションなども重視されてきています。一6一　本学第一部電気・機械工学科では，このような社会的要請に応えられる女性研究者や技術者を育成することを目的として，電気電子工学および機械工学の分野に強い関心と勉学の意欲を持つ女子学生に対して，推薦入試制度を設けています。　本推薦入試の選抜にあたっては，次の3項目を受入方針としています。　　自然科学分野の基礎知識の正確な理解ができている　　論理的思考にもとついた問題解決ができ，その考えを自身の言葉で表現できる　　電気電子分野あるいは機械工学分野の専門家として社会や産業の発展に貢献する　　意欲を持つさらに，学習に熱意を持って取り組み，これらの能力を伸ばすとともに，学修目標や卒業後の進路など（キャリアパス）をイメージすることができる個性豊かな女子学生を広く募集します。　入学者の選抜は，第1次選考，第2次選考の結果を総合して判定します。本学が指定するすべての筆記試験及び面接を受験しなければなりません。大学入試センター試験と個別学力検査を免除します。　なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。�@第1次選考（書類選考）　　推薦書，調査書及びエントリーカードにより選考します。選考の結果は，平成27年11月13日　圏に本人及び出身学校長あてに通知します。�A　第2次選考（筆記試験及び面接）　　第1次選考合格者に対して，筆記試験及び面接を実施します。　ア　筆記試験　　　筆記試験では，数学，理科（物理）の基礎学力を問います。　　（ア）実施日　　　　平成27年11月25日�梶@　ぽ）試験教科・科目，試験時間試験教科・科目試験時間数学・理科（物理必須）9：30〜10：50（80分）（ウ）出題範囲教　科科　目　名　等数　学数1，数H，数皿から出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題理　科「物理基礎・物理」から出題一7一イ　面　　接　（ア）実施日時　　　平成27年11月25日�梶@13：15〜　（イ）評価内容電気・機械工学への欄心の高さ」，「意欲」，ついて評価する。ウ　筆記試験及び面接会場　　名古屋工業大学（裏表紙「交通案内」参照）で実施します。　　なお，会場の詳細は，第1次選考の結果通知の際にお知らせします。（2｝［高度工学教育課程］　社会工学科（環境都市分野，経営システム分野）　　入学者の選抜は，第1次選考，第2次選考の結果を総合して判定します。本学が指定するすべ　ての筆記試験及び面接を受験しなければなりません。大学入試センター試験と個別学力検査を免　除します。　　なお，総合判定は，A，　B，Cの3段階で行います。�@　第1次選考（書類選考）　　推薦書，調査書及びエントリーカードにより選考します。選考の結果は，平成27年11月］3日　閨に本人及び出身学校長あてに通知します。�A　第2次選考（筆記試験及び面接）　　第1次選考合格者に対して，筆記試験及び面接を実施します。　ア　筆記試験　　　筆記試験では，数学，理科（物理又は化学）の基礎学力を問います。　　（ア）実施日　　　　平成27年11月25日依）　　（イ）分野，試験教科・科目，試験時間分　　野試験教科・科目試験時間環境都市分野数学・理科（物理必須）経営システム分野数学・理科（物理又は化学）9：30〜10：50（80分）一8一（ウ）出題範囲教　科科　目　名　等数　学数1，数H，i数］田から出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題物　理「物理基礎・物理」から出題理　科化　学「化学基礎・化学」から出題イ　面　　接　（ア）実施日時　　　平成27年11月25日困13：15〜　（イ）評価内容分　　野評　価　内　容環境都市分野経営システム分野社会工学への「関心の高さ」，「意欲」及び「チームワーク」，「リーダーシップ性」などについて評価する。ウ　筆記試験及び面接会場　　名古屋工業大学（裏表紙「交通案内」参照）で実施します。　　なお，会場の詳細は，第1次選考の結果通知の際にお知らせします。（3｝［創造工学教育課程］　材料・エネルギーコース，情報・社会コース　　入学者の選抜は，第1次選考，第2次選考の結果を総合して判定します。本学が指定するすべ　ての筆記試験及び面接を受験しなければなりません。大学入試センター試験と個別学力検査を免　除します。　　なお，総合判定は，A，　B，　Cの3段階で行います。�@　第1次選考（書類選考）　　推薦書，調査書及びエントリーカードにより選考します。選考の結果は，平成27年11月13B　園に本人及び出身学校長あてに通知します。�A第2次選考（筆記試験及び面接）　　第1次選考合格者に対して，筆記試験及び面接を実施します。　ア　筆記試験　　　筆記試験では，数学，理科（物理又は化学），英語の基礎学力を問います。一9一（ア）実施日　　平成27年11月25日�戟iイ）試験教科・科目，試験時間試験教科・科目試験時間数学・理科（物理又は化学）・英語9：30〜11：10（100分）（ウ）出題範囲教　科科　昌　名　等数　学数1，数丑，数皿から出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題物　理「物理基礎・物理」から出題理　科化　学「化学基礎・化学」から出題英　語コミュニケーション英語1，コミュニケーション英語H，コミュjケーション英語皿，英語表現1，英語表現Hを併せて出題イ　面接（集団面接）　（ア）実施日時　　　平成27年11月25日��13：15〜　（イ）評価内容工学への「関心の高さ」，「意欲」及び「チームワーク」，「リーダーシップ性」などについて評価する。ウ　筆記試験及び面接会場　　名古屋工業大学（裏表紙「交通案内」参照）で実施します。　　なお，会場の詳細は，第1次選考の結果通知の際にお知らせします。7　合格者発表　平成27年12月4日翻10：00，本学ホームページ（http：／／wwwnitechacjp／）上に合格者の受験番号を掲載するとともに，判定結果は，郵便で本人及び出身学校長に通知します。　なお，電話による問い合わせには一切応じません。　また，受験票は入学手続時に必要なため，それまで必ず保管してください。一10一8　入学手続　合格者（又は代理人）は，次の日時に入学手続を行ってください。　なお，合格通知に同封の「入学手続要領」に基づき，郵送による入学手続を認めます。（1）入学手続日時平成27年12月18日困900〜1200（2）入学手続会場　　名古屋工業大学　入試室（3）合格者が前記日時に入学手続を行わなかった場合，本学への入学を辞退したものとして扱い　ます。したがって，本学の推薦入試合格者としての権利を消失したものとします。（4）合格者は，本学又は他の国公立大学の個別学力検査等を受験してもその合格者とはなりませ　ん。ただし，特別な事由により，平成28年2月17日��16：00までに出身学校長を経由して入学　辞退願を提出し，本学において認められた者は除きます。（5）入学手続完了者であっても平成28年3月に高等学校等を卒業できない者は，入学を許可しません。9　入学手続時に必要な経費等（1）経　　費入学料282，000円（予定額）授業料年額535・8・・円（予定額）o嶽267，900円Q67，900円注意事項�@　入学料及び授業料については，入学時及び在学中に改定が行われた場合には，新入学料及び　新授業料が適用されます。�A授業料は，希望により前期分を納入の際に後期分も併せて納入できる制度があります。�B授業料（前期分）を入学手続時に納入しない場合は，平成28年4月1日翻から4月28日�梶@までに納入してください。�C既納の入学料及び授業料は，返還しません。ただし，授業料については，入学手続完了者が　平成28年3月31日休）までに入学を辞退した場合には，納入した者の申出により当該授業料相　当額は後日返還します。�D　入学料及び授業料については，徴収猶予又は免除の制度があります。一11一（2）入学手続に要する書類等書　　　類注　意　事　項�@平成28年度センター試験成績請求票u［i匡匿］国公立推薦入試用」提出してください。�A本学受験票必ず提出してください。�B入学手続関係書類合格通知に同封します。10　入学前教育の実施について　合格者には，入学までの期間を有意義に過ごしてもらうために，入学前教育を行います。　入学前教育説明会を入学手続日（12月18日鍋13：30〜）に開催しますので，必ず出席してください。入学前教育の詳細については，入学前教育説明会でお知らせします。費用は合格者本人の負担となり，2万円程度を予定しています。　なお，入学前教育にあたり，実施内容レベルの策定のため，平成28年度大学入試センター試験（「一般入試」で指定する教科・科目）を受験していただき，その自己採点結果を提出していただきます。11　不合格者の取扱い　不合格者は，本学又は他の国公立大学等の個別学力検査を受験することができます。本学の個別　学力検査（一般入試）を受験する場合は，次の事項に留意してください。（1）本学が指定する大学入試センター試験の教科・科目（5教科・7科目）を受験してください。（2）「平成28年度名古屋工業大学工学部第一部（第二部）学生募集要項」により改めて出願手続を　してください。12入試情報　平成28年度推薦入試に係る入試情報は，次の内容を開示します。（1）出願状況等　　志願者数，受験者数，合格者数，入学者数を本学ホームページで提供します。（2）試験成績　�@受験者本人の申請に基づき，次の事項を開示します。　　　総合評定（A，B，C）　　ただし，筆記試験又は面接を欠席し選抜の対象外となった場合は，開示されません。　�A　申請方法　　　試験成績の開示を希望する志願者は，入学願書の「試験成績開示の希望の有無」欄に希望す　　る旨を記入し，試験成績送付用封筒（市販の角型2号封筒に，郵便番号，住所及び氏名を明記し，280円分の切手を貼付したもの）を出願書類に同封して請求してください。一12一　　　　なお，出願時に試験成績開示を希望しない者は，出願後に試験成績開示を希望することは　　　できません。　　　　また，入学願書の「試験成績開示の希望の有無」欄に記入のない場合は，試験成績開示を　　　希望しないものとして扱います。　�B　開示方法　　　平成28年1月上旬に申請者本人へ郵送します。（3）調査書　�@受験者本人の申請に基づき，「指導上参考となる諸事項」及び「備考」欄の記載を除いたも　　のを閲覧する（コピー可）ことができます。　�A　申請方法等　　ア　申請期間　　　　平成27年12月7日（月）〜12月24日�梶@　イ　申請方法　　　　本人が，本学受験票を持参し，入試室窓口で請求してください。（4）平成28年度推薦入試筆記試験の問題及び正解・解答例　　筆記試験の問題並びに正解・解答例又は出題の意図や評価のポイントを平成27年12月上旬に　本学ホームページで開示します。13　問い合わせ先　　この学生募集要項に関する照会は，Eメール又は電話等で行ってください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　き　そちょう　　　　　　　　〒466−8555　名古屋市昭和区御器所町　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学　入試室　　　　　　　　　　　　　　　　電　　言舌　052（735）5083　　　　　　　　　　　　　　　　FAXO52（735）5084　　　　　　　　　　　　　　　　Eメール　n比nyushi＠adm．nitecEacjp一13一JR東海地下鉄市バス本学への交通案内中央本線鶴舞線（上小田井←一→赤池）桜通線（中村区役所←→徳重）匿�B（栄一＿鯵う覧漸鶴舞駅下車（名大病院ロから東へ約400m）鶴舞駅下車（4番出ロから東へ約500m）吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）名大病院下車（東へ約200m）注1：（栄18）は，市バスの系統番号　2：バスの運行時間は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意してください。憲輪　蹄欝。蟻　蔭該輸暢裕〆羅≧魏ノ．護。。。学・地蕊獣　　パ　　　　　　　ガ・＿…蝿蕉北山　ぺざ、◇轡校，磁圭加’ぺ声地下鉄眈ヒ駅タ�D番出ロ逮藷．謂名古屋工業大学入試室　　　　　　　ごき　そちょう名古屋市昭和区御器所町（〒466−8555）電話052（735）5083ホームページアドレスhttp：〃Www．nitech．ac．jp／表紙　本学創設の明治38年（1905年）当時に建設された　　　講堂内部正面図面騒酉■■闘

