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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　推　薦　書　　3　エントリーカード

4　検定料払込書　　　5　受験票送付用封筒　6　連絡用シール

7　試験成績請求用シール・郵便切手貼り付け台紙



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

　（高度工学教育課程とは，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っけ挑戦し，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す推薦入試》

　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，提出書類及び大学入試センター試験（5教科7科目）の成績を総合

　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，大学入試センター試験（5教科7科目）の成績及び面接

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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カリキュラム・ポリシー（教育理念）

　名古屋工業大学では，「『ものづくり』『ひとづくり』『未来づくり』を理念とし

て，将来にわたって人類の幸福や国際社会の福祉を達成する方向を示し，同時に

それに対応できる人材を育成する。」ことを教育理念としています。

　この実現のため，以下のような観点から，教育課程を編成しています。

高度工学教育課程

　1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養を身に付ける。

　2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい

　　生活につなぐ強い使命感，責任感，高い倫理観を身に付ける。

　3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力を身

　　に付ける。

　4　基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術と新たな知識・技術を習得する

　　能力を身に付ける。

創造工学教育課程

　1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養を身に付ける。

　2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい

　　生活につなぐ強い使命感，責任感，高い倫理観を身に付ける。

　3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力を身
　　にイ寸ける。

　4　基幹となる専門分野の基礎と他の分野の知識・技術を関連付ける能力を身

　　に付ける。

　5　技術を多面的に見るための手法・態度や技術革新の要素に関する基礎的知

　　識を身に付ける。

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）

高度工学教育課程

　名古屋工業大学学則で定める卒業認定の要件を満たすとともに，学士課程を通

じて修得すべき次の知識及び能力を有する者に学士の学位を授与します。

1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養

2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい

　生活につなぐ強い使命感，責任感，高い倫理観

3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力

4　基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術と新たな知識・技術を習得する

　能力
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創造工学教育課程

　名古屋工業大学学則で定める卒業認定の要件を満たすとともに，学士課程を通

じて，次の高度な知識及び能力を有し，これによって新たな産業分野や価値の創

出に貢献できる者に学士の学位を授与します。

1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養

2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい

　生活につなぐ強い使命感，責任感，高い倫理観

3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力

4　基幹となる専門分野の基礎と他の分野の知識・技術を関連付ける能力

5　技術を多面的に見るための手法・態度や技術革新の要素に関する基礎的知

　識

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

学　　科　　等 入学定員 募集人員

生命・応用化学科 210 20高教

x育
H課
w程

物理工学科 105 15

情報工学科 145 15

材料・エネルギーコース 9創教

｢育
H課
w程

情報・社会コース

100

6

注：推薦入試の入学手続者が募集人員に満たない場合，その欠員は一般入試の

　　募集人員に加えます。

2　出願資格

学　　科　　等 出　　　　願　　　　要　　　　件

高教

x育
H課
w程

生命・応用化学科

ｨ理工学科

﨣�H学科

材料・エネルギーコース

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（中等教育学校を含む。）を卒業した者又は平成29

N3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター試験

ﾌ本学が指定する下記の教科・科目を受験したもののうち，

s刳w校における学習成績概評がA又はBに属するもの。

創教

｢育
H課
w程

情報・社会コース

注　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，課さない場合を含めて）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。

　　※公立大学協会ホームページ（http：〃wwwkodaikyo．org／）参照

3　出願期間
　平成29年1月171ヨ㈹～1月20日⑧

　　なお，1月20日働までの消印のあるものは受け付けます。

4　大学入試センター試験の受験を要する教科・科目及び面接の配点

　（1）本学が指定する平成29年度大学入試センター試験の教科・科目及び配点は，次のとおりです。
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①生命・応用化学科を志願する者

教　　　科 科　目　名　等 配　点

国 国 100点

地歴，公民
世A，世B，日A，日B，地A，地B
ｻ社，倫，政経，倫・政経から1科目

50点

数 劃毅簿卵1科，　｝酬・科目 200点

理 物，化，生から2科目 200点
外 英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目 200点

〔5教科7科旬

②物理工学科を志願する者

教　　　科 科　目　名　等 配　点

国 国 100点

地歴，公民
世A，世B，日A，日B，地A，地B
ｻ社，倫，政経，倫・政経から1科目

50点

数 劃毅簿卵1科，　｝合計・棉 200点

理 物，化 200点

外 英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目 200点

〔5教科7科旬

③情報工学科を志願する者

教　　　科 科　目　名　等 配　点

国 国 200点

地歴，公民
世A，世B，日A，日13，地A，地B
ｻ社，倫，政経，倫・政経から1科目

100点

数 劃巖臓馳1科，　｝酬・科目 200点

理 ㌧柳科目　　　｝合計・科目 200点

外 英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目 200点

〔5教科7科目〕

④創造工学教育課程を志願する者

教　　　科 科　目　名　等 配　点

国 国 200点

地歴，公民
世A，世B，貝A，日B，地A，地B
ｻ社，倫，政経，倫・政経から1科目

100点

数 劃欝簿卵1科，　｝計科目 200点

理 物，化，生から2科目 200点

外 英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目 200点

〔5教科7科目〕
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注1：大学入試センター試験で，「地理歴史」及び「公民」から2科目を受験した者については，第

　　　1解答科目の得点を採用します。

注2　「簿記・会計」及び「情報関係基礎］を選択解答できる者は，高等学校若しくは中等教育学校

　　　においてこれらの科目を履修したもの及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程

　　　の修了（見込み）者に限ります。

（2）面接（創造工学教育課程のみ）

　　100点を満点とします。

5　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33Clll×横24Cln）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す）願書在中」と記入の上，書留

　　速達で郵送（宛先は，1｜ページ「情　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）

14ページの「入学願書等記入上の注意」を熟読して記入してく

ｾさい。

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：〃www．nitech．acjp／

examlnation／sokuhou／index．html）からダウンロード可能です。

ア　出身学校長が作成し，厳封したもの。

学習成績概評Aに属する志願者のうち，人物，学力ともに

優秀で高等学校長が責任をもって推薦できる者については，

「学習成績概評」欄に⑲と標示してください。

なお，この場合には「備考」欄にその理由を必ず明示して

ください（理由を明示しない場合は，⑲の扱いをしません。）。

イ　やむを得ない事由により出身学校長等の調査書が得られ

ない場合は，次によってください。

③ 調　　査　　書 （ア）廃校，被災，調査書の保存期限の経過，その他の事情

により出身高等学校長等の調査書が得られない場合は，卒

業証明書と単位修得証明書（単位修得証明書が得られない

場合は，成績通信簿の原本）をもってこれに代えることが

できます。

（イ）　志願者本人が被災等により上記（ア）の書類をも整え

られない場合は，出身学校所管の教育委員会，知事又は出

身高等学校長等が作成したこれに関する証明書を提出し

てください。

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。
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⑤ 検　　定　　料

17，000円
汳阯ｿは，辺ページの「検定料の払込方法」を参照の上，ゆう

ｿょ銀行・郵便局の窓口又は，コンビニエンスストアで払い込

�ﾅください。

�ｱ者本人又は保護者が平成23年3月に発生した東日本大震災

狽ﾍ平成28年4月に発生した熊本地震の被災者である場合，

附ﾐ・被災証明書等］を提出していただくことにより，検定

ｿを免除します。詳細については，本学ホームページ（h柱p：〃

翌翌浴D11itech．acjp／examination／sokuhou／index．htmDを確認し，必要書

ﾞを提出してください。

⑥
平成29センター試験成績請

＆[

大学入試センターが交付した「［魎国公立推薦入試用」を，

?w願書の所定欄に貼り付けてください。

ｬ績請求票を，取り違えないよう十分注意してください。

⑦
受験票送付用封筒

i本学所定の封筒）
必ず362円分の郵便切手を貼り付けてください。

⑧
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」と同一の

Z所を記入してください。

⑨

試験成績請求用シール・

X便切手貼り付け台紙

i本学所定の用紙）

試験成績を請求する者は，必ず212円分の郵便切手を貼り付け

ﾄ提出してください。

（3）注意事項

①記入にあたっては，各票とも黒インクまたはボールペン（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6

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　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。

⑥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試験受験番号に限る。）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。
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6　障害等のあ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

　等がある者で，受験上及び修学上の配慮を必要とするものは，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28年12月1日（木〉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

　　　11ページ「14　問い合わせ先」にお願いします。

7　入学者選抜方法

　（1）［高度工学教育課程］

　　　入学者の選抜は，推薦書，調査書，エントリーカード及び平成29年度大学入試センター試験成

　　績を総合して判定し，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。

（2）［創造工学教育課程］

　　入学者の選抜は，推薦書，調査書，エントリーカード，平成29年度大学入試センター試験成績

及び面接を総合して判定し，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。

・面接（集団面接）

ア　実施日時

　　平成29年1月27日樹

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　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。

　　会場の詳細は，受験票とともに送付します。受験票が1月25日㈱17：00までに届かない場

合は，11ページ「14　問い合わせ先」までご連絡ください。

8合格者発表
　　平成29年2月7帥015：00，本学ホームページ（http：〃wwMitech．acjp／）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。

一8一
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9　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。

　（D入学手続日時

（2）入学手続会場

　　名古屋工業大学

（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29年2月15日日∋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）入学季続完了者であっても平成29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。

1◎　入学手続時に必要な経費等

　（1）経　　　費

入 学 料 282，000Fl（予定額）

授 業 料 年 額 535 267，900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29年4月3副月）から4月28別翁ま

　　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29年3月31日（金）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。

　　　東日本大震災及び熊本地震を始めとする大規模災害により被災された者は，入学料及び授業

　　料の徴収猶予又は免除が認められることがありますので本学にお問い合わせください。

　　〔問い合わせ先〕名古屋工業大学学生生活課奨学担当

　　　　　　　　　電言舌　：052　　（735）　5076，　5078

（2）　入学手続に要する書類等

その他入学手続関係書類（合格通知に同封）
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11　学生寮の案内

　　本学には学生寮（男子のみ・116名個室）があります。

　　募集人員，入寮案内の請求方法及び提出書類等については，平成29年2月中句に本学ホームペー

　ジで公表します。

　　なお，入寮希望者が募集人員を超えた場合は，経済的困窮度の高い者が優先されます。

　　上記に限らず，東目本大震災及び熊本地震を始めとする大規模災害により被災された者の宿舎に

　っいては，ホームページ公表前から相談に応じますので下記までお問い合わせください。

　　　〔問い合わせ先〕名古屋工業大学学生生活課学生寮担当

　　　　　　　　　　電話：052　（735）　7255

　　　　　　　　　　Eメール：ryou＠adm．nitech．acjp

12　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）を受験していること。

　（2）「平成29年度名古屋工業大学工学部第一部（第二部）学生募集要劇により出願手続をしている

　　こと。

13　入試情報
　　平成29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）平成29年度入試情報の開示

　　①合格最高点及び合格者平均点

　　　　学科等ごとの合格最高点及び合格者平均点を開示します。

　　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。

　　　ア　開示内容

　　　　○平成29年度大学入試センター試験科目別点数（本人が入試に利用した科目の素点及び換算点）

　　　　○面接の点数は，3段階に区分し，A，　B，　Cで開示します。（創造工学教育課程のみ。）

　　　　○総合評定（A，B，　C）

　　　イ　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，「試験成績請求用シール・郵便切手貼り付け台紙」に必ず212円分の郵便切

　　　　手を貼り付けて，出願書類に同封して請求してください。

　　　　　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，台紙の切手貼付欄

　　　　に必要額の郵便切手が貼り付けられていない場合及び台紙が封入されていない場合は，試験

　　　　成績開示を希望しないものとして取り扱います。
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　ウ　開示方法

　　平成29年4月16日（日〉以降に請求者本人へ郵送します。

　　注）　請求書類等に不備のある場合は開示できませんので，5月末までに試験成績が届かな

　　　　い場合は，入試室に問い合わせてください。

③　調査書

　　受験者本人の申請に基づき，次の事項を開示します。

　ア　開示内容

　　　調査書（「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）

　イ　申請・開示方法

　　　平成29年4月］7日（月）～5月31日㈹までの間，本人が，本学受験票及び大学入試センター

　　試験受験票を持参し，入試室窓口で請求してください。

　　　閲覧（コピーも可）することができます。

14　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　そちよう
　　　　　　　　　〒466－8555　　名古屋ξ市潤召禾口【茎Z雀‖器所町

　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学　入試室

　　　　　　　　　　　　　　　電　　　　話　　052　（735）　5083

　　　　　　　　　　　　　　　FAXO52（735）5084

　　　　　　　　　　　　　　　Eメール　nitnyush＠adm．nitech．acjp

緊急時の諸連絡

　　災害等における選抜内容の変更等，本募集要項の内容から変更する必要が生じた

　場合は，本学ホームページ及び携帯電話サイト等により周知しますので，出願前や

　受験前は特に注意願います。

○本学ホームページ

　　h廿P：〃wwwnitech．acjp／

　　　トップページの「入試案内」→「入試速報］

○携帯電話サイト

　　http：／／daigakujcjp／nitech／

回．
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JR東海
地下鉄

市バス

　　注1
　　　2

本学への交通案内

中央本線

鶴舞線（上小田井　　　赤池）

桜通線（中村区役所一→徳重）
　　　　　　　みトう　　　けん　　　ちハう（栄18）　（栄　　　　　女少　　見　　田丁）

（i亘）は，市バスの系統番号

鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）

鶴舞駅下車（4番出口から東へ約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）

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。

隷欝

麟

緩

一購縢慮
　　　　　藩

駐

霧 醸
一壬元』w

　　　　　地

、《声

名古屋工業大学入試室
　　　　　　　ご　き　そちょっ
名古屋市昭和区御器所町（〒466・8555）

電言舌052（735）5083
ホームページアドレス　h甘p：／／www．nitech．acjp／

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



＝＝＝　　　　　平成29年度（生命・応用化学科）　　（物理工学科）（情報工学科）　（創造工学教育課程）　国立大学法人名古屋工業大学川パ　｝，　川iil（目次アドミッション・ポリシー……………・…・・……………・・………カリキュラム・ポリシー・……・………………………・………・…ディプロマ・ポリシー・………………・…・……………．．．＿＿＿工学部第一部推薦入試学生募集要項1234567891011121314募集学科等及び募集人員………・・…　……・・………・………出願資格……………・…・…　………………・・…………出願期間・…………・………　……・一…一……・・………・大学入試センター試験の受験を要する教科・科目及び面接の配点・・…出願手続・………・………・………一………・…………・障害等のある入学志願者との事前相談……………・・…・・…・…入学者選抜方法…………・・……・………………・………合格者発表…・…………・…・……………一…・……・・…入学手続・・………………・・……………・……∵＿＿＿入学手続時に必要な経費等・………………・……………・…学生寮の案内……・……・……・……・………・…・………不合格者の取扱い…………・……・・………・……・……　…入試情報・………・………・…………・…・…・・…………問い合わせ先・・………………・………・…・……・………122検定料の払込方法…・・……………・……………・…・・…………・入学願書等記入上の注意………・………・・………・……・…・・……本学への交通案内………・…・……・・…………・……・・………裏表紙4444688899101◎10111214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　推　薦　書　　3　エントリーカード4　検定料払込書　　　5　受験票送付用封筒　6　連絡用シール7　試験成績請求用シール・郵便切手貼り付け台紙アドミッション・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　（高度工学教育課程とは，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っけ挑戦し，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す推薦入試》　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，提出書類及び大学入試センター試験（5教科7科目）の成績を総合　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，大学入試センター試験（5教科7科目）の成績及び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。一1一カリキュラム・ポリシー（教育理念）　名古屋工業大学では，「『ものづくり』『ひとづくり』『未来づくり』を理念として，将来にわたって人類の幸福や国際社会の福祉を達成する方向を示し，同時にそれに対応できる人材を育成する。」ことを教育理念としています。　この実現のため，以下のような観点から，教育課程を編成しています。高度工学教育課程　1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養を身に付ける。　2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい　　生活につなぐ強い使命感，責任感，高い倫理観を身に付ける。　3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力を身　　に付ける。　4　基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術と新たな知識・技術を習得する　　能力を身に付ける。創造工学教育課程　1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養を身に付ける。　2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい　　生活につなぐ強い使命感，責任感，高い倫理観を身に付ける。　3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力を身　　にイ寸ける。　4　基幹となる専門分野の基礎と他の分野の知識・技術を関連付ける能力を身　　に付ける。　5　技術を多面的に見るための手法・態度や技術革新の要素に関する基礎的知　　識を身に付ける。ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）高度工学教育課程　名古屋工業大学学則で定める卒業認定の要件を満たすとともに，学士課程を通じて修得すべき次の知識及び能力を有する者に学士の学位を授与します。1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい　生活につなぐ強い使命感，責任感，高い倫理観3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力4　基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術と新たな知識・技術を習得する　能力一2一創造工学教育課程　名古屋工業大学学則で定める卒業認定の要件を満たすとともに，学士課程を通じて，次の高度な知識及び能力を有し，これによって新たな産業分野や価値の創出に貢献できる者に学士の学位を授与します。1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい　生活につなぐ強い使命感，責任感，高い倫理観3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力4　基幹となる専門分野の基礎と他の分野の知識・技術を関連付ける能力5　技術を多面的に見るための手法・態度や技術革新の要素に関する基礎的知　識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学　　科　　等入学定員募集人員生命・応用化学科21020高教x育H課w程物理工学科10515情報工学科14515材料・エネルギーコース9創教｢育H課w程情報・社会コース1006注：推薦入試の入学手続者が募集人員に満たない場合，その欠員は一般入試の　　募集人員に加えます。2　出願資格学　　科　　等出　　　　願　　　　要　　　　件高教x育H課w程生命・応用化学科ｨ理工学科�ｱ�工学科材料・エネルギーコース次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業した者又は平成29N3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター試験ﾌ本学が指定する下記の教科・科目を受験したもののうち，s刳w校における学習成績概評がA又はBに属するもの。創教｢育H課w程情報・社会コース注　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，課さない場合を含めて）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。　　※公立大学協会ホームページ（http：〃wwwkodaikyo．org／）参照3　出願期間　平成29年1月171ヨ�戟`1月20日�G　　なお，1月20日働までの消印のあるものは受け付けます。4　大学入試センター試験の受験を要する教科・科目及び面接の配点　（1）本学が指定する平成29年度大学入試センター試験の教科・科目及び配点は，次のとおりです。一4一�@生命・応用化学科を志願する者教　　　科科　目　名　等配　点国国100点地歴，公民世A，世B，日A，日B，地A，地Bｻ社，倫，政経，倫・政経から1科目50点数劃毅簿卵1科，　｝酬・科目200点理物，化，生から2科目200点外英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目200点〔5教科7科旬�A物理工学科を志願する者教　　　科科　目　名　等配　点国国100点地歴，公民世A，世B，日A，日B，地A，地Bｻ社，倫，政経，倫・政経から1科目50点数劃毅簿卵1科，　｝合計・棉200点理物，化200点外英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目200点〔5教科7科旬�B情報工学科を志願する者教　　　科科　目　名　等配　点国国200点地歴，公民世A，世B，日A，日13，地A，地Bｻ社，倫，政経，倫・政経から1科目100点数劃巖臓馳1科，　｝酬・科目200点理�d柳科目　　　｝合計・科目200点外英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目200点〔5教科7科目〕�C創造工学教育課程を志願する者教　　　科科　目　名　等配　点国国200点地歴，公民世A，世B，貝A，日B，地A，地Bｻ社，倫，政経，倫・政経から1科目100点数劃欝簿卵1科，　｝計科目200点理物，化，生から2科目200点外英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目200点〔5教科7科目〕一5一注1：大学入試センター試験で，「地理歴史」及び「公民」から2科目を受験した者については，第　　　1解答科目の得点を採用します。注2　「簿記・会計」及び「情報関係基礎］を選択解答できる者は，高等学校若しくは中等教育学校　　　においてこれらの科目を履修したもの及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程　　　の修了（見込み）者に限ります。（2）面接（創造工学教育課程のみ）　　100点を満点とします。5　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33Clll×横24Cln）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す）願書在中」と記入の上，書留　　速達で郵送（宛先は，1｜ページ「情　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）14ページの「入学願書等記入上の注意」を熟読して記入してくｾさい。�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：〃www．nitech．acjp／examlnation／sokuhou／index．html）からダウンロード可能です。ア　出身学校長が作成し，厳封したもの。学習成績概評Aに属する志願者のうち，人物，学力ともに優秀で高等学校長が責任をもって推薦できる者については，「学習成績概評」欄に�Rと標示してください。なお，この場合には「備考」欄にその理由を必ず明示してください（理由を明示しない場合は，�Rの扱いをしません。）。イ　やむを得ない事由により出身学校長等の調査書が得られない場合は，次によってください。�B調　　査　　書（ア）廃校，被災，調査書の保存期限の経過，その他の事情により出身高等学校長等の調査書が得られない場合は，卒業証明書と単位修得証明書（単位修得証明書が得られない場合は，成績通信簿の原本）をもってこれに代えることができます。（イ）　志願者本人が被災等により上記（ア）の書類をも整えられない場合は，出身学校所管の教育委員会，知事又は出身高等学校長等が作成したこれに関する証明書を提出してください。�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。一6一�D検　　定　　料17，000円汳阯ｿは，辺ページの「検定料の払込方法」を参照の上，ゆうｿょ銀行・郵便局の窓口又は，コンビニエンスストアで払い込�でください。�験者本人又は保護者が平成23年3月に発生した東日本大震災狽ﾍ平成28年4月に発生した熊本地震の被災者である場合，附ﾐ・被災証明書等］を提出していただくことにより，検定ｿを免除します。詳細については，本学ホームページ（h柱p：〃翌翌浴D11itech．acjp／examination／sokuhou／index．htmDを確認し，必要書ﾞを提出してください。�E平成29センター試験成績請＆[大学入試センターが交付した「［魎国公立推薦入試用」を，?w願書の所定欄に貼り付けてください。ｬ績請求票を，取り違えないよう十分注意してください。�F受験票送付用封筒i本学所定の封筒）必ず362円分の郵便切手を貼り付けてください。�G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」と同一のZ所を記入してください。�H試験成績請求用シール・X便切手貼り付け台紙i本学所定の用紙）試験成績を請求する者は，必ず212円分の郵便切手を貼り付けﾄ提出してください。（3）注意事項�@記入にあたっては，各票とも黒インクまたはボールペン（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6�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　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。�E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試験受験番号に限る。）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。一7一6　障害等のあ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　等がある者で，受験上及び修学上の配慮を必要とするものは，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28年12月1日（木〉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　　　11ページ「14　問い合わせ先」にお願いします。7　入学者選抜方法　（1）［高度工学教育課程］　　　入学者の選抜は，推薦書，調査書，エントリーカード及び平成29年度大学入試センター試験成　　績を総合して判定し，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。（2）［創造工学教育課程］　　入学者の選抜は，推薦書，調査書，エントリーカード，平成29年度大学入試センター試験成績及び面接を総合して判定し，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。・面接（集団面接）ア　実施日時　　平成29年1月27日樹イ　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　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。　　会場の詳細は，受験票とともに送付します。受験票が1月25日��17：00までに届かない場合は，11ページ「14　問い合わせ先」までご連絡ください。8合格者発表　　平成29年2月7帥015：00，本学ホームページ（http：〃wwMitech．acjp／）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。一8一摯9　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。　（D入学手続日時（2）入学手続会場　　名古屋工業大学（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29年2月15日日∋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）入学季続完了者であっても平成29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。1◎　入学手続時に必要な経費等　（1）経　　　費入学料282，000Fl（予定額）授業料年額535267，900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29年4月3副月）から4月28別翁ま　　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29年3月31日（金）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。　　　東日本大震災及び熊本地震を始めとする大規模災害により被災された者は，入学料及び授業　　料の徴収猶予又は免除が認められることがありますので本学にお問い合わせください。　　〔問い合わせ先〕名古屋工業大学学生生活課奨学担当　　　　　　　　　電言舌　：052　　（735）　5076，　5078（2）　入学手続に要する書類等その他入学手続関係書類（合格通知に同封）一9−一11　学生寮の案内　　本学には学生寮（男子のみ・116名個室）があります。　　募集人員，入寮案内の請求方法及び提出書類等については，平成29年2月中句に本学ホームペー　ジで公表します。　　なお，入寮希望者が募集人員を超えた場合は，経済的困窮度の高い者が優先されます。　　上記に限らず，東目本大震災及び熊本地震を始めとする大規模災害により被災された者の宿舎に　っいては，ホームページ公表前から相談に応じますので下記までお問い合わせください。　　　〔問い合わせ先〕名古屋工業大学学生生活課学生寮担当　　　　　　　　　　電話：052　（735）　7255　　　　　　　　　　Eメール：ryou＠adm．nitech．acjp12　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）を受験していること。　（2）「平成29年度名古屋工業大学工学部第一部（第二部）学生募集要劇により出願手続をしている　　こと。13　入試情報　　平成29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）平成29年度入試情報の開示　　�@合格最高点及び合格者平均点　　　　学科等ごとの合格最高点及び合格者平均点を開示します。　　�A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。　　　ア　開示内容　　　　○平成29年度大学入試センター試験科目別点数（本人が入試に利用した科目の素点及び換算点）　　　　○面接の点数は，3段階に区分し，A，　B，　Cで開示します。（創造工学教育課程のみ。）　　　　○総合評定（A，B，　C）　　　イ　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，「試験成績請求用シール・郵便切手貼り付け台紙」に必ず212円分の郵便切　　　　手を貼り付けて，出願書類に同封して請求してください。　　　　　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，台紙の切手貼付欄　　　　に必要額の郵便切手が貼り付けられていない場合及び台紙が封入されていない場合は，試験　　　　成績開示を希望しないものとして取り扱います。一10一　ウ　開示方法　　平成29年4月16日（日〉以降に請求者本人へ郵送します。　　注）　請求書類等に不備のある場合は開示できませんので，5月末までに試験成績が届かな　　　　い場合は，入試室に問い合わせてください。�B　調査書　　受験者本人の申請に基づき，次の事項を開示します。　ア　開示内容　　　調査書（「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）　イ　申請・開示方法　　　平成29年4月］7日（月）〜5月31日�撃ﾜでの間，本人が，本学受験票及び大学入試センター　　試験受験票を持参し，入試室窓口で請求してください。　　　閲覧（コピーも可）することができます。14　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　そちよう　　　　　　　　　〒466−8555　　名古屋ξ市潤召禾口【茎Z雀‖器所町　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学　入試室　　　　　　　　　　　　　　　電　　　　話　　052　（735）　5083　　　　　　　　　　　　　　　FAXO52（735）5084　　　　　　　　　　　　　　　Eメール　nitnyush＠adm．nitech．acjp緊急時の諸連絡　　災害等における選抜内容の変更等，本募集要項の内容から変更する必要が生じた　場合は，本学ホームページ及び携帯電話サイト等により周知しますので，出願前や　受験前は特に注意願います。○本学ホームページ　　h廿P：〃wwwnitech．acjp／　　　トップページの「入試案内」→「入試速報］○携帯電話サイト　　http：／／daigakujcjp／nitech／回．一11一JR東海地下鉄市バス　　注1　　　2本学への交通案内中央本線鶴舞線（上小田井　　　赤池）桜通線（中村区役所一→徳重）　　　　　　　みトう　　　けん　　　ちハう（栄18）　（栄　　　　　女少　　見　　田丁）（i亘）は，市バスの系統番号鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）鶴舞駅下車（4番出口から東へ約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）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。隷欝麟緩一購縢慮　　　　　藩駐霧醸一壬元』w　　　　　地、《声名古屋工業大学入試室　　　　　　　ご　き　そちょっ名古屋市昭和区御器所町（〒466・8555）電言舌052（735）5083ホームページアドレス　h甘p：／／www．nitech．acjp／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

