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【出願手続から入学までの日程】

　　　推薦入試
（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）

　　　　↓

出　願　期　間

1月17目（火）～20Fヨ（≦旬

　　　　I

　　　　！

合格者発表
2戊ヨ7日（りd　（15：00）

　　　　↓

入　学　手　続

2月15日㈹

（35ページ参照）

一　般　入　試

面接試験※創造工学教育課程のみ

1月27日閨

前期日程
出願期間（6ページ）

1月23日閲）～2月1日（水）

　　　　↓

　　2月8日㈱
　　　　↓

個別学力検査（11ページ～）

2月25日出

　26日（日）※創造工学教育課程のみ

　　　　↓

合格者発表（16ページ）

3月7日（火）（15：00）

　　　　↓

入学手続（16ページ）

3月15目㈱

〈第1段階選抜結果発表※創造工学教育課程のみ（9ページ）〉

　（参照ページ）

　後期日程
出願期間（6ページ）

1戊弓23日（月）～2月1日（オ〈）

　　　　↓

　　2月28日㈹
　　　　↓

個別学力検査（18ページ～）

3月12日（日）

　　13日（月〉※創造工学教育課程のみ

　　　　↓

合格者発表（23ページ）

3月201ヨ（月）　（15：00）

　　　　↓

入学手続（23ページ）

3月27日（月）

入 学　（4月）

募集人員に満たない場合

　　　　　　　　　　（25ページ）

追加合格者の決定：
　　3月28日C火）～31日（釜♪

合格通知書の交付及び入学手続：

原則として3月31巨（金）まで
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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。本要項内，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

《一般入試》

　高度工学教育課程

　　大学入試センター試験（5教科7科目）とともに，数学・理科・英語の個別学力

　検査を通して，幅広い知識と工学や科学技術の習得に必要な基礎学力を問います。

創造工学教育課程

　大学入試センター試験（5教科7科目）とともに，数学・理科・英語の個別学力

検査を通して，幅広い知識と工学や科学技術の習得に必要な基礎学力を問います。

　論理的な思考及びそれを具体的に表現できる能力を問うため小論文を課します。

　また，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面接を課します。
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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，午『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i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付

　　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
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工学部第一部　学生募集要項

工学部第一部（修業年限4年）の学生を，次のとおり募集します。

前期日程・後期日程共通項目 1

1　募集学科等及び募集人員

募　　集　　人　　員

課程・学科・コース・分野 入学定員 一　般　入　試 推薦入試

前期日程 後期日程 1 丑

アドミッション・

Iフィス入試

外国人
ｯ学生
ﾁ別入試

生命・応用化学科 210 120 70
一

20
一 若干名

物理工学科 105 55 35
一

15
… 若干名

電気　・機械工学科 200 110 70 20
一 一 若干名

高度工学教育課程

情　報　工　学　科 145 85 45
一

15
一 若干名

建築・デザイン分野 42 25
一 一

3 若干名

社会工学科 環境都市分野 150 25 17 3
一 一 若干名

経営システム分野 18 14 3
一 一 若干名

材料・エネルギーコース 18 18 15 9
一 ｝

創教
｢育工課

w程
情報・社会コース

100 30
12

30
12 10 6

｝ 一

合　　　　計 910 485 306 51 65 3

注1：推薦入試及びアドミッション・オフィス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　潅薦入試1：大学入試センター試験を課さない推薦入試」及び「推薦入試頁：大学入試センター試験を

　　課す推薦入試」を表します。

　3：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），創造工学教育課程の推薦入試1に

　　っいては，7月に学生募集要項を発表し，11月4日樹に出願を締め切っています。

　4：生命・応用化学科，物理工学科，情報工学科及び創造工学教育課程の推薦入試IIについては，35ページ

　　を参照してください。

　5：私費外国人留学生特別入試については，「平成29年度名古屋工業大学工学部第一部私費外国人留学生特別

　　入試学生募集要項」を参照してください。

　6：社会工学科（建築・デザイン分野）のアドミッション・オフィス入試については，5月に学生募集要項

　　を発表し，11月4日㈱に合格発表しました。

2　出願資格等

　平成29年度大学入試センター試験の本学が指定する教科・科目（6ページ参照）を受験した

者で，次のいずれかに該当するもの。

（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者
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（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年3月卒業見込みの者

（3）学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条の規定により高等学校を卒業した臼

　者と同等以上の学力があると認められる者及び平成29年3月31日までにこれに該当する見込

　みの者

　　これらの者は次のとおりである。

　①　外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平成29年3月31目までに修

　　了見込みの者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

　②　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

　　の当該課程を修了した者及び平成29年3月31日までに修了見込みの者

　③専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

　　準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以

　　後に修了した者及び平成29年3月31目までに修了見込みの者

　④文部科学大臣の指定した者

　⑤　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）による高等学校卒業程

　　度認定試験（同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文

　　部省令第13号）による大学入学資格検定を含む。）に合格した者及び平成29年3月31日まで

　　に合格見込みの者で，平成29年3月31自までに18歳に達するもの

　⑥本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

　　あると認められる者及び平成29年3月31日までにこれに該当する見込みの者で，平成29年

　　3月31日までに18歳に達するもの

注：　出願資格（3）の⑥により出願する者は，出願の前に，個別に入学資格審査を行いますの

　で，平成29年1月16冒（月）までに，本学入試室に電話等で連絡してください。

3　出願期間

　　　平成29年1月231ヨ偏）～　2月1日㈱　　17：00必着

　　　なお，出願期限後に到着したものは受理しません。ただし，1月30日　以前の発信局（日

　　本国内）消印のある速達書留郵便に限り，期限後に到着した場合であっても受理します。

4　大学入試センター試験の受験を要する教科・科目

　　（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（全学科共通）は，次のと

　　　おりです。

教　　　科 科　目　名　等

国 国

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

数 雛誌齢ら嘲　　｝合計・科目

理 物，化，生から2科目

外 英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目

〔5教科7科目〕
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注1：大学入試センター試験で，⑭理歴史」及び「公民」から2科目を受験した者にっいて

　　　　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者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）出願にあたっては，本学が指定する教科・科目を受験しているかを入学願書の呼成29年

度大学入試センター試験受験教科・科目確認欄」により，出願者自らが確認してください。

（3）大学入試センター試験で本学が指定する教科・科目を一つでも受験していないことが判明

　した場合は，個別学力検査を受験できませんので，受験した教科・科目の確認には特に注意

　してください。

5　出願手続
　　（1）出願の際の注意事項

　　　　出願に際しては，次の事項に特に注意してください。

　　　①個別学力検査で課す教科・科目等の一つでも受験しなかった場合には，合格者とはなり

　　　　ません。

　　　②　前期冒程と後期日程で，それぞれ一学科ずつに出願することができます。

　　　③　前期目程への出願者は，他の国公立大学（※独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・

　　　　学部を除く。以下同じ。）・学部の前期日程に出願することはできません（後期日程であれ

　　　　ば可能。）。

　　　　　※公立大学協会ホームページ（加p：〃wwwkoda▲kyo．org／）参照

　　　　　また，後期日程への出願者は，他の国公立大学・学部の後期日程に出願することはでき

　　　　ません（前期日程であれば可能。）。

　　　　　【いわゆる「前期一前期」，「後期一後期」のそれぞれの組合わせの併願はできません。】

　　　④　国公立大学のAO入試及び推薦入試に合格した者（当該大学の所定の手続を経て入学辞

　　　　退を認められた者を除く。）は，個別学力検査を受験しても合格者とはなりません。

　　　⑤　本学又は他の国公立大学の前期日程試験に合格し，入学手続を完了した者は，本学の後

　　　　期日程試験を受験しても，その合格者とはなりません。

　　　⑥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。）。

　　　⑦　出願書類等に不備のある場合は，受理しません。

　　　⑧出願書類等の受理後は，出願書類等の変更を認めません。

　　　⑨提出された出願書類等は，返還しません。

　　　⑩出願書類等に虚偽の記載が判明した場合は，入学後でも入学を取り消すことがあります。

　　　⑪　「本学の個別学力検査受験票」及び「大学入試センター試験受験票」は，本学の個別学力

　　　　検査の受験，入学手続及び入試情報開示の際に必要となりますので，紛失しないように保

　　　　管してください。

　　　⑫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。
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　　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（以下僕者」

　　　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　国公立大学の分離分割方式による合格及び追加合格決定業務を円滑に行うため，氏名，

　　　大学入試センター試験の受験番号，合否，入学手続に関する個人情報を独立行政法人大

　　　学入試センター及び併願国公立大学へ提供します。

　　工　入学者については，入学者選抜に用いた出願書類等や個人情報を，学籍などの教務関

　　係，修学指導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。

（2）出願書類等の提出

　　　入学志願者は，次の出願書類等を取りそろえ，本学所定の封筒を用い，嗜留速達」で郵

　　送してください♂

　　　本学所定の出願書類，封筒等は，前期日程と後期日程とは別葉になっていますので注意

　　してください（前期臼程：緑色，後期日程：青色）。

（3）出願書類等

出願書類

①

②

入学願書・写真票・受験票

（本学所定の用紙）

調　　査　　書

注意事項

31ページの「入学願書等記入上の注意」を熟読して記入して

ください。

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っい

ては，「学習成績概評」欄に⑧と標示してください。

　なお，この場合には遠考」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，⑧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。

　（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。

ウ　文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科

　を修了した者にっいては，その成績証明書をもって調査書

　に代えます。

工　高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定合格

　者については，その合格成績証明書をもって調査書に代え

　ます。

　　なお，高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定

　の受検科目の一部にっいて検定を免除された者は，学校長

　が発行した単位修得証明書（厳封したもの。）を併せて提

　出してください。
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「創造工学教育課程」に出願する者のみ必要。
③

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。

④ 検　　定　　料

17，000円

汳阯ｿは，29ページの「検定料の払込方法」を参照の上，ゆ

､ちょ銀行・郵便局の窓口又は，コンビニエンスストアで払

｢込んでください。

ﾈお，以下の場合をのぞき，いかなる理由があっても，既納

ﾌ検定料は返還しません。

A　創造工学教育課程の第1段階選抜で不合格となった者に

@は，申出（申出期限：平成29年3月31β樹まで）により，

@後目13，000円を返還します。

C　出願受付後に，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・科目を一つでも受験していないことが判

@明した者には，本人に確認のうえ，申出（申出期限：平成

@29年3月31目圏まで）により，後日13，000円を返還します。

E　受験者本人又は保護者が平成23年3月に発生した東日本

@大震災又は平成28年4月に発生した熊本地震の被災者で

@ある場合，「り災・被災証明書等」を提出していただくこ

@とにより，検定料を免除します。詳細については，本学
@ホームページ（http：〃wwwnltech．acjp／examination／sokulTou／

@index．htm　1）を確認し，必要書類を提出してください。

⑤
平成29センター試験成績

ｿ求票

大学入試センターが交付したもので前期臼程は「圃国公立

O期日程用」を，後期日程は「圏国公立後期日程用」を入

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。

⑥
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。

u創造工学教育課程」に出願する者は，第1段階選抜の結果

ﾊ知及び受験票送付に使用します。

⑦ 連絡用シール
i本学所定の用紙）

郵便番号，住所及び氏名をかい書で明瞭に記入してくださ

｢。住所は，入学願書に記載してある「本人の受信場所」と

ｯ一の住所を記入してください。

⑧

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

ｯて提出してください。

6　受験票の送付

　　　受験票は，次により受験案内とともに速達で郵送します。

　　　なお，個別学力検査当日は，「名古屋工業大学受験票」及び「大学入試センター試験受験票」

　　の二つを必ず持参してください。

　　［高度工学教育課程］

　　　前期・後期日程ともに，平成29年2月3日働以降に，出願者へ発送します。

　　［創造工学教育課程］

　　　前期日程は平成29年2月8日㈱に，後期日程は平成29年2月28日㈹に，第1段階選抜合格者

　　に対しては合格通知書と受験票を，不合格者に対しては不合格通知書を発送します。
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7 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29年1月16印月）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

　28ページ「4　問い合わせ先」にお願いします。
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前期日程に関する項目

1　入学者選抜方法

　　　入学者の選抜は次のとおり実施します。本学が指定するすべての筆記試験及び面接（創造工

　　学教育課程のみ実施）を受験しなければなりません。

［高度工学教育課程］

　入学者の選抜は，平成29年度大学入試センター試験成績，個別学力検査成績及び調査書を総

合して判定します。

　2段階選抜は，実施しません。

（1）配　　　　点

　①大学入試センター試験については，本学の配点に換算します。

　②　個別学力検査については，数学400点，理科400点，外国語200点を満点とします。

学　　科 区　　分 国　語
地理歴史
C　公民

数　学 理　科 外国語 計

センター試験

　　　　　　　　　450
糟黷Q00点，地理歴史100点・公民100点（1科目選

�j，数学200点，理科200点，外国語200点の合計

X00点に2分の1を掛けて450点に換算する。

450

全　学　科
個別学力検査 400 400 200 10◎0

計 ］450

　　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っい

　　　　ては，第1解答科目の得点を採用します。

　　注2：大学入試センター試験の外国語『英語』については，リスニングを含み，筆記とリ

　　　　スニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。

（2）個別学力検査

①学科，期日，教科・科目，時間

学　　科 期　　　日 教科・科目 時　　　　間

数　　　学 9：30～11：30（120分）

全　学　科 2月25剛±） 理科（物理・化学） 12：45～14：25（100分）

英　　　語 15：10～16：30（80分）
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②教科，出題科目，出題科目数科目等

　生命・応用化学科，物理工学科，社会工学科

教　科 出題科目 出題科目数 科　　目　　等

数1

数　学

数n

博M
狽`

5科目

i必須）

数1，数n，数田は全範囲，数Aは「場合の数

ﾆ確率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及

ﾑ「ベクトル」を併せて数学として出題

数B

物理基礎・物理 試験時間中に「物理基礎・物理」又は「化学基
理　科 1科目

化学基礎・化学 礎・化学」のいずれか選択

コミュニケーショ渓語1

コミュニケーショ瑛瓢 コミュニケーション英語1，コミュニケーショ

英　語 コミュニケーショ瑛部
5科目

i必須）
ン英語ロ，コミュニケーション英語狐，英語表

英語表現1 現1，英語表現Hを併せて英語として出題

英語表現H

電気・機械工学科，情報工学科

教　科 出題科目 出題科目数 科　　目　　等

数　学

数1

狽g
狽告

A数
a�

科目（

K須）�

L数H，数mは全範囲，数Aは陽合の数と確
ｦ」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及び「

xクトル」を併せて数学として出題

　科� 理基礎・物理� 科目� 物理基礎・物理」必須

　語�

ミュニケーショ瑛説コ

~ュニケーショ瑛誕コ

~ュニケーショ瑛瓢　

p語表現1　

p語表現H�

科目（

K須）�

ミュニケーション英語1，コミュニケーション

p語H，コミュニケーション英語m，英語表現

P，英語表現丑を併せて英語として出題

創造工学教育課程］

創造工学教育課程では，出願コース以外のもう1つのコースにっいて第2志望を認めます。

入学者の選抜は，平成29年度大学入試センター試験成績，個別学力検査（小論文含む）成績，

接の成績，調査書及びエントリーカードを総合して判定します。

1）2段階選抜

入学志願者が募集人員に対して，約4倍に達した場合は，大学入試センター試験の成績によ

第1次選抜を行い，第1段階選抜合格者に対して第2次学力検査を行います。

なお，第1段階選抜の合格者に対しては合格通知と受験票を，不合格者に対しては不合格通

書を平成29年2月8日困に大学から発送することによりお知らせします。

また，第1次選抜を実施しない時は，志願者に受験票を送付します。
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（2）配　　　　点

①大学入試センター試験及び個別学力検査

コ　ー　ス 区　　分 国　語
地理歴史
C　公民

数　学 理　科 外国語 計

センター試験

　　　　　　　　　　450

糟黷Q00点，地理歴史100点・公民100点（1科目選

�j，数学200点，理科200点，外国語200点の合計

X00点に2分の1を掛けて450点に換算する。

450

全コース
個別学力検査 4◎0 400 200 1000

計 1450

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っい

　　ては，第1解答科目の得点を採用します。

注2：大学入試センター試験の外国語『英語』については，リスニングを含み，筆記とリ

　　スニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。

②小論文及び面接

　A，B，　Cの3段階で評価します。

（3）個別学力検査

①コース，期ぽ教科・科目等，時聞

コ　ー　ス 期　　　日 教科・科目等 時　　　　間

数　　　学 9：30～11：30（120分）

理科（物理・化学） 12：45～14：25（100分）

全コース

2月25日仕）

英　　　語 15：10～16：30（80分）

小　論　文 17：10～17：50（40分）

2月26日㈲ 面　　　接 9：30～
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②教科，出題科目，出題科目数，科目等

教　科 出題科目 出題科目数 科　　目　　等

数1

数　学

数1
狽告

A�

科目（

K須）�

1，数1，数皿は全範囲，数Aは「場合の数と

m率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及び

uベクトル」を併せて数学として出題

B�
理基礎・物理� 験時間中に吻理基礎・物理」又はト化学基

　科� 科目�
学基礎・化学� ・化学」のいずれか選択

ミュニケーショ瑛諦�

ミュニケーショ瑛謝� ミュニケーション英語1，コミュニケーショ

　語� ミュニケーショ瑛瓢�
科目（

K須）�
英語n，コミュニケーション英語皿，英語表

語表現1� 1，英語表現1を併せて英語として出題

語表現n�

　小論文

学と社会の繋がり等に関わる複数のテーマから1っ選択し，400～500宇程度で解
する。

　面接（集団面接）

学への「関心の高さ」，「意欲」及び「チームワーク」，

評価する。

　学力検査場

　（1）名古屋工業×学で実施します。

　（2）2月24印鋭3：00から16：00までの間，学力検査場の下見を認めますので，確認しておい

　　てください（建物には，入ることはできません。）。

　受験上の諸注意

　受験票に記載の「受験者心得」を熟読しておくとともに，次の事項についても注意してください。

　（1）学力検査当日は，気象状況，交通事情等を考慮して，余裕をもって学力検査場に到着して

　　ください。

　（2）学力検査当日の入構及び試験室への入室は，8：30からできます。

　（3）2月25日出の学力検査は，試験開始後30分以内の遅刻に限り，受験を認めます。

　（4）受験者に対する連絡事項については，掲示で行いますので，学力検査場内の掲示にはよく

　　注意してください。

　（5）受験票を紛失した場合は，あらかじめ本学入試室で再交付を受けてください。

　　　なお，学力検査当日紛失に気付いた場合は，試験実施本部に申し出てください。

14一



（6）2月25日仕）の試験進行の合図は，チャイムにより，次のとおり行います。

　　なお，小論文は「創造工学教育課程」のみとなります。

区　分 数　学 理　科 英　語 小論文 備　　　　　　考

予　鈴 9：10 12：25 14：50 16：5◎
この時刻までに試験室に入室してくだ

ｳい。受験上の諸注意を指示します。

始　鈴 9：30 12：45 15：10 17：10 解答開始

終　鈴 11：30 14：25 16：30 17：50 解答終了

（7）2月26日（日）の面接は，9：00までに控室に集合し，9：30から開始します。

（8）出題教科の「英語」で「マークシート式解答用紙」を使用します。出題形式は，マーク解

答と記述解答を併用します。

（9）マークシート式解答用紙を解答する際は，次の点に注意してください。

　　①マーク解答には，必ず黒鉛筆（H，F，　HBに限る。）及びプラスチック製の消しゴム

　　　を使用してください。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用してマークした

　　　場合には，解答が読み取れないことがありますので，使用しないでください。

　　②　受験番号が正しくマークされていない場合は，採点できないことがあります。

　　③解答は，解答用紙の「マーク例」に従って，正しくマークしてください。マークが薄

　　　い場合，一部分しかマークしていない場合，訂正箇所を消しゴムできれいに消していな

　　　い（消し跡が残っている）場合は，解答が正しく読み取れず，採点できないことがあり

　　　ます。

（10）「小論文」を解答する際は，必ず黒鉛筆（H，F，　HBに限る。）及びプラスチック製の消

　しゴムを使用してください。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用した場合には，

解答が読み取れないことがありますので，使用しないでください。

（11）試験室では携帯電話や音の出る機器等は，アラーム設定を解除した上で電源を切ってくだ

　さい。また，これらを身につけることは認めないので，かばん等に入れてください。

（12）試験室において，不正行為※若しくは監督者の指示に従わない行為をした者には，監督者

が退室を命ずることがあります。不正行為と判断された場合は，それ以後の受験はできなく

　なります。また，受験した個別学力検査のすべての教科・科目の成績を無効とします。

（13）自動車及びオートバイによる入構は認めません。また，自転車による入構についてもでき

　る限り遠慮してください。

（14）昼食については，各自で用意してください。

（15）エレベーターの使用は，禁止します。

※不正行為とは，次の行為をいいます。

ア　カンニング（カンニングペーパー・参考書・他の受験者の答案等を見ること，他の人か

　ら答えを教わることなど）をすること。

イ　他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。

ウ　配付された問題冊子を，その試験時間が終了する前に試験室から持ち出すこと。

工　解答用紙を試験室から持ち出すこと。

オ　解答開始の指示の前に，問題冊子を開いたり解答を始めること。

一15一



力　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末，電子辞書，ICレコーダー

　等の電子機器類を使用すること。

　　試験時間中に，定規コンパス，電卓等の補助具を使用すること。

　　解答終了の指示に従わず，鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けること。

　上記以外にも，次のことをすると不正行為となることがあります。指示等に従わず，不正行

為と認定された場合の取扱いは，上記と同様です。

ア　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末等の電子機器や定規コンパ

　ス，電卓等の補助具をかばん等にしまわず，身に付けていたり手に持っていること。

　　試験時間中に携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・振動音など。）を長時間鳴らす

　など，試験の進行に影響を与えること。

　　試験に関することについて，自身や他の受験者を利するような虚偽の申出をすること。

　　試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。

　　試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。

　　その他，試験の公正性を損なうおそれのある行為をすること。

4　合格者発表及び入学手続

　　（1）平成29年3月7日㈹15：00に，本学2号館前に合格者の受験番号を掲示します。

　　　　また，｜司日15：00に，本学ホームページ（地p：／／wwwnitech．ac」p／）で合格者の受験番号を確

　　　認することができます。ただし，本学ホームページでの発表はあくまでも参考としてくださ

　　　い。

　　　　なお，合格者発表についての電話による問い合わせには応じません。

　　　　合格者には，合格通知書及び入学手続書類を3月7日（灼に速達で発送します（郵送以外の

　　　方法では交付しません。）。

　　　　合格者で，3月10日働までに関係書類が到着しない場合は，本学入試室へ照会してください。

　　（2）合格者（又は代理人）は，下記（3）入学手続日時に入学手続を行ってください。入学手続

　　　日時までに入学手続を行わない場合は，入学を辞退したものとして取り扱います。

　　　　なお，合格通知書に同封の「入学手続要領」に基づく郵送による入学手続もできます。

　　　　入学手続時に必要な経費等は，25ページの「1入学手続時に必要な経費等」を参照してく

　　　ださい。

　　（3）入学手続日時

（4）入学手続場所

　　名古屋工業大学

（5）入学手続時に本学受験票及び大学入試センター試験受験票を必要としますので，試験後も

必ず保管しておいてください。

（6）一っの国公立大学に入学手続を行った者は，これを取り消して他の国公立大学に入学手続

　を行うことはできません。

（7）入学手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。
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5　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月中旬に本学ホーム

　　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の宿

　　舎については，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

　　　　　　　　　　　　電言舌：052　（735）　7255

　　　　　　　　　　　　　Eメール：ry◎U＠adm．nitech．acjp
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後期日程に関する項目

1　入学者選抜方法

　　　入学者の選抜は次のとおり実施します。本学が指定するすべての筆記試験及び面接（創造工

　　学教育課程のみ実施）を受験しなければなりません。

［高度工学教育課程］

　入学者の選抜は，平成29年度大学入試センター試験成績，個別学力検査成績及び調査書を総

合して判定します。

　2段階選抜は，実施しません。

（1）配　　　　点

　①大学入試センター試験については，本学の配点に換算します。

　②　個別学力検査については，数学400点，理科400点，外国語200点を満点とします。

学　　科 区　　分 国　語
地理歴史
C　公民

数　学 理　科 外国語 計

センター試験

　　　　　　　　　　300
糟黷Q◎0点，地理歴史100点・公民100点（1科目選

�j，数学200点，理科200点，外国語200点の合計

X00点に3分の1を掛けて300点にi換算する。

300

全　学　科
個別学力検査 400 400 200 1000

計 1300

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っい

　　ては，第1解答科目の得点を採用します。

注2：大学入試センター試験の外国語『英語』については，リスニングを含み，筆記とリ

　　スニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。

（2）個別学力検査

①学科，期日，教科・科目，時間

学　　科 期　　　日 教科・科目 時　　　　間

数　　　学 9：30～11：30（120分）

全　学　科 3月12目（日） 理科（物理・化学） 12：45～14：25（100分）

英　　　語 15：10～16：30（80分）
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②教科，出題科臥出題科目数科目等

　　生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，社会工学科

教　科 出題科目 出題科目数 科　　目　　等

数1

数　学

数1

博M
狽`

5科目

i必須）

数1，数丑，数皿は全範囲，数Aは陽合の数
ﾆ確率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及

ﾑ「ベクトル」を併せて数学として出題

数B

物理基礎・物理 試験時間中に吻理基礎・物理」又は「化学基
理　科

化学基礎・化学
1科目

礎・化学］のいずれか選択

コミュニケーショ瑛識

コミュニケーショ瑛翻 コミュニケーション英語1，コミュニケーショ

英　語 コミュニケーショ瑛翻
5科目

i必須）
ン英語H，コミュニケーション英語肛，英語表

英語表現1 現1，英語表現Hを併せて英語として出題

英語表現n

情報工学科

教　科 出題科目 出題科目数 科　　目　　等

数　学

数1

狽g

博X
狽`
狽a

5科目

i必須）

数1，数H，数田は全範囲，数Aは「場合の数

ﾆ確率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及

ﾑ「ベクトル」を併せて数学として出題

理　科 物理基礎・物理 1科目 「物理基礎・物理」必須

英　語

コミュニケーショ瑛語1

Rミュニケーショ瑛瓢

Rミュニケーショ瑛瓢

@英語表現1

@英語表現1

5科目

i必須）

コミュニケーション英語1，コミュニケーショ

悼p語1，コミュニケーション英語皿，英語表

ｻ1，英語表現Hを併せて英語として出題

［創造工学教育課程］

　創造工学教育課程では，出願コース以外のもう1っのコースについて第2志望を認めます。

　入学者の選抜は，平成29年度大学入試センター試験成績，個別学力検査（小論文含む）成績，

調査書，エントリーカード及び面接を総合して判定します。

（1）2段階選抜

　入学志願者が募集人員に対して，約8倍に達した場合は，大学入試センター試験の成績に

　より第1次選抜を行い，第1段階選抜合格者に対して第2次学力検査を行います。

　　なお，第1段階選抜の合格者に対しては合格通知と受験票を，不合格者に対しては不合格

通知書を平成29年2月28日㈹に大学から発送することによりお知らせします。

　　また，第1次選抜を実施しない時は，志願者に受験票を送付します。
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（2）配　　　　点

①大学入試センター試験及び個別学力検査

コ　ース 区　　分 国　語
地理歴史
C　公民

数　学 理　科 外国語 計

センター試験

　　　　　　　　　　300

糟黷Q00点，地理歴史100点・公民100点（1科目選

�j，数学200点，理科200点，外国語200点の合計

X00点に3分の1を掛けて300点に換算する。

300

全コース
個別学力検査 400 400 200 1000

計 1300

注1：大学入試センター試験で，池理歴史」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：大学入試センター試験の外国語『英語』については，リスニングを含み，筆記とリ

　　スニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。

②小論文及び面接

　A，B，　Cの3段階で評価します。

（3）個別学力検査

①コース，期臥教科・科目等，時間

こコ　ー　ス 期　　　日 教科・科目等 時　　　　間

数　　　学 9：30～11：30（120分）

理科（物理・化学） 12：45～14：25（100分）

全コース

3月12日（日）

英　　　語 15：10～16：30（80分）

小　論　文 17：10～17：50（40分）

3月13目（月） 面　　　接 9：30～
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②教科，出題科臥出題科目数科目等

教　科 出題科目 出題科目数 科　　目　　等

数1

数　学

数1

泊_
狽`

5科目

i必須）

数1，数］1，数皿は全範囲，数Aは「場合の数

ﾆ確率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及

ﾑ「ベクトル」を併せて数学として出題

数B

物理基礎・物理 試験時間中に「物理基礎・物理」又は「化学基
理　科 1科目

化学基礎・化学 礎・化学］のいずれか選択

コミュニケ⇒ヨ瑛譲

コミュニケーショ瑛翻 コミュニケーション英語1，コミュニケーショ

英　語 コミュニケーショ瑛瓢
5科目

i必須）
ン英語H，コミュニケーション英語皿，英語表

英語表現1 現1，英語表現1を併せて英語として出題

英語表現n

③　小論文

工学と社会の繋がり等に関わる複数のテーマから1つ選択し，400～500字程度で解
答する。

④　面接（集団面接）

工学への暇心の高さ」，「意欲」及び「チームワーク」，「り一ダーシップ性」などにっい

て評価する。

2　学力検査場

　　（1）名古屋工業大学で実施します。

　　（2）3月10日閨13：00から16：00までの間，学力検査場の下見を認めますので，確認しておい

　　　てください（建物には，入ることはできません。）。

3　受験上の諸注意

　　受験票に記載の「受験者心得」を熟読しておくとともに，次の事項にっいても注意してください。

　　（1）学力検査当日は，気象状況，交通事情等を考慮して，余裕をもって学力検査場に到着して

　　　ください。

　　（2）学力検査当日の入構及び試験室への入室は，8：30からできます。

　　（3）3月12印日〉の学力検査は，試験開始後30分以内の遅刻に限り，受験を認めます。

　　（4）受験者に対する連絡事項については，掲示で行いますので，学力検査場内の掲示にはよく

　　　注意してください。

　　（5）受験票を紛失した場合は，あらかじめ本学入試室で再交付を受けてください。

　　　　なお，学力検査当日紛失に気付いた場合は，試験実施本部に申し出てください。

一21一



（6）3月12日（日）の試験進行の合図は，チャイムにより，次のとおり行います。

　　なお，小論文は「創造工学教育課程」のみとなります。

区　分 数　学 理　科 英　語 小論文 備　　　　　　考

予　鈴 9：10 12：25 14：50 16：50
この時刻までに試験室に入室してくだ

ｳい。受験上の諸注意を指示します。

始　鈴 9：30 12：45 15：10 17：10 解答開始

終　鈴 1］：30 14：25 16：30 17：50 解答終了

（7）3月13副月）の面接は，9：00までに控室に集合し，9：30から開始します。

（8）出題教科の「英語」で「マークシート式解答用紙」を使用します。出題形式は，マーク解

答と記述解答を併用します。

（9）マークシート式解答用紙を解答する際は，次の点に注意してください。

　　①マーク解答には，必ず黒鉛筆（H，F，　H8に限る。）及びプラスチック製の消しゴム

　　　を使用してください。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用してマークした

　　　場合には，解答が読み取れないことがありますので，使用しないでください。

　　②　受験番号が正しくマークされていない場合は，採点できないことがあります。

　　③解答は，解答用紙の「マーク例」に従って，正しくマークしてください。マークが薄

　　　い場合，一部分しかマークしていない場合，訂正箇所を消しゴムできれいに消していな

　　　い（消し跡が残っている）場合は，解答が正しく読み取れず，採点できないことがあり

　　　ます。

（10）「小論文」を解答する際は，必ず黒鉛筆（H，ド，HBに限る。）及びプラスチック製の消

　しゴムを使用してください。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用した場合には，

解答が読み取れないことがありますので，使用しないでください。

（11）試験室では携帯電話や音の出る機器等は，アラーム設定を解除した上で電源を切ってくだ

　さい。また，これらを身につけることは認めないので，かばん等に入れてください。

（12）試験室において，不正行為※若しくは監督者の指示に従わない行為をした者には，監督者

　が退室を命ずることがあります。不正行為と判断された場合は，それ以後の受験はできなく

　なります。また，受験した個別学力検査のすべての教科・科目の成績を無効とします。

（13）自動車及びオートバイによる入構は認めません。また，自転車による入構についてもでき

　る限り遠慮してください。

（14）昼食については，各自で用意してください。

（15）エレベーターの使用は，禁止します。

※不正行為とは，次の行為をいいます。

ア　カンニング（カンニングペーパー・参考書・他の受験者の答案等を見ること，他の人か

　ら答えを教わることなど）をすること。

イ　他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。

ウ　配付された問題冊子を，その試験時間が終了する前に試験室から持ち出すこと。

工　解答用紙を試験室から持ち出すこと。

オ　解答開始の指示の前に，問題冊子を開いたり解答を始めること。
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力　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末，電子辞書，ICレコーダー

　等の電子機器類を使用すること。

　　試験時間中に，定規，コンパス，電卓等の補助具を使用すること。

　　解答終了の指示に従わず，鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けること。

　上記以外にも，次のことをすると不正行為となることがあります。指示等に従わず，不正行

為と認定された場合の取扱いは，上記と同様です。

ア　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末等の電子機器や定規コンパ

　ス　電卓等の補助具をかばん等にしまわず，身に付けていたり手に持っていること。

　　試験時間中に携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・振動音など。）を長時間鳴らす

　など，試験の進行に影響を与えること。

　　試験に関することにっいて，自身や他の受験者を利するような虚偽の申出をすること。

　　試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。

　　試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。

　　その他，試験の公正性を損なうおそれのある行為をすること。

4　合格者発表及び入学手続

　　（1）平成29年3月20日㈲15：00に，本学2号館前に合格者の受験番号を掲示します。

　　　　また，嗣日15：00に，本学ホームページ（h仕p：／／WWVmitech．acjp／）で合格者の受験番号を確

　　　認することができます。ただし，本学ホームページでの発表はあくまでも参考としてくださ

　　　い。

　　　　なお，合格者発表についての電話による問い合わせには応じません。

　　　　合格者には，合格通知書及び入学手続書類を3月20郁月）に速達で発送します（郵送以外の

　　　方法では交付しません。）。

　　　　合格者で，3月23日休1までに関係書類が到着しない場合は，本学入試室へ照会してください。

　　（2）合格者（又は代理人）は，下記（3）入学手続日時に入学手続を行ってください。入学手続

　　　日時までに入学手続を行わない場合は，入学を辞退したものとして取り扱います。

　　　　なお，合格通知書に同封の「入学手続要領」に基づく郵送による入学手続もできます。

　　　　入学手続時に必要な経費等は，25ページの「1入学手続時に必要な経費等」を参照してく

　　　ださい。

　　（3）入学手続日時

（4）入学手続場所

　　名古屋工業大学

（5）入学手続時に本学受験票及び大学入試センター試験受験票を必要としますので，試験後も

必ず保管しておいてください。

（6）一っの国公立大学に入学手続を行った者は，これを取り消して他の国公立大学に入学手続

　を行うことはできません。

（7）入学手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。
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5　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っいては，平成29年2月中旬に本学ホーム

　　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の宿

　　舎については，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

　　　　　　　　　　　　電言舌：052　（735）　7255

　　　　　　　　　　　　　Eメール：ly皿＠adm．nitech．acjp
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前期日程・後期日程共通項目

1　入学手続時に必要な経費等

　　（1）経　　費　　　〃

皿

入 学 料 282，000円（予定額）

授 業 料
年 額 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日㈲から4月28日

　閨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日働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

書　　　類

① 平成29年度大学入試センター試験受験票

② 本学受験票

③ 高等学校等卒業証明書（卒業見込みで出願した者）

④ その他入学手続関係書類（合格通知に同封）

2　欠員補充
　　　　入学辞退等により募集人員に欠員が生じた場合は，3月28日㈹以降追加合格又は第2次募集

により補充します。追加合格を行う場合は，本人に電話で通知しますので，必ず連絡が可能

な状態にしておいてください。

　なお，追加合格により他の国公立大学に入学手続を完了した者は，本学に追加合格しても

入学手続をすることができません。

第2次募集を行う場合は，本学ホームページで公表します。
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3　入試情報
　　入試情報は，次の内容を開示します。情報提供の方法にっいては，（4）を参照してください。

　　（1）出願状況等

　　　○出願期間中の志願者数等

　　　○出願締切後の志願者数等

　　　○インターネットによる合格者受験番号の掲示

　　　○追加合格の実施の有無

　　（2）平成28年度合格者状況

　　　①合格最高・最低点及び合格者平均点

満　　　　点

学　　　科　　　等 区分
合　格

ﾅ高点

合　格

ﾅ低点

合格者

ｽ均点
センター

氏@験
個別学

ﾍ検査
合　計

前期 1249．1 918．7 993．9 450 1000 1450

生命　・応用化学科
後期 1115．2 846．9 910．8 300 1000 1300

前期 1123．8 952．8 1006．2 450 1000 1450
物　　理　　工　　学　　科

後期 1028．9 857．3 919．3 300 1000 1300

前期 1174．4 971．8 1039．8 450 1000 1450

電気　・機械工学科
後期 1125．9 870．3 923．3 300 1000 1300

前期 1143．7 928．2 997．2 450 1000 1450
情　　報　　工　　学　　科

後期 1047．5 849．3 909．0 300 1000 1300

前期 1157．9 951．3 1028．7 450 1000 1450社　　会　　工　　学　　科

i建築・デザイン分野） 後期 1022．9 844．8 897．3 300 1000 1300

前期 129L6 919．4 1003．6 450 1000 1450社　　会　　工　　学　　科

i環　境都　市　分　野） 後期 979．4 846．5 9092 300 1000 1300

社　　会　　工　　学　　科

i経営システム分野）
前期 1104．5 889．0 961．2 450 1000 1450

後期 923．8 718．1 811．9 300 1000 1300

創造工学教育課程
i材料・エネルギーコース）

前期 1107．4 850．0 929．7 450 1000 1450

後期 990．4 703．9 810．3 300 1000 1300

前期 1136．9 830ほ 905．0 450 1000 1450創造工学教育課程
i情報・社会コース） 後期 一 一 771．2 300 1000 1300

　　　注1：上記は追加合格者及び第2次募集を除いたものです。

　　　注2：合格者数が10名以下の場合は，合格者平均点のみ開示します。

②志願者数受験者数合格者数等については，「ホームページ」を参照してください。

（3）平成29年度入試情報の開示

①正解・解答例等

　　　正解・解答例を開示します。ただし，正解・解答例を示すことが困難な問題については，

　　出題意図や評価のポイント等を開示します。

②合格者の最高・最低点及び平均点

　　　学科等ごとの合格者の最高・最低点及び平均点を開示します。
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③　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）

　　　○個別学力検査科目別点数

　　　○上記2つ（平成29年度大学入試センター試験及び個別学力検査）の合計点

　　　○小論文及び面接の評価　※創造工学教育課程のみ

　　　以上，4項目は個別学力検査の教科・科目を一つでも受験していない場合，開示されま

　せん。

　　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。

　　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。

④　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σ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17日（月）～5月31日㈱目までの間，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。

（4）情報提供の方法

　　ホームページアドレス　http：／／www．　n　i　tech．　ac．　jp／

事　　　項 内　　　　　　　　容 期　　　　間

出願期間中の学科等別の志願者数及び志願倍率
　1月25日㈱

`2月1日㈱
出　願　状　況

出願締切後の学科等別の志願者数及び志願倍率
　2月2日㈱

`3月末
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合格者受験番号

本学ホームページで「合格者受験番号」を発表

iこの情報提供は補助的なものですので，必ず，

w内掲示又は合格通知書で確認してください。）

（前期日程）

@3月7臼θd15：00
`3月10日（㊧17：00

i後期日程）

@3月20日（月）15：00

`3月23日㈱17：00

欠員補充の状況 追加合格実施の有無
　3月28日（火〉

`3月31日圏

入試情報の開示
入試情報（正解・解答例等，合格者の平均点）の

J示方法及び請求方法

　3月上旬

`5月末

4　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　　　　話　　052　（735）　5083

　　　　　　　　　　　　　　FAXO52（735）5084

　　　　　　　　　　　　　　Eメール　nit．nyush＠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

　　http：／／wwwnitech．acjp／

　　　トップページ「入試案内」→「入試速報」

○携帯電話サイト

　　http：〃daigak司cjp／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）
　　　　　　　みみノ　　　けん　　　ちぺう
ぐ麺）（栄　　　妙　見　町）

C蓮）は，市バスの系統番号
バスの運行時間は，

鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約4001n）

鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）

吹上駅下車（5番出日から西へ約900m）

名大病院下車（東へ約200m）

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。

響

彩　　　総

鐸善

ず

是φ

　診
緒湯

ト

、

醒懸
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4美鉦
’ぺ戸

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）

電話052（735）5083
ホームページアドレス　http：／／www．nit㏄h．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



≡≡≡一平成29年度　国立大学法人名古屋工業大学目次出願手続から入学までの日程・……・・…………一………・・…・…・……・1アドミッション・ポリシー……………・…・…………・…・…・………・2カリキュラム・ポリシー…◆…………・・・……………………………・3ディプロマ・ポリシー………・………・……・………・＿．．．＿＿＿＿3工学部第一部　学生募集要項前期日程・後期日程共通項目　1　1募集学科等及び募集人員…・……………・・……………・…・・…・・5　2　出願資格等…　…………・・…・・…………………　…・…………　5　3出願期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…6σ・・・・・・・・・・・・・・・・…　6　4大学入試センター試験の受験を要する教科・科目…・…………………　6　5　出願手続・…・………・…　…………・・……・s……・・…・…・…・・7　6　受験票の送付…………・・…・……・…………・・………………　g　7　障害等のある入学志願者との事前相談・……………・………………10前期日程に関する項目　1　入学者選抜方法　　　　［高度工学教育課程］…………・・……・…………・…・…・……・11　　　　［創造工学教育課程］………………・……・……・……・………122345学力検査場…………………　…………・・……・……・………・14受験上の諸注意……・…………・・…・……・………・……・……14合格者発表及び入学手続・…・……・・…・…・………・………・・…−16学生寮の案内・・………………・…・……・…・・…・・…・・………・17後期日程に関する項目　1　入学者選抜方法　　　　［高度工学教育課程］……・…………・………………一・……・・18　　　　［創造工学教育課程］…………・……・………………一・・……・19　2　学力検査場……・………・…・・…・……………・・……………・21　3　受験上の諸注意…・…・…………・・……・…………・…・………21　4　合格者発表及び入学手続…・…　……………　………………・・…・・23　5　学生寮の案内・…・……………・一……・・…・…・…　…………・・24前期日程・後期日程共通項目　H　1　入学手続時に必要な経費等…………………　…………・…　…・・…25　2　欠員補充………・……・…・…………・・…・・…　…………　……25　3　入試情報…………・…・…・・………………・・……………・…26　4　問い合わせ先………・・………・……………・…・舎……………28検定料の払込方法……・・……　……・・………………・・………・……・2g入学願書等記入上の注意……………・…・……・・…………・…………31推薦入試……・…………・・…本学への交通案内………・……・・・・・・・・・・・・・・・・…@　“・窃・・令・・・・・・・・・・・・・・・…　　35……・・…………・・…………・・…?\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エントリーカード　　3検定料払込書5　連絡用シール　　6　試験成績請求用シール・郵便切手貼り付け台紙4封筒類【出願手続から入学までの日程】　　　推薦入試（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）　　　　↓出　願　期　間1月17目（火）〜20Fヨ（≦旬　　　　I　　　　！合格者発表2戊ヨ7日（りd　（15：00）　　　　↓入　学　手　続2月15日�戟i35ページ参照）一　般　入　試面接試験※創造工学教育課程のみ1月27日閨前期日程出願期間（6ページ）1月23日閲）〜2月1日（水）　　　　↓　　2月8日�梶@　　　↓個別学力検査（11ページ〜）2月25日出　26日（日）※創造工学教育課程のみ　　　　↓合格者発表（16ページ）3月7日（火）（15：00）　　　　↓入学手続（16ページ）3月15目�梶q第1段階選抜結果発表※創造工学教育課程のみ（9ページ）〉　（参照ページ）　後期日程出願期間（6ページ）1戊弓23日（月）〜2月1日（オ〈）　　　　↓　　2月28日�戟@　　　↓個別学力検査（18ページ〜）3月12日（日）　　13日（月〉※創造工学教育課程のみ　　　　↓合格者発表（23ページ）3月201ヨ（月）　（15：00）　　　　↓入学手続（23ページ）3月27日（月）入学　（4月）募集人員に満たない場合　　　　　　　　　　（25ページ）追加合格者の決定：　　3月28日C火）〜31日（釜♪合格通知書の交付及び入学手続：原則として3月31巨（金）まで一1一アドミッション・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。本要項内，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《一般入試》　高度工学教育課程　　大学入試センター試験（5教科7科目）とともに，数学・理科・英語の個別学力　検査を通して，幅広い知識と工学や科学技術の習得に必要な基礎学力を問います。創造工学教育課程　大学入試センター試験（5教科7科目）とともに，数学・理科・英語の個別学力検査を通して，幅広い知識と工学や科学技術の習得に必要な基礎学力を問います。　論理的な思考及びそれを具体的に表現できる能力を問うため小論文を課します。　また，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面接を課します。一2一カリキュラム・ポリシー（教育理念）　名古屋工業大学では，午『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i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付　　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一3一創造工学教育課程　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一4一工学部第一部　学生募集要項工学部第一部（修業年限4年）の学生を，次のとおり募集します。前期日程・後期日程共通項目11　募集学科等及び募集人員募　　集　　人　　員課程・学科・コース・分野入学定員一　般　入　試推薦入試前期日程後期日程1丑アドミッション・Iフィス入試外国人ｯ学生ﾁ別入試生命・応用化学科21012070一20一若干名物理工学科1055535一15…若干名電気　・機械工学科2001107020一一若干名高度工学教育課程情　報　工　学　科1458545一15一若干名建築・デザイン分野4225一一3若干名社会工学科環境都市分野15025173一一若干名経営システム分野18143一一若干名材料・エネルギーコース1818159一｝創教｢育工課w程情報・社会コース10030123012106｝一合　　　　計91048530651653注1：推薦入試及びアドミッション・オフィス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　潅薦入試1：大学入試センター試験を課さない推薦入試」及び「推薦入試頁：大学入試センター試験を　　課す推薦入試」を表します。　3：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），創造工学教育課程の推薦入試1に　　っいては，7月に学生募集要項を発表し，11月4日樹に出願を締め切っています。　4：生命・応用化学科，物理工学科，情報工学科及び創造工学教育課程の推薦入試IIについては，35ページ　　を参照してください。　5：私費外国人留学生特別入試については，「平成29年度名古屋工業大学工学部第一部私費外国人留学生特別　　入試学生募集要項」を参照してください。　6：社会工学科（建築・デザイン分野）のアドミッション・オフィス入試については，5月に学生募集要項　　を発表し，11月4日�鰍ﾉ合格発表しました。2　出願資格等　平成29年度大学入試センター試験の本学が指定する教科・科目（6ページ参照）を受験した者で，次のいずれかに該当するもの。（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者一5一（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年3月卒業見込みの者（3）学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条の規定により高等学校を卒業した臼　者と同等以上の学力があると認められる者及び平成29年3月31日までにこれに該当する見込　みの者　　これらの者は次のとおりである。　�@　外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平成29年3月31目までに修　　了見込みの者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの　�A　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設　　の当該課程を修了した者及び平成29年3月31日までに修了見込みの者　�B専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基　　準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以　　後に修了した者及び平成29年3月31目までに修了見込みの者　�C文部科学大臣の指定した者　�D　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）による高等学校卒業程　　度認定試験（同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文　　部省令第13号）による大学入学資格検定を含む。）に合格した者及び平成29年3月31日まで　　に合格見込みの者で，平成29年3月31自までに18歳に達するもの　�E本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が　　あると認められる者及び平成29年3月31日までにこれに該当する見込みの者で，平成29年　　3月31日までに18歳に達するもの注：　出願資格（3）の�Eにより出願する者は，出願の前に，個別に入学資格審査を行いますの　で，平成29年1月16冒（月）までに，本学入試室に電話等で連絡してください。3　出願期間　　　平成29年1月231ヨ偏）〜　2月1日�梶@　17：00必着　　　なお，出願期限後に到着したものは受理しません。ただし，1月30日　以前の発信局（日　　本国内）消印のある速達書留郵便に限り，期限後に到着した場合であっても受理します。4　大学入試センター試験の受験を要する教科・科目　　（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（全学科共通）は，次のと　　　おりです。教　　　科科　目　名　等国国地歴，公民世A，世B，日A，日B，地A，地B，現社，倫，政経，倫・政経から1科目数雛誌齢ら嘲　　｝合計・科目理物，化，生から2科目外英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目〔5教科7科目〕一6一注1：大学入試センター試験で，�M理歴史」及び「公民」から2科目を受験した者にっいて　　　　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者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）出願にあたっては，本学が指定する教科・科目を受験しているかを入学願書の呼成29年度大学入試センター試験受験教科・科目確認欄」により，出願者自らが確認してください。（3）大学入試センター試験で本学が指定する教科・科目を一つでも受験していないことが判明　した場合は，個別学力検査を受験できませんので，受験した教科・科目の確認には特に注意　してください。5　出願手続　　（1）出願の際の注意事項　　　　出願に際しては，次の事項に特に注意してください。　　　�@個別学力検査で課す教科・科目等の一つでも受験しなかった場合には，合格者とはなり　　　　ません。　　　�A　前期冒程と後期日程で，それぞれ一学科ずつに出願することができます。　　　�B　前期目程への出願者は，他の国公立大学（※独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・　　　　学部を除く。以下同じ。）・学部の前期日程に出願することはできません（後期日程であれ　　　　ば可能。）。　　　　　※公立大学協会ホームページ（加p：〃wwwkoda▲kyo．org／）参照　　　　　また，後期日程への出願者は，他の国公立大学・学部の後期日程に出願することはでき　　　　ません（前期日程であれば可能。）。　　　　　【いわゆる「前期一前期」，「後期一後期」のそれぞれの組合わせの併願はできません。】　　　�C　国公立大学のAO入試及び推薦入試に合格した者（当該大学の所定の手続を経て入学辞　　　　退を認められた者を除く。）は，個別学力検査を受験しても合格者とはなりません。　　　�D　本学又は他の国公立大学の前期日程試験に合格し，入学手続を完了した者は，本学の後　　　　期日程試験を受験しても，その合格者とはなりません。　　　�E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。）。　　　�F　出願書類等に不備のある場合は，受理しません。　　　�G出願書類等の受理後は，出願書類等の変更を認めません。　　　�H提出された出願書類等は，返還しません。　　　�I出願書類等に虚偽の記載が判明した場合は，入学後でも入学を取り消すことがあります。　　　�J　「本学の個別学力検査受験票」及び「大学入試センター試験受験票」は，本学の個別学力　　　　検査の受験，入学手続及び入試情報開示の際に必要となりますので，紛失しないように保　　　　管してください。　　　�K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。一7一　　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（以下僕者」　　　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　国公立大学の分離分割方式による合格及び追加合格決定業務を円滑に行うため，氏名，　　　大学入試センター試験の受験番号，合否，入学手続に関する個人情報を独立行政法人大　　　学入試センター及び併願国公立大学へ提供します。　　工　入学者については，入学者選抜に用いた出願書類等や個人情報を，学籍などの教務関　　係，修学指導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。（2）出願書類等の提出　　　入学志願者は，次の出願書類等を取りそろえ，本学所定の封筒を用い，嗜留速達」で郵　　送してください♂　　　本学所定の出願書類，封筒等は，前期日程と後期日程とは別葉になっていますので注意　　してください（前期臼程：緑色，後期日程：青色）。（3）出願書類等出願書類�@�A入学願書・写真票・受験票（本学所定の用紙）調　　査　　書注意事項31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ださい。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っいては，「学習成績概評」欄に�Gと標示してください。　なお，この場合には遠考」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，�G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。　（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。ウ　文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科　を修了した者にっいては，その成績証明書をもって調査書　に代えます。工　高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定合格　者については，その合格成績証明書をもって調査書に代え　ます。　　なお，高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定　の受検科目の一部にっいて検定を免除された者は，学校長　が発行した単位修得証明書（厳封したもの。）を併せて提　出してください。一8一「創造工学教育課程」に出願する者のみ必要。�B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。�C検　　定　　料17，000円汳阯ｿは，29ページの「検定料の払込方法」を参照の上，ゆ､ちょ銀行・郵便局の窓口又は，コンビニエンスストアで払｢込んでください。ﾈお，以下の場合をのぞき，いかなる理由があっても，既納ﾌ検定料は返還しません。A　創造工学教育課程の第1段階選抜で不合格となった者に@は，申出（申出期限：平成29年3月31β樹まで）により，@後目13，000円を返還します。C　出願受付後に，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・科目を一つでも受験していないことが判@明した者には，本人に確認のうえ，申出（申出期限：平成@29年3月31目圏まで）により，後日13，000円を返還します。E　受験者本人又は保護者が平成23年3月に発生した東日本@大震災又は平成28年4月に発生した熊本地震の被災者で@ある場合，「り災・被災証明書等」を提出していただくこ@とにより，検定料を免除します。詳細については，本学@ホームページ（http：〃wwwnltech．acjp／examination／sokulTou／@index．htm　1）を確認し，必要書類を提出してください。�D平成29センター試験成績ｿ求票大学入試センターが交付したもので前期臼程は「圃国公立O期日程用」を，後期日程は「圏国公立後期日程用」を入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。�E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。u創造工学教育課程」に出願する者は，第1段階選抜の結果ﾊ知及び受験票送付に使用します。�F連絡用シールi本学所定の用紙）郵便番号，住所及び氏名をかい書で明瞭に記入してくださ｢。住所は，入学願書に記載してある「本人の受信場所」とｯ一の住所を記入してください。�G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ｯて提出してください。6　受験票の送付　　　受験票は，次により受験案内とともに速達で郵送します。　　　なお，個別学力検査当日は，「名古屋工業大学受験票」及び「大学入試センター試験受験票」　　の二つを必ず持参してください。　　［高度工学教育課程］　　　前期・後期日程ともに，平成29年2月3日働以降に，出願者へ発送します。　　［創造工学教育課程］　　　前期日程は平成29年2月8日�鰍ﾉ，後期日程は平成29年2月28日�撃ﾉ，第1段階選抜合格者　　に対しては合格通知書と受験票を，不合格者に対しては不合格通知書を発送します。一9一7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29年1月16印月）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　28ページ「4　問い合わせ先」にお願いします。一10一前期日程に関する項目1　入学者選抜方法　　　入学者の選抜は次のとおり実施します。本学が指定するすべての筆記試験及び面接（創造工　　学教育課程のみ実施）を受験しなければなりません。［高度工学教育課程］　入学者の選抜は，平成29年度大学入試センター試験成績，個別学力検査成績及び調査書を総合して判定します。　2段階選抜は，実施しません。（1）配　　　　点　�@大学入試センター試験については，本学の配点に換算します。　�A　個別学力検査については，数学400点，理科400点，外国語200点を満点とします。学　　科区　　分国　語地理歴史C　公民数　学理　科外国語計センター試験　　　　　　　　　450糟黷Q00点，地理歴史100点・公民100点（1科目選�），数学200点，理科200点，外国語200点の合計X00点に2分の1を掛けて450点に換算する。450全　学　科個別学力検査40040020010◎0計］450　　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っい　　　　ては，第1解答科目の得点を採用します。　　注2：大学入試センター試験の外国語『英語』については，リスニングを含み，筆記とリ　　　　スニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。（2）個別学力検査�@学科，期日，教科・科目，時間学　　科期　　　日教科・科目時　　　　間数　　　学9：30〜11：30（120分）全　学　科2月25剛±）理科（物理・化学）12：45〜14：25（100分）英　　　語15：10〜16：30（80分）一11一�A教科，出題科目，出題科目数科目等　生命・応用化学科，物理工学科，社会工学科教　科出題科目出題科目数科　　目　　等数1数　学数n博M狽`5科目i必須）数1，数n，数田は全範囲，数Aは「場合の数ﾆ確率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及ﾑ「ベクトル」を併せて数学として出題数B物理基礎・物理試験時間中に「物理基礎・物理」又は「化学基理　科1科目化学基礎・化学礎・化学」のいずれか選択コミュニケーショ渓語1コミュニケーショ瑛瓢コミュニケーション英語1，コミュニケーショ英　語コミュニケーショ瑛部5科目i必須）ン英語ロ，コミュニケーション英語狐，英語表英語表現1現1，英語表現Hを併せて英語として出題英語表現H電気・機械工学科，情報工学科教　科出題科目出題科目数科　　目　　等数　学数1狽g狽告A数a	科目（K須）	L数H，数mは全範囲，数Aは陽合の数と確ｦ」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及び「xクトル」を併せて数学として出題　科	理基礎・物理	科目	物理基礎・物理」必須　語	ミュニケーショ瑛説コ~ュニケーショ瑛誕コ~ュニケーショ瑛瓢　p語表現1　p語表現H	科目（K須）	ミュニケーション英語1，コミュニケーションp語H，コミュニケーション英語m，英語表現P，英語表現丑を併せて英語として出題創造工学教育課程］創造工学教育課程では，出願コース以外のもう1つのコースにっいて第2志望を認めます。入学者の選抜は，平成29年度大学入試センター試験成績，個別学力検査（小論文含む）成績，接の成績，調査書及びエントリーカードを総合して判定します。1）2段階選抜入学志願者が募集人員に対して，約4倍に達した場合は，大学入試センター試験の成績によ第1次選抜を行い，第1段階選抜合格者に対して第2次学力検査を行います。なお，第1段階選抜の合格者に対しては合格通知と受験票を，不合格者に対しては不合格通書を平成29年2月8日困に大学から発送することによりお知らせします。また，第1次選抜を実施しない時は，志願者に受験票を送付します。12一（2）配　　　　点�@大学入試センター試験及び個別学力検査コ　ー　ス区　　分国　語地理歴史C　公民数　学理　科外国語計センター試験　　　　　　　　　　450糟黷Q00点，地理歴史100点・公民100点（1科目選�），数学200点，理科200点，外国語200点の合計X00点に2分の1を掛けて450点に換算する。450全コース個別学力検査4◎04002001000計1450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っい　　ては，第1解答科目の得点を採用します。注2：大学入試センター試験の外国語『英語』については，リスニングを含み，筆記とリ　　スニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。�A小論文及び面接　A，B，　Cの3段階で評価します。（3）個別学力検査�@コース，期ぽ教科・科目等，時聞コ　ー　ス期　　　日教科・科目等時　　　　間数　　　学9：30〜11：30（120分）理科（物理・化学）12：45〜14：25（100分）全コース2月25日仕）英　　　語15：10〜16：30（80分）小　論　文17：10〜17：50（40分）2月26日�許ﾊ　　　接9：30〜一13一�A教科，出題科目，出題科目数，科目等教　科出題科目出題科目数科　　目　　等数1数　学数1狽告A	科目（K須）	1，数1，数皿は全範囲，数Aは「場合の数とm率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及びuベクトル」を併せて数学として出題B	理基礎・物理	験時間中に吻理基礎・物理」又はト化学基　科	科目	学基礎・化学	・化学」のいずれか選択ミュニケーショ瑛諦	ミュニケーショ瑛謝	ミュニケーション英語1，コミュニケーショ　語	ミュニケーショ瑛瓢	科目（K須）	英語n，コミュニケーション英語皿，英語表語表現1	1，英語表現1を併せて英語として出題語表現n	　小論文学と社会の繋がり等に関わる複数のテーマから1っ選択し，400〜500宇程度で解する。　面接（集団面接）学への「関心の高さ」，「意欲」及び「チームワーク」，評価する。　学力検査場　（1）名古屋工業×学で実施します。　（2）2月24印鋭3：00から16：00までの間，学力検査場の下見を認めますので，確認しておい　　てください（建物には，入ることはできません。）。　受験上の諸注意　受験票に記載の「受験者心得」を熟読しておくとともに，次の事項についても注意してください。　（1）学力検査当日は，気象状況，交通事情等を考慮して，余裕をもって学力検査場に到着して　　ください。　（2）学力検査当日の入構及び試験室への入室は，8：30からできます。　（3）2月25日出の学力検査は，試験開始後30分以内の遅刻に限り，受験を認めます。　（4）受験者に対する連絡事項については，掲示で行いますので，学力検査場内の掲示にはよく　　注意してください。　（5）受験票を紛失した場合は，あらかじめ本学入試室で再交付を受けてください。　　　なお，学力検査当日紛失に気付いた場合は，試験実施本部に申し出てください。14一（6）2月25日仕）の試験進行の合図は，チャイムにより，次のとおり行います。　　なお，小論文は「創造工学教育課程」のみとなります。区　分数　学理　科英　語小論文備　　　　　　考予　鈴9：1012：2514：5016：5◎この時刻までに試験室に入室してくだｳい。受験上の諸注意を指示します。始　鈴9：3012：4515：1017：10解答開始終　鈴11：3014：2516：3017：50解答終了（7）2月26日（日）の面接は，9：00までに控室に集合し，9：30から開始します。（8）出題教科の「英語」で「マークシート式解答用紙」を使用します。出題形式は，マーク解答と記述解答を併用します。（9）マークシート式解答用紙を解答する際は，次の点に注意してください。　　�@マーク解答には，必ず黒鉛筆（H，F，　HBに限る。）及びプラスチック製の消しゴム　　　を使用してください。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用してマークした　　　場合には，解答が読み取れないことがありますので，使用しないでください。　　�A　受験番号が正しくマークされていない場合は，採点できないことがあります。　　�B解答は，解答用紙の「マーク例」に従って，正しくマークしてください。マークが薄　　　い場合，一部分しかマークしていない場合，訂正箇所を消しゴムできれいに消していな　　　い（消し跡が残っている）場合は，解答が正しく読み取れず，採点できないことがあり　　　ます。（10）「小論文」を解答する際は，必ず黒鉛筆（H，F，　HBに限る。）及びプラスチック製の消　しゴムを使用してください。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用した場合には，解答が読み取れないことがありますので，使用しないでください。（11）試験室では携帯電話や音の出る機器等は，アラーム設定を解除した上で電源を切ってくだ　さい。また，これらを身につけることは認めないので，かばん等に入れてください。（12）試験室において，不正行為※若しくは監督者の指示に従わない行為をした者には，監督者が退室を命ずることがあります。不正行為と判断された場合は，それ以後の受験はできなく　なります。また，受験した個別学力検査のすべての教科・科目の成績を無効とします。（13）自動車及びオートバイによる入構は認めません。また，自転車による入構についてもでき　る限り遠慮してください。（14）昼食については，各自で用意してください。（15）エレベーターの使用は，禁止します。※不正行為とは，次の行為をいいます。ア　カンニング（カンニングペーパー・参考書・他の受験者の答案等を見ること，他の人か　ら答えを教わることなど）をすること。イ　他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。ウ　配付された問題冊子を，その試験時間が終了する前に試験室から持ち出すこと。工　解答用紙を試験室から持ち出すこと。オ　解答開始の指示の前に，問題冊子を開いたり解答を始めること。一15一力　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末，電子辞書，ICレコーダー　等の電子機器類を使用すること。　　試験時間中に，定規コンパス，電卓等の補助具を使用すること。　　解答終了の指示に従わず，鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けること。　上記以外にも，次のことをすると不正行為となることがあります。指示等に従わず，不正行為と認定された場合の取扱いは，上記と同様です。ア　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末等の電子機器や定規コンパ　ス，電卓等の補助具をかばん等にしまわず，身に付けていたり手に持っていること。　　試験時間中に携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・振動音など。）を長時間鳴らす　など，試験の進行に影響を与えること。　　試験に関することについて，自身や他の受験者を利するような虚偽の申出をすること。　　試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。　　試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。　　その他，試験の公正性を損なうおそれのある行為をすること。4　合格者発表及び入学手続　　（1）平成29年3月7日��15：00に，本学2号館前に合格者の受験番号を掲示します。　　　　また，｜司日15：00に，本学ホームページ（地p：／／wwwnitech．ac」p／）で合格者の受験番号を確　　　認することができます。ただし，本学ホームページでの発表はあくまでも参考としてくださ　　　い。　　　　なお，合格者発表についての電話による問い合わせには応じません。　　　　合格者には，合格通知書及び入学手続書類を3月7日（灼に速達で発送します（郵送以外の　　　方法では交付しません。）。　　　　合格者で，3月10日働までに関係書類が到着しない場合は，本学入試室へ照会してください。　　（2）合格者（又は代理人）は，下記（3）入学手続日時に入学手続を行ってください。入学手続　　　日時までに入学手続を行わない場合は，入学を辞退したものとして取り扱います。　　　　なお，合格通知書に同封の「入学手続要領」に基づく郵送による入学手続もできます。　　　　入学手続時に必要な経費等は，25ページの「1入学手続時に必要な経費等」を参照してく　　　ださい。　　（3）入学手続日時（4）入学手続場所　　名古屋工業大学（5）入学手続時に本学受験票及び大学入試センター試験受験票を必要としますので，試験後も必ず保管しておいてください。（6）一っの国公立大学に入学手続を行った者は，これを取り消して他の国公立大学に入学手続　を行うことはできません。（7）入学手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。一16一5　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月中旬に本学ホーム　　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の宿　　舎については，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　　　　　　　　　　　　電言舌：052　（735）　7255　　　　　　　　　　　　　Eメール：ry◎U＠adm．nitech．acjp一17一後期日程に関する項目1　入学者選抜方法　　　入学者の選抜は次のとおり実施します。本学が指定するすべての筆記試験及び面接（創造工　　学教育課程のみ実施）を受験しなければなりません。［高度工学教育課程］　入学者の選抜は，平成29年度大学入試センター試験成績，個別学力検査成績及び調査書を総合して判定します。　2段階選抜は，実施しません。（1）配　　　　点　�@大学入試センター試験については，本学の配点に換算します。　�A　個別学力検査については，数学400点，理科400点，外国語200点を満点とします。学　　科区　　分国　語地理歴史C　公民数　学理　科外国語計センター試験　　　　　　　　　　300糟黷Q◎0点，地理歴史100点・公民100点（1科目選�），数学200点，理科200点，外国語200点の合計X00点に3分の1を掛けて300点にi換算する。300全　学　科個別学力検査4004002001000計1300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っい　　ては，第1解答科目の得点を採用します。注2：大学入試センター試験の外国語『英語』については，リスニングを含み，筆記とリ　　スニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。（2）個別学力検査�@学科，期日，教科・科目，時間学　　科期　　　日教科・科目時　　　　間数　　　学9：30〜11：30（120分）全　学　科3月12目（日）理科（物理・化学）12：45〜14：25（100分）英　　　語15：10〜16：30（80分）一18一�A教科，出題科臥出題科目数科目等　　生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，社会工学科教　科出題科目出題科目数科　　目　　等数1数　学数1博M狽`5科目i必須）数1，数丑，数皿は全範囲，数Aは陽合の数ﾆ確率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及ﾑ「ベクトル」を併せて数学として出題数B物理基礎・物理試験時間中に吻理基礎・物理」又は「化学基理　科化学基礎・化学1科目礎・化学］のいずれか選択コミュニケーショ瑛識コミュニケーショ瑛翻コミュニケーション英語1，コミュニケーショ英　語コミュニケーショ瑛翻5科目i必須）ン英語H，コミュニケーション英語肛，英語表英語表現1現1，英語表現Hを併せて英語として出題英語表現n情報工学科教　科出題科目出題科目数科　　目　　等数　学数1狽g博X狽`狽a5科目i必須）数1，数H，数田は全範囲，数Aは「場合の数ﾆ確率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及ﾑ「ベクトル」を併せて数学として出題理　科物理基礎・物理1科目「物理基礎・物理」必須英　語コミュニケーショ瑛語1Rミュニケーショ瑛瓢Rミュニケーショ瑛瓢@英語表現1@英語表現15科目i必須）コミュニケーション英語1，コミュニケーショ悼p語1，コミュニケーション英語皿，英語表ｻ1，英語表現Hを併せて英語として出題［創造工学教育課程］　創造工学教育課程では，出願コース以外のもう1っのコースについて第2志望を認めます。　入学者の選抜は，平成29年度大学入試センター試験成績，個別学力検査（小論文含む）成績，調査書，エントリーカード及び面接を総合して判定します。（1）2段階選抜　入学志願者が募集人員に対して，約8倍に達した場合は，大学入試センター試験の成績に　より第1次選抜を行い，第1段階選抜合格者に対して第2次学力検査を行います。　　なお，第1段階選抜の合格者に対しては合格通知と受験票を，不合格者に対しては不合格通知書を平成29年2月28日�撃ﾉ大学から発送することによりお知らせします。　　また，第1次選抜を実施しない時は，志願者に受験票を送付します。一19一（2）配　　　　点�@大学入試センター試験及び個別学力検査コ　ース区　　分国　語地理歴史C　公民数　学理　科外国語計センター試験　　　　　　　　　　300糟黷Q00点，地理歴史100点・公民100点（1科目選�），数学200点，理科200点，外国語200点の合計X00点に3分の1を掛けて300点に換算する。300全コース個別学力検査4004002001000計1300注1：大学入試センター試験で，池理歴史」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：大学入試センター試験の外国語『英語』については，リスニングを含み，筆記とリ　　スニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。�A小論文及び面接　A，B，　Cの3段階で評価します。（3）個別学力検査�@コース，期臥教科・科目等，時間こコ　ー　ス期　　　日教科・科目等時　　　　間数　　　学9：30〜11：30（120分）理科（物理・化学）12：45〜14：25（100分）全コース3月12日（日）英　　　語15：10〜16：30（80分）小　論　文17：10〜17：50（40分）3月13目（月）面　　　接9：30〜一20一�A教科，出題科臥出題科目数科目等教　科出題科目出題科目数科　　目　　等数1数　学数1泊_狽`5科目i必須）数1，数］1，数皿は全範囲，数Aは「場合の数ﾆ確率」及び「図形の性質」，数Bは「数列」及ﾑ「ベクトル」を併せて数学として出題数B物理基礎・物理試験時間中に「物理基礎・物理」又は「化学基理　科1科目化学基礎・化学礎・化学］のいずれか選択コミュニケ⇒ヨ瑛譲コミュニケーショ瑛翻コミュニケーション英語1，コミュニケーショ英　語コミュニケーショ瑛瓢5科目i必須）ン英語H，コミュニケーション英語皿，英語表英語表現1現1，英語表現1を併せて英語として出題英語表現n�B　小論文工学と社会の繋がり等に関わる複数のテーマから1つ選択し，400〜500字程度で解答する。�C　面接（集団面接）工学への暇心の高さ」，「意欲」及び「チームワーク」，「り一ダーシップ性」などにっいて評価する。2　学力検査場　　（1）名古屋工業大学で実施します。　　（2）3月10日閨13：00から16：00までの間，学力検査場の下見を認めますので，確認しておい　　　てください（建物には，入ることはできません。）。3　受験上の諸注意　　受験票に記載の「受験者心得」を熟読しておくとともに，次の事項にっいても注意してください。　　（1）学力検査当日は，気象状況，交通事情等を考慮して，余裕をもって学力検査場に到着して　　　ください。　　（2）学力検査当日の入構及び試験室への入室は，8：30からできます。　　（3）3月12印日〉の学力検査は，試験開始後30分以内の遅刻に限り，受験を認めます。　　（4）受験者に対する連絡事項については，掲示で行いますので，学力検査場内の掲示にはよく　　　注意してください。　　（5）受験票を紛失した場合は，あらかじめ本学入試室で再交付を受けてください。　　　　なお，学力検査当日紛失に気付いた場合は，試験実施本部に申し出てください。一21一（6）3月12日（日）の試験進行の合図は，チャイムにより，次のとおり行います。　　なお，小論文は「創造工学教育課程」のみとなります。区　分数　学理　科英　語小論文備　　　　　　考予　鈴9：1012：2514：5016：50この時刻までに試験室に入室してくだｳい。受験上の諸注意を指示します。始　鈴9：3012：4515：1017：10解答開始終　鈴1］：3014：2516：3017：50解答終了（7）3月13副月）の面接は，9：00までに控室に集合し，9：30から開始します。（8）出題教科の「英語」で「マークシート式解答用紙」を使用します。出題形式は，マーク解答と記述解答を併用します。（9）マークシート式解答用紙を解答する際は，次の点に注意してください。　　�@マーク解答には，必ず黒鉛筆（H，F，　H8に限る。）及びプラスチック製の消しゴム　　　を使用してください。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用してマークした　　　場合には，解答が読み取れないことがありますので，使用しないでください。　　�A　受験番号が正しくマークされていない場合は，採点できないことがあります。　　�B解答は，解答用紙の「マーク例」に従って，正しくマークしてください。マークが薄　　　い場合，一部分しかマークしていない場合，訂正箇所を消しゴムできれいに消していな　　　い（消し跡が残っている）場合は，解答が正しく読み取れず，採点できないことがあり　　　ます。（10）「小論文」を解答する際は，必ず黒鉛筆（H，ド，HBに限る。）及びプラスチック製の消　しゴムを使用してください。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用した場合には，解答が読み取れないことがありますので，使用しないでください。（11）試験室では携帯電話や音の出る機器等は，アラーム設定を解除した上で電源を切ってくだ　さい。また，これらを身につけることは認めないので，かばん等に入れてください。（12）試験室において，不正行為※若しくは監督者の指示に従わない行為をした者には，監督者　が退室を命ずることがあります。不正行為と判断された場合は，それ以後の受験はできなく　なります。また，受験した個別学力検査のすべての教科・科目の成績を無効とします。（13）自動車及びオートバイによる入構は認めません。また，自転車による入構についてもでき　る限り遠慮してください。（14）昼食については，各自で用意してください。（15）エレベーターの使用は，禁止します。※不正行為とは，次の行為をいいます。ア　カンニング（カンニングペーパー・参考書・他の受験者の答案等を見ること，他の人か　ら答えを教わることなど）をすること。イ　他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。ウ　配付された問題冊子を，その試験時間が終了する前に試験室から持ち出すこと。工　解答用紙を試験室から持ち出すこと。オ　解答開始の指示の前に，問題冊子を開いたり解答を始めること。一22一力　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末，電子辞書，ICレコーダー　等の電子機器類を使用すること。　　試験時間中に，定規，コンパス，電卓等の補助具を使用すること。　　解答終了の指示に従わず，鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けること。　上記以外にも，次のことをすると不正行為となることがあります。指示等に従わず，不正行為と認定された場合の取扱いは，上記と同様です。ア　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，腕時計型端末等の電子機器や定規コンパ　ス　電卓等の補助具をかばん等にしまわず，身に付けていたり手に持っていること。　　試験時間中に携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・振動音など。）を長時間鳴らす　など，試験の進行に影響を与えること。　　試験に関することにっいて，自身や他の受験者を利するような虚偽の申出をすること。　　試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。　　試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。　　その他，試験の公正性を損なうおそれのある行為をすること。4　合格者発表及び入学手続　　（1）平成29年3月20日��15：00に，本学2号館前に合格者の受験番号を掲示します。　　　　また，嗣日15：00に，本学ホームページ（h仕p：／／WWVmitech．acjp／）で合格者の受験番号を確　　　認することができます。ただし，本学ホームページでの発表はあくまでも参考としてくださ　　　い。　　　　なお，合格者発表についての電話による問い合わせには応じません。　　　　合格者には，合格通知書及び入学手続書類を3月20郁月）に速達で発送します（郵送以外の　　　方法では交付しません。）。　　　　合格者で，3月23日休1までに関係書類が到着しない場合は，本学入試室へ照会してください。　　（2）合格者（又は代理人）は，下記（3）入学手続日時に入学手続を行ってください。入学手続　　　日時までに入学手続を行わない場合は，入学を辞退したものとして取り扱います。　　　　なお，合格通知書に同封の「入学手続要領」に基づく郵送による入学手続もできます。　　　　入学手続時に必要な経費等は，25ページの「1入学手続時に必要な経費等」を参照してく　　　ださい。　　（3）入学手続日時（4）入学手続場所　　名古屋工業大学（5）入学手続時に本学受験票及び大学入試センター試験受験票を必要としますので，試験後も必ず保管しておいてください。（6）一っの国公立大学に入学手続を行った者は，これを取り消して他の国公立大学に入学手続　を行うことはできません。（7）入学手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。一23一5　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っいては，平成29年2月中旬に本学ホーム　　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の宿　　舎については，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　　　　　　　　　　　　電言舌：052　（735）　7255　　　　　　　　　　　　　Eメール：ly皿＠adm．nitech．acjp一24一前期日程・後期日程共通項目1　入学手続時に必要な経費等　　（1）経　　費　　　〃皿入学料282，000円（予定額）授業料年額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29年4月3日�汲ｩら4月28日　閨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日働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書　　　類�@平成29年度大学入試センター試験受験票�A本学受験票�B高等学校等卒業証明書（卒業見込みで出願した者）�Cその他入学手続関係書類（合格通知に同封）2　欠員補充　　　　入学辞退等により募集人員に欠員が生じた場合は，3月28日�決ﾈ降追加合格又は第2次募集により補充します。追加合格を行う場合は，本人に電話で通知しますので，必ず連絡が可能な状態にしておいてください。　なお，追加合格により他の国公立大学に入学手続を完了した者は，本学に追加合格しても入学手続をすることができません。第2次募集を行う場合は，本学ホームページで公表します。一25一3　入試情報　　入試情報は，次の内容を開示します。情報提供の方法にっいては，（4）を参照してください。　　（1）出願状況等　　　○出願期間中の志願者数等　　　○出願締切後の志願者数等　　　○インターネットによる合格者受験番号の掲示　　　○追加合格の実施の有無　　（2）平成28年度合格者状況　　　�@合格最高・最低点及び合格者平均点満　　　　点学　　　科　　　等区分合　格ﾅ高点合　格ﾅ低点合格者ｽ均点センター氏@験個別学ﾍ検査合　計前期1249．1918．7993．945010001450生命　・応用化学科後期1115．2846．9910．830010001300前期1123．8952．81006．245010001450物　　理　　工　　学　　科後期1028．9857．3919．330010001300前期1174．4971．81039．845010001450電気　・機械工学科後期1125．9870．3923．330010001300前期1143．7928．2997．245010001450情　　報　　工　　学　　科後期1047．5849．3909．030010001300前期1157．9951．31028．745010001450社　　会　　工　　学　　科i建築・デザイン分野）後期1022．9844．8897．330010001300前期129L6919．41003．645010001450社　　会　　工　　学　　科i環　境都　市　分　野）後期979．4846．5909230010001300社　　会　　工　　学　　科i経営システム分野）前期1104．5889．0961．245010001450後期923．8718．1811．930010001300創造工学教育課程i材料・エネルギーコース）前期1107．4850．0929．745010001450後期990．4703．9810．330010001300前期1136．9830ほ905．045010001450創造工学教育課程i情報・社会コース）後期一一771．230010001300　　　注1：上記は追加合格者及び第2次募集を除いたものです。　　　注2：合格者数が10名以下の場合は，合格者平均点のみ開示します。�A志願者数受験者数合格者数等については，「ホームページ」を参照してください。（3）平成29年度入試情報の開示�@正解・解答例等　　　正解・解答例を開示します。ただし，正解・解答例を示すことが困難な問題については，　　出題意図や評価のポイント等を開示します。�A合格者の最高・最低点及び平均点　　　学科等ごとの合格者の最高・最低点及び平均点を開示します。一26一イ�B　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）　　　○個別学力検査科目別点数　　　○上記2つ（平成29年度大学入試センター試験及び個別学力検査）の合計点　　　○小論文及び面接の評価　※創造工学教育課程のみ　　　以上，4項目は個別学力検査の教科・科目を一つでも受験していない場合，開示されま　せん。　　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。　　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。�C　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σ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17日（月）〜5月31日�竃ﾚまでの間，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。（4）情報提供の方法　　ホームページアドレス　http：／／www．　n　i　tech．　ac．　jp／事　　　項内　　　　　　　　容期　　　　間出願期間中の学科等別の志願者数及び志願倍率　1月25日�柿2月1日�鰹o　願　状　況出願締切後の学科等別の志願者数及び志願倍率　2月2日�柿3月末一27一合格者受験番号本学ホームページで「合格者受験番号」を発表iこの情報提供は補助的なものですので，必ず，w内掲示又は合格通知書で確認してください。）（前期日程）@3月7臼θd15：00`3月10日（��17：00i後期日程）@3月20日（月）15：00`3月23日��17：00欠員補充の状況追加合格実施の有無　3月28日（火〉`3月31日圏入試情報の開示入試情報（正解・解答例等，合格者の平均点）のJ示方法及び請求方法　3月上旬`5月末4　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　　　　話　　052　（735）　5083　　　　　　　　　　　　　　FAXO52（735）5084　　　　　　　　　　　　　　Eメール　nit．nyush＠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　　http：／／wwwnitech．acjp／　　　トップページ「入試案内」→「入試速報」○携帯電話サイト　　http：〃daigak司cjp／nitech／回．一28一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）　　　　　　　みみノ　　　けん　　　ちぺうぐ麺）（栄　　　妙　見　町）C蓮）は，市バスの系統番号バスの運行時間は，鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約4001n）鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）吹上駅下車（5番出日から西へ約900m）名大病院下車（東へ約200m）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。響彩　　　総鐸善ず是φ　診緒湯ト、醒懸一一一■一一一一4美鉦’ぺ戸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）電話052（735）5083ホームページアドレス　http：／／www．nit�th．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

