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アドミッション・ポリシー

　名古屋工業大学大学院では，「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，工科系大学の世界拠点として，異分野と

の融合による新たな科学技術を創成し，有為の人材を世に送り出す工科大学

構想を進めています。そこで，次のような学生を広く求めています。

1　広範な工学分野の専門知識を習得することが可能な基礎学力をもつ人

2　既成概念にとらわれることなく自ら新しい分野を開拓できる，積極的

かつ柔軟な思考をもつ人

3　工学分野に関し，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

4　未来の工学を先導することに強い意欲をもっ人
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　　　　　　　　　　　　　　平　成　29年　度

大学院工学研究科（博士前期課程）私費外国人留学生募集要項

1　募集専攻及び募集人員

募　　集　　専　　攻 募集人員

生命・応用化学専攻 若干名

物　理　工　学　専　攻 若干名

電気・機械工学専攻 若干名

情　報　工　学　専　攻 若干名

社　会　工　学　専　攻 若干名

2　出　願　資　格

　　　日本の国籍を有しない者（日本国永住許可を得ている者及び日本の大学を卒業又は卒業見込

　みの者を除く。）であり，「留学」の在留資格を有する者又は大学院入学後に取得可能な者で，

　次のいずれかに該当する者

　　なお，出願時に「留学」の在留資格を有せず取得見込みで出願した者は，入学手続後すみや

　かに瑠学」の在留資格に切りかえてください。「留学」の在留資格を取得しない場合，入学

　　を取り消します。

　①　外国において，学校教育における16年の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

　②外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

　　国の学校教育における16年の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専修学校の専門課程（修業年限が4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

　④　文部科学大臣の指定した者

　　　　大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない国において大学教育を修了し

　　　た者で，大学教育修了後，El本国内又は国外の大学若しくは大学共同利月ヨ機関法人等こ

　　　れらに準ずる研究機関において，研究生，研究員等として相当期間（おおむね1年以上）

　　　研究に従事し，平成29年3月31日までに22歳に達するものは，大学を卒業した者と

　　　　同等以上の学力があると認めた者と取り扱います。

　　⑤本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力

　　　があると認めた者

　　　　個別の入学資格審査を希望する者は，本学大学院において，個人の学習歴や実務経験・

　　　国際的活動経験等の具体的内容について審査しますので，3ページの「4（2）出願書類等」

　　　に示す①，②，③，④，⑨，⑩，⑪に加え，次の書類を平成28年6月20日（月）16：00までに入

　　　試室へ提出してください。
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・出身学校の概要・カリキュラム等教育課程が明らかになる資料

・入学試験出願資格認定審査調書（本学指定の用紙）

審査の結果及びその後の手続方法については，平成28年7月1日閨までにお知らせします。

3　出　願　期　間

　平成28年7月11副月｝～7月14日沐）

　　出願書類等の受付時間は，9：00から16：00までとします。郵送出願の場合は，書留速達郵

便で7月14日㈱16：00必着とします。

4　出　願　手　続

ω　出願書類等の提出

　　　入学志願者は，次の書類等を取りそろえ，所定の期日までに名古屋工業大学入試室に提出し

　　てください。

　　　出願にあたっては，あらかじめ指導を希望する教員と研究内容や出願について相談してください。

　　　郵送出願する場合は，書留速達郵便とし，封筒の表面には，「大学院（博士前期課程）私費

　　外国人留学生入学願書在中」と朱書きしてください。

　　　なお，海外から出願する場合は，入試室へ問い合わせください。

（2｝出願書類等

出　願　書　類 注　　意　　事　　項

①
入学願書・受験票・写真票
i本学所定の用紙）

写真票には，正面，上半身，無帽のもので，出願前3ヶ月以内
ﾉ撮影した縦4cm×横3cmの写真を全面のり付けしてください。

②
志望理由書
i本学所定の用紙）

各項［ヨについて記述してください。

③
成績証明書
iコピー不可）

出身大学が作成した成績証明書を提出してください。

坙{語・英語以外で書かれたものは，日本語又は英語の訳文を
Y付してください。

④
卒業（見込）証明書
iコピー不可）

出身大学が作成した卒業（見込）証明書を提出してください。
坙{語・英語以外で書かれたものは，日本語又は英語の訳文を
Y付してください。

⑤ TOEFL又はTOEICスコア 4（3）①を熟読してください。

⑥ 検定料
30，000円
汳阯ｿは，12ページの「検定料の払込方法」を参照の上，払
｢込んでください。

⑦
受験票送付用封筒
i郵送出願する者のみ）

市販の封筒（長形3号，23．5cm×12cm）に，郵便番号，受信場所，

＊ｼを記入し，郵便切手（362円）を貼付してください。
ｽだし，受信者が外国に居住する場合は，国際スピード郵便
iEMS）で送付するため，航空便書状100g相当の国際返信切
闌狽�ｯ封してください。

在留資格及び在留期間が記載された住民票の写しを提出してください。
⑧ 住民票の写し 在留資格を有しない者は，パスポートの写しを提出してください。

⑨
連絡用シール
i本学所定の用紙）

入学願書に記載した「受信場所］と同一の住所を記載してください。

⑩
研究に従事した証明書
i様式随意）

出願資格④により出願する者のみ提出してください。

蜉w教育終了後，日本国内又は国外の大学若しくは大学共同利
p機関法人等これらに準ずる研究機関において，研究生，研究
�凾ﾆして，相当期間（おおむね1年以上）研究に従事した証明書。
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（3）注　意　事　項

　①TOEFL又はTOEICスコアの提出について
　　　以下により必要書類を提出してください。

　　アTOEFLiBT
　　　　公式スコア（Official　Score　Report）

　　　（ア）公式スコアを提出する場合

　　　　　ETS（Educational　Testing　Service）に対し，公式スコア（Officia1　Score　Report）

　　　　を出願締切日までに本学に到着するよう次のいずれかの方法で手続をしてください。

　　　　・TOEFL試験申込時又は試験前日の22時までにETSに直接申請する方法（無料）

　　　　・TOEFL試験日以降にETSに直接申請する方法（有料）

　　　　　なお，本学の指定校コードは「8549」です。

　　　　　公式スコアは本学到着までに2か月程度の期間を要する場合があるので，余裕をもっ

　　　　て申請してください。出願期間内に未着の場合は書類不備となります。

　　　（イ）rTOEFL　Official　Score　Reportjが，名古屋工業大学に届いているか確認したい場

　　　　　合は，以下のとおりEメール（nit．nyushi＠adm．nitech．acjp）にて問い合わせをし

　　　　　てください。

　　　　　件名「TOEFLスコアについて」

　　　　　本文　・氏名（アルファベット）

　　　　　　　　・TOEFL受験日

　　　　　　　　・TOEFL受験番号

　　　　　　　　・生年月日

　　イ　TOEIC
　　　　TOEIC運営委員会が発行した公式認定証（Official　Score　Certificate）の原本，顔写

　　　真の載っているものを提出してください（コピーは不可）。

　　　　なお，提出されたTOEIC公式認定証は，受験票に同封して返却します。

　　ウ　スコアシート（成績証明書）の有効期限は，当該試験出願期間前2年以内とします。

　　　　なお，TOEFHTP，　TOEICIP等の団体特別受験制度によるスコアは利用できません。

　②　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）。

　③出願書類等の不備なものは，受理しません。

　④　提出後，出願書類等の返還及び記入事項の変更は，認めません。

　⑤既納の検定料は，返還しません。

　⑥　出願書類等に虚偽の事項を記入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。

　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。
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ウ　入学者については，入学者選抜に用いた出願者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。

5　受験票の交付
　出願書類等を持参した場合には，その場で交付します。

　　また，郵送出願した者には，郵送します。

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者は，出願の前に，下記により相談

　してください。

川　相談の時期及び方法

　　平成28年6月24El閨までに相談する内容を文書又は電話等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

　　　8ページの「15　問い合わせ先」にお願いします。

7　入学者選抜方法
　入学者の選抜は，学力検査成績面接及び成績証明書を総合して判定します。本学が指定する

すべての学力検査及び面接を受験しなければなりません。

　なお，希望分野，希望教員は，面接等で再度確認しますが，第1希望とならないことがあります。

川　学　力　検　査

　①専門試験（筆記試験：200点満点300点換算）

　　　平成28年8月18日休）10：00～12：00
　　　　9ページの「別表：選択問題一覧」のうち，志望専攻の指定する問題の中から必ず2題を

　　　当日試験場で選択して解答してください。

　　　なお，日本語で出題してありますが，日本語又は英語のどちらでも解答することができます。

　②外国語試験（ヱ00点満点）

　　外国語試験については，TOEFL又はTOEICのスコアをもって外国語試験の点数とします。

　　TOEFL又はTOEICのスコアの英語得点への換算は次の換算表の範囲で行います。

　　なお，スコアシート（成績証明書）の有効期限は，当該試験出願期間前2年以内とします。また，

　　TOEFL又はTOEICの双方のスコアを提出した場合は，換算後の得点で高得点のスコアを採

　　用します。

TOEIC TOEFL－iBT 筆記試験の得点

990 120 100点

10 0 0点
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（2）面　　　　　接

　平成28年8月19日園12：45～

　研究意欲，適性，人物等について，個人面接を行います。

8　試　　験　　場

　名古屋工業大学

　詳細については，当日，2号館前に掲示します。

9　合格者発表及び入学手続

（1）平成28年9月9日園10：00に，本学ホームページ（http：／／wwvnitechacjp／）上に合格

　者の受験番号を掲載するとともに，合格者に合格通知書を送付します。

　　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。

（2）入学手続の詳細については，平成28年且月下旬に合格者に通知します。

］O　入学手続時に必要な経費

入学料 282，000円（予定額）

授業料 年額 蛯P・円｛蹴ll謬：

注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（月）から4月

　　　28日樹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日園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，徴収猶予又は免除する制度があります。

11入試情報
　　　平成29年度大学院博士前期課程に係る入試情報は，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及び入試室窓口で提供し

　　　　ます。

　　　（2）試験問題等

　　　　①　試験問題

　　　　　　試験問題は過去3年間分をホームページで公表しています。

　　　　　　ただし，著作権法により開示しない場合があります。
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　②　正解・解答例（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

　　や評価ポイント）

　③　開示方法

　　　平成28年9月上旬にホームページで公表します。

（3）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，1科目以上欠席し，選抜の対象外となった場合は開示されません。

　②　申請方法等

　　ア　申請期間

　　　　平成28年9月12日内）～9月23日園

　　イ　申請方法

　　　　入試室窓口又は郵便で，「試験成績請求願」（本学指定の用紙）に，受験票及び成績

　　　送付用封筒（市販の角形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）を添えて申請してください。

　　　　なお，郵便で申請する場合は，事前に入試室まで連絡してください。

　③　開示方法

　　　平成28年10月上旬に申請者本人へ郵送します。

12　各専攻の研究分野

　　入学願書の中の志望専攻名，希望分野名及び教員名の記入に当たっては，別冊「大学院工学研

　究科（博士前期課程）担当教員一覧」を参照してください。

13　課程の修了の認定及び学位の授与

　　本学大学院に2年以上在学し，各専攻所定の授業科目を30単位以上修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，大学院の行う修士論文の審査及び最終試験に合格した者に，修士（工学，学術）

　の学位を授与します。

14　安全保障輸出管理について

　　名古屋工業大学では，「外国為替及び外国貿易法」に基づき，「名古屋工業大学安全保障輸出管

理規程」を定め，外国人留学生の受入れに際し厳格な審査を実施しています。

　　規制事項に該当する場合は，希望する教育が受けられない場合や研究ができない場合がありま

すので，注意してください。

　　　【参考】「名古屋工業大学安全保障輸出管理規程」

　　　　　　　　　http：／／kisoku．wehnitech．ac．jp／houki／204042．htm

経済産業省「安全保障貿易管理」

　　　http：／／wwwmeti．9（》jp／policy／anpO／gaiyou．htm1
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15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．nyushi＠adm．nitech．ac．jp
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別表：選択問題一覧

　　志望した専攻によって，選択できる問題の指定があります。次のとおり各専攻が指定した問題に○印

　が付いていますので，その問題の中から2題を必ず選択解答してください。

問題
ﾔ号

出　題　科　目 生命 物理 電・機 情報 社会

1 微分積分・線形代数 ○ ○ ○ ○

2 A［無機化学］，B〔無機材料合成］ ○

3 A［有機化学］，B［高分子合成］ ○

4 ［高分子科学］ ○

5 A［基礎物理化学］，B［高分子物理化学］ ○

6 A［分析化学］，B［無機構造解析・評価］ ○

7 A［高分子材料物性］，Bl生化学］ ○

8 A［化学工学］，B［無機材料物性］ ○

9 材料物理化学 ○

10 結晶物性 ○

11 材料物理 ○

12 材料プロセス工学 ○

13 量予力学 ○ ○

14 電気回路・電子回路 ○ ○ ○

15 電磁気学 ○ ○ ○

16 電子物性 ○ ○

17 制御工学 ○ ○ ○

18 力学・材料力学 ○ ○

19 流体工学 ○ ○

20 熱力学 ○ ○

21 生産加工 ○ ○

22 計算機ソフトウェア ○

23 計算機ハードウェア ○

24 情報理論 ○ ○

25 数理科学1 ○

26 数理科学2 ○

27 建築材料・構造 ○

28 建築環境 ○

29 建築計画・歴史 ○

30 デザイン理論 ○

31 デザイン制作 ○

32 環境都市構造力学・材料学 ○

33 環境都市水理学・地盤力学 ○

34 環境都市計画学 ○

35 産業戦略 ○

36 オペレーション管理 ○

37 人間・システム管理 ○

38 経営数理解析 ○

注1：問題の中には，さらにA，Bの出題科目に区分された問題があります。これは選択問題であること
　　を示しています。例えば，問題3は，A［有機化学］

　題であることを示しています。

2　生　命＝生命・応用化学専攻

　物　理＝物理工学専攻
　電・機＝電気・機械工学専攻
　情　報＝情報工学専攻

　社会＝社会工学専攻

，B［高分子合成］のいずれかを選択解答する問
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各問題の出題範囲一覧

番号 出題科目 出題範囲

1 微分積分・線形代数
微分積分・線形代数（計算問題を中心とする），ただし常微分方

�ｮを除く

2

A［無機化学］一参一一一一●一パ〔〔一〔〔已一“一“一一一≡’A参一一・再一←一〔旛“一““

a［無機材料合成］

一般無機化学，錯体化学，電気化学，生物無機化学“　“　一　一　一　≡　一　一　P　－　一　一　≠　一　・　←　ム　恒　〔　一　“　▲　一　一　“　“　“　“　“　一　“　“　≡　一　一　“　痢　一　一　一　用　←　一　已　合　込　〔　一　一　一　≡　≡　－　s　－　一　一　一　ゲ　〔　〔　一　百　“　≡　一　病　参　一　一　一　一　≠　一　恒　〔　“　“　“　≡　一　宍　合　一　一　一

ﾞ料化学などの無機材料の基礎，及び熱力学，組織制御学，セラ

~ックス界面化学，結晶性材料やアモルファス材料の合成など

3

A［有機化学］一一一－奄．痢痢一一一一吟一一●〔一一已“一一A－一一一一一一［声一画一一一一≡

a［高分子合成］

一般有機化学，天然物化学，生物有機化学など合　＝　　一　　一　一　　一　一　一　・　［　→　〔　已　一　一　恒　　“　一　一　≡　　一　㌻　一　病　≡　－　－　“　一　“　“　　一　一　一　姪　　一　A　否　痢　一　一　一　用　一　・　’　・　ム　　ー　一　婚　“　　一　一　一　一　参　一　一　一　・　　←　一　〔　一　〔　吟　“　“　梧　一　一　＝　参　否　否　丙　“　　塔　否　　参　参　否　一　一　一

A鎖重合，逐次重合，高分子反応，キャラクタリゼーションなど

4 ［高分子科学］ 天然高分子，合成高分子の設計，性質，構造，機能

5

A［基礎物理化学］開否一一一¶≠●ウ●旛一s－一““培一“一一一参一一⇔・〔一一“一一一一≡一≡

a［高分子物理化学］

化学熱力学，量子化学，構造化学一　一　一　一　一　一　，　一　パ　“　一　〔　〔　“　“　“　一　“　≡　一　一　㊨●　一　参　一　⑤　参　一　一　痢　否　一　一　一　一　一　●　●　〔　一　〔　香　一　“　“　“　一　一　●　⑤　＾　参　否　一　一　←　・　一　〔　一　恒　〔　〔　皐　“　“　一　一　一　一　丙　参　参　一　＾　一　一　＾　一　一　一　・　一　▲　〔　〔

uｪ子溶液・液体・個体の物理化学，高分子構造など

6
A［分析化学］

怐k〔一恒’“一一一一一≡奄■“坊坊A－一一一’〔〔〔““““≡’坊否一否一一一

a［無機構造解析・評価］

分析に用いる化学平衡，溶媒抽出，クロマトグラフィー，電気化
w分析，分光分析，質量分析など一　・　・　一　一　旛　〔　一　“　“　一　梧　一　’　≡　“　一　一　否　否　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　●　●　←　ム　ム　s　〔　一　“　“　≡　参　＾　参　坊　一　一　一　・　一　・　・　〔　〔　“　“　“　旨　梧　“　一　≡　≡　≡　“　丙　＾　塔　一　一　一　一　・　一　・　一　一　・　ウ　恒　“　“　“　一

ｳ機構造化学，量子化学，結晶学，構造解析，材料解析など

7

A［高分子材料物性］一一●一●一戸一一旛〔“““一一一病奄．一一一一一・声〔一“’一一一一一一A’痢

a［生化学］

高分子材料の特徴，ゴム弾性，粘弾性，時間・温度換算則など一　一　一　・　［　一　・　〔　一　否　百　“　〔　“　“　“　“　一　一　r方　一　一　一　方　＾　丙　’　一　’　否　痢　参　一　一　一　一　●　●　再　一　〔　已　恒　“　百　“　一　一　≡　＾　“　否　＾　一　一　一　一　←　・　声　一　〔　〔　恒　旛　“　“　“　“　“　≡　≡　一　“　参　一　一　否　一　一　一　一　が　≠　一　一

y素反応・酵素活性調節・哺乳動物のエネルギー代謝，ホルモン

ﾉよる代謝調節

8

A［化学工学］““一一“病一参A－w－一一s－●●←▲ム“一“一A一鰯”一一一・←ム恒“〔“

a［無機材料物性］

化学工学基礎，輸送現象唱　一　残　”　一　㊨・　“　　参　餅　一　一　一　一　已　←　・　A　－　一　一　ム　A　〔　〔　〔　恒　一　恒　一　一　一　恒　“　　一　一　一　＝　　一　一　“　痢　　参　一　一　・　≠　・　一　ム　▲　　〔　“　“　“　　“　梧　一　●　冊　一　参　痢　痢　　一　一　一　一　　一　一　ゲ　［　一　〔　〔　一　〔　画　　一　　一　“　“　“　　一　一　一　病

d子物性，物性科学，材料強度学など，無機材料の物性の発現と

ｻの機構

9 材料物理化学 熱力学，熱物性，量子物性

10 結晶物性 結晶解析，構造解析，材料組織，金属材料

11 材料物理 力学物性，電子物性，機能材料

12 材料プロセス工学 環境材料化学，材料物理化学，材料プロセス工学

13 量子力学
量子力学の基本的枠組み，空間が1次元の系における束縛状態及

ﾑ散乱問題等

14 電気回路・電子回路
直流回路の過渡現象，交流理論（三稲交流を除く），パイポーラ

gランジスタ・オペアンプ増幅回路

15 電磁気学 静電界，定常電流，静磁界，電磁誘導（電磁波は含まない）

16 電子物性
結晶構造，固体のエネルギーバンド，金属・半導体・絶縁体，状

ﾔ密度，フェルミレベル，電子と正孔，電気伝導，ホール効果

17 制御工学
ラプラス変換，伝達関数ブロック線図，システムの応答，周波

秤椏噤Cシステムの安定性

18 力学・材料力学
質点と剛体の静力学と動力学の基礎，運動量と力積及びエネル

Mー，ひずみと応力，棒の引張と振じり，はりの曲げなど

19 流体工学
静水力学，1次元流れ（含ベルヌーイ定理），運動量理論，次元解析，

ﾇ路の流れ，流体力学基礎式，ポテンシャル流
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20 熱力学
第1法則，第2法則，理想気体，一般関係式，ガスサイクル，
�Cサイクル，熱の有効利用など

21 生産加工 塑性力学の基礎事項および基本的な機械材料の基礎知識

22 計算機ソフトウェア データ構造とアルゴリズム，形式言語とオートマトン，情報数学

23 計算機ハードウェア 計算機基礎，論理回路，計算機構造

24 情報理論 エントロピー，情報源符号化，通信路符号化

25 数理科学1 複素解析，ベクトル解析，微分方程式（フーリエ級数を含む）

26 数理科学2
確率，集合と位相，微分積分・線形代数の理論的側面を含む数学

ﾌ範囲で数学的な思考力を問う問題

27 建築材料・構造 建築材料・施工，建築構造全般

28 建築環境 建築環境・設備全般

29 建築計画・歴史 建築・都市計画，建築歴史・意匠全般

30 デザイン理論 デザイン理論全般

31 デザイン制作 デザイン制作全般

32 環境都市構造力学・材料学 土木分野の構造力学及びコンクリート工学の全般

33 環境都市水理学・地盤力学 水理学および土質力学・地盤工学の全般

34 環境都市計画学
社会基盤計画学（線形計画法，待ち行列理論，費用便益分析，平

ﾏ値の差の検定，回帰分析，工程管理）及び土木倫理

35 産業戦略 経営戦略，マーケティング，経営管理

36 オペレーション管理
生産マネジメント，プロジェクトマネジメント，プロジェクト・

Vステム工学，リスクマネジメント

37 人間・システム管理
システムズアプローチ，ヒューマンファクター，マネジメント心

搖w

38 経営数理解析 品質マネジメント，経済性工学，オペレーションズ・リサーチ
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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i線（上小田井←一→赤池）

桜通線（中村区役所一・徳重）
　　　　　　　　みょう　けん　ちょう
（栄18）　　（栄←一→タ少　　見　　町）

C麺）は，市バスの系統番号

鶴舞駅下車（名大病院ロから東へ約400m）

鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）

吹上駅下車（5番出日から西へ約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。
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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（干466－8555）

電話052（735）5083
ホームページアドレス　http：〃Www．nltech．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

一
一
一

畷
瞬



≡　　　平成29年度　　大学院工学研究科　　　（博士前期課程）私費外国人留学生募集要項　国立大学法人名古屋工業大学目次平成29年度大学院工学研究科（博士前期課程）私費外国人留学生募集要項アドミッション・ポリシー……・…………・…・………・……・……・…………11　募集専攻及び募集人員・…・………………………………’………………22出願資格……・……・……・・………・………・……・………・…・……23・出願期間…・…………・…・……・………・…・…・……・………・……3456789101112131415出願手続……・………・…・……………・…・・…・…・…………・……3受験票の交付・………・………・・……・…………・……・…………・・……5障害等のある入学志願者との事前相談……・……・……・………………5入学者選抜方法・……………・…・……・・…………・……・・…………・……5試　験　場…………・・……・・……・……………………………・……6合格者発表及び入学手続………・……・…・一………………・……………6入学手続時に必要な経費……………・…・・……………・…・・……………6入試情報・………………・……・・…………・…・……・………・……・6各専攻の研究分野…・……’………’…’…………’…”……………’…鼻…7課程の修了の認定及び学位の授与…・・……………・………・……・…・…7安全保障輸出管理について・……………・…・…………’…’…’…………7問い合わせ先・………………・・………・・………・・…・……………・……8別表：選択問題一覧………・・………・…………・・……・………・…・……・……9各問題の出題範囲一覧・…・……………・……………・…・・………・……・…・…10検定料の払込方法…・・……………本学への交通案内………………・・・一・・一一・・一・一・・一・・一…@一・…　一・一・・・…　一一一・・12”………………・…・…・…………・・……?\紙アドミッション・ポリシー　名古屋工業大学大学院では，「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，工科系大学の世界拠点として，異分野との融合による新たな科学技術を創成し，有為の人材を世に送り出す工科大学構想を進めています。そこで，次のような学生を広く求めています。1　広範な工学分野の専門知識を習得することが可能な基礎学力をもつ人2　既成概念にとらわれることなく自ら新しい分野を開拓できる，積極的かつ柔軟な思考をもつ人3　工学分野に関し，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4　未来の工学を先導することに強い意欲をもっ人一1一　　　　　　　　　　　　　　平　成　29年　度大学院工学研究科（博士前期課程）私費外国人留学生募集要項1　募集専攻及び募集人員募　　集　　専　　攻募集人員生命・応用化学専攻若干名物　理　工　学　専　攻若干名電気・機械工学専攻若干名情　報　工　学　専　攻若干名社　会　工　学　専　攻若干名2　出　願　資　格　　　日本の国籍を有しない者（日本国永住許可を得ている者及び日本の大学を卒業又は卒業見込　みの者を除く。）であり，「留学」の在留資格を有する者又は大学院入学後に取得可能な者で，　次のいずれかに該当する者　　なお，出願時に「留学」の在留資格を有せず取得見込みで出願した者は，入学手続後すみや　かに瑠学」の在留資格に切りかえてください。「留学」の在留資格を取得しない場合，入学　　を取り消します。　�@　外国において，学校教育における16年の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　�A外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外　　国の学校教育における16年の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専修学校の専門課程（修業年限が4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　�C　文部科学大臣の指定した者　　　　大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない国において大学教育を修了し　　　た者で，大学教育修了後，El本国内又は国外の大学若しくは大学共同利月ヨ機関法人等こ　　　れらに準ずる研究機関において，研究生，研究員等として相当期間（おおむね1年以上）　　　研究に従事し，平成29年3月31日までに22歳に達するものは，大学を卒業した者と　　　　同等以上の学力があると認めた者と取り扱います。　　�D本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力　　　があると認めた者　　　　個別の入学資格審査を希望する者は，本学大学院において，個人の学習歴や実務経験・　　　国際的活動経験等の具体的内容について審査しますので，3ページの「4（2）出願書類等」　　　に示す�@，�A，�B，�C，�H，�I，�Jに加え，次の書類を平成28年6月20日（月）16：00までに入　　　試室へ提出してください。一2一・出身学校の概要・カリキュラム等教育課程が明らかになる資料・入学試験出願資格認定審査調書（本学指定の用紙）審査の結果及びその後の手続方法については，平成28年7月1日閨までにお知らせします。3　出　願　期　間　平成28年7月11副月｝〜7月14日沐）　　出願書類等の受付時間は，9：00から16：00までとします。郵送出願の場合は，書留速達郵便で7月14日��16：00必着とします。4　出　願　手　続ω　出願書類等の提出　　　入学志願者は，次の書類等を取りそろえ，所定の期日までに名古屋工業大学入試室に提出し　　てください。　　　出願にあたっては，あらかじめ指導を希望する教員と研究内容や出願について相談してください。　　　郵送出願する場合は，書留速達郵便とし，封筒の表面には，「大学院（博士前期課程）私費　　外国人留学生入学願書在中」と朱書きしてください。　　　なお，海外から出願する場合は，入試室へ問い合わせください。（2｝出願書類等出　願　書　類注　　意　　事　　項�@入学願書・受験票・写真票i本学所定の用紙）写真票には，正面，上半身，無帽のもので，出願前3ヶ月以内ﾉ撮影した縦4cm×横3cmの写真を全面のり付けしてください。�A志望理由書i本学所定の用紙）各項［ヨについて記述してください。�B成績証明書iコピー不可）出身大学が作成した成績証明書を提出してください。�本語・英語以外で書かれたものは，日本語又は英語の訳文をY付してください。�C卒業（見込）証明書iコピー不可）出身大学が作成した卒業（見込）証明書を提出してください。�本語・英語以外で書かれたものは，日本語又は英語の訳文をY付してください。�DTOEFL又はTOEICスコア4（3）�@を熟読してください。�E検定料30，000円汳阯ｿは，12ページの「検定料の払込方法」を参照の上，払｢込んでください。�F受験票送付用封筒i郵送出願する者のみ）市販の封筒（長形3号，23．5cm×12cm）に，郵便番号，受信場所，＊ｼを記入し，郵便切手（362円）を貼付してください。ｽだし，受信者が外国に居住する場合は，国際スピード郵便iEMS）で送付するため，航空便書状100g相当の国際返信切闌狽�同封してください。在留資格及び在留期間が記載された住民票の写しを提出してください。�G住民票の写し在留資格を有しない者は，パスポートの写しを提出してください。�H連絡用シールi本学所定の用紙）入学願書に記載した「受信場所］と同一の住所を記載してください。�I研究に従事した証明書i様式随意）出願資格�Cにより出願する者のみ提出してください。蜉w教育終了後，日本国内又は国外の大学若しくは大学共同利p機関法人等これらに準ずる研究機関において，研究生，研究�等として，相当期間（おおむね1年以上）研究に従事した証明書。一3一（3）注　意　事　項　�@TOEFL又はTOEICスコアの提出について　　　以下により必要書類を提出してください。　　アTOEFLiBT　　　　公式スコア（Official　Score　Report）　　　（ア）公式スコアを提出する場合　　　　　ETS（Educational　Testing　Service）に対し，公式スコア（Officia1　Score　Report）　　　　を出願締切日までに本学に到着するよう次のいずれかの方法で手続をしてください。　　　　・TOEFL試験申込時又は試験前日の22時までにETSに直接申請する方法（無料）　　　　・TOEFL試験日以降にETSに直接申請する方法（有料）　　　　　なお，本学の指定校コードは「8549」です。　　　　　公式スコアは本学到着までに2か月程度の期間を要する場合があるので，余裕をもっ　　　　て申請してください。出願期間内に未着の場合は書類不備となります。　　　（イ）rTOEFL　Official　Score　Reportjが，名古屋工業大学に届いているか確認したい場　　　　　合は，以下のとおりEメール（nit．nyushi＠adm．nitech．acjp）にて問い合わせをし　　　　　てください。　　　　　件名「TOEFLスコアについて」　　　　　本文　・氏名（アルファベット）　　　　　　　　・TOEFL受験日　　　　　　　　・TOEFL受験番号　　　　　　　　・生年月日　　イ　TOEIC　　　　TOEIC運営委員会が発行した公式認定証（Official　Score　Certificate）の原本，顔写　　　真の載っているものを提出してください（コピーは不可）。　　　　なお，提出されたTOEIC公式認定証は，受験票に同封して返却します。　　ウ　スコアシート（成績証明書）の有効期限は，当該試験出願期間前2年以内とします。　　　　なお，TOEFHTP，　TOEICIP等の団体特別受験制度によるスコアは利用できません。　�A　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）。　�B出願書類等の不備なものは，受理しません。　�C　提出後，出願書類等の返還及び記入事項の変更は，認めません。　�D既納の検定料は，返還しません。　�E　出願書類等に虚偽の事項を記入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。　�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。一4一ウ　入学者については，入学者選抜に用いた出願者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。5　受験票の交付　出願書類等を持参した場合には，その場で交付します。　　また，郵送出願した者には，郵送します。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者は，出願の前に，下記により相談　してください。川　相談の時期及び方法　　平成28年6月24El閨までに相談する内容を文書又は電話等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　　　8ページの「15　問い合わせ先」にお願いします。7　入学者選抜方法　入学者の選抜は，学力検査成績面接及び成績証明書を総合して判定します。本学が指定するすべての学力検査及び面接を受験しなければなりません。　なお，希望分野，希望教員は，面接等で再度確認しますが，第1希望とならないことがあります。川　学　力　検　査　�@専門試験（筆記試験：200点満点300点換算）　　　平成28年8月18日休）10：00〜12：00　　　　9ページの「別表：選択問題一覧」のうち，志望専攻の指定する問題の中から必ず2題を　　　当日試験場で選択して解答してください。　　　なお，日本語で出題してありますが，日本語又は英語のどちらでも解答することができます。　�A外国語試験（ヱ00点満点）　　外国語試験については，TOEFL又はTOEICのスコアをもって外国語試験の点数とします。　　TOEFL又はTOEICのスコアの英語得点への換算は次の換算表の範囲で行います。　　なお，スコアシート（成績証明書）の有効期限は，当該試験出願期間前2年以内とします。また，　　TOEFL又はTOEICの双方のスコアを提出した場合は，換算後の得点で高得点のスコアを採　　用します。TOEICTOEFL−iBT筆記試験の得点990120100点1000点一5一（2）面　　　　　接　平成28年8月19日園12：45〜　研究意欲，適性，人物等について，個人面接を行います。8　試　　験　　場　名古屋工業大学　詳細については，当日，2号館前に掲示します。9　合格者発表及び入学手続（1）平成28年9月9日園10：00に，本学ホームページ（http：／／wwvnitechacjp／）上に合格　者の受験番号を掲載するとともに，合格者に合格通知書を送付します。　　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。（2）入学手続の詳細については，平成28年且月下旬に合格者に通知します。］O　入学手続時に必要な経費入学料282，000円（予定額）授業料年額蛯P・円｛蹴ll謬：注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（月）から4月　　　28日樹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日園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，徴収猶予又は免除する制度があります。11入試情報　　　平成29年度大学院博士前期課程に係る入試情報は，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及び入試室窓口で提供し　　　　ます。　　　（2）試験問題等　　　　�@　試験問題　　　　　　試験問題は過去3年間分をホームページで公表しています。　　　　　　ただし，著作権法により開示しない場合があります。一6一　�A　正解・解答例（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　　や評価ポイント）　�B　開示方法　　　平成28年9月上旬にホームページで公表します。（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。　　　総合評定（A，B，C）　　　ただし，1科目以上欠席し，選抜の対象外となった場合は開示されません。　�A　申請方法等　　ア　申請期間　　　　平成28年9月12日内）〜9月23日園　　イ　申請方法　　　　入試室窓口又は郵便で，「試験成績請求願」（本学指定の用紙）に，受験票及び成績　　　送付用封筒（市販の角形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）を添えて申請してください。　　　　なお，郵便で申請する場合は，事前に入試室まで連絡してください。　�B　開示方法　　　平成28年10月上旬に申請者本人へ郵送します。12　各専攻の研究分野　　入学願書の中の志望専攻名，希望分野名及び教員名の記入に当たっては，別冊「大学院工学研　究科（博士前期課程）担当教員一覧」を参照してください。13　課程の修了の認定及び学位の授与　　本学大学院に2年以上在学し，各専攻所定の授業科目を30単位以上修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，大学院の行う修士論文の審査及び最終試験に合格した者に，修士（工学，学術）　の学位を授与します。14　安全保障輸出管理について　　名古屋工業大学では，「外国為替及び外国貿易法」に基づき，「名古屋工業大学安全保障輸出管理規程」を定め，外国人留学生の受入れに際し厳格な審査を実施しています。　　規制事項に該当する場合は，希望する教育が受けられない場合や研究ができない場合がありますので，注意してください。　　　【参考】「名古屋工業大学安全保障輸出管理規程」　　　　　　　　　http：／／kisoku．wehnitech．ac．jp／houki／204042．htm経済産業省「安全保障貿易管理」　　　http：／／wwwmeti．9（》jp／policy／anpO／gaiyou．htm1一7一15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．nyushi＠adm．nitech．ac．jp一8一別表：選択問題一覧　　志望した専攻によって，選択できる問題の指定があります。次のとおり各専攻が指定した問題に○印　が付いていますので，その問題の中から2題を必ず選択解答してください。問題ﾔ号出　題　科　目生命物理電・機情報社会1微分積分・線形代数○○○○2A［無機化学］，B〔無機材料合成］○3A［有機化学］，B［高分子合成］○4［高分子科学］○5A［基礎物理化学］，B［高分子物理化学］○6A［分析化学］，B［無機構造解析・評価］○7A［高分子材料物性］，Bl生化学］○8A［化学工学］，B［無機材料物性］○9材料物理化学○10結晶物性○11材料物理○12材料プロセス工学○13量予力学○○14電気回路・電子回路○○○15電磁気学○○○16電子物性○○17制御工学○○○18力学・材料力学○○19流体工学○○20熱力学○○21生産加工○○22計算機ソフトウェア○23計算機ハードウェア○24情報理論○○25数理科学1○26数理科学2○27建築材料・構造○28建築環境○29建築計画・歴史○30デザイン理論○31デザイン制作○32環境都市構造力学・材料学○33環境都市水理学・地盤力学○34環境都市計画学○35産業戦略○36オペレーション管理○37人間・システム管理○38経営数理解析○注1：問題の中には，さらにA，Bの出題科目に区分された問題があります。これは選択問題であること　　を示しています。例えば，問題3は，A［有機化学］　題であることを示しています。2　生　命＝生命・応用化学専攻　物　理＝物理工学専攻　電・機＝電気・機械工学専攻　情　報＝情報工学専攻　社会＝社会工学専攻，B［高分子合成］のいずれかを選択解答する問一9一各問題の出題範囲一覧番号出題科目出題範囲1微分積分・線形代数微分積分・線形代数（計算問題を中心とする），ただし常微分方�式を除く2A［無機化学］一参一一一一●一パ〔〔一〔〔已一“一“一一一≡’A参一一・再一←一〔旛“一““a［無機材料合成］一般無機化学，錯体化学，電気化学，生物無機化学“　“　一　一　一　≡　一　一　P　−　一　一　≠　一　・　←　ム　恒　〔　一　“　▲　一　一　“　“　“　“　“　一　“　“　≡　一　一　“　痢　一　一　一　用　←　一　已　合　込　〔　一　一　一　≡　≡　−　s　−　一　一　一　ゲ　〔　〔　一　百　“　≡　一　病　参　一　一　一　一　≠　一　恒　〔　“　“　“　≡　一　宍　合　一　一　一ﾞ料化学などの無機材料の基礎，及び熱力学，組織制御学，セラ~ックス界面化学，結晶性材料やアモルファス材料の合成など3A［有機化学］一一一−奄．痢痢一一一一吟一一●〔一一已“一一A−一一一一一一［声一画一一一一≡a［高分子合成］一般有機化学，天然物化学，生物有機化学など合　＝　　一　　一　一　　一　一　一　・　［　→　〔　已　一　一　恒　　“　一　一　≡　　一　�n　一　病　≡　−　−　“　一　“　“　　一　一　一　姪　　一　A　否　痢　一　一　一　用　一　・　’　・　ム　　ー　一　婚　“　　一　一　一　一　参　一　一　一　・　　←　一　〔　一　〔　吟　“　“　梧　一　一　＝　参　否　否　丙　“　　塔　否　　参　参　否　一　一　一A鎖重合，逐次重合，高分子反応，キャラクタリゼーションなど4［高分子科学］天然高分子，合成高分子の設計，性質，構造，機能5A［基礎物理化学］開否一一一¶≠●ウ●旛一s−一““培一“一一一参一一⇔・〔一一“一一一一≡一≡a［高分子物理化学］化学熱力学，量子化学，構造化学一　一　一　一　一　一　，　一　パ　“　一　〔　〔　“　“　“　一　“　≡　一　一　�堰怐@一　参　一　�D　参　一　一　痢　否　一　一　一　一　一　●　●　〔　一　〔　香　一　“　“　“　一　一　●　�D　＾　参　否　一　一　←　・　一　〔　一　恒　〔　〔　皐　“　“　一　一　一　一　丙　参　参　一　＾　一　一　＾　一　一　一　・　一　▲　〔　〔uｪ子溶液・液体・個体の物理化学，高分子構造など6A［分析化学］怐k〔一恒’“一一一一一≡奄■“坊坊A−一一一’〔〔〔““““≡’坊否一否一一一a［無機構造解析・評価］分析に用いる化学平衡，溶媒抽出，クロマトグラフィー，電気化w分析，分光分析，質量分析など一　・　・　一　一　旛　〔　一　“　“　一　梧　一　’　≡　“　一　一　否　否　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　●　●　←　ム　ム　s　〔　一　“　“　≡　参　＾　参　坊　一　一　一　・　一　・　・　〔　〔　“　“　“　旨　梧　“　一　≡　≡　≡　“　丙　＾　塔　一　一　一　一　・　一　・　一　一　・　ウ　恒　“　“　“　一ｳ機構造化学，量子化学，結晶学，構造解析，材料解析など7A［高分子材料物性］一一●一●一戸一一旛〔“““一一一病奄．一一一一一・声〔一“’一一一一一一A’痢a［生化学］高分子材料の特徴，ゴム弾性，粘弾性，時間・温度換算則など一　一　一　・　［　一　・　〔　一　否　百　“　〔　“　“　“　“　一　一　r方　一　一　一　方　＾　丙　’　一　’　否　痢　参　一　一　一　一　●　●　再　一　〔　已　恒　“　百　“　一　一　≡　＾　“　否　＾　一　一　一　一　←　・　声　一　〔　〔　恒　旛　“　“　“　“　“　≡　≡　一　“　参　一　一　否　一　一　一　一　が　≠　一　一y素反応・酵素活性調節・哺乳動物のエネルギー代謝，ホルモンﾉよる代謝調節8A［化学工学］““一一“病一参A−w−一一s−●●←▲ム“一“一A一鰯”一一一・←ム恒“〔“a［無機材料物性］化学工学基礎，輸送現象唱　一　残　”　一　�堰E　“　　参　餅　一　一　一　一　已　←　・　A　−　一　一　ム　A　〔　〔　〔　恒　一　恒　一　一　一　恒　“　　一　一　一　＝　　一　一　“　痢　　参　一　一　・　≠　・　一　ム　▲　　〔　“　“　“　　“　梧　一　●　冊　一　参　痢　痢　　一　一　一　一　　一　一　ゲ　［　一　〔　〔　一　〔　画　　一　　一　“　“　“　　一　一　一　病d子物性，物性科学，材料強度学など，無機材料の物性の発現とｻの機構9材料物理化学熱力学，熱物性，量子物性10結晶物性結晶解析，構造解析，材料組織，金属材料11材料物理力学物性，電子物性，機能材料12材料プロセス工学環境材料化学，材料物理化学，材料プロセス工学13量子力学量子力学の基本的枠組み，空間が1次元の系における束縛状態及ﾑ散乱問題等14電気回路・電子回路直流回路の過渡現象，交流理論（三稲交流を除く），パイポーラgランジスタ・オペアンプ増幅回路15電磁気学静電界，定常電流，静磁界，電磁誘導（電磁波は含まない）16電子物性結晶構造，固体のエネルギーバンド，金属・半導体・絶縁体，状ﾔ密度，フェルミレベル，電子と正孔，電気伝導，ホール効果17制御工学ラプラス変換，伝達関数ブロック線図，システムの応答，周波秤椏噤Cシステムの安定性18力学・材料力学質点と剛体の静力学と動力学の基礎，運動量と力積及びエネルMー，ひずみと応力，棒の引張と振じり，はりの曲げなど19流体工学静水力学，1次元流れ（含ベルヌーイ定理），運動量理論，次元解析，ﾇ路の流れ，流体力学基礎式，ポテンシャル流一10一20熱力学第1法則，第2法則，理想気体，一般関係式，ガスサイクル，�気サイクル，熱の有効利用など21生産加工塑性力学の基礎事項および基本的な機械材料の基礎知識22計算機ソフトウェアデータ構造とアルゴリズム，形式言語とオートマトン，情報数学23計算機ハードウェア計算機基礎，論理回路，計算機構造24情報理論エントロピー，情報源符号化，通信路符号化25数理科学1複素解析，ベクトル解析，微分方程式（フーリエ級数を含む）26数理科学2確率，集合と位相，微分積分・線形代数の理論的側面を含む数学ﾌ範囲で数学的な思考力を問う問題27建築材料・構造建築材料・施工，建築構造全般28建築環境建築環境・設備全般29建築計画・歴史建築・都市計画，建築歴史・意匠全般30デザイン理論デザイン理論全般31デザイン制作デザイン制作全般32環境都市構造力学・材料学土木分野の構造力学及びコンクリート工学の全般33環境都市水理学・地盤力学水理学および土質力学・地盤工学の全般34環境都市計画学社会基盤計画学（線形計画法，待ち行列理論，費用便益分析，平ﾏ値の差の検定，回帰分析，工程管理）及び土木倫理35産業戦略経営戦略，マーケティング，経営管理36オペレーション管理生産マネジメント，プロジェクトマネジメント，プロジェクト・Vステム工学，リスクマネジメント37人間・システム管理システムズアプローチ，ヒューマンファクター，マネジメント心搖w38経営数理解析品質マネジメント，経済性工学，オペレーションズ・リサーチ一11一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i線（上小田井←一→赤池）桜通線（中村区役所一・徳重）　　　　　　　　みょう　けん　ちょう（栄18）　　（栄←一→タ少　　見　　町）C麺）は，市バスの系統番号鶴舞駅下車（名大病院ロから東へ約400m）鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）吹上駅下車（5番出日から西へ約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。鐘購ン瀦騰1鍵欝※〔％一ン鞠M　　　噛轍　鶴舞翻名×病院口4圭鉦、く声　　鶴舞　蕪監、北山轡絞黙荒地下鉄吹上駅�D雷出口　鑛、　繊べ　該　熱z　蕪。、灘響一・鴛馨潔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（干466−8555）電話052（735）5083ホームページアドレス　http：〃Www．nltech．ac．jp表紙　本学創設の明治38年（1905年）当時に建設された　　　講堂内部正面図面一一一畷瞬

