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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。

高度工学教育課程及び第二部

（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

　高度工学教育課程及び第二部

　《一般入試》

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

　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。

　第二部（夜間学部）では働きながら学ぶ意欲をもつ学生を求めています。

一1一



《推薦入試》

（1）大学入試センター試験を課さない推薦入試

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

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

（2）大学入試センター試験を課す推薦入試

　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科副の成績を総合して選抜します。

《アドミッション・オフィス入試》

　高校での学習成績が優秀であり，本学が実施するスクーリングの受講を完了した学生を

対象に，大学入試センター試験を課さず，提出書類，スクーリングでの成績，試問を含む

面接での評点を総合して選抜します。

《私費外国人留学生入試》

　日本国籍を有せず，外国において学校教育を受けた者で，日本での積極的な勉学を志す

学生を対象に，提出書類，日本留学試験の成績，「TOEFL」又は「TOEIC」の成績

及び試問を含む面接での評点を総合して選抜します。

創造工学教育課程

《一般入試》

　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。

《推薦入試》

（1）大学入試センター試験を課さない推薦入試

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

提出書類，数学・理科の筆記試験及び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。

（2）大学入試センター試験を課す推薦入試

　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）及び面接の成績を総合して選抜します。

　特に面接は，幅広い工学や科学技術への関心，新たなことを創造する意欲，並びにコミュ

ニケーションカを問うためグループディスカッションを取り入れた内容を課します。
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工学部第一一部

1　募集学科及び募集人員

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 I　　H

アドミッション・

Iフィス入試

外国人留学

ｶ特別入試

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 一

合　　計　　　91・1485　3・6 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入員に加えます。

注2　「推薦入試1：大学入試センター試験を課さない推薦入試」及び「推薦入試丑：大学入試セ

　　　ンター試験を課す推薦入試」を表す。

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（10ページ参照）を受験した者で，

次の各号の一に該当するもの。ただし，推薦入試及びアドミッション・オフィス入試に出願する場

合は，別に定める出願要件を満たす者。

国　高等学校又はヰ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

（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。

　ア　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日までに修了

　　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

一3一



イ　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

ウ　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日までに修了見込みの者

工　文部科学大臣の指定した者

オ　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条の規程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31Bまでに18歳に達するもの

力　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）のカ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，

　　次の期日までに，本学入試室に電話等で連絡してください。

　　第1回　：平成28年8月26日園

　　第2回　：平成29年1月4日㈱

3　入学者選抜方法

　　入学者の選抜は，次により行います。

［高度工学教育課程コ

《一般入試》

　　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。

詳細は，8ページ，10ページを参照してください。

《推薦入試》

（1）大学入試センター試験を課さない推薦入試（電気・機械工学科，社会工学科）

　　第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）と第2次選考（筆記試験及び面接）

　　の結果を総合して判定します。詳細は9ページ，13～15ページを参照してください。

（2）大学入試センター試験を課す推薦入試（生命・応用化学科，物理工学科，情報工学科）

　　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

　定します。詳細は，9ページ，18～20ページを参照してください。

《アドミッション・オフィス入試》

　スクーリングでの発表内容エントリーカード，調査書及び面接の結果を総合して判定します。

詳細は，8ページ，12ページを参照してください。
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［創造工学教育課程］

《一般入試》

　　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。

　　入学志願者が募集人員に対して，前期日程は約4倍に，後期日程は約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。詳細は，8ページ，10ページを参照してください。

《推薦入試》

（1）　大学入試センター試験を課さない推薦入試

　　第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）と第2次選考（筆記試験及び面接）

　の結果を総合して判定します。詳細は，9ページ，16，17ページを参照してください。

（2）大学入試センター試験を課す推薦入試

　　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の成績

　を総合して判定します。詳細は，9ページ，21，22ページを参照してください。
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工学部第二部（夜間学部）

1　募集学科及び募集人員

学　　科　　名
募集人員

O期日程

物　質　工　学　科 5

機　械　工　学　科 5

電気情報工学科 5

社会開発工学科 5

合　　　　　　計 20

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（11ページ参照）を受験した者で，

次の各号の一に該当するもの。ただし，推薦入試及びアドミッション・オフィス入試に出願する場

合は，別に定める出願用件を満たす者。

（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

（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。

　ア　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日までに修了

　　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

　イ　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

　ウ　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日までに修了見込みの者

　工　文部科学大臣の指定した者

　オ　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条の規程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日までに18歳に達するもの

　力　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

一6一



　日までに18歳に達するもの

注：出願資格（3）のカ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，

　　次の期日までに，本学入試室に電話等で連絡してください。

　　第1回　：平成28年8月26日園

　　第2回　：平成29年1月4日㈱

3　入学者選抜方法

　入学者の選抜は，次により行います。

　《一般入試》

　　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。

　第二部（夜間学部）では働きながら学ぶ意欲をもつ学生を求めています。詳細は，8ページ，

　　11ページを参照してください。

z
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l

o◎

1

平成29年度 名古屋工業大学入学者選抜方法等
　　（一般入試，専門高校・総合学科卒業生入試， アドミッション・オフィス入試）

個　　別　　学　　力　　検　　査　　等

実技検査等 2段階選抜
専門高校・総合学科卒業生入試

第1離の選抜による合瀦数

実技検査等

　選抜方法等

w部・学科・分野等

個別

w力

沚ｸ

�ﾛ

ｷ

実技

沚ｸ

�ﾛ

ｷ

面接

�s

､

小論

ｶを

ﾛす

外国語

ﾉおけ

驛潟X

jング

eスト

�ﾛす

主として謂査書

ﾌ内容と大学入試

Zンター試験の成

ﾗこより第暇階

I抜を行い，その

ﾉ｝賭について更

ﾉ必要な検査等を

sう

定員

ﾉ対
ｷる
{率

その他

個別

w力

沚ｸ

�ﾛ
ｷ

実技

沚ｸ

�ﾛ
ｷ

面接

�s

､

小論

ｶを

ﾛす

外国語

ﾉおけ

驛潟X

jング

eスト

�ﾛす

募集

l員

アドミ

@、cンヨ

刀Eオ

tィス

?@試

個　別

w力検査

凾ﾌ日程

備　考

㍾ｯの

竢[の

菇@等

前期日程

生　命・応　用　化　学　科

ｨ　　理　　工　　学　　科

d　気・機　械　工　学　科

ｸ肖　　報　　工　　学　　科 ○ × × × × × × × × × × × × ×

×

2月25日

追加合格

狽ﾍ
Q次募集建簸・デザイン分野 ○

社会工学科 環境都市分野 ×

経営システム分野 ×
第　一　部

後期霞程 生　命・応　用　化　学　科

ｨ　　理　　工　　学　　科

d　気・機　械　工　学　科

﨟@　報　　工　　学　　科

ﾐ　　会　　工　　学　　科

○ × × × × × × × × X × × × × × 3月12日

追加合格

狽ﾍ
Q次募集

嗣期程 材料・エネルギーコース
閨@報・社　会　コ　ー　ス

○ × ○ ○ × ○ 約4倍 × × × × × × × × 2月25・26日

追加合格又は2次募集

創教

｢育

H繰
w程

後日

｡暇
材料・エネルギーコース
﨟@報・社　会　コ　ー　ス

○ X ○ ○ × ○ 約8倍 × × × × × × × × 3月12・13日

追加合格又は2次募集

前期日程

物　　質　　工　　学　　科

@　　械　　工　　学　　科

d　気　情　報　工　学　科

ﾐ　会　θ‖発　工　学　科

○ × × × × × × × × × × × × ×し × 2月25日

追加合格

狽ﾍ
Q次募集

注1：調査書の学習成績概評欄に，⇔表示を希望します。
　2：募集人員に欠員がある場合は，追加合格又は第2次募集を行います。



Φ
1

平成29年度　名古屋工業大学入学者選抜方法等（特別入試）

推　　　　　　薦　　　　　　入　　　　　　試

入学定員の一部について，出身学校長の推薦に基づき，学力検

ｸを免除し調査書を主な資料として判定する　　　w

帰国子女・社

?l等のため

ﾌ特別入試

　選抜方法等

@　　　　　〉

@　　　　　　　　‘
w部・学科・分野等

実　技　検　査　等個別学力

沚ｸ及び
蜉w入試

Zンター
詞ｱを免
怩ｷる

個別学力

沚ｸを免
怩ｵ，大
w入試セ
塔^ー試

ｱを課す

実技検

ｸを課
ｷ

面　接

�sう

小論文

�ﾛす

外国語
ﾉおけ
驛潟X
jング
eスト
�ﾛす

その他

推薦入

歯蜿W

l　員

帰国子女 社会入

その他の入試

備　考

生　命・応　用　化　学　科 × ○ × × × ×
エントリー

Jード
20

物　　理　　工　　学　　科 × ○ × × × ×
エントリー

Jード
15

電　気・機　械　工　学　科 ○ × × ○ × ×
ヱントリーカザ

s勃髄
女子20

高度工学教育課程

情　　報　　工　　学　　科 × ○ × × × ×
エントリー

Jード
15 × X × ×

建築・デザイン分野 × × × × × × X 0

社会工学科 環境都市分野 ○ × × ○ × ×
エントリーカ弐

笆u随
3

経営システム分野 ○ × × ○ × ×
エントリーカ弐

蜍ﾎ縫
3

○ 一 × ○ × ×
エントリ吻ヰ

賰b勃随
15

材料・エネルギーコース
一 ○ × ○ × × エントリ鴫ザ 9

×

創教

｢育
H課
w程

○ 一 × ○ × ×
エントリ凶弐

ｮ勃髄
10

× × ×

情　報・社　会　コ　ー　ス

一 ○ × ○ × × ヱントリーカヰ 6

注1：調査書の学習成績概評欄に，㊨表示を希望します。

　2：推薦入試の不合格者は，大学入試センター試験を受験した場合に限り， 一般入試に出願手続をすれば個別学力検査を受けることができます。
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平成29年度 名古屋工業大学入学者選抜の実施教科・科目について
鰯別学力椀養薄 大学入試センター試験・個別写i力検査簿の配点簿学部・学科等名及び入孚定員等

@　　〔駕㌃28㍊
学力検蜜簿の

謨ｪ・日程

大学入試センター試験の利用教科・科目 敦科等

科　　　　冒　　　　等
2段階

I抜
麸験の区分 園諺吾 地歴 公民 数学 理科

外国 配点

ﾜ計

特男lj選抜

菇@等
教科 科　　　目　　　等

㈹期日程）（前期）

@2月25日 センター試験 　　　　　　450
r灘oo点他理綴i鵬点え浪loo点qf↓匿
I択），籔綬eo点．理科2額点，辮聯2困点の

㈹v900点に2分の圭を揚けて45｛｝点に梗聾する．

450
工学部

謌齦煤
k4．8〕

@910入
O期
@485
繩冝

@306
`O
@　3
ｻの他
@　116

個別学力検査 400 4⑪o 200 LOOO

国語

絡?a㍗鎗地B｝から1

狽P・数A
狽g・数B，簿，情　　から1

磨p…

p（リスニングテストを含む），独，仏，中，韓

@　　　　　　　　　　　　　　　から1
@　　　　　　　　　　　　〔5数科7科自〕

計 1，450

推薦

O国人

ﾇ加合格

Q次募集

生命・応用化学科

@　　　　　210人
@　　　前期　120
@　　　後期　　70

@　　　その他20
ｨ理工学科
@　　　　　105人
@　　　前期　　55
@　　　後期　　35

@　　　その他15
d気・機械工学科
@　　　　　200人
@　　　前期　110
@　　　後期　　70

@　　　その他20
﨣�H学科
@　　　　　145人
@　　　苗1期　　85

@　　　後期　　45

@　　　その他15
ﾐ会工学科
@　　　　　150人
i建築・デザイン分野）

@　　　前期　　42
@　　　後期　　25

@　　　AO　　　3
i環境都市分野）

@　　　前期　　25
@　　　後期　　17
@　　　その他　3
i経営システム分野）

@　　　前期　　18
@　　　後期　　14
@　　　その他　3

数理外

嚇期日程）

k1，　数H，　数皿は全範閥から出題

狽`は「場合の数と磁率」及び「図形の性質」から出題
狽aは「数列」及び「ペクトル」から出題

ｶ命・応用化学科
ｨ理工学科
ﾐ会工学科　　　　　　「物理基礎・物恩又は「ぎヒ学基隠・化学」

@（建築・デザイン分野）　のいずれか1科目を選択

@（環境都市分野）

@（経営システム分野）

ﾒ§二崖2工学科　　｝・物理基礎・物理・

i英滋i）コミュニケーション葵繕］，コミニニプーシ三ン窺図，コミュニケーション英語頚，

@　　共羅表環1．英語表現Hを併せて出題

実施

ｵない

ぽ期日程）（後期）

@3月12日 センター試験 300
ぽ期日懲
狽P，数狂．数ロは金範瀦から出懸
狽`は鴻含の数と磁率」及び演形の性質ミから出題
狽aは澱列膓驚び「ベクトル」力這出題

　　　　　　300
｢語200点，地理歴史100点・公民100点（三科目

I択），数学200点．理科200点，外悶語2GO点の

≒j90◎点に3分の1を掛けて300点に換算する。

個別学力検査 400 400 200 1，000

瞬気・機械二i二学科

R会工学科
計 1β00

数理外

生命・応用化学科
ｱ理ヨニ学科

@　　　　　　　　　1物理基礎・物理1又は1化学基礎・化学」」
@　　　　　　　　　のいずれか1科購を選択　（建築・デザイン分野）

@（斑境都市分野）

@（経営システム分野）

竃R．漂斗　　｝吻握礎・物蜘
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’（英語）コミュニケーション綴1，コミュニケーショ瑛訓、コミュニケーショ瑛継，

@　　英語表現1，英語表現IIを併せて出題、

爽施

ｵない

外国人

ﾇ加合格
Q次募集

яE

O国人

ﾇ加合格

Q次募集

備期日程）（前期）

@2月25日
@2月26日

センター試験 　　　　　　450
糟黷Q00克地理歴史100点・公民100点α科目

I択），数撃200点，理科200点，外田語200点の

㈹v900点に2分の芝を掛けて450点に換算する。

450
　　　　　　100入
嵭ｿ・エネルギーコース）

@　　　6育期　　18

@　　　後期　　18

@　　　その他24

i情報・社会コース）

@　　　前期　　12
@　　　後期　　12

@　　　その他16

数理外そ㊧熔

数1，数H、数砥は全範固から出題
狽`は「堤含の数と磁率」及び竈§彫の性貿」から出題

狽aは殴列」＆びrベクトル」から出題

u物理基礎・物理」又は「｛ヒ学基縫・化学」のいずれか1科目を選択

i英語）コミュニケーション惑劉，コミュニケーション難i皿，コミュニケーショ瑛灘，

@　　英誘表現1，英語表現∬を併せて出題

ｬ論文

ﾊ接

個別学力検査 400 400 200 1，000

国語

J鷺農㍗蘂地B｝から1

狽P・数A
狽g・数B，f窺，情　　から1

､｝…

p（リスニングテストを含む），独，仏，中，韓

@　　　　　　　　　　　　　　　から1
@　　　　　　　　　　　　〔5教科7ξ泊｝

計 1，450

注2 （後期日程）

（後期）

@3月12日
@3月13日

センター試験 　　　　　　300
蝸U200点、地理歴史100点・公5…100点（1科目

I把），数学200点。理科200点，外囚語200点の

㈹v900点に3分の1を欝けて300点に捜算する．

300

個別学力検査 400 400 200 1，000

計 L300



個別学力検査等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等学部・学科等名及び入学定貝簿

@　　臨28闘
学力検査鯵の
謨ｪ・日程

大挙入試センター試験の利用教科・科日 教科等

科　　　　目　　　等
2段階

ｭ抜
試験の区分 願語 地歴 公民 数学 理科

外1烈

ﾘ目

配点

ﾉ済

特別遡抜

菇@等
数科 科　　　目　　　等

（llll期）

@2月25El
（渕舶程〉

センター試験 　　　　　　450
垬b2㈱慮培醒｛史100点・公t追1㈱点｛H1日

ﾃ那，燦氾0頓怠屑12⑪0瀧辮砥200点の
狽撃№盾資z二2分の疫8｝けて450点に｝蕎する．

450
迫力給格

Q次募集

数理外

間別学力検査 400 400 200 LOOO

物質：じ学科

@　　　　　5人
@　　　前朗　5

@械：1：学科

@　　　　　5人・
@　　　前則　5　　　　　凡

d気］｝‘ξ報工学科

@　　　　　5人
@　　　1梅期　5

ラ?P購発コ：学科

@　　　　　5入
@　　　前期　5

国潔｝

g鳥慮鷲1鎗地彗胸
狽堰E数A
狽Pい数B、簿，情　から1

P｝…

p（リスニングテストを｛麹），独．仏，中．口

@　　　　　　　　　　　　　　　から1

@　　　　　　　　　　　　〔5敦科7科目〕

（前期日穆）

狽P，数∬，数匝は全簡田1から出題
狽`は「期合の数と砿狗及びf図形の性質」から日］題
狽aは「数列」及び「ペクトル」から出題

ﾔ灘学科　｝灘鵠1綴畿提学2蹴’化学」

Z翻学科　｝・物醒礎・物理・

iヲs選｝）コミュニケーション英頴1．コミュニケーション英語口，コミュニケーション葵蕗匿．

@　　英語衰現1．英齋表現∬を併せて出題

借 1，450

工学部
�ﾉ∬1；

k5．6｝

@　2◎人
i内調

O期　20

@　　．

実施

ｵない
・

1

←
斤
1

注ユ【大学入斌センター試験の利用教科・科目】桐
　・r地理歴史」及び「公民」から2科獄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。
　・「簿記・会消’」，「情報関係基礎」を選1尺解答できる者は．高答学校若しくは中等救育学校においてこれらの科1ヨ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簿課程の修了（∫己込み）者に限ります。

注2〔個別学力検査等の2段階選抜】樹
　・創造王学救育課程の2段階選抜については，入学志願者が募集人貝に対して、前期日程は約4倍に．後期日程は約8倍に遥した賜合は、大学入試センタ・一試陵の成績により第1次選抜を行い，第1段階澱抜合絡者に対して第2
　　次学力検査を行います。

注3［大学入試センター試験・個別学力検査簿の灘点等】欄

　・大学入試センター試験の外1藁lali『英mについては，リスニングを含み，簸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。



平成29年度特別入試方法等（アドミッション・オフィス入試）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学

工　学部　第　一　部
実施学部・学科

社会工学科（建築・デザイン分野）

募　集　人　員 3　人

高等学校の専門学科又は総合学科を平成29年3月に卒業見込み

の者で，次のすべてに該当するもの

（1）本学科での勉学を強く希望する者

出　願　要　件 ②建築又はデザインに関わる科目を履修し，本学が実施する

スクーリングの受講を完了した者

（3）高等学校の調査書の学習成績概評がAの者

倒合格した場合，入学を確約できる者

個別学力検査を課さず1スクーリングでの発表内容，志望理由

書，調査書及び面接の結果を総合して判定します。

（スクー一リングの日程等）

（1）学科内容，スクーリング日程等の説明会

平成28年7月19日㈹

主に「建築」や「デザイン」等について学ぶ社会工学科（建築・

デザイン分野）について分かり易く説明するとともに，rアド

選抜方法等
　ミッション・オフィス入試』の実施方法について説明します。

i2）スクーリング希望届の受付期間

平成28年8月1日（月）～8月4日休）

（3）スクーリング

平成28年8月22日（月）～8月23日㈹

製図・デザイン作品等のプレゼンテーション及び即日設計

又は即日制作。

受験希望者が学校やコンクール等に提出した製図・デザイ

ン作品等を必要とします。

出　願　期　間 平成28年9月23日閨～9月27日㈹

選　抜　期　日 （面接）平成28年10月13日休1

合格発表　日 平成28年11月4日困

そ　　の　　他 大学入試センター試験を免除します。

一12一



平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

工　学　部　第　一　部

実施学部・学科

電気・機械工学科

募　集　人　員 女子　20　人

出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる女子

@高等学校又は中等教育学校を，卒業した者又は平成29年3月卒

ﾆ見込みの者のうち，電気電子工学又は機械工学の分野に強い関

Sと意欲を持つもので，高等学校における数学（数1，数五，数A，

狽a）及び理科（物理基礎・物理）のそれぞれの評定平均値が3．5

ﾈ上に属するもの。ただし，数班については，履修又は履修見込

ﾝであること。

香F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～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。

第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）

ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接i）の結果を総合して判定します。

@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

M記試験の教科・科目名等

選抜方法等 教　科 科　　目　　名　　等

数　学

数1，数豆，拠Hから出題

狽`は「場合の数と確率」及び「図形の｛生質」から出題

狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題

理　科 物理基礎・物理

出　願　期　間 平成28年11月1日㈹～11月4日θ

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成28年11月9日㈱
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成28年11月25日θ

合格発表日 平成28年12月9目園

そ　　の　　他 大学入試センター試験を免除します。
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平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

実施学部・学科

工　学　部　第　一　部

社会工学科（環境都市分野）

募　集　人　員 3　人

出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校又は申等教育学校の普通科，理数に関する学科，専門学

ﾈ又は総合学科を，卒業した者又は平成29年3月卒業見込みの者

ﾌうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属するもの。

香F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。

　第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）

ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接）の結果を総合して判定します。

@なお，総合評定は，A，　B，Cの3段階で行います。

M記試験の教科・科目名等

教　科 科　　目　　名　　等

選抜方法等
数　学

数1，数H，数皿から出題

狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題

狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題

理　科 物理基礎・物理

出　願　期　間 平成28年11月1日㈹～11月4日働

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成28年11月9日㈱
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成28年11月25日働

合格発表　日 平成28年12月9日閨

そ　　の　　他 大学入試センター試験を免除します。
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平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

実施学部・学科

工　学　部　第　一　部

社会工学科（経営システム分里予）

募　集　人　員 3　人

出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校又は中等教育学校の普通科，理数に関する学科，専門学

ﾈ又は総合学科を，卒業した者又は平成29年3月卒業見込みの者

ﾌうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属するもの。

香F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。

　第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）

ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接）の結果を総合して判定します。

@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

M記試験の教科・科目名等

教　科 科　　目　　名　　等

選抜方法等
数　学

数1，数互，数皿から出題

狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題

狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題

理　科 「物理基礎・物理」又は「化学基礎・化学」のいずれか選択

出　願　期　間 平成28年11月1日㈹～11月4日働

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成28年11月9日㈱
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成28年11月25B閨

合格発表　日 平成28年12月9日陶

そ　　の　　他 大学入試センター試験を免除します。
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平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

実施学部・課程

工　学　部　第　一　部

創造工学教育課程（材料・エネルギーコース）

募　集　人　員 15　人

ξ出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校又は中等教育学校の普通科理数に関する学科，専門学

ﾈ又は総合学科を，卒業した者又は平成29年3月卒業見込みの者

ﾌうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属するもの。

@下記に示す英語外部試験のいずれかのスコアが基準点を満たし

ﾄいること。

英検 TOEIC TOEFL－IBT 　TOEFL@Junior
bomprehensive

GTEC
bBT

c語c

rTUDENIrs
IEurs TEAP

準2級 400 40 300 700 485 3．O 68

※「TEAP」は，　Reading及びList飽ingのスコア合計

香F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。

第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）

ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接）の結果を総合して判定します。

@なお，総合評定は，A，　B，Cの3段階で行います。

M記試験の教科・科目名等

選抜方法等 教　科 科　　目　　名　　等

数　学

数1，数丑，数正から出題

狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題

狽aは徴列」及び「ベクトル」から出題

理　科 「物理基礎・物理」又は「化学基礎・化学」のいずれか選択

出　願　期　間 平成28年11月1日㈹～11月4日偽

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成28年U月9日㈱
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成28年U月25日働

合格発表日 平成28年12月9日閨

そ　　　の　　他 大学入試センター試験を免除します。
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平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

工　学　部　第　一　部

実施学部・課程

創造工学教育課程情報・社会コース）

募　集　人　員 10　人

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校又は中等教育学校の普通科，理数に関する学科，専門学

ﾈ又は総合学科を，卒業した者又は平成29年3月卒業見込みの者

ﾌうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属するもの。

@下記に示す英語外部試験のいずれかのスコアが基準点を満たし

ﾄいること。

出　願　要　件 英検 TOEIC TOEFしiBT
　TOEFL
@海nior
b◎mprehensive

GTEC
bBT

G認c

rTUDENIrs
IELTS TEAP

準2級 400 40 300 700 485 3．0 68

※「TEAP」は，　Reading及びList題ingのスコア合計

香F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。

第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）

ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接）の結果を総合して判定します。

@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

M記試験の教科・科目名等

選抜方法等 教　科 科　　目　　名　　等

数　学

数1，数五，数皿から出題

狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題

狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題

理　科 「物理基礎・物理」又は「化学基礎・化学」のいずれか選択

出　願　期　間 平成28年11月1日㈹～11月4日樹

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成28年11月9日姻
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成28年11月25日困

合格発表　B 平成28年12月9日園

そ　　の　　他 大学入試センター試験を免除します。
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平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

実施学部・学科

工　学　部　第　一　部

生命・応用化学科

募　集　人　員 20　人

出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又

ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター

詞ｱの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。

香F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。

　推薦書，調査書，エントリーカード及び大学入試センター試験

ﾌ成績を総合して判定します。

@なお，判定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点

教科 科　目　名　等 配点

国 国語 100点

選抜方法等

地歴，

�ｯ
世A，世B，日A，日B，地A，地B

ｻ社，倫政経，倫・政経から1科日
50点

数 讃；巖簿情から、科目｝合計・縮
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

※「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

出　願　期　間 平成29年ヱ月17日㈹～1月20E｛翻

選　抜　期　日 平成29年2月上旬

合格発表日 平成29年2月7日㈱

そ　　の　　他
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平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

工　学　部　第　一　部

実施学部・学科

物　理　工　学　科

募　集　人　員 15　人

出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校（申等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又

ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター

詞ｱの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。

香F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。

　推薦書，調査書，エントリーカード及び大学入試センター試験

ﾌ成績を総合して半碇します。

@なお，総合評定は，A，　B，Cの3段階で行います。

蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点

教科 科　目　名　等　　　　　　　　　　配点

国 国語 100点

選抜方法等

地歴，

�ｯ
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 叢；齢㌔から獺｝合計・縮 200点

理 物，化 200点

外 英（1玖ニングを含む），独，仏，中，韓から1科目 200点

〔5教科7科目〕

※「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

出　願　期　間 平成29年1月17日㈹～1月20日閨

選　抜　期　日 平成29年2月上旬

合格発表　日 平成29年2月7日㈹

そ　　の　　他
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平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

実施学部・学科

工　学　部　第　一　部

情　報　工　学　科

募　集　人　員 15　人

出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又

ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター

詞ｱの本学が指定する下記の教科・科§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。

香F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。

　推薦書，調査書，エントリーカード及び大学入試センター試験

ﾌ成績を総合して判定します。

@なお，総合評定は，A，　B，Cの3段階で行います。

蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点

教科 科　目　名　等 配点

国 国語 200点

選抜方法等

地歴，

�ｯ
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
100点

数 讃；灘鯖から囎｝合計・綱 200点

理 忽生から囎｝錯・科目
200点

外 英ωスニングを含む），独仏中，韓から1科目 200点

〔5教科7科副

※「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

出　願　期　間 平成29年1月17日り0～1月20日園

選　抜　期　日 平成29年2月上旬

合格発表　日 平成29年2月7日㈹

そ　　の　　他



平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

実施学部・学科

工　学　部　第　一　部

創造工学教育課程（材料・エネルギーコース）

募　集　人　員 9　人

出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又

ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター

詞ｱの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。

香F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。

　推薦書調査書，エントリーカード，大学入試センター試験及

ﾑ面接の成績を総合して判定します。

@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点

教科 科　目　名　等 配点

国 国語 200点

選抜方法等

地歴，

�ｯ

世A，世B，日A，日B，地A，地B

ｻ社，倫政経倫・政経からΣ科目
100点

数 郷巖鯖から囎｝舗・梱 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〕

※「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

出　願　期　間 平成29年1月17日㈹～1月20日園

面　接　期　日 平成29年1月27日園

選　抜　期　日 平成29年2月上旬

合格発表　日 平成29年2月7日∪づ

そ　　の　　他
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平成29年度特別入試方法等（推薦入試）
名古屋工業大学

実施学部・学科

工　学　部　第　一　部

創造工学教育課程（情報・社会コース）

募　集　人　員 6　人

出　願　要　件

　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者

@高等学校（申等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又

ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター

詞ｱの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。

香F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。

　推薦書，調査書，エントリーカード，大学入試センター試験及

ﾑ面接の成績を総合して判定します。

@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点

教科 科　目　名　等 配点

国 国語 200点

選抜方法等

地歴，

�ｯ

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
100点

数 鍵ぷ情から囎｝舗・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科副

※「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

出　願　期　間 平成29年ヱ月17日㈹～1月20日園

面　接　期　日 平成29年1月27日園

選　抜　期　日 平成29年2月上旬

合格発表日 平成29年2月7日㈹

そ　　の　　他



平成29年度私費外国人留学生の入学者選抜方法等について

1　募集学科及び募集人員

募集学科・分野 募集人員

生　　命　　・　応　　用　　化　　学　　科 若干名

物　　　理　　　工　　　学　　　科 若干名

電　　気　・　機　　械　　工　　学　　科 若干名

高度工学教育課程

情　　　報　　　工　　　学　　　科 若干名

建築・デザイン分野 若干名

社会工学科 環境都市分野 若干名

経営システム分野 若干名

2　出　願　期　間

　平成29年1月4日㈱～1月6日倫｝

3　選　抜　期　日

　平成29年1月30日（月）

4　選　抜　方　法

　入学者の選抜は，成績証明書，日本留学試験成績、「TOEFL」又は「TOEIC」の成績及

び面接　（口頭試問を含む。）を総合して判定します。

5　出　願　資　格

　次の国～（4）の全てを満たしている者

（1）出願時に日本国籍を有しない者（出願時に日本国永住許可を得ている者を除く。）

（2）出入国管理及び難民認定法において，大学入学に支障のない在留資格「留学」を有する者又は

　取得できる見込みの者で，次の各号のいずれかに該当するもの

　　なお，出願時に「留学」の在留資格を有せず見込みで出願した者は，入学手続後すみやかに瑠学」

　の在留資格に切り替えてください。「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12年の課程を修了した者又は平成29年3月31日までに修

　　了見込みの者

　②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と同等以上の学力があるかどうか

　　に関する認定試験であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずるものを含む。）に合格

　　した者で，平成29年3月31日までに18歳に達するもの
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　③外国において，高等学校に対応する学校の課程を修了した者（これと同等以上の学力がある

　　かどうかに関する認定試験である．と認められる当該国の検定に合格した者を含む。）で，我が

　　国の大学に入学するための準備教育を行う施設において当該課程を修了したもの又は平成29年

　　3月31日までに修了見込みの者で，平成29年3月31日までに18歳に達するもの

　④外国において，高等学校に対応する学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

　　11年以上の課程を修了したとされるもの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修了した者

　⑤　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格

　　を有する者で，平成29年3月31日までに18歳に達するもの

　⑥ドイッ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有す

　　る者で，平成29年3月31日までに18歳に達するもの

　⑦　フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で，

　　平成29年3月31日までに18歳に達するもの

（3）独立行政法人日本学生支援機構が実施する平成28年度日本留学試験を受験し，平成29年度学生

　募集要項に定める各教科・科目の得点基準を満たす者

（4）「TOEFL」又は「TOEIC」を受験した者

6　そ　　の　　他

（1）詳細は，8月上旬発表の「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。

②　日本留学試験の細目については，次に照会してください。

　　独立行政法人　日本学生支援機構　留学生事業部留学試験課

　　〒153－8503　東京都目黒区駒場4－5－29

　　電話03－6407－7457

障害等のある入学志願者との事前相談

　受験上及び修学上特別な配慮を必要とする者は，本学の学生募集要項により，相談する時期・内容

等にっいて確認してください。ただし，体幹及び両上下肢の機能障害が著しい者で，代筆解答を希望

するものは，大学入試センター試験出願以前のできるだけ早い時期に相談してください。

　その他受験上及び修学上の相談については，通年受け付けています。
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平成29年度名古屋工業大学学生募集要項の請求について

　募集入員，選抜期日，選抜方法，検査場，出願手続，入学検定料その他入学に関する経費等出願に

必要な事項を掲載した学生募集要項については，次のとおり請求してください。

1　募集要項発表時期及び請求方法
　郵送により本学に直接請求する場合は，封筒の表面に「○○○募集要項請求」と募集要項名を朱

書きし，受信者の郵便番号，住所及び氏名を明記の上，送料分の切手を貼った返信用封筒（角形2号，

縦33．2cm×横24cm）を同封して請求してください。

　なお，2部以上請求する場合は，相当の郵便切手を貼付してください。

区　　　分 募　　集　　要　　項　　等　　名 送料 募簸項発表醐

工　学　部 大　学　案　内 215円 6月中旬

一　般　入　試 一般入試　学生募集要項 300円 11月下旬

アドミッション・オフィス頑 社会工学科（建築・デザイン分野）アドミッション・オフィス入試　学生募集要項 180円 6月上旬
第　　一　　部

電気・機械工学科一女子，社会工学科（環境都市分野・

o営システム分野），創造工学教育課程　学生募集要項
180円 7月下旬

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

ｳ育課程　学生募集要項
180円 11月申旬

　私費外国人
ｯ学生特別入試

私費外国人留学生特別入試　学生募集要項 180円 7月下旬
塞蔀

一　般　入　試 一般入試　学生募集要項 180円 11月下旬

2　請求及び入学者選抜等に関する問い合わせ先

〒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

3　募集要項をインターネット等で請求する方法
（1）大学情報センターの「モバっちょ」（web）による請求

本学ホームページ（http：／／www．nitech．acjp／）から請求することができます。

（トップページの「入試案内」→学部の「募集要項・資料請求」→「モバっちょによる請求」）

請求方法についてはリンク先の指示に従ってください。

（2）大学情報センターの「モバっちょ」へ直接請求

次のアドレスにアクセスし，ガイダンスに従い請求してください。

霊鞠夢撫
（3）テレメール（web）による請求

　　本学ホームページ（http：／／www垣tech．acjp／）から請求することができます。

パソコンの場合 携帯電話の場合

http：／／djc－mbJp／nitech／
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　　（トップページの「入試案内」→学部の　「募集要項・資料請求」→「テレメール（web）による請求」）

　　請求方法についてはリンク先の指示に従ってください。

④　テレメールへ直接請求

　①下のいずれかの方法でテレメールにアクセスしてください。

テレメール

自動音声応答電話の場合 インターネット（スマホ・携帯電話・パソコン）の場合

IP電話
Te1（050）8601－0101

@（24時間受付）

　　　　http：／／telemaitjp

pソコン・携帯電話各社共通アドレスです。

（IP電話：一般電話回線からの通§辞…｝金は日本全国どこからでも3分毎に約12円です。）

②　資料請求番号一一覧

資　　料　　名 資料請求番号（6桁） 発送開始日

大学案内 564102 随時

第一部一般入試募集要項 567932 11月下旬

第一部AO入試社会工学科健築・デザイン分野）募集要項 544102 6月上旬

第一部推薦入試（電気・機械工学科一女子社会工学科（環境

s市分野・経営システム分野），創造工学教育課程）募集要項
564072 7月下旬

第一部推薦入試（生命・応用化学科，物理工学税情報

H学科，創造工学教育課程）募集要項
567962 11月中旬

第一部私費外国人留学生特別入試募集要項 544072 7月下旬

第二部一般入試募集要項 567942 11月下旬

＊　受付から2～3臼で送付されます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては4日以上か

　　かる場合もあります。なお，発送開始日までの請求は予約受付となり．発送開始日になりまし

　　たら一斉に発送されます。

＊　自動音声応答電話による請求の場合，住所・氏名の録音時は，ゆっくりはっきりとお話しくだ

　　さい。録音された音声が不鮮明な場合は，資料をお届けできないことがあります。

＊　料金は，お届けする資料に同封されている料金支払用紙の支払方法に従い，お支払いください。

→（1），（2）の請求方法についてのお問い合わせ先

大学情報センター株式会社　モバっちょカスタマーセンター（平日10：00～18：◎0）

　　　　　　　　　　　　TEL（050）3540－5005

→㈲，倒の請求方法についての問い合わせ先

テレメールカスタマーセンター（9：30～18：00）

　　　TEL（050）8601－0102
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入試情報
ホームページ

　URL　http：／／www．nitech．ac．jp／

各種募集要項の請求方法

　　　随　時

出願状況
　　　◇一般入試
　　　　出願期聞中及び出願締切後

　　　命推薦入試
　　　　出願締切後

　　　命アドミツション・オフィス入試

　　　　出願締切後

　　　命私費外国人留学生特別入試

　　　　出願締切後

入学者選抜状況（合格者数・入学者数等）

　入学者確定後

　　　含一般入試

　　　含推薦入試

　　　命アドミッション・オフィス入試

　　　命私費外国人留学生特別入試

欠員補充の状況

　　　命一般入試
　　　　平成29年3月28日㈲～31日園

回
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‘

JR東海

地下鉄

市バス

本学への交通案内
中央本線

鶴舞線（上小田井一一→赤池）

桜通線（中村区役所一徳重）

魎）（栄＿鯵う覚ち肺

注1　（栄18）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番出口から西へ約900m）

名大病院下車（東へ約200m）

2：バスの運行時間は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意してください。

難馨捧

滋蕩

謬鯉

JR鶴買潔
名大病院【コ

・地下獺掴駅
　④苗出【コ

4圭加

北山

智報

⑨醤

名古屋工業大学入試室
　　　　　　　ごきそちょう
名古屋市昭和区御器所町（〒466－8555）

電話052（735）5083
ホームベージアドレス　http：的vww．niセech．acJp／

表紙　本学創設の明治38年（1905年）当時に建i設された

　　　講堂内部正面図面



’び　　　　　　M　　　　　　　〔　　　　　　◇　�`き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　．’／〉夢舜　　　　　・、拶．ぶ　　　ノ…自繕灘鋭1謬〆　　　　豆講憲愚鵜礁緊鑑　　　　・、　　　　　　　　　　　一幾魔乏癒鰹ξ＼。］懸塞　　璽露　　　　　　　ひ　　　ロ　シ　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　プ　　　メ　ペ　　　　　ぷ　　　　　　　　　　　　ザ　　　　ベド　ペ　　ピ　ケ　　　　トビ嚢ヂ…懲きl　　　　i　　　　　　　ミ　　　　　　　ヅ；　　i　　　，　　　ご　　　　　　　　　エ，ノ@　I　　　i　　　ト　　　　　　　　　　　ピ　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　じi　　i　　i　　　F　　　　　　　　　　，　　　に　　　　　　　　シ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　f　　　　　　勺　　　昏＼　　　　　　liド袴テイ∨一�n一∵ぼ�n’　）　・ノi�g　・i、　…w∵ぶ“…←　’　　　　プぐ　　　∵う�c・’．　　パ萢診ぶ難ふ。．＿ぷ諺夢入　　　　　　　　シ“パづ贈会・へ　　　　▽　　　　　　　　　　　　　　　　　1・一＿＿＿・⇒＿＿＿＿。〜＿＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿，＿・＿＿＿＿＿。．．。＿己＿＿＿＿＿＿＿．一＿ぶよ＿＿＿む　　　　　　　　　かぺ　らド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　〜　“・∨　、　　　雪＼、．ンﾕ郷甦∪＿難・瀧ぺ＿∴繊譲。∨_・　“渓＼一　　　べ〆1’　　　　　　　　　　　⇒s気　　　　　　　　　　ぐ　　　　　　　　　　　べをボ難馨難崇縫1ソ・鋤　　　　　　　　　　　　　　　　スじ　ベプスト　　　　　　　　　　　ベシ　　き　　　　　　　　　’　§欝�_∀iぼ鶉w藪　　　　　　　　　　　　どシ蕊きジ　　　　　ニち膨パをも　　　　　　　　　　　　‥、ミ’　　　　　　　“享へ�h活　　　　　　　　　　　　　　　’�a≠@　　　・�n妄♪｝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》”・　　　　　，るをざ　s’　f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c　艀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　マタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぢ　　　　　　　　　　　　フl　　　　　　　　　　　l　∀　　　　　　　　　　　　i　・　　　’i　　　　　　　　　　・i…　　　国立大学法人　　　　　…リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブ　　ぐ　　　　　　　　　　　　　ヂ　　　　　　　　　1名古屋工業大学i｛　　，　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　ヅ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　膓　　　　　　　　　ri　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　《　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　＜　　‘《　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逐　　　　　　　　　　　　　　　　ξ　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　〜プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のニー@＿＾三一・＿＝。＿え≡三み二≡≡＿三≡二＿漏＿二≡．≡→ここご二＝＿．二＿三�n≡三二≡二�`こ一、、　　�a’吟…’冶’∵〔1窪�n…’、’i�n1…’∵仁募�d“プ：Tρ珊｝�n当wi江ボ．溺・，　、　i・ンi　i一　一’ilil�d・�d｛　iき±@　一…一　一一一ヌぎ⇒一・一一一ふ一三一一…一こづし・�j1ニーパー」ニペ仁一＿∴．目次アドミッション・ポリシー……………・…・…・………・……・………・・………・…・…・…………・・………1工学部第一部　　1　募集学科及び募集人員………・………・……・…∴…・…・…・……………・・…・……………・・…・3　　2　出願資格等・………………・………・………・・……………………・…・…………・・………………3　　3　入学者選抜方法・…………・……・………・………・・…・……………・・…・・……………・…＿＿＿　4工学部第二部（夜間学部）　　1　募集学科及び募集人員・………………………………・…・………………・・…………………・…　6　　2　出願資格等・……・…………惨…・……・………・…・・……♪…………………・…’…・………………　6　　3　入学者選抜方法…・・……………・・……・…………・………………・………・…………・…………　7平成29年度　名古屋工業大学入学者選抜方法等…・……………・………………………………・………　8平成29年度　名古屋工業大学入学者選抜の実施教科・科目について…………・…・・……・…………・・10平成29年度　特別入試方法等（アドミッション・オフィス入試）・…・…∴………・………一・……・…・12平成29年度　特別入試方法等（推薦入試）………………・…・一…………・……一一……・……一一13平成29年度　私費外国人留学生の入学者選抜方法等について…………・一…・………一…一・……23障害等のある入学志願者との事前相談…・……………・……………・・…・・………………………………24平成29年度　名古屋工業大学学生募集要項の請求について一∵……一・…・……………・…・・………25“入試情報…・…………………・…………・……・………………・……………・…………・・……・∫……・・……27本学への交通案内…’……………・・………・…・……・………・………・・………・………・・…………＿裏表紙アドミッション・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。高度工学教育課程及び第二部（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　高度工学教育課程及び第二部　《一般入試》　大学入試センター試験（5教科7科目）とともに，数学・理科・英語の個別学力試験を通して，　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。　第二部（夜間学部）では働きながら学ぶ意欲をもつ学生を求めています。一1一《推薦入試》（1）大学入試センター試験を課さない推薦入試　高校での学習成績が優秀であり，出身学校長が責任をもって推薦できる学生を対象に，提出書類，数学・理科の筆記試験及び試問を含む面接での評点を総合して選抜します。（2）大学入試センター試験を課す推薦入試　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科副の成績を総合して選抜します。《アドミッション・オフィス入試》　高校での学習成績が優秀であり，本学が実施するスクーリングの受講を完了した学生を対象に，大学入試センター試験を課さず，提出書類，スクーリングでの成績，試問を含む面接での評点を総合して選抜します。《私費外国人留学生入試》　日本国籍を有せず，外国において学校教育を受けた者で，日本での積極的な勉学を志す学生を対象に，提出書類，日本留学試験の成績，「TOEFL」又は「TOEIC」の成績及び試問を含む面接での評点を総合して選抜します。創造工学教育課程《一般入試》　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。《推薦入試》（1）大学入試センター試験を課さない推薦入試　高校での学習成績が優秀であり，出身学校長が責任をもって推薦できる学生を対象に，提出書類，数学・理科の筆記試験及び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。（2）大学入試センター試験を課す推薦入試　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）及び面接の成績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。一2一工学部第一一部1　募集学科及び募集人員募　　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I　　Hアドミッション・Iフィス入試外国人留学ｶ特別入試生　命・　応　用　化　学　科210120　　・70一20一　　若干名物　　理　　工　　学　　科1055535一15�o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145　　　8545一15一若干名建築・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10030123012106一一合　　計　　　91・1485　3・651653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入員に加えます。注2　「推薦入試1：大学入試センター試験を課さない推薦入試」及び「推薦入試丑：大学入試セ　　　ンター試験を課す推薦入試」を表す。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（10ページ参照）を受験した者で，次の各号の一に該当するもの。ただし，推薦入試及びアドミッション・オフィス入試に出願する場合は，別に定める出願要件を満たす者。国　高等学校又はヰ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（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。　ア　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日までに修了　　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一3一イ　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ウ　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日までに修了見込みの者工　文部科学大臣の指定した者オ　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条の規程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31Bまでに18歳に達するもの力　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）のカ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，　　次の期日までに，本学入試室に電話等で連絡してください。　　第1回　：平成28年8月26日園　　第2回　：平成29年1月4日��3　入学者選抜方法　　入学者の選抜は，次により行います。［高度工学教育課程コ《一般入試》　　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。詳細は，8ページ，10ページを参照してください。《推薦入試》（1）大学入試センター試験を課さない推薦入試（電気・機械工学科，社会工学科）　　第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）と第2次選考（筆記試験及び面接）　　の結果を総合して判定します。詳細は9ページ，13〜15ページを参照してください。（2）大学入試センター試験を課す推薦入試（生命・応用化学科，物理工学科，情報工学科）　　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　定します。詳細は，9ページ，18〜20ページを参照してください。《アドミッション・オフィス入試》　スクーリングでの発表内容エントリーカード，調査書及び面接の結果を総合して判定します。詳細は，8ページ，12ページを参照してください。一4一［創造工学教育課程］《一般入試》　　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。　　入学志願者が募集人員に対して，前期日程は約4倍に，後期日程は約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。詳細は，8ページ，10ページを参照してください。《推薦入試》（1）　大学入試センター試験を課さない推薦入試　　第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）と第2次選考（筆記試験及び面接）　の結果を総合して判定します。詳細は，9ページ，16，17ページを参照してください。（2）大学入試センター試験を課す推薦入試　　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の成績　を総合して判定します。詳細は，9ページ，21，22ページを参照してください。一5一工学部第二部（夜間学部）1　募集学科及び募集人員学　　科　　名募集人員O期日程物　質　工　学　科5機　械　工　学　科5電気情報工学科5社会開発工学科5合　　　　　　計202　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（11ページ参照）を受験した者で，次の各号の一に該当するもの。ただし，推薦入試及びアドミッション・オフィス入試に出願する場合は，別に定める出願用件を満たす者。（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（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。　ア　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日までに修了　　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　イ　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　ウ　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日までに修了見込みの者　工　文部科学大臣の指定した者　オ　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条の規程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日までに18歳に達するもの　力　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31一6一　日までに18歳に達するもの注：出願資格（3）のカ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，　　次の期日までに，本学入試室に電話等で連絡してください。　　第1回　：平成28年8月26日園　　第2回　：平成29年1月4日��3　入学者選抜方法　入学者の選抜は，次により行います。　《一般入試》　　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。　第二部（夜間学部）では働きながら学ぶ意欲をもつ学生を求めています。詳細は，8ページ，　　11ページを参照してください。z一7一lo◎1平成29年度名古屋工業大学入学者選抜方法等　　（一般入試，専門高校・総合学科卒業生入試，アドミッション・オフィス入試）個　　別　　学　　力　　検　　査　　等実技検査等2段階選抜専門高校・総合学科卒業生入試第1離の選抜による合瀦数実技検査等　選抜方法等w部・学科・分野等個別w力沚ｸ�課ｷ実技沚ｸ�課ｷ面接�行､小論ｶをﾛす外国語ﾉおけ驛潟Xjングeスト�課す主として謂査書ﾌ内容と大学入試Zンター試験の成ﾗこより第暇階I抜を行い，そのﾉ｝賭について更ﾉ必要な検査等をsう定員ﾉ対ｷる{率その他個別w力沚ｸ�課ｷ実技沚ｸ�課ｷ面接�行､小論ｶをﾛす外国語ﾉおけ驛潟Xjングeスト�課す募集l員アドミ@、cンヨ刀Eオtィス?@試個　別w力検査凾ﾌ日程備　考�艮の竢[の�法等前期日程生　命・応　用　化　学　科ｨ　　理　　工　　学　　科d　気・機　械　工　学　科ｸ肖　　報　　工　　学　　科○××××××××××××××2月25日追加合格狽ﾍQ次募集建簸・デザイン分野○社会工学科環境都市分野×経営システム分野×第　一　部後期霞程生　命・応　用　化　学　科ｨ　　理　　工　　学　　科d　気・機　械　工　学　科�戞　報　　工　　学　　科ﾐ　　会　　工　　学　　科○××××××××X×××××3月12日追加合格狽ﾍQ次募集嗣期程材料・エネルギーコース閨@報・社　会　コ　ー　ス○×○○×○約4倍××××××××2月25・26日追加合格又は2次募集創教｢育H繰w程後日｡暇材料・エネルギーコース�戞報・社　会　コ　ー　ス○X○○×○約8倍××××××××3月12・13日追加合格又は2次募集前期日程物　　質　　工　　学　　科@　　械　　工　　学　　科d　気　情　報　工　学　科ﾐ　会　θ‖発　工　学　科○×××××××××××××し×2月25日追加合格狽ﾍQ次募集注1：調査書の学習成績概評欄に，⇔表示を希望します。　2：募集人員に欠員がある場合は，追加合格又は第2次募集を行います。Φ1平成29年度　名古屋工業大学入学者選抜方法等（特別入試）推　　　　　　薦　　　　　　入　　　　　　試入学定員の一部について，出身学校長の推薦に基づき，学力検ｸを免除し調査書を主な資料として判定する　　　w帰国子女・社?l等のためﾌ特別入試　選抜方法等@　　　　　〉@　　　　　　　　‘w部・学科・分野等実　技　検　査　等個別学力沚ｸ及び蜉w入試Zンター詞ｱを免怩ｷる個別学力沚ｸを免怩ｵ，大w入試セ塔^ー試ｱを課す実技検ｸを課ｷ面　接�行う小論文�課す外国語ﾉおけ驛潟Xjングeスト�課すその他推薦入歯蜿Wl　員帰国子女社会入その他の入試備　考生　命・応　用　化　学　科×○××××エントリーJード20物　　理　　工　　学　　科×○××××エントリーJード15電　気・機　械　工　学　科○××○××ヱントリーカザs勃髄女子20高度工学教育課程情　　報　　工　　学　　科×○××××エントリーJード15×X××建築・デザイン分野××××××X0社会工学科環境都市分野○××○××エントリーカ弐笆u随3経営システム分野○××○××エントリーカ弐蜍ﾎ縫3○一×○××エントリ吻ヰ�ｭb勃随15材料・エネルギーコース一○×○××エントリ鴫ザ9×創教｢育H課w程○一×○××エントリ凶弐ｮ勃髄10×××情　報・社　会　コ　ー　ス一○×○××ヱントリーカヰ6注1：調査書の学習成績概評欄に，�鴛\示を希望します。　2：推薦入試の不合格者は，大学入試センター試験を受験した場合に限り，一般入試に出願手続をすれば個別学力検査を受けることができます。」○平成29年度名古屋工業大学入学者選抜の実施教科・科目について鰯別学力椀養薄大学入試センター試験・個別写i力検査簿の配点簿学部・学科等名及び入孚定員等@　　〔駕�e28�m学力検蜜簿の謨ｪ・日程大学入試センター試験の利用教科・科目敦科等科　　　　冒　　　　等2段階I抜麸験の区分園諺吾地歴公民数学理科外国配点ﾜ計特男lj選抜�法等教科科　　　目　　　等�穴�日程）（前期）@2月25日センター試験　　　　　　450r灘oo点他理綴i鵬点え浪loo点qf↓匿I択），籔綬eo点．理科2額点，辮聯2困点の�計900点に2分の圭を揚けて45｛｝点に梗聾する．450工学部謌齦煤k4．8〕@910入O期@485繩�　306`O@　3ｻの他@　116個別学力検査4004�Jo200LOOO国語絡?a�h鎗地B｝から1狽P・数A狽g・数B，簿，情　　から1磨p…p（リスニングテストを含む），独，仏，中，韓@　　　　　　　　　　　　　　　から1@　　　　　　　　　　　　〔5数科7科自〕計1，450推薦O国人ﾇ加合格Q次募集生命・応用化学科@　　　　　210人@　　　前期　120@　　　後期　　70@　　　その他20ｨ理工学科@　　　　　105人@　　　前期　　55@　　　後期　　35@　　　その他15d気・機械工学科@　　　　　200人@　　　前期　110@　　　後期　　70@　　　その他20�ｱ�工学科@　　　　　145人@　　　苗1期　　85@　　　後期　　45@　　　その他15ﾐ会工学科@　　　　　150人i建築・デザイン分野）@　　　前期　　42@　　　後期　　25@　　　AO　　　3i環境都市分野）@　　　前期　　25@　　　後期　　17@　　　その他　3i経営システム分野）@　　　前期　　18@　　　後期　　14@　　　その他　3数理外嚇期日程）k1，　数H，　数皿は全範閥から出題狽`は「場合の数と磁率」及び「図形の性質」から出題狽aは「数列」及び「ペクトル」から出題ｶ命・応用化学科ｨ理工学科ﾐ会工学科　　　　　　「物理基礎・物恩又は「ぎヒ学基隠・化学」@（建築・デザイン分野）　のいずれか1科目を選択@（環境都市分野）@（経営システム分野）ﾒ§二崖2工学科　　｝・物理基礎・物理・i英滋i）コミュニケーション葵繕］，コミニニプーシ三ン窺図，コミュニケーション英語頚，@　　共羅表環1．英語表現Hを併せて出題実施ｵないぽ期日程）（後期）@3月12日センター試験300ぽ期日懲狽P，数狂．数ロは金範瀦から出懸狽`は鴻含の数と磁率」及び演形の性質ミから出題狽aは澱列膓驚び「ベクトル」力這出題　　　　　　300｢語200点，地理歴史100点・公民100点（三科目I択），数学200点．理科200点，外悶語2GO点の≒j90◎点に3分の1を掛けて300点に換算する。個別学力検査4004002001，000瞬気・機械二i二学科R会工学科計1β00数理外生命・応用化学科ｱ理ヨニ学科@　　　　　　　　　1物理基礎・物理1又は1化学基礎・化学」」@　　　　　　　　　のいずれか1科購を選択　（建築・デザイン分野）@（斑境都市分野）@（経営システム分野）竃R．漂斗　　｝吻握礎・物蜘@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’（英語）コミュニケーション綴1，コミュニケーショ瑛訓、コミュニケーショ瑛継，@　　英語表現1，英語表現IIを併せて出題、爽施ｵない外国人ﾇ加合格Q次募集яEO国人ﾇ加合格Q次募集備期日程）（前期）@2月25日@2月26日センター試験　　　　　　450糟黷Q00克地理歴史100点・公民100点α科目I択），数撃200点，理科200点，外田語200点の�計900点に2分の芝を掛けて450点に換算する。450　　　　　　100入�ｳｿ・エネルギーコース）@　　　6育期　　18@　　　後期　　18@　　　その他24i情報・社会コース）@　　　前期　　12@　　　後期　　12@　　　その他16数理外そ��熔数1，数H、数砥は全範固から出題狽`は「堤含の数と磁率」及び竈§彫の性貿」から出題狽aは殴列」＆びrベクトル」から出題u物理基礎・物理」又は「｛ヒ学基縫・化学」のいずれか1科目を選択i英語）コミュニケーション惑劉，コミュニケーション難i皿，コミュニケーショ瑛灘，@　　英誘表現1，英語表現∬を併せて出題ｬ論文ﾊ接個別学力検査4004002001，000国語J鷺農�h蘂地B｝から1狽P・数A狽g・数B，f窺，情　　から1､｝…p（リスニングテストを含む），独，仏，中，韓@　　　　　　　　　　　　　　　から1@　　　　　　　　　　　　〔5教科7ξ泊｝計1，450注2（後期日程）（後期）@3月12日@3月13日センター試験　　　　　　300蝸U200点、地理歴史100点・公5…100点（1科目I把），数学200点。理科200点，外囚語200点の�計900点に3分の1を欝けて300点に捜算する．300個別学力検査4004002001，000計L300個別学力検査等大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等学部・学科等名及び入学定貝簿@　　臨28闘学力検査鯵の謨ｪ・日程大挙入試センター試験の利用教科・科日教科等科　　　　目　　　等2段階ｭ抜試験の区分願語地歴公民数学理科外1烈ﾘ目配点ﾉ済特別遡抜�法等数科科　　　目　　　等（llll期）@2月25El（渕舶程〉センター試験　　　　　　450�話2�蒲ｶ培醒｛史100点・公t追1�鞄_｛H1日ﾃ那，燦氾0頓怠屑12�J0瀧辮砥200点の狽撃�ｏｎ想二2分の疫8｝けて450点に｝蕎する．450迫力給格Q次募集数理外間別学力検査400400200LOOO物質：じ学科@　　　　　5人@　　　前朗　5@械：1：学科@　　　　　5人・@　　　前則　5　　　　　凡d気］｝‘ξ報工学科@　　　　　5人@　　　1梅期　5ラ?P購発コ：学科@　　　　　5入@　　　前期　5国潔｝g鳥慮鷲1鎗地彗胸狽堰E数A狽Pい数B、簿，情　から1P｝…p（リスニングテストを｛麹），独．仏，中．口@　　　　　　　　　　　　　　　から1@　　　　　　　　　　　　〔5敦科7科目〕（前期日穆）狽P，数∬，数匝は全簡田1から出題狽`は「期合の数と砿狗及びf図形の性質」から日］題狽aは「数列」及び「ペクトル」から出題ﾔ灘学科　｝灘鵠1綴畿提学2蹴’化学」Z翻学科　｝・物醒礎・物理・iヲs選｝）コミュニケーション英頴1．コミュニケーション英語口，コミュニケーション葵蕗匿．@　　英語衰現1．英齋表現∬を併せて出題借1，450工学部�に∬1；k5．6｝@　2◎人i内調O期　20@　　．実施ｵない・1←斤1注ユ【大学入斌センター試験の利用教科・科目】桐　・r地理歴史」及び「公民」から2科獄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。　・「簿記・会消’」，「情報関係基礎」を選1尺解答できる者は．高答学校若しくは中等救育学校においてこれらの科1ヨ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簿課程の修了（∫己込み）者に限ります。注2〔個別学力検査等の2段階選抜】樹　・創造王学救育課程の2段階選抜については，入学志願者が募集人貝に対して、前期日程は約4倍に．後期日程は約8倍に遥した賜合は、大学入試センタ・一試陵の成績により第1次選抜を行い，第1段階澱抜合絡者に対して第2　　次学力検査を行います。注3［大学入試センター試験・個別学力検査簿の灘点等】欄　・大学入試センター試験の外1藁lali『英mについては，リスニングを含み，簸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。平成29年度特別入試方法等（アドミッション・オフィス入試）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学工　学部　第　一　部実施学部・学科社会工学科（建築・デザイン分野）募　集　人　員3　人高等学校の専門学科又は総合学科を平成29年3月に卒業見込みの者で，次のすべてに該当するもの（1）本学科での勉学を強く希望する者出　願　要　件�A建築又はデザインに関わる科目を履修し，本学が実施するスクーリングの受講を完了した者（3）高等学校の調査書の学習成績概評がAの者倒合格した場合，入学を確約できる者個別学力検査を課さず1スクーリングでの発表内容，志望理由書，調査書及び面接の結果を総合して判定します。（スクー一リングの日程等）（1）学科内容，スクーリング日程等の説明会平成28年7月19日�月蛯ﾉ「建築」や「デザイン」等について学ぶ社会工学科（建築・デザイン分野）について分かり易く説明するとともに，rアド選抜方法等　ミッション・オフィス入試』の実施方法について説明します。i2）スクーリング希望届の受付期間平成28年8月1日（月）〜8月4日休）（3）スクーリング平成28年8月22日（月）〜8月23日�倹ｻ図・デザイン作品等のプレゼンテーション及び即日設計又は即日制作。受験希望者が学校やコンクール等に提出した製図・デザイン作品等を必要とします。出　願　期　間平成28年9月23日閨〜9月27日�倦I　抜　期　日（面接）平成28年10月13日休1合格発表　日平成28年11月4日困そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一12一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学工　学　部　第　一　部実施学部・学科電気・機械工学科募　集　人　員女子　20　人出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる女子@高等学校又は中等教育学校を，卒業した者又は平成29年3月卒ﾆ見込みの者のうち，電気電子工学又は機械工学の分野に強い関Sと意欲を持つもので，高等学校における数学（数1，数五，数A，狽a）及び理科（物理基礎・物理）のそれぞれの評定平均値が3．5ﾈ上に属するもの。ただし，数班については，履修又は履修見込ﾝであること。香F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〜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。第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接i）の結果を総合して判定します。@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。M記試験の教科・科目名等選抜方法等教　科科　　目　　名　　等数　学数1，数豆，拠Hから出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の｛生質」から出題狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題理　科物理基礎・物理出　願　期　間平成28年11月1日�戟`11月4日θ選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成28年11月9日�頑２次選考（筆記試験及び面接）@平成28年11月25日θ合格発表日平成28年12月9目園そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一13一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学実施学部・学科工　学　部　第　一　部社会工学科（環境都市分野）募　集　人　員3　人出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校又は申等教育学校の普通科，理数に関する学科，専門学ﾈ又は総合学科を，卒業した者又は平成29年3月卒業見込みの者ﾌうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属するもの。香F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。　第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接）の結果を総合して判定します。@なお，総合評定は，A，　B，Cの3段階で行います。M記試験の教科・科目名等教　科科　　目　　名　　等選抜方法等数　学数1，数H，数皿から出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題理　科物理基礎・物理出　願　期　間平成28年11月1日�戟`11月4日働選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成28年11月9日�頑２次選考（筆記試験及び面接）@平成28年11月25日働合格発表　日平成28年12月9日閨そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一14一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学実施学部・学科工　学　部　第　一　部社会工学科（経営システム分里予）募　集　人　員3　人出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校又は中等教育学校の普通科，理数に関する学科，専門学ﾈ又は総合学科を，卒業した者又は平成29年3月卒業見込みの者ﾌうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属するもの。香F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。　第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接）の結果を総合して判定します。@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。M記試験の教科・科目名等教　科科　　目　　名　　等選抜方法等数　学数1，数互，数皿から出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題理　科「物理基礎・物理」又は「化学基礎・化学」のいずれか選択出　願　期　間平成28年11月1日�戟`11月4日働選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成28年11月9日�頑２次選考（筆記試験及び面接）@平成28年11月25B閨合格発表　日平成28年12月9日陶そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一15一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学実施学部・課程工　学　部　第　一　部創造工学教育課程（材料・エネルギーコース）募　集　人　員15　人ξ出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校又は中等教育学校の普通科理数に関する学科，専門学ﾈ又は総合学科を，卒業した者又は平成29年3月卒業見込みの者ﾌうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属するもの。@下記に示す英語外部試験のいずれかのスコアが基準点を満たしﾄいること。英検TOEICTOEFL−IBT　TOEFL@JuniorbomprehensiveGTECbBTc語crTUDENIrsIEursTEAP準2級400403007004853．O68※「TEAP」は，　Reading及びList飽ingのスコア合計香F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。第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接）の結果を総合して判定します。@なお，総合評定は，A，　B，Cの3段階で行います。M記試験の教科・科目名等選抜方法等教　科科　　目　　名　　等数　学数1，数丑，数正から出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題狽aは徴列」及び「ベクトル」から出題理　科「物理基礎・物理」又は「化学基礎・化学」のいずれか選択出　願　期　間平成28年11月1日�戟`11月4日偽選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成28年U月9日�頑２次選考（筆記試験及び面接）@平成28年U月25日働合格発表日平成28年12月9日閨そ　　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一16一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学工　学　部　第　一　部実施学部・課程創造工学教育課程情報・社会コース）募　集　人　員10　人　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校又は中等教育学校の普通科，理数に関する学科，専門学ﾈ又は総合学科を，卒業した者又は平成29年3月卒業見込みの者ﾌうち，高等学校における学習成績概評がA又はBに属するもの。@下記に示す英語外部試験のいずれかのスコアが基準点を満たしﾄいること。出　願　要　件英検TOEICTOEFしiBT　TOEFL@海niorb◎mprehensiveGTECbBTG認crTUDENIrsIELTSTEAP準2級400403007004853．068※「TEAP」は，　Reading及びList題ingのスコア合計香F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。第1次選考（書類選考一推薦書，調査書，エントリーカード）ﾆ第2次選考（筆記試験及び面接）の結果を総合して判定します。@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。M記試験の教科・科目名等選抜方法等教　科科　　目　　名　　等数　学数1，数五，数皿から出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題狽aは「数列」及び「ベクトル」から出題理　科「物理基礎・物理」又は「化学基礎・化学」のいずれか選択出　願　期　間平成28年11月1日�戟`11月4日樹選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成28年11月9日姻謔Q次選考（筆記試験及び面接）@平成28年11月25日困合格発表　B平成28年12月9日園そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一17一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学実施学部・学科工　学　部　第　一　部生命・応用化学科募　集　人　員20　人出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター詞ｱの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。香F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。　推薦書，調査書，エントリーカード及び大学入試センター試験ﾌ成績を総合して判定します。@なお，判定は，A，　B，　Cの3段階で行います。蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点教科科　目　名　等配点国国語100点選抜方法等地歴，�民世A，世B，日A，日B，地A，地Bｻ社，倫政経，倫・政経から1科日50点数讃；巖簿情から、科目｝合計・縮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※「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出　願　期　間平成29年ヱ月17日�戟`1月20E｛翻選　抜　期　日平成29年2月上旬合格発表日平成29年2月7日�鰍ｻ　　の　　他一18一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学工　学　部　第　一　部実施学部・学科物　理　工　学　科募　集　人　員15　人出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校（申等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター詞ｱの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。香F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。　推薦書，調査書，エントリーカード及び大学入試センター試験ﾌ成績を総合して半碇します。@なお，総合評定は，A，　B，Cの3段階で行います。蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点教科科　目　名　等　　　　　　　　　　配点国国語100点選抜方法等地歴，�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点数叢；齢�`から獺｝合計・縮200点理物，化200点外英（1玖ニングを含む），独，仏，中，韓から1科目200点〔5教科7科目〕※「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出　願　期　間平成29年1月17日�戟`1月20日閨選　抜　期　日平成29年2月上旬合格発表　日平成29年2月7日�撃ｻ　　の　　他一19一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学実施学部・学科工　学　部　第　一　部情　報　工　学　科募　集　人　員15　人出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター詞ｱの本学が指定する下記の教科・科§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。香F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。　推薦書，調査書，エントリーカード及び大学入試センター試験ﾌ成績を総合して判定します。@なお，総合評定は，A，　B，Cの3段階で行います。蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点教科科　目　名　等配点国国語200点選抜方法等地歴，�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100点数讃；灘鯖から囎｝合計・綱200点理忽生から囎｝錯・科目200点外英ωスニングを含む），独仏中，韓から1科目200点〔5教科7科副※「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出　願　期　間平成29年1月17日り0〜1月20日園選　抜　期　日平成29年2月上旬合格発表　日平成29年2月7日�撃ｻ　　の　　他平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学実施学部・学科工　学　部　第　一　部創造工学教育課程（材料・エネルギーコース）募　集　人　員9　人出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター詞ｱの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。香F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。　推薦書調査書，エントリーカード，大学入試センター試験及ﾑ面接の成績を総合して判定します。@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点教科科　目　名　等配点国国語200点選抜方法等地歴，�民世A，世B，日A，日B，地A，地Bｻ社，倫政経倫・政経からΣ科目100点数郷巖鯖から囎｝舗・梱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〕※「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出　願　期　間平成29年1月17日�戟`1月20日園面　接　期　日平成29年1月27日園選　抜　期　日平成29年2月上旬合格発表　日平成29年2月7日∪づそ　　の　　他一21一平成29年度特別入試方法等（推薦入試）名古屋工業大学実施学部・学科工　学　部　第　一　部創造工学教育課程（情報・社会コース）募　集　人　員6　人出　願　要　件　次に該当し，出身学校長が責任を持って推薦できる者@高等学校（申等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又ﾍ平成29年3月卒業見込みの者で，平成29年度大学入試センター詞ｱの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。香F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。　推薦書，調査書，エントリーカード，大学入試センター試験及ﾑ面接の成績を総合して判定します。@なお，総合評定は，A，　B，　Cの3段階で行います。蜉w入試センター試験の利用教科・科目名及び配点教科科　目　名　等配点国国語200点選抜方法等地歴，�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100点数鍵ぷ情から囎｝舗・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科副※「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出　願　期　間平成29年ヱ月17日�戟`1月20日園面　接　期　日平成29年1月27日園選　抜　期　日平成29年2月上旬合格発表日平成29年2月7日�撃ｻ　　の　　他平成29年度私費外国人留学生の入学者選抜方法等について1　募集学科及び募集人員募集学科・分野募集人員生　　命　　・　応　　用　　化　　学　　科若干名物　　　理　　　工　　　学　　　科若干名電　　気　・　機　　械　　工　　学　　科若干名高度工学教育課程情　　　報　　　工　　　学　　　科若干名建築・デザイン分野若干名社会工学科環境都市分野若干名経営システム分野若干名2　出　願　期　間　平成29年1月4日�梶`1月6日倫｝3　選　抜　期　日　平成29年1月30日（月）4　選　抜　方　法　入学者の選抜は，成績証明書，日本留学試験成績、「TOEFL」又は「TOEIC」の成績及び面接　（口頭試問を含む。）を総合して判定します。5　出　願　資　格　次の国〜（4）の全てを満たしている者（1）出願時に日本国籍を有しない者（出願時に日本国永住許可を得ている者を除く。）（2）出入国管理及び難民認定法において，大学入学に支障のない在留資格「留学」を有する者又は　取得できる見込みの者で，次の各号のいずれかに該当するもの　　なお，出願時に「留学」の在留資格を有せず見込みで出願した者は，入学手続後すみやかに瑠学」　の在留資格に切り替えてください。「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12年の課程を修了した者又は平成29年3月31日までに修　　了見込みの者　�A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と同等以上の学力があるかどうか　　に関する認定試験であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずるものを含む。）に合格　　した者で，平成29年3月31日までに18歳に達するもの一23一　�B外国において，高等学校に対応する学校の課程を修了した者（これと同等以上の学力がある　　かどうかに関する認定試験である．と認められる当該国の検定に合格した者を含む。）で，我が　　国の大学に入学するための準備教育を行う施設において当該課程を修了したもの又は平成29年　　3月31日までに修了見込みの者で，平成29年3月31日までに18歳に達するもの　�C外国において，高等学校に対応する学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における　　11年以上の課程を修了したとされるもの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修了した者　�D　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格　　を有する者で，平成29年3月31日までに18歳に達するもの　�Eドイッ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有す　　る者で，平成29年3月31日までに18歳に達するもの　�F　フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で，　　平成29年3月31日までに18歳に達するもの（3）独立行政法人日本学生支援機構が実施する平成28年度日本留学試験を受験し，平成29年度学生　募集要項に定める各教科・科目の得点基準を満たす者（4）「TOEFL」又は「TOEIC」を受験した者6　そ　　の　　他（1）詳細は，8月上旬発表の「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。�A　日本留学試験の細目については，次に照会してください。　　独立行政法人　日本学生支援機構　留学生事業部留学試験課　　〒153−8503　東京都目黒区駒場4−5−29　　電話03−6407−7457障害等のある入学志願者との事前相談　受験上及び修学上特別な配慮を必要とする者は，本学の学生募集要項により，相談する時期・内容等にっいて確認してください。ただし，体幹及び両上下肢の機能障害が著しい者で，代筆解答を希望するものは，大学入試センター試験出願以前のできるだけ早い時期に相談してください。　その他受験上及び修学上の相談については，通年受け付けています。一24一平成29年度名古屋工業大学学生募集要項の請求について　募集入員，選抜期日，選抜方法，検査場，出願手続，入学検定料その他入学に関する経費等出願に必要な事項を掲載した学生募集要項については，次のとおり請求してください。1　募集要項発表時期及び請求方法　郵送により本学に直接請求する場合は，封筒の表面に「○○○募集要項請求」と募集要項名を朱書きし，受信者の郵便番号，住所及び氏名を明記の上，送料分の切手を貼った返信用封筒（角形2号，縦33．2cm×横24cm）を同封して請求してください。　なお，2部以上請求する場合は，相当の郵便切手を貼付してください。区　　　分募　　集　　要　　項　　等　　名送料募簸項発表醐工　学　部大　学　案　内215円6月中旬一　般　入　試一般入試　学生募集要項300円11月下旬アドミッション・オフィス頑社会工学科（建築・デザイン分野）アドミッション・オフィス入試　学生募集要項180円6月上旬第　　一　　部電気・機械工学科一女子，社会工学科（環境都市分野・o営システム分野），創造工学教育課程　学生募集要項180円7月下旬推　薦　入　試生命・応用化学科，物理工学科，情報工学科，創造工学ｳ育課程　学生募集要項180円11月申旬　私費外国人ｯ学生特別入試私費外国人留学生特別入試　学生募集要項180円7月下旬塞蔀一　般　入　試一般入試　学生募集要項180円11月下旬2　請求及び入学者選抜等に関する問い合わせ先〒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）735−50833　募集要項をインターネット等で請求する方法（1）大学情報センターの「モバっちょ」（web）による請求本学ホームページ（http：／／www．nitech．acjp／）から請求することができます。（トップページの「入試案内」→学部の「募集要項・資料請求」→「モバっちょによる請求」）請求方法についてはリンク先の指示に従ってください。（2）大学情報センターの「モバっちょ」へ直接請求次のアドレスにアクセスし，ガイダンスに従い請求してください。霊鞠夢撫（3）テレメール（web）による請求　　本学ホームページ（http：／／www垣tech．acjp／）から請求することができます。パソコンの場合携帯電話の場合http：／／djc−mbJp／nitech／一25一　　（トップページの「入試案内」→学部の　「募集要項・資料請求」→「テレメール（web）による請求」）　　請求方法についてはリンク先の指示に従ってください。�C　テレメールへ直接請求　�@下のいずれかの方法でテレメールにアクセスしてください。テレメール自動音声応答電話の場合インターネット（スマホ・携帯電話・パソコン）の場合IP電話Te1（050）8601−0101@（24時間受付）　　　　http：／／telemaitjppソコン・携帯電話各社共通アドレスです。（IP電話：一般電話回線からの通§辞…｝金は日本全国どこからでも3分毎に約12円です。）�A　資料請求番号一一覧資　　料　　名資料請求番号（6桁）発送開始日大学案内564102随時第一部一般入試募集要項56793211月下旬第一部AO入試社会工学科健築・デザイン分野）募集要項5441026月上旬第一部推薦入試（電気・機械工学科一女子社会工学科（環境s市分野・経営システム分野），創造工学教育課程）募集要項5640727月下旬第一部推薦入試（生命・応用化学科，物理工学税情報H学科，創造工学教育課程）募集要項56796211月中旬第一部私費外国人留学生特別入試募集要項5440727月下旬第二部一般入試募集要項56794211月下旬＊　受付から2〜3臼で送付されます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては4日以上か　　かる場合もあります。なお，発送開始日までの請求は予約受付となり．発送開始日になりまし　　たら一斉に発送されます。＊　自動音声応答電話による請求の場合，住所・氏名の録音時は，ゆっくりはっきりとお話しくだ　　さい。録音された音声が不鮮明な場合は，資料をお届けできないことがあります。＊　料金は，お届けする資料に同封されている料金支払用紙の支払方法に従い，お支払いください。→（1），（2）の請求方法についてのお問い合わせ先大学情報センター株式会社　モバっちょカスタマーセンター（平日10：00〜18：◎0）　　　　　　　　　　　　TEL（050）3540−5005→�求C倒の請求方法についての問い合わせ先テレメールカスタマーセンター（9：30〜18：00）　　　TEL（050）8601−0102一26一入試情報ホームページ　URL　http：／／www．nitech．ac．jp／各種募集要項の請求方法　　　随　時出願状況　　　◇一般入試　　　　出願期聞中及び出願締切後　　　命推薦入試　　　　出願締切後　　　命アドミツション・オフィス入試　　　　出願締切後　　　命私費外国人留学生特別入試　　　　出願締切後入学者選抜状況（合格者数・入学者数等）　入学者確定後　　　含一般入試　　　含推薦入試　　　命アドミッション・オフィス入試　　　命私費外国人留学生特別入試欠員補充の状況　　　命一般入試　　　　平成29年3月28日�求`31日園回一27一‘JR東海地下鉄市バス本学への交通案内中央本線鶴舞線（上小田井一一→赤池）桜通線（中村区役所一徳重）魎）（栄＿鯵う覚ち肺注1　（栄18）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番出口から西へ約900m）名大病院下車（東へ約200m）2：バスの運行時間は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意してください。難馨捧滋蕩謬鯉JR鶴買潔名大病院【コ・地下獺掴駅　�C苗出【コ4圭加北山智報�H醤名古屋工業大学入試室　　　　　　　ごきそちょう名古屋市昭和区御器所町（〒466−8555）電話052（735）5083ホームベージアドレス　http：的vww．niセech．acJp／表紙　本学創設の明治38年（1905年）当時に建i設された　　　講堂内部正面図面

