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教育理念

　名古屋工業大学では，「『ものづくり』r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。

　本学の卒業生は一人ひとりが国際社会の中で様々な人々・分野と協働し，持続的未来社会

への責任を自覚し，実践の中で革新的な学術と技術を創造する能力を有する実践的工学エ

リートとして活躍することが期待されます。

　産業界において工学の各分野の技術を深化させる人材と工学をイ脚敢的に理解し新たな価値

を創造する人材が求められることに鑑み，技術の深化で貢献する学生を育成する高度工学教

育課程と価値の創造で貢献する学生を育成する創造工学教育課程を置いています。

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

　教育理念に従って人材を育成するため次を満たす学生を広く国内外から受け入れています。

　本学工学部で学ぶ学生は数理的知識とその活用の能力を中心に基礎学力をもち，本学の理念をよく

理解し，工学の使命を果たす意欲をもつ人です。

1　高等学校等で学習する教科・科目の基本的な知識を習得し，これを活用して課題解決を行う能

　力をもつ人，特に英語の基礎学力と表現力をもつ人

2　工学や科学技術の学習に特に必要となる数学と理科に関する論理的・数理的・科学的思考力を

　もつ人

3　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ことで，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

※本入試の入学者受入れの方針はこれを準用しています。

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

　教育理念に従って人材を育成するため，以下の観点から，教育課程を編成しています。

　工学部は，高校までに学んだ基礎学力の上に，工学技術者の使命への理解，社会や現象を解析・操

作する能力，工学の専門知識とこれを活用する能力を身につけ，未来社会をつくりだす人材を育成し

ます。

1　人間，文化，社会を理解し，それらを技術的観点から考察する能力，及び技術を新しい生活に
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つなぐ強い使命感・責任感，高い倫理観を身につける。

　そのため，学習への態度とキャリア像を酒養させる1年次前期の科目の後，技術的観点から人

　間，文化，社会を考察する力を養う人間社会科目と，技術を新しい生活につなぐ強い使命感・責

任感高い倫理観を養う産業・経営リテラシー科目を学習させる。

2　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つける。

　　そのため，自然科学基礎科目と各分野の専門科目において数理的基礎を学習させる。

3　国内外の人々と対話できるコミュニケーションカと論理的思考力を身につける。

　　そのため，グローバルコミュニケーション科目を置く。また，専門科目の実験・演習と卒業研

究においてグループでの作業・議論・発表を通じてこれらの能力を酒養する。

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つける。

　　そのため，専門科目を置き，他の分野の科目を履修させる。専門分野の卒業研究において知識・

技術を総合し創造する能力，知識・技術を自ら習得する能力を養う。

　以上によって効果的な教育を行うため，共通科馨と工学分野ごとの体系的専門知識を1年次から4

年次まで段階的に修得し，専門と共通科目の知識の相互関連を意識できるよう学習をします。

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

工学部は，教育理念に従って次の専門知識や能力を有する技術者を輩出します。

名古屋工業大学学則で定める卒業認定の要件を満たした学生に学士の学位を授与します。

1　人間，文化，社会を理解し，それらを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

2　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養

3　国内外の人々と対話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・技術とこれによって課題を解決する能力，新たな知識・

技術を習得する能力

　高度工学教育課程において学士の学位が与えられるものは，工学技術者が果たすべき責任をよく理

解し，工学の専門知識と経験をもち，他の分野の人材との協働によって新たな技術の創出に貢献する

ことのできる人物です。
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1　募集学科及び募集人員

募集学科 分　　野 募集人員

生命・物質化学

生命・応用化学科 ソフトマテリアル 2

環境セラミックス

材料機能
2物　理　工　学　科

応用物理

電気電子
2電気・機i械工学科

機i械工学

ネットワーク

情　報　工　学　科 知能情報 2

メディア情報

建築・デザイン

社　会　工　学　科 環境都市 2

経営システム

2　出　願　資　格

（1）編入学を志願できる者は，次の各号のいずれかに該当する者

　①大学を卒業した者及び平成30年3月卒業見込みの者

　②短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び平成30年3月卒業見込みの者

　③専修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準（修業年限が2年以上で，かつ，課

　　程の修了に必要な総授業時数が1，700時間以上であること。）を満たすものを修了した者及び

　　平成30年3月修了見込みの者（学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。）

　④高等学校の専攻科の課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者又は

　　平成30年3月修了見込みの者（学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。）

　⑤　旧国立工業教員養成所を卒業した者

（2）転入学を志願できる者は，他の大学の学生で，次の各号のいずれにも該当する者

　①転入学しなければならないやむを得ない事情があること。

　②現に在学する大学に2年以上（平成30年3月現在）在学し，修得した単位数が62単位以上（修

　　得見込みを含む）の者であること。

　　注：7ページの10合格者発表及び入学手続（3）に留意すること。

3　編入学・転入学年次，修業年限及び単位の認定

（1）編入学・転入学年次

（2）修業年限

（3）単位の認定

第3年次

2年

入学後に，大学，短期大学，高等専門学校等で修得した単位の認定
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を行いますが，科目によってはその単位を認定しないこともあります。

　なお，単位認定状況及び修学状況によっては，本学の卒業に前記（2）

の修業年限を超える年数を要することがあります。

4　出　願　期　間

平成29年5月22日（月）から5月26日閨まで

なお，5月26日閨までの消印のあるものは受け付けます。

5　出　願　手　続

（1）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，角形2号（縦33．2crn×横24cm）の封筒を用い，

　書留速達で，郵送してください。

　　封筒の表面に「第一部（編入学又は転入学）願書在中」と朱書きしてください。

〒466－8555
　　　　　　　ご　き　そちょう
名古屋市昭和区御器所町

名古屋工業大学　入試室

（2）出願書類等

出　願　書　類 注　　意　　事　　項

①
入学願書・写真票・受験票
i本学所定の用紙）

写真票には，正面，上半身，無帽のもので，出願前3か月以内に

B影した縦4cm，横3cmの写真を全面のり付けしてください。

② 成績証明書 出身学校の学長，学部長又は校長が発行し，厳封したもの。

③ 検定料

30，000円
汳阯ｿは，13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い

桙�ﾅください。

④ 卒業（見込）証明書 編入学志願者のみ

⑤
転入学事由書
i本学所定の用紙）

転入学志願者のみ

⑥ 受験票送付用封筒

市販の封筒（長形3号，たて23．5cm×よこ12cm）に受取人の
X便番号，受信場所及び氏名を記入し，362円切手を貼ってく

ｾさい。

⑦
連絡用シール
i本学所定の用紙）

郵便番号，住所及び氏名を記入してください。

Z所は，入学願書に記載してある「受信場所」と同一の住所を

L入してください。

（3）注意事項

　①　記入にあたっては，各票とも黒インクまたはボールペン（消せる筆記具は不可）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。）。
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②　出願書類等の不備なものは，受理しません。

③　出願書類の受理後は，出願事項の変更を認めません。

④提出された出願書類等は，返還しません。

⑤　既納の検定料は，返還しません。

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

　ます。

⑦　各学科には，複数の分野が用意されています。志望学科に併せてその学科にある分野を希望

　して出願することになりますので，入学願書の分野の希望欄を次により記入してください。

　ア．生命・応用化学科，物理工学科，情報工学科に出願する場合

　　出願する学科にある分野を希望する順位で記入してください（第1希望以外の分野で，合格

　　となる場合があります。）。

　イ．電気・機械工学科，社会工学科に出願する場合

　　出願する学科にある分野を第1希望のみ記入してください（記入のあった第1希望の分野の

　　みが合格対象となります。）。

⑧本学入学者選抜に用いた個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護

　に関する法律」に基づいて，次のとおり取り扱います。

　ア　今後の入学者選抜に係る調査・研究のために利用します。

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

　　いう。）に一部を委託する場合があります。

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

　ウ　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。

6　受験票の送付

　受験票は，6月1日㈱に出願者へ発送します。

　なお，発送日から4～5B過ぎても受験票が到着しない場合は，

問い合わせ先」参照）に照会してください。

本学入試室（8ページ「14

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もの又はその他

の障害等があるもののうち，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5月8日（月）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「14　問い合わせ先」にお願いします。
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8　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。

　判定は，A，　B，　Cの3段階で行います。

　なお，下記の学科及び分野においては，次の判定基準を考慮して決定します。

学科名等 判　　定　　基　　準

社会工学科
ﾂ境都市分野

学力検査においては，総合得点の得点率が60％以上を合格の必要条
盾ﾆする。

i日本技術者教育認定機構（JABEE）の技術者教育プログラムの認
閧��ｯている。）

情報工学科 学力検査成績に0点が2科目以上あるときは，不合格とする。

（1）学力検査

試　験　日　時 試　　　験　　　科　　　目

10：30～12：00
@　（90分）

数学（出題範囲：微分積分学・線形代数学）

6月22日困

13：00～14：30
@　（90分）

英語

15：00～16：00

@（60分）

物理（出題範囲：基礎力学，基礎電磁気学），化学（出題範囲：基
b物理化学，基礎有機化学，基礎無機化学）（1科目指定又は選択，

ﾊ表（9ページ）参照）

23日 10：00～12：00
@（120分）

専門試験（別表（9ページ）の試験科目を課す。）

　注：物理，化学の科目選択の場合は，試験時間中に「物理」又は「化学」のいずれかを選択して解答します。

（2）面　　接

　　6月23日閨午後，当該学科において実施します。面接では，「論理的思考」，「基礎知識」，「適

　性」，「意欲」について評価します。

9　学力検査場
名古屋工業大学（裏表紙「交通案内」参照）

詳細については，受験票送付の際にお知らせします。

10　合格者発表及び入学手続

（1）平成29年7月14日園10：00に，本学ホームページ（http：／／www．nitech且cjp／）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。
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（2）合格者（又は代理人）は，次の日時に入学手続を行ってください。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，平成29年11月下旬に送付する「入学手続要領」に基づき，郵送による入学手続を認め

　ます。入学手続に必要な書類等は「入学手続要領」に同封します。

入学手続日時 入学手続会場

平成29年12月18日（月）9：00～12：00 名古屋工業大学

（3）転入学にあっては，平成30年3月30日縦までに修得単位数が62単位以上であることを証明

　する成績証明書を提出すること。

11　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i當・円ぽ1：馴

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30年4月2印月）から4月27日翻までに納入

　　　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30

　　年3月31日出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。

12入試情報
平成30年度編・転入学に係る入試情報は，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。

　②　正解・解答例（ただし，正解・解答例を示すことが困難iな問題については，出題意図や評価

　　のポイントを公表しています。）

　③　開示方法

　　　平成29年7月上旬にホームページで公表します。

（3＞試験成績

　①受験者本人の請求に基づき，次の事項を開示します。
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　　　各科目ごとの得点及び総合評定（A，B，　C）

　　　学科ごとの合格最高点，合格最低点，合格者の平均点（ただし，当該学科の合格者が10名

　　以上の場合に限ります）

　　　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　申込方法

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

　　する旨を記入し，試験成績送付用封筒（郵便番号，住所及び氏名を明記した長形3号封筒に，

　　242円分の切手を貼付したもの）を出願書類に同封して請求してください。

　　　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又は，試験成績送付用

　　切手の貼付がない場合は，試験成績開示を希望しないものとして取り扱います。

　③　開示方法及び時期

　　　平成29年7月28日働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，8月末までに試験成績が届かな

　　　　い場合は，入試室（8ページ「14　問い合わせ先」参照）まで問い合わせてください。

（4）成績証明書

　①　受験者本人の申請に基づき，「学習成績」を閲覧することができます。

　②　申請方法等

　　ア　申請期間

　　　　平成29年7月21日θ～8月25日樹

　　イ　申請方法

　　　　入試室窓口で申請してください。

13　留　意　事　項

（1）受験票に記載の「受験上の諸注意」を熟読しておくとともに，学力検査，面接には，必ず受験

　　票を持参してください。

（2）受験者の自動車及びオートバイによる入構は，認めません。

（3）転入学合格者は，平成30年3月において，入学前の大学で修得した単位が62単位未満の場合

　　は，入学を許可しません。

14問い合わせ先

　　　　この学生募集要項に関する照会は，Eメール又は電話等で行ってください。

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学　入試室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　言舌　　052　（735）　5083

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　O52（735）5084

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eメール　nit．nyushi＠a（1m．nitech．acjp
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別表

物理・化学の指定・選択，専門試験科目

募集学科 分　　野

物理・化学　の

w定・選択
専門試験科目（筆記）

生命・物質化学

生命・応用化学科 ソフトマテリアル 選　択

生命・物質化学，ソフトマテリアル，環境セ

宴~ックスに関する内容について10問から
S問を選択

環境セラミックス

材料機能

物理工学科
応用物理

選　択

材料工学に関する基礎的分野2問及び応用物

揩ﾉ関する基礎的分野（力学と電磁気学）2

竄ﾌ合計4問から2問選択

電気電子 選　択 電気磁気学，電気回路に関する内容

電気・機械工学科

機械工学 物理指定
材料力学，熱力学，流体力学，制御工学の4

ﾈ目から3科目選択

ネットワーク

情報工学科 知能情報 物理指定
情報の表現，計算機の基礎論理回路，プロ

Oラミング基礎情報理論に関する内容

メディア情報

社会工学科

建築・デザイン

選　択

建築に関する略設計及び専門試験健築計画，

囃z構造，材料・環境）の全問，若しくはデ

Uインに関する小課題及び専門試験（現代，

�j，理論）の全問についていずれか一つを

I択

環境都市
応用力学，水理学，土木計画学，コンクリー

g工学，土質力学の基礎に関する内容

経営システム
数理計画，確率統計，人間工学，経営基礎の

S問から2問選択
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学科紹介
【　生命・応用化学科

　環境問題やエネルギー問題等の重要課題のため，分子設計，有機・無機合成，生命現象解析，高分

子材料，材料物性評価，分析技術，構造解析，理論計算，物理化学現象，プロセス設計等の幅広い化

学的知識を学び新規材料の創製や，生命機能の解明・再生等のための知識と技術を習得します。

　○　生命・物質化学分野

　　　　分子論的立場から優れた機能を有する物質をデザイン・合成し，その機能を解析・評価する

　　　基礎的知識・技術を習得します。分析化学，物理化学，無機化学，有機化学，高分子化学，生

　　　化学および化学工学の化学7分野に加え，生命機能を制御・再生するシステム創製について学

　　　びます。

　○　ソフトマテリアル分野

　　　　人々の暮らしや生命科学・支援に関わる材料創製に資する人材を育成するため，ソフトマテ

　　　リアル（有機・高分子材料）に関し，その合成・設計，物理化学，構造などの分子特性，また

　　　それらと強い相関を持つ材料物性・機能発現までの基礎的知識・技術を学びます。

　○　環境セラミックス分野

　　　　情報通信，エネルギー，医療等の多くの産業を支えるセラミックス材料の開発に必要な材料

　　　の構造や機能，材料設計・開発のため，セラミックス構造評価，機能性材料，ナノ構造設計・

　　　ハイブリッド構造設計，環境調和セラミックス，生体セラミックス材料等の基礎的知識・技術

　　　を学びます。

B　物理工学科

　地域・産業の発展と持続可能な社会の実現には，新しいシミュレーション解析やナノスケール計測

技術の創成とイノベーションに不可欠な革新的機能材料の開発が求められており，そのためには「材

料機能」と「応用物理」の学術分野を融合させた試みが重要です。

　○　材料機能分野

　　　　先進的で高機能な材料を開発するためには，材料の物理的な性質を深く理解して，これを応

　　　用する実践力が欠かせません。材料機能分野では，「材料そのものの性質を機能的に応用する

　　　工学」に重点をおいて材料工学のスペシャリストを育成します。とくに，燃料電池，太陽電池，

　　　熱電変換素子などに利用されるクリーンエネルギー材料，電子のスピンを制御するスピントロ

　　　ニクス材料，自動車・航空機で使用する高強度構造材料など，未来の地球に優しい先端機能材

　　　料を開発しています。

　○　応用物理分野

　　　　エネルギー・環境問題の解決には，革新的な材料を創り，実用のデバイスやシステムを構成

　　　することが必要です。応用物理分野では，統一的に学んだ幅広い物理の原理に基づいて，材

　　　料内部と環境において原子や分子が関わるミクロからマクロまでの諸現象を解析し，材料の高

　　　性能化とその応用技術に貢献できる人材を育成します。特に，スーパーコンピューターを活用

　　　するシミュレーション解析技術ナノスケールでの計測・分析技術ナノ加工・素子作成技術

　　　に焦点をあてます。
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川　電気・機械工学科

　自動車・鉄道・電気製品をはじめとする今日の私たちの身の回りの製品は，電子部品と機械部晶の

巧みな組み合わせによって設計されています。これらを実現するための原理や連携技術から，これら

を造る生産技術まで，電気電子工学と機械工学の広範な知識と応用力を持った技術者教育が本学科の

特色・強みです。教育目標に根ざして，本学科は2つのプログラムを用意しています。

　○電気電子分野

　　　　将来の電気・電子・通信のエレクトロニクス技術の発展を見据え，求められる技術の進歩に

　　　対応できる基礎知識と創造能力を身につけることを目的とし，すべての電気・電磁現象を司る

　　　電気磁気学，量子力学，所望の機器性能を設計する電気・電子回路制御工学，通信理論など

　　　を基礎として，半導体デバイス・電子材料・電子機器，通信システム，電気・機械エネルギー

　　　変換システムなどの設計・解析の基礎的知識・技術を修得します。

　○機械工学分野

　　　　産業基盤として機能・安全等を追及した機器やエネルギー変換機器等を開発する技術者を育

　　　成するため，力と物体の変形を論じる材料力学，力と運動を論じる機械力学，物体に望みの運

　　　動を起こすための制御理論，素材に所望の形状を与える加工学等を基礎に，機器開発・設計・

　　　製造，エネルギーの輸送・変換・貯蔵・利用，環境負荷の低いエネルギーシステムの基礎的知

　　　識・技術を修得します。

lV　情報工学科

　次世代の新たな情報システムを実現し人にやさしい高度情報化社会を自ら創成する人材を育成する

高度な情報社会を担う技術者には，情報ネットワークなど基盤となるインフラ技術だけでなく，イン

フラ上に搭載される応用技術の習得が欠かせません。本学科は，情報化社会を担う技術者として必要

な全ての要素を網羅する，3つの教育プログラムから構成されています。

　○　ネットワーク分野

　　　　高度情報化社会を支える通信と計算機技術の開発のため，コンピュータハードウェア，プロ

　　　グラムや基本ソフトウェア，インターネット通信方式，ネットワークセキュリティ技術デー

　　　タベースの構造，システムやソフトウェアの開発方法論の基礎的な知識・技術を学びます。

　○　知能情報分野

　　　　人のように思考・行動する知能処理システムを構築するため，知i識の表現，機械学習，ニュー

　　　ラル情報などの人工知能理論・システム化技術知能ロボット，感性情報処理，また様々な機

　　　能コンポーネントを組み合わせるエージェント技術，自然言語処理，安全なシステムのための

　　　基礎的な知識・技術を学びます。

　○　メディア情報分野

　　　　ひとの知覚や認知，感性や感覚に基づく，ひとに優しいメディア情報システムを実現するた

　　　め，画像映像，音声，音楽，文章などの様々なメディア情報を処理する技術，感覚や感性を

　　　解析・生成・評価するための理論とコンピュータによる実現法　これらの技術の評価法など基

　　　礎的な知識・技術を学びます。

V　社会工学科

　社会工学科は，人間空間，都市環境企業経営など，国や地域社会と人の生活に深くつながる分野

の高度な専門性と実践力を持つ人材を育成します。
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　広く人間をとりまく建築，デザイン，都市社会整備，国土形成，環境防災，経営工学，システム・

マネジメントなどに関する課題を解決するためには，持続可能な社会を構築するための工学的な知識

と能力が重要です。このために，本学科は，つぎの3つの分野から構成されています。

　○　建築・デザイン分野

　　　　人間をとりまく建築環境工業製品，デザイン等の計画，設計，製作に関わるプロフェッ

　　　ショナルを育成します。建築に関わる計画，構造，材料，環境，都市，意匠，インテリア，さ

　　　らには，幅広く「もの」「こと」「サービス」のデザイン，マネジメント，造形，文化等の基礎

　　　的知識を学びます。

　○　環境都市分野

　　　　魅力ある都市社会，持続可能な都市，強靭な国土，まちづくりに資する技術者を育成するため，

　　　都市・交通計画，地盤解析，構造耐震，構築材料，河川海岸防災，生態保全，工学倫理，地球・

　　　地域・都市の観点から，物流・交通，資源，エネルギー，防災，環境保全，物質循環等を担う

　　　社会基盤を考えるための基礎的知識・技術を学びます。

　○　経営システム分野

　　　　電機，自動車，情報産業，金融業等，幅広い分野で問題解決能力を持ち，多様な社会システ

　　　ムをマネジメントできる技術者を育成します。数理解析を利用するシステム運用の理論ととも

　　　に，人間工学，心理学，社会学，経営学などの文系的エッセンスを含む多彩な専門知識を通し

　　　て社会活動の問題を解決する技術を学びます。
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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　　　赤池）

桜通線（中村区役所一・徳重）
　　　　　　　　みょう　けん　ちょう
C麺）（栄←一妙見町）

注1：C蓮）は，市バスの系統番号

　2：

鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）

鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）

吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）

名大病院下車（東へ約200m）

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

雛

鼻

　　　　　　　市tス
縫饗§　灘熱　　　　偬大痛院）

　誹濃響

織癌～

4美施

鐵甥，～
蟻、

〆陶
　　亀
　　　　地下鉄吹鳳
　　　　　⑤醤出口

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

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

表紙　本学創設の明治38年（1905年）当時に建設された

　　　講堂内部正面図面



平成30年度工学部第一部編入学・転入学　国立大学法人名古屋工業大学目次平成30年度工学部第一部編入学・転入学入試学生募集要項教育理念アドミッション・ポリシー………………・・……………・・…・…・…1カリキュラム・ポリシー…………・……・……・…………令・…・……1ディプロマ・ポリシー………一……・…一…………・・…………21234567891011121314別表学検定料の払込方法・…………一本学への交通案内一…………・募集学科及び募集人員・………・………・…一…一……・……3出願資格…………・・……・…・…・…………・……………3編入学・転入学年次，修業年限及び単位の認定…………3出願期間…・…一………・…………・……・・……………4出願手続・……………・…・…・…………一・……………4受験票の送付…一……・………………………・……………5障害等のある入学志願者との事前相談…………一一・5入学者選抜方法……一………・……一…一…・……………6学力検査場…………一一・…・…………一・……………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……一・………・…………………7入試情報……………香…・…………一冶…………・…・…7留意事項………一……・…………・……・・……………8問い合わせ先…・………一…・…………一・…・……………8　物理・化学の指定・選択，専門試験科目　…………9科紹介………・……・・………・・………・……一………・・…10・…・……………・………・……・…・・…P3−・……………・…………一……?\紙この冊子には，次の書類が綴じ込んであります。1入学願書等　　　2検定料払込書4　連絡用シール3　事　　由　　書教育理念　名古屋工業大学では，「『ものづくり』r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。　本学の卒業生は一人ひとりが国際社会の中で様々な人々・分野と協働し，持続的未来社会への責任を自覚し，実践の中で革新的な学術と技術を創造する能力を有する実践的工学エリートとして活躍することが期待されます。　産業界において工学の各分野の技術を深化させる人材と工学をイ脚敢的に理解し新たな価値を創造する人材が求められることに鑑み，技術の深化で貢献する学生を育成する高度工学教育課程と価値の創造で貢献する学生を育成する創造工学教育課程を置いています。アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）　教育理念に従って人材を育成するため次を満たす学生を広く国内外から受け入れています。　本学工学部で学ぶ学生は数理的知識とその活用の能力を中心に基礎学力をもち，本学の理念をよく理解し，工学の使命を果たす意欲をもつ人です。1　高等学校等で学習する教科・科目の基本的な知識を習得し，これを活用して課題解決を行う能　力をもつ人，特に英語の基礎学力と表現力をもつ人2　工学や科学技術の学習に特に必要となる数学と理科に関する論理的・数理的・科学的思考力を　もつ人3　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ことで，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※本入試の入学者受入れの方針はこれを準用しています。カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）　教育理念に従って人材を育成するため，以下の観点から，教育課程を編成しています。　工学部は，高校までに学んだ基礎学力の上に，工学技術者の使命への理解，社会や現象を解析・操作する能力，工学の専門知識とこれを活用する能力を身につけ，未来社会をつくりだす人材を育成します。1　人間，文化，社会を理解し，それらを技術的観点から考察する能力，及び技術を新しい生活に一1一つなぐ強い使命感・責任感，高い倫理観を身につける。　そのため，学習への態度とキャリア像を酒養させる1年次前期の科目の後，技術的観点から人　間，文化，社会を考察する力を養う人間社会科目と，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養う産業・経営リテラシー科目を学習させる。2　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つける。　　そのため，自然科学基礎科目と各分野の専門科目において数理的基礎を学習させる。3　国内外の人々と対話できるコミュニケーションカと論理的思考力を身につける。　　そのため，グローバルコミュニケーション科目を置く。また，専門科目の実験・演習と卒業研究においてグループでの作業・議論・発表を通じてこれらの能力を酒養する。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つける。　　そのため，専門科目を置き，他の分野の科目を履修させる。専門分野の卒業研究において知識・技術を総合し創造する能力，知識・技術を自ら習得する能力を養う。　以上によって効果的な教育を行うため，共通科馨と工学分野ごとの体系的専門知識を1年次から4年次まで段階的に修得し，専門と共通科目の知識の相互関連を意識できるよう学習をします。ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）工学部は，教育理念に従って次の専門知識や能力を有する技術者を輩出します。名古屋工業大学学則で定める卒業認定の要件を満たした学生に学士の学位を授与します。1　人間，文化，社会を理解し，それらを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2　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養3　国内外の人々と対話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・技術とこれによって課題を解決する能力，新たな知識・技術を習得する能力　高度工学教育課程において学士の学位が与えられるものは，工学技術者が果たすべき責任をよく理解し，工学の専門知識と経験をもち，他の分野の人材との協働によって新たな技術の創出に貢献することのできる人物です。一2一1　募集学科及び募集人員募集学科分　　野募集人員生命・物質化学生命・応用化学科ソフトマテリアル2環境セラミックス材料機能2物　理　工　学　科応用物理電気電子2電気・機i械工学科機i械工学ネットワーク情　報　工　学　科知能情報2メディア情報建築・デザイン社　会　工　学　科環境都市2経営システム2　出　願　資　格（1）編入学を志願できる者は，次の各号のいずれかに該当する者　�@大学を卒業した者及び平成30年3月卒業見込みの者　�A短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び平成30年3月卒業見込みの者　�B専修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準（修業年限が2年以上で，かつ，課　　程の修了に必要な総授業時数が1，700時間以上であること。）を満たすものを修了した者及び　　平成30年3月修了見込みの者（学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。）　�C高等学校の専攻科の課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者又は　　平成30年3月修了見込みの者（学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。）　�D　旧国立工業教員養成所を卒業した者（2）転入学を志願できる者は，他の大学の学生で，次の各号のいずれにも該当する者　�@転入学しなければならないやむを得ない事情があること。　�A現に在学する大学に2年以上（平成30年3月現在）在学し，修得した単位数が62単位以上（修　　得見込みを含む）の者であること。　　注：7ページの10合格者発表及び入学手続（3）に留意すること。3　編入学・転入学年次，修業年限及び単位の認定（1）編入学・転入学年次（2）修業年限（3）単位の認定第3年次2年入学後に，大学，短期大学，高等専門学校等で修得した単位の認定一3一を行いますが，科目によってはその単位を認定しないこともあります。　なお，単位認定状況及び修学状況によっては，本学の卒業に前記（2）の修業年限を超える年数を要することがあります。4　出　願　期　間平成29年5月22日（月）から5月26日閨までなお，5月26日閨までの消印のあるものは受け付けます。5　出　願　手　続（1）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，角形2号（縦33．2crn×横24cm）の封筒を用い，　書留速達で，郵送してください。　　封筒の表面に「第一部（編入学又は転入学）願書在中」と朱書きしてください。〒466−8555　　　　　　　ご　き　そちょう名古屋市昭和区御器所町名古屋工業大学　入試室（2）出願書類等出　願　書　類注　　意　　事　　項�@入学願書・写真票・受験票i本学所定の用紙）写真票には，正面，上半身，無帽のもので，出願前3か月以内にB影した縦4cm，横3cmの写真を全面のり付けしてください。�A成績証明書出身学校の学長，学部長又は校長が発行し，厳封したもの。�B検定料30，000円汳阯ｿは，13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い桙�でください。�C卒業（見込）証明書編入学志願者のみ�D転入学事由書i本学所定の用紙）転入学志願者のみ�E受験票送付用封筒市販の封筒（長形3号，たて23．5cm×よこ12cm）に受取人のX便番号，受信場所及び氏名を記入し，362円切手を貼ってくｾさい。�F連絡用シールi本学所定の用紙）郵便番号，住所及び氏名を記入してください。Z所は，入学願書に記載してある「受信場所」と同一の住所をL入してください。（3）注意事項　�@　記入にあたっては，各票とも黒インクまたはボールペン（消せる筆記具は不可）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。）。一4一�A　出願書類等の不備なものは，受理しません。�B　出願書類の受理後は，出願事項の変更を認めません。�C提出された出願書類等は，返還しません。�D　既納の検定料は，返還しません。�E出願書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は，入学後でも入学を取り消すことがあり　ます。�F　各学科には，複数の分野が用意されています。志望学科に併せてその学科にある分野を希望　して出願することになりますので，入学願書の分野の希望欄を次により記入してください。　ア．生命・応用化学科，物理工学科，情報工学科に出願する場合　　出願する学科にある分野を希望する順位で記入してください（第1希望以外の分野で，合格　　となる場合があります。）。　イ．電気・機械工学科，社会工学科に出願する場合　　出願する学科にある分野を第1希望のみ記入してください（記入のあった第1希望の分野の　　みが合格対象となります。）。�G本学入学者選抜に用いた個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護　に関する法律」に基づいて，次のとおり取り扱います。　ア　今後の入学者選抜に係る調査・研究のために利用します。　イ　入学者選抜及び上記アの利用に当たっては，守秘義務等を締結した業者（以下「業者」と　　いう。）に一部を委託する場合があります。　　この場合，この業者に対して委託した業務の範囲内で，個人情報を提供します。　ウ　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。6　受験票の送付　受験票は，6月1日�鰍ﾉ出願者へ発送します。　なお，発送日から4〜5B過ぎても受験票が到着しない場合は，問い合わせ先」参照）に照会してください。本学入試室（8ページ「147　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もの又はその他の障害等があるもののうち，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5月8日（月）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「14　問い合わせ先」にお願いします。一5一8　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。　判定は，A，　B，　Cの3段階で行います。　なお，下記の学科及び分野においては，次の判定基準を考慮して決定します。学科名等判　　定　　基　　準社会工学科ﾂ境都市分野学力検査においては，総合得点の得点率が60％以上を合格の必要条盾ﾆする。i日本技術者教育認定機構（JABEE）の技術者教育プログラムの認閧�受けている。）情報工学科学力検査成績に0点が2科目以上あるときは，不合格とする。（1）学力検査試　験　日　時試　　　験　　　科　　　目10：30〜12：00@　（90分）数学（出題範囲：微分積分学・線形代数学）6月22日困13：00〜14：30@　（90分）英語15：00〜16：00@（60分）物理（出題範囲：基礎力学，基礎電磁気学），化学（出題範囲：基b物理化学，基礎有機化学，基礎無機化学）（1科目指定又は選択，ﾊ表（9ページ）参照）23日10：00〜12：00@（120分）専門試験（別表（9ページ）の試験科目を課す。）　注：物理，化学の科目選択の場合は，試験時間中に「物理」又は「化学」のいずれかを選択して解答します。（2）面　　接　　6月23日閨午後，当該学科において実施します。面接では，「論理的思考」，「基礎知識」，「適　性」，「意欲」について評価します。9　学力検査場名古屋工業大学（裏表紙「交通案内」参照）詳細については，受験票送付の際にお知らせします。10　合格者発表及び入学手続（1）平成29年7月14日園10：00に，本学ホームページ（http：／／www．nitech且cjp／）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。一6一（2）合格者（又は代理人）は，次の日時に入学手続を行ってください。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，平成29年11月下旬に送付する「入学手続要領」に基づき，郵送による入学手続を認め　ます。入学手続に必要な書類等は「入学手続要領」に同封します。入学手続日時入学手続会場平成29年12月18日（月）9：00〜12：00名古屋工業大学（3）転入学にあっては，平成30年3月30日縦までに修得単位数が62単位以上であることを証明　する成績証明書を提出すること。11　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i當・円ぽ1：馴注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30年4月2印月）から4月27日翻までに納入　　　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30　　年3月31日出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。12入試情報平成30年度編・転入学に係る入試情報は，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。　�A　正解・解答例（ただし，正解・解答例を示すことが困難iな問題については，出題意図や評価　　のポイントを公表しています。）　�B　開示方法　　　平成29年7月上旬にホームページで公表します。（3＞試験成績　�@受験者本人の請求に基づき，次の事項を開示します。一7一　　　各科目ごとの得点及び総合評定（A，B，　C）　　　学科ごとの合格最高点，合格最低点，合格者の平均点（ただし，当該学科の合格者が10名　　以上の場合に限ります）　　　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　申込方法　　　試験成績の開示を希望する志願者は，入学願書の「試験成績開示の希望の有無」欄に希望　　する旨を記入し，試験成績送付用封筒（郵便番号，住所及び氏名を明記した長形3号封筒に，　　242円分の切手を貼付したもの）を出願書類に同封して請求してください。　　　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又は，試験成績送付用　　切手の貼付がない場合は，試験成績開示を希望しないものとして取り扱います。　�B　開示方法及び時期　　　平成29年7月28日働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，8月末までに試験成績が届かな　　　　い場合は，入試室（8ページ「14　問い合わせ先」参照）まで問い合わせてください。（4）成績証明書　�@　受験者本人の申請に基づき，「学習成績」を閲覧することができます。　�A　申請方法等　　ア　申請期間　　　　平成29年7月21日θ〜8月25日樹　　イ　申請方法　　　　入試室窓口で申請してください。13　留　意　事　項（1）受験票に記載の「受験上の諸注意」を熟読しておくとともに，学力検査，面接には，必ず受験　　票を持参してください。（2）受験者の自動車及びオートバイによる入構は，認めません。（3）転入学合格者は，平成30年3月において，入学前の大学で修得した単位が62単位未満の場合　　は，入学を許可しません。14問い合わせ先　　　　この学生募集要項に関する照会は，Eメール又は電話等で行ってください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　き　そちょう　　　　　　　　　　　〒466−8555　名古屋市昭和区御器所町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学　入試室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　言舌　　052　（735）　5083　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　O52（735）5084　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eメール　nit．nyushi＠a（1m．nitech．acjp一8一別表物理・化学の指定・選択，専門試験科目募集学科分　　野物理・化学　のw定・選択専門試験科目（筆記）生命・物質化学生命・応用化学科ソフトマテリアル選　択生命・物質化学，ソフトマテリアル，環境セ宴~ックスに関する内容について10問からS問を選択環境セラミックス材料機能物理工学科応用物理選　択材料工学に関する基礎的分野2問及び応用物揩ﾉ関する基礎的分野（力学と電磁気学）2竄ﾌ合計4問から2問選択電気電子選　択電気磁気学，電気回路に関する内容電気・機械工学科機械工学物理指定材料力学，熱力学，流体力学，制御工学の4ﾈ目から3科目選択ネットワーク情報工学科知能情報物理指定情報の表現，計算機の基礎論理回路，プロOラミング基礎情報理論に関する内容メディア情報社会工学科建築・デザイン選　択建築に関する略設計及び専門試験健築計画，囃z構造，材料・環境）の全問，若しくはデUインに関する小課題及び専門試験（現代，�史，理論）の全問についていずれか一つをI択環境都市応用力学，水理学，土木計画学，コンクリーg工学，土質力学の基礎に関する内容経営システム数理計画，確率統計，人間工学，経営基礎のS問から2問選択一9一学科紹介【　生命・応用化学科　環境問題やエネルギー問題等の重要課題のため，分子設計，有機・無機合成，生命現象解析，高分子材料，材料物性評価，分析技術，構造解析，理論計算，物理化学現象，プロセス設計等の幅広い化学的知識を学び新規材料の創製や，生命機能の解明・再生等のための知識と技術を習得します。　○　生命・物質化学分野　　　　分子論的立場から優れた機能を有する物質をデザイン・合成し，その機能を解析・評価する　　　基礎的知識・技術を習得します。分析化学，物理化学，無機化学，有機化学，高分子化学，生　　　化学および化学工学の化学7分野に加え，生命機能を制御・再生するシステム創製について学　　　びます。　○　ソフトマテリアル分野　　　　人々の暮らしや生命科学・支援に関わる材料創製に資する人材を育成するため，ソフトマテ　　　リアル（有機・高分子材料）に関し，その合成・設計，物理化学，構造などの分子特性，また　　　それらと強い相関を持つ材料物性・機能発現までの基礎的知識・技術を学びます。　○　環境セラミックス分野　　　　情報通信，エネルギー，医療等の多くの産業を支えるセラミックス材料の開発に必要な材料　　　の構造や機能，材料設計・開発のため，セラミックス構造評価，機能性材料，ナノ構造設計・　　　ハイブリッド構造設計，環境調和セラミックス，生体セラミックス材料等の基礎的知識・技術　　　を学びます。B　物理工学科　地域・産業の発展と持続可能な社会の実現には，新しいシミュレーション解析やナノスケール計測技術の創成とイノベーションに不可欠な革新的機能材料の開発が求められており，そのためには「材料機能」と「応用物理」の学術分野を融合させた試みが重要です。　○　材料機能分野　　　　先進的で高機能な材料を開発するためには，材料の物理的な性質を深く理解して，これを応　　　用する実践力が欠かせません。材料機能分野では，「材料そのものの性質を機能的に応用する　　　工学」に重点をおいて材料工学のスペシャリストを育成します。とくに，燃料電池，太陽電池，　　　熱電変換素子などに利用されるクリーンエネルギー材料，電子のスピンを制御するスピントロ　　　ニクス材料，自動車・航空機で使用する高強度構造材料など，未来の地球に優しい先端機能材　　　料を開発しています。　○　応用物理分野　　　　エネルギー・環境問題の解決には，革新的な材料を創り，実用のデバイスやシステムを構成　　　することが必要です。応用物理分野では，統一的に学んだ幅広い物理の原理に基づいて，材　　　料内部と環境において原子や分子が関わるミクロからマクロまでの諸現象を解析し，材料の高　　　性能化とその応用技術に貢献できる人材を育成します。特に，スーパーコンピューターを活用　　　するシミュレーション解析技術ナノスケールでの計測・分析技術ナノ加工・素子作成技術　　　に焦点をあてます。一10一川　電気・機械工学科　自動車・鉄道・電気製品をはじめとする今日の私たちの身の回りの製品は，電子部品と機械部晶の巧みな組み合わせによって設計されています。これらを実現するための原理や連携技術から，これらを造る生産技術まで，電気電子工学と機械工学の広範な知識と応用力を持った技術者教育が本学科の特色・強みです。教育目標に根ざして，本学科は2つのプログラムを用意しています。　○電気電子分野　　　　将来の電気・電子・通信のエレクトロニクス技術の発展を見据え，求められる技術の進歩に　　　対応できる基礎知識と創造能力を身につけることを目的とし，すべての電気・電磁現象を司る　　　電気磁気学，量子力学，所望の機器性能を設計する電気・電子回路制御工学，通信理論など　　　を基礎として，半導体デバイス・電子材料・電子機器，通信システム，電気・機械エネルギー　　　変換システムなどの設計・解析の基礎的知識・技術を修得します。　○機械工学分野　　　　産業基盤として機能・安全等を追及した機器やエネルギー変換機器等を開発する技術者を育　　　成するため，力と物体の変形を論じる材料力学，力と運動を論じる機械力学，物体に望みの運　　　動を起こすための制御理論，素材に所望の形状を与える加工学等を基礎に，機器開発・設計・　　　製造，エネルギーの輸送・変換・貯蔵・利用，環境負荷の低いエネルギーシステムの基礎的知　　　識・技術を修得します。lV　情報工学科　次世代の新たな情報システムを実現し人にやさしい高度情報化社会を自ら創成する人材を育成する高度な情報社会を担う技術者には，情報ネットワークなど基盤となるインフラ技術だけでなく，インフラ上に搭載される応用技術の習得が欠かせません。本学科は，情報化社会を担う技術者として必要な全ての要素を網羅する，3つの教育プログラムから構成されています。　○　ネットワーク分野　　　　高度情報化社会を支える通信と計算機技術の開発のため，コンピュータハードウェア，プロ　　　グラムや基本ソフトウェア，インターネット通信方式，ネットワークセキュリティ技術デー　　　タベースの構造，システムやソフトウェアの開発方法論の基礎的な知識・技術を学びます。　○　知能情報分野　　　　人のように思考・行動する知能処理システムを構築するため，知i識の表現，機械学習，ニュー　　　ラル情報などの人工知能理論・システム化技術知能ロボット，感性情報処理，また様々な機　　　能コンポーネントを組み合わせるエージェント技術，自然言語処理，安全なシステムのための　　　基礎的な知識・技術を学びます。　○　メディア情報分野　　　　ひとの知覚や認知，感性や感覚に基づく，ひとに優しいメディア情報システムを実現するた　　　め，画像映像，音声，音楽，文章などの様々なメディア情報を処理する技術，感覚や感性を　　　解析・生成・評価するための理論とコンピュータによる実現法　これらの技術の評価法など基　　　礎的な知識・技術を学びます。V　社会工学科　社会工学科は，人間空間，都市環境企業経営など，国や地域社会と人の生活に深くつながる分野の高度な専門性と実践力を持つ人材を育成します。一11一　広く人間をとりまく建築，デザイン，都市社会整備，国土形成，環境防災，経営工学，システム・マネジメントなどに関する課題を解決するためには，持続可能な社会を構築するための工学的な知識と能力が重要です。このために，本学科は，つぎの3つの分野から構成されています。　○　建築・デザイン分野　　　　人間をとりまく建築環境工業製品，デザイン等の計画，設計，製作に関わるプロフェッ　　　ショナルを育成します。建築に関わる計画，構造，材料，環境，都市，意匠，インテリア，さ　　　らには，幅広く「もの」「こと」「サービス」のデザイン，マネジメント，造形，文化等の基礎　　　的知識を学びます。　○　環境都市分野　　　　魅力ある都市社会，持続可能な都市，強靭な国土，まちづくりに資する技術者を育成するため，　　　都市・交通計画，地盤解析，構造耐震，構築材料，河川海岸防災，生態保全，工学倫理，地球・　　　地域・都市の観点から，物流・交通，資源，エネルギー，防災，環境保全，物質循環等を担う　　　社会基盤を考えるための基礎的知識・技術を学びます。　○　経営システム分野　　　　電機，自動車，情報産業，金融業等，幅広い分野で問題解決能力を持ち，多様な社会システ　　　ムをマネジメントできる技術者を育成します。数理解析を利用するシステム運用の理論ととも　　　に，人間工学，心理学，社会学，経営学などの文系的エッセンスを含む多彩な専門知識を通し　　　て社会活動の問題を解決する技術を学びます。一12一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　　　赤池）桜通線（中村区役所一・徳重）　　　　　　　　みょう　けん　ちょうC麺）（栄←一妙見町）注1：C蓮）は，市バスの系統番号　2：鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）名大病院下車（東へ約200m）バスの運行時間は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意してください。雛鼻　　　　　　　市tス縫饗§　灘熱　　　　偬大痛院）　誹濃響織癌〜4美施鐵甥，〜蟻、〆陶　　亀　　　　地下鉄吹鳳　　　　　�D醤出口名古屋工業大学入試室　　　　　　　ごき　そちょう名古屋市昭和区御器所町（〒466−8555）電話052（735）5083ホームページアドレス　http：〃Www．nltechacJp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

