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教育理念

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

にわたって人類の幸福や国際社会の福祉を達成する方向を示し，同時にそれに対応できる

人材を育成する。」ことを教育理念としています。

　本学の卒業生は一人ひとりが国際社会の申で様々な入々・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術轍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）

工学部第一部

　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。

高度工学教育課程

　　（高度工学教育課程とは，生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，情報工学科及び

　社会工学科の5学科の総称をさす。）

　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

創造工学教育課程

　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々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
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工学部第二部
　名古屋工業大学では「ものづくり」，「ひとづくり」，味来づくり」を教育・研究の理念・副票に掲げ

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。

　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

本学が特に求める科目の学力

　数学においては数学いH・巫及び数学A・Bを学習していることを求めます。特に，現象やしくみ

を数理的に表現し，その法則性や特性について解析するために必要な数学の基礎を習得していること

が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク

　理科においては物理又は化学のいずれかの科目を習得していることを求めます。特に，物理現象や

化学現象を支配する法則とそれらを記述及び操作するための基本的知識，またそれを活用する能力が

必要です。

　英語においては英文を論理的に読解する能力とそのために必要な語彙力，文法の知識また自分の

考えを英文によって表現する能力を求めます。
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カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

工学部第一部

　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。

高度工学教育課程

　（高度工学教育課程とは，生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，情報工学科及び社

会工学科の5学科の総称をさす。）

　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

　　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，共通科目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。

創造工学教育課程

　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

　　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おく。また，グループでの議論・発表・作

　　業を通じてこれらの能力を酒養する。
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4　基幹となる専門分野の基礎と他の分野の知識・技術を関連づける能力を身につける。

　基幹となる専門分野の基礎を学ぶため，主軸専門科目を置く。また，創造工学設計科目で他の

工学分野を含む専門科目を学び研究活動に取り組ませ，知識・技術を総合し創造する能力，必

　要な知識・技術を自身で習得する能力を養う。

5　技術を多面的に見るための手法・態度や技術革新の要素に関する基礎的知識を身につける。

　　そのため，技術を多面的に見るための手法・態度や技術革新の要素に関する基礎的知識を身に

つける工学デザイン科目を置く。

　以上によって効果的な教育を行うため，共通科目と工学の専門の基礎知識及び関心を広げる科目

を，相互関連を意識できるように1年次から4年次まで段階的に修得させます。

　本課程は大学院博士前期課程まで学習することを前提とし，大学院へ入学できる学力を得られる

よう個別指導，自律的な学習計画・キャリア計画を重視し，学期ごとの達成度評価を行います。　．

工学部第二部
　名古屋工業大学では，「『ものづくり』『ひとづくり』『未来づくり』を理念として，将来にわたって．

人類の幸福や国際社会の福祉を達成する方向を示し，同時にそれに対応できる人材を育成する。」こ

とを教育理念としています。

　この実現のため，以下のような観点から，教育課程を編成しています。

　1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養を身に付ける。

　2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい生活につなぐ強い使

　　命感，責任感，高い倫理観を身に付ける。

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

　4　基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術と新たな知識・技術を習得する能力を身に付ける。
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ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

工学部第一部

　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。

高度工学教育課程

　（高度工学教育課程とは，生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，情報工学科及び社

会工学科の5学科の総称をさす。）

　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i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。

創造工学教育課程

　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礎知識と他の分野の知識・技術を関連づけ多面的に見ることで薪たな

　　価値を創出する能力

　創造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，工学に関する専門知識と経験及び傭轍的な理解をもち，多様な人材との協働によって新たな価

値の創出に貢献することのできる人物です。

工学部第二部

　名古屋工業大学学則で定める卒業認定の要件を満たすとともに，学士課程を通じて修得すべき次の

知識及び能力を有する者に学士の学位を授与します。

　1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養

　2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい生活につなぐ強い使

　　命感，責任感，高い倫理観

　3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力

　4　基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術と新たな知識・技術を習得する能力
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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
アドミッション・

Iフィス入試

外国人留学

ｶ特別入試
前期日程 後期日程 1 H

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
一 若干名

電　気・　機　械　工　学　科 200 110 70 20
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 …

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
｝ … 若干名

材料・エネルギーコース 21 15 15 9
一 一創教

｢育
H課
w程 情　報　・社　会　コ　ー　ス

100 35
14

25
10 10 6

一 ｝

合　　　　　計 910 490 301 51 65 3

注1：推薦入試及びアドミッション・オフィス入試の入学手続者が募集人員に満たない場合，そ

　　　の欠員は一般入試の募集人員に加えます。

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H：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30年度大学入試センター試験の本学が指定する教科・科目（13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。

（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成30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30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30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30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
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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30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30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条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省

　令第13号）による大学入学資格検定を含む。）に合格した者及び平成30年3月31日までに合

　格見込みの者で，平成30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30年3月31日までにこれに該当する見込みの者で，平成30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，本学入試課に電話等で連絡してください。

　　第1回　：平成29年8月25日樹

　　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］

　《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。詳細は，11ページ，13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）

　　　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。詳細は，12ページ，16～

　　18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）

　　　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
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　　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。詳細は，12ページ，

　　21～23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》

　　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。詳細は，11ページ，15ページを参照してください。

［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

　カを問うため集団面接を課します。詳細は，11ページ，13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

　　　高校での学習成績が優秀であり，英語の基礎力を有し，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。

　　　集団面接では，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

　　ケーションカを問います。詳細は，12ページ，19，20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

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

　　類，大学入試センター試験（5教科7科目）の成績及び集団面接での評点を総合して選抜します。

　　　集団面接では，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

　　ケーションカを問います。詳細は，12ページ，24，25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30年度大学入試センター試験の本学が指定する教科・科目（14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30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30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30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30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30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30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条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省

　　令第13号）による大学入学資格検定を含む。）に合格した者及び平成30年3月31日までに合

　　格見込みの者で，平成30年3月31日までに18歳に達するもの

　力　本学において，｛固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30年3月31日までにこれに該当する見込みの者で，平成30年3月31
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　日までに18歳に達するもの

注：出願資格（31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，本学入試課に電話等で連絡してください。

　　第1回　：平成29年8月25日●

　　第2回　：平成30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》

　大学入試センター試験成績（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。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，11ページ，14ページを参照しで

ください。
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に

平成30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
専門高校・総合学科卒業生入試

実技検査等 2段階選抜
第殴階の選抜

ﾉよる合儲数
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

主として調査書

ﾌ内容と大学入試

Zンター試験の成

ﾑにより第1酬
I抜を行い，その

㈱i者について更

ﾉ必要な検欝を

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

外国語におけ

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

㊧�ﾌ

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

﨟@　報　　工　　学　　科 ○ × × × × × × × × × × × × ×

×

2月25日

追加合格

狽ﾍ
Q次募集建築デザイン分野 ○

高度工学教育課程

社会工学科 環境都市分野 ×

経営システム分野 ×

工　　　学　　　部

第　一　部

後期日程 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

○ × × × × × × × × × × × × × × 3月12目

追加合格

狽ﾍ
Q次募集

前ヨ

咊

材料・エネルギーコース
﨟@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譲
w程

細期程 材料・エネルギーコース
﨟@報・社　会　コ　ー　ス

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

追加合格又は2次募集

第　二　部

前期日程

物　　質　　工　　学　　科

@　　械　　工　　学　　科

d　気　情　報　工　学　科

ﾐ　会　開　発　工　学　科

○ × × × × × × × × × × × × × × 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。



1

旨

1

平成30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

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

備　考
個別学力

沚ｸ及び
蜉w入試
Zンター
詞ｱを課
ｳない

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
中国引揚者等子女

社会人

その他の入試

生　命・応　用　化　学　科 × ○ × × × ×
ヱントリー

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 ○ × × ○ × ×
エントリづ弐

﨤ﾙ搬査
女子20

高度工学教育課程

情　　報　　工　　学　　科 × ○ × × X ×
エントリー

Jード
15 × × × ×

建築デザイン分野 × × × × × × × 0

社会工学科 環境都市分野 ○ × × O × ×
エントリ凶弐

ﾙ勃検査
3

経営システム分野 ○ × × ○ × ×
エント1劫ヰ

賰b勃検査
3

○ 　 × ○ × ×
エントリーカヰ

賰b勃検査
15

材料・エネルギーコース
　 ○ × ○ × × エン団一カード 9

創教

｢育
H課
w程

○ 一 × O × ×
エントリーカ弐

ﾙ勃縫
10

× × × ×

情　報・社　会　コ　ー　ス

一 ○ × ○ × × エントヂかド 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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1

平成30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
個別学力検査等 大学入賦センター試験・個別学力検査等の配点等学部・学科等名及び入学定員等

@　　〔霊29調
学力検査等の

謨ｪ・日程

大学入試センター試験の利用教科・科目 教科等

科　　　　目　　　　等
2段階

I抜
試験の区分 国語 地歴公民 数学理科語

外国 配点

㈹v

特別選抜

菇@等
救科 科　　　目　　　等

揃期日程）（前期）

@2月25日 センター試験 　　　　　　450
ﾓ慈200点，地理歴史100点・公民loo点（1科目、選択／数学200点，理科200点，外懸語200点の

㈹v900点に2分の1を操けて450点に塗算する、

450
工学部
謌齦煤
k4．6〕

@910入
O期
@490
繩冝

@301
`O
@　3
ｻの他
@　116

個別学力検査 400 400 200 1，000

国語

絡?H瀦齢地B｝から1

狽｢数A
狽氏E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教科7科目〕

計 1，450

推薦

O国人

ﾇ加合格

Q次亦集

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
赴C・機械工学科
@　　　　　200人
@　　　前期　110
@　　　後期　　70

@　　　その他20
ﾋ報工学科
@　　　　　145人
@　　　前期　　85
@　　　後期　　45

@　　　その他15
ﾐ会工学科
@　　　　　150人
鋳z・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

（前期日程）

狽P，数H，数斑｝ま全範｛鐙から珪1題

狽`は「場合の数と磯率」及び咽形の｛生質」から出題
狽aは「数殉及び「ベクトル」から出題

ｶ命・応用化学科
ｨ理工学科
ﾐ会エ学科　　　　　　「物理基礎・物理」又は「化学基礎・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）

ｫ騰工w｝蹴鍵酬
i英書吾）コミュニケーション英慈1，コミュニケーション英藩田，コミュニケーション葵認匝，

@　　英語表現1，英語表現葺を併せて出題

実施

ｵない

（後期）

@3月12日

（後期日程）

センター試験 300
（後期日程）

狽P，数貰，数田は全範懸から出題
狽`は⑱合の数と確率」及び噛形の性質］から出題
狽aは徴列」及び「ベクトル」から出題

　　　　　　300
c語20軌点地理歴吏100点・公撃…160点（1科目

I択｝，数学200点、理科2⑪0点，外田語20θ点の

㈹v90◎点に3分の1を掛けて300点に換算する。

外国人

ﾇ加合格
Q次募集

個別学力検査 400 400 200 1，000

計 1300

数理外

生命・応用化学科

ｨ理工学科
ｿ巖。，＝瓢鐘謄礎…駒　（環境都市分野〉　（経営システム分野）構報工学科　　　　　｝「物理基礎・物理」（英‖吾）コミュニケーション亥認｜，コミュニケーション焚藷H，コミュニケーション英話籔、　　　英語表現1，英語表現Hを併せて出題

実施

ｵない
推菌

O国入

ﾇ加合格

Q次募集

（前期日程）揃期）

@2月25日
@2月26日

センター試験 　　　　　　450
装i20⑪点．地理歴史10⑪点・公民100点（1科目

I択／数学200点，理科20⑪点，外固菌2GO点の

㈹v900点に2分の1を擬けて45G点に換舞する．

450
　　　　　　100人
i樽｛・エネルギーコース）

@　　　前期　　21
@　　　後期　　15

@　　　その他24

i情報・社会コース）

@　　　前期　　14
@　　　後期　　10

@　　　その他16

数理外その口

個別学力検査 400 400 200 1，000

国語

絡?Q驚鑑地B｝から1

狽｢数A
狽g・数B．簿，情　から1

c…

p（リスニングテストを含む），独，仏，中，韓

@　　　　　　　　　　　　　　　　から1

@　　　　　　　　　　　　〔5教科7科目〕

計 1，450

数1，数荘，数班は全範田から出題
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

u物理基礎・物理」又は「化学基礎・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英語1，コミュニケーション嫡H，コミュニケーション英語墜，

@　　英語表現1，英語表現ロを併せて出題

ｬ論文

ﾊ接

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くダ・

注2 （後期日程）

（後期）

@3月12日
@3月13日

センター試験 　　　　　　300
蛹黷Q⑪⑪点．地理歴史100点・公民100点（1科El

I択），数学200点，理科260点，外田語200点の

№l鱒0点に3分の1を掛けて30⑪点に換算する。

300

個別学力検査 400 400 200 LOOO

計 1，300



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員等

@　　〔論29調
学力検査等の
謨ｪ・日程

大学入試センター試験の利用教科・科圏 教科等

科　　　　圏　　　　等
2段階

I抜
試験の区分 国藷吾 地歴 公民 数学 理科

外国 配点
㊨T†

特別選抜

菇@等
教科 科　　　目　　　等

（前期日程）工学部

謫�煤
k6．3〕

@　20人
i内訳）

O期　20

（前期）

@2月25日 センター試験 　　　　　　450
ﾓ汲200点．地理歴史1⑪⑪点・公民loぴ点（1科目

I択），数学20θ点，理科200点，外国語200点の

㈹v900点に2分の1を掛けて45G点に換算する。

450
追加合格

Q次募集

個別学力検査 400 4GO 200 LOOO

物質工学科

@　　　　　5人
@　　　前期　5

@械工学科
@　　　　　5人
@　　　前期　5

d気情報工学科
@　　　　　5人
@　　　前期　5

ﾐ会開発工学科
@　　　　　5人
@　　　前期　5

国語

b驚露㍗1當地B｝から1

狽P・数A
狽g・数B，簿．栂　　から1

｣｝…

p（リスニングテストを含む），独，仏，中，韓

@　　　　　　　　　　　　　　　から1

@　　　　　　　　　　　　〔5救科7科副

数理外

（前期臼程）

狽P，数H，数皿は全縫囲から出題
狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題
狽aは「数殉及び「ペクトル」から出懸

ﾉ羅学科　｝滋講耀瓢罐礎“イ蹴

~議罐　｝働理基礎・物理・

i英語）コミュニケーショ瑛頴，コミュニケーショ瑛汕，コミュニケーショ瑛灘，

@　　英語表現1，英語表現夏を併せて出題

計 1，450
実旛

ｵない

」
ふ

注1【大学入試センター試験の利用救科・科旬欄
　・「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。
　・「簿記・会言お，鴇報関係基礎」を選択解答できる者は，高等学校若しくは中等教育学校においてこれらの科目を履修したもの及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等諜程の修了（見込み）者に限ります。

注2【個別学力検査等の2段階選抜】欄
　・創造工学教育綴程の2段階選抜については，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。

注3【大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等】欄
　・大学入試センター試験の外国語『英‖融については，リスニングを含み，筆記とリスニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。



平成30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

出　願　要　件

　高等学校の専門学科又は総合学科を平成30年3月に卒業見込み

ﾌ者で，次のすべてに該当するもの

i1）本学科での勉学を強く希望する者

@（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

@（4）合格した場合，入学を確約できる者

選抜方法等

　個別学力検査を課さず，スクーリングでの発表内容志望理由

早C調査書及び面接の結果を総合して判定します。

iスクーリングの日程等）

@（1）学科内容，スクーリング日程等の説明会

@　　平成29年7月25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，『アド

@　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。

@（2）スクーリング希望届の受付期間

@　　平成29年8月1日㈹～8月4日禽
@（3）スクーリング

@　　平成29年8月21日（月）～8月22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

@　ン作晶等を必要とします。

出　願　期　間 平成29年9月25日（月）～9月27日㈱

選　抜　期　日 （面接）平成29年10月12日休）

合格発表日 平成29年11月2日休）

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30年度特珊入試方法等（i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30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H，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，数皿については，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29年11月1日㈱～11月6日（月）

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成29年11月9副木）
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成29年11月22日㈹

合格発表日 平成29年12月8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30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30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。

ﾈお，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

数亙，数H，数正から出題

狽`は吻合の数と確率」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29年11月1日㈹～且月6日（月）

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成29年11月9日（木）

謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成29年11月22日㈱

合格発表日 平成29年12月8日働

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30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

社会工学科（経営システム分野）

募　集　入　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30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1，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「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29年11月1日㈱～11月6日（月）

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成29年11月9日㈱
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成29年11月22日㈹

合格発表日 平成29年12月8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30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

　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30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

k＆R
TOEFL－iBT 　TOEFL@Junior

bomprehensive

TOEFL
iunior
rtandard

GTEC
bBT

G窟c

rTUDENTS
圧LTS TEAP

準2級 400 40 300 645 700 485 3．0 68

※「TEAP」は，　Reading及びListening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。

ﾈお，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H，数正から出題

狽`は陽合の数と確率」及び咽形の性質」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29年11月1日㈱～11月6日（月）

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成29年且月9日㈱
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成29年11月22日㈹

合格発表日 平成29年12月8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30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

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30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

k＆R
TOEFL－iBT

　TOEFL@Junior
bomprehensive

TOEFL
iunior
rtandard

GTEC
bBT

偲c
rTU£｝灘TS

IELTS TEAP

準2級 400 40 300 645 700 485 3．0 68

※「TEAP」は，　Reading及びListening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H，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「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29年11月1日㈹～11月6日帽）

選　抜　期　日

第1次選考（書類選考）

@平成29年11月9日休）
謔Q次選考（筆記試験及び面接）

@平成29年11月22日㈱

合格発表日 平成29年12月8日園

そ　　の　　他 大学入試センター試験を免除します。



平成30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30年3月卒業見込みの者で，平成30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・科圏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科目
50点

数 劉齢⌒ら囎｝合計2網 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30年1月16日∪0～1月19日園

選　抜　期　日 平成30年2月上旬

合格発表日 平成30年2月6日㈹

そ　　　の　　他
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平成30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

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30年3月卒業見込みの者で，平成30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，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 欝隠卵1科目｝闇・科目 200点

理 物，化 200点

外 英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目 200点

〔5教科7科目〕

※「地理歴史」及び「公民」から2科自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30年1月16日㈹～1月19日園

選　抜　期　日 平成30年2月上旬

合格発表日 平成30年2月6日㈹

そ　　の　　他



平成30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

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30年3月卒業見込みの者で，平成30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，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 蓑；巖鯖から囎｝合計・科目 200点

理
t生から、科目｝合計2湘

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30年1月16日（火）～1月19日閨

選　抜　期　日 平成30年2月上旬

合格発表日 平成30年2月6日㈹

そ　　　の　　他



平成30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

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30年3月卒業見込みの者で，平成30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 讃；齢㌔から棚｝合計2梱 200点

理 物，化，生から2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30年1月16日㈹～1月19日園

面　接　期　日 平成30年1月26日閨

選　抜　期　日 平成30年2月上旬

合格発表日 平成30年2月6日㈹

そ　　の　　他



平成30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 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（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又

ﾍ平成30年3月卒業見込みの者で，平成30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 劃巖簿馳囎｝合計2科目 200点

理 物，化，生から2科目 200点

外 英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目 200点

〔5教科7科目〕

※「地理歴史」及び「公民」から2科目を受験した者については，冗

@第1解答科目の得点を採用します

出　願　期　間 平成30年1月16日（火〉～1月19日園

面　接　期　日 平成30年1月26日園

選　抜　期　日 平成30年2月上旬

合格発表日 平成30年2月6日㈹

そ　　の　　他
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平成30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30年1月4日㈱～1月9日㈹

3　選　抜　期　日

　平成30年1月29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（1）～（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「留学」

　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30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30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30年

　　3月31日までに修了見込みの者で，平成30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30年3月31日までに18歳に達するもの

　⑥　ドイツ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30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30年3月31日までに18歳に達するもの

（3）独立行政法人El本学生支援機構が実施する平成29年度日本留学試験を受験し，平成30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，7月下旬発表の「平成30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）日本留学試験の細旨については，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

　　予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

等につ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30年度名古屋工業大学学生募集要項の請求について

　募集人員，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 募媒醗表時期

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　　　　く

アドミッション・オフィス入試 社会工学科健築・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
※ 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
第二部

一　般　入　試 一般入試　学生募集要項 180円 11月下旬

※インターネット出願に移行予定のため，詳細は本学ホームページで確認してください。

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　入試課　電話（052）735講083

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．nitecEacjp／）から請求することができます。

（トップページの「入試案内」→学部の檬集要項・資料請求」→ヂ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。

欝型雛鋸

パソコンの場合 携帯電話の場合

http：／／djc－mbJp／nitech／
※対応する携帯　　回菌‘回
@電話で読み取　　　　』翫

黷ﾜす。　　　回　’

（3）テレメール（web）による請求

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

　　　　http：／／telemaitjp

pソコン携帯電話各社共通アドレスです。

IP電話
Te1（050）8601－0101

@（24時間受付） 壇’子読回
※対応するスマホ・携帯　　，

d話で読み取れます。　灘霧　　　　　　　　　　　　　　回’」ヂτ

（IP電話：一般電話回線からの通話料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（建築・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日で送付されます。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B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10：00～18：00）

　　　　　　　　　　　　TEL（050）3540－5005

→（3），㈲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．acjp／

　各種募集要項の請求方法

　　　　随　時

　出願状況
　　　◇一般入試
　　　　　出願期間中及び出願締切後

　　　◇推薦入試
　　　　　出願締切後

　　　⇔アドミッション・オフィス入試

　　　　　出願締切後

　　　⇔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

　　　◇一般入試

　　　⇔推薦入試

　　　◇アドミッション・オフィス入試

　　　⇔私費外国人留学生特別入試

　欠員補充の状況

　　　⇔一般入試
　　　　　平成30年3月28日㈱～31E｜dづ
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JR東海

地下鉄

市バス

注1

　2

本学への交通案内

申央本線

鶴舞線（上小田井←一→赤池）

桜通線（中村区役所←一徳重）
　　　　　　　　みよう　シぐん　ちよう
（亘已）　　（栄ぐ一一→妙　　見　　町）

匿⑧は，市バスの系統番号

鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）

鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）

吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）

名大病院下車（東へ約200m）

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

灘

ぐ謬

贈磁融麟

J白謡舞鰍
名大病院ロ、

　イオン午種
シヨツビングセンタ

畿古獄拳
譲挙頽購騰耀霧．

、声〆

地下鎌吹上駅
㊧播出口

　　ド鰍

警

馨

謬
嚢．

名古屋工業大学入試課
　　　　　　　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．nitechac．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



　国立大学法人名古屋工業×学目次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……・…………・・…………・……・……・……・……・………・……・…・・…………3ディプロマ・ポリシー……………・……………………・……………・・…・…心�H……………・・……………5工学部第一部　　1　募集学科及び募集人員・…………………………………・…・……………・・……………・………　6　　2　出願資格等…・……………・・………・…・……・…………・……・・…………・……・“………………　6　　3　入学者選抜方法…・…………・…・…・……………・・………………………………………………　7工学部第二部（夜間学部）　　1　募集学科及び募集人員・・………………・・………………・・………・……・…・……・………・…・…　g　　2　出願資格等……………・…・……・…・………・………・……・…・…・……………・・………………・9　　3　入学者選抜方法……・・…………・……：………・…◆……………・…・・…………・…・…・…………10平成30年度　名古屋工業大学入学者選抜方法等…・……………・………・……・…・…………・・……・…・11平成30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…一…………・・………………13平成30年度　特別入試方法等（アドミッション・オフィス入試）………………・…・……�H………………15平成30年度　特別入試方法等（推薦入試）………………・一…………・…・………・一……・…・一……16平成30年度　私費外国人留学生の入学者選抜方法等について………・…一・…………………………26障害等のある入学志願者との事前相談・・………………・…・・……………・……………・・…・……………27平成30年度　名古屋工業大学学生募集要項の請求について…・………・……◆………………・・…’……28入試情報…・……………・…・…・…………・…………・……・・…・…………・…・………………“・・……・……30本学への交通案内…・……・………・……・……・……・……・…………・・…………・…・…・……………裏表紙教育理念　名古屋工業大学では，「『ものづくり』『ひとづくり』『未来づくり』を理念として，将来にわたって人類の幸福や国際社会の福祉を達成する方向を示し，同時にそれに対応できる人材を育成する。」ことを教育理念としています。　本学の卒業生は一人ひとりが国際社会の申で様々な入々・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術轍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）工学部第一部　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。高度工学教育課程　　（高度工学教育課程とは，生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，情報工学科及び　社会工学科の5学科の総称をさす。）　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創造工学教育課程　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々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一1一工学部第二部　名古屋工業大学では「ものづくり」，「ひとづくり」，味来づくり」を教育・研究の理念・副票に掲げ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。　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本学が特に求める科目の学力　数学においては数学いH・巫及び数学A・Bを学習していることを求めます。特に，現象やしくみを数理的に表現し，その法則性や特性について解析するために必要な数学の基礎を習得していることが必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　理科においては物理又は化学のいずれかの科目を習得していることを求めます。特に，物理現象や化学現象を支配する法則とそれらを記述及び操作するための基本的知識，またそれを活用する能力が必要です。　英語においては英文を論理的に読解する能力とそのために必要な語彙力，文法の知識また自分の考えを英文によって表現する能力を求めます。一2一カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）工学部第一部　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。高度工学教育課程　（高度工学教育課程とは，生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，情報工学科及び社会工学科の5学科の総称をさす。）　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　　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，共通科目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。創造工学教育課程　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　　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おく。また，グループでの議論・発表・作　　業を通じてこれらの能力を酒養する。一3一4　基幹となる専門分野の基礎と他の分野の知識・技術を関連づける能力を身につける。　基幹となる専門分野の基礎を学ぶため，主軸専門科目を置く。また，創造工学設計科目で他の工学分野を含む専門科目を学び研究活動に取り組ませ，知識・技術を総合し創造する能力，必　要な知識・技術を自身で習得する能力を養う。5　技術を多面的に見るための手法・態度や技術革新の要素に関する基礎的知識を身につける。　　そのため，技術を多面的に見るための手法・態度や技術革新の要素に関する基礎的知識を身につける工学デザイン科目を置く。　以上によって効果的な教育を行うため，共通科目と工学の専門の基礎知識及び関心を広げる科目を，相互関連を意識できるように1年次から4年次まで段階的に修得させます。　本課程は大学院博士前期課程まで学習することを前提とし，大学院へ入学できる学力を得られるよう個別指導，自律的な学習計画・キャリア計画を重視し，学期ごとの達成度評価を行います。　．工学部第二部　名古屋工業大学では，「『ものづくり』『ひとづくり』『未来づくり』を理念として，将来にわたって．人類の幸福や国際社会の福祉を達成する方向を示し，同時にそれに対応できる人材を育成する。」ことを教育理念としています。　この実現のため，以下のような観点から，教育課程を編成しています。　1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養を身に付ける。　2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい生活につなぐ強い使　　命感，責任感，高い倫理観を身に付ける。　3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力を身に付ける。　4　基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術と新たな知識・技術を習得する能力を身に付ける。一4一ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）工学部第一部　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。高度工学教育課程　（高度工学教育課程とは，生命・応用化学科，物理工学科，電気・機械工学科，情報工学科及び社会工学科の5学科の総称をさす。）　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i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。創造工学教育課程　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礎知識と他の分野の知識・技術を関連づけ多面的に見ることで薪たな　　価値を創出する能力　創造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，工学に関する専門知識と経験及び傭轍的な理解をもち，多様な人材との協働によって新たな価値の創出に貢献することのできる人物です。工学部第二部　名古屋工業大学学則で定める卒業認定の要件を満たすとともに，学士課程を通じて修得すべき次の知識及び能力を有する者に学士の学位を授与します。　1　現象の理解・操作のための数理的基礎知識と科学的素養　2　歴史，文化，社会への理解と技術的観点から考察する能力と技術を新しい生活につなぐ強い使　　命感，責任感，高い倫理観　3　国内外の人々と対話をできるコミュニケーションカと論理的思考力　4　基幹となる専門分野の基盤的な知識・技術と新たな知識・技術を習得する能力一5一1　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　試推薦入試アドミッション・Iフィス入試外国人留学ｶ特別入試前期日程後期日程1H生　命・　応　用　化　学　科21012070一20一若干名物　　理　　工　　学　　科1055535一15一若干名電　気・　機　械　工　学　科2001107020一…若干名高度工学教育課程情　　報　　工　　学　　科1458545一15一若干名建築・デザイン分野4225一…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｝…若干名材料・エネルギーコース2115159一一創教｢育H課w程情　報　・社　会　コ　ー　ス10035142510106一｝合　　　　　計91049030151653注1：推薦入試及びアドミッション・オフィス入試の入学手続者が募集人員に満たない場合，そ　　　の欠員は一般入試の募集人員に加えます。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H：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30年度大学入試センター試験の本学が指定する教科・科目（13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。（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成30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30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30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30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一6一イ　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30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30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条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省　令第13号）による大学入学資格検定を含む。）に合格した者及び平成30年3月31日までに合　格見込みの者で，平成30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30年3月31日までにこれに該当する見込みの者で，平成30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，本学入試課に電話等で連絡してください。　　第1回　：平成29年8月25日樹　　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］　《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。詳細は，11ページ，13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）　　　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。詳細は，12ページ，16〜　　18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）　　　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，提出書一7一　　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。詳細は，12ページ，　　21〜23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》　　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。詳細は，11ページ，15ページを参照してください。［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　カを問うため集団面接を課します。詳細は，11ページ，13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　　　高校での学習成績が優秀であり，英語の基礎力を有し，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。　　　集団面接では，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　　ケーションカを問います。詳細は，12ページ，19，20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　　　高校での学習成績が優秀であり，出身学校長が責任をもって推薦できる学生を対象に，提出書　　類，大学入試センター試験（5教科7科目）の成績及び集団面接での評点を総合して選抜します。　　　集団面接では，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　　ケーションカを問います。詳細は，12ページ，24，25ページを参照してください。一8一工学部第二部（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30年度大学入試センター試験の本学が指定する教科・科目（14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30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30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30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30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30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30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条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省　　令第13号）による大学入学資格検定を含む。）に合格した者及び平成30年3月31日までに合　　格見込みの者で，平成30年3月31日までに18歳に達するもの　力　本学において，｛固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30年3月31日までにこれに該当する見込みの者で，平成30年3月31一9一　日までに18歳に達するもの注：出願資格（31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，本学入試課に電話等で連絡してください。　　第1回　：平成29年8月25日●　　第2回　：平成30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》　大学入試センター試験成績（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。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，11ページ，14ページを参照しでください。一10一Eに平成30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　　等専門高校・総合学科卒業生入試実技検査等2段階選抜第殴階の選抜ﾉよる合儲数実技検査等　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�課す主として調査書ﾌ内容と大学入試Zンター試験の成ﾑにより第1酬I抜を行い，その�格者について更ﾉ必要な検欝を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におけ驛潟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�員の竢[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�戞　報　　工　　学　　科○××××××××××××××2月25日追加合格狽ﾍQ次募集建築デザイン分野○高度工学教育課程社会工学科環境都市分野×経営システム分野×工　　　学　　　部第　一　部後期日程生　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○××××××××××××××3月12目追加合格狽ﾍQ次募集前ヨ�注ﾞ料・エネルギーコース�戞報・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譲w程細期程材料・エネルギーコース�戞報・社　会　コ　ー　ス○×○○×○約8倍××××××××3月12・13日追加合格又は2次募集第　二　部前期日程物　　質　　工　　学　　科@　　械　　工　　学　　科d　気　情　報　工　学　科ﾐ　会　開　発　工　学　科○××××××××××××××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。1旨1平成30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　等備　考個別学力沚ｸ及び蜉w入試Zンター詞ｱを課ｳない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　員帰国子女中国引揚者等子女社会人その他の入試生　命・応　用　化　学　科×○××××ヱントリー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○××○××エントリづ弐�ｳﾙ搬査女子20高度工学教育課程情　　報　　工　　学　　科×○××X×エントリーJード15××××建築デザイン分野×××××××0社会工学科環境都市分野○××O××エントリ凶弐ﾙ勃検査3経営システム分野○××○××エント1劫ヰ�ｭb勃検査3○　×○××エントリーカヰ�ｭb勃検査15材料・エネルギーコース　○×○××エン団一カード9創教｢育H課w程○一×O××エントリーカ弐ﾙ勃縫10××××情　報・社　会　コ　ー　ス一○×○××エントヂかド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。」ω1平成30年度名古屋工業大学入学者選抜の実施教科・科目について個別学力検査等大学入賦センター試験・個別学力検査等の配点等学部・学科等名及び入学定員等@　　〔霊29調学力検査等の謨ｪ・日程大学入試センター試験の利用教科・科目教科等科　　　　目　　　　等2段階I抜試験の区分国語地歴公民数学理科語外国配点�計特別選抜�法等救科科　　　目　　　等揃期日程）（前期）@2月25日センター試験　　　　　　450ﾓ慈200点，地理歴史100点・公民loo点（1科目、選択／数学200点，理科200点，外懸語200点の�計900点に2分の1を操けて450点に塗算する、450工学部謌齦煤k4．6〕@910入O期@490繩�　301`O@　3ｻの他@　116個別学力検査4004002001，000国語絡?H瀦齢地B｝から1狽｢数A狽氏E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教科7科目〕計1，450推薦O国人ﾇ加合格Q次亦集生命・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赴C・機械工学科@　　　　　200人@　　　前期　110@　　　後期　　70@　　　その他20ﾋ報工学科@　　　　　145人@　　　前期　　85@　　　後期　　45@　　　その他15ﾐ会工学科@　　　　　150人鋳z・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（前期日程）狽P，数H，数斑｝ま全範｛鐙から珪1題狽`は「場合の数と磯率」及び咽形の｛生質」から出題狽aは「数殉及び「ベクトル」から出題ｶ命・応用化学科ｨ理工学科ﾐ会エ学科　　　　　　「物理基礎・物理」又は「化学基礎・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）ｫ騰工w｝蹴鍵酬i英書吾）コミュニケーション英慈1，コミュニケーション英藩田，コミュニケーション葵認匝，@　　英語表現1，英語表現葺を併せて出題実施ｵない（後期）@3月12日（後期日程）センター試験300（後期日程）狽P，数貰，数田は全範懸から出題狽`は�Q合の数と確率」及び噛形の性質］から出題狽aは徴列」及び「ベクトル」から出題　　　　　　300c語20軌点地理歴吏100点・公撃…160点（1科目I択｝，数学200点、理科2�J0点，外田語20θ点の�計90◎点に3分の1を掛けて300点に換算する。外国人ﾇ加合格Q次募集個別学力検査4004002001，000計1300数理外生命・応用化学科ｨ理工学科ｿ巖。，＝瓢鐘謄礎…駒　（環境都市分野〉　（経営システム分野）構報工学科　　　　　｝「物理基礎・物理」（英‖吾）コミュニケーション亥認｜，コミュニケーション焚藷H，コミュニケーション英話籔、　　　英語表現1，英語表現Hを併せて出題実施ｵない推菌O国入ﾇ加合格Q次募集（前期日程）揃期）@2月25日@2月26日センター試験　　　　　　450装i20�J点．地理歴史10�J点・公民100点（1科目I択／数学200点，理科20�J点，外固菌2GO点の�計900点に2分の1を擬けて45G点に換舞する．450　　　　　　100人i樽｛・エネルギーコース）@　　　前期　　21@　　　後期　　15@　　　その他24i情報・社会コース）@　　　前期　　14@　　　後期　　10@　　　その他16数理外その口個別学力検査4004002001，000国語絡?Q驚鑑地B｝から1狽｢数A狽g・数B．簿，情　から1c…p（リスニングテストを含む），独，仏，中，韓@　　　　　　　　　　　　　　　　から1@　　　　　　　　　　　　〔5教科7科目〕計1，450数1，数荘，数班は全範田から出題狽`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u物理基礎・物理」又は「化学基礎・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英語1，コミュニケーション嫡H，コミュニケーション英語墜，@　　英語表現1，英語表現ロを併せて出題ｬ論文ﾊ接@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くダ・注2（後期日程）（後期）@3月12日@3月13日センター試験　　　　　　300蛹黷Q�J�J点．地理歴史100点・公民100点（1科ElI択），数学200点，理科260点，外田語200点の�Ｍ鱒0点に3分の1を掛けて30�J点に換算する。300個別学力検査400400200LOOO計1，300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員等@　　〔論29調学力検査等の謨ｪ・日程大学入試センター試験の利用教科・科圏教科等科　　　　圏　　　　等2段階I抜試験の区分国藷吾地歴公民数学理科外国配点�欝†特別選抜�法等教科科　　　目　　　等（前期日程）工学部謫�部〔6．3〕@　20人i内訳）O期　20（前期）@2月25日センター試験　　　　　　450ﾓ汲200点．地理歴史1�J�J点・公民loぴ点（1科目I択），数学20θ点，理科200点，外国語200点の�計900点に2分の1を掛けて45G点に換算する。450追加合格Q次募集個別学力検査4004GO200LOOO物質工学科@　　　　　5人@　　　前期　5@械工学科@　　　　　5人@　　　前期　5d気情報工学科@　　　　　5人@　　　前期　5ﾐ会開発工学科@　　　　　5人@　　　前期　5国語b驚露�h1當地B｝から1狽P・数A狽g・数B，簿．栂　　から1｣｝…p（リスニングテストを含む），独，仏，中，韓@　　　　　　　　　　　　　　　から1@　　　　　　　　　　　　〔5救科7科副数理外（前期臼程）狽P，数H，数皿は全縫囲から出題狽`は「場合の数と確率」及び「図形の性質」から出題狽aは「数殉及び「ペクトル」から出懸ﾉ羅学科　｝滋講耀瓢罐礎“イ蹴~議罐　｝働理基礎・物理・i英語）コミュニケーショ瑛頴，コミュニケーショ瑛汕，コミュニケーショ瑛灘，@　　英語表現1，英語表現夏を併せて出題計1，450実旛ｵない」ふ注1【大学入試センター試験の利用救科・科旬欄　・「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。　・「簿記・会言お，鴇報関係基礎」を選択解答できる者は，高等学校若しくは中等教育学校においてこれらの科目を履修したもの及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等諜程の修了（見込み）者に限ります。注2【個別学力検査等の2段階選抜】欄　・創造工学教育綴程の2段階選抜については，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。注3【大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等】欄　・大学入試センター試験の外国語『英‖融については，リスニングを含み，筆記とリスニングの合計点（250点満点）を200点満点に換算します。平成30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　人出　願　要　件　高等学校の専門学科又は総合学科を平成30年3月に卒業見込みﾌ者で，次のすべてに該当するものi1）本学科での勉学を強く希望する者@（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@（4）合格した場合，入学を確約できる者選抜方法等　個別学力検査を課さず，スクーリングでの発表内容志望理由早C調査書及び面接の結果を総合して判定します。iスクーリングの日程等）@（1）学科内容，スクーリング日程等の説明会@　　平成29年7月25日�掘　　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，『アド@　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。@（2）スクーリング希望届の受付期間@　　平成29年8月1日�戟`8月4日禽@（3）スクーリング@　　平成29年8月21日（月）〜8月22日�掘　　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@　ン作晶等を必要とします。出　願　期　間平成29年9月25日（月）〜9月27日�椛I　抜　期　日（面接）平成29年10月12日休）合格発表日平成29年11月2日休）そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一15一平成30年度特珊入試方法等（i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30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H，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，数皿については，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29年11月1日�梶`11月6日（月）選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成29年11月9副木）謔Q次選考（筆記試験及び面接）@平成29年11月22日�訣�格発表日平成29年12月8日園そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一16一平成30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30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。ﾈお，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　学数亙，数H，数正から出題狽`は吻合の数と確率」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29年11月1日�戟`且月6日（月）選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成29年11月9日（木）謔Q次選考（筆記試験及び面接）@平成29年11月22日�轄�格発表日平成29年12月8日働そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一17一平成30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・学科社会工学科（経営システム分野）募　集　入　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30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1，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「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29年11月1日�梶`11月6日（月）選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成29年11月9日�頑２次選考（筆記試験及び面接）@平成29年11月22日�訣�格発表日平成29年12月8日園そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一18一平成30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　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30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TOEICk＆RTOEFL−iBT　TOEFL@JuniorbomprehensiveTOEFLiuniorrtandardGTECbBTG窟crTUDENTS圧LTSTEAP準2級400403006457004853．068※「TEAP」は，　Reading及びListening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。ﾈお，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H，数正から出題狽`は陽合の数と確率」及び咽形の性質」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29年11月1日�梶`11月6日（月）選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成29年且月9日�頑２次選考（筆記試験及び面接）@平成29年11月22日�訣�格発表日平成29年12月8日閨そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。一19一平成30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30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TOEICk＆RTOEFL−iBT　TOEFL@JuniorbomprehensiveTOEFLiuniorrtandardGTECbBT偲crTU£｝灘TSIELTSTEAP準2級400403006457004853．068※「TEAP」は，　Reading及びListening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H，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「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29年11月1日�戟`11月6日帽）選　抜　期　日第1次選考（書類選考）@平成29年11月9日休）謔Q次選考（筆記試験及び面接）@平成29年11月22日�轄�格発表日平成29年12月8日園そ　　の　　他大学入試センター試験を免除します。平成30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30年3月卒業見込みの者で，平成30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・科圏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科目50点数劉齢⌒ら囎｝合計2網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30年1月16日∪0〜1月19日園選　抜　期　日平成30年2月上旬合格発表日平成30年2月6日�撃ｻ　　　の　　他一21一平成30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30年3月卒業見込みの者で，平成30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，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点数欝隠卵1科目｝闇・科目200点理物，化200点外英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目200点〔5教科7科目〕※「地理歴史」及び「公民」から2科自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30年1月16日�戟`1月19日園選　抜　期　日平成30年2月上旬合格発表日平成30年2月6日�撃ｻ　　の　　他平成30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30年3月卒業見込みの者で，平成30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，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点数蓑；巖鯖から囎｝合計・科目200点理t生から、科目｝合計2湘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30年1月16日（火）〜1月19日閨選　抜　期　日平成30年2月上旬合格発表日平成30年2月6日�撃ｻ　　　の　　他平成30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30年3月卒業見込みの者で，平成30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点数讃；齢�`から棚｝合計2梱200点理物，化，生から2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30年1月16日�戟`1月19日園面　接　期　日平成30年1月26日閨選　抜　期　日平成30年2月上旬合格発表日平成30年2月6日�撃ｻ　　の　　他平成30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（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者又ﾍ平成30年3月卒業見込みの者で，平成30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点数劃巖簿馳囎｝合計2科目200点理物，化，生から2科目200点外英（リスニングを含む），独，仏，中，韓から1科目200点〔5教科7科目〕※「地理歴史」及び「公民」から2科目を受験した者については，冗@第1解答科目の得点を採用します出　願　期　間平成30年1月16日（火〉〜1月19日園面　接　期　日平成30年1月26日園選　抜　期　日平成30年2月上旬合格発表日平成30年2月6日�撃ｻ　　の　　他一25一平成30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30年1月4日�梶`1月9日��3　選　抜　期　日　平成30年1月29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（1）〜（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。）�A　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「留学」　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30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30年3月31日までに18歳に達するもの一26一　�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30年　　3月31日までに修了見込みの者で，平成30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30年3月31日までに18歳に達するもの　�E　ドイツ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30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30年3月31日までに18歳に達するもの（3）独立行政法人El本学生支援機構が実施する平成29年度日本留学試験を受験し，平成30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，7月下旬発表の「平成30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）日本留学試験の細旨については，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　　予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・内容等につ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。一27一平成30年度名古屋工業大学学生募集要項の請求について　募集人員，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　　名送料募媒醗表時期工　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　　　　くアドミッション・オフィス入試社会工学科健築・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※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月下旬第二部一　般　入　試一般入試　学生募集要項180円11月下旬※インターネット出願に移行予定のため，詳細は本学ホームページで確認してください。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　入試課　電話（052）735講0833　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．nitecEacjp／）から請求することができます。（トップページの「入試案内」→学部の檬集要項・資料請求」→ヂ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。欝型雛鋸パソコンの場合携帯電話の場合http：／／djc−mbJp／nitech／※対応する携帯　　回菌‘回@電話で読み取　　　　』翫黷ﾜす。　　　回　’（3）テレメール（web）による請求　　本学ホームページ（http：／／www訟itech．acjp／）から請求することができます。一28一（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　　　　http：／／telemaitjppソコン携帯電話各社共通アドレスです。IP電話Te1（050）8601−0101@（24時間受付）壇’子読回※対応するスマホ・携帯　　，d話で読み取れます。　灘霧　　　　　　　　　　　　　　回’」ヂτ（IP電話：一般電話回線からの通話料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（建築・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日で送付されます。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B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10：00〜18：00）　　　　　　　　　　　　TEL（050）3540−5005→（3），�汲ﾌ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）8601−0102一29一入試情報ホームページ　URL　http：／／www．nitech．acjp／　各種募集要項の請求方法　　　　随　時　出願状況　　　◇一般入試　　　　　出願期間中及び出願締切後　　　◇推薦入試　　　　　出願締切後　　　⇔アドミッション・オフィス入試　　　　　出願締切後　　　⇔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　　　◇一般入試　　　⇔推薦入試　　　◇アドミッション・オフィス入試　　　⇔私費外国人留学生特別入試　欠員補充の状況　　　⇔一般入試　　　　　平成30年3月28日�梶`31E｜dづ一30一JR東海地下鉄市バス注1　2本学への交通案内申央本線鶴舞線（上小田井←一→赤池）桜通線（中村区役所←一徳重）　　　　　　　　みよう　シぐん　ちよう（亘已）　　（栄ぐ一一→妙　　見　　町）匿�Gは，市バスの系統番号鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）名大病院下車（東へ約200m）バスの運行時間は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意してください。灘ぐ謬贈磁融麟J白謡舞鰍名大病院ロ、　イオン午種シヨツビングセンタ畿古獄拳譲挙頽購騰耀霧．、声〆地下鎌吹上駅��播出口　　ド鰍警馨謬嚢．名古屋工業大学入試課　　　　　　　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．nitechac．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

