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2023 年度   

工学部３月特別入試 学生募集要項  
 

 ・共通テスト利用選抜（特別日程 A） 

 ・共通テスト利用選抜（特別日程 B） 

 ・総合型選抜（特別日程） 

 

工学部 
機械コース   

電気電子コース 

情報コース   

化学・材料コース  

建築コース  
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目標募集人員                  

 

選抜区分 機械 電気電子 情報 化学・材料 建築 

共通テスト利用選抜
（特別日程 A） 

若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 

共通テスト利用選抜
（特別日程 B） 

若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 

総合型選抜 
（特別日程） 

若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 

 

出願資格             
 

＜共通テスト利用選抜（特別日程 A／特別日程 B）＞ 

次の a ～ c のいずれかの条件に該当する人 

a. 高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した人または 2023 年 3 月卒業見込みの人 

b. 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した人または 2023 年 3 月修了見込みの人 

c. 高等学校を卒業した人と同等以上の学力があると認められる人または 2023 年 3 月 31 日までにこれに該当

する見込みの人 

※留学生の場合、日本語能力試験（JLPT）N2 以上に合格している人、または過去 2 年以内の日本留学試験

（EJU）の日本語（読解、聴解・聴読解）の得点が 220 点以上の人 

※留学生の場合、外務省がビザ免除措置を実施している国（在留期間が 90 日）以外の人は、「留学」の在留資

格を有することが必要です。 

 

＜総合型選抜（特別日程）＞ 
次の①、②の要件を満たし、かつ a ～ c のいずれかの条件に該当する人  

①本学の教育方針やカリキュラム・ポリシー、研究内容などを十分に理解した人 

 ②本選抜に合格した場合、入学を辞退しない人 

a. 高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した人または 2023 年 3 月に卒業見込の人 

b. 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した人または 2023 年 3 月に修了見込の人 

c. 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人または 2023 年 3 月 31 日までにこれに該当

する見込の人  

※留学生の場合、日本語能力試験（JLPT）N2 以上に合格している人、または過去２年以内の日本留学試験

（EJU）の日本語（読解、聴解・聴読解）の得点が 220 点以上の人  

※留学生の場合、外務省がビザ免除措置を実施している国（在留期間が 90 日）以外の人は、「留学」の在留資

格を有することが必要です。 

 

入試日程                                                
 

選抜区分 
出願期間 

※締切日消印有効 
試験日 合格発表日 

入学手続 
締切日 

共通テスト利用選抜
（特別日程 A） 

３月１０日（金） 
～３月１６日（木） 

本学による個別学力
試験はありません 

３月２２日（水） ３月２７日（月） 

共通テスト利用選抜
（特別日程 B） 

３月１７日（金） 
～３月２２日（水） 

３月２７日（月） ３月３０日（木） 

総合型選抜 
（特別日程） 

３月６日（月） 
～３月１５日（水） 

３月２１日 
（火・祝） 

集合時間 10:00  
３月２２日（水） ３月２７日（月） 

共通テスト利用選抜（特別日程 A）と総合型選抜（特別日程）には、同時に出願することも可能です。 
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選考方法・試験時間                                           

 

（１）共通テスト利用選抜（特別日程 A、特別日程 B）  

 得点上位２教科２科目（200 点満点）で合否判定する。 

 （数学はグループ①、②から１科目、理科はグループ①、②から１科目が対象） 

教科 グループ 科目 配点 

国語  「国語」（国語総合）※古文・漢文は含まず 100 点 

数学 
① 「数学Ⅰ」または「数学Ⅰ・A」 100 点 

② 「数学Ⅱ」または「数学Ⅱ・数学 B」または「情報関係基礎」 100 点 

理科 
① 「物理基礎」＋「化学基礎」 ※２科目受験で１科目とする。 100 点 

② 「物理」または「化学」 100 点 

外国語  「英語」（リーディング）または「英語」（リスニング） 100 点 

 

（２）総合型選抜（特別日程） 

選抜方法 評価のポイント 配点 

面接 

志望コースに対する関心・意欲や、判断力・コミュニケーション力などを 

確認します。 

◎面接形式：受験生 1 名に対し、面接教員 2 名 

◎面接時間：約２０分 

〇本学で学ぶ意思や目的がはっきりしているか 

〇コースで学ぶ内容をおおよそ理解しているか 

〇自分の考えを分かりやすく明確に相手に伝えることができるか 

100 点 

   

 ※面接での質問例 

 全コース共通 
〇志望動機  〇本コースで学びたいこと  〇大学で取り組みたいこと 

〇将来の希望・進路への考え  〇高校時代に取り組んだこと  

 

  

試験場                                           
 

〇共通テスト利用選抜（特別日程 A、特別日程 B）・・・本学による個別学力試験はありません 

〇総合型選抜（特別日程）・・・東京工芸大学 厚木キャンパス 



4 

出願書類・出願方法            
 

(１) 出願書類 

・共通テスト利用選抜（特別日程 A、特別日程 B）・・・下表の①～④を提出してください。 

・総合型選抜（特別日程）・・・下表の①、②、④を提出してください。 

①志願票（別紙） 黒のボールペンを使用し記入してください。 

②顔写真 上半身脱帽、最近 3 カ月以内に撮影したもの(サイズ 4 ㎝×3 ㎝)。裏面に

氏名を記入して、①志願票に貼付してください。 

＊この写真を入学後学生証に使用します。 

③令和５年度大学入学共通テスト 

成績請求票 私・短 

共通テスト利用選抜（特別日程 A、特別日程 B）に出願する人のみ、 

志願票に貼付してください。 

④大学入学資格に関する証明書 

 

※共通テスト利用選抜（特別日程 A）と

総合型選抜（特別日程）に同時に出願する

場合は、証明書は 1 通で構いません。 

（以下 a.b.c.d.のうち、該当するいずれか 1 つを提出してください。出願

締切日までに書類の準備が間に合わない場合は、ご相談ください） 

a.調査書 

b.大検・高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）成績証明書 

c.卒業（見込）証明書と成績証明書 

d.大学入学資格証明書 

※留学生の場合、他に追加資料があります。詳細はお問い合わせください。 

 

(２) 入学検定料 

〇共通テスト利用選抜（特別日程 A、特別日程 B）：1 コース目￥15,000 

〇総合型選抜（特別日程）：￥30,000 
 

出願期間内に、次の銀行口座へ振り込んでください（手数料はご負担ください）。 

銀行名称：三井住友銀行 
支店名称：厚木支店（595） 
種  別：普通預金  
口座番号：5020440 
受取人：東京工芸大学（トウキョウコウゲイダイガク） 

 

＜検定料の割引について＞ 

共通テスト利用選抜（特別日程 A、特別日程 B）においては、複数コースへの出願が可能です。 

その場合、2 コース目以降の入学検定料は 1 コースあたり￥5,000 です。 

（例）機械コース、電気電子コース、情報コース 3 つのコースに出願する場合の検定料 

 ⇒機械コース￥15,000＋電気電子コース￥5,000＋情報コース￥5,000＝￥25,000 

 

注１） 振込人名義は志願者本人の氏名とし、氏名の前に以下の出願コースの番号を付けてください。 

    機械コース⇒1 電気電子コース⇒2 情報コース⇒3 化学・材料コース⇒4 建築コース⇒5  

例）機械コースへ出願する場合 ⇒ 1 コウゲイ タロウ 

※共通テスト利用選抜（特別日程 A、特別日程 B）において複数のコースに出願される場合は、出願さ

れる番号を全て付けてください。 

例）化学・材料コースと建築コースを出願する場合⇒ 45 コウゲイ タロウ 

注２）振り込まれた入学検定料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。 

注３）出願締切日までに入学検定料の入金が確認できない場合は、受験できません。 
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(３) 出願書類の提出と受験票の交付 

〇提出先 〒243-0297 神奈川県厚木市飯山南 5-45-1 東京工芸大学 厚木キャンパス事務部入試課 宛 

ＴＥＬ：046-242-9520 

 

〇出願方法 市販の角２封筒に入れ、出願期間内に速達・簡易書留で郵送してください。（締切日消印有効） 

 

〇受験票  

・出願期間終了後に出願処理が済んだものから順次受験票をメール送信（志願票に記入されたメールアドレ

ス宛）します。 

・受験票を受信されましたら、必ず出願コース、試験日を再度確認してください。 

・受験票は事前に印刷し、試験当日、必ず持参してください。 

 

※出願書類に関する大学からの照会について 

出願書類に不備等があった場合、大学から受験生へ電話で連絡します。その際、以下の電話番号から発

信しますので、着信があった場合は電話に応答してください。また、着信履歴があった場合は、折り返

しお電話ください。確認が取れない場合、受験をお断りする場合がありますので、ご注意ください。 

大学からの発信電話番号 046-242-9520 

 

 

受験に関する注意                                           

 

（1） 試験当日は受験票を必ず持参してください。また、受験票は合格発表まで大切に保管してください。 

（2） 試験開始時刻の 1 時間前から、試験場への入場が可能です。 

（3） 交通機関の遅延により、試験開始時刻に遅れそうな場合は、可能な限り交通機関が発行する遅延証明書

を受け取ってください。 

（4） 遅刻した場合や受験票を忘れた場合は、入試本部の指示を受けてください。 

（5） 身体に障がいがあり、受験上の特別な措置や入学後の特別な配慮を必要とする人は、出願前に入試課に

相談してください。 

（6） 試験場の下見はできませんので、あらかじめご了承ください。 
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合格発表                                                
 

選抜区分 合格発表  備考 

共通テスト利用選抜

（特別日程 A） 
3 月 22 日（水） 

（※１）合格通知書について 

合格発表日当日に合格通知書を郵送します（到着は合格発表日の翌日 

以降となります）。 

 

（※２）HP での合格発表について 

合格発表日当日の 18：00（予定）から 24 時間、本学 HP にて合格

者の受験番号を掲載します。掲載 URL については、掲載が完了次第、全

志願者にメール送信（志願票に記入されたメールアドレス宛）します。 

共通テスト利用選抜

（特別日程 B） 
３月 27 日（月） 

総合型選抜 

（特別日程） 
3 月 22 日（水） 

 

入学手続き                                               

詳細については、合格通知書に同封する「入学手続要項」を参照ください。 

 

(１)入学手続期限 

選抜区分 入学手続締切日  備考 

共通テスト利用選抜
（特別日程 A） 

３月２７日（月） 

手続期限までに、入学手続時納付金の振込と、必要書類

を郵送してください。締切日必着。 

共通テスト利用選抜
（特別日程 B） 

３月３０日（木） 

総合型選抜 
（特別日程） 

３月２７日（月） 

 

(２)納付金額 

項目              納期 入学手続時 後期（９月） 

学 

費 

入学金 200,000 - 

授業料 530,000 530,000 

施設設備費 145,000 145,000 

小計 875,000 675,000 

諸 

会 

費 

学友会会費 7,000 - 

後援会会費 9,000 9,000 

同窓会会費 10,000 - 

小計 26,000 9,000 

合計 901,000 684,000 

１年間の学費 1,585,000 

 

(３)納入方法 

入学手続書類の中の所定の振込用紙を使って、銀行窓口にて電信扱いで納入してください。 

所定の振込用紙を使わず、ATM・インターネットバンキング等で納入することも可能です。 
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試験場アクセス                                                 

 

東京工芸大学 厚木キャンパス 

神奈川県厚木市飯山南 5-45-1 

 

小田急線「本厚木駅」バスセンター7 番バス乗り

場から、神奈川中央交通「東京工芸大学」行き 

終点下車 

 

所要時間約 20 分 

 

 

 

入学者選抜によって取得した個人情報の取扱について 

 

入学者選抜において、当大学が取得した個人情報は、以下の目的に利用します。 

(１)入学者選抜(出願処理・試験実施) 

(２)合格発表 

(３)入学手続 

(４)合格者・入学予定者を対象とした各種書類・案内等の送付 

(５)入学後の学籍管理等の業務 

(６)各種統計資料作成 

その他の目的に使用することは一切ありません。 

 

東京工芸大学 
入試に関する問い合わせ先 

厚木キャンパス事務部 入試課  

〒243-0297 

神奈川県厚木市飯山南 5-45-1 

TEL：046-242-9520(直通) 

月～金曜日 9：00～17：00／祝日除く 


