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東京工芸大学の前身は、1923 年（大正12 年）に設立された、財団法人 小西寫眞専門学校です。小西寫眞専門学校は、小西本店（現在
のコニカミノルタ株式会社）代表の七代 杉浦六右衞門が創立した旧制専門学校で、創立者の父で小西本店創始者の六代 杉浦六右衞門が提
唱していた「時勢の必要に応ずべき写真術の実技家及び研究家を養成し、併せて一般社会における写真術の向上発達を図る」という理想と
遺志を後継し実現するために設立されました。また、初代校長、結城林蔵は、「学理及び技術に通じたゼントルマンを養成する」という教育
理念を掲げておりました。

すなわち本学は、こうした創設者の建学の精神と初代校長の教育理念の下に、当時の最先端メディアの一つである写真を広く社会に普及さ
せること、ならびにそれをリードする教養と人徳を備えた人材の育成を目的としていたのです。

さらに本学は、その創立当初から写真技術（テクノロジー）と写真表現（アート）の融合を目指していた先駆的な学校でした。「テクノロジー
とアートの融合」、それは今後の社会においても、これまでとは全く違う新しい製品やサービス、文化を創出し、社会をそして人々の生活を
も大きく変革する力を秘めています。

本学は、建学の精神を継承しつつ、科学技術の進歩や社会の要請に応じて、数多くの卒業生を社会に送り出すとともに、工学部と芸術学
部で構成される本学の特色を生かし、先端テクノロジーとアートの融合を推進するユニークな高等教育機関としてその活動を展開しています。

2023 年に創立 100 周年を迎える東京工芸大学では、創立者や初代校長の思いと大学の歴史の中で脈々と受け継がれてきた教育研究活
動のエッセンスを汲み取り、現在の東京工芸大学の全員が持っておくべき理念として、従来の大学の基本理念を再定義し、以下のとおり「東
京工芸大学の理念」を新たに制定しました。

東京工芸大学は、
・テクノロジーとアートの融合を推進し、新たな価値を創造します。
・常に学生の知識・教養・人格の向上に努めます。
・人々のために、社会の発展のために貢献します。

東京工芸大学の理念

１．求める人物像
工学部では、東京工芸大学の教育目標に共感し、工学部のディプロマ・ポリシーに掲げる能力を身につけようとする意欲と素養を持った人

の入学を期待しています。そのため、以下に掲げる資質を持った入学生を求めています。
①いずれかのコースにおける専門分野の知識や技術を学ぶために必要な基礎的・基本的な知識・技能
②専門分野・工学分野の知識・技術を活かすために必要な思考力・判断力・表現力
③専門分野・工学分野の知識・技術を活かすために必要な主体性および多様な人々と協働できる力

２．入学以前に望まれる学習内容
高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能。特に、以下の学習歴があることが望まれます。
・数学（「数学Ｉ」に加えて、「数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ」のうち１科目以上）
・理科（「物理基礎」・「化学基礎」に加えて、「物理・化学」のうち１科目以上）
・外国語（「英語表現Ｉ・英語表現Ⅱ・コミュニケーション英語Ｉ・コミュニケーション英語Ⅱ」のうち２科目以上）
・国語（「国語総合・国語表現」から１科目以上、ただし古文および漢文を除く）

３．選抜の基本方針
求める人物像の各能力について、選抜区分ごとに以下のとおり評価します。
・総合型選抜では、志望理由書、調査書、課題レポートまたは学習・活動成果報告、面接（口頭試問を含む）で評価します。
・ 学校推薦型選抜では、推薦書および調査書、志望理由および学習状況調査、面接（口頭試問を含む）または、特別推薦書、調査書、

面接で評価します。
・一般選抜では、試験方式により、学力試験又は大学入学共通テストで評価します。

工学部のアドミッション・ポリシー

教育目標
本学は、「東京工芸大学の理念」に基づき、以下に掲げる人材を育成するために、学生ひとりひとりの個性を尊重し、可能性を最大限に伸

ばす教育をします。

・テクノロジーとアートの力で、社会の発展のために貢献できる人
・自分の専門分野以外の事柄についても好奇心を持って学び、社会や産業界の変革にも柔軟に対応することができる人
・人々の多様性を理解し、高いコミュニケーション能力とリーダーシップを持つ人
・生涯にわたって学び続け、知識・教養を高めるとともに、人々のために貢献する意志を持つ人
・本学で学んだこと、身につけたことを自身の言葉で明確に語ることができる人
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　高校まで野球に熱心に取り組み、大学入学後も本学の野球部（学友会体育部協議会野球部）での活躍を考えるみなさん向けの入試です。
この入試は、高校での活動や意欲、出願前のコミュニケーションを重視するものです。
　野球部公開セレクション（体験練習）への参加を必須とします。

①野球に対する熱意と進学意欲を重視する。
②高等学校の成績は参考程度。
③Ⅰ期では学校推薦型選抜よりも早い１1月に結果がでる。

野球部チャレンジ入試のお勧めポイント

総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期　＜野球部チャレンジ＞

事前審査
エントリー

事前審査 事前審査
結果発表

通過 出願 書類審査 合格発表

●選考の流れ

STEP1 STEP2 STEP3

  野球部公開
セレクション
　　参加 面接

Ⅰ期

Ⅱ期 出願 合格発表

STEP1 STEP2 STEP3

  野球部公開
セレクション
　　参加 事前審査はありません。

ここまで無料

面接

選抜区分

Ⅰ期・Ⅱ期

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

１０ １０１０

●目標募集人員

※Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期全体の募集人員です。

●野球部公開セレクション

第１回

第２回

野球部公開セレクション申込期間 野球部公開セレクション実施日 ※Ⅰ期に出願する場合は、第１回に参加してください。
　Ⅱ期に出願する場合は、第１回または第２回のいず
　れかに参加してください。

STEP1

●事前審査

Ⅰ期

エントリー申込期間 事前審査実施日選抜区分 事前審査結果発表

STEP2

●出願資格
次の①、②の要件を満たし、かつa.～ｃ.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本入試に合格した場合、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み
の人

※学校教育法施行規則第１５０条第７号における入学資格審査が必要な人は、出願開始日の３０日前までに必ず大学
まで問い合わせてください

※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

9月5日（月）～9月7日（水） 9月17日（土） 9月26日（月）

※Ⅲ期は野球部チャレンジはありません。

※詳細や申込方法については野球部HPにて確認してください。

野球部HPのQRコード⇒

7月30日（土）

8月20日（土）
※荒天等で実施が出来ない場合は、各回、翌日の日曜日
　に順延します。

7月18日（月）～27日（水）

8月15日（月）～17日（水）
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〒 243-0297　神奈川県厚木市飯山 1583　東京工芸大学工学部入試課
速達・簡易書留で郵送してください（締切日消印有効）
※野球部公開セレクション（公開練習）に参加していない場合は、Ⅰ期事前審査エントリー書類の提出は受付けません。

選考方法

☆審査方法

査
審
前
事

○志望理由や学ぶ目的が明確に書かれているか
○文章量や構成が適切か
○誤字脱字等がなく、文章が正確に書かれているか

成果を分かりやすく表現できているか

☆

☆提出先

※審査結果は、審査結果発表日にエントリー者全員宛に郵送します。
●出願

Ⅰ期

Ⅱ期

出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日

STEP3

※１

※1　事前審査に通過しないと出願することはできません。

事前審査エントリー提出書類

②活動報告書
①志望理由書＜（工）様式１＞

③推薦書　※学校長ではなく野球部監督や部長に作成をお願いしてください。

志望理由書

活動報告書

☆

Ⅰ期

Ⅱ期

配点

学習調査報告書

ポイント

高等学校等での学習状況を確認します。

志望理由書　　　

活動報告書

学習調査報告書

面接

100点
成果を分かりやすく表現できているか

高等学校等での学習状況を確認します。

○志望理由や学ぶ目的が明確に書かれているか
○文章量や構成が適切か
○誤字脱字等がなく、文章が正確に書かれているか

100点

100点

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
○本学で学ぶ意志や目的がはっきりしているか
○コースで学ぶ内容をおおよそ理解しているか
○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

選抜区分

選抜区分

総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期　野球部チャレンジ

9月28日（水）～10月3日（月）

12月1日（木）～12月6日（火） 12月17日（土）

書類審査 11月1日（火）

12月23日（金）

11月12日（土）

1月10日（火）

※2

※2　本学で行う個別試験はありません。

入学検定料　30,000円

☆ 出願書類

①志願票（インターネット出願サイトから出力）
②大学入学資格に関する証明書（以下a.b.c.d.のうち、該当する
いずれか１つ）

③学習調査報告書
※留学生の場合、他に追加書類があります。

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

Ⅰ期 Ⅱ期

①志願票（インターネット出願サイトから出力）
②大学入学資格に関する証明書（以下a.b.c.d.のうち、該当するいずれか１つ）
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

④活動報告書
⑤志望理由書＜（工）様式１＞
⑥推薦書　※学校長ではなく野球部監督や部長に作成をお願いしてください。

③学習調査報告書

※留学生の場合、他に追加書類があります。

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。

○本学で学ぶ意志や目的がはっきりしているか
○コースで学ぶ内容をおおよそ理解しているか
○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
○作成した活動報告書についての確認

配点 ポイント項目

100点

100点

◎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

☆ 日程

(以下の配点に基づき、200点満点で評価する。）
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インターネットから出願手続を行うシステムです。従来必要だった学生募集要項（出願書類）を取り寄せる手間がなく、インターネット
の出願フォームに必要事項を入力し、送信することで出願ができます。

簡単　便利　安心 　インターネット出願のメリット

2 出願情報のチェック機能により
記入漏れや出願不備の
心配無用！1 各種収納機関※の利用で

24 時間いつでも
入学検定料の支払いが可能！

※ コンビニ（セブン -イレブン、ローソン、ミニストップ、ファ
ミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート）／金融
機関 ATM［Pay-easy］／インターネットバンキング／クレ
ジットカード

●インターネット出願の流れ
まずは、インターネット出願サイトにアクセス！以下の流れにそって、出願手続きを行ってください。
出願登録ができるのは各選抜の出願期間中です。
インターネット出願サイト（STEP1 ～ 6）
http://www.guide.52school.com/guidance/net-t-kougei/ 

STEP 1 STEP 2 STEP 3

入学検定料のお支払い
入学検定料の支払い方法を選択し、選択した
方法で期限内に支払ってください。

STEP 4
志願票の印刷
宛名ラベルの印刷

志願票及び宛名ラベルを印刷してください。
※ 顔写真のアップロードが完了していないと、
志願票の印刷はできません。

STEP 5

出願書類の郵送
市販の封筒（角 2）に宛名ラベルを貼付し、
志願票及び必要書類を同封して、簡易書留・
速達にて郵送してください。

STEP 6

受験票の印刷
登録メールアドレスに受験票印刷が可能と
なったメールが届いたら、マイページにログイ
ンし、受験票を印刷してください。試験日には
印刷した受験票を持参してください。

＊ 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。

●出願書類の郵送先

東京工芸大学　工学部入試課　インターネット出願係
〒 243-0297  神奈川県厚木市飯山 1583

本サイトの操作方法・支払方法に関する問い合わせ先
志願受付操作サポート窓口

TEL 　0120-752-257 （受付時間 毎日 09：00 ～20：00）

問い合わせ受付時間 　2022/9/1（木）～ 2023/3/31（金）＊ 上記期間のうち、出願受付期間のみご利用いただ
けます。

＊年末年始（12/29（木） ～ 1/3（火））を除く

インターネット出願について

出願情報の入力
インターネット出願サイトから出願手続きを行っ
てください。（選抜種類選択・個人情報等の入力）
登録したメールアドレスに登録内容が送信され
ます。

マイページ登録
出願するにはマイページへの利用者登録（個人
情報・顔写真データ・メールアドレス）が必要
です。PCからのメール受信が可能なメールアド
レスで登録してください。受信設定でドメイン
【@t-kougei.ac.jp】を受信可能にしてください。

※インターネット出願が完了した後、宛名ラベルが印刷
　可能となりますので、印刷して封筒に貼付してご使用
　ください。

総合型選抜Ⅰ期に出願する場合のみ、インターネット出願する際にパスワードが必要です。

パスワードは事前審査に通過した人にお知らせします。
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●合格発表（掲示による発表は行いません）
合格者には合格発表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）。
＊不合格者には通知書等の送付はありません。

他の合格発表方法〈Web合否照会システム〉

パソコン・スマートフォンから、以下のURL（パソコン・スマートフォン共通）で、合格発表日14：00から翌日14：00 まで、合否を確認することができます。
https://www.t-kougei.ac.jp/admission/webgo-hi/
本システムに関する操作方法等については、上記のURL から確認してください。
本システムでの「誤作動」「見間違い」等を理由とした入学手続締切日を過ぎての入学手続きは認めません。
入試の合否に関する電話・メール等での問い合わせには一切応じません。

●入学手続き
（1） 合格者には合格通知書とともに入学手続きに要する所定の書類を郵送します。
（2） 合格者は入学手続締切日までに納付金を納入し、入学手続書類を提出してください（詳細は合格者に送付される「入学手続要項」参照）。

●初年度納付金（2022 年度実績）

工学部

 納期項目 入学手続時 後期（9月）

費
学

入学金
授業料
施設設備費

200,000 円
530,000 円
145,000 円

―　
530,000 円
145,000 円

小　　　　計 875,000 円 675,000 円

費
会
諸 学友会会費

後援会会費
同窓会会費

7,000 円
9,000 円
10,000 円

―　
9,000 円
―　

小　　　　計 26,000 円 9,000 円

合　　　　計 901,000 円 684,000 円

1年間の学費 1,585,000 円

＊各入試の「入学手続締切日」までに、工学部は 901,000 円を納入してください。

合格発表と入学手続き

●入学前教育
本学では、入学後に充実した学生生活が送れるよう、入学前の教育サポートをしています。入学後は高校までに学習した内容等を理解しているこ
とを前提に、より高度な内容で授業が実施されます。そこで、本学では、総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期、学校推薦型選抜で合格し、入学手続きをされた
人を対象に、入学前の期間を利用して、課題を行ってもらいます。
課題の内容は高校から大学への移行が順調に行われることを目的としています。詳細については、入学手続後にご案内予定です。
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教育ローンの相談窓口について

日本政策金融公庫「国の教育ローン」

合格発表前に申込みができます。

◎ナビダイヤル　0570-008656（全国から市内通話料金で利用できます）
◎受付時間　月～金曜日　9：00 ～ 21：00　土曜日 9：00 ～ 17：00
＊日曜日、祝日、年末年始（12 月 31 日 ～ 1月 3日）は利用できません。
◎ホームページ　https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html

以下の 2社の教育ローンは、入学手続時の納付金などを手続者に代わって大学に立替払いし、手続者は借入先（オリコまたは楽天銀行）に毎月
分割で支払うというものです。
（株）オリエントコーポレーションの提携教育ローン「学費サポートプラン」

手続きは、インターネットにより 24 時間申込みが可能です。
◎ホームページ　https://orico-web.jp/gakuhi/

＊工 学 部　学校コード：「14909626」　申込コード「1000」を入力してください。

楽天銀行（株）の「大学専用教育ローン」

融資希望日の３カ月前から受付可能です。お申込みには提携校コードと申込コードが必要です。
◎ホームページ　https://www.rakuten-bank.co.jp/loan/education/

＊工 学 部　提携校コード「TKU00083」　申込コード「1001」を入力してください。

教育ローン





〈入学者選抜によって取得した個人情報の取扱いについて〉
入学者選抜において、本学が取得した個人情報は、以下の目的に利用します。
その他の目的に使用することは一切ありません。

（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

https://www.t-kougei.ac.jp
入試に関する問い合わせ先
●工学部入試課
〒243-0297 神奈川県厚木市飯山1583
TEL.046-242-9520（直通）　月～金曜日 9：00～17：00／祝日除く

https://www.t-kougei.ac.jp
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