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建学の精神 
 

 東京工芸大学は、創始者 六代 杉浦六右衞門氏の遺志を後継した七代 杉浦六右衞門により創立さ

れた小西寫眞専門学校（大正１２年創立）を前身としています。小西寫眞専門学校の建学の精神は次

のとおりです。  

 

「時勢ノ必要ニ應ズベキ寫眞術ノ實技家及研究家ヲ養成シ併セテ一般社會ニ於ケル寫眞術ノ向上發達ヲ圖ル」 
 

 

東京工芸大学の基本理念 
 

 社会に有為な職業人の養成を目指し、確かな基礎教養の上に、先端のテクノロジーやメディアを用

いて社会の発展のために活躍する実践的人材と、工学と芸術学の知識・技術と表現を結び合わせた新

しい分野の創成に貢献する創造的人材を育成する。 

 

 

東京工芸大学大学院工学研究科の目的 

東京工芸大学大学院は、工学と芸術学に関する学術の理論及び応用を研究し、その深奥を究めるこ

とにより、文化の進展に寄与することをその趣旨としています。そのため、工学研究科においては、

時代や社会が求める最先端の技術と高度な専門知識を教授し、その向上・拡張を目指すだけでなく、

独自の新規技術を生み出す創造力豊かな技術者・研究者の育成を目的としています。具体的には、以

下のような人材の養成を目指します。 

 

（博士前期課程） 

 １．深い知識と柔軟な適応性を有する人材 

 ２．自らの研究領域に留まらず、それを包含する広い学問分野を捉える複眼的素養を持った人材 

 

 

 

工学研究科のアドミッション・ポリシー 
 

（博士前期課程） 

 工学研究科博士前期課程では，メディア工学，工業化学，建築学・風工学及び電子情報工学の各技

術分野を通して，広く社会に貢献できる，先進性と独創性に富んだ人材の育成を目標とします。本研

究科の定める博士前期課程出願資格の要件を満たし，以下の項目を修得したい人を受け入れます。 

 

1. メディア工学，工業化学，建築学・風工学及び電子情報工学のいずれかの技術分野に関する高度

な専門的知識・技術を身につけ，それらの妥当性を理論的に説明し，議論する能力を身に付けた

い人。 そのために志願者にはメディア工学，工業化学，建築学・風工学及び電子情報工学（関連

分野を含む）のいずれかの技術分野に関して大卒者に相当する専門知識を有していることが求め

られ、学力試験、出身大学の調査書、及び面接試験によりこれを確認します。 

2. 研究・開発を進めるにあたり，問題点・課題を的確に抽出する能力，及び問題の具体的解決方法

を見出す能力を身に付けたい人。 そのために志願者には大学の卒業研究、または相当する知識・

経験が求め られ、面接試験によりこれを確認します。 

3. 上記知識・技術及び問題発見・解決能力を，与えられた状況に応じて，的確に活用・応用できる

能力を身に付けたい人。 そのために志願者には原著論文を読みこなし、国際会議、欧文誌等で研

究成果を発 表するための外国語の素養と論理的な思考力が求められ、外国語試験及び面接試験

によりこれを確認します。 

4. 科学技術を進歩・発展させるための幅広い見識と健全な倫理観を有する人材となって、社会で活

躍したい人。 そのために志願者には大卒者に相当する見識と倫理観が求められ、面接試験により

これを確認します。 
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各専攻・課程のアドミッション・ポリシー 
 
（メディア工学専攻 博士前期課程） 
 メディア工学専攻博士前期課程では，メディア情報，メディアシステムの各専門分野において，メディア技術に関する高度な専

門知識を有し，技術を応用することのできる人材の育成を目標とします。本専攻の定める博士前期課程出願資格の要件を満たし，
以下の項目を修得したい人を受け入れます。 

１．メディア情報分野，メディアシステム分野のいずれかの専門分野に関する高度な専門的知識・技術を身につけ，それらの妥当 

性を理論的に説明し，議論する能力を身に付けたい人。 そのために志願者にはメディア工学（関連分野を含む）の技術分野 

に関して大卒者に相当する専門知識を有していることが求められ、学力試験、出身大学の調査書、及び面接試験によりこれを 

確認します。 

２．メディア工学分野における研究・開発を進めるにあたり，問題点・課題を的確に抽出する能力，及び問題の具体的解決方法を
見出す能力を身に付けたい人。  そのために志願者には大学の卒業研究、または相当する知識・経験が求められ、面接試験に
よりこれを確認します。 

３．メディア工学分野における知識・技術及び問題発見・解決能力を，与えられた状況に応じて，的確に活用・応用できる能力を
身に付けたい人。 そのために志願者には原著論文を読みこなし、国際会議、欧文誌等で研究成果を発表するための外国語の

素養と論理的な思考力が求められ、外国語試験及び面接試験によりこれを確認します。 

４．科学技術を進歩・発展させるための幅広い見識と健全な倫理観を有する人材となって、社会で活躍したい人。 そのために志
願者には大卒者に相当する見識と倫理観が求められ、面接試験によりこれを確認します。 

 

（工業化学専攻 博士前期課程） 

 工業化学専攻博士前期課程では，環境エネルギー化学，有機材料化学の専門分野において，生命，医療，環境，電子情報などの
分野を中心とした社会のニーズに応え，柔軟な思考と高度な専門知識を身に付けた研究者・技術者の育成を目標とします。本専攻

の定める博士前期課程出願資格の要件を満たし，以下の項目を修得したい人を受け入れます。 

１．環境エネルギー化学，有機材料化学のいずれかの専門分野に関する高度な専門的知識・技術を身につけ，それらの妥当性を理
論的に説明し，議論する能力を身に付けたい人。 そのために志願者には工業化学（関連分野を含む）の技術分野に関して大
卒者に相当する専門知識を有していることが求められ、学力試験、出身大学の調査書、及び面接試験によりこれを確認します。 

２．工業化学分野における研究・開発を進めるにあたり，問題点・課題を的確に抽出する能力，及び問題の具体的解決方法を見出
す能力を身に付けたい人。 そのために志願者には大学の卒業研究、または相当する知識・経験が求められ、面接試験により

これを確認します。 

３．工業化学分野における知識・技術及び問題発見・解決能力を，与えられた状況に応じて，的確に活用・応用できる能力を身に
付けたい人。 そのために志願者には原著論文を読みこなし、国際会議、欧文誌等で研究成果を発表するための外国語の素養
と論理的な思考力が求められ、外国語試験及び面接試験によりこれを確認します。 

４．科学技術を進歩・発展させるための幅広い見識と健全な倫理観を有する人材となって、社会で活躍したい人。 そのために志
願者には大卒者に相当する見識と倫理観が求められ、面接試験によりこれを確認します。 

 

（建築学・風工学専攻 博士前期課程） 
 建築学・風工学専攻博士前期課程では，建築と都市に関するハイレベルな講義科目と研究指導による，高度な専門技術と最新の
専門知識を身に付けた技術者や研究者の育成を目標とします。本専攻の定める博士前期課程出願資格の要件を満たし，以下の項目

を修得したい人を受け入れます。 

１．建築構造学，構法・建築史，建築設計計画，建築環境工学のいずれかの専門分野に関する高度な専門的知識・技術を身につけ，
それらの妥当性を理論的に説明し，議論する能力を身に付けたい人。 そのために志願者には建築学または風工学（関連分野
を含む）の技術分野に関して大卒者に相当する専門知識を有していることが求められ、学力試験、出身大学の調査書、及び面

接試験によりこれを確認します。 

２．建築学・風工学分野における研究・開発を進めるにあたり，問題点・課題を的確に抽出する能力，及び問題の具体的解決方法
を見出す能力を身に付けたい人。 そのために志願者には大学の卒業研究、または相当する知識・経験が求められ、面接試験
によりこれを確認します。 

３．建築学・風工学分野における知識・技術及び問題発見・解決能力を，与えられた状況に応じて，的確に活用・応用できる能力
を身に付けたい人。 そのために志願者には原著論文を読みこなし、国際会議、欧文誌等で研究成果を発表するための外国語
の素養と論理的な思考力が求められ、外国語試験及び面接試験によりこれを確認します。 

４．科学技術を進歩・発展させるための幅広い見識と健全な倫理観を有する人材となって、社会で活躍したい人。 そのために志
願者には大卒者に相当する見識と倫理観が求められ、面接試験によりこれを確認します。 

 

（電子情報工学専攻 博士前期課程） 
 電子情報工学専攻博士前期課程ではメカトロニクス，エレクトロニクス，インフォマティクス，コンピューティングの専門分野
において高度な専門知識と実行力をもつ人材の育成を目標とします。本専攻の定める博士前期課程出願資格の要件を満たし，以下

の項目を修得したい人を受け入れます。 

１．メカトロニクス，エレクトロニクス，インフォマティクス，コンピューティングのいずれかの専門分野に関する高度な専門的
知識・技術を身につけ，それらの妥当性を理論的に説明し，議論する能力を身に付けたい人。 そのために志願者には電子情
報工学（関連分野を含む）の技術分野に関して大卒者に相当する専門知識を有していることが求められ、学力試験、出身大学
の調査書、及び面接試験によりこれを確認します。 

２．電子情報工学分野における研究・開発を進めるにあたり，問題点・課題を的確に抽出する能力，及び問題の具体的解決方法を
見出す能力を身に付けたい人。  そのために志願者には大学の卒業研究、または相当する知識・経験が求められ、面接試験に
よりこれを確認します。 

３．電子情報工学分野における知識・技術及び問題発見・解決能力を，与えられた状況に応じて，的確に活用・応用できる能力を
身に付けたい人。 そのために志願者には原著論文を読みこなし、国際会議、欧文誌等で研究成果を発表するための外国語の
素養と論理的な思考力が求められ、外国語試験及び面接試験によりこれを確認します。 

４．科学技術を進歩・発展させるための幅広い見識と健全な倫理観を有する人材となって、社会で活躍したい人。 そのために志
願者には大卒者に相当する見識と倫理観が求められ、面接試験によりこれを確認します。 
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１．募集する専攻 

専   攻   名 専     門     分     野 

メディア工学専攻 
メディア情報 

メディアシステム 

工業化学専攻 
環境エネルギー化学 

有機材料化学 

建築学・風工学専攻 

建築構造学 

構法・建築史 

建築設計計画 

建築環境工学 

電子情報工学専攻 

メカトロニクス 

エレクトロニクス 

インフォマティクス 

コンピューティング 

 

 

２．募集人員                    

専攻・課程 

入試区分 
メディア工学 工業化学 建築学・風工学 電子情報工学 

推薦入試Ｉ期     

推薦入試 II 期     

一般入試Ｉ期 15 名 20 名 10 名 20 名 

一般入試 II 期     

一般入試秋季入学     
 

 

３．試験日程と試験場 
(1) 試験日程 

試験種別 願書受付期間 試験日 合格発表日 

推薦入試Ⅰ期 5/13（月）～5/17（金） 6/1（土）  6/11（火） 

推薦入試Ⅱ期 9/20（金）～9/27（金） 10/12（土） 10/22（火） 

 

(2)試験場 
  東京工芸大学 厚木キャンパス 

 

 

４．出願資格・要件 

(1) 出願資格 
本学工学部を 2020 年 3 月 31 日までに卒業見込みの人で、学業成績が優秀であると学科指導教員に

認められ推薦を受けた人。 

 
(2) 出願要件 

次の各専攻の定める基準を満たすこと。 

専攻名 基準 

メディア工学専攻 

3 年次修了時の成績順位（ＧＰＡ）が、学年全体の上位２分の１以内であること。 工業化学専攻 

電子情報工学専攻 

建築学・風工学専攻 
3 年次修了時の成績順位（GPA）が、学年全体の上位２分の１以内であること。 

または進学する専門分野に係る科目のいずれかで「秀」の成績を修めていること。 
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５．入学検定料 ３０,０００円 

各入試区分の出願期間内に、以下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）。  

【振込先】 

三井住友銀行 厚木支店（595） 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） 

注１） 振込人名義は、志願者本人の氏名としてください。また、氏名の前に以下の出願専攻の番号を
付けてください。 

専攻 課程 専攻番号 

メディア工学専攻 博士前期課程 1１ 

工業化学専攻 博士前期課程 12 

建築学・風工学専攻 博士前期課程 13 

電子情報工学専攻 博士前期課程 14 

     例）メディア工学専攻 博士前期課程 へ出願する場合 ⇒  1１ 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。 

 

6．出願書類 

必要事項を記入の上、すべての書類をそろえて、出願期間内に提出してください。 

提出書類 備考 博士前期 

志願票 

（様式１） 
顔写真１枚を貼付し、必要事項を記入してください。 〇 

志望理由書 

（様式３） 

本研究科への志望動機、志望する専攻とその理由、入学後の抱負修了後

の計画を簡潔に記入してください。 
〇 

推薦書 

（様式６） 
学科の指導教員に記入を依頼し、厳封したものを提出してください。 〇 

成績証明書 証明書自動発行機にて取得してください。 〇 

卒業見込証明書 証明書自動発行機または、就職支援課にて取得してください。 〇 

 

 

7．試験科目及び選考方法 
 

 （１）選考方法について 

    選考は出願書類及び口述試験（４段階評価）を総合して行います。 

 

（２）試験科目について 

時間 試験 備考 

14：00～ 口述試験 専門分野に関する口述試験を行います。 
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 （３）専門分野に関する英語の能力調査について 

詳細については領域の先生に確認してください。 

専攻名 内容 

メディア工学専攻 
専門分野に関する英語の論文を読んで和訳したものを、「口述試験」

の際に提出してください。 

工業化学専攻 
試験当日に筆記による調査を行います（辞書持込み可。但し電子辞

書は不可）。 

建築学・風工学専攻 「口述試験」の中で英語の能力に関する調査を実施します。 

電子情報工学専攻 
志望動機、研究内容等の小論文を、英語 200 ワード程度で事前に

作成のうえ、「口述試験」の際に持参してください。 

 

 

8．合格発表 

合格者には、合格発表日に合格通知を郵送します。（当日に発送するため、地域によっては数日かか

ることがありますので、あらかじめご了承ください。） 

合否に関する電話等でのお問い合わせには、お答えできません。 

 

 

9．学費及び諸会費（円） 

区     分 
1 年次 2 年次以降 

入学手続時 ９月 4 月 9 月 

入学金 免除    － ― ― 

授業料    365,000    365,000    365,000    365,000 

施設設備費    125,000    125,000    125,000    125,000 

後援会費      9,000        9,000      9,000        9,000 

合計    499,000    499,000    499,000    499,000 

1 年間の学費 998,000 998,000 

  ※ 本学卒業生は入学金（200,000 円）が免除されます。 

 

 

10．注意事項 

  （１）出願書類に不備がある場合には受理できないことがありますので、十分注意してください。 

 （２）出願書類は返却できません。 

（３）郵送する場合は、入学資格審査書類の提出及び出願共に必ず「簡易書留」にて郵送してくだ 

    さい（願書受付期間最終日消印有効）。 

  （４）出願手続終了後の提出書類等の内容変更は認められません。 

  （５）受験の際には、必ず受験票を持参してください。 
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11．出願書類提出・問い合わせ先 

出願書類提出・問い合わせ先 

東京工芸大学 工学部入試課（大学院係）  

〒243-0297 神奈川県厚木市飯山 1583 

TEL：046-242-9520（直通） 

窓口受付時間 9:00～17:00（月～金 ※祝日を除く） 

交通案内 

○小田急小田原線「本厚木駅」下車 

○神奈川中央交通バス・厚木バスセンター７番バス乗場から、『東

京工芸大学』行バスに乗車し終点下車 

○バス所要時間は約 20 分ですが、道路事情により異なりますの

で、余裕を持ってお越しください。 

○本学ホームページ「交通案内」 

  https://www.t-kougei.ac.jp/guide/campus/ 
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東京工芸大学大学院 工学研究科 
 

東京工芸大学 学事部工学部入試課（大学院係）  

〒243-0297 神奈川県厚木市飯山 1583   

ＴＥＬ：046-242-9520(直通)  ＦＡＸ：046-242-3000 

E-mail：admission.atsugi@office.t-kougei.ac.jp 

 

 

入学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、これら以外

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）各種統計資料の作成 
 




