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平成２６年度 芸術学部 一般入試特別日程 学生募集要項 
 

【1】日程 

 一般入試特別日程 

出願期間(締切日必着) 平成 26年 1月 31日（金）～2月 10日(月) 

試験日 平成 26年 2月 18日(火) 

合格発表日 平成 26年 2月 21日(金)  郵送による通知のみ 

入学手続締切日 平成 26年 3月 3日(月) 

 

【2】募集学科および人員 

学部 学科 募集人員 

芸術学部 

写真学科 

各学科とも 

若干名 

映像学科 

デザイン学科 

インタラクティブメディア学科 

アニメーション学科 

マンガ学科 

＊ゲーム学科は募集しません。 

 

【3】出願資格 

次のいずれか一つの条件を満たす人 

①高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した人および平成 26年 3月に卒業見込みの人 

②通常の課程による 12年の学校教育を修了した人および平成 26年 3月に修了見込みの人 

③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および平成 26年 3月 31日までにこれに該当

する見込みの人 

 

【4】出願手続 

（1）出願書類（提出された書類は返却できません） 

出願書類 摘要 

志願票 本学所定の用紙に必要事項を記入してください。 

調査書 

（大検・高等学校卒業程度認定試

験の合格（見込み）成績証明書） 

出身学校長が作成して厳封してあること（開封してある場合は無効で

す）。 

大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験の合格（見込み）

者は、その合格（見込み）成績証明書を調査書に代えます。 

廃校・被災その他の事情により調査書が提出できない人（外国の学校

等出身者を含む）は、卒業（見込み）証明書と成績証明書を調査書に

代えます。 

写真 

上半身脱帽、正面からの写真（タテ 4cm×ヨコ 3cm）で、最近 3カ月以

内に撮影したもの（写真の裏面に氏名と出願学科を記入してくださ

い）。 

入学検定料振込控え（コピー可） 志願票の裏面に貼付してください。 
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（2）入学検定料 

1出願につき 35,000円です（平成 26 年 1月 31日（金）～2月 7日（金）の間に振り込んでください）。 

2出願目以降は、入学検定料併願割引制度が適用されます（詳細については、以下の（4）の項目を参照

してください）。 

以下の振込先に、銀行窓口または ATM で振り込んでください（手数料はご負担ください）。 

振込控え（コピー可）を必ず志願票の裏面に貼付してください。 

【振込先】 

三菱東京 UFJ 銀行 中野支店 普通預金 口座番号：0939495 

受取人：東京工芸大学（トウキョウコウゲイダイガク） 

＊振込人名義は志願者本人としてください。 

＊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却できません。 

 

（3）併願 

一度の表現力試験（共通実技）で複数学科（映像学科を除く 5学科）へ出願が可能です。 

一度の学力試験で複数学科へ出願が可能です。 

＊英語と国語を受験する場合は、募集するすべての学科（6学科）へ出願が可能です。 

＊数学と英語か国語のいずれかを受験する場合は、映像学科を除く 5学科へ出願が可能です。 

＊映像学科を除く 5学科で学科内の併願（表現力試験と学力試験の併願）が可能です。 

 

（4）入学検定料併願割引制度 

一般入試特別日程内で併願する場合に割引制度が適用されます。 

出願 入学検定料 

単願（1出願） 35,000円 

併願（2出願） 60,000円 

併願（3出願） 85,000円 

単願（1出願）＝35,000円 

併願（2出願目以降）＝１出願につき 25,000円の加算 

＊入試区分の異なる併願の場合は、入学検定料の割引はありません。 

 

（5）出願書類の提出と受験票の交付 

■提出先 

    〒164-8678 東京都中野区本町 2-9-5 東京工芸大学 入試課（芸術学部担当） 

    ℡ 03-5371-2676(直通) 

 

■出願方法 

出願用宛名ラベルを貼付した市販の封筒に出願書類一式を入れ、出願期間内（締切日必着）に速達・

簡易書留で送付してください。窓口受付は行いません。 

 

■受験票 

本学で受験番号を付番した後に発送します。 

＊試験日の前日までに受験票が届かない場合は、入試課（芸術学部担当）まで問い合わせてください。 

 

（6）注意事項 

出願後、当該入試区分において、出願する試験種類の変更はできません。内容に間違いがないことを確

認してから出願してください。 
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【5】試験について 

（1）試験時間 

学科 試験種類 開場時刻 表現力試験 学力試験 試験場 

写真学科 共通実技 

8:30 

9:30▶12:30 － 

中野 

キャンパス 

デザイン学科 共通実技 9:30▶12:30 － 

インタラクティブメディア学科 共通実技 9:30▶12:30 － 

アニメーション学科 共通実技 9:30▶12:30 － 

マンガ学科 共通実技 9:30▶12:30 － 

写真学科 学力 

12:30 

－ 13:30▶15:45 

映像学科 学力 － 13:30▶15:45 

デザイン学科 学力 － 13:30▶15:45 

インタラクティブメディア学科 学力 － 13:30▶15:45 

アニメーション学科 学力 － 13:30▶15:45 

マンガ学科 学力 － 13:30▶15:45 

 

（2）選考方法・配点 

学科 試験種類 英語 数学 国語 表現力試験 満点 

写真学科 共通実技 － － － 200（共通実技） 200 

写真学科 学力 100 100 100 － 200※ 

映像学科 学力 100 － 100 － 200 

デザイン学科 共通実技 － － － 200（共通実技） 200 

デザイン学科 学力 100 100 100 － 200※ 

インタラクティブメディア学科 共通実技 － － － 200（共通実技） 200 

インタラクティブメディア学科 学力 100 100 100 － 200※ 

アニメーション学科 共通実技 － － － 200（共通実技） 200 

アニメーション学科 学力 100 100 100 － 200※ 

マンガ学科 共通実技 － － － 200（共通実技） 200 

マンガ学科 学力 100 100 100 － 200※ 

※ 学力試験 2科目（英語・数学・国語から試験当日に選択）の合計点とします。 

 

（3）表現力試験（共通実技）の内容 

対象学科 内容 試験時間 

写真学科 

デザイン学科 

インタラクティブメディア学科 

アニメーション学科 

マンガ学科 

平面構成（色彩）か鉛筆デッサンのどちらかを選択し表現

する。 

1）平 面 構 成 ：与えられたテーマや条件にしたがって

平面構成を行う。 

2）鉛筆デッサン：与えられたテーマや条件にしたがって

鉛筆デッサンを行う。 

180分 

持参用具 

実技用具：鉛筆・消し具・定規類・コンパス・水彩絵具（ポスターカラーやアクリルガッシュ等）・筆・ 

筆洗・絵具皿、色鉛筆やマーカー・クレパス等（実技用具の定義は自由ですが、他の受験生に

迷惑をかける用具や画材などは、使用できない場合もあります）。 

（注）試験に使用する解答用 B3 判イラストレーションボード（2mm厚 白ケント紙）・下書き用紙は本学で

用意します。 
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（4）学力試験の内容（全学科共通） 

試験科目 内容 解答時間 

英語 
マークシート方式 

（英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディング、ライティング、オーラルコミュニケーションⅠ） 

1科目 

60分 
数学 

マークシート方式 

（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル）） 

国語 
マークシート方式 

（国語総合、国語表現Ⅰ） ＊古文、漢文を除く 

持参用具 

筆記用具（鉛筆・消しゴムなど） 

なお、マークシート記入には HB を使用してください。 

その他、学力試験時間中に机の上に置けるものは、小型鉛筆削り・時計（計算／辞書機能付き時計は不可）・

眼鏡・ハンカチ・ティッシュペーパー・目薬です。 

＊試験時間は、答案の回収時間（15分）を含め、2科目で 135分です。 

 

【6】受験に関する注意 

（1）受験票を必ず持参してください。 

（2）試験場への入場 

・開場時刻以降、試験場内へ入場が可能です。 

・試験開始 15分前までには、必ず所定の座席に着席してください。 

・受験票は机上に貼られた番号札の横に置いてください。 

（3）遅刻した場合や受験票を忘れた場合は、入試本部の指示にしたがってください。 

（4）受験票・筆記用具（鉛筆・消しゴムなど）と本学が持参を許可している用具（小型鉛筆削り・時計（計

算／辞書機能付き時計は不可）・眼鏡・ハンカチ・ティッシュペーパー・目薬および表現力試験用具）以

外は机の上に置かないでください（試験時間中に携帯電話・PHS・携帯デジタルプレーヤーを携帯するこ

とはできません）。 

（5）試験中は試験監督者の指示にしたがってください。 

（6）学内の食堂は利用できません。昼食は必要に応じて用意してください。 

（7）試験場の下見の際、施設内への立ち入りはご遠慮ください。 

（8）試験場への自家用自動車の乗り入れはできません。 

（9）試験場あるいは駅付近などで料金をとって合否の連絡を請け負う者がいても、本学とは関係ありません

ので注意してください。また、路上などで本学の腕章・看板などを持たない人物からの呼びかけなどに

惑わされないようにしてください。 

（10）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（芸

術学部担当）へ相談してください。 

（11）表現力試験の合格作品は、本学発行の印刷物等に使用される場合があります。 

 

【7】合格発表 

（1）合格発表（学内掲示による発表は行いません） 

全志願者へ合格発表当日に選考結果を速達で送付します（到着は合格発表日の翌日、または翌々日とな

ります）。 

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。 

 

（2）入学手続書類 

合格者には合格通知書と共に入学手続に要する所定の書類を速達で送付します。 

 

【8】入学手続 

（1）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）。 

（2）期日までに手続を完了し、納付金を納入しない場合は、入学辞退となります。 
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【9】初年度納付金 

（1）納付金額（平成 26年度） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊2、3、4年次の納付金は、以上の金額から入学金を除いた額となります。 

 

（2）納付方法 

入学手続締切日までに所定の金額を振り込んでください。 

詳細については、合格者に送付される入学手続要項を参照してください。 

 

<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、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。 

 

種目 入学手続時 後期（9月） 計 

学費 

入学金 

授業料 

実験実習費 

施設設備費 

250,000円 

530,000円 

100,000円 

175,000円 

－ 

530,000円 

100,000円 

175,000円 

250,000円 

1,060,000円 

200,000円 

350,000円 

小計 1,055,000円 805,000円 1,860,000円 

諸会費 

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 

－ 

7,000円 

18,000円 

10,000円 

小計 26,000円 9,000円 35,000円 

合計 1,081,000円 814,000円 1,895,000円 
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試 験 場 案 内 図 

 

受験のための宿泊案内 

○新宿・中野坂上周辺 

宿泊希望者は直接予約してください。 

宿泊施設名 電話番号 所在地 

イーストンホテル 03-3378-8022 
中野区本町 2-48-13 

（中野坂上駅から徒歩約 1分） 

新宿ワシントンホテル 03-3343-3111 
新宿区西新宿 3-2-9 

（新宿駅南口から徒歩約 8分） 

新宿ニューシティホテル 03-3375-6511 
新宿区西新宿 4-31-1 

（新宿駅西口から徒歩約 14分） 

イビス東京新宿 03-3361-1111 
新宿区西新宿 7-10-5 

（新宿駅西口から徒歩約 3分） 

東急ステイ西新宿 03-3370-1090 
新宿区西新宿 5-9-8 

（西新宿五丁目駅から徒歩約 3分） 

ホテルサンライト新宿 03-3356-0391 
新宿区新宿 5-15-8 

（新宿三丁目駅から徒歩約 5分） 

 

●中野キャンパス 

 

◆東京都中野区本町 2-9-5 

◆東京メトロ丸ノ内線（新宿駅より 4分）・都営地下鉄大江戸線（新宿駅より 6分） 

 中野坂上駅下車、1番出口より徒歩約 7分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 東京工芸大学 入試課（芸術学部担当） 

〒164-8678 東京都中野区本町 2-9-5 ℡ 03-5371-2676（直通） 月～金曜日 9:00～17:00／祝日除く 

URL http://www.t-kougei.ac.jp 


