
 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年度 

東京工芸大学 

芸術学部 編入学試験（２年次） 

学生募集要項 
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○芸術学部のアドミッション・ポリシー 
 

芸術学部では、東京工芸大学の教育目標に共感し、芸術学部のディプロマ・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メディア芸術を基盤とした各分野の専門的な知識と技能を学ぶために必要な基礎的・基本的な知識・技能 

②基本的なコミュニケーション能力と論理的思考力 

③現代への高い関心と専門分野の知識・技能習得への強い意欲 

④多様な人々と協働して学ぶ態度 

 

 

○日程 

出願期間[締切日消印有効＊1] 試験日 試験場＊２ 合格発表日 入学手続締切日 

2020 年 10 月 1 日（木）～10 月 8 日（木） 11 月 14 日（土） 中野キャンパス 11 月 20 日（金） 12 月 11 日（金） 

＊１ 日本国内のみ。海外から郵送の場合は締切日必着。 

＊２ 中野キャンパス試験場が満員になった場合は、キャンパス近隣の別会場への変更をお願いする場合があります。 

 

○募集人員・編入年次 

編入 

年次 
写真学科 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 ゲーム学科 マンガ学科 

２ 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 

＊年度初めは４月とする。 

 

○出願資格 

２年次編入：次のいずれかの条件を満たす人 

（1）大学を卒業した人および 2021 年 3 月に卒業見込みの人 

（2）短期大学または高等専門学校を卒業した人および 2021 年 3 月に卒業見込みの人 

（3）2021 年 3 月 31 日現在で大学に 1 年以上(休学期間を除く)在学し、32 単位以上の単位を修得し退学した人および修得・退学見込みの人 

（4）専修学校の専門課程で文部科学大臣の定める基準を満たし修了した人および 2021 年 3 月に修了見込みの人 

＊文部科学大臣の定める基準とは、専門士の称号の付与が認められた専門課程で、修業年限が 2 年以上、かつ、課程の修了に必要な総授業

時間数が 1700 時間以上であること 

（5）外国において前各号と同程度の課程を修了した人および 2021 年 3 月に修了見込みの人 

＊留学生については、さらに次の資格に該当することが必要です。 

・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 
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○出願について 

（1）出願書類 ※提出された書類は返却いたしません。また、出願書類は必ず出願期間中に提出してください。 

出願書類 該当者 備考 

①志願票 全員 本学所定用紙 

②経歴書 全員 本学所定用紙 

③受験票・写真票 全員 本学所定用紙 

④エントリーシート 全員 本学所定用紙  

⑤課題 全員 課題には必ず氏名を記入してください。 

⑥経費支払書 留学生のみ 本学所定用紙 

⑦経費支払者の残高証明書（銀行発行）（原本） 留学生のみ 

家計を支えている人（父・母等）が主として使っている銀行に発行を依頼し

てください。志願者本人の銀行口座ではありません。必ず原本を提出してく

ださい。 

残高金額に指定はありませんが、入学手続時納付金となる 100 万円程度の

残高があることが望まれます。なお、口座を凍結する必要はありません。 

⑧パスポートのコピー 留学生のみ 
顔写真・氏名・生年月日・パスポート番号・有効期限が記載されたページを

A4 サイズの用紙にコピーして提出してください。 

⑨日本語能力に関する証明書（JLPT・EJU）

（原本） 
留学生のみ 

以下のいずれか該当する資格を証明するものを提出してください。 

・日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書、または日本語能力試験

結果通知書・日本語能力認定書のはがき＜N2 以上合格のもの＞ 

・過去 2 年以内の日本留学試験（EJU）の成績通知書、または成績に関す

る証明書＜日本語（読解、聴解・聴読解）の得点が 220 点以上のもの＞ 

＊必ず原本を提出してください。やむを得ず原本が提出できない場合は、今

表の下の＜特別な事例＞を参照してください。 

⑩卒業（見込）証明書または在学期間の証明書

等（原本） 
全員 

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校のいずれかのもの 

・卒業（見込み）の場合、卒業（見込）証明書 

・在学中の場合、在学証明書（在学期間が明記されたもの） 

・退学した場合、在籍期間証明書 

＊必ず原本を提出してください。やむを得ず原本が提出できない場合は、今

表の下の＜特別な事例＞を参照してください。 

＊書類が日本語・英語以外で記入されている場合は、在日外国公館や日本語

学校等の証明による日本語の訳文を必ず添付してください。 

⑪成績証明書（原本） 全員 

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校のいずれかのもの 

＊必ず原本を提出してください。やむを得ず原本が提出できない場合は、今

表の下の＜特別な事例＞を参照してください。 

＊書類が日本語・英語以外で記入されている場合は、在日外国公館や日本語

学校等の証明による日本語の訳文を必ず添付してください。 

⑫修得単位（見込）証明書（原本） 
在学中の人 

のみ 

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校のいずれかのもの 

・現年次の履修中の科目・単位数が記載された書類 

＊必ず原本を提出してください。やむを得ず原本が提出できない場合は、今

表の下の＜特別な事例＞を参照してください。 

＊書類が日本語・英語以外で記入されている場合は、在日外国公館や日本語

学校等の証明による日本語の訳文を必ず添付してください。 

⑬宛名カード 全員 本学所定用紙（５箇所全てに住所・氏名を記入してください） 

⑭送金依頼書等の控え（コピー可） 全員 志願票の裏面に貼付してください。 

 

 

 

（２）入学検定料 35,000 円 

＜入学検定料を日本国内で支払う場合＞ 

＊金融機関所定の送金依頼書等を使用して、出願期間内に以下の銀行口座に入学検定料（35,000 円）を振込んでください（手数料はご負担く

ださい）。送金依頼書等の控え（コピー可）を志願票の裏面へ貼付してください。 

＊出願締切日の翌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。 

＜特別な事例＞ 

＜Certified True Copy の提出＞ 原本から正しく複製されたものであることを、卒業もしくは在籍している学校または大使館・公証処等

の公的機関が証明した書類を提出してください（コピー不可）。日本語学校は公的機関とは認められません。 

＜原本証明を受ける＞ 原本を所持しておきたい場合は、出願前に東京工芸大学芸術学部入試課に原本を持参し原本証明を受け、出願の際

には原本証明の印が押された書類を提出してください（コピー不可）。 
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＜ 送 金 先 銀 行 名 ＞  三菱 UFJ 銀行 

＜ 支 店 名 ＞  中野支店 

＜ 預 金 種 目 ＞ 普通 

＜ 口 座 番 号 ＞  0939495 

＜ 口 座 名 ＞ 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、志願者本人の氏名としてください。 

また、氏名の前に以下の出願学科番号を付けてください。 

 

写真学科＝21、映像学科＝22、デザイン学科＝23、 

インタラクティブメディア学科＝25、 

アニメーション学科＝26、ゲーム学科＝27、マンガ学科＝28 

例）写真学科へ出願する場合  21 コウゲイ タロウ 

 

＜入学検定料を日本国外から支払う場合＞ 

＊金融機関所定の送金依頼書等を使用して、以下の銀行口座に入学検定料（35,000 円）を日本円で過不足なく送金してください。送金依頼書

等の控え（コピー可）を志願票の裏面へ貼付してください。 

＊送金の際に日本国内外の金融機関で発生する全ての手数料は「依頼人負担（Remitter's Account）」とし、送金人（志願者）が現地の金融機

関で支払ってください。手数料の金額は、手続を行う金融機関で必ず確認してください。送金時に加えて本学での受取時にも手数料が発生し

ます。大学で受領する金額が入学検定料の金額（35,000 円）になるようにしてください。不足がある場合は受験できません。 

 

＊出願締切日の翌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。 

＊連絡事項（Message）に志願者のアルファベット氏名（パスポートと同表記）と前述の出願学科番号を記入してください。 

【送金先：日本国外から送金する場合】 

１．The payee：TOKYO POLYTECHNIC UNIVERSITY 
2-9-5 Honcho, Nakano-ku, Tokyo, JAPAN 164-8678 

TEL +81-(0)3-3372-0047 
FAX +81-(0)3-3375-0046 

２．Bank account：MUFG Bank, Ltd. 
  NAKANO Branch 

            A/C No. 151-0939495 
    SWIFT Code：BOTK JP JT 

Address of Branch：4-30-24 Honcho, Nakano-ku, Tokyo, JAPAN 164-0012  
Phone Number of Branch：+81-(0)3-3384-5221 

  ３．Remarks： 
The actual amount received should be equivalent to the JPY amount, excluding any 
additional bank handling fee (for sending and receiving). 

 

（3）出願書類の提出先・問い合わせ先 

東京工芸大学 芸術学部入試課 〒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 

 

（4）出願に関する注意 

・ 編入学試験では、複数学科への併願はできません。 

・ 出願書類一式を本学所定の宛名ラベルを貼付した市販の角 2 封筒（A4 サイズが入る）に入れ、出願期間内（締切日消印有効。ただし、海外

からの郵送の場合は、締切日必着。）に速達・簡易書留で郵送してください。 

・ 窓口受付は行いません。 

・ 提出された書類および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。 

・ 出願書類に不備がある場合には、受理できません。出願時によく確認してください。 

・ 出願後、連絡先に変更があった場合には、直ちに届け出てください。 

・ 出願書類に虚偽の記載があった場合には、入学後であっても入学を取り消します。 

 

（5）受験票の交付 

 本学で受験番号を付番した後に郵送します。試験日の前日までに受験票が届かない場合は、芸術学部入試課まで問い合わせてください。 

 

○試験時間 

学科 面接 
＊面接開始時刻に合わせて集合時刻 

（受験票に記載）を指定します。 全学科 1 人 15 分程度 

 

○選考方法・配点 

学科 エントリーシート 課題 面接 満点 

全学科 100 点 100 点 100 点 300 点 

 

【送金依頼書等の記入例：中国からの送金の場合】 

「国内外费用承担」欄の「汇款人 OUR」にチェックを入れる。 
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○エントリーシート 出願学科のテーマにしたがって、A 欄・B 欄両面に表現してください。 

欄 学科 テーマ 

A 欄 全学科 あなたが本学科を志望する理由と入学後の抱負について記述してください。 

B 欄 

写真学科 「写真と自分」について 400 字程度で記述し、残りのスペースを使って自由に表現してください。 

映像学科 「映像と自分」について自由に表現してください。 

デザイン学科 「デザインと自分」について自由に表現してください。 

インタラクティブメディア学科 あなたが考える「インタラクティブ」について自由に表現してください。 

アニメーション学科 「アニメーションと自分」について自由に表現してください。 

ゲーム学科 「遊び」について自分の考えを述べてください。 ＊補足として図などを用いてもかまいません。 

マンガ学科 自分の全身像を添えた自己紹介を書いてください。 

 

○面接 

学科 内容 

デザイン学科 

エントリーシートなどの提出された書類と課題について質疑を行います。 

なお、試験当日に、必ず自作品を持参してください。自作品は、持ち運び等の管理がご自身でできる範囲内のものであれば

自由です。また、パソコン等の再生機器が必要な場合はあわせて持参してください。 

写真学科 

映像学科 

インタラクティブ 

メディア学科 

アニメーション学科 

ゲーム学科 

マンガ学科 

エントリーシートなどの提出された書類と課題について質疑を行います。 

なお、任意で試験当日に、自作品を持ち込むことが可能です。自作品は、持ち運び等の管理がご自身でできる範囲内のもの

であれば自由です。また、パソコン等の再生機器が必要な場合はあわせて持参してください。 

 

○課題 

学科 内容 

写真学科 

○課題タイプ⇒ポートフォリオ型 

ポートフォリオを作成してください。「ポートフォリオ」とは、これまでに撮影した写真を中心に、自己アピールするた

めにまとめたファイルのことです（これまでの写真に関わる活動や受賞歴などがあれば、自己アピールの一環として記入し

てもかまいません）。 

・市販の A4 判クリアファイル１冊（10 または 12 ポケット）に写真を入れて自由に表現してください。 

・内容・構成は自由です。 

・写真・文字などを貼り込んでも、絵などを直接、中台紙に書き込んでもかまいません。 

 クリアファイルを自由に使って、積極的に自己アピールを行ってください。 

・「ポートフォリオ」については本学ホームページ（https://www.t-kougei.ac.jp/admission/arts/ao/portfolio/）に詳

しい説明がありますので、参考にしてください。 

映像学科 

希望する領域の課題を選択してください。 

＜身体表現領域＞ ○課題タイプ⇒企画提案型 

次に掲げる作品を間・抑揚などを内容から考え、試験当日に 15 分程度で朗読してもらいます。 

太宰治著「ア、秋」、芥川龍之介著「奇怪な再会」 

＊暗唱ではなく、手渡された本文を朗読してもらいます。 

＜身体表現領域以外＞ ○課題タイプ⇒論述型 

以下の課題①、②から、いずれか 1 つを選択してください。 

課題①「卒業式」をテーマにストーリーを考え、市販の 400 字詰原稿用紙（2～3 枚）に縦書きであらすじを書いてくだ

さい。色鉛筆など使用せず、文章のみで作成してください。 

課題② あなたが映像学科を目指そうと思うきっかけとなった映像作品か演劇を 1 本選び、どうしてその作品が心に残った

のか、あなたがその作品について独自に考えたこと、あなたなりの解釈が明確にわかるように市販の 400 字詰原

稿用紙（２～３枚）に縦書きで解説してください。 

デザイン学科 

○課題タイプ⇒企画提案型 

あなたが興味・関心を持っている分野のデザインの中から「よくない」と考えるデザインを具体的に挙げ、なぜ「よくな

い」のかを説明し、それをよいデザインにするにはどうすればよいかを、任意のＡ4 判用紙（1 枚）に自由に表現してくだ

さい。使用する画材は鉛筆・色鉛筆・マーカー類に限ります。 

課題制作については本学ホームページ（https://www.t-kougei.ac.jp/admission/arts/ao/aoguide/）に詳しい説明

がありますので、参考にしてください。 

インタラクティブ 

メディア学科 

○課題タイプ⇒企画提案型 

ソーシャルメディアを使った新しいコミュニケーションの方法を構想し、企画を提案してください。 

・「ソーシャルメディア」とは、Twitter、LINE、Instagram、Facebook などの大勢のユーザーを対象にした双方向のイ

ンターネットサービスを指します。 

・任意の A4 判用紙（1 枚）に、文章と図を用いて分かりやすく表現してください。 

・実現可能性は問いません。 
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アニメーション学科 

以下の課題①②から、いずれか 1 つを選択し提出してください。 

課題①「ポートフォリオ型」 ※以下のフォーマットから 1 つ選択、または組み合わせてもかまいません。 

・市販の A4 判クリアファイル 1 冊に今まで制作してきた作品をまとめ、提出してください。 

（絵画・写真・彫刻・文芸等） ※作品が立体物の場合は撮影し、ファイルに収めること 

・市販の CD-R・DVD-R1 枚に今まで制作してきたデジタルコンテンツ・映像作品をまとめ、提出をしてください。 

（再生方法を明記すること。DVD プレーヤー再生、PC 再生等）。 

課題②「企画提案型」 

あなたが考えるオリジナルアニメーションを、課題条件にしたがって企画プレゼンボードとして取りまとめてください。 

課題条件 

 ・プレゼンボードは B4 判とする。なお、ボードの紙質（ケント紙・画用紙等）・色・厚みは自由とする。 

 ・必ず彩色を行うこと。 

 ・使用する画材は自由とする。 

ゲーム学科 

希望する分野の課題を 1 つ選択してください。 

＜企画分野＞ ○課題タイプ⇒企画提案型 

オリジナルゲームの企画書を作成してください（図やイラストも自作であること）。任意のＡ4 判用紙（3 枚程度）で表

現してください。 

＜デザイン分野＞ ○課題タイプ⇒ポートフォリオ型 

オリジナルイラスト・デッサン・CG 等の平面作品を任意の A4 判用紙に制作し、市販の A4 判ファイル 1 冊にまとめ

てください。 

＜プログラム分野＞ ○課題タイプ⇒論述型 

 モバイル通信は、およそ 10 年ほどの周期で新しい世代が規格化され、通信速度が向上してきました。日本では、本年か

ら 5G のモバイル通信ネットワークの本格運用が始まりました。5G は通信速度を高速化しますが、他にも様々な特徴を持

ちます。5G が普及することによってゲームがどのように変わりうるか、技術的な理由とともに、市販の 400 字詰原稿用

紙（3 枚程度）で論述してください。 

マンガ学科 

○課題タイプ⇒ポートフォリオ型 

以下の①②の中からいずれか 1 つを選択の上、自分をアピールできるオリジナル作品を提出してください(二次創作は不

可)。 

①ストーリーマンガもしくは 4 コママンガ作成 

任意のＡ4 判またはＢ4 判用紙に制作した作品を、市販のファイルにまとめてください。 

 ・ストーリーマンガの場合は、4～8 ページ（トビラを含む）を描いてください。 

 ・4 コママンガの場合は、合計で 8～16 作品を描いてください。 

 ・使用する画材・着色の有無は自由です。 

 ・パソコン等を使用して制作した作品は上質紙に印刷してください。 

 ・手描き作品のコピーでの提出は不可とします。 

②キャラクターイラスト作成 

任意のＡ4 判またはＢ4 判用紙に制作した作品（4～8 作品）を、市販のファイルにまとめてください。 

 ・使用する画材・着色の有無は自由です。 

 ・パソコン等を使用して制作した作品は上質紙に印刷してください。 

 ・手描き作品のコピーでの提出は不可とします。 

＊課題の参考作品「芸術学部入試課題・表現力の傾向と対策 2021」を 

本学ホームページ（https://www.t-kougei.ac.jp/admission/arts/#examtrend）に掲載していますので、参考にしてください。 

 

○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） 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。 

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

（4） 試験当日の集合時刻は、受験票に記載します。 

（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、出願前に芸術学部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。 

（7） 試験場へは、公共交通機関をご利用ください。 

（8） 課題の合格作品は、本学発行の印刷物等に使用される場合があります。 

（9） 試験当日、試験場および駅周辺にて勧誘される各種学校の案内や合否電報・電話の取り扱い等は、本学とは一切関係ありませんので注意し

てください。 
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○合格発表 

合格者には合格発表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）。 

＊掲示による発表は行いません。 

＊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＞ 

本学のホームページ上で、合格発表当日 14 時より 3 日間、合格者の受験番号を掲示します。 

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

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）。 

（３） 期日までに手続きを完了し、納付金を納入しない場合は、入学辞退となります。 

 

○初年度納付金（2021 年度） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○編入学後の単位認定 

編入学前の大学や短期大学等で修得した単位については、本学の基準にしたがい単位認定を行います。手続きには、出身学校の成績証明書のほ

かに、シラバス（講義要項）が必要となりますので、事前に準備してください。詳細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。 

 

項目 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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○東京工芸大学 中野キャンパス案内図 

最寄り駅：東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線「中野坂上」駅 

１番出口から徒歩７分 

 

駅からの経路：１番出口より山手通りを渋谷方向に進み、成願寺を右折して 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○宿泊案内 新宿駅・中野坂上駅付近の宿泊施設です。宿泊ご希望の方は、直接問い合わせてください。 

宿泊施設名 電話番号 公式 HP 所在地 

イーストンホテル 03-3378-8022 https://www.easton-hotel.jp/ 中野区本町 2-48-13  （「中野坂上」駅から徒歩 1 分） 

新宿ワシントンホテル 03-3343-0489 https://washington-hotels.jp/shinjuku/ 新宿区西新宿 3-2-9   （「新宿」駅 南口から徒歩 8 分） 

ザノット東京新宿 03-3375-6511 https://hotel-the-knot.jp/tokyoshinjuku/ 新宿区西新宿 4-31-1  （「新宿」駅 西口から徒歩 14 分） 

アパホテル＆リゾート 0570-027-011 https://www.apahotel.com/ 渋谷区本町３-１４-１  （「西新宿五丁目」駅から徒歩 1 分） 

東急ステイ西新宿 03-3370-1090 https://www.tokyustay.co.jp/hotel/NS/ 新宿区西新宿 5 - 9 – 8  （「西新宿五丁目」駅から徒歩 3 分） 

ホテルサンライト新宿 03-3356-0391 https://www.pearlhotels.jp/shinjuku/ 新宿区新宿 5 - 15 - 8  （「新宿三丁目」駅 から徒歩 5 分） 

 

 

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 

 

 


