
平成２８年度４月入学

東京農工大学大学院工学府 産業技術専攻（専門職大学院）

学生募集要項の請求方法について

交付時期 平成２７年１２月２日（水）から小金井地区事務部学生支援室

入学試験係の窓口にて交付

（土日、祝日を除く 8：30～17：15） 

出願期間 平成２８年２月１７日（水）から２月２３日（火）まで

窓口受付時間 8：30～12：00，13：00～17：15 

※ やむを得ず持参出来ない方は、郵送による手続も認めます。郵送

の場合は、出願期間内必着とします。

試 験 日 平成２８年３月６日（日）

 募集要項の郵送を希望される方は、返信用封筒（角形２号・Ａ４サイズ）に切手（普

通便２０５円・速達便４８５円）を貼って、下記の問い合わせ先までご請求ください。

なお、請求の際は、宛名の横に「産業技術専攻募集要項請求」と朱書きしてください。

【ご請求及びお問い合わせ先】

〒184-8588 
東京都小金井市中町２－２４－１６

東京農工大学小金井地区事務部学生支援室入学試験係

電話 042-388-7014（土日・祝日を除く 8:30～17：15） 



(抜粋です。必ず原本を入手した上で
 ご提出ください。また、希望教員に
 必ずコンタクトしてください)
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平成 28 年度 東京農工大学大学院工学府 

産業技術専攻 学生募集要項 

１.募集人員

第 3回入試 若干名 

２.出願資格

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一般入試の出願資格 

(1)大学を卒業した者及び平成 28年 3 月末までに卒業見込みの者。 

(2)学校教育法第 104 条第 4 項の規定(大学評価・学位授与機構)により学士の学位を授与された者及び平成 28年 3

月末までに学士の学位を授与される見込みの者。 

(3)外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者及び平成 28年 3 月末までに修了見込の者。 

(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育にお

ける 16年の課程を修了した者及び平成 28年 3月末までに修了見込みの者。 

(5)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課程を修了したとされ

るものに限る。)を有するものとして、当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、

文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び平成 28年 3月末までに修了見込みの者。 

(6)専門学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。)で、文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び平成 28 年 3月末

までに修了見込みの者。 

(7)文部科学大臣の指定した者。 

(8)本専攻が、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成 28年 4

月 1日現在 22歳に達した者。 

学部 3 年次学生を対象とする特別入試の出願資格 

(9)平成 28 年 3 月 31 日現在において、大学に 3 年以上在学又は外国において学校教育における 15 年の課程を修

了し、本専攻が所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者。ただし、平成 28 年 3 月卒業見込

みの者を除く。 

社会人特別入試の出願資格 

(10)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者で、企業、官公庁、独立行政法人などに在職中で実務経験が入学時

点で 3年以上あり、所属長の推薦状、就学許可がある。 

(注 1)出願資格(8)(9)により出願する者は、事前に審査を行うので、「出願資格(8)の個別入学資格審査について

(P.5)」及び「出願資格(9)の事前審査について(P.6)」も必ず参照すること。 

(注 2)在留資格が「留学」のまま入学する留学生については、平日昼間研究室で指導を受けることを前提条件と

する。 
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３.出願期間

第 3回入試 平成 28年 2月 17 日(水)～2月 23 日(火) 

(窓口受付時間 8:30～12:00、13:00～17:15 ※土日・祝日は除く) 

郵送にて出願する場合は出願期間必着とする。 

４.出願手続

出願しようとする者は「６.出願書類等」を参照し、出願期間中に小金井地区事務部学生支援室入学試験係まで

持参又は郵送すること。 

出願書類提出先及び問い合わせ先 

東京農工大学小金井地区事務部学生支援室入学試験係(中央棟 1階) 

〒184-8588 東京都小金井市中町 2-24-16 ℡ 042-388-7014 

５.選抜方法

(1)一般入試 

○小論文：技術経営に関わる小論文１０００字程度

○口述試験：技術専門分野における口述試験

(2)社会人特別入試 

○口述試験：技術専門分野における口述試験

６.出願書類等

出願書類 注意事項 

Ａ 
入学志願票 

(所定用紙) 

Ｂ 
写真票・受験票 

(所定用紙) 

写真票には、出願以前３ヵ月以内に撮影した脱帽上半身の写真(縦５cm×４cm)を貼付

すること。 

Ｃ 卒業(見込)証明書 

出身大学が作成した卒業(見込)証明書を提出すること。ただし、本学卒業見込みの者、

及び出願資格(8)、(9)に該当する者は提出不要。外国語の場合は和訳を添付すること

(本人の翻訳可)。修士課程修了者は修了証明書も提出のこと。 

Ｄ 成績証明書 

出身大学が作成したもの。ただし本学卒業見込みの者は提出不要。外国語の場合は和

訳を添付すること(本人の翻訳可)。修士課程修了者は修士課程成績証明書も提出のこ

と。 

Ｅ 
志望理由書 

(所定用紙) 
現在行っている(行いたい)研究の概略と志望理由を明記したもの。 

Ｆ 

入学検定料 

(本学所定の入学検定

料払込用紙により払

込み) 

３０，０００円 

本学所定の入学検定料払込用紙により郵便局・ゆうちょ銀行で払込のうえ、受付局日

付印を押した「振替払込受付証明書」を受け取り、「入学検定料納付確認票」の所定

位置に貼り付けること。なお、「振替払込請求書兼受領証」をもって本学の受領証書

とするので、大切に保管のこと。 

※「振替払込受付証明書」の受付局日付印の押印で入学検定料納付を確認するので、

入学検定料の納付は郵便局・ゆうちょ銀行の受付窓口での払込に限る。(ＡＴＭは使

用不可) 

ただし、国費外国人留学生は入学後の奨学金支給延長の決定後、入学試験係まで連絡
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すること。 

Ｇ 

外部の英語資格試験

のスコアシート 

(社会人特別入試出願

者は提出不要) 

①以下のうちいずれか 1 つのスコアシートの原本及びコピーを出願時に提出するこ

と。 

・TOEIC 公開テストの Official Score Certificate(公式認定証) 

・TOEIC-IP テスト(本学実施に限る)の Institute Program(IP) Score Report(個人

成績表) 

・TOEFL-iBT の Examinee Score Report(受験者用控えスコア) 

・TOEFL-PBT の Examinee Score Report(受験者用控えスコア) 

・TOEFL-ITP(本学実施に限る)の Examinee Score Report(受験者用控えスコア) 

②平成 25年 4月 1 日以降に受験しているものを有効とする。 

③スコアシートは合格判定の一部として利用する。 

④持参による出願の場合、スコアシート原本は確認のうえその場で返却する。 

郵送による出願の場合、スコアシート原本は受験票と共に返送する。 

⑤一度提出したスコアシートの差し替えは認めない。 

⑥TOEIC・TOEFL のスコア換算については、P.4 の TOEIC・TOEFL 換算表を参照。 

Ｈ 
宛名票 

(所定用紙) 

必要事項を記入すること。提出後、住所等の変更があった場合は速やかに入学試験係

まで連絡すること。 

Ｉ 住民票 
外国人は、住民票の写し(国籍等、在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日が記

載されたもの)、又はパスポートのコピーを提出すること。 

Ｊ 返信用封筒 
長型 3号の封筒に 362 円切手を貼付し、受験票等の送付先住所・氏名及び郵便番号を

記載すること。ただし、出願書類持参の場合は提出不要。 

Ｋ 

推薦状 

(所定用紙) 
出願資格(10)で出願する者は提出すること。 

学位授与(申請予定) 

証明書 
出願資格(2)で出願する者は提出すること。 

 

７.試験の日時及び場所 

(1)日時：第 3回入試 平成 28 年 3月 6日(日) 

(2)場所：東京農工大学小金井キャンパス 

なお、試験会場等の詳細については、別途志願者に通知する。 

 

８.合格発表 

第 3回入試 平成 28年 3月 22 日(火) 

午後 1時 30 分より小金井キャンパス中央棟 1階掲示板に掲示する。 

合格者には受験票と引き替えに「合格通知書」及び「入学手続き書類」を交付する。 

なお、本学の小金井キャンパスに在学する者以外には郵送で通知する。 

 

９.入学手続 

(1)入学手続 

日時 平成 28年 3月 28 日(月) 

場所 東京農工大学小金井キャンパス 
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出願資格(8)の個別の入学資格審査について 

 

この出願資格の認定については、次のとおり個別の入学資格審査を行うので、個別入学資格審査申請書類受付期間

中に次の書類をそろえ、小金井地区事務部学生支援室入学試験係に提出すること。 

 

(1)必要書類等 

①個別入学資格審査申請書 所定用紙 

② 終卒業学校の卒業証明書 出身学校が作成したもの 

③ 終卒業学校の成績証明書 出身学校が作成したもの 

④履歴調書 所定用紙 

⑤志望理由書 様式随意。Ａ４版１０００字程度で作成のこと。 

⑥その他 卒業研究・課題研究の要旨又はそれと同程度の研究報告書がある場合は、そ

の要旨。大学を中退した場合は成績証明書を提出すること。 

 

(2)個別の入学資格審査申請書類受付期間 

平成 28年 1 月 29 日(金)～2 月 3 日(水) 

(窓口受付時間 8:30～12:00、13:00～17:15 ※土日・祝日は除く) 

受付場所：東京農工大学小金井地区事務部学生支援室入学試験係(中央棟 1階) 

やむを得ない場合は、上記受付期間中に必着するように郵送すること。 

ただし、郵送の場合は速達簡易書留とし、封筒に「個別入学資格審査申請書在中」と朱書すること。 

 

(3)口述試験日 

平成 28年 2 月 5日(金) 

なお、試験会場等の詳細については、別途申請者に通知する。 

 

(4)個別の入学資格審査の結果通知 

平成 28年 2 月 12 日(金) 

結果は郵送で通知する。 
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出願資格(9)の事前審査について 

 

この出願資格の認定については、次のとおり事前審査を行うので、事前審査申請書類受付期間中に次の書類をそろ

え、小金井地区事務部学生支援室入学試験係に提出すること。 

 

(1)必要書類等 

①事前審査申請書 所定用紙 

②在籍大学の成績証明書 在籍大学が作成したもの。(本学に在籍している者は提出不要) 

③志望理由書 現在行っている(行いたい)研究の概略を啓記したもの。様式随意。 

④その他 卒業研究・課題研究又はそれと同程度の研究報告書がある場合は、その要

旨。 

 

(2)事前審査申請書類受付期間 

平成 28年 1 月 29 日(金)～2 月 3 日(水) 

(窓口受付時間 8:30～12:00、13:00～17:15 ※土日・祝日は除く) 

受付場所：東京農工大学小金井地区事務部学生支援室入学試験係(中央棟 1階) 

やむを得ない場合は、上記受付期間中に必着するように郵送すること。 

ただし、郵送の場合は速達簡易書留とし、封筒に「事前審査申請書在中」と朱書すること。 

 

(3)事前審査の結果通知 

平成 28年 2 月 12 日(金) 

結果は郵送にて通知する。 

 

(4)本出願資格により、本専攻に入学した者の学部学生としての学籍上の身分は、退学となる。 

したがって、各種国家試験等の受験資格で、大学の学部卒業が要件となっているものについては、受験資格がな

いことになるので、十分留意すること。ただし、大学評価・学位授与機構に申請し、審査および試験に合格した

者は学士の資格を取得することができる。 
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9 以降のページは削除されています。
必ず原本を入手してください。


