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豊橋技術科学大学工学部入学者受入方針（アドミッションポリシー） 

 

 豊橋技術科学大学は，技術を支える科学を探究し，より高度な技術を開拓する学問としての“技術科学”

の教育・研究を使命としています。この使命のもと，本学では学部・大学院一貫教育に重点を置いた特色ある

技術科学教育を通じて，豊かな人間性と自然と共生する心を持ち，グローバルに活躍できる実践的・創造的・

指導的能力を備えた技術者・研究者を育成します。 

このため，本学では次のような人物を広く求めます。 

 

  １．人と自然を愛し，地域社会やグローバル社会の発展に貢献する志を持つ人 

  ２．技術や科学を探究する志を持ち，それらの学習に必要な基礎学力がある人 

  ３．自ら積極的に学び，考え，行動し，技術科学の新しい地平を切り拓く志を持つ人 



  

各課程の入学者受入方針（アドミッションポリシー） 

 

〔機械工学課程〕 
 

機械工学課程では，機械工学の基盤となる力学，制御，システム工学，材料工学，生産加工学，エネルギ
ー変換工学等の諸学問について基礎的知識を持ち，それらの知識を「ものづくり」に展開できる意欲と能力
を持った実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者・研究者の養成を目指しています。そのため，次のよ
うな人物を広く求めます。 

 
・ものづくりに強い関心を持ち，その発展に寄与する意欲と行動力がある人 
・自然科学，数学，情報技術に関する基礎的な内容を理解し，物事を俯瞰的・論理的に捉えることができ 
る人 

・機械工学全般についての幅広い知識や技術の修得に強い関心を持ち，主体的・自律的・積極的に学ぶ意
欲がある人 

 
〔電気・電子情報工学課程〕 
 

電気・電子情報工学課程では，電気・電子情報工学分野の発展を支える電気電子材料やエネルギーシステ
ムなどの基盤技術分野や，集積化した電子デバイスやセンサー分野，無線通信システムや情報ネットワーク
などの情報通信技術分野で活躍できる実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者・研究者の養成を目指し
ています。そのため，次のような人物を広く求めます。 

 
・電気・電子工学，情報通信工学，物質材料科学に関係する知識や技術に強い関心を持つ人 
・旺盛な好奇心を持ち能動的で自覚的に勉学に取り組む意欲がある人 
・技術を科学的にとらえるための数学と物理学の基礎を理解し応用できる人 
・英語および国語の学習に積極的に取り組み高度な表現力・コミュニケーション能力を養おうと考える人 

 
〔情報・知能工学課程〕 
 

情報・知能工学課程では，次世代の高度・大規模情報システムのための技術，生命・自然・社会の知に基
づく新しい情報科学およびこれらの応用技術を修得し，あらゆる産業分野において先端情報システムの創造
を担うことのできる実践力・創造力・指導力を備えた技術者・研究者の養成を目指しています。そのため，
次のような人物を広く求めます。 

 
・情報工学・情報通信工学ならびに情報科学に広く興味を持ち，それらの最先端分野の開拓や応用分野へ

の展開に意欲がある人 
・自然科学，数学，情報に関する基礎的な知識，論理的思考能力を持つ人 
・グローバルコミュニケーション能力を身につけ，国内外での活躍を志す人 

 
〔応用化学・生命工学課程〕 
 

応用化学・生命工学課程では，応用化学・生命科学分野に関する基礎的知識を持ち，それらの知識を専門
として深めることで次世代を支える技術として展開できる意欲と先端技術・知識を活用して技術的課題を解
決する能力を持った実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者・研究者の養成を目指しています。そのた
め，次のような人物を広く求めます。 

 
・幅広い人間性と考え方，倫理観と社会性を有し，人類と自然との共生，公共の福祉を考慮し，持続可能

社会の構築・発展に貢献できる技術者・研究者を志す人 
・応用化学・生命科学分野の先端技術・知識を活用して技術的課題を解決できる技術者・研究者を志す人 
・グローバルコミュニケーション能力を身につけ，国内外で活躍できる技術者・研究者を志す人 

 
 
 
 



  

 
 
〔建築・都市システム学課程〕 
 

建築・都市システム学課程では，建築分野と社会基盤分野の専門技術をバランスよく修得し，都市・地域
の建築・社会基盤施設およびそれらをとりまく環境を，将来を見据えてデザインするとともに，それらをシ
ステムとしてマネジメントするための能力を有する実践的・創造的・指導的能力を備えた技術者・研究者の
養成を目指しています。そのため，次のような人物を広く求めます。 

 
・自然環境，社会システム，地域文化など人間生活に関わる幅広い問題について関心を持つ知的好奇心の

豊かな人 
・建築・社会基盤分野の諸問題の論理的解明について学ぶことのできる基礎力を身につけた人 
・創意工夫をこらした発想に富み，難しい問題に対しても主体的，積極的に取り組む意欲がある人 

 
 
 

豊橋技術科学大学工学部入学者選抜方針 

 

グローバル技術科学アーキテクト養成コース（ＧＡＣ） 
〔ＧＡＣ入試による選抜〕 

技術科学に強い関心を持ち，数学・理科の基礎学力を有し，グローバルに活躍したいという強い熱意

と適性があり，知的好奇心が旺盛で優れた英語コミュニケーション能力を備えた人物を求めます。 
このために，「技術科学への興味・探究心・適性」，「自然科学に関する知識・教養」，「思考力・

判断力・表現力」ならびに「コミュニケーション能力（英語）」を重点的に評価します。 
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第１年次グローバル技術科学アーキテクト養成コース入試学生募集要項 
（AO 入試） 

 
１ 募集人員 

各課程の募集人員は，下表のとおりです。 
各課程の内容については，入学案内を参照してください。 

学部 課     程 
募 集 人 員 

第１次募集 第２次募集 
工 

 
学 

 
部 

機 械 工 学 課 程  

１５名 
（一括募集） 

若 干 名 
（一括募集） 

電気・電子情報工学課程  
情 報 ・ 知 能 工 学 課 程   
応用化学・生命工学課程  
建築・都市システム学課程  

 

２ 出願資格 

次のいずれかに該当する者とします。 

(1) 高等学校を卒業した者及び令和２年３月卒業見込みの者 

(2) 中等教育学校を卒業した者及び令和２年３月卒業見込みの者 

(3) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び令和２年３月卒業見込みの者 

(4) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの及び令和２年３月 31 日までに修了又は該当する見込みの者 

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして指定した在外教育施設

の当該課程を修了した者及び令和２年３月 31 日までに修了する見込みの者 

(6) 専修学校の高等課程（修了年限が３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するものを文部科学大臣が定める

日以後に修了した者及び令和２年３月 31 日までに修了する見込みの者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 外国において，国際バカロレア資格，フランス共和国のバカロレア資格，ドイツ連邦共和国のア

ビトゥア資格又はGCEAレベル資格を有する者 

(9) 外国において，国際的な評価団体（WASC,CIS,ACSI）から教育活動等に係る認定を受けた教育

施設に置かれる１２年の課程を修了した者 

(10) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）による高等学校卒業

程度認定試験に合格した者（同規則附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学資格検定

規程（昭和 26 年文部省令第 13 号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(11) 学校教育法第 90 条第２項の規定により大学に入学した者であって，大学における教育

を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(12) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で，令和２年３月 31 日までに 18 歳に達する者 

 

注１ 障害等（学校教育法施行令第 22 条の３に定める障害の程度及び障害者自立支援法

に準拠）を有する志願者は，受験上及び修学上配慮を必要とすることがありますの

で，５ページの「５ 出願手続 (4)障害を有する入学志願者との事前相談について」

により，出願期間開始日の１４日前までにあらかじめ本学に申し出てください。 

注２ 上記(11)，(12)において，本学の個別の入学資格審査を受けていない者は，第１次

募集：令和元年９月 20 日（金）／第２次募集：令和元年 11 月 18 日（月）までに電

話にて問い合わせてください。〔問い合わせ先：６ページ参照〕 
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３ 出願要件 

合格した場合には入学を確約できる者で，次の受験方式ごとの出願要件を満たす者とします。 

 

(1)受験方式ごとの出願要件 

◆第１次募集 

A1 方式（日本留学試験利用） 

平成 29 年 11 月以降に以下に示す英語検定試験を受験し，かつ平成 30 年 11 月又は令

和元年６月に独立行政法人日本学生支援機構が実施の日本留学試験を受験した者で，次

の①又は②のいずれかに該当する者とします。 

① 日本留学試験の｢数学(コース２)」｢理科(物理,化学,生物から２科目選択)」の３科

目合計が 240 点以上であり，英語検定試験の得点が次のいずれかの基準点を満たす者 

② 日本留学試験の｢数学(コース２)」｢理科(物理,化学,生物から２科目選択)」の３科

目合計が 300 点以上であり，英語検定試験の得点が次のいずれかの基準点を満たす者 

 ①日本留学試験の指定 

３科目合計が240点以上 

②日本留学試験の指定 

３科目合計が300点以上 

TOEIC L&R(SP) 730 点以上 550 点以上 

TOEFL iBT 80 点以上 60 点以上 

IELTS* Overall Band ｽｺｱ6.0 以上 Overall Band ｽｺｱ5.0 以上 

実用英語技能検定（英検） 準１級以上 ２級以上 

GTEC(4 技能) 1,260 点以上 1,100 点以上 

GTEC(3 技能) 800 点以上 690 点以上 

* IELTS(General Training Module)は対象としません。 

 

B1 方式（大学入試センター試験利用） 

平成 29 年 11 月以降に以下に示す英語検定試験を受験し，かつ平成 31 年１月に実施の

大学入試センター試験を受験した者で，次の①又は②のいずれかに該当する者とします。 

① 大学入試センター試験の｢数学I・数学A」｢数学Ⅱ・数学B」｢理科②(物理,化学,生物から2科

目選択）｣の合計が240点以上であり，英語検定試験の得点が次のいずれかの基準点を満たす者 

② 大学入試センター試験の｢数学I・数学A」｢数学Ⅱ・数学B」｢理科②(物理,化学,生物から2科

目選択）｣の合計が300点以上であり，英語検定試験の得点が次のいずれかの基準点を満たす者 

 ①大学入試センター試

験の指定４科目合計が

240 点以上 

②大学入試センター試

験の指定４科目合計が

300 点以上 

TOEIC L&R(SP) 730 点以上 550 点以上 

TOEFL iBT 80 点以上 60 点以上 

IELTS* Overall Band ｽｺｱ6.0 以上 Overall Band ｽｺｱ5.0 以上 

実用英語技能検定（英検） 準１級以上 ２級以上 

GTEC(4 技能)  1,260 点以上 1,100 点以上 

GTEC(3 技能) 800 点以上 690 点以上 

* IELTS(General Training Module)は対象としません。 
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◆第２次募集 

A2 方式（日本留学試験利用） 

平成 29 年 11 月以降に本学が指定する英語検定試験を受験し，かつ令和元年６月又は

令和元年 11 月に独立行政法人日本学生支援機構が実施の日本留学試験において｢数学

(コース２)」｢理科(物理,化学,生物から２科目選択)」の３科目を受験した者とします。 

 

B2 方式（大学入試センター試験利用） 

平成 29 年 11 月以降に本学が指定する英語検定試験を受験し，かつ令和２年１月に実

施の大学入試センター試験において「数学Ｉ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」「理科②

（物理，化学，生物から２科目選択）」を受験した者とします。 

 

※ 本学が指定する英語検定試験：TOEIC L&R(SP)，TOEFL(iBT)，IELTS，実用英語技能

検定又は GTEC(4 技能，3 技能) 

※ A2 方式，B2 方式いずれも IELTS(General Training Module)は対象としません。 

※ 上記いずれの方式においても，日本国外から受験し，面接日に来学できない受験者は，面
接日当日にインターネット（Skype等）による面接受験が可能であることを必須とします。 

 

４ 課程の選定 

原則として本人の希望する課程に配属します。ただし，希望人数の動向によっては，希望
する課程に配属されない場合があります。 

 
５ 出願手続 
 

(1)願書受付期間 
 ◆第１次募集 

令和元年１０月２４日（木）～令和元年１０月３０日（水）１７時までに本学必着 
 ◆第２次募集 

令和元年１２月１９日（木）～令和元年１２月２５日（水）１７時までに本学必着 
※願書受付期間後に到着した願書は，受理できません。 

 
(2)出願方法 

出願方法は，次の４ステップです。 
【ステップ１】インターネット出願登録 

インターネット出願登録期間（第１次募集：令和元年１０月１５日（火）～１０月
２９日（火）／第２次募集：令和元年１２月１０日（火）～１２月２４日（火））に
下記 URL からアクセスし，画面の指示にしたがって入力してください。 

URL  https://www.tut.ac.jp/exam/exam-webentry.html 
【ステップ２】検定料支払い 

クレジットカードまたはコンビニエンスストア等で検定料を支払ってください。 
検定料支払期限：令和元年１０月２９日（火）２３時５９分（第１次募集）， 

令和元年１２月２４日（火）２３時５９分（第２次募集） 
【ステップ３】出願書類送付 

４ページ「(3)出願書類等」を願書受付期間内に入試課入試実施係へ簡易書留速達
（海外からはＥＭＳ等）で郵送してください。郵便事情を考慮し，十分余裕をもって
発送してください。なお，郵送以外の提出は受理しません。 

○出願書類等の郵送先 
〒441-8580 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１ 豊橋技術科学大学入試課入試実施係 

【ステップ４】受験票の印刷 
出願書類を受理した後，受験票印刷可能日（第１次募集は 11 月 13 日，第２次募集は 

１月 16 日）から受験票の印刷が可能となります。申込（出願内容）確認画面からログ 
インし，受験時までに自身で必ず印刷（Ａ４サイズの用紙）してください。印刷した 
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受験票は，試験当日必ず持参してください。 
 

※インターネットの利用ができない場合は，事前に入試課入試実施係までご連絡ください。 
 

 (3)出願書類等 
書  類  等 摘       要 

出願確認票 出願登録後，A4 サイズで印刷してください。 

写真票 出願登録後，A4 サイズで印刷し，写真を貼付してください。写真

は，正面上半身脱帽（縦 40 mm×横 30 mm）で出願以前３か月以内に

撮影したものを使用してください。  

卒業（見込）証明書 出願資格(1)～(7)および(9)に該当する者は，最終出身学校（日本の高

等学校に相当する学校）の卒業（修了）証明書（コピーは不可）を提

出してください。なお，出願資格(9)に該当する者は，当該教育施設が

認定を受けていることを証明する書類をあわせて提出してください。 

出願資格(8)に該当する者は，その資格証明書（写）を提出してください。 

成績証明書 最終出身学校長（日本の高等学校に相当する学校）の成績証明書（コピ

ーは不可）を提出してください。なお，科目名，成績評価等が符号又は

略字により表示されている場合は，その説明を付してください。 

国際バカロレア資格取得者は，最終試験６科目の成績評価証明書を，フラン

ス共和国のバカロレア資格取得者は，試験成績証明書を，GCEA レベル資格取

得者は，成績評価証明書を提出してください。ドイツ連邦共和国のアビトゥ

ア資格取得者は，一般的大学入学資格証明書（写）をもって代えます。 

日本留学試験の成績通 
知書(写) 
（A1,A2 方式のみ） 

日本留学試験の受験票（写）も可。 

大学入試センター試験 
成績請求票 
（B1,B2 方式のみ） 

①平成31年度大学入試センター試験の成績利用を希望する者（B1方式） 

大学入試センターが発行する「センター試験成績請求票 32 年度選抜

（31 年度成績）（国公立 AO 入試用）」（以下，過年度成績請求票）

を，出願確認票に貼付してください。過年度成績請求票の請求方法は

「大学入試センター試験受験案内」及び大学入試センターホームペー

ジ（https://www.dnc.ac.jp/）で確認してください。 

②令和２年度大学入試センター試験の成績利用を希望する者（B2方式） 

令和元年 12 月に大学入試センターから受験票とともに送付される

「令和２センター試験成績請求票（国公立 AO 入試用）」を出願確認

票に貼付してください。 

スコア認定証等 ・TOEIC L&R，GTEC を受験した者は，オフィシャルスコア（原本）を提

出してください。 

・実用英語技能検定(英検)を受験した者は，合格証明書（原本）を提出

してください。 

・TOEFL を受験した者は，ETS（Educational Testing Service）に対して

「豊橋技術科学大学入試課（Entrance Examination Division Toyohashi 

University of Technology）」宛にオフィシャルスコア（DI-CODE:9381 

DI-NAME TOYOHASHI UNIV OF TECHNOLOGY）を出願期限までに到着するよ

う送付依頼の手続きをしてください。到着までに１ヶ月以上を要する

場合がありますので，送付依頼の手続きは早めにしてください。 

・IELTS を受験した者は，実施機関（日本国内では日本英語検定協会）に対

して本学宛に IELTS 公式の成績証明書（Test Report Form）を出願期限

までに到着するよう送付依頼の手続きをしてください。 

※出願期限までに原本を提出できない場合は，本人宛に送付されたスコア等

の写しを出願期限までに提出した上で，面接時点までに原本を必ず提出し

てください。原本が提出されない場合や，事前に提出された写しと内容が

異なる場合は，受験を認めません。 

合格証明書・合格成績証 

明書等（出願資格(10)の 

者のみ） 

高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格により出願する者

は，文部科学大臣発行の合格証明書・合格成績証明書を提出してください。 
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入学資格認定書（写） 

（出願資格(11),(12)の

者のみ） 

本学において，個別の入学資格を認められた者は，入学資格認定書の写

しを提出してください。 

志望理由書 
（英語又は日本語） 

本学ウェブサイト(https://www.tut.ac.jp/exam/exam-webentry.html）よりダ

ウンロードした様式について，本人が記入したものとします。 

小論文 
（英語又は日本語） 

本学ウェブサイト(https://www.tut.ac.jp/exam/exam-webentry.html）よりダ

ウンロードした様式について，本人が記入したものとします。 

なお課題については，第１次募集は令和元年９月中旬，第２次募集は令和

元年11月中旬に公開します。 

住民票又は在留カード 
（外国人登録証明書の
（写）） 

（現に日本国に在住している外国人のみ）国籍・在留資格・期間が記載

されたもの。 

検定料 17,000 円 

出願書類の送付前に支払い手続きを済ませてください。 

 
（注）１ 証明書は，日本語または英語で作成された原本を提出してください。（上記の表

で（写）と表示されたものを除く）原本を提出できない場合は，出身学校が原本か
ら正しく複製されたことを証明したもの（Certified True Copy），もしくは大使館
等公的機関で原本証明されたものを提出してください。また，日本語・英語以外の
言語で作成された証明書は，自国の公的機関で証明した日本語訳または英語訳を添
付してください。（いずれも日本語学校等での証明は認めません） 

２ 出願書類に手書きをする場合は，黒インク又は黒ボールペンで記入してください。 
３ 納入された検定料は返還しません。 
４ 出願書類に不備がある場合は受理しません。 
５ 提出された出願書類等は返還しません。また，出願書類提出後は記載事項の変更

は認めません。ただし，現住所（連絡先）に変更が生じた場合は，速やかに届け出
てください。 

 
(4)障害を有する志願者との事前相談について 

本学に入学を志願する者で，障害等（学校教育法施行令第 22 条の３に定める身体障害の
程度及び障害者自立支援法に準拠）がある者は，修学上配慮を必要とすることがあります
ので，出願前に本学に申し出てください。また，申し出に基づき，相談が必要になった場
合には，以下によります。 

相談申請の期日 
出願期間開始日の１４日前まで 

相談の方法 
相談申請書(様式任意）に健康診断書等の必要書類を添付することとし，必要な場合には，

本学において志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等との面談等を行います。 
連絡先 〒441-8580 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１ 

豊橋技術科学大学入試課入試実施係 ℡0532-44-6581 
 

６ 選抜の方法 
入学者の選抜は，提出された成績証明書，志望理由書，小論文，英語検定試験スコア及び

日本留学試験又は大学入試センター試験の得点に加え，面接（英語と日本語を併用）を実施
したうえでの総合判定により行います。 

 
面接の日時・場所 
・日 時 

第１次募集：令和元年１１月２６日（火）9 時～（日本時間） 
第２次募集：令和２年 １月２７日（月）9 時～（日本時間） 

・場 所 豊橋技術科学大学 
日本国外から受験し，面接日に来学できない受験者は，面接日当日インターネット

（Skype 等）による面接を行います。 
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７ 合格者の発表 

第１次募集（A1,B1 方式）：令和元年１２月９日（月）１１時 
第２次募集（A2 方式）   ：令和２年１月３０日（木）１５時 
第２次募集（B2 方式）   ：令和２年２月１２日（水）１５時 

本学ウェブサイト（入試情報）に合格者受験番号を掲載するとともに，合格者には同日付
けで「合格通知書」をもって通知します。電話等による合否の照会には，一切応じません。 

 

８ 入学手続等 

入学手続の方法は，持参又は郵送とします。 
 
(1)入学手続期間 

第１次募集（A1,B1 方式）： 
令和元年 12 月 25 日（水）17 時までに必着とします。 

第２次募集（A2,B2 方式）： 
令和２年２月 19 日（水）17 時までに必着とします。 

(2)納入経費（予定額） 
入学料：282,000 円，授業料前期分：267,900 円（年額 535,800 円） 
なお，入学時及び在学中に納入金の改定が行われた場合には，改定時から新入学料及び新
授業料が適用となります。 

(3)入学手続書類等は，合格者に対して送付します。 
(4)AO 入試による合格者が入学手続きを完了したときは，本学及び他の国公立大学の個別学力
検査等を受験しても合格者とはなりません。また，(5)による入学辞退を許可された場合を
除き，出願済みの他の国公立大学を受験しても，その大学の合格者とはなりません。 

(5)AO 入試による合格者が特別の事情により入学を辞退しようとするときは，令和２年２月
19 日（水）までに「入学辞退届」（様式は任意。受験番号，住所，氏名，入学を辞退する
理由等を自筆で記入してください。）を提出し，入学辞退の許可を得ることが必要です。 

 
９ 選抜の結果不合格となった者の個別学力検査等の受験について 

AO 入試志願者は，不合格となった場合に備えて，国公立大学（独自日程で入学者選抜試験
を行う公立大学・学部を除く。）の「前期日程」から一つ，「後期日程」から一つ，合計二
つまでの大学に出願することができます。 

 
10 個人情報の取り扱いについて 

出願書類に記載された住所・氏名・生年月日その他の個人情報は，適切に管理し，下記利
用目的以外には使用しません。 
(1)入学者選抜，合格者の発表，入学手続及びこれらに付随する事項 
(2)入学後の学務業務における学籍・成績管理 
(3)入学者選抜方法改善のための統計データ 

 
11 安全保障輸出管理について 

本学では，「外国為替及び外国貿易法」に基づき，「国立大学法人豊橋技術科学大学安全保

障輸出管理規程を定め，外国人留学生等の受け入れに際して厳格な審査を実施しています。 

規制事項に該当する場合は，希望する教育が受けられない場合や研究ができない場合があ

りますので，ご注意ください。 

 
12 学生宿舎について 

GAC に入学する学生は，同コース生を対象とした TUT Global House（日本人・外国人留学生混住の

シェアハウス型学生宿舎）に全員入居することを原則としています。詳細は合格通知に同封します。 
 
13 入学試験に関する問い合わせ 

〒441-8580 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１ 
豊橋技術科学大学入試課入試実施係 
℡：0532-44-6581  E-mail：nyushi@office.tut.ac.jp 
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First-year Global Technology Architects Course Student Application 
Guidelines (AO Entrance Exam)  

 
 
1. Number of applicants to be accepted 

The number of applicants to be accepted for each program is given in the following table: 
(See the Enrollment Guide for the details of each program.) 

School Program 
Number of applicants to be 

accepted 
First round Second round 

D
epartm

ent of 
Engineering 

Mechanical Engineering  

15 
(batch acceptance) 

a selected few 
(batch acceptance) 

Electrical and Electronic Information Engineering  

Computer Science and Engineering  

Applied Chemistry and Life Sciences  

Architecture and Civil Engineering  

 
2. Eligible parties 

Parties who meet any one of the following requirements: 
(1) Graduated from a senior high school or expect to do so in March 2020 
(2) Graduated from a secondary school or expect to do so in March 2020 
(3) Completed twelve years of schooling through a normal program or expect to do so in 

March 2020 
(4) Completed a twelve-year program at an overseas education institution that the Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) Minister has designated 
as being equivalent to a high school program, or expect to do so by March 31, 2020 

(5) Completed a program at an overseas education institution that the MEXT Minister has 
designated as being equivalent to a high school program, or expect to do so by March 
31, 2020 

(6) Completed an advanced course at an advanced vocational school designated 
separately by the MEXT Minister (limited to ones that are at least three years in length 
and meet standards stipulated by the MEXT Minister) on or after the date stipulated by 
the MEXT Minister, or expect to do so by March 31, 2020 

(7) A person designated by the MEXT Minister as eligible 
(8) Earned an international baccalaureate degree, French baccalauréat degree, German 

Abitur degree, or General Certificate Education Advanced Level (GCEA) qualification  
(9) Completed or expected to have completed 12 years of schooling at an academic institution 

outside Japan accredited by the international accreditation body (WASC, CIS, ACSI)  
(10) Passed the High School Equivalency Examination, stipulated by the High School 

Equivalency Examination Regulation (MEXT Ministerial Ordinance No. 1, 2005; includes 
those who passed the University Entrance Examination stipulated by the University 
Entrance Examination Regulation [MEXT Ministerial Ordinance No. 13, 1951] before it 
was abolished in accordance with Article 2 of the supplementary rules in the same 
regulation) 

(11) Entered university based on stipulations of Article 90.2 of the School Education Act, or 
deemed to have academic skills appropriate to attend university 
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(12) Deemed to have academic skills equivalent to a high school graduate, according to 
individual acceptance screening and will be eighteen years old by March 31, 2020 

 
Notes: 1. Applicants with disabilities, (based on the level of the physical disability as 

stipulated in Article 22.3 of the School Education Act Enforcement Ordinance and 
that fall under the Services and Supports for Persons with Disabilities Act) should 
contact Toyohashi University of Technology (TUT) in advance (as discussed in 
section “5. Application procedures, etc.,” sub-section “(4) Advance advising for 
applicants with disabilities” [pg. 13]) because special consideration may be required 
for the exam and course of study. 

2. For applicants who meet requirements stipulated in (11) or (12) above but have not 
undergone an individual application eligibility screening by TUT should refer to its 
website or call the university by September 20, 2019, for the first round of 
applications, or November 18, 2019, for the second round of applications. 
See pg. 15 for contact information. 

 
3. Application requirements 

Parties who are accepted to and pledge to enroll at TUT, must meet the examination-
related application requirement in one of the following ways: 
 
(1) Examination-related application requirements 

◆ First round of applications 
A1 method (Examination for Japanese University Admission for International Students) 

This applies to parties who took one of the following English proficiency tests in 
November 2017 or later and the Examination for Japanese University Admission for 
International Students given by the Japan Services Association in November 2018 
or June 2019, and for whom (1) or (2) is applicable. 
(1) Took three subject tests of the Examination of Japanese University Admission for 

International Students—mathematics (course 2) and science (two of the following: 
physics, chemistry, and biology)—received a total score of 240 or more on these 
tests, and earned the following score for the particular English proficiency test: 
・ TOEIC L&R (SP) Score of 730 or greater 
・TOEFL iBT Score of 80 or greater 
・IELTS* Overall Band Score of 6.0 

or greater 
・EIKEN Test in Practical English Proficiency Grade Pre-1 or above 
・GTEC (4 skills) Score of 1,260 or greater 
・GTEC (3 skills) Score of 800 or greater 
* IELTS (General Training Module) is not accepted. 
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(2) Took three subject tests of the Examination of Japanese University Admission for 
International Students—mathematics (course 2) and science (two of the following: 
physics, chemistry, and biology)—received a total score of 300 or more on these 
tests, and earned the following score for the particular English proficiency test: 
・ TOEIC L&R (SP) Score of 550 or greater 
・TOEFL iBT Score of 60 or greater 
・IELTS* Overall Band Score of 5.0 

or greater 
・EIKEN Test in Practical English Proficiency Grade 2 or above 
・GTEC (4 skills) Score of 1,100 or greater 
・GTEC (3 skills) Score of 690 or greater 
* IELTS (General Training Module) is not accepted. 

 

B 1 method (National Center Test for University Admissions) 
This applies to parties who took one of the following English proficiency tests in 

November 2017 or later and the National Center Test for University Admissions 
given in January 2019, and for whom one of the following is applicable. 
(1) Took the National Center Test for University Admissions—Mathematics I (or 

Mathematics A), Mathematics II (or Mathematics B), and Science (2) (two of the 
following: physics, chemistry, and biology)—received a total score of 240 points 
or more on these tests, and earned the following score for the particular English 
proficiency test: 
・ TOEIC L&R (SP) Score of 730 or greater 
・TOEFL iBT Score of 80 or greater 
・IELTS* Overall Band Score of 6.0 

or greater 
・EIKEN Test in Practical English Proficiency Grade Pre-1 or above 
・GTEC (4 skills) Score of 1,260 or greater 
・GTEC (3 skills) Score of 800 or greater 
* IELTS (General Training Module) is not accepted. 
 

(2) Took the National Center Test for University Admissions—Mathematics I (or 
Mathematics A), Mathematics II (or Mathematics B), and Science (2) (two of the 
following: physics, chemistry, and biology)—received a total score of 300 points 
or more on these tests, and earned the following score for the particular English 
proficiency test: 
・ TOEIC L&R (SP) Score of 550 or greater 
・TOEFL iBT Score of 60 or greater 
・IELTS* Overall Band Score of 5.0 

or greater 
・EIKEN Test in Practical English Proficiency Grade 2 or above 
・GTEC (4 skills) Score of 1,100 or greater 
・GTEC (3 skills) Score of 690 or greater 
* IELTS (General Training Module) is not accepted. 
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◆ Second round of applications 
A2 method (Examination for Japanese University Admission for International Students) 

This applies to parties who took an English proficiency test specified by TUT in 
November 2017 or later and the following three subject tests of the Examination for 
Japanese University Admission for International Students given by the Japan 
Services Association in June or November 2019: mathematics (course 2) and science 
(two of the following: physics, chemistry, and biology). 

 

B2 method (National Center Test for University Admissions) 
This applies to parties who took an English proficiency test specified by TUT in 

November 2017 or later and the following subject tests of the National Center Test for 
University Admissions in January 2020: Mathematics I (or Mathematics A), 
Mathematics II (or Mathematics B), and Science (2) (two of the following: physics, 
chemistry, and biology). 
* English proficiency test specified by TUT: TOEIC L&R (SP). TOEFL (iBT), IELTS, 

EIKEN Test in Practical English Proficiency, GTEC (4 skills, 3 skills) 
* For the A2 and B2 methods, IELTS (General Training Module) is not accepted. 
* For all the above methods, applicants who take the exam overseas and cannot 

make it to TUT for the interview must be able to take the interview exam over 
the Internet (Skype, etc.) on the day of the interview. 

 
4. Program selection 

As a general rule, successful applicants are assigned to their desired program.  
However, depending on the desired number of the applicants, it may not turn out this way. 

 
5. Application procedures 
 

(1) Application period, fees and deadlines 
◆ First round of applications 

Application 
submission period Oct. 24, 2019 – Oct. 30, 2019 (arriving at the school by 5:00 p.m.) 

Internet registration 
period Oct. 15, 2019 – Oct. 29, 2019 

Application fee 
payment deadline Oct. 29, 2019 (11:59 p.m.) 

*Applications that arrive after the application submission period will not be accepted.  
 

◆ Second round of applications 
Application 

submission period Dec. 19, 2019 – Dec. 25, 2019 (arriving at the school by 5:00 p.m.) 

Internet 
registration period Dec. 10, 2019 – Dec. 24, 2019 

Application fee 
payment deadline Dec. 24, 2019 (11:59 p.m.) 

*Applications that arrive after the application submission period will not be accepted. 
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(2)  How to apply 
The application process consists of four steps: 
 
Step 1: Register over the Internet 

Access the registration site from the following URL during the Internet registration 
period and follow the provided instructions. 
URL: https://www.tut.ac.jp/exam/exam-webentry.html 

Step 2: Pay the exam fee 
Pay the exam fee by credit card or at a convenience store, by the payment deadline 

Step 3: Send the application material 
Send all the material listed in “(3) Application material, etc.” well in advance to the 
Entrance Examination Division by registered express mail (EMS in case from overseas) 
during the application period. Only applications sent by mail will be accepted. 

Mail application to: 
Entrance Examination Division, Toyohashi University of Technology 
1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580 

Step 4: Print out exam admission slip 
After application material is received, exam admission slip can be printed out on; 
November 13, 2019 for the 1st round application, and January 16, 2020 for the 
2nd round application.  Please log in to the application tracking screen and print 
it out on A4 sized paper by yourself.  Be sure to bring the printed exam 
admission slip with you on the exam day. 

 
* Parties who do not have Internet access should contact the Entrance Examination 

Division beforehand. 
 

(3) Application material, etc. 
Item, etc. Notes 

Application confirmation slip After completing application registration procedures, applicants 
should print out the form on A4 paper. 

Photo sheet After completing application registration procedures, applicants 
should print out the form on A4 paper, and attach a photo. The 
photo (40 mm (h) x 30 mm (w)) must be of the upper half of the 
body taken no more than three months before applying. 
Applicants must be facing forward and cannot be wearing a hat. 

Certificate of Graduation or 
Certificate of Expected 
Graduation 

Applicants who meet one of the requirements (1)-(7) or (9) must 
submit the Certificate of (Expected) Graduation by last attended 
school (which is equivalent to a high school in Japan). Original 
or certified copy is only accepted. Applicants who meet 
requirement (9) must also submit the document which certifies 
the school is accredited. 
Applicants who meet requirement (8) must submit the copy of 
certificate of each qualification，such as International 
Baccalaureate Diploma etc. 



- 12 - 
 

Transcripts Applicants must submit the transcripts by last attended school 
(which is equivalent to a high school in Japan). Original or 
certified copy is only accepted.  If subject name or academic 
grade is indicated by sign or abbreviation, document explaining 
it should be attached. 
International baccalaureate degree holder should submit the 
official certificate of IB final exam results in 6 subjects.  French 
baccalauréat degree holder should submit the “Relevé de 
Notes”.  GCEA Level qualification holder should submit the 
official transcript for Advanced Level.  German Abitur degree 
holder would submit the copy of “Zeugnis der allgemeinen 
Hochschulreife” replaced with a transcript. 

Copy of the Examination for 
Japanese University Admission 
for International Students 
results report (only applicants 
using the A1 or A2 methods) 

A copy of the exam ticket for the Examination for Japanese 
University Admission for International Students can also be 
submitted. 

National Center Test for 
University Admissions Results 
Request (only applicants 
using the B1 or B2 methods)  

Applicants should attach “Center Test Results Request(*)” to the 
designated section of application confirmation slip.(* details omitted) 
 
(1) Using the results for the 2019 National Center Test for 

University Admissions (B1 method), applicants must attach the 
Center Test for University Admissions Results Request 2020 
Admissions (2019 Results) (for National and Other Public 
University AO Exam) (referred to below as the “past-year 
results request”) issued by the National Center for University 
Entrance Examinations on the application confirmation slip. 
Check the National Center for University Entrance Examination 
Test Guide or the website of the National Center for University 
Entrance Examinations (https://www.dnc.ac.jp/) for information 
on how to submit a past-year results request. 

(2) Using the results of the 2020 National Center Test for 
University Admissions (B2 method), applicants must attach the 
Center Test for University Admissions Results Request 2020 
Admissions (for National and Other Public University AO Exam) 
sent by the National Center for University Entrance Examinations 
along with their exam ticket from December 2019. 

Score certificate, etc. • Applicants who took the TOEIC L&R, GTEC must submit 
the official score certificate (must be original). 

• Applicants who took the EIKEN Test in Practical English 
Proficiency must submit the original proof of EIKEN 
certification. 

• Applicants who took the TOEFL test must complete the ETS 
(Educational Testing Service) request procedures so that the 
official score is sent to the Entrance Examination Division, 
Toyohashi University of Technology (DI-CODE: 9381; DI-
NAME: TOYOHASHI UNIV OF TECHNOLOGY) by the deadline. 
Applicants should promptly request that their scores be sent 
since it can take over a month for the report to arrive. 

• Applicants who took the IELTS must complete the testing 
agency (in case of Japan, Eiken Foundation of Japan) 
request procedures so that the IELTS official test report 
form is sent to Toyohashi University of Technology by the 
deadline. 
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＊In case applicants cannot submit the original score certificate 
by deadline, submit the copy of the score report sent to the 
applicants by deadline first, then make sure to submit the 
original score certificate at the time of interview test.  If the 
original score certificate is not submitted, or original certificate 
differs from the copy submitted with application, taking the 
exam is not allowed. 

Passing Certificate, Passing 
Grade Certificate, etc. (only 
applicants who meet 
requirement (10)) 

Applicants applying through the High School Equivalency 
Examination (formerly, the University Entrance Qualification 
Examination) must submit the Passing Certificate or Passing 
Grade Certificate issued by the MEXT Minister. 

Copy of Enrollment Eligibility 
Certificate (only applicants who 
meet requirement (11) or (12)) 

Applicants who are deemed to be qualified to apply on an 
individual basis must submit a copy of the Enrollment Eligibility 
Certificate. 

Statement of reason for 
applying (English or Japanese) 

The form can be downloaded from TUT’s website 
(https://www.tut.ac.jp/exam/exam-webentry.html) to be filled out 
by the applicant. 

Essay (English or Japanese) The form can be downloaded from TUT’s website 
(https://www.tut.ac.jp/exam/exam-webentry.html) to be filled out 
by the applicant. 
The topics will be announced around the middle of September 
2019 for the first round of applications and around the middle of 
November 2019 for the second round of applications. 

Certificate of Residence or 
Resident Card (copy of alien 
registration certificate) (only 
for those this is applicable) 

(Only for non-Japanese living in Japan now) Submit a copy of 
this Item that lists nationality, resident status, and period of 
residence. 

Exam fee 17,000 yen 
Payment procedures must be completed before sending the 
application material. When paying the application fee from 
overseas, only a credit card can be used. 

Notes. 1. Certificates must be original in either Japanese or English (Except those specified 
as a “copy” on the above table). In case applicants cannot submit the original, submit 
the certified copy or proof of the original must be obtained from a public entity, 
such as an embassy. Documents written in other than Japanese or English 
must be attached with a Japanese or English translation which is certified by 
public entity in applicant’s home country (Certification by Japanese language 
school is not accepted). 

2. For handwritten application material, a black fountain or ball-point pen must be used. 
3. Exam fee once paid will not be refunded under any circumstances. 
4. Incomplete application material will not be accepted. 
5. Submitted application material will not be returned. Once application material is 

submitted, it cannot be altered. 
However, if there is a change in address (contact address) after the material 
has been submitted, applicants must promptly notify TUT of the change. 

 
(4) Advance advising for applicants with disabilities 

Parties with disabilities (based on the level of the physical disability as stipulated in 
Article 22.3 of the School Education Act Enforcement Ordinance, and that fall under the 
Services and Supports for Persons with Disabilities Act) who want to apply to TUT must 
contact the university before applying because special consideration may be required 
for study. If advising is required, it will be handled as outlined below: 
Period for requesting advising 

By October 10, 2019, for first round of applications and by December 5, 2019, for 
the second round 
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How to receive consultations 
The necessary documents, such as the heath exam certificate, must be attached to 
the advising request (no set form). If necessary, steps such as holding an interview 
with the applicant, related party from the applicant’s school who can represent the 
applicant, or similar person, will be held. 

Contact: Entrance Examination Division, Toyohashi University of Technology 
1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580 
Tel. 0532-44-6581 

 
6. How successful applicants are selected 

Successful applicants are selected according to a comprehensive evaluation that takes 
into consideration transcripts, a statement of reason for applying, an essay, the English 
proficiency test score and score for the Examination for Japanese University Admission for 
International Students or the National Center Test for University Admissions, and an 
interview (in both Japanese and English). 

 
(1) Time and location of interviews 

• Date and time: 
First round of applications: November 26, 2019 (9:00 a.m.–) (Japan standard time) 
Second round: January 27, 2020 (9:00 a.m.–) (Japan standard time) 

• Location: Toyohashi University of Technology 
For applicants taking the exam from overseas and who cannot make it to the 
university for the interview, the interview will be conducted over the Internet (Skype, 
etc.) on the day of the interview. 

 
7. Announcement of successful applicants 

First round of applications (A1 and B1 method): December 9, 2019 (11:00 a.m.) 
Second round of applications (A2 method): January 30, 2020 (3:00 p.m.) 
Second round of applications (B2 method): February 12, 2020 (3:00 p.m.) 
 

The exam numbers for the successful applicants will be posted on TUT’s website 
(entrance exam information section) and an official “Admission Notification” will be sent to 
successful applicants on the same date. 

TUT does not respond to inquiries regarding exam results by phone, etc. 
 
8. Enrollment procedures, etc. 

Enrollment procedures can be completed in person or by mail. 
 

(1) Enrollment period 
First round of applications (A1 and B1 method) 

Enrollment materials must arrive no later than December 25, 2019 (5:00 p.m.) 
Second round of applications (A2 and B2 method) 

Enrollment materials must arrive no later than February 19, 2020 (5:00 p.m.) 
(2) Fee payment (expected) 

Admission fee: 282,000 yen 
First semester tuition: 267,900 yen (535,800 for the full year) 
If there are changes in the fees when applicants enroll, or while attending TUT, the new 
admission fee and tuition will be applicable. 

(3) Successful applicants will receive the enrollment material. 
(4) Successful applicants accepted at another university because of the AO entrance exam 

results and who complete the enrollment procedures there, will not be accepted at TUT 
or any other national or public university, even if they pass an individual academic 
achievement exam or similar exam. In addition, except when approval is received for a 
successful applicant’s decision to decline an offer of admission as discussed in item (5), 
successful applicants will not be accepted by any other national or public university they 
applied to, even if they take that university’s entrance exam. 
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(5) Successful applicants accepted because of the AO entrance exam results and who 
decide not to accept the offer of admission for special reasons must submit a letter 
declining TUT’s offer of admission (no set form but must be hand written and include 
exam number, address, name, and reason for declining the offer of admission) by 
February 19, 2020, and obtain approval for the decision to decline the offer of admission. 

 
9. Unsuccessful applicants taking the individual academic achievement test, 

etc. 
Applicants who want to take the AO exam can select two national or other public 

universities—one from the first semester list and one from the second semester list—in case 
they fail the AO exam. 

 
10. Use of personal information 

Personal information included on applications, such as the address, name, date of birth, 
etc., is properly managed and is used only for the following purposes: 
(1) Selecting applicants, announcing successful applicants, completing enrollment procedures 

and accompanying procedures 
(2) Managing enrollment and grades after enrolling 
(3) As statistical data to improve the method for selecting applicants 

 
11. Security export controls 

TUT has created the Toyohashi University of Technology Security Export Control Rules 
based on the Foreign Exchange and Foreign Trade Act, and there is strict screening related 
to the acceptance of international students. 

In situations that fall under these rules, successful applicants may not be accepted to 
their desired program or be able to conduct research. 

 
12. Student dormitories 

All GAC students are expected to live in TUT Global House (A shared-house style of 
accommodation for International and Japanese students). Details of moving-in will be 
enclosed with Letter of Acceptance. 

 
13. Inquiries regarding the entrance exam 

Inquiries regarding the entrance exam should be submitted to the following: 
Entrance Examination Division, Toyohashi University of Technology 
1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580 

tel. 0532-44-6581 
email: nyushi@office.tut.ac.jp 
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