2019 年度

公募制推薦入学試験（駅伝）要項
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（参考）入学後について
出願書類返却願

【個人情報の取り扱いについて】
住所・氏名・その他の個人情報は、合格通知や手続書類の発送及び統計処理を行うために利
用します。これらは、本学または本学が業務委託した業者において行います。出願者の個人
情報は、本学が明示する用途のみに使用し、委託業者はその委託業務を超えた利用を行いま
せん。

【修業年限について】
本学の最低修業年限は 4 年です。しかしながら、単位取得状況によっては 4 年を超える場合
があります。

1. 募集学科・人員
学 部

学 科

募集人員

機械工学科
機械機能工学科
材料工学科
応用化学科
工学部

電気工学科
電子工学科
情報通信工学科
情報工学科
土木工学科
電子情報システム学科

若干名

機械制御システム学科
システム理工学部

環境システム学科
生命科学科（生命科学コース）
生命科学科（生命医工学コース）
数理科学科

デザイン工学部

デザイン工学科（生産・プロダクトデザイン系）
デザイン工学科（ロボティクス・情報デザイン系）
建築学科（AP コース）

建築学部

建築学科（SA コース）
建築学科（UA コース）

【創立 100 周年記念事業 駅伝プロジェクト支援金】
芝浦工業大学では、
「創立 100 周年記念事業 駅伝プロジェクト支援制度」を創設し、陸上競
技部駅伝ブロックに所属し文武両道を目指し努力する学生に対し、入学金の免除をはじめ、
活動奨励金（年額最大 120 万円）等の経済的支援を行います。
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2. アドミッションポリシー
芝浦工業大学アドミッションポリシー
芝浦工業大学へ入学を志望する受験生は、本学の建学の精神と以下に挙げる「求める人物像」を理解し、さらに
各学部の教育方針、学科のカリキュラム、教育及び研究の内容をよく理解して出願することが望まれます。
本学が求める人物像を以下に示します。
1. 本学での学修、研究を強く志望し、本学で自己成長・自己実現を成そうと志望する人。
2. 数学及び自然科学（物理学、化学、生物学などの科目）の基礎を学び、理工学と科学技術に対して強い興味
関心を持ち、将来この学問を通じて我が国と世界の持続的発展に貢献しようという意思を持つ人。
3. 大学において幅広い教養と経験、さらにコミュニケーション能力を身につけ、世界が多様であることを意識
しながら市民社会の一員としての責務を自覚し、人類の進歩と地球環境の保全に尽くすとの気概を持つ人。
上記に賛同し、本学への入学を志望する人は、高等学校等において以下の能力等を身につけておくことが望まれ
ます。
(1) 高等学校等の課程で学ぶ知識・技能（特に外国語、数学、理科）
(2) 思考力・判断力・表現力等の能力
(3) 主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度
本学においては、上記の能力等を多面的・総合的に評価するため、以下の入学者選抜を実施します。
選抜方式
評価方法
大学入試センター試験により多科目の「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現
大学入試センター試験利用
力」を多面的・総合的に評価します。
個別学力試験により「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力」を多面的・総
前期日程
合的に評価します。
個別学力試験及び英語資格・検定試験により「知識・技能」
、
「思考力・判断力・表
英語資格・検定試験利用
現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
個別学力試験により「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力」を多面的・総
全学統一日程
合的に評価します。
個別学力試験により「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力」を多面的・総
後期日程
合的に評価します。
日本大学連合学力試験により「知識・技能」を、出願書類及び面接により「思考
現地外国人特別
力・判断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
個別学力試験及び調査書により「知識・技能」を、実技または口頭試問、面接によ
AO
り「思考力・判断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
調査書により「知識・技能」を、出願書類及び面接により「思考力・判断力・表現
公募制推薦（駅伝）
力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
日本留学試験及び英語資格・検定試験により「知識・技能」を、出願書類及び面接
外国人特別
により「思考力・判断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価し
ます。
国際バカロレア資格により「知識・技能」を、出願書類及び面接により「思考力・
国際バカロレア
判断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
個別学力試験及び英語資格・検定試験により「知識・技能」を、出願書類及び小論
帰国生徒特別
文、面接により「思考力・判断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的
に評価します。
調査書により「知識・技能」を、出願書類及び実技、面接により「思考力・判断力・
プロジェクト
表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
個別学力試験、調査書及び英語資格・検定試験により「知識・技能」を、出願書類
公募制推薦（女子）
及び面接により「思考力・判断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的
に評価します。
調査書及び英語資格・検定試験により「知識・技能」を、出願書類及び面接により
指定校推薦
「思考力・判断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
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選抜方式
上海日本人学校推薦
日本語学校指定校推薦
9 月推薦
併設校推薦

1 月推薦
3 月推薦

学士
編入
マレーシア編入

評価方法
調査書により「知識・技能」を、出願書類及び面接により「思考力・判断力・表現
力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
日本留学試験及び英語資格・検定試験により「知識・技能」を、出願書類及び面接
により「思考力・判断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価し
ます。
併設校独自の基準により「知識・技能」を、出願書類により「思考力・判断力・表
現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
併設校独自の基準により「知識・技能」を、出願書類及び面接により「思考力・判
断力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
併設校独自の基準により「知識・技能」を、出願書類や面接により「思考力・判断
力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
個別学力試験または出願書類、小論文や面接により「知識・技能」
、
「思考力・判断
力・表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
個別学力試験により「知識・技能」を、出願書類及び面接により「思考力・判断力・
表現力」
、
「主体性・協調性」を多面的・総合的に評価します。
出願書類により「知識・技能」
、
「思考力・判断力・表現力」を、面接により「主体
性・協調性」を多面的・総合的に評価します。

■工学部アドミッションポリシー
工学部では、多くの工学系大学で行われてきた知識偏重教育を見直し、｢ものづくり｣に力点を置いた教育を行な
っています。本学部への入学を志望する受験生は、以下に挙げる「求める人物像」及び本学部の教育方針、学科の
カリキュラム、教育・研究の内容をよく理解して出願することが望まれます。
（工学部が求める人物像）
1. 工学を学ぶにあたり、関連する教育分野に関する基礎学力をつけた人。
2. 工学各分野での技術とその基礎・応用に興味がある人。
3. 実際に対象に触れ、自ら具体的に設計・製作・運用することに価値を見出す人。
4. 国際社会の一員として社会と技術のかかわりに向き合い、技術の発展と変革に貢献する志を持つ人。
5. 工学を礎とし、人類のさまざまな活動に、国際的な視点を持って主体的に取り組みたいと考える人。
上記に賛同し、本学部への入学を志望する人は、高等学校等において芝浦工業大学アドミッションポリシーに定
める(1)～(3)の能力を身につけておくことが望まれます。

■システム理工学部アドミッションポリシー
システム理工学部は、分野横断教育を特徴としています。本学部への入学を志望する受験生は、以下に挙げる「求
める人物像」及び本学部の教育方針、学科のカリキュラム、教育・研究の内容をよく理解して出願することが望ま
れます。
（システム理工学部が求める人物像）
1. 身の回りにあるさまざまな「もの」や「こと」の仕組みや成り立ちに関心を持ち、それについて深く考え、
問題点を解明することに興味を持っている人。
2.

他学科の学生とチームを組んで課題に取り組むなど、システム理工学部における学科の枠を超えた演習科目
に興味を持ち、主体的であり積極的に学修することに強い意欲を持っている人。

3.

システムを構成する要素のつながりを重視した付加価値のある「ものづくり」や「新たな枠組みづくり」に
携わることを通じて社会に貢献する意志を持っている人。

上記に賛同し、本学部への入学を志望する人は、高等学校等において芝浦工業大学アドミッションポリシーに定
める(1)～(3)の能力を身につけておくことが望まれます。
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■デザイン工学部アドミッションポリシー
デザイン工学部は、デザイン能力醸成教育を特徴としています。本学部への入学を志望する受験生は、以下に挙
げる「求める人物像」及び本学部の教育方針、学科のカリキュラム、教育・研究の内容をよく理解して出願するこ
とが望まれます。
（デザイン工学部が求める人物像）
1.

2.
3.

十分な基礎学力に加えて、21 世紀における社会と産業が求める技術者をめざす人。
創造的な発想と、問題発見・解決能力、そして総合的な視野に立ち自律的に思考できる素養を持つ人。
多彩な才能と可能性を秘め、国際社会、産業、個人の生活・関心の変化に対して敏感に適応できる人。

上記に賛同し、本学部への入学を志望する人は、高等学校等において芝浦工業大学アドミッションポリシーに定
める(1)～(3)の能力を身につけておくことが望まれます。

■建築学部アドミッションポリシー
建築学部は、豊かな感性と技術力を身につけた高い志を持つ建築の専門家を養成します。本学部への入学を志望
する受験生は、以下に挙げる「求める人物像」及び本学部の教育方針、カリキュラム、教育・研究の内容をよく理
解して出願することが望まれます。
（建築学部が求める人物像）
1. 建築・都市におけるさまざまな課題に対して積極的な興味・関心を持つ人
2.

本学部での学修、研究を強く志望し、自らの意思と行動力を持って人々の暮らしを支え喜びをもたらす建築
を生み出すことに、情熱を持つ人

3.

建築をベースに、社会や時代・環境の変化を見据え、多様な価値観を受け入れ、場所・地域・国を問わずに
活躍することを志向する人

上記に賛同し、本学部への入学を志望する人は、高等学校等において以下の能力を身につけていることが望まれ
ます。
(1) 科学的な思考・判断をするための基礎学力（特に数学・物理・化学・英語）
(2)

論理的な思考にもとづく、判断力、読解力、表現力

(3)

建築・都市を取り巻く社会や文化について、その歴史をふまえて理解するための基礎的知識

(4)

主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度

(5)

独自の視点により空間や思考を表現する能力
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3. 出願資格
次の(1)～(6)のすべてに該当し、学校長が責任を持って推薦できることとする。
(1) 芝浦工業大学への入学を第一志望とし、入学後は学業とスポーツ（駅伝）活動を両立させる強い意思を
もつ者。
(2) 入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。
(3) 高等学校在学中あるいはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場
等の優秀な競技成績を有する者、およびこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。
(4) 次のいずれかに該当する者。
① 高等学校または中等教育学校を卒業した者、及び 2019 年 3 月卒業見込みの者。
② 高等専門学校の第 3 学年を 2019 年 3 月修了見込みの者。
③ 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、及び 2018 年 4 月 1 日以降、2019 年 3
月 31 日までに修了（見込み）の者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
④ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外
教育施設の当該課程を修了した者、及び 2018 年 4 月 1 日以降、2019 年 3 月 31 日までに修了（見込
み）の者。
⑤ 文部科学大臣が指定した者（昭和 23 年文部省告示）のうち、国際的な評価団体（WASC、ACSI、
CIS）の認定を受けた外国人学校の 12 年の課程を修了した者、及び 2018 年 4 月 1 日以降、2019 年
3 月 31 日までに修了（見込み）の者。
(5) 調査書記載の欠席日数の合計が 30 日を超えないこと。
(6) 履修科目について以下のすべての条件を満たしていること。
① 高等学校全期間（卒業見込みの者は、第 3 学年第 1 学期まで）に履修したすべての教科・科目の全体
の評定平均値が 3.5（小数点以下第 2 位を四捨五入）以上であること。
② 次の科目を原則として履修していること
数学： 数学 I・数学Ⅱ・数学 A・数学 B
理科： 物理基礎・物理・化学基礎・化学
英語： コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ

4. 入学試験日程
出願期間

試験日

合格発表

入学時納入金

入学手続書類

納入締切

提出

2018 年
11 月 1 日（木）～

2018 年

2018 年

2018 年

2019 年

11 月 5 日（月）

11 月 25 日（日）

12 月 8 日（土）

12 月 21 日（金）

3 月下旬

消印有効
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5. 出願手続
(1) 出願書類
市販の角形 2 号封筒に出願書類①～⑦を入れ、おもてに⑧封筒宛名ラベルを貼付し、出願期間内に［簡
易書留・速達便］で送付してください。①、③、④、⑧の書類は本学 Web サイトからダウンロードしてく
ださい（A4 片面、白紙に印刷）
。書類に不備があった場合、解消されるまで受付保留となります。また、
一度提出された書類は返却しません。
出願書類
①入学志願書

内容
黒のボールペンを使用して記入してください。
出願前 3 か月以内に撮影した写真（縦 4cm×横 3cm、カラー）で上半身正
面・脱帽、無背景の鮮明なものを、①入学志願書に貼付してください。髪

②写真

型・眼鏡等で試験日当日と著しく違いのあるものは避けてください。スナッ
プ写真や不鮮明な写真は使用できません。

③入学検定料の振込に

③入学検定料の振込について（振込用紙）を用いて入学検定料を納入し、振

ついて（振込用紙）

込金受取証【C 票】を④振込金受取証【C 票】貼付用紙に貼付してくださ

④振込金受取証【C 票】

い。
【B 票】は入学検定料納入の領収書を兼ねます。大切に保管してくださ

貼付用紙
⑤自己推薦書

い。
与えられたテーマに沿って内容を記入してください。
「志望学科、氏名」を
全てのページに記入してください。
厳封された以下のいずれかの書類を用意してください。

⑥調査書

・高等学校または中等教育学校の卒業者は、出身学校長が作成した調査書。
・卒業見込者は、最終学年 1 学期（または前期）までの成績が記載された調
査書。

⑦活動実績を証明する

出場の大会、大会期、種目、順位、記録及び活動内容をまとめた書類

（自由記述）と、それを証明する書類または資料を提出してください。
「志望学科、住所、氏名」を記入してください。提出書類に不備がないことを
⑧封筒宛名ラベル
確認の上、出願する入試方式及び提出書類にレ点を記入してください。
※記入を間違えた場合は、修正液や修正テープを使用し訂正してください。その際は枠線を消さないよう注
書類または資料

意してください。
※原則として⑦活動実績を証明する書類または資料の返却はしません。出願時に返却請求があった場合に限
り、試験日当日に書類を返却します。希望者は巻末の出願書類返却願に必要事項を記入し、出願書類とあ
わせて提出してください。
(2) 入学検定料
金

額：35,000 円

納入方法：入学検定料の振込について（振込用紙）を用いた銀行振込

6

(3) 受験票


出願期間終了後、入学志願書に記載の住所へ郵送します。



試験日の 2 日前までに受験票が到着しない場合には、入試課にお問い合わせください。



受験票を紛失・破損した場合は、写真を持参の上、受付の係員に申し出て受験票の再交付を受けて
ください。受験票を忘れた場合も同様に受付で係員に申し出て、受験票の再交付を受けてくださ
い。

6. 試験
試験会場：芝浦工業大学 豊洲キャンパス（工学部、デザイン工学部、建築学部）
芝浦工業大学 大宮キャンパス（システム理工学部）
試験科目：面接試験
試験時間：受験票に記載
注意事項：開始 20 分前までに受付を済ませ、指定された座席に着席してください。

7. 合格発表
合否結果を郵送で通知します。また、本学 Web サイトに合格者の受験番号を掲載します。合否に関するお
問い合わせには一切応じることができません。
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8. 入学手続
(1) 入学手続
入学手続は、①「入学時納入金の納入」及び②「入学手続書類の提出」によって完了します。詳細は合格
発表時に案内します。
① 入学時納入金の納入
期日までに入学時納入金を一括納入してください。所定の用紙を使用して、金融機関から「電信扱い」
により振り込んでください。
② 入学手続書類の提出
個人情報の入力、入学手続書類の提出を行ってください。
(2) 入学手続後の流れ
2019 年 3 月下旬から 4 月上旬にかけて、大学キャンパスにてプレイスメントテストや新入生ガイダンス
等が行われます。これらへの出席は必須です。詳細は合格発表時に案内します。

9. 入学前準備教育
合格者に対して、入学後の教育でつまずかないよう、以下 2 つの入学前準備教育を実施します。詳細は合
格発表時に案内します。
(1) 基礎科目の e-learning による「入学前講座」
合格者は原則として全員受講（受講料自己負担）する必要があります。また、大学は受講状況を随時確認
します。苦手科目がある場合は入学前に克服するよう学習に努めてください。
(2) 「学科独自課題」
入学予定学科が設定した課題に取り組み、入学後に必要とされる素養を身につけるよう努めてください。
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（参考）入学後について
I.

入学時及び入学後の納入

■学費等納入金
入学後の学費等納入金については、半期ごとに学費を負担される方（入学手続時に指定）宛に郵送する学
費等納付書にて納入してください。なお、納入時期は、原則として 1 年次後期は 9 月末、2 年次以降前期は
4 月末、2 年次以降後期は 9 月末となります。これらを期日までに納入しない場合、以後の履修登録ができな
くなります。
〈全学部〉

（2019 年度／単位：円）

1 年次

年次
費目

2 年次

3 年次

4 年次

入学時

後 期

前 期

後 期

前 期

後 期

前 期

後 期

入学金

280,000

－

－

－

－

－

－

－

授業料

549,500

549,500

549,500

549,500

599,500

599,500

599,500

599,500

維持料

141,500

141,500

141,500

141,500

141,500

141,500

141,500

141,500

自治会費

－

2,500

－

－

－

－

－

－

文化会費

－

2,760

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

1,380

体育会費

－

3,800

1,900

1,900

1,900

1,900

1,900

1,900

大学祭費

－

720

360

360

360

360

360

360

大宮祭費

－

300

150

150

150

150

150

150

後援会費

入会金

－

10,000

－

－

－

－

－

－

※

会費

－

15,000

15,000

－

15,000

－

15,000

－

校友会費

－

－

－

－

－

－

40,000

－

計

971,000

726,080

709,790

694,790

759,790

744,790

799,790

744,790

学生団体
諸会費

※留学生は後援会費の支払いが不要。
芝浦工業大学血縁者学費等減免措置
本学では、入学される方の血縁者（親子・兄弟姉妹等 2 親等以内）が以下に該当する場合、入学者の入
学金相当額（280,000 円）を免除いたします。
a.

過去に血縁者が本法人の設置する、または設置していた学校に在籍していた者。

b.

現在、血縁者が本法人の設置する学校に在籍している者。

c.

複数の者が本学に同時に入学する場合は、1 名を除いたその他の者。

入学後の申請により、いったん納入いただいた入学金相当額を返金します。

i

■諸会費の内訳
諸会費とは、学生団体諸会費、後援会費、校友会終身会費のことです。また、学生団体諸会費は学生大会
において毎年見直しが行われるため、金額が変更となる場合があります。

(1) 学生団体諸会費
本学には学生が自主的に活動する学生団体として、学生自治団体の「芝浦工業大学学生自治会」
、学園祭
を企画運営する「芝浦祭実行委員会」
「大宮祭実行委員会」
、クラブ・サークル活動の取りまとめを行う「文
化会執行部」
「体育会執行部」があります。
これらの活動は、学生自身が自分たちを取り巻くさまざまな環境や条件について真剣に考え、学生生活の
向上のために、自ら企画・運営しています。諸会費はそれらの自主的活動を支えるために使用されます。
(2) 後援会費（留学生は支払不要）
芝浦工業大学後援会は本学学生の保護者を会員とした団体で、学生の入学と同時に入会していただきます。
学生生活の向上、教育・研究の充実、会員相互の交流・親睦や大学との情報交換など、さまざまな活動を通
して、学生及び会員の支援を行っています。
過去に入学者の兄弟姉妹が芝浦工業大学に入学し、すでに後援会入会金を納入した場合は、今回入学され
る方の入会金（10,000 円）を免除します。詳細については入学時にご案内します。
〈後援会費をもって行う主な取り組み〉

父 母 懇 談 会
アクティブプラン
成績通知報告

取り組み内容
毎年全国の主要都市に教職員を派遣し、本学の財務状況や進路状況の説明だけでな
く、学生の成績や進路についての説明・相談を行っています。
本学の学生が主体となって行う社会活動などに対して、その活動資金を援助する制
度。多岐にわたる学生の自主活動を支援します。
各学期末に保証人に成績通知書を送付します。

(3) 校友会費
芝浦工業大学校友会は卒業生を会員とし、会員の相互の交流と親睦を深め、さまざまな地域・社会活動等
を通じて母校の発展に寄与することを目的とした組織です。在学生に対しても「卒業生である現役企業人を
就職指導講師として派遣」
「すぐれた成績をあげた学生団体の顕彰」
「父母懇談会のサポート」などの支援活
動を続けています。校友会には卒業と同時に入会していただきます。入会案内等は卒業年次にご案内します。
■その他の納入金
・ 学科やカリキュラムによって別途必要となる費用もあります。詳しくは入学後のガイダンスで確認して
ください。
・ 建築学部建築学科 AP コースでは、国内プロジェクトなど選択必修科目で、別途交通費や宿泊費など実
習費用がかかります。
・ 教職課程の履修を希望する場合は、通常の授業による学費のほかに、教職課程受講料として 10,000 円
を納入してください。また 4 年次の教育実習受講時には教育課程受講料とは別に実習費用等として
15,000 円（受講年度によって変更する場合があります）が必要となります。なお、中学校教諭免許状取
得に必要な特別支援学校や社会福祉施設等での介護等体験には、体験費用として約 10,000 円（体験先
の都道府県により異なります）が必要となります。詳しくは入学後のガイダンスで確認してください。
・

入学手続完了者には入学後に寄付（任意）をお願いすることがあります。
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II. 教育ローン、奨学金
本学では、入学時のまとまった出費や在学中の学費の一時的補填に対して、大手都市銀行
教育ローン

等との提携による教育ローンを用意しています。
一定の条件がありますので、詳しくは合格通知に同封する案内を参照してください。
1〜3 年次の在学期間において、学業・人物とも

芝浦工業大学育英奨学金

に優秀な学生に給付。
1〜3年次の在学期間において、学業・人物ともに

エスアイテック育英奨学金

優秀で、意欲的に課外活動（文化会・体育会加盟
団体に限る）に参加している学生に給付。
本学の正規課程に在学し、在留資格「留学」を有

芝浦工業大学私費外国人

する学生のうち、成績要件を満たした者に給付。

留学生学費援助

給付奨学金

学年や成績により給付額が異なる。

芝浦工業大学大学院修士課程

修士課程学内進学合格者のうち、成績及び人物

給付奨学金

とも極めて優秀な学生に給付。
修士課程学内進学・一般（一次）入学試験合格者

芝浦工業大学創立80周年記念

のうち、成績及び人物とも極めて優秀な学生に

大学院修士課程給付奨学金

給付。
本学の学部生及び卒業生のうち、大学院進学者
（博士課程を除く）で、次の(1)または(2)に該当
する者に給付。
(1)一般入学試験時にTOEIC550点以上のスコア

グローバル理工系人材育成大学院
給付奨学金

を有している者
(2)本学に在学する学部生で、入学前年度3月31
日までにTOEIC550点以上を有し、スコアレ
ポートを提出できる者（卒業生は対象外）
学部3年次学期末成績が優秀な学生（育英奨学金

貸与奨学金

芝浦工業大学大学院進学奨励奨学金

と重複しない）に貸与。本学の大学院に進学した
場合は奨学金の返還を免除する。

後援会奨学金

自活支援奨学金

首都圏（1都6県）以外から入学した学生に給付。

▼奨学金について（芝浦工業大学 Web サイト）
http://www.shibaura-it.ac.jp/student/scholarship/index.html
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III. 学生生活サポート
(1) SAFE システム
芝浦工業大学では、すべての在学生が安心して充実した学生生活を送れるよう、
「芝浦工業大学学生総合
保障制度（SAFE システム）
」を設けています。
課外活動中の事故で傷害を負った、親の死亡により経済的に困窮したなどの学業の継続を阻害するさまざ
まなトラブルやアクシデントに対して、緊急な奨学金の貸与、見舞金の支払いなど、経済面から総合的にサ
ポートします。本制度の加入にかかわる手続、費用の負担等はすべて本学が行います。詳細は入学手続時に
パンフレットを配布します。
■緊急奨学金
① 芝浦工業大学特別奨学金…家計支持者の経済的事情が急変した場合
（原則として当該学年の学費相当額の貸与）
② 芝浦工業大学緊急時奨学金…家計支持者の経済的事情が急変した場合
（当該学年の学費（年額）の 1/12 額とし、6 か月分を限度とする）
■災害傷害保険
① 学生本人…事故による死亡・入院・後遺症及び個人賠償責任に対応
② 学費納入者等…事故により死亡した場合に、残余の学費相当額を保障

(2) 学生寮
入寮に関する詳細については、本学 Web サイトをご覧ください。
■国際学生寮
大宮キャンパスにある国際学生寮は、日本人と外国人留学生が同じ割合で暮らす多様性に満ちた場所で
す。寮生はシェアキッチンなどの交流の場を通して、日常的に外国の文化や習慣に触れる事ができます。
寮費：月額 35,000 円（食事なし、水道光熱費別）
■東大宮学生寮
東大宮学生寮は、男子学生寮です。学生相互の自主的な共同生活を通じて、社会生活に必要なコミュニケ
ーション能力と人間力を育成することをめざします。食堂も整っており、部活動に熱心に取り組む学生に
も好評です。
寮費：参考月額 59,500 円（食事、水道光熱費、管理費込）
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(3) アパート・住まい
一般の不動産店舗のほか、以下でも紹介を行っております。
■芝浦工業大学消費生活協同組合
合格後のお部屋探しは、大宮キャンパス内の本学消費生活協同組合（生協）で紹介しています。≪安心
≫≪安全≫≪納得≫のお部屋探しができるように年間を通じて窓口を開設。合格発表時に送付する生協か
らのご案内で「入学準備資料」をご請求ください。また、Web サイトからでも請求可能です。
学部

工学部・システム理工学部・デザイン工学部・建築学部

期間

通年（2019 年 2 月～3 月は特設会場を設置：月曜～日曜営業）

営業時間

10:00～17:00（月～土）※年末年始は閉店

生協 Web サイト

https://www.univcoop.jp/sit/

お部屋探し専用 Web サイト

http://www.sit-roompia.jp/
芝浦工業大学消費生活協同組合・住まいサポートセンター

お問い合わせ先

TEL：048-797-6244／FAX：048-797-6245
Email: gakusei@roompia.jp

■株式会社エスアイテック
通学圏内の不動産を㈱エスアイテックが提携する地元の不動産会社がご紹介します。㈱エスアイテック
は、芝浦工業大学・後援会・校友会が出資して設立した会社なので、安心・安全な物件に加え、各種保険も
相談可能です。
学部

工学部・システム理工学部・デザイン工学部・建築学部

期間

通年

営業時間

9:00～17:00（平日）

お部屋探し専用 Web サイト

https://secure02.red.shared-server.net/www.sitech-jp.com/tech-room/

お問い合わせ先

株式会社エスアイテック 担当：原田
TEL：03-5859-7954／FAX：03-5859-7931
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請求日：

年

月

日

出願書類返却願
芝浦工業大学
学長

村上

雅人

殿

フリガナ

志

印
○

氏名

願

学部

者

志願学部・学科

学科

（

コース・系）※

情

〒

報

住

所

電話番号

自宅

携帯電話

※生命科学科、デザイン工学科、建築学科はコース・系を明記してください。

下記の出願書類の返却を請求いたします。
・活動実績を証明する書類または資料

※必要事項を記入・捺印の上、出願書類とあわせて送付ください。
※当該書類（原本のみ）を試験日当日に返却いたします。郵送による返却はいたしません。

芝浦工業大学
入試部入試課

〒135-8548 東京都江東区豊洲３－７－５
TEL 03-5859-7100
www.shibaura-it.ac.jp

