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Ⅰ.求める学生像は？

Ⅳ.来年度の入試日程は？

Ⅲ.どんな入試があるの？！

Ⅵ.ネットでらくらく出願！

Ⅴ.特待生制度って？

Ⅱ.SDGSへの取り組み
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長岡技術科学大学は、

活 力 = Vitality

独創力 = Originality

世のための奉仕 = Services
を重んじるＶＯＳの精神をモットーとし、グローバルな技術

展開のできる高度な実践的・創造的能力を備えた指導的技術

者・研究者の養成を目指しています。この目的を達成するた

めに、本学はすべての学部入学者に対し、大学院進学を前提

とした学部から大学院までの一貫教育を行っています。

そこで、本学は入学を希望する学生に対し、次のような能力

と資質を求めます。 ＞＞

Ⅰ.求める学生像(アドミッションポリシー)
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本学は、2018年に国連から国連アカデミック・インパクトにおける

SDGsゴール9（産業と技術革新の基盤を作ろう）のハブ大学に任命さ

れました。SDGsに係る取組を牽引する役割を担うハブ大学はSDGsの

各ゴールにつき世界で1大学のみが任命されるもので、東アジアにおけ

る任命は本学が唯一です。本学は持続可能な世界の実現に向け早くから

積極的な取組を行っており、国連からSDGsに関する革新的な取組の模

範大学として高い評価を受けています。

Ⅱ.SDGsへの取り組み
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SDGs

♦ MDGs  SDGs 

2001年〜2015年
発展途上国
8ゴール・21ターゲット

MDGs

2016年〜2030年
全ての国・地域
17ゴール・169ターゲット

SDGs

目標 1 〜目標 6:「社会」目標。MDGsの後継

目標 7 〜目標11:「経済」の持続可能性を取り入れた目標

目標12 〜目標15:「環境」の持続可能性に関する目標

目標16               : 平和・正義に関する目標

目標17               : 1〜16の目標達成に欠くことのできない
基礎的な要件（実施手段）
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SDGs

♦国連アカデミック・インパクト（UNAI）

https://www.academicimpact.jp/nagaokaut/

 知的分野の社会的責任の文化を共有する

 本学が取り組む原則：

・原則4：高等教育に必要とされるスキル、

知識を習得する機会を全ての人に提供する

・原則5：世界各国の高等教育制度において、

能力を育成する

・原則9：持続可能性を推進する

国連広報局が担当するプログラム。国連
が掲げる「アカデミック・インパクトの
10原則」を支持し促進させる

本学は「SDG ゴール9 のアカデミック

インパクト拠点（ Hub大学）」として、

世界を牽引していきます！！

UNAIより
オファー！
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SDGs

♦ UNAI SDGハブ大学: 世界17大学
UNAI：2010年に発足

UNAI：140ヶ国1,300校以上が加盟
UNESCO Chair：約730機関
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Ⅲ.どんな入試があるの？

（１）本科５年生 ➡ 本学第３学年
１）推薦入試
２）学力入試

（２）専攻科２年生 ➡ 本学大学院修士課程
１）専攻科修了見込者推薦入試
２）一般入試（第１回～第３回募集※）

（３）専攻科２年生 ➡
１）専攻科修了見込者推薦入試
２）一般入試（第１回～第３回募集※）

※第３回募集は、第２回募集までの志願状況によっては
実施しない専攻があります

本学大学院5年一貫制博士課程
技術科学イノベーション専攻

8
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(１)工学部 第３学年

学
部

課 程
募集人員

課程合計 うち推薦 うち学力

工

学

部

機械創造工学 79人 39人 40人

電気電子情報工学 79人 39人 40人

物質材料工学 38人 19人 19人

環境社会基盤工学 47人 23人 24人

生物機能工学 40人 20人 20人

情報・経営システム工学 27人 13人 14人

合 計 310人 153人 157人

課程と募集人員
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本学の課程 対応する高等専門学校の学科等

機械創造工学
機械、金属・材料及び情報・制御系学科をはじめとする
すべての学科

電気電子情報工学 原則として電気、電子、通信、情報及び制御系学科

物質材料工学
物質、化学、材料（金属・電気・電子を含む）系学科を
はじめとするすべての学科

環境社会基盤工学 土木及び建築系学科をはじめとするすべての学科

生物機能工学 すべての学科

情報・経営システム工学 情報、経営系学科をはじめとするすべての学科

(１-１)第３学年推薦入試

◆推薦要件

◆課程への推薦

高専卒業見込者で、成績が上位に属し、出身高専校長が人物及び学業とも
に優れていると認めた者（他の国公立大学と重複して推薦を受けることは
できません。）

◆入試方法
書類審査のみ。特待生および外国人留学生は、書類審査に加え、面接を
行います。 10



◆入試方法
筆記試験(1日目)と面接(2日目)を行います。

◆科目と配点

科目名
国 語

(日本語※)
英 語

数学・
応用数学

志望課程
別科目

面 接 計

配 点 １００ ２００ ２００ ３００ ２００ １,０００

※外国人留学生は、国語にかえて日本語の試験を行います

(１-２)第３学年 学力入試
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◆選択専門科目
出願の際に第一志望課程に対応する科目を一つ選択

(１-２)第３学年 学力入試

選択科目

志望課程

力学基礎
※1

電気工学、電
子工学及び
情報工学

物質材料
工学

建設工学
生物機能
工学

情報・経営
システム
工学

機械創造
工学課程 ●

電気電子情報
工学課程 ●

物質材料
工学課程 ● ● ● ● ● ●

環境社会基盤
工学課程 ●

生物機能
工学課程 ● ● ● ● ● ●

情報・経営シス
テム工学課程 ● ● ● ● ● ●

12
※1 令和３年度第３学年学力入試（令和２年度実施分）より変更。



◆試験日程及び場所
日 程 科目等 時 間

2020年
６月27日（土）

国 語 ９:００～１０:２０（８０分）

英 語 １１:００～１２:２０（８０分）

数学・応用数学 １３:３０～１５:００（９０分）

志望課程別科目 １５:５０～１７:２０（９０分）

6月28日（日） 面 接 ９:００～

試験会場は長岡技術科学大学です。
JR長岡駅から大学まで直行する
シャトルバスを運行する予定です。

(１-２)第３学年 学力入試
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(1)工学部 第３学年

募集区分 要項発表 出願期間 試験日 合格発表

推薦

2020年
３月中旬

4月27日（月）～5月8日（金）
6月3日（水）
（特待生面接）

6月11日（木）

学力
4月27日（月）～5月8日（金）

（推薦試験に合格しなかった
者の出願期間は別途設定）

6月27日（土）～
6月28日（日）

7月16日（木）

Ⅳ.2021年度入学者選抜試験日程
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(2)大学院工学研究科 修士課程

Ⅳ.2021年度入学者選抜試験日程

募集区分
要項
発表

出願期間 試験日 合格発表

専攻科推薦
2020年

３月下旬
6月1日（月）～6月4日（木） 7月2日（木） 7月16日（木）

一般
（1回募集）

2020年

２月下旬

6月1日（月）～6月4日（木） 7月1日（水） 7月16日（木）

一般
（2回募集）

10月28日（水）～11月2日（月） 11月17日（火） 12月3日（木）

一般
（3回募集）

2021年
1月18日（月）～1月21日（木）

2月1日（月） 2月18日（木）

(注)第３回募集は第2回募集までの志願状況により実施しない
専攻があります。 15



(３)大学院工学研究科 5年一貫制博士課程
【技術科学イノベーション専攻】

Ⅳ.2021年度入学者選抜試験日程

募集区分
要項
発表

出願期間 試験日 合格発表

専攻科推薦
2020年

３月下旬
6月1日（月）～6月4日（木） 7月2日（木） 7月16日（木）

一般
（1回募集）

2020年

２月下旬

6月1日（月）～6月4日（木） 7月1日（水） 7月16日（木）

一般
（2回募集）

8月28日（金）～9月2日（水） 9月23日（水） 10月8日（木）

一般
（3回募集）

2021年
1月18日（月）～1月21日（木）

2月1日（月） 2月18日（木）

(注)第３回募集は第2回募集までの志願状況により実施しない
場合があります。 16



令和元年度入学者 選抜状況

入試区分 募集 志願者 合格者 倍率

学部３年
推薦 153人 182人 169人 1.1倍

学力 157人 429人 234人 1.8倍

修士課程
（専攻科修了者）

推薦
若干人

18人 18人
ー

一般 13人 13人

５年一貫制
博士課程

（専攻科修了者）

推薦
若干人

5人 4人
ー

一般 0人 0人
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Ⅴ.特待生制度について

学業成績が極めて優秀で、大学院修士
課程、博士後期課程または５年一貫制博
士課程への強い進学意欲がある学生を対
象に入学料（全額）、授業料（全額また
は半額）を免除する

ＶＯＳ特待生制度
を設け、将来、グローバル社会で活躍し
得る実践的、創造的能力を備えた指導者、
技術者の養成に取り組んでいます。
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長岡技術科学大学独自の

VOS特待生・スーパーVOS特待生制度（学部3年入学者）

VOS特待生 スーパーVOS特待生

募集

人員

推薦募集人員153人のうち
２０人（スーパーVOS１０人含む）

を上限
１０人を上限

応募

資格

・高専３年または４年のいずれかの
席次がクラス２位以上

・修士課程に進学する意欲がある
者

・高専３年・４年の席次がいずれもクラ
ス２位以上

・修士～博士課程に進学する意欲が
ある者

特典
・学部入学料全額免除

・入学後２年間の授業料半額免除

・入学料…学部、大学院とも全額免除
・授業料…学部、大学院とも半額免除

採否 面接（各課程）により決定
一次面接（各課程）、二次面接（学長）
を経て決定
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長岡技術科学大学独自の

VOS特待生・スーパーVOS特待生制度（専攻科推薦）

VOS特待生 スーパーVOS特待生

募集

人員

10人（スーパーVOS特待生若干人

を含む）を上限
若干人

応募

資格

・高専本科在学中の席次が最終二
学年を通じて上位15％以内、かつ、

専攻科在学中の成績が極めて優
秀

VOS特待生の応募資格に加え、本学

入学後は博士後期課程に進学する意
欲がある者

特典
・入学料全額免除

・授業料半額免除

・入学料全額免除
・授業料…修士課程半額、博士後期

課程全額免除

採否 面接（各専攻）により決定
一次：各専攻、二次：学長面接により
決定
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Webブラウザ
・ＰＣ、iPhone、アンドロイド端末などからインターネットに接続できる環境で、ウェブブラウザ
ソフト（ＩＥ、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅ、ＦｉｒｅＦｏｘ、Ｓａｆａｒｉ・・・）をご用意ください。

PDF表示・印刷ソフトウェア
入学志願票等（PDF）の表示・印刷に「Adobe Reader（無償）」等

メールアドレス
パソコンで使用できるメールアドレスを推奨しています。

プリンター
A4普通紙に印刷することができるカラーもしくはモノクロプリンターが必要です。
用紙は市販のＡ４用紙で結構です。

願書等送付用封筒
印刷した志願票のほか、調書、証明書等を送付する市販の角形２号封筒

事前に準備していただくもの
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長岡技術科学大学は
未踏領域・未踏分野に挑戦する
タフなグローバル技術者を育てます

ご清聴ありがとうございました
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