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機械、建築、社会基盤、エネルギー、航空宇宙などの工学分野において高度な専門知識
ᶵᲔ䚸ᘓ⠏䚸♫ᇶ┙䚸䜶䝛䝹䜼䞊䚸⯟✵Ᏹᐂ䛺䛹䛾䛔䛪䜜䛛䛾ᕤᏛศ㔝䛻䛚䛔䛶㧗ᗘ
を有するだけでなく、関連する周辺分野に関する横断的な視野や国際的な情報発信能力を
䛾ᑓ㛛▱㆑䜢᭷䛩䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸㛵㐃䛩䜛࿘㎶ศ㔝䛻㛵䛩䜛ᶓ᩿ⓗ䛺ど㔝䜔ᅜ㝿ⓗ䛺ሗ
備え、研究プロジェクトを適切に管理
・ 運営し、社会で主導的な役割を果たし，工学分野に学
Ⓨಙ⬟ຊ䜢ഛ䛘䚸◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢㐺ษ䛻⟶⌮䞉㐠Ⴀ䛧䚸♫䛷ᑟⓗ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䠈ᕤ
ぶ後進を適切に指導できる大学教員、研究者及び高度専門職業人を育成する。
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4．
研究の結論が客観的な根拠、合理的な演繹に基づいていること。
㻠䠊◊✲䛾⤖ㄽ䛜ᐈほⓗ䛺᰿ᣐ䚸ྜ⌮ⓗ䛺₇⧢䛻ᇶ䛵䛔䛶䛔䜛䛣䛸䚹㻌
5．
上記の項目の全てが適切な論文構成、明快な記述により取り纏められていること。また、論文の内容を的確に説明する題目が
㻡䠊ୖグ䛾㡯┠䛾䛶䛜㐺ษ䛺ㄽᩥᵓᡂ䚸᫂ᛌ䛺グ㏙䛻䜘䜚ྲྀ䜚⧳䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹䜎䛯䚸ㄽᩥ䛾ෆᐜ䜢ⓗ☜䛻ㄝ᫂䛩䜛㢟┠
与えられていること。
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＜最終試験に係る基準＞
䠘᭱⤊ヨ㦂䛻ಀ䜛ᇶ‽䠚㻌
学位論文の内容について説明を求め、上記の
1. から
5. の基準を満たすことが確認されるとともに、以下の能力、知識等を有する
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こと。
䛩䜛䛣䛸䚹㻌
1．
知の創成力： 未来の社会に貢献し得る新たな知を創成する能力
㻝䠊▱䛾ᡂຊ䠖ᮍ᮶䛾♫䛻㈉⊩䛧ᚓ䜛᪂䛯䛺▱䜢ᡂ䛩䜛⬟ຊ㻌
2．
マネジメント能力： 俯瞰的な視野から課題を発見し解決のための方策を計画し実行する能力
㻞䠊䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䠖ಠ▔ⓗ䛺ど㔝䛛䜙ㄢ㢟䜢Ⓨぢ䛧ゎỴ䛾䛯䜑䛾᪉⟇䜢ィ⏬䛧ᐇ⾜䛩䜛⬟ຊ㻌
3．
コミュニケーション能力： 学術的成果の本質を積極的かつわかりやすく伝える能力
㻟䠊䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䠖Ꮫ⾡ⓗᡂᯝ䛾ᮏ㉁䜢✚ᴟⓗ䛛䛴䜟䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛⬟ຊ㻌
4．
リーダーシップ力： リーダーシップを発揮して目的を達成する能力
㻠䠊䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ຊ䠖䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢Ⓨ䛧䛶┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛⬟ຊ㻌
5．
国際性 ：国際的に活動し国際社会に貢献する高い意識と意欲
㻡䠊ᅜ㝿ᛶ䠖ᅜ㝿ⓗ䛻άື䛧ᅜ㝿♫䛻㈉⊩䛩䜛㧗䛔ព㆑䛸ពḧ㻌
6．
研究力： 構造エネルギー工学分野の先端的な問題を抽出して解決法を提案し実行できる能力
㻢䠊◊✲ຊ䠖ᵓ㐀䜶䝛䝹䜼䞊ᕤᏛศ㔝䛾ඛ➃ⓗ䛺ၥ㢟䜢ᢳฟ䛧䛶ゎỴἲ䜢ᥦ䛧ᐇ⾜䛷䛝䜛⬟ຊ㻌
7．
専門知識
： 構造エネルギー工学分野における基本的学力と先端的かつ高度な専門知識を運用する能力
㻣䠊ᑓ㛛▱㆑䠖ᵓ㐀䜶䝛䝹䜼䞊ᕤᏛศ㔝䛻䛚䛡䜛ᇶᮏⓗᏛຊ䛸ඛ➃ⓗ䛛䛴㧗ᗘ䛺ᑓ㛛▱㆑䜢㐠⏝䛩䜛⬟ຊ㻌
8．倫理観 ： 工学分野の高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理的知識
㻤䠊⌮ほ䠖ᕤᏛศ㔝䛾㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே䛻䜅䛥䜟䛧䛔⌮ほ䛸⌮ⓗ▱㆑㻌
＜学位論文が満たすべき水準、審査委員の体制、審査方法及び項目等＞
䠘Ꮫㄽᩥ䛜‶䛯䛩䜉䛝Ỉ‽䚸ᑂᰝጤဨ䛾యไ䚸ᑂᰝ᪉ἲཬ䜃㡯┠➼䠚㻌
博士論文審査委員会の審査委員は主査１名及び副査３名以上で構成し、主査は本研究群の研究指導教員、副査 2 名以上
༤ኈㄽᩥᑂᰝጤဨ䛾ᑂᰝጤဨ䛿ᰝ䠍ྡཬ䜃ᰝ䠏ྡ௨ୖ䛷ᵓᡂ䛧䚸ᰝ䛿ᮏ◊✲⩌䛾◊✲ᣦᑟᩍဨ䚸ᰝ 㻞 ྡ௨ୖ
は大学院担当教員とする。なお、主査、副査はすべての審査委員を構造エネルギー工学学位プログラムの教員とするのではなく、
䛿䝅䝇䝔䝮ሗᕤᏛ◊✲⩌䛾Ꮫ㝔ᢸᙜᩍဨ䛸䛩䜛䚹䛺䛚䚸ᰝ䚸ᰝ䛿䛩䜉䛶䛾ᑂᰝጤဨ䜢ᵓ㐀䜶䝛䝹䜼䞊ᕤᏛᏛ䝥䝻
他学位プログラム、他研究群、学外の審査委員のどれかのカテゴリの審査委員を少なくとも 1 名を加える。
䜾䝷䝮䛾ᩍဨ䛸䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮䚸◊✲⩌䚸Ꮫእ䛾ᑂᰝጤဨ䛾䛹䜜䛛䛾䜹䝔䝂䝸䛾ᑂᰝጤဨ䜢ᑡ䛺䛟䛸䜒 㻝 ྡ
主査は、博士論文審査委員会を開催し、学位論文の審査に係る基準に従い論文を審査し、合否判定を行う。上記の評価項
䜢ຍ䛘䜛䚹㻌
目すべてについて、学位論文 （博士） としての水準に達していると認められるものを、最終 （口述） 試験を経た上で合格とする。
ᰝ䛿䚸༤ኈㄽᩥᑂᰝጤဨ䜢㛤ദ䛧䚸Ꮫㄽᩥ䛾ᑂᰝ䛻ಀ䜛ᇶ‽䛻ᚑ䛔ㄽᩥ䜢ᑂᰝ䛧䚸ྜྰุᐃ䜢⾜䛖䚹ୖグ 㻝㻚䡚㻡㻚䛾
ホ౯㡯┠䛩䜉䛶䛻䛴䛔䛶䚸Ꮫㄽᩥ䠄༤ኈ䠅䛸䛧䛶䛾Ỉ‽䛻㐩䛧䛶䛔䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䜢䚸᭱⤊䠄ཱྀ㏙䠅ヨ㦂䜢⤒䛯ୖ䛷ྜ᱁䛸
䛩䜛䚹㻌

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝫䝸䝅䞊㻌
ディプロマ・
ポリシー （DP）が達成されるようにカリキュラムを編成する。即ち、機械、建築、社会基盤、エネルギー、航空宇宙など
䝕䜱䝥䝻䝬䞉䝫䝸䝅䞊䠄㻰㻼䠅䛜㐩ᡂ䛥䜜䜛䜘䛖䛻䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢⦅ᡂ䛩䜛䚹༶䛱䚸ᶵᲔ䚸ᘓ⠏䚸♫ᇶ┙䚸䜶䝛䝹䜼䞊䚸⯟✵Ᏹᐂ䛺
の工学分野における基礎理論や最先端技術を深く学ぶとともに、理工情報生命の中の複数分野についても学修することで、通常の
䛹䛾䛔䛪䜜䛛䛾ᕤᏛศ㔝䛻䛚䛡䜛ᇶ♏⌮ㄽ䜔᭱ඛ➃ᢏ⾡䜢῝䛟Ꮫ䜆䛸䛸䜒䛻䚸⌮ᕤሗ⏕䛾୰䛾」ᩘศ㔝䛻䛴䛔䛶䜒Ꮫಟ
縦割り型の工学系専攻では得られないような広い視野を養成する。
䛩䜛䛣䛸䛷䚸㏻ᖖ䛾⦪䜚ᆺ䛾ᕤᏛ⣔ᑓᨷ䛷䛿ᚓ䜙䜜䛺䛔䜘䛖䛺ᗈ䛔ど㔝䜢㣴ᡂ䛩䜛䚹㻌

ᩍ⫱ㄢ⛬䛾㻌
⦅ᡂ᪉㔪㻌

カリキュラムは、構造エネルギー工学に関する高度な研究能力を育成することを第一の目的として必修の専
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛿䚸ᵓ㐀䜶䝛䝹䜼䞊ᕤᏛ䛻㛵䛩䜛㧗ᗘ䛺◊✲⬟ຊ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䜢➨୍䛾┠ⓗ䛸䛧䛶ᚲಟ䛾ᑓ
門科目を編成する。専門科目に加え、更に幅広い知識
・ 研究能力の獲得を目的に研究群共通科目群、他研
㛛⛉┠䜢⦅ᡂ䛩䜛䚹ᑓ㛛⛉┠䛻ຍ䛘䚸᭦䛻ᖜᗈ䛔▱㆑䞉◊✲⬟ຊ䛾⋓ᚓ䜢┠ⓗ䛻◊✲⩌ඹ㏻⛉┠⩌䚸◊
究群開設科目、学術院共通専門基盤科目、大学院共通科目の中から
✲⩌㛤タ⛉┠䚸Ꮫ⾡㝔ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ┙⛉┠䚸Ꮫ㝔ඹ㏻⛉┠䛾୰䛛䜙2 単位以上を修得する必要がある。必修
㻞 ༢௨ୖ䜢ಟᚓ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ᚲ
科目はプレゼンテーション
・ コミュニケーション能力や広い視野を養成する科目である。これらの学修と専門分
ಟ⛉┠䛿䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䞉䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜔ᗈ䛔ど㔝䜢㣴ᡂ䛩䜛⛉┠䛷䛒䜛䚹䛣䜜䜙䛾Ꮫಟ䛸ᑓ㛛
野における研究を博士論文にまとめることによって
DP㻰㻼
に挙げた各項目が達成される。また前期課程
、学類講
ศ㔝䛻䛚䛡䜛◊✲䜢༤ኈㄽᩥ䛻䜎䛸䜑䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶
䛻ᣲ䛢䛯ྛ㡯┠䛜㐩ᡂ䛥䜜䜛䚹䜎䛯๓ᮇㄢ⛬㻌
䚸Ꮫ
義の
TA を務め、後進を指導する経験を積む機会を積極的に与える。
㢮ㅮ⩏䛾
㼀㻭 䜢ົ䜑䚸ᚋ㐍䜢ᣦᑟ䛩䜛⤒㦂䜢✚䜐ᶵ䜢✚ᴟⓗ䛻䛘䜛䚹㻌 㻌
（汎用的知識
・ 能力）
䠄ỗ⏝ⓗ▱㆑䞉⬟ຊ䠅㻌
・䞉◊✲⩌ඹ㏻⛉┠⩌ཬ䜃Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮⛉┠⩌䛾ᑓ㛛⛉┠䚸≉ู◊✲䚸≉ู₇⩦䚸༤ኈㄽᩥసᡂ䚸ᏛⓎ
研究群共通科目群及び学位プログラム科目群の専門科目、特別研究、特別演習、博士論文作成、学会発表
などにより知の創成力を身に付ける。
⾲䛺䛹䛻䜘䜚▱䛾ᡂຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
・䞉≉ู◊✲䚸≉ู₇⩦䚸㐩ᡂᗘ⮬ᕫⅬ᳨䚸༤ኈㄽᩥ䛻㛵䜟䜛◊✲ィ⏬䛾❧䛺䛹䛻䜘䜚䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䜢㌟
特別研究、特別演習、達成度自己点検、博士論文に関わる研究計画の立案などによりマネジメント能力を身
に付ける。
䛻䛡䜛䚹㻌
・䞉≉ู◊✲䚸≉ู₇⩦䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸ᏛⓎ⾲䚸䝫䝇䝍䞊Ⓨ⾲䛺䛹䛻䜘䜚䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜢㌟䛻
特別研究、特別演習、インターンシップ、学会発表、ポスター発表などによりコミュニケーション能力を身に付
ける。
䛡䜛䚹㻌
・䞉≉ู◊✲䚸≉ู₇⩦䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸㼀㻭䠄Ꮫ㝔䝉䝭䝘䞊➼䠅⤒㦂䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ཧຍ⤒㦂䚸◊✲ᐊάື
特別研究、特別演習、インターンシップ、TA （大学院セミナー等） 経験、プロジェクトの参加経験、研究室活
動などによりリーダーシップ力を身に付ける。
䛺䛹䛻䜘䜚䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
・䞉≉ู◊✲䚸≉ู₇⩦䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸እᅜே䠄␃Ꮫ⏕䜢ྵ䜐䠅䛸䛾ඹྠ◊✲䚸ᅜ㝿㆟Ⓨ⾲䚸ⱥㄒㄽᩥ䛺
特別研究、特別演習、インターンシップ、外国人 （留学生を含む） との共同研究、国際会議発表、英語論文
執筆などにより国際性を身に付ける。
䛹䛻䜘䜚ᅜ㝿ᛶ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
（専門的知識
・ 能力）
䠄ᑓ㛛ⓗ▱㆑䞉⬟ຊ䠅㻌
・䞉≉ู₇⩦䚸≉ู◊✲䚸ᏛⓎ⾲䚸༤ኈㄽᩥ䛺䛹䛻䜘䜚◊✲ຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
特別演習、特別研究、学会発表、論文執筆、博士論文などにより研究力を身に付ける。
・䞉◊✲⩌ඹ㏻⛉┠⩌ཬ䜃Ꮫ䝥䝻䜾䝷䝮⛉┠⩌䛾ᑓ㛛⛉┠䛾ᒚಟ䚸ᏛⓎ⾲䚸༤ኈㄽᩥ䛺䛹䛻䜘䜚ᑓ㛛ศ㔝
研究群共通科目群及び学位プログラム科目群の専門科目の履修、学会発表、論文執筆、博士論文などによ
り専門分野の高度な知識を身に付ける。
䛾㧗ᗘ䛺▱㆑䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
・䞉◊✲⩌ඹ㏻⛉┠⩌䛾ᒚಟ䚸≉ู₇⩦䚸≉ู◊✲䚸ᏛⓎ⾲䛺䛹䛻䜘䜚ᶓ᩿ⓗ䛺どⅬ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
研究群共通科目群の履修、特別演習、特別研究、学会発表などにより横断的な視点を身に付ける。
・ 特別研究、特別演習、インターンシップ、プロジェクトの参加経験、研究室活動などにより問題抽出と解決法
䞉≉ู◊✲䚸≉ู₇⩦䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ཧຍ⤒㦂䚸◊✲ᐊάື䛺䛹䛻䜘䜚ၥ㢟ᢳฟ䛸ゎỴἲ
提案能力を身に付ける。
ᥦ⬟ຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
・ 特別研究、特別演習、インターンシップ、外国人 （留学生を含む） との共同研究、国際会議発表、英語論文
䞉≉ู◊✲䚸≉ู₇⩦䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸እᅜே䠄␃Ꮫ⏕䜢ྵ䜐䠅䛸䛾ඹྠ◊✲䚸ᅜ㝿㆟Ⓨ⾲䚸ⱥㄒㄽᩥ䛺
執筆などにより成果を国内外に発信できる能力を身に付ける。
䛹䛻䜘䜚ᡂᯝ䜢ᅜෆእ䛻Ⓨಙ䛷䛝䜛⬟ຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
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Ꮫಟ䛾᪉ἲ㻌
䞉䝥䝻䝉䝇㻌

Ꮫಟᡂᯝ䛾㻌
ホ౯㻌

䞉≉ู◊✲䚸≉ู₇⩦䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ཧຍ⤒㦂䚸◊✲ᐊάື䛺䛹䛻䜘䜚◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢
⟶⌮䞉㐠Ⴀ䛩䜛⬟ຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
䞉≉ู₇⩦䚸≉ู◊✲䚸⌮䛻㛵䛩䜛 㼑㻙㼘㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓 䛺䛹䛻䜘䜚⌮ほ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
䞉ᤵᴗ⛉┠䛾ᒚಟ䝰䝕䝹䛻ᚑ䛔Ꮫಟ䜢㐍䜑䜛䚹㻌
䞉ᣦᑟᩍဨ䛾䜰䝗䝞䜲䝇䜢ᚓ䛶䚸ྛᑓ㛛ศ㔝䛻䛚䛡䜛◊✲ㄢ㢟䜢タᐃ䛧༤ኈ䛾◊✲䜢㐍䜑䜛䚹㻌
䞉ᚓ䜙䜜䛯◊✲ᡂᯝ䜢䝉䝭䝘䞊䜔Ꮫ➼䛷Ⓨ⾲䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸Ꮫ⏕䛿䛭䜜䜙䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶
◊✲䛾ᨵၿ䜔Ⓨᒎ䛾ᡭ䛜䛛䜚䜢ᚓ䜛䚹㻌
䞉ඹ㏻⛉┠䛾Ꮫಟ≧ἣ䜢ᣦᑟᩍဨ䚸ᣦᑟᩍဨ䛷☜ㄆ䛩䜛㻌
䞉ᵓ㐀䜶䝛䝹䜼䞊ᕤᏛᚋᮇ≉ู₇⩦䛻䛚䛔䛶䚸◊✲ᡂᯝ䜢Ⓨ⾲䛥䛫䛶ホ౯䛩䜛㻌
䞉Ꮫㄽᩥᑂᰝཬ䜃᭱⤊ヨ㦂䛻䛚䛔䛶Ꮫㄽᩥ䛾ෆᐜ䛻㛵䛩䜛Ⓨ⾲䜢⾜䛺䛔䚸ᑂᰝጤဨ䛻䜘䛳䛶ホ౯䛩
䜛㻌

䜰䝗䝭䝑䝅䝵䞁䞉䝫䝸䝅䞊㻌
ồ䜑䜛ேᮦ㻌

修士学位を取得済みまたは取得予定であり、構造エネルギー工学関連分野の基礎学力を十分に備えた上
ಟኈᏛ䜢ྲྀᚓ῭䜏䜎䛯䛿ྲྀᚓணᐃ䛷䛒䜚䚸ᵓ㐀䜶䝛䝹䜼䞊ᕤᏛ㛵㐃ศ㔝䛾ᇶ♏Ꮫຊ䜢༑ศ䛻ഛ䛘䛯ୖ
で、機械、建築、社会基盤、エネルギー、航空宇宙などの工学分野に興味を持ち、人類の発展に貢献する発
䛷䚸ᶵᲔ䚸⯟✵Ᏹᐂ䚸ᘓ⠏䚸♫ᇶ┙䚸䜶䝛䝹䜼䞊䛺䛹䛾ᕤᏛศ㔝䛻⯆䜢ᣢ䛱䚸ே㢮䛾ពⓎᒎ䛻㈉⊩䛩䜛
想豊かな技術者あるいは研究者を志し、各分野において指導的な立場で活躍することを目指す人材を求める。
Ⓨ㇏䛛䛺ᢏ⾡⪅䛒䜛䛔䛿◊✲⪅䜢ᚿ䛧䚸ྛศ㔝䛻䛚䛔䛶ᣦᑟⓗ䛺❧ሙ䛷ά㌍䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩ேᮦ䜢ồ

ධᏛ⪅㑅ᢤ㻌
᪉㔪㻌

学外から優秀な人材を積極的に受け入れるため、他大学の出身者、社会人、外国人留学生が受験しやすい
Ꮫእ䛛䜙ඃ⚽䛺ேᮦ䜢✚ᴟⓗ䛻ཷ䛡ධ䜜䜛䛯䜑䚸Ꮫ䛾ฟ㌟⪅䚸♫ே䚸እᅜே␃Ꮫ⏕䛜ཷ㦂䛧䜔䛩䛔
入試方法を採用する。一般入試および社会人特別選抜では、これまでの研究内容および今後の研究計画の
ධヨ᪉ἲ䜢᥇⏝䛩䜛䚹୍⯡ධヨ䛚䜘䜃♫ே≉ู㑅ᢤ䛷䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛾◊✲ෆᐜ䛚䜘䜃ᚋ䛾◊✲ィ⏬䛾
プレゼンテーションの後、関連事項について試問を行う。
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᚋ䚸㛵㐃㡯䛻䛴䛔䛶ㅎၥ䜢⾜䛖䚹㻌
・䞉ෆ㒊㐍Ꮫไᗘ㑅ᢤ䛷䛿䚸ᵓ㐀䜶䝛䝹䜼䞊ᕤᏛᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䠄༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䠅䛾ಟணᐃ⪅䛾୰䛛䜙䚸≉䛻
内部進学制度選抜では、構造エネルギー工学学位プログラム （博士前期課程） の修了予定者の中から、特
に高い基礎学力及び研究能力を備えた人材を選抜する。
㧗䛔ᇶ♏Ꮫຊཬ䜃◊✲⬟ຊ䜢ഛ䛘䛯ேᮦ䜢㑅ᢤ䛩䜛䚹㻌
・䞉୍⯡ධヨ䛷䛿䚸ᕤᏛ⣔䛾ಟኈㄢ⛬䜢ඃ⚽䛺ᡂ⦼䛷ಟ䛷䛝䜛ᇶ♏Ꮫຊཬ䜃◊✲⬟ຊ䜢ഛ䛘䛯ேᮦ䜢㑅ᢤ
一般入試では、工学系の修士課程を優秀な成績で修了できる基礎学力及び研究能力を備えた人材を選抜
する。
䛩䜛䚹㻌
・䞉♫ே≉ู㑅ᢤ䛷䛿䚸ୖグ䛾ᇶ♏Ꮫຊཬ䜃◊✲⬟ຊ䛻ຍ䛘䚸♫ே䛸䛧䛶䛾ᐇ⦼䜔⤒㦂䜢ホ౯䛩䜛䚹㻌
社会人特別選抜では、上記の基礎学力及び研究能力に加え、社会人としての実績や経験を評価する。

䜑䜛䚹㻌
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