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豊橋技術科学大学は
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本日お伝えしたいこと

１・豊橋技術科学大学概要

２・高専生のためのカリキュラム

３・研究環境について

４・学生生活への支援について

５・入試について



3/3７

まず皆さんに考えてほしいこと

“これからの40年間”

どうありたいか？

を考えよう！
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これからどうする？ 就職？
進学？

社会に出て40年をどんなふうに過ごしたいか？
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豊橋技術科学大学は

高専生のためにある

国立大学
です！
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工 学 部

博士前期課程 博士後期課程

大学院工学研究科

定員（人）

高等専門学校等

440 440

全国各地から高専出身者が入学

外国人留学生 社会人

他大学等

普通高等学校
工業高等学校

高等専門学校
専 攻 科

80％
が高専生
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東京から新幹線ひかりで約９０分
大阪から新幹線ひかりで約９０分
豊橋市の人口 約38万人(令和２年)

名古屋

豊橋駅

豊田

技科大

トヨタ自動
車

フォルクスワーゲ
ンGJ本社

キャンパスロケーション

「ベイエリア」

ハイテク・IT農業の集積地と
マリンスポーツ、サーフィン、
トライアスロンのメッカ

開 学：1976年（昭和51）10月1日
課程等：5課程/専攻（工学部/大学院）
学生数：2,027（学部：1,176人，大学院：851人）

うち留学生：275人（14%），女子学生：263人

教職員：375人（R3.4.1現在）

自動車
輸入１位 、輸出2位

三河港

愛知県の概要 【出典：愛知県公式ＨＰ】

➢事業所数：15,322事業所（全国２位）
➢製造品出荷額：48.7兆円 （全国１位）
➢農業産出額： 3,115億円 （全国８位)
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「技術を究め，技術を創る」

という理念の下、高専で学んだ知識を基に基礎力を
さらに向上させ、高度な理論を自在に使いこなす

高度な専門能力を体得できる大学です！

理 念
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高専・技科大による“ものづくり”人材育成の特徴

➢ものづくりを意識した系統的体験的学習

➢早期からの長期に渡るものづくり専門教育

◆教員中の企業出身者が3割を占める

産業界で「即戦力」となることができる！

ものづくりを支えリードする
実践的技術者を育成しているため
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課程・専攻

※各課程・専攻の詳細は大学案内2022を参照してください

Ⅳ.応用化学・生命工学

Ⅴ.建築・都市システム学

★応用化学コース
★生命工学コース

★建築コース
★社会基盤コース

Ⅰ.機械工学

Ⅱ.電気・電子情報工学

Ⅲ.情報・知能工学

★材料エレクトロニクスコース★機能電気システムコース
★集積電子システムコース★情報通信システムコース

★コンピュータ・データサイエンスコース
★ヒューマン・マシンインテリジェンスコース

★機械・システムデザインコース★材料・生産加工コース
★システム制御・ロボットコース★環境・エネルギーコース
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豊橋技術科学大学の特色

なぜ・・・

高専生のための
大学と言えるのか？
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高専と連携した教育カリキュラム

【高専・専攻科教育】
・早期技術教育により、学術より技術実践力強化を重視
・本科にて完成型技術者教育
・専攻科では、実践力強化を中心に、中核的技術者としての完成度を向上

【技科大への編入学】

高専教育を前提とした
学部・大学院4年間の一貫教育
●学部で理論強化
●大学院で高度な技術力・
研究力を体得

技術・理論・実践力に
長けた修士人材の育成

【一般大学への編入学】

高専教育を前提としない、
高等教育（理工学志向）

技術志向から、
学術志向への進路変更の位置づけ

大学編入学 かつては編入できなかった高専生編入のために設立
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豊橋技術科学大学の４つの強み

01 独自の教育プログラム
基礎・専門を繰り返すらせん型教育と多彩な国際交流体験によって、
グローバルに活躍できる創造的技術者を育てます。

02 豊富な学生支援
万全のサポート体制により、
学生時代だからこその経験、研究・サークル活動に120％打ち込めます。

03 高い研究力
実践的、創造的かつ指導的技術者・研究者を育成するとともに、
次代を切り拓く技術科学の研究を行っています。

04 就職に強い
実践的な技術者教育、次世代リーダーの育成、世界レベルの高い技術力が
産業界に認められ、学内企業説明会には優良企業約400社が集結します。
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高専では大学教育と同様に基礎・専門、応用を学び、卒業研究も経験していることから、３年次

以降さらにレベルの高い基礎・専門をらせん型に繰り返し学ぶことで、技術のバックグラウ

ンドをなす科学理論を身につけます。

らせん型教育



16/3７

大学院博士前期課程の定員を
多く設定。
継続した研究を
行いやすい
環境をつくっている。

大学院博士前期課程までの一貫教育

学部卒業生の
大学院進学率

過去３年間(2017年～2019年）の平均値
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学部－大学院一貫だから、計画的にスキルが磨ける

海外長期インターンシップ

国内長期インターンシップ

インターンシップは
複数回チャンスあり 国際会議発表

アントレプレナー講座等 リベラルアーツ
４年間で強化
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世界で活躍する技術者を目指します。

多様な国際教育プログラム

バイリンガル授業

海外インターンシップ

ペナン校を拠点として、

現地企業や大学訪問、

歴史文化施設の視察等、多彩な活動が体験できます｡

海外拠点(マレーシア・ペナン校）

協定校は世界に３０ヵ国８９大学

「英日バイリンガル形式」授業で、世界

の技術者や研究者との協働に必須の英語

と, 留学生が日本で活躍するための日本

語力向上が図れます。

実務訓練を海外で受講することで、国際

感覚,専門分野における広い視野、柔軟

なコミュニケーション能力が養えます。

■課題解決型
長期インターンシップ制度

博士前期課程への進学予定者は、実務訓

練を６月上旬まで継続し、海外で長期の

実務訓練を受けられます。

博士前期課程の夏期休業期間中に海外で

インターンシップを受けられます。

（修了要件には含まれません）

ペナン研修

世界中の大学と協定締結しています。

アジア…５０校 ヨーロッパ…24校 北米……9校

中南米…４校 アフリカ……1校 オセアニア…1校

■ダブルディグリー・プログラム

・シュトゥットガルト大(ドイツ、機械工学)、東フィンランド大学(フィンランド、

情報・知能工学)： 海外の大学の修士(博士)課程に入学し、両大学院の学位の取

得ができます。

■近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング
情報学国際修士プログラム(IMLEX)

交流協定締結に基づき、短期留学・海外研修を実施し、国際的視野・知見を持っ

たグローバル人材力の強化、養成が図れます。

本学と東フィンランド大学及びルーヴェン・カトリック大学(ベルギー)又はサン

テティエンヌジャン・モネ大学(フランス) の修士学位を目指す国際共同修士プロ

グラムです。(情報・知能工学専攻)

■短期留学・海外研修

実務訓練(海外)
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グローバル技術科学アーキテクト
養成コース（GAC）の特色
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TUTグローバルハウス
シェアハウス型宿舎「TUTグローバルハウス」へ入居

し、グロ－バル社会の疑似体験を通じてコミュニケー
ション能力や人間力を養います。(学部期間中)

グローバル・コミュニケーション力
日本人学生は英語、外国人留学生は日本語に特化した
カリキュラム編成により、コミュニケーションのベー
スとなる語学力を強化します。

生活・学習プログラム
「TUTグローバルハウス」では、日本人学生と外国人
留学生が共同生活しながら、共同でイベントの企画・
実施や、半期毎のレポートによる自己評価などを行い
ます。

実務訓練
グローバルセンスを養うため、母国以外（日本人学生
：海外、外国人留学生：日本国内）の企業や研究機関
で行います。（学部4年次）

グローバル・リベラルアーツ教育
グローバルなフィールドで活躍するために必要な、世
界に通用するリベラルアーツの素質を高めます。

GACグローバル・リーダーズ演習
特別集中セミナーを受講し、グローバルリーダーとし
ての素地を身につけます。（博士前期課程1年次）

コース修了生としての認定
一般コース制動用、学部卒業と大学院修了に必要な単
位を履修することに加え、コース固有の教育プログラ
ムを履修し、一定要件を満たすことで「グローバル技
術科学アーキテクト」養成コースの修了生として認定
します。

学部のみ

オリジナルプログラム
（博士前期の夏休み）

グローバル技術科学アーキテクト養成コース
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豊橋技術科学大学の４つの強み

01 独自の教育プログラム
基礎・専門を繰り返すらせん型教育と多彩な国際交流体験によって、
グローバルに活躍できる創造的技術者を育てます。

02 豊富な学生支援
万全のサポート体制により、
学生時代だからこその経験、研究・サークル活動に120％打ち込めます。

03 高い研究力
実践的、創造的かつ指導的技術者・研究者を育成するとともに、
次代を切り拓く技術科学の研究を行っています。

04 就職に強い
実践的な技術者教育、次世代リーダーの育成、世界レベルの高い技術力が
産業界に認められ、学内企業説明会には優良企業約400社が集結します。
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全国から学生が集い切磋琢磨しています

充実した学生宿舎で

毎日の生活をサポート
多彩な学生支援により

研究・サークル活動

で経験値を高める
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学部３年次編入生を対象とした

『本学独自の給付型奨学金』制度

入学料・授業料
全額免除

2/3 免除

1/3 免除

2/3 個人負担

全額個人負担

JASSO
給付型奨学金
全額給付

2/3 給付
1/3 給付

全額対象者 2/3 対象者 1/3 対象者 非対象者

特別優秀学生
奨学金

特別優秀学生
奨学金

特別優秀学生
奨学金

特別優秀学生
奨学金

1/3 個人負担

本学制度

国の修学
支援新制度

☞ 特別優秀学生奨学金は，授業料の年間相当額と半額相当額の２種類を
用意し，それぞれ学部卒業までの２年間支給します。

☞ 国の修学支援制度と並行して受けられます。（別途，申請手続等が必要）

☞ 大学院生は国の修学支援の対象ではありませんが，大学院進学後の
独自支援も充実しています。

最新情報は，本学公式ＨＰにて決定の都度，公表します。

本学公式HP 最新の入試情報 高専連携推進センター学生生活（支援等） 文部科学省修学支援新制度
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優秀学生支援制度の概要

入学後の努力が

報われる支援！

博士後期課程学生の

ほぼ全員が
支援を受けている！

在学生向けプログラム

（１）学部及び博士前期課程在学生支援
成績優秀者を表彰すると共に、学部学生及び博士前期課程学生へ

給付型奨学金を支給（授業料半額相当を支援）

（２）博士前期課程学内進学者支援
成績が優秀な博士前期課程学内進学者の入学料を全額免除

（３）博士後期課程在学生支援
① TUT-DCフェローシップ : 毎年8名以内を採用し

授業料全額＋年180万円＋研究費を修了まで支援

② 大学特別支援： 毎年15名以内を採用し，

授業料全額＋年120万円を修了まで支援
③ 教員特別支援： 年額150万円（授業料を含む）を上限額として単年度支援

2021年新設
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寄宿料
(共益費込み）

A～D棟 ： ８,000円/月
E棟 ： 12,000円/月
F棟 ： 21,000円/月
G棟 :    24,560円/月

(G棟は、インターネット使用料込み）

光熱水料等
4,000～9,000円程度/月
（食費・電話料等を除く）

経費(2020.4現在)

775名収容の学生宿舎概要と生活費等

宿舎概要

※2021年度実績：
希望者239名，入居許可者225名

学部

男子学生

大学院
男子学生 女子学生及び

大学院
男子学生

Ｆ棟

E棟

➢近隣アパート等の平均的な家賃額：
●バス・トイレ付 30,000～50,000円
●バス・トイレ共同 15,000～30,000円

キャンパス内居住者の約18%が留学生！

GAC学生

✓ 学内に多文化共生空間を創出し，キャンパスのグローバル

化の核となって，世界に通用する人間力を養っていきます。 入居許可率

約9.4割

G棟

A棟
B棟D棟 C棟
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ユニット居室 ユニット共用部ユニット平面図

✓「グローバル技術科学アーキテクト養成コース」の日本人と外国人留学生が混住する

シェアハウス型TUTグローバルハウスを新設しました。

平成29年４月入居開始。（収容人員１８０名）

✓ 全学の30％以上の学生がキャンパス内で食住学を共にしています。

うち約18%が外国人留学生。

✓ 学内に多文化共生空間を創出し，キャンパスのグローバル化の核となって，

世界に通用する人間力を養っていきます。

さらにシェアハウス型TUTグローバルハウスも新設！

寄宿料
24,560円/月

(インターネット使用料、共益費を含む）

光熱水料等
4,000～9,000円程度/月

（食費・電話料等を除く）

経費(2021.4現在)
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他にも学生支援があります

学食では、朝食を「200円」（授業期間中）で提供。
栄養バランスのよい食事で、規則正しい生活習慣をサポ
ートしています。

技術科学教員プログラム

TOEIC対策講座、ランチタイム英会話、自習会など随
時開催。アドバイザーが、英語学習に係わる様々な相談
に対応します。

図書館1階に女性専用の休憩室・授乳コーナーなどの女
性支援エリアを設置。女子学生・女性研究者が安心して
研究に取り組める環境です。

学内企業説明会には、優良企業約400社が集結します。
多くの企業の説明、OB/OGの話を聞くことができる機
会として、多くの学生が活用しています。

高専教員を目指す学生に、連携先大学で教員養成課程の
科目を履修し、高専などで１ヶ月程度の教育研究指導実
習を体験することで、教員に必要なスキルを身につける
事ができます（博士後期課程対象）
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豊橋技術科学大学の４つの強み

01 独自の教育プログラム
基礎・専門を繰り返すらせん型教育と多彩な国際交流体験によって、
グローバルに活躍できる創造的技術者を育てます。

02 豊富な学生支援
万全のサポート体制により、
学生時代だからこその経験、研究・サークル活動に120％打ち込めます。

03 高い研究力
実践的、創造的かつ指導的技術者・研究者を育成するとともに、
次代を切り拓く技術科学の研究を行っています。

04 就職に強い
実践的な技術者教育、次世代リーダーの育成、世界レベルの高い技術力が
産業界に認められ、学内企業説明会には優良企業約400社が集結します。
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「最先端の特色ある研究」を

「理想的な環境」で

学ぶことができます！

研 究 環 境
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学生１人あたりの予算が多く、
高度な研究ができる環境にある。

研 究 環 境

科研費 教員１人当たり ２７８.０万円： １７位

民間との共同研究費 ２０９.４万円： ２位

教授1人当たり学生数 １７．２人： １８位

教員1人当たり学生数 ８．３人： ２０位

出典：「大学ランキング2022」朝日新聞社

教員１人当たり

（少ない）
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豊橋技術科学大学の４つの強み

01 独自の教育プログラム
基礎・専門を繰り返すらせん型教育と多彩な国際交流体験によって、
グローバルに活躍できる創造的技術者を育てます。

02 豊富な学生支援
万全のサポート体制により、
学生時代だからこその経験、研究・サークル活動に120％打ち込めます。

03 高い研究力
実践的、創造的かつ指導的技術者・研究者を育成するとともに、
次代を切り拓く技術科学の研究を行っています。

04 就職に強い
実践的な技術者教育、次世代リーダーの育成、世界レベルの高い技術力が
産業界に認められ、学内企業説明会には優良企業約400社が集結します。
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【強み】
世界水準の優れた研究活動
を行う大学(研究大学強化促
進事業)に選定。
全国22機関
中部地区：本学と名古屋大のみ

研 究 環 境 ・ 卒 業 生 の 進 路

★大学院の就職率
（就職者/就職希望者）

※2020年5月１日現在

★著名400社
実就職率
全国 19位 工科系大学 ８位

大学通信「大学探しランキングブック2021」より

★就職先実績企業（順不同）

■ IHI ■アイシン・エィ・ダブリュ ■アイシン精機
■スズキ ■SUBARU ■トヨタ自動車 ■本田技研工業
■マツダ ■三菱自動車工業 ■ヤマハ ■川崎重工業
■豊田自動織機 ■神戸製鋼所 ■JFEスチール ■日本製鉄
■オムロン ■キャノン ■ NTTドコモ ■デンソー
■テルモ ■セイコーエプソン ■ニデック
■パナソニック ■日立製作所 ■ファナック ■三菱電機
■住友金属鉱山 ■東レ ■日亜化学 ■三菱ケミカル
■メタウオーター ■鹿島建設 ■清水建設 ■大成建設
■中部電力 ■JR東海 ■JR西日本 ■JR東日本
■愛知県庁 ■国土交通省 他
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課外活動も充実！

充実した学生生活が送れます！
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ロボコン同好会／自動車研究部

ABU ROBOCON FESTIVAL 2020

世界3位
NHKロボコン2018

～ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会～

準優勝
技術賞・特別賞

全日本学生フォーミュラ大会2019

EVクラス4位
最軽量化賞(EV)＊2年連続

グッドアキュームレータコンテナデザイン賞 2位

エルゴノミクス賞 3位獲得

これまでの成績
2017 ベスト8

2016 準優勝
2015 ベスト8

2014 ベスト4

2010 準優勝
2009 優勝
2008 優勝
2002 優勝

過去の実績
2018 総合成績25位

EVクラス初参戦
最軽量化賞(EV)
省エネルギー賞（EV)
ｸﾞｯﾄﾞｱｷｭﾑﾚｰﾀｺﾝﾃﾅﾃﾞｻﾞｲﾝ賞2位

日本自動車工業会長賞
2017 総合成績16位

ベスト電気回路設計賞3位

CFRPモノコックボディ
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高専-技科大が連携したグローバル研修(FD･SD･学生) 参加高専
（平成26年度～令和元年度実績）

参加実績なし（6高専）

FD･SD･学生参加実績あり（10高専）
（仙台/鶴岡/茨城/東京/豊田/明石/呉/徳山/大島商船/有明）

いずれか１つ参加実績あり（16高専，高専機構本部）
（苫小牧/八戸/一関/福島/群馬/長岡/鈴鹿/奈良/大阪府大/津山/広島商船/香
川/新居浜/弓削商船/高知/佐世保/高専機構本部）

いずれか２つ参加実績あり（20高専，両技科大）
（函館/釧路/秋田/小山/木更津/長野/富山/福井/岐阜/沼津/鳥羽商船/舞鶴/和
歌山/宇部/阿南/久留米/北九州/熊本/鹿児島/沖縄/両技科大）

長岡技術科学大学

豊橋技術科学大学

国立高専機構本部

10名以上

10名以下10名以上

10名以下

10名以下
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今後の参考のため、

アンケートにご協力ください。

＊本日より3日以内にご回答ください。

ここにアクセス
してね

アンケートのお願い

https://docs.google.com/forms/d/1AhA3tRnRBD30-

EBxwUtO5eIvZOT_XScOfvklxJuOkgw/edit
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皆さんに
豊橋でお会いできるのを
楽しみにしています！

https://www.kousen.tut.ac.jp/faq

⇐その他ご質問がある方は、お問い合わせフォームから
お気軽にどうぞ！

https://www.kousen.tut.ac.jp/contact

よくある質問集はコチラ⇒


