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SAILプログラムとは、科学者・技術者としての船出
（SAIL）に必要な能力を
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養成する教育プログラム
です。
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SAILプログラムでは標準で開講される科目群に加え、１年次前期から
３年次
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後期にかけて「先進情報工学演習
Ⅰ
・
Ⅱ」および「先進情報工学実験Ⅰ
・
Ⅱ
・Ⅲ・
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Ⅳ」を履修し
ます。これら SAILプログラムを所定の成績で修了した学生は、
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学院に進学するこ
ểầỂẨộẴẇ とができます。

プログラムの単位を通常の４年次で履修する卒業論文等に代えて早期に大
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SAIL入試出願の流れ

Step1

SAIL入試の出願の流れを簡単にまとめます。詳しくは募集要項をご覧ください。

Step2

Step3

７月
募集要項発表

９月１日〜７日
SAIL入試出願

入試課で配布を始めます。ホーム
ページを見て要項を請求してくだ
さい。窓口配布のほか郵送での配
布も行っています。

詳細は募集要項にてご参照の上、
第１次選考合格者が対象となりま
出願してください。
す。
９月13日
特別活動レポートの内容に関する
第１次選考結果通知日
プレゼンテーションと質疑応答を
通した問題解決能力の確認および
提出された書類の内容を総合して 数学と情報に関する基礎能力の確
書類選考を行います。
認を含む面接を実施します。

８月22日/11月2日
学部説明会
工学部主催の学部説明会を開催し
ます。ホームページ上で予約の案
内があります。

平成26年度（2014年度）

9月28日・29日
SAIL入試第２次選考
（最終選考）

Step4
11月8日
入学確約書提出期限
12月25日
SAIL入試入学手続期限

10月11日
SAIL入試最終選考合格発表

東京農工大学工学部
情報工学科

「SAIL入試」入学試験要項（抄）

※本要項は、平成26年度入学者選抜で実施するSAIL入試（AO入試）の概要をまとめたもので、
詳細については、平成25年度に配布するAO入試学生募集要項「SAIL入試」でご確認ください。
趣旨
（1）SAIL入試の趣旨
本学では、理数系が得意で、課題を解決する資質をもっている意欲的な学生を、
すぐれた研究者・職業人へと導くための教育プログラム「SAILプログラム」を独自
に開発し、施行しています。
工学部情報工学科では、情報科学に関するSAILプログラムに適した入学者を選
抜するためのSAIL入試（AO入試）を実施します。SAIL入試では、情報科学に関する
特別な活動を行った者を対象とし、大学入試センター試験及び個別学力検査を免
除し、活動成果のレポートや面接などの成績、さらに調査書等の内容を主な資料と
して総合的に評価します。SAIL入試（AO入試）に合格した場合は、入学後はSAILプ
ログラムに沿って教育を受けることになります。
（2）SAILプログラムの理念
SAILプログラムは、潜在能力の高い理数系志望の高校生に対して、
「既成の枠に
とどまらず、多分野を統合発展させ、新しい分野を開拓する能力」を養成するため
に新たに実施されるものです。その教育プログラムには科学者・技術者としての
船出（SAIL）に必要な４つの能力、
（1）学習力（Study）
、
（2）分析力（Analysis）、（3）
企画設計力（Innovative Design）
、
（4）論理的発信力（Logical Presentation）の養成
を学士課程1〜3年に到達段階として設定しています。これにより、研究者としてだ
けでなく、革新的職業人として産業界にも嘱望される人材を育成することを目的
とします。
1 SAIL入試の選考基準
情報工学科では、
「課題をシステム的に捉え、システムを設計する能力」を身に
つけているかを選考基準としています。自然科学や技術に対する好奇心の旺盛さ
と、物事を論理立てて考える能力を評価し、将来、すぐれた研究者・職業人へと育
つ見込みのある学生を選抜します。
2 情報工学科のアドミッションポリシー
情報工学科は、実験や演習を通して「作」ることを経験し、新しい情報システム
を「創」り出し、さらに「造」りあげる誇りと喜びを見出しつつ、
《創・造・作》の修
得を目的としています。この理念に基づき、計算機の動作原理から最先端技術の実
現方式に至るまで把握でき、研究者・技術者として第一線で活躍できる人材の養
成を目的としています。このような目的をもつ教育課程に真摯に取り組むことが
できる人材を求めています。

学科名
情報工学科

6 入学者選考方法
入学者の選抜は、第１次選考及び第２次選考により合格者を決定します。
〔出願手続〕
（1）第１次選考
志望理由書、情報科学に関する特別活動レポートおよび調査書の内容を総合し
て、書類選考を行います。
（2）第２次選考（第１次選考合格者のみ実施します。）
特別活動レポートの内容に関するプレゼンテーションと質疑応答を通した問
題解決能力の確認および数学と情報に関する基礎能力の確認を含む面接を実施
し、情報工学に対する潜在的な能力を総合的に評価します。
7 選考日程等
（1）出願手続 …………………………………平成25年9月１日（日）〜７日（土）
（2）第1次選考 結果通知日 …………………平成25年9月13日（金）
（3）第2次選考 ………………………………平成25年9月28日（土）、29日（日）
8 合格発表等
（1）第1次選考結果通知日 …………………平成25年9月13日（金）
選考結果を速達郵便で送付します。学内での掲示発表は行いません。また、合
否に関する問い合わせには一切応じません。
（2）第2次選考（最終選考）合格発表日 ……平成25年10月11日（金）
選考結果を速達郵便で送付し、工学部掲示場に合格受験番号の掲示を行いま
す。なお、電話その他による合否に関する問い合わせには、一切応じません。
※ 一般入試等への出願
SAIL入試の不合格者は、本学の推薦入試に出願ができ、また、本学の一般入試の
個別学力検査（前期日程と後期日程）にも出願できます。早めに当該学生募集要
項を入手し、確認してください。
9 入学確約書
提出期限………………………………………平成25年11月8日（金）

3 募集学部・学科・募集人員
学部名
工学部

5 出願要件
次のすべてに該当する者
（1）学習成績が優秀な者
学校長から高い評価を得ている者（志願者評価書の提出は求めません。）
（2）本学情報工学科における勉学を強く志望し、第一志望とする者

入学定員
62人

募集人員
5人

※合格者数が募集人員に満たなかった場合、その欠員分は前期日程の募集人員に
加えます。
4 出願資格
次のいずれかに該当する者
（1）高等学校（特別支援学校の高等部含む。
）または中等教育学校を卒業した者およ
び平成26年3月卒業見込みの者
（2）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
のとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および平
成26年3月までに修了見込みの者

10 入学手続
入学手続期限…………………………………平成25年12月25日（水）

【問い合わせ先】 東京農工大学学務部入試課入学試験係
〒183-8538 東京都府中市晴見町3-8-1
電話 042-367-5837、5544

