
令和２年７月２８日 

 

大学院工芸科学研究科博士前期課程(修士課程)  

一般入試(第Ⅰ期)  

外国人留学生特別入試(秋入学) 

大学院工芸科学研究科博士後期課程  

一般入試(秋入学) 

社会人特別入試(秋入学)  

外国人留学生特別入試(秋入学) を受験予定の方々へ 

 

京都工芸繊維大学 

 

令和３・２年度大学院博士前期課程・博士後期課程 

入学試験の実施に関わる重要なお知らせ 

 

現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は、東京など首都圏から全国に急速に広がり、ここ京

都府においても一日当たりの新規感染者が過去最多を更新するなど増加傾向にあることから、今後、感

染者数が爆発的に増加することが強く懸念されるところです。 

一方、文部科学省は、全国の国公私立大学長に対して、6月 19 日付けの「令和３年度大学入学者選抜

実施要項」において、新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドラインを通達しました。 

ガイドラインの基本的な考え方として、「試験の実施の特徴としては、受験生が移動し、１つの会場に

集合する形となるものの、試験中は基本的に試験問題を解くことに集中し、他者との交流・接触を行う

ものではないことから、感染拡大の防止策をあらかじめ講じておけば、むしろ社会経済活動としては、

その感染拡大のリスクは比較的低位に分類されるものである」ことと、「全国的に混乱をきたすような爆

発的な感染拡大が生じているような場合は別として、基本的には、十分な対策を講じた上で試験を実施

し、受験機会の確保を図ることが重要である」ことが示されました。 

本学としては、文部科学省のガイドラインに基づいた新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため

の措置をしっかりと講じた上で、来る 8 月 19 日(水)・20 日(木)において、対面方式による入学試験を

実施することとしました。 

つきましては、学力検査の日時および実施方法等について、次のとおりお知らせしますので、必ず確

認してください。 

なお、今後、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、入試日程や入試方法を変更する可能性が

あります。変更した場合は、大学ホームページで通知しますので、注視願います。 

 

１．学力検査の日時および実施方法について 

 

(1) 学力検査の日時および科目 

募集要項に記載していた学力検査の日時および科目については、5 ページ以降のように変更し

ます（募集要項の抜粋）。変更した箇所は、朱書きで記載していますので、必ず確認してくださ

い。 
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(2) 受験についての注意  

受験上の注意事項に関しては、新型コロナウイルス関連の注意事項を追記したため、共通の注

意事項を全面的に変更しました。 

なお、専攻独自の注意事項についても 20 ページ以降のように変更がありますので、必ず確認し

てください。 

 

２．外国語(TOEIC)の取扱いについて 

7 月 18 日に TOEIC Listening & Reading Test 団体特別受験制度（IP テスト）を中止しましたが、

受験生の公平性を担保する観点から、学力検査科目に外国語(TOEIC)を課していた専攻においては、 

本試験の実施日である 8 月 19 日（水）・20 日（木）にカレッジ TOEIC(IP テスト)の Reading テス

トのみを学力検査科目として設定し実施します。 

学力検査科目の外国語において、TOEIC 公開テストのスコアおよびカレッジ TOEIC の Reading テ

ストのスコアに基づいて評価することについては、別紙「令和 2年 8月 19 日‐20 日に実施する大

学院工芸科学研究科博士前期課程（修士課程）一般入試（第 I 期）等における学力検査科目の外国

語の取り扱いについて」のとおりです。 

なお、バイオベースマテリアル学専攻については、外国語(TOEIC)を課していませんでしたが、今

回の入試では外国語の筆記試験として、カレッジ TOEIC(IP)テストの Reading テストのみを学力検

査科目として設定し実施します。 

 

３．試験当日の試験室等について 

8 月 19 日（水）・20日（木）試験当日に使用する試験室等を 26ページ以降に掲載しますので、必

ず確認してください。 

なお、試験当日までに試験室等が変更となる場合や連絡すべき事項が生じた場合は、本学のホー

ムページに通知しますので、注視願います。 

 

郵送先・問合せ先 
〒６０６－８５８５ 
京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地 

京都工芸繊維大学 入試課 大学院入試係 
電話：０７５－７２４－７１６２、７０９６ 
メール：innyushi[at]kit.ac.jp 

（※[at]を@に変換してください。） 
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July 28, 2020 
Kyoto Institute of Technology 
 
To those who plan to take any of the examinations below: 

 
Graduate School of Science and Technology Master’s Program 

General Entrance Examination (I)  
Special Entrance Examination for International Students (Fall Admission) 

Graduate School of Science and Technology Doctoral Program 
  General Entrance Examination (Fall Admission) 
  Special Entrance Examination for Adults (Fall Admission) 

Special Entrance Examination for International Students (Fall Admission) 
 

Important Notice regarding the Implementation of the Master’s and Doctoral Program 
Entrance Examinations for the 2020 and 2021 Academic Year 

 
Currently, the number of new cases of novel coronavirus (COVID-19) is rapidly increasing and the virus is 

spreading nationwide from the Tokyo metropolitan area. In Kyoto Prefecture, the increasing trend in new 
infections per day is rising to a record high, raising concerns that the number of infected people will 
exponentially increase in the near future.  

As of June 19, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology issued guidelines for 
heads of national, public and private universities regarding examination implementation. The document, 
“University Admission Selection Guidelines 2021,” incorporates these COVID-19 guidelines. 

The guidelines emphasize that “although the examination requires examinees to travel and gather at a single 
location, during the examination they focus primarily on responding to test questions and do not interact or 
make contact with other people. Therefore, if preventative measures are taken, the risk of viral contagion is 
relatively low.” Furthermore, the guidelines indicate that “in principle, in the absence of an exponential 
outbreak that causes major nationwide disruption, taking adequate measures to conduct, and to offer the 
opportunity to take exams, far outweighs the risk.”  

Kyoto Institute of Technology has decided to take appropriate measures for preventing the spread of the 
infection based on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and 
conduct face-to-face entrance examinations on August 19 (Wed) - 20 (Thu).  

Accordingly, the dates, times and methods of examinations to evaluate academic ability are as follows: 
Note: Entrance examination schedule and/or methods may change depending on the spread of COVID-19. 

Any changes will be posted on the university homepage. 
 

1. Examination Dates and Methods 
(1) Examination date and subjects 

The examination dates and subjects specified in the Admission Requirements will be changed as 
shown after page 5 (Excerpts from Admission Requirements) section, and changes highlighted in red. 
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(2) Notes on examination  
Common precautions for all students have been completely updated to include additional notes on 

COVID-19.  
Notes on individual majors have been changed as shown after page 20. Be sure to check the updated 

notes. 
 

2. Foreign Language Evaluation (TOEIC) 
Although the TOEIC Listening & Reading Test special group examination (IP test) was canceled on 

July 18, to ensure fair and equal treatment of all examinees, majors that required foreign language 
(TOEIC) for academic ability examination subjects will offer the Reading segment of the College TOEIC 
(IP test) (only) on August 19 (Wednesday) and 20 (Thursday), the dates of this examination.  

For evaluations based on the TOEIC open test score and college TOEIC Reading test score in 
foreign languages of academic ability examination subjects, please refer to the attached sheet “Graduate 
School of Science and Technology Research Conducted August 19-20, 2020.  

Regarding the handling of foreign languages in academic examination subjects in the Master's 
Program (Master's Program) General Entrance Exam (I) etc.: Although the applicants to the Bio-based 
Materials program were not required to have a foreign language (TOEIC) score, the current 
examination includes the Reading segment of the TOEIC (IP) test. 

 
3. Test Day Examination Rooms  

Be sure to check page 26 and below to confirm which examination rooms will be used on the day of 
the Wednesday, August 19th and Thursday, August 20th examinations. 

Pay close attention to the university website as we will post examination room, or other changes there, 
by the day of the examination. 

 

郵送先・問合せ先 
〒６０６－８５８５ 

京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地 
京都工芸繊維大学 入試課 大学院入試係 
電話：０７５－７２４－７１６２、７０９６ 

メール：innyushi[at]kit.ac.jp 
（※[at]を@に変換してください。） 
 

Postal address and Contact information: 
 
Admissions Office, Graduate Admissions  

Kyoto Institute of Technology 
No. 1 Matsugasaki Hashikami-cho, Sakyo-ku, 
Kyoto, 606-8585 

JAPAN 
 
Telephone: 075-724-7162, 7096 

 
Email: innyushi[at]kit.ac.jp 
(* Convert [at] to @.) 
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博士前期課程（修士課程）一般入試 

 

11 学力検査日時、検査方法及び場所等 
⑴ 学力検査日時及び科目 

①  第Ⅰ期    

専 攻 名 学力検査日 区分 学力検査科目・時間 配点 内 容 

応用生物学専攻 令和２年 

８月19日（水） 
筆記

試験 

専門科目 

13：00〜14：30（90分） 
100 生物学、生化学に関連する問題から選択 

口述

試験 
15：00〜 100 応用生物学について実施する。 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

17：00〜18：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

100 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づい

て評価する。詳細は別紙のとおり。 

材料創製化学専攻

材料制御化学専攻

物質合成化学専攻

機能物質化学専攻 

令和２年 

８月19日（水） 

筆記

試験 

専門基礎科目Ⅰ 

10：00〜11：30（90分） 
100 有機化学（高分子化学を含む） 

専門基礎科目Ⅱ 

13：00〜14：30（90分） 
100 物理化学 

専門基礎科目Ⅲ 

15：00〜16：30（90分） 
100 物理学 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

17：00〜18：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

100 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づい

て評価する。詳細は別紙のとおり。 

令和２年 

８月20日（木） 

筆記

試験 

専門基礎科目Ⅳ  

10：00〜11：30（90分） 
100 無機化学 

専門基礎科目Ⅴ 

13：00〜14：30（90分） 
100 高分子機能工学（高分子物性を含む） 

専門基礎科目Ⅵ  

15：00〜16：30（90分） 
100 生体関連化学 

（注）専門基礎科目Ⅰ〜Ⅵの６科目のうちから３科目を選択する。 

電子システム工学

専攻 

令和２年 

８月19日（水） 
筆記

試験 

専門科目            

10：00〜12：00（120分） 
150 電磁気学、電気回路、電子回路の３題 

口述

試験 
13：30〜 100 

志望分野に関連する科目の専門的学力等に

ついて実施する。 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

17：00〜18：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

50 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づい

て評価する。詳細は別紙のとおり。 

（次ページへ続く） 
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博士前期課程（修士課程）一般入試 

 

 
第Ⅰ期 

専 攻 名 学力検査日 区分 学力検査科目・時間 配点 内 容 

情報工学専攻 令和２年 

８月19日（水） 

筆記

試験 

数学                      

10：00〜12：00（120分） 
150 

微積分（常微分方程式を含む）、線形代数、

確率統計の３題 

筆記

試験 

専門科目            

13：30〜15：30（120分） 
300 

プログラミング（C,Java,データ構造とアル

ゴリズム） 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

17：00〜18：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

150 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づい

て評価する。詳細は別紙のとおり。 

機械物理学専攻 令和２年 

８月19日（水） 
筆記

試験 

数学                     

10：00〜11：30（90分） 
150 

線形代数から１題、微積分（微分方程式を

含む）から２題の計３題 

筆記

試験 

専門科目            

13：00〜16：00（180分） 
400 

材料力学、機械力学、熱力学、流体力学の

分野から各２題（計８題）のうちから４題

を選択 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

17：00〜18：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

100 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づい

て評価する。詳細は別紙のとおり。 

機械設計学専攻 令和２年 

８月19日（水） 

筆記

試験 

数学                     

10：00〜11：30（90分） 
150 

線形代数から１題、微積分（微分方程式を

含む）から２題の計３題 

筆記

試験 

専門科目            

13：00〜16：00（180分） 
400 

材料力学、機械力学、熱力学、流体力学の

分野から各２題（計８題）のうちから４題

を選択 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

17：00〜18：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

100 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づい

て評価する。詳細は別紙のとおり。 

（次ページへ続く） 
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博士前期課程（修士課程）一般入試 

 

第Ⅰ期 

専 攻 名 学力検査日 区分 学力検査科目・時間 配点 内 容 

デザイン学専攻 令和２年 

８月19日（水） 

実技

または 

筆記

試験 

専門科目              

9：00〜12：00（180分） 
300 

デザイン、ビジネス、テクノロジー、キュ

レーションに関わる８題（実技を含む）の

うちから２題を選択 

筆記

試験 

小論文                

13：15〜14：15（60分） 
200 広義のデザインに関する小論文 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

17：00〜18：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

100 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づい

て評価する。詳細は別紙のとおり。 

令和２年 

８月20日（木） 口述

試験 
9：00〜 300 

研究計画書に基づいて、研究計画及び関連

する専門知識について実施する。 

建 築 学 専 攻 令和２年 

８月19日（水） 
筆記

試験 
専門科目Ⅰ         

9：00〜10：30（90分） 

A：200 

B：200 

C：300 

建築学全般から出題される 10 題から 3 題を

選択。 

筆記

試験 

小論文                

10：45〜12：15（90分） 

A：100 

B：200 

C：200 

建築学全般から出題される3題から1題を選

択。 

実技

試験 

専門科目Ⅱ          

13：30〜18：00（270分） 

13：30～16：30（180分） 

A：300 

B：200 

C：100 

建築設計 

令和２年 

８月20日（木） 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

9：00〜10：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

200 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づい

て評価する。詳細は別紙のとおり。 

口述

試験 

13：00〜 

14：00～ 
200 

大学院における研究計画及び関連する専門

的知識または持参作品について実施する。 

（注）筆記試験・実技試験の配点については、指導を希望する教員などと事前に相談

し、出願時に希望する配点を A、B、C の中から選択すること（試験科目により配

点 A、B、C を選択することはできない）。 

（次ページへ続く） 
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博士前期課程（修士課程）一般入試 

 

第Ⅰ期 

 

専 攻 名 学力検査日 区分 学力検査科目・時間 配点 内 容 

京都工芸繊維大学・

チェンマイ大学 

国際連携建築学専攻 

令和２年 

８月19日（水） 筆記

試験 
専門科目Ⅰ 

9：00〜10：30（90分） 

A：200 

B：200 

C：300 

建築学全般から出題される 10 題から 3 題を

選択。 

筆記

試験 

小論文                

10：45〜12：15（90分） 

A：100 

B：200 

C：200 

建築学全般から出題される3題から1題を

選択。 

実技

試験 

専門科目Ⅱ          

13：30〜18：00（270分） 

13：30～16：30（180分） 

A：300 

B：200 

C：100 

建築設計 

令和２年 

８月20日（木） 

筆記

試験 

外国語 

（筆記試験は実施しない） 

9：00〜10：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

200 

筆記試験に代えて、出願時に提出された

ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 

TOEIC公開テストのスコアおよびカレッジ

TOEICのReadingテストのスコアに基づいて

評価する。詳細は別紙のとおり。 

口述

試験 
11：00〜 

11：30〜 
200 

大学院における研究計画及び関連する専

門的知識または持参作品について実施す

る。 

（注）筆記試験・実技試験の配点については、指導を希望する教員などと事前に相談

し、出願時に希望する配点を A、B、C の中から選択すること（試験科目により配

点 A、B、C を選択することはできない）。 

先端ファイブロ 

科学専攻 

令和２年 

８月19日（水） 

筆記

試験 

外国語 

9：30〜12：00（150分） 
100 英語 

口述

試験 
13：00〜 200 

志望分野及び関連分野の専門的学力等につ

いて実施する。外国人については、日本語

による試問を含む。 

バイオベース 

マテリアル学専攻 

令和２年 

８月19日（水） 

口述

試験 
13：00〜 200 専門的な知識を問う。 

筆記

試験 

外国語 

9：00〜10：30（90分） 

17：00〜18：45（105分） 

内、解答時間は75分間 

100 

英語 

カレッジTOEICのReadingテストのスコア

を用いて評価する。 
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博士前期課程（修士課程）外国人留学生特別入試 

12 学力検査日時、検査方法及び場所等 Examination Date, Place and Method 
⑴    学力検査日時及び科目    Examination subjects and schedule 

② 2020 年（令和 2 年）秋入学    Fall Admissions for 2020 

（次ページへ続く／NEXT PAGE） 

専 攻 名
Master’s Program 

学力検査日
Exam Date 

区分 
Classification 

学力検査科目・時間
Exam Subject and  Time 

配点
Points 

内 容 
Content 

電子システム工学

専攻 
Master’s 
Program of 
Electronics 

2020 年 

（令和２年） 

8 月 19 日（水）

19 Aug, 2020 
(Wed) 

筆記

試験

Written 
exam 

専門科目 

10：00～12：00 

（120分 / 120 minutes） 
Specialized subject 

150 

電磁気学、電気回路、電子回路の３題 

Questions on three topics: 
electromagnetism, electric circuits and 
electronic circuits 

口述

試験

Oral 
exam 

13：30～ 100 

志望分野に関連する科目の専門的学力等

について実施する。 
Interviews on specialized knowledge in 
subjects relating to the field of choice 

筆記

試験

Written 
exam 

外国語 

（筆記試験は実施しない）  
Foreign language 

（No  written examination） 
17：00〜18：45 
（105分 / 105 minutes） 

内、解答時間は75分間 

Of which the answer time is 
75 minutes 

 

50 

筆記試験に代えて、出願時に提出された 
ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 
Off ic ia l TOEIC score cer t i f ica te 
submitted at the time of application will be 
used for evaluation, instead of a written 
examination. 
TOEIC公開テストのスコアおよびカレッ

ジTOEICのReadingテストのスコアに基づ

いて評価する。詳細は別紙のとおり。 

Evaluation is based on the Public TOEIC test 
score and the College TOEIC Reading test 
score. See attachment for details. 

 
情報工学専攻

Master’s 
Program of 
Information 
Science 

2020 年 

（令和２年） 

8 月 19 日（水）

19 Aug, 2020 
(Wed) 

筆記

試験

Written 
exam 

数学 

10：00～12：00 

（120分 / 120 minutes） 
Mathematics 

150 

微積分（常微分方程式を含む）、線形代

数、確率統計の３題 
Calculus (including  ordinary  differential 
equations) , linear algebra , and probability  
and statistics 

筆記

試験

Written 
exam 

専門科目 

13：30～15：30 

（120分 / 120 minutes） 
Specialized subject 

200 

プログラミング（C,  Java, データ構造とア

ルゴリズム） 
Programing (C, Java, data structure and 
algorithms) 

筆記

試験

Written 
exam 

外国語 

（筆記試験は実施しない）  
Foreign language 

（No  written examination） 
17：00〜18：45 
（105分 / 105 minutes） 

内、解答時間は75分間 
Of which the answer time is 

75 minutes 
 

150 

筆記試験に代えて、出願時に提出された 
ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 
Off ic ia l TOEIC score cer t i f ica te 
submitted at the time of application will be 
used for evaluation, instead of a written 
examination. 
TOEIC公開テストのスコアおよびカレッ

ジTOEICのReadingテストのスコアに基づ

いて評価する。詳細は別紙のとおり。 

Evaluation is based on the Public TOEIC test 
score and the College TOEIC Reading test 
score. See attachment for details. 
 

2020年 

（令和２年） 

8 月 20 日（木）

20 Aug, 2020 
(Thu) 

口述

試験

Oral 
exam 

13：30～ 100 

基礎的な知識を問うことがある。日本語

による試問を含む。 
Interviews on basic knowledge, including 
interviews in Japanese. 
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博士前期課程（修士課程）外国人留学生特別入試 
2020 年（令和 2 年）秋入学    Fall Admissions for 2020 
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専 攻 名
Master’s Program 

学力検査日
Exam Date 

区分 
Classification 

学力検査科目・時間
Exam Subject and  Time 

配点
Points 

内 容 
Content 

機械設計学専攻

Master’s 
Program of 
Mechanodesign 

2020 年 

（令和２年） 

8 月 19 日（水）

19 Aug, 2020 
(Wed) 

筆記

試験

Written 
exam 

専門科目 

13：00～14：30 

（90分 / 90 minutes） 
Specialized subject 

200 

材料力学、機械力学、熱力学、流体力学

の分野から各２題（計８題）のうちから

２題を選択。 
Select two questions from each of the 
following fields: Strength of  Materials, 
Kinematics and Dynamics of Mechanical 
Systems, Thermodynamics, and Fluid  
Dynamics (total of eight questions)． 

筆記

試験

Written 
exam 

外国語 

（筆記試験は実施しない）  
Foreign language 

（No  written examination） 
17：00〜18：45 
（105分 / 105 minutes） 

内、解答時間は75分間 
Of which the answer time is 

75 minutes 
 

100 

筆記試験に代えて、出願時に提出された 
ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 
Off ic ia l TOEIC score cer t i f ica te 
submitted at the time of application will be 
used for evaluation, instead of a written 
examination. 
TOEIC公開テストのスコアおよびカレッ

ジTOEICのReadingテストのスコアに基づ

いて評価する。詳細は別紙のとおり。 

Evaluation is based on the Public TOEIC test 
score and the College TOEIC Reading test 
score. See attachment for details. 
 

デザイン学専攻

Master’s 
Program of 
Design 

2020 年 

（令和２年） 

8 月 19 日（水）

19 Aug, 2020 
(Wed) 

実技 
または 
筆記 
試験 

Practical or 
Written 
exam 

専門科目 

10：00～12：00 

（120分 / 120 minutes） 
Specialized subject 

300 

デザイン、ビジネス、テクノロジー、キ

ュレーションに関わる 4 題（実技を含

む）のうちから１題を選択 
Select one from the 4 questions (including 
practical test) relating to design, business, 
technology and curation. 

口述

試験

Oral 
exam 

13：30～ 200 

研究計画書に基づいて、研究計画及び関

連する専門知識について実施する。 
Interviews on the applicants’ study plans and 
relevant expertise in connection with their 
submitted study proposals. 

筆記

試験

Written 
exam 

外国語 

（筆記試験は実施しない）  
Foreign language 

（No  written examination） 
17：00〜18：45 
（105分 / 105 minutes） 

内、解答時間は75分間 
Of which the answer time is 

75 minutes 
 

200 

筆記試験に代えて、出願時に提出された 
ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 
Off ic ia l TOEIC score cer t i f ica te 
submitted at the time of application will be 
used for evaluation, instead of a written 
examination. 
TOEIC公開テストのスコアおよびカレッ

ジTOEICのReadingテストのスコアに基づ

いて評価する。詳細は別紙のとおり。 

Evaluation is based on the Public TOEIC test 
score and the College TOEIC Reading test 
score. See attachment for details. 
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博士前期課程（修士課程）外国人留学生特別入試 

 

2020 年（令和 2 年）秋入学    Fall Admissions for 2020 

 
 

専 攻 名
Master’s Program 

学力検査日
Exam Date 

区分 
Classification 

学力検査科目・時間
Exam Subject and  Time 

配点
Points 

内 容 
Content 

建築学専攻

Master’s 
Program of 
Architecture 

2020 年 

（令和２年） 

8 月 19 日（水）

19 Aug, 2020 
(Wed) 

実技 
または 
筆記 
試験

Practical or  
Written 
exam 

専門科目 

13：30～18：00 

（270分 / 270 minutes）  

13：30～16：30 

（180分 / 180minutes） 
Specialized subject 

300 

建築設計または小論文のうちから１つを

選択。小論文については、建築学全般か

ら出題される 3題から 1題を選択。 
Choose either an architectural design 
examination or a short essay. As for a short 
essay, choose one topic from three in the 
field architectural studies in general. 

2020年 

（令和２年） 

8 月 20 日（木）

20 Aug, 2020 
(Thu) 

筆記 
試験

Written 
exam 

外国語 

（筆記試験は実施しない）  
Foreign language 

（No  written examination） 
9：00〜10：45 
（105分 / 105 minutes） 

内、解答時間は75分間 
Of which the answer time is 

75 minutes 
 

200 

筆記試験に代えて、出願時に提出された 
ＴＯＥＩＣ個人用公式認定証のスコアに

より、評価する。 
Off ic ia l TOEIC score cer t i f ica te 
submitted at the time of application will be 
used for evaluation, instead of a written 
examination. 
TOEIC公開テストのスコアおよびカレッ

ジTOEICのReadingテストのスコアに基づ

いて評価する。詳細は別紙のとおり。 

Evaluation is based on the Public TOEIC test 
score and the College TOEIC Reading test 
score. See attachment for details. 

口述

試験

Oral 
exam 

１日目に集合時間を発表 

9：00～ 

11：30～ 

The meeting time will be 
announced on the 1st day. 

200 

研究計画及び関連する専門的知識または

持参作品について実施する。 
Interviews on your proposal research and 
related specialized knowledge as well as your 
portfolio brought to entrance examination. 

先端ファイブロ

科学専攻

Master’s 
Program of 
Advanced Fibro-
Science 

2020 年 

（令和２年） 

8 月 19 日（水）

19 Aug, 2020 
(Wed) 

筆記

試験

Written 
exam 

外国語 

9：30～12：00 

（150分 / 150 minutes） 
Foreign language 

100 

 
英語

English 

口述

試験

Oral 
exam 

13：00～ 200 

志望分野及び関連分野の専門的学力等に

ついて実施する。日本語による試問を含

む。 
Interviews on specialized knowledge 
related to your desired research area, 
including interviews in Japanese. 
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博士後期課程一般入試 

1 学力検査日時、検査方法及び場所等 

⑴ 学力検査日 

第Ⅰ期     令和 2年 9月 17 日（木） 

第Ⅱ期     令和 3年 2月 3日（水） 

秋入学     令和 2年 8月 19 日（水） 

⑵ 検査方法（第Ⅰ期・第Ⅱ期・秋入学共通） 
 

専 攻 名 区   分 学力検査科目・時間 配点 内 容 

バイオベースマテリアル学

専攻 
筆記試験 

外国語 

9：00～10：30（90分） 
100 

英語 

上記を除く専攻 外国語 

10：30～12：00（90分） 

先端ファイブロ科学専攻 

口述試験 

13：00～ 

200 

研究分野に関連した科目についての専門的

学力、修士論文、研究経過報告書、研究計

画書等について実施する。 上記を除く専攻 
13：30～ 

⑶ 試験場 京都工芸繊維大学  松ヶ崎キャンパス（京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地） 

試験室等は、次の日までに本学のホームページ（http://ac.web.kit.ac.jp/02/gs_news.html） 

及び入試課前掲示板に掲示します。 

第Ⅰ期：令和 2年 9月 16 日（水）  

第Ⅱ期：令和 3年 2月 2日（火）   

秋入学：令和 2年 8月 18 日（火） 
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博士後期課程社会人特別入試 

1 学力検査日時、検査方法及び場所等 

⑴ 学力検査日 

第Ⅰ期 令和 2年 9月 17 日（木） 

第Ⅱ期 令和 3年 2月 3日（水） 

秋入学 令和 2年 8月 19 日（水） 

⑵ 検査方法（第Ⅰ期・第Ⅱ期・秋入学共通） 
 

専 攻 名 区   分 学力検査科目・時間 配点 内 容 

バイオベースマテリアル学

専攻 
筆記試験 

外国語 

9：00～10：30（90分） 
100 

英語 

一部の受験生に対しては、WebExを利用した

オンライン試験を実施する。 上記を除く専攻 外国語 

10：30～12：00（90分） 

先端ファイブロ科学専攻 

口述試験 

13：00～ 

200 

研究分野に関連した科目についての専門的

学力、修士論文、研究経過報告書、研究計

画書等について実施する。 

一部の受験生に対しては、WebExを利用した

オンライン面接を実施する。 

上記を除く専攻 

13：30～ 

⑶ 試験場 京都工芸繊維大学  松ヶ崎キャンパス（京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地） 

            設計工学専攻（情報工学分野）の受験生に対して、オンラインによる Web 会議システム(WebEx)を

利用して学力検査を実施することから、該当する受験生は、大学(松ヶ崎キャンパス)に来学する

必要はありません。 

但し、受験者は、パソコン等を用いて学力検査を受けることから、有線または、Wi-Fi 環境でそれ

らの機器に接続できる等、ネットワーク環境が整っている場所で受験することが求められます。 

試験室等は、次の日までに本学のホームページ（http://ac.web.kit.ac.jp/02/gs_news.html） 

及び入試課前掲示板に掲示します。オンラインによる学力検査の対象者についてもこちらを

確認してください。 

第Ⅰ期：令和 2年 9月 16 日（水） 

第Ⅱ期：令和 3年 2月 2日（火） 

秋入学：令和 2年 8月 18 日（火） 
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博士後期課程外国人留学生特別入試 

1 学力検査日時、検査方法及び場所等 Examination Date, Place and Method 

⑴   学力検査日   Examination subjects and schedule 

４月入学：2021 年（令和 3年）2月 3日（水）  

April admissions: 3 Feb. 2021  (Wed) 
秋 入 学 ：2020 年（令和 2年）8月 19 日（水）  
Fall admissions: 19 Aug. 2020 (Wed) 
 

⑵   検査方法   Examination Method 秋入学（Fall admissions） 
 

専 攻 名 
Doctoral Program 

区   分 
Classification 

学力検査科目・時間 
Exam Subject and Time 

配点 
Points 

内容 
Content 

先端ファイブロ科学専攻

Doctoral Program of 
Advanced Fibro-Science 

口述試験

Oral exam 

13：00～ 
WebEx を利用したオンライン面接

を実施する。 
 
Online oral examination using WebEx 
 
（海外在住で渡日前の口述試験を

希望する場合は、時間を調整の  
うえ、Skype 等を利用して行う） 
Those who reside abroad may, 
upon request, have an oral 
examination using Skype (or other 
online video chat application) 
mutually agreed. 

300 

英語能力及び研究分野に関連

した科目についての専門的学

力、修士論文、研究経過報告

書、研究計画書等について実

施する。 
Interviews on English 
proficiency, specialized 
knowledge, master’s thesis, 
research progress report, 
research proposals concerning 
subjects related to the field of 
study. 

上記を除く専攻  
All  other programs 

13：30～ 
（海外在住で渡日前の口述試験を

希望する場合は、時間を調整の  
うえ、Skype 等を利用して行う） 
Those who reside abroad may, 
upon request, have an oral 
examination using Skype (or other 
online video chat application) 
mutually agreed. 

 

⑶   試験場  Examination Rooms: 

京都工芸繊維大学  松ヶ崎キャンパス （京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地） 

先端ファイブロ科学専攻では、秋入学の学力検査について、オンラインによる Web 会議システム(WebEx)を

利用して実施することから、該当する受験生は大学(松ヶ崎キャンパス)に来学する必要はありません。 

但し、受験者は、パソコン等を用いて学力検査を受けることから、有線または、Wi-Fi 環境でそれらの機器

に接続できる等、ネットワーク環境が整っている場所で受験することが求められます。 

Department of Advanced Fibro-Science do NOT require the all exam candidates for Fall admission to come to the 

university (Matsugasaki Campus). For the online examination, the exam candidates must use the necessary devices to 

maintain the stable network environment connected to the wired or Wi-Fi environment by themselves. 

 

試験室等は、次の日までに本学のホームページ（http://ac.web.kit.ac.jp/02/gs_news.html） 

及び入試課前掲示板に掲示します。 

４月入学：2021 年（令和 3年）2月 2日（火） 

秋 入 学：2020 年（令和 2年）8月 18 日（火） 

KIT Matsugasaki Campus (1 Hashikami-cho Matsugasaki Sakyo-ku, Kyoto, Japan) 
Examination rooms will be posted on the KIT Admissions Office bulletin board and on the KIT admission 
information webpage (http://ac.web.kit.ac.jp/02/gs_news.html)by the following dates. 
April admissions: 2 Feb 2021 (Tue). 
Fall admissions: 18 Aug 2020 (Tue) 14

http://ac.web.kit.ac.jp/02/gs_news.html


受験上の注意事項 
Notes on examination 
 
１．共通の注意事項 Common Precautions for All Students 

注: 下記の事項は、募集要項の各入試種別の該当ページにおける「学力検査日時、検査方法及

び場所等の(3) 受験についての注意」に置き換えます。 

Note: The following items will be replaced with “(3) Examination precautions regarding the examination, 

place and method" on the relevant page for each examination classification in the Admission Requirements. 

 

(1) 受験前（新型コロナウイルス関連）Before the examination (COVID-19 related) 

① なるべく外出を避け、特に人が密に集まって過ごすような空間を避け、不必要な他人と

の接触交流の機会を極力減らすこと。 

Avoid going out as much as possible; especially avoid places where many people gather and 

spend time closely together; refrain as much as possible from unnecessary contact and interaction 

with others.  

② マスクを着用する、手指を石鹸で念入りに洗浄する、日々検温するなどの予防を徹底す

ることにより、体調管理に万全を期して試験当日を迎えること。 

Be sure to take care of your physical condition before the examination day, by taking thorough 

preventing measures, such as wearing a mask, washing your hands thoroughly with soap and 

measuring your temperature daily. 

③ 厚生労働省や京都府など信頼できる情報源から最新情報を確認し、自宅から大学に移動

するために利用するバス・電車等においても最大限の注意を払い、受験生に望まれる冷

静な行動をとること。 

Be sure to check the latest information from reliable sources such as the Ministry of Health, 

Labour and Welfare and the Kyoto Prefecture; pay maximum attention when using buses or trains 

to the university and take the expected calm behavior for examinees.  

④ 発熱・咳等の症状がある場合は、あらかじめ医療機関での受診を行うこと。 

If you have symptoms such as fever or cough, consult a medical institution in advance.  

⑤ 新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試

験日直前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者は受験できません。 

Those who have been affected with COVID-19 and have not been diagnosed as cured by the day 

of the examination or those who, according to a healthcare center, are deemed to be close contacts 

just before the day of the examination, cannot take the examination.  

⑥ 試験当日に発熱や咳等の症状があるなど、著しく体調が悪い者は受験できません。 

Those who on the examination day have a very bad physical condition, such as fever or cough, 

cannot take the examination. 

 

(2) 持参物 What to bring 

試験には、次の物を持参してください。Bring the following items to the examination 

① インターネット出願システムより印刷した受験票 

Examination ticket printed from the internet application system 
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② 筆記用具（HB 程度の黒鉛筆またはシャープペンシル、プラスチック消しゴム） 

Writing utensils (HB type pencil or mechanical pencil, plastic eraser) 

③ 時計（携帯電話や計時以外の機能が付いた機器を、時計として使用することはできませ

ん。） 

Clock (mobile phones or devices with functions other than timing, cannot be used as clocks) 

④ 予備も含めて感染防止用のマスク（無地のもの） 

Plain mask to prevent infection, including a spare 

※デザイン学専攻、建築学専攻および京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学

専攻については、専攻ごとの注意事項で指定されたものを準備しておいてください。 
Note: For the Master’s Program of Design, the Master’s Program of Architecture and the Kyoto 
Institute of Technology and Chiang Mai University Joint Master’s Degree Program in Architecture, 
prepare the Items specified in the notes of the respective program. 
 

(3) 受験日（新型コロナウイルス関連）On the day of the examination (COVID-19 related) 

① アルコール消毒液が試験室入口付近に設置されるので、入退室する際には、必ず手指の

消毒を確実に実施すること。 

Be sure to disinfect your fingers with the disinfectant solution available at the entrance, when 

entering and exiting the examination room.  

② 症状の有無に関わらず、各自マスク（無地のマスク）を持参し、試験場では、昼食時以

外は常に着用すること。なお、試験時間中においては、感染予防の観点からマスクの着

用を義務付けますが、写真照合を行う時など、試験監督者からの指示があった場合は、

マスクを外すこと。 

Bring your own plain mask, regardless of whether you have symptoms, and always wear it at the 

examination site, except during lunch. In order to prevent infection, wearing a mask is mandatory 

during the examination; however, you can remove the mask when instructed, such as during photo 

matching.  

③ 休憩時間や昼食時等における受験者相互の接触、対面での会話を極力控えること。 

Avoid as much as possible contact and face-to-face conversation with other examinees during 

breaks or lunch. 

④ 咳やくしゃみをする際には、咳エチケット（マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使っ

て、口や鼻をおさえる）を徹底すること。 

Be sure to practice coughing etiquette when coughing or sneezing (hold your mouth and nose 

with a mask, napkin, handkerchief or your sleeve). 

⑤ 試験中に水分補給をしたい場合は、試験監督者の許可を得た上で行うこと。 

If you need to hydrate during the examination, obtain permission by the supervisor. 

⑥ 試験当日、食堂は短縮営業していますが、可能な限り弁当などを持参し、自分の受験番

号の席で昼食をとること。 

On the day of the examination, the cafeteria is partially open; however, to the extent possible, you 

are advised to bring your own lunch and eat at your designated seat.  
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(4) 受験上の留意事項 Notes on examination 

① 受験生は、試験の当日、インターネット出願システムより印刷した受験票を持参し、試

験監督者等の指示に従って提示してください。持参していない場合は、受験できないこ

とがあります。万一、紛失した場合または忘れた場合は、入試課へ申し出てください。 

Examinees must present their examination tickets that they have printed from the internet 

application system on the examination day and follow the supervisor’s directions. 

Examinees without their examination tickets may not be allowed to take the examination. 

If you have lost or failed to bring your examination ticket, please inform the Admissions 

Office.  

② 試験当日は試験開始 20 分前までに試験場に到着し、各科目の試験開始 15 分前までに

所定の試験室に入り、自分の受験番号の席に着いてください。 

On the day of the examination, examinees should arrive at the examination site 20 minutes 

before the examination starts, enter the designated examination room 15 minutes before 

the start of each specific examination subject and be seated at the desk with your examinee 

number. 

③ 試験開始後、20 分以上遅刻して試験室に到着した場合は、受験することができません。 

Examinees who arrive at the examination room 20 minutes or later after the scheduled 

starting time, will not be allowed to take the examination. 

④ 指定の科目等を１科目でも受験しなかった場合は、全試験を放棄したものとみなされ、

以後は受験することができません。 

ただし、カレッジ TOEIC の Reading テストに関して、既に TOEIC 公開テストのスコア

を提出した者については、受験の強制はしません。 

Examinees who do not take ALL of the designated subjects are disqualified and will not be 

permitted to take the examination again at a later date. 

However, for the College TOEIC Reading test, those who have already submitted the TOEIC 

public test score, will not be required to take the test.  

⑤ 試験中、不正行為をした場合及び不正行為とみなされる行動があった場合、または監督

者の指示に従わない場合は、直ちに受験の停止を命じます。 

Examinees who act, or are deemed to have acted, dishonestly or who do not follow the 

instructions of the supervisor during the examination, will be commanded to stop taking 

the examination immediately. 

⑥ 身体の都合等により定められた試験室において受験することが困難と思われる場合は、

事前に入試課に申し出てください。 

Examinees who are physically unable to take the examination in the designated 

examination room should consult the Admissions Office in advance. 

⑦ 試験時間中に気分が悪くなるなど、受験することが困難と思われた場合は、監督者に申

し出て、その指示に従ってください。この場合、医務室で一時休養の後、試験室に復帰

することは可能ですが、試験時間の延長は認めません。また、試験室への復帰が、次の

試験時間の遅刻限度 20 分を経過した場合は、当該学力検査科目の受験も認めません。 

If you become ill during the examination and cannot continue, inform the examination 

supervisor of it and follow his/her instructions. You may come back to the examination 
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room if you feel better after resting at the KIT clinic. Note  that  no  extension  of  the  

examination  time  will  be  accepted.  In addition, if you are more than 20 minutes late 

for the next examination subject, you will not be allowed to take the next examination. 

⑧ 試験中、携帯電話・その他の電子機器・腕時計のアラーム音などが発生しても、試験の

再実施や時間の延長などの対応はいたしません。 

The examination will not be repeated and time will not be extended, even in the event that a 

sound such as an alarm from a mobile phone, other electronic devices or wristwatch occurs 

during testing. 

 

(5) 禁止事項 Don’ts 

① 試験中は、受験票並びに試験監督者の指示するもの以外は机上に置いてはいけません。 

Examinees must not place anything on the desks, except for their examination tickets and/or 

other items mentioned by the examination supervisor. 

② 計時以外の機能が付いた時計及びこれと同様の機能をもつ文房具の持込を禁止します。 

Clocks with functions other than timing and stationery with similar functions are not 

allowed on the examination desk.  

③ 携帯電話や音の出る機器は、試験室に入る前にアラームの設定を解除し、電源を切って

カバン等の中にしまっておいてください。携帯電話を時計として使用できません。また、

時計もアラームの設定を解除し、鳴らない状態にしておいてください。 

All mobile phones and devices that emit sound should be turned off before entering the 

examination room and placed inside your bag. Mobile phones are not allowed to be used as 

clocks. If your clock has an alarm function it must be turned off so that it does not ring. 

④ 文字や数式等がプリントされている服等は着用しないでください。着用している場合

は、裏返して着ていただくことがあります。座布団と膝掛けは、文字や数式等がプリン

トされていないものに限り使用を認めます。 

Examinees must not wear clothing on which numerical formulas and/or any other symbols 

are printed. If such clothing is found, the examinee concerned may be asked to wear the 

clothing inside out. Zabuton (sitting cushions) and lap robes are allowed provided they too 

have no printed numerical formulas and/or any other symbols. 

⑤ 試験室内では入室から退室（昼食時間を除く）まで、飲食（ガム・あめなどを含む）は

禁止です。 

Eating and drinking (including gums and candies) inside the examination site is not allowed 

from the time you enter the room until the time you exit (excluding lunch time). 

⑥ 試験開始以降、試験室を退室する（昼食時間を除く）まで、試験当日に各専攻から貸与

される物品がある場合を除いて、携帯電話やその他の電子機器（オーディオプレーヤ

ー・パソコン・ゲーム機・電子辞書・電子手帳など）は使用できません。 

The use of mobile phones and other electronic devices (audio players, computers, game devices, 

electronic dictionaries, electronic notebooks etc.) is not allowed from the beginning of the 

examination until leaving the examination room (excluding lunch time), except for items 

provided by each major on the day of the examination. 
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⑦ 各建物のエレベーターの使用を禁止します。 

The use of elevators in all buildings is prohibited. 

 

(6) その他 Other 

① 試験当日に、交通機関の遅延等により試験開始時刻の変更等がある場合は、本学ホーム

ページ（トップページ「Admissions 入試最新情報」の新着情報）でお知らせします。 

https://www.kit.ac.jp/ 

If, on the day of the examination, there is a change in the start time due to delays in transportation 

etc., we will inform you through the university’s homepage (Admissions updated information). 

https://www.kit.ac.jp/ 

② その他、受験について不明な点があれば、入試課に問い合わせてください。 

If you have any other questions regarding the examination, contact the Admissions Office. 

 

２．カレッジ TOEIC Reading テストにおける注意事項 Notes on the College TOEIC Reading Test 

① スコアレポート(個人成績表)は、受験生が指定した住所に送付されますので、郵便番号

など正確な情報が必要となります。個人に送付されたスコアレポートを大学に提出する

必要はありません。 

The score report (individual grade report) will be sent to the address specified by the examinee; 

therefore, postal code and other information should be accurate. It is not necessary to submit the 

score report to the university. 

② 試験開始以降、試験室を退室するまで、携帯電話やその他の電子機器（オーディオプレ

ーヤー・パソコン・ゲーム機・電子辞書・電子手帳など）は使用できません。 

The use of mobile phones and other electronic devices (audio players, computers, game devices, 

electronic dictionaries, electronic notebooks etc.) is not allowed from the beginning of the 

examination until leaving the examination room.  

③ 試験問題などの漏えいにつながる次のような行為は禁止します。 

 写真撮影・録画・録音・複写などにあたる一切の行為 

 問題用紙・その他資材へ書き込む（解答用紙の所定の記入欄を除く）行為 

 方法の如何を問わず、試験会場から問題用紙・解答用紙を持ち出し、または問題内

容を漏えいする行為 

 方法の如何を問わず、再現（英語での再現に限らない）された試験問題の全部もし

くは一部またはそれらの概要を、インターネット・テレビ・ラジオ・メール・文書・

講義その他の手段を用いて不特定または多数の者が閲覧・視聴可能な状態に置く行

為 

The following acts that may lead to leak of the examination questions are prohibited. 

 Photographing, video or audio recording and copying 

 Writing on the question sheet and other materials (excluding the prescribed fields of the 

answer sheet) 

 Taking question sheets or answer sheets out from the examination site or leaking the content 

of the questions, regardless of the method 

 Reproducing (not limited to reproduction in English), regardless of the method, all or part 
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of the examination questions and making them or a summary thereof accessible to an 

unspecified number of people through the internet, television, radio, e-mail, text, lecture or 

any other method. 

 

３．各入学試験区分における専攻ごとの注意事項 

    Notes for each major in each examination classification 

（1）博士前期課程（修士課程）一般入試（第 Ⅰ 期） 

Master’s Program General entrance examination (First period) 

◆ 材料創製化学専攻／材料制御化学専攻／物質合成化学専攻／機能物質化学専攻 
 Master’s Program of Innovative Materials／Master’s Program of Material’s Properties Control／ 
 Master’s Program of Materials Synthesis／Master’s Program of Functional Chemistry 

受験生には、専門基礎科目の試験において、プログラム機能のついていない関数型計算機（電

池式）を貸与します。 

For the examination of the basic specialized subjects, the students will be provided with a battery-

powered scientific calculator without program functions 
◆ デザイン学専攻 Master’s Program of Design 

口述試験の際、研究計画書に記載した作品集または資料を持参してください。 

なお、受験者には試験（実技など）に使用する特別な用具は貸与します。 

At the time of oral examination, applicants are required to bring a collection of design works or 

relevant materials, which they officially indicated in their study proposals. Also, specific tools needed 

for the examination (for practical tests etc.) are provided. 

◆ 建築学専攻 Master’s Program of Architecture  
下記のものを持参してください。 

Please bring the following on the examination day. 

ア．専門科目Ⅰ：プログラム機能のついていない関数型計算機（電池式）。 

Specialized subject Ⅰ: Battery-powered scientific calculator without program functions. 

イ．小論文：プログラム機能のついていない関数型計算機（電池式）。 

For the short essay: Battery-powered scientific calculator without program functions. 

ウ．専門科目Ⅱ（建築設計）：製図用具、プログラム機能のついていない関数型計算機（電池式）。

ただし、製図板とＴ定規は貸与します。 

また、メモ類の持ち込みは一切認めません。 

Specialized subject Ⅱ (For architectural design): 

Drawing instruments and battery-powered scientific calculators without program functions. 

Note, however, that drawing boards and T-squares will be provided. Examinees are absolutely 

forbidden to bring notes. 

エ．口述試験：研究計画を説明する場合は、必要と思われる資料、または建築設計作品のうち

代表的な 2 点以上を説明できる図面・写真等を持参してください。説明用資

料・図面等は、本人用１部（サイズ自由）と面接官用３部（A3 サイズ４枚以

内）の合計４部を用意してください。ただし、建築模型の持ち込みは認めませ

ん。  
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Oral examination: Diagrams, photos and data, that can be used to explain two or more of your 

key architectural works or any materials that you feel are necessary to 

explain your research proposal. The diagrams, photos, data, or materials for 

explanation shall be filed in four copies (three copies for examiners in no 

more than four sheets of A3 format, one for your reference in a free size). 

Note, however, that architectural models cannot be brought into the 

examination room. 

        

 

◆ 京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻 

Kyoto Institute of Technology and Chiang Mai University Joint Master’s Degree Program in Architecture 

下記のものを持参してください。 

Please bring the following on the examination day. 

ア．専門科目Ⅰ：プログラム機能のついていない関数型計算機（電池式）。 

Specialized subject Ⅰ: Battery-powered scientific calculator without program functions. 

イ．小論文：プログラム機能のついていない関数型計算機（電池式）。 

For the short essay: Battery-powered scientific calculator without program functions. 

ウ．専門科目Ⅱ（建築設計）：製図用具、プログラム機能のついていない関数型計算機（電池式）。

ただし、製図板とＴ定規は貸与します。 

また、メモ類の持ち込みは一切認めません。 

Specialized subject Ⅱ (For architectural design): 

Drawing instruments and battery-powered scientific calculators without program functions. 

Note, however, that drawing boards and T-squares will be provided. Examinees are absolutely 

forbidden to bring notes. 

エ．口述試験：口述試験：研究計画を説明する場合は、必要と思われる資料、または建築設計

作品のうち代表的な 2 点以上を説明できる図面・写真等を持参してください。

説明用資料・図面等は、本人用１部（サイズ自由）と面接官用３部（A3 サイ

ズ４枚以内）の合計４部を用意してください。ただし、建築模型の持ち込みは

認めません。  

Oral examination: Diagrams, photos and data, that can be used to explain two or more of your 

key architectural works or any materials that you feel are necessary to 

explain your research proposal. The diagrams, photos, data, or materials for 

explanation shall be filed in four copies (three copies for examiners in no 

more than four sheets of A3 format, one for your reference in a free size). 

Note, however, that architectural models cannot be brought into the 

examination room. 

 

 

( 2 )  博士前期課程（修士課程）外国人留学生特別入試（令和 2 年秋入学）  
Master’s Program Admission Requirements for International Students（Fall Admissions for 2020） 
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◆ デザイン学専攻 Master’s Program of Design 
口述試験の際、研究計画書に記載した作品集または資料を持参してください。 
なお、受験者には試験（実技など）に使用する特別な用具は貸与します。 

At the time of oral examination, applicants are required to bring a collection of design works or 

relevant materials, which they officially indicated in their study proposals. Also, specific tools 

needed for the examination (for practical tests etc.) are provided. 

◆ 建築学専攻 Master’s Program of Architecture  
下記のものを持参してください。 
Please bring the following on the examination day. 
ア．建築設計の場合：製図用具、プログラム機能のついていない関数型計算機（電池

式）。ただし、製図板とＴ定規は貸与します。また、メモ類の持ち

込みは一切認めません。 
For architectural design: Drawing instruments and battery-powered scientific calculators 

without program functions. Note, however, that drawing boards 

and T-squares will be provided. Examinees are absolutely 

forbidden to bring notes. 
イ．小論文の場合：プログラム機能のついていない関数型計算機（電池式） 

For the short essay: Battery-powered scientific calculator without program functions. 

ウ．口述試験：口述試験：研究計画を説明する場合は、必要と思われる資料、または建築

設計作品のうち代表的な 2 点以上を説明できる図面・写真等を持参してく

ださい。説明用資料・図面等は、本人用１部（サイズ自由）と面接官用３

部（A3 サイズ４枚以内）の合計４部を用意してください。ただし、建築模

型の持ち込みは認めません。  
Oral examination: Diagrams, photos and data, that can be used to explain two or more of your 

key architectural works or any materials that you feel are necessary to 

explain your research proposal. The diagrams, photos, data, or materials for 

explanation shall be filed in four copies (three copies for examiners in no 

more than four sheets of A3 format, one for your reference in a free size). 

Note, however, that architectural models cannot be brought into the 

examination room. 
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令和 2年 8月 19 日‐20日に実施する大学院工芸科学研究科 

博士前期課程（修士課程）一般入試（第 I 期）等における 

学力検査科目の外国語の取り扱いについて 

 

京都工芸繊維大学 

 

本学は、大学院工芸科学研究科博士前期課程（修士課程）一般入試（第 I 期）、社会人特別入試（秋入学）、

外国人留学生特別入試（秋入学）において、学力検査科目に外国語(TOEIC)を課している専攻については、筆記

試験に代えて、出願時に提出された TOEIC Listening & Reading 個人用公式認定証のスコアにより、評価する

こととしています。 

しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、令和 2 年 3 月以降の TOEIC 公開テストが全て中止になった

ことから、代替策として、7月 18 日（土）に TOEIC Listening & Reading Test 団体特別受験制度（IPテスト）

の実施を予定していましたが、再び全国的に感染が拡大していることを踏まえて、中止することとしました。 

つきましては、受験生の公平性を担保する観点から、学力検査科目に外国語(TOEIC)を課していた専攻におい

ては、本試験の実施日である 8月 19 日(水)-20 日(木)にカレッジ TOEIC（IP テスト）の Reading テストのみを

学力検査科目として設定し実施します。 

学力検査科目の外国語の取り扱いについては、次の１～４のとおりとします。 

 

１．8月 19 日－20日のカレッジ TOEIC の Reading テストに関しては、既に TOEIC 公開テストのスコアを提出し

た者も受験することを可能とするが、強制はしない。 

 

２．TOEIC 公開テストのスコアを提出した者については、次の(1)～(3)のうち、下記４の換算方法により算出し

た値が、最も高いものを採用する。 

  (1) 8 月 19 日－20 日に受験したカレッジ TOEIC の Reading のスコア 

(2) 提出済みの TOEIC 公開テストの Reading のスコア 

(3) 提出済みの TOEIC 公開テストのスコア(合計点) 

  

３．上記２を適用することから、TOEIC 公開テストのスコアを提出した者が、別のスコアの再提出を希望する場

合は、これを認める。但し、令和２年８月７日（金）までに入試課に再提出するものとする。再提出期限

を過ぎてからは、いかなる理由があっても認めない。 

 

４．TOEIC スコアを、各専攻における学力検査科目の外国語の配点に換算する方法については、次のとおりとす

る。 

（２. (1), (2) のスコアの換算方法） 

〇TOEIC 公開テストおよびカレッジ TOEIC の Reading テストの配点：Reading 495 点 

   (例)学力検査科目の外国語の配点が 100 点で、Reading スコアが 300 点の場合 

    300÷495×100＝60.606…(小数点以下切り捨て) → 得点 60点 

 

（２. (3) のスコアの換算方法の例） 

〇TOEIC 公開テストの配点：Listening 495 点、Reading 495 点、合計 990 点 

   (例)学力検査科目の外国語の配点が 100 点で、TOEIC スコアの合計点が 500 点の場合 

    500÷990×100＝50.505…(小数点以下切り捨て) → 得点 50点 
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Kyoto Institute of Technology Foreign Language Subjects in the Master’s Degree General 
Entrance Examination (1st period) of the Graduate School of Science and Technology, August 
19-20, 2020  
 

The Kyoto Institute of Technology General Entrance Examination (1st period) requires a 
foreign language academic ability component for the Special Admission Examination for 
Adults (Autumn Admission), and the Special Admission Examination for International 
Students (Autumn Admission). For majors using the TOEIC in place of the written exam, the 
score of the TOEIC Listening & Reading individual official certificate submitted at the time 
of application will be used for evaluation. 

However, with the spread of COVID-19, all public TOEIC tests after March 2020 were 
suspended. As a public TOEIC alternative, KIT intended to implement the Institutional 
Program (IP test) version of the TOEIC Listening & Reading Test on July 18 (Sat). It has 
since been thought best to cancel this alternative due to the Japan-wide spread of infection. 

To ensure fair and equal treatment of all examinees, majors that required foreign language 
(TOEIC) for academic ability examination subjects scheduled for August 19 (Wed) and 20 
(Thu), will only offer the Reading segment of the College TOEIC (IP test). 

The foreign language academic subject examination will be handled as follows: 
 
1. Applicants who have submitted a TOEIC public test score may take the TOEIC Reading 
test on August 19th-20th, but it is not compulsory. 
 
2. The highest score from among public tests (1) to (3), as calculated in “4.” below will be 
used to evaluate applicants’ foreign language ability. 
(1) The Reading score of the College TOEIC taken August 19th to 20th 
(2) The Reading score of a submitted TOEIC public test 
(3) Submitted public TOEIC test (total score)  
 
3. In accordance with “2.,” above, applicants who have submitted a TOEIC public test score 
may submit another score, if they wish. However, it must be received by the Admissions Office 
by August 7, 2020 (Fri). No score submissions will be accepted for any reason after this 
deadline. 
 
4. TOEIC score to foreign language score conversion for each major: 
 
Score conversion method for (2 .(1), (2) 
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〇 Point allocation for public TOEIC test and College TOEIC Reading test : Reading 495 
points 
(Example) For a foreign language academic ability examination subject test with an allocation 
of 100 points and a Reading score of 300 points, 
300 ÷ 495 x 100 = 60.606 (rounded down to the nearest decimal point) → 60 points 
 
 
Score conversion method for (2. (3) 
○ Point allocation for public TOEIC test: Listening: 495 points, Reading: 495 points, total: 
990 points 
(Example) For a foreign language academic ability examination subject test with an allocation 
of 100 points and a total TOEIC score of 500 points, 
500 ÷ 990 × 100 = 50.505 (rounded down to the nearest decimal point) → 50 points 

25



令和3年度京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科
博士前期課程（修士課程）　受験者　各位

京都工芸繊維大学入試課

令和２年８月１９日（水）、２０日（木）

◆一般入試（第Ⅰ期）

専 攻 名 受 験 番 号
出願
者数

筆記試験室
TOEIC実施室

　２号館　２階　０２２２講義室

受験者控室 　２号館　２階　０２２２講義室

口述試験室
　２号館　１階　０２１１講義室
　　　　　　　　０２１２講義室

　材料創製化学専攻 112001～112025 25

　材料制御化学専攻 113001～113019 19

　物質合成化学専攻 114001～114024
※114018は欠番
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　機能物質化学専攻 115001～115022 22

筆記試験室
TOEIC実施室

　８号館　２階　０８２２講義室

受験者控室 　８号館　２階　０８２２講義室

口述試験室 　８号館　２階　０８２１講義室

　情報工学専攻 117001～117035 35

8月19日（水）
筆記試験（数学）
10:00～12:00
筆記試験（専門科目）
13:30～15:30
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

筆記試験室
TOEIC実施室

　６号館　１階　０６１１講義室

　機械物理学専攻 118001～118034 34

　機械設計学専攻 119001～119018 18

専門科目
試験室

　１号館　３階　大学院会議室

筆記試験室 　１号館　３階　大学院会議室

TOEIC実施室 　１号館　２階　０１２１講義室

受験者控室 　１号館　３階　大学院会議室

口述試験室 　１号館　３階　３０４室

筆記試験室
TOEIC実施室

  東３号館  １階　Ｋ１０１講義室
          　２階　Ｋ２０１講義室
　　　　　　３階　Ｋ３０１講義室

実技試験室

　東１号館　３階　３０６室
　　　　　　　　　３０７室
　　　　　　２階　２０３室
　　　　　　　　　２０４室
　　　　　　　　　２０５室
　　　　　　　　　２０６室
　　　　　　　　　２０７室
　東２号館　３階　３０１室
　　　　　　　　　３０４室
　　　　　　２階　２０１室
　　　　　　　　　２０２室
　　　　　　　　　２０５室

受験者控室
　東３号館　２階　Ｋ２０１講義室
　　　　　　３階　Ｋ３０１講義室

口述試験室

　東３号館　２階　Ｋ２０２講義室
　　　　　　　　　Ｋ２０３講義室
　　　　　　３階　Ｋ３０２講義室
　　　　　　　　　Ｋ３０３講義室

筆記試験室
TOEIC実施室

　東３号館　３階　Ｋ３０１講義室

実技試験室 　東１号館　２階　２０２室

受験者控室 　東３号館　３階　Ｋ３０１講義室

口述試験室 　東３号館　３階　Ｋ３０２講義室

筆記試験室 　３号館　２階　０３２１講義室

受験者控室 　３号館　２階　０３２１講義室

口述試験室
　３号館　２階　０３２２講義室
　　　　　　　　０３２３講義室

TOEIC実施室 　１５号館　１階　Ｎ１０５室

受験者控室 　１５号館　１階　Ｎ１０５室

口述試験室   １４号館　２階　Ｓ２１６室

　建築学専攻   122001～122095
※122082、122088は欠番

93

8月19日（水）
筆記試験（専門科目Ⅰ）
9:00～10:30
筆記試験（小論文）
10:45～12:15
実技試験（専門科目Ⅱ）
13:30～16:30

8月20日（木）
外国語（TOEIC）
9:00～10:45
口述試験
14:00～

　京都工芸繊維大学・
　チェンマイ大学
　国際連携建築学専攻

　３号館　１階　０３１１講義室

8月19日（水）
筆記試験（数学）
10:00～11:30
筆記試験（専門科目）
13:00～16:00
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

筆記試験室
TOEIC実施室

  デザイン学専攻 121001～121021 21

8月19日（水）
実技または筆記試験
（専門科目）
9:00～12:00
筆記試験（小論文）
13:15～14:15
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

8月20日（木）
口述試験
9:00～

116001～116020

111001～111014

8月19日（水）
筆記試験（専門科目）
13:00～14:30
口述試験
15:00～
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

　電子システム工学専攻

8月19日（水）
筆記試験（専門基礎科目Ⅰ）
10:00～11:30
筆記試験（専門基礎科目Ⅱ）
13:00～14:30
筆記試験（専門基礎科目Ⅲ）
15:00～16:30
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

8月20日（木）
筆記試験（専門基礎科目Ⅳ）
10:00～11:30
筆記試験（専門基礎科目Ⅴ）
13:00～14:30
筆記試験（専門基礎科目Ⅵ）
15:00～16:30

8月19日（水）
筆記試験（専門科目）
10:00～12:00
口述試験
13:30～
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

20

　３号館　３階　０３３１講義室

令和2年7月28日

令和3年度京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科博士前期課程（修士課程）

下記のとおり学力検査等を実施しますので、確認のうえ受験してください。

記

科目・時間 試 験 室

14

一般入試（第Ⅰ期）について

筆記試験室
TOEIC実施室

 　応用生物学専攻

　バイオベース
　マテリアル学専攻

124001～124006 6

8月19日（水）
口述試験
13:00～
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

511001～511007 7

8月19日（水）
筆記試験（専門科目Ⅰ）
9:00～10:30
筆記試験（小論文）
10:45～12:15
実技試験（専門科目Ⅱ）
13:30～16:30

8月20日（木）
外国語（TOEIC）
9:00～10:45
口述試験
11:30～

 　先端ファイブロ科学専攻 123001～123019 19

8月19日（水）
筆記試験（外国語）
9:30～12:00
口述試験
13:00～
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令和2年度京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科
博士前期課程（修士課程）　受験者　各位

京都工芸繊維大学入試課

令和２年８月１９日（水）、２０日（木）

◆外国人留学生特別入試

専 攻 名 受 験 番 号
出願
者数

筆記試験室
TOEIC実施室

　８号館　２階　０８２２講義室

受験者控室 　８号館　２階　０８２２講義室

口述試験室 　８号館　２階　０８２１講義室

筆記試験室
TOEIC実施室

　６号館　１階　０６１１講義室

受験者控室 　８号館　１階　１０１室

口述試験室 　８号館　１階　１０４室

　機械設計学専攻 879001～879002 2

8月19日（水）
筆記試験（専門科目）
13:00～14:30
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

筆記試験室
TOEIC実施室

　３号館　１階　０３１１講義室

専門科目
試験室

　１号館　２階　０１２２講義室

TOEIC実施室 　１号館　２階　０１２１講義室

受験者控室 　１号館　２階　０１２２講義室

口述試験室 　１号館　３階　３０４室

専門科目
試験室

TOEIC実施室
　東３号館　２階　Ｋ２０３講義室

受験者控室 　東３号館　２階　Ｋ２０１講義室

口述試験室 　東３号館　２階　Ｋ２０２講義室

筆記試験室 　３号館　２階　０３２１講義室

受験者控室 　３号館　２階　０３２１講義室

口述試験室
　３号館　２階　０３２２講義室
　　　　　　　　０３２３講義室

　電子システム工学専攻 876001～876003 3

8月19日（水）
筆記試験（専門科目）
10:00～12:00
口述試験
13:30～
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

試 験 室科目・時間

令和2年7月28日

令和2年度京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科博士前期課程（修士課程）

下記のとおり学力検査等を実施しますので、確認のうえ受験してください。

記

秋入学試験（一般入試・社会人特別入試・外国人留学生特別入試）について

　デザイン学専攻 881001～881005 5

8月19日（水）
実技または筆記試験
（専門科目）
10:00～12:00
口述試験
13:30～
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

　情報工学専攻 877001～877004 4

8月19日（水）
筆記試験（数学）
10:00～12:00
筆記試験（専門科目）
13:30～15:30
外国語（TOEIC）
17:00～18:45

8月20日（木）
口述試験
13:30～

　建築学専攻 882001～882003 3

8月19日（水）
実技または筆記試験
（専門科目）
13:30～16:30

8月20日（木）
外国語（TOEIC）
9:00～10:45
口述試験
11:30～

　先端ファイブロ科学専攻 883001～883002 2

8月19日（水）
筆記試験（外国語）
9:30～12:00
口述試験
13:00～
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令和2年度京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科
博士後期課程　受験者　各位

京都工芸繊維大学入試課

令和２年８月１９日（水）

◆一般入試

専 攻 名 受 験 番 号
出願
者数

筆記試験室 　東１号館　５階　５０１室

受験者控室 　東１号館　５階　５０１室

口述試験室 　東１号館　５階　５１８室

令和２年８月１９日（水）

◆社会人特別入試

専 攻 名 受 験 番 号
出願
者数

筆記試験室 　１０号館　４階　４０５室

受験者控室 　１０号館　４階　４０５室

口述試験室 　１０号館　４階　４０３室

筆記試験室 　WebExを利用したオンライン試験

受験者控室 　WebExを利用したWeb面接

口述試験室 　WebExを利用したWeb面接

令和２年８月１９日（水）

◆外国人留学生特別入試

専 攻 名 受 験 番 号
出願
者数

受験者控室 　１０号館　４階　４０５室

口述試験室 　１０号館　４階　４０３室

受験者控室 　WebExを利用したWeb面接

口述試験室 　WebExを利用したWeb面接

受験者控室 　WebExを利用したWeb面接

口述試験室 　WebExを利用したWeb面接

8月19日（水）
口述試験
13:00～

898001 1
8月19日（水）
口述試験
13:30～

科目・時間 試 験 室

設計工学専攻
機械物理学
894001

1
8月19日（水）
口述試験
13:30～

8月19日（水）
筆記試験（外国語）
10:30～12:00
口述試験
13:30～

科目・時間 試 験 室

設計工学専攻

機械設計学
864001

1

8月19日（水）
筆記試験（外国語）
10:30～12:00
口述試験
13:30～

情報工学
864002

1

バイオベース
マテリアル学専攻

先端ファイブロ科学専攻 897001～897003 3

令和2年7月28日

令和2年度京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科博士後期課程

下記のとおり学力検査等を実施しますので、確認のうえ受験してください。

記

試 験 室科目・時間

836001 1

秋入学試験（一般入試・社会人特別入試・外国人留学生特別入試）について

建築学専攻
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← 地下鉄「松ヶ崎」駅

Ｎ

大学の塔「時を越えて」

入試課掲示板

入試課

この建物は試験室等の位置を示す。

矢印は建物の出入口を示す。

京都工芸繊維大学 建物配置図

受験者のエレベーターの使用は禁止します。
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