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１．�出願資格
⑴�　高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）又は中等教育学校を卒業した者及び平成30年３月卒業見込みの者
⑵　高等専門学校第３学年修了者又は平成30年３月修了見込みの者
⑶�　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力
があると認められる者及び平成30年３月31日までにこれに該当する見込みの者
①�　外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平成30年３月31日までに修了見込みの者又はこれ
らに準ずるもので文部科学大臣が指定したもの
②�　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設
の当該課程を修了した者又は平成30年３月31日までに修了見込みの者
③�　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者又は平成30年３月31日までに修了見
込みの者
④　文部科学大臣の指定した者
⑤�　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定に合格した者も
含む）又は平成30年３月31日までに合格見込みの者で，平成30年３月31日までに18歳に達するもの
⑥�　学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，当該者をその後に入学させる大学において，
大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもので平成30年３月31日までに18歳に達するもの
⑦�　本学において，個別の入学資格審査※1により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，平
成30年３月31日までに18歳に達するもの
　※１　本学入学資格審査方法等については，本学ホームページにて公表しています。

　　　　�https://www.suwa.tus.ac.jp/の入試情報の出願資格の平成30年度入学資格審査について（PDF）をご覧ください。
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２．�出願手順
出願は，出願期間内にWeb出願システムから出願学部学科登録・入学検定料を納入し，出願書類を郵送することによ
り完了します。３．出願期間，４．出願書類，５．入学検定料の納入のページを熟読し，不備のないように注意してくだ
さい。
また，出願手続に関する本学からの通知は，Web出願システムを通じて行います。Web出願システムへ登録するメー
ルアドレスは合格発表まで，日常的にメールの受信を確認できるようにしてください。

⑴　出願をはじめる前に
チェック欄 パソコンの確認

パソコンからインターネットを通じて出願を行います。スマートフォン，タブレット端末，携帯電話では利用
できない場合があります。下記の動作環境を満たすパソコンをご用意ください。ご家庭にパソコンがない場合
は，学校や知人等，下記の動作環境を満たすパソコンを利用できるように確認してください。また，不特定多
数の人が使用するパソコンを利用する場合，出願手続き終了後，必ずログアウトしてください。

印刷できる環境の確認
入学願書・宛名票・受験票のPDFファイルを印刷するために，印刷できる環境が必要です。
ご家庭にプリンターがない場合は，学校や知人，コンビニエンスストア等印刷できる環境を確認してください。

メールアドレスの準備
ご登録いただくメールアドレスは，Web出願システムログイン時のIDとして利用するだけでなく，大学から入
学試験に関する重要なお知らせが配信されます。受験終了まで変更や削除の可能性がなく，日常的にメールの
受信を確認できるメールアドレスを登録してください。
また，ドメイン指定受信をしている場合は＠ml.tus.comappjapan.comからのメールが受信できるようにあ
らかじめ設定してください。
メールアドレスをお持ちでない場合は，Ｇmailなどのフリーメール等のメールアドレスを取得してください。

入学検定料納入方法の確認（P.18参照）
コンビニエンスストア，ペイジー利用の銀行決済，クレジットカードが利用できます。
どの決済方法も対象金融機関，金額，手続きに制限や注意事項がありますので，保護者の方と確認して決済方
法を決定してください。試験場は，入学検定料納入がWeb出願システムで確認された時点で決定となります。

▼ブラウザのバージョン
　【Windows】Internet�Explorer�11，Google�Chrome，Firefox，Microsoft�Edge　各最新バージョン
　【Mac】Safari，Google�Chrome，Firefox　各最新バージョン
　※画面サイズは1024ピクセル以上推奨です。
▼ブラウザの設定
　JavaScript及びCookieを有効にする。
▼その他必要なソフトウェア条件
　入力済みの出願書類をPDFフォーマットで確認する場合は，Adobe�Reader11.0以上をお勧めします。
　�PDFファイルを閲覧するには，他のPDF閲覧プログラムでも可能ですが，互換性において，Adobe�Reader11.0以
上をお勧めします。
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写真・出願書類［調査書，大学入試センター試験成績請求票（A方式）等］の準備（P.16参照）
・写真は，試験当日の本人確認用として使用します。
１�）たて４cm×よこ３cmのカラー写真を点線に合わせて全面貼付してくださ
い。（白黒写真は不可）
２�）�顔の周りの余白が上４ｍｍ（10％）、左右８ｍｍ（25％）、あごから下16
ｍｍ（40％）程度の写真を使用してください。

３�）最近３か月以内に撮影した写真を使用してください。
４�）スナップ写真及び不鮮明な写真は受け付けできません。
５�）脱帽，上半身正面，眼鏡使用者は眼鏡を使用して撮影したものを使用して
ください。
６�）貼付する前に，写真の裏面に必ず氏名と出身高校を記入してください。（シー
ルの場合は記入不要です。）

・�A方式に出願する場合は，印刷した入学願書（P12）の所定貼付欄へ大学入
試センター試験成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）を全面貼付して
ください。
・�出願書類は，発行に時間がかかる場合がありますので，なるべく早めに準備
をしてください。

角形２号（角２）封筒（240×332mm）の準備
出願書類を送付するため，市販の角形２号（角２）封筒（240×332mm）を事前に準備しておいてください。

▼Web出願へ
⑵　Web出願システムに登録する

アクセス
東京理科大学2018年度一般入学試験Web出願システム

URL　https://tus.comappjapan.com/
Web出願システムは，平成29年10月11日９時30分よりユーザー登録・基本情報の入力ができます。
また，平成30年１月４日９時30分より出願学部学科・試験場の登録及び入学検定料の納入ができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年10月11日９時30分から登録できます。

ID（メールアドレス）を登録し，パスワードを設定してください。
ID（メールアドレス）を登録すると，パスワード発行用のURLを記載したメールが送付されますので，パスワードを
設定してください。
なお，ここで登録したID（メールアドレス）は変更できませんので，ご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
画面に沿って，氏名，生年月日，在籍・出身校等を入力・登録します。注意事項は14ページを参照してください。
ログインした状態で30分間，画面の操作が何も行われない場合，自動でログアウトします。Step3以降についても同
様です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年１月４日９時30分から登録できます。
画面に沿って，出願する入試方式，学部学科及び試験場を選択します。併願する場合でも，一度に登録できますので，
入学検定料納入（Step4）前に，併願する学科の登録を続けて行ってください。試験場はStep3で選択し，Step4で
入学検定料の納入がシステム上で確認された時点で決定となります。試験日，受験科目，併願上の注意などは４～９ペー
ジを参照してください。例年，受験票を印刷した後，志望学科の入力ミスに気付く例があります。入学検定料納入後
の入試方式，志望学部学科，試験場等の変更は一切認められませんので，納入前に必ず確認してください。また，入
学検定料納入後は，住所・電話番号・携帯番号以外の基本情報は，システム上修正することができませんので，ご注
意ください。

Step1　ユーザー登録

Step2　基本情報の入力

Step3　出願学部学科・試験場の登録

100％

100％

4cm

3cm

25％
8mm

10％4mm

40％16mm

25％
8mm
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画面に沿って，納入金額を確認の上，決済方法（コンビニエンスストア，ペイジー利用の銀行決済，クレジットカード）
を選択します。コンビニエンスストア，ペイジー利用の銀行決済を選択した場合，登録したメールアドレスに決済に
必要な番号が送信されます。クレジットカード会社は，visaとmasterになります。取扱可能な金融機関や注意事項は，
18ページを参照してください。入学検定料の納入毎に，検定料納入手数料1,080円がかかります。

決済方法の変更について
　支払い完了前の場合，納入方法を変更することができます。
　納入方法を変更した場合，　変更前のお客様番号・確認番号では絶対に決済しないでください。

Step4-1で選択した決済方法により次のとおり納入を行ってください。
　コンビニエンスストア　：対象店舗にて支払い
　ペイジー利用の銀行決済：対象金融機関又はインターネットバンキングにて支払い
　クレジットカード　　　：本システム上でカード番号等を入力して支払い
納入が完了しないと，Step5入学願書等の印刷には進めません。試験場は，入学検定料の納入がWeb出願システム上
で確認された時点で決定となります。コンビニエンスストア，ペイジー利用の銀行決済は，入金後，Web出願システ
ムで確認されるまで２～３時間程度かかることがあります。
入学検定料納入後の入試方式，志望学部学科，試験場等の変更は一切認められません。

入学検定料納入（Step4）がシステム上で確認されると，入学願書・宛名票・チェックリストのPDFファイルがWeb
出願システムからダウンロードできるようになります。A4サイズ・縦・倍率100％・白黒で片面印刷してください。

▼出願書類郵送へ

Step4　入学検定料の納入

Step4 - 1　納入方法の選択

※ご注意ください※
①決済方法により，入学検定料の納入期限が異なります。
　コンビニエンスストア，クレジットカード：出願期間最終日の23時59分
　ペイジー利用の銀行決済　　　　　　　　：出願期間最終日の２日前の23時59分
　　※�本システムにて「ペイジー利用の銀行決済」を選択できるのは，出願期間最終日の2日前の11時59分まで

となります。
② �出願書類は，出願期間内の消印のみ有効です。入学検定料の納入を済ませた上で，出願期間最終日までの消印が
押された出願書類を郵送する必要があるため，この後の入学願書等の印刷や郵送にかかる時間を踏まえた上で，
納入を行うようご注意ください。

Step4 - 2　納入

Step5　入学願書等の印刷
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⑶　Step6　出願書類を郵送する

A4サイズ・白黒で片面印刷してください。
印刷した入学願書と宛名票が正しく印刷されていること，及び登録した内容
を必ず確認してください。住所・電話番号・携帯番号はWeb出願システムの
トップ画面の「住所・電話番号変更」より変更できます。変更した場合は，
再印刷したものを提出してください。
出願書類郵送後に住所・電話番号に変更が発生した場合や入力ミスに気付い
た場合，変更した入学願書の再送は不要です。（Web出願システム上での変
更は行ってください。）

▼角２封筒に宛名票（A4）を貼付してください

G

○

○

○
○

○

〒162-8601 東京都 新宿区 神楽坂１－３

理大　太郎
必要な出願書類を確認してください。出願書類に不備があるものは受け付け
ません。出願書類については，16ページ及び入学願書とともに出力される
チェックリストを参照してください。

角２封筒に宛名票（A4サイズ）を全面貼付し，入学願書と出願書類など全てを封入し，糊付け又はテープ等で封緘し
てください。万が一，郵送中に宛名票が破損したときのために，封筒裏面に〒169-8799 東京理科大学入学願書受付
センター行と受験生本人の住所・氏名を記入してください。
併願する場合でも，一通の封筒で送付してください。入試方式により封筒を分ける必要はありません。
送付する際，出願書類に不備がないことを確認してください。
出願書類に不備があった場合，出願の受け付けができないことがありますので十分注意してください。書類の不備が
解消されるまで出願の受け付けは保留となります。書類の不備について本学から連絡があった場合は，速やかにその
指示に従ってください。受験票がWeb出願システムより印刷可能になった場合，出願書類や内容に不備がなく，受理
されたことになります。（A方式はオンライン受験票［20ページ参照］）
また，出願書類受理証明書等は発行できません。
入学検定料納入後の入試方式，志望学部・学科，試験場等の変更は一切認められません。

必ず簡易書留・速達で送付してください。入試方式により，出願期間が異なります。出願期間は15ページでご確認く
ださい。
※�入学願書の配達の状況については書留の受領証に記載されているお問い合わせ番号を用いて，日本郵便（http://
www.post.japanpost.jp/）の郵便追跡システムのオンラインネットワークを使い，配達状況をご確認ください。

※ 本学に出願書類が到着すると，Web出願システムのトップ画面の状況が「書類の到着を待っています」から「書類
の内容を確認中です」になります。

※受験番号が発行されると登録されたメールアドレスにメールが届きます。

［追加出願］
　 出願書類郵送後，新たに出願する場合，Web出願システムのトップ画面の「新規出願登録」より追加出願してください。

再度調査書を提出する必要はありませんが，入学願書には必ず写真，大学入試センター試験成績請求票（A方式）を貼付
してください。大学入試センター試験成績請求票は「私立大学・公私立短期大学用」を使用してください。（19ページ参照）

Web出願システムに関するお問い合わせ先

Web出願専用コールセンター　03－4334－1949
■取扱期間　平成30年１月４日（木）～２月26日（月）
　　　　　　ただし，２月の土日祝日は取扱いません（２月10日（土）を除く）。
　　　　　　※ 取扱期間外は，東京理科大学入試課にお問い合わせください。
■取扱時間　９：30 ～ 17：00　
入試に関するお問い合わせ先

東京理科大学入試課（神楽坂キャンパス）　　03-5228-7437（直通）
・ 原則として平日９：00 ～ 17：00
※平成29年12月27日（水）～平成30年１月３日（水）は除く。
※平成30年１月４日（木），５日（金）及び１月６日（土）～３月31日（土）の毎週土曜日
　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00

入学願書・宛名票の確認

出願書類の確認

郵送の準備

郵送
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Web出願基本情報入力注意事項 �（�各々の注意事項に十分気を付け，基本情報を入力してください。）

氏 名 ・�システム登録時にエラーとなる，又は入学願書（PDFファイル）にてエラー（☒や？等）が表示される場合
があります。その場合は，新字体など代替文字やひらがなで入力してください。�（例：𠮷→吉）
・なお，一部の漢字について，本学のシステム上印字できない場合，合格通知書及び入学後に使用する氏名にお
いては本学でひらがなに修正することがありますのでご了承ください。
・��アルファベットの方はそのまま入力してください。ミドルネームをお持ちの場合は，名欄に続けてスペースを
空けて入力してください。入力できる文字数は，氏名（姓），氏名（名），氏名（カナ）（セイ），氏名（カナ）（メ
イ）とも各全角10文字ですので，ご注意ください。文字数がオーバーする場合は，カタカナで入力やミドルネー
ムを省略する等してください。

住所・電話番号 合格通知書，入学関係書類等の送付先及び本人への連絡先となります。正確に入力してください。
・�入力できない文字がある場合，入力可能な文字（旧字体⇒新字体）で入力してください。（例：𠮷→吉）
・��郵便番号検索をすると，違う住所が出てくる場合（市町村合併などで旧住所が表示されたり，郵便局での登録
が正規のものと違うなど），画面上でいったん住所を消し，正しい住所に入力し直してください。
・��システム上登録できる文字数は都道府県全角４文字，市区町村全角20文字，町域以下全角20文字，マンショ
ン名部屋番号全角20文字ですのでご注意ください。
・��電話番号は必ず連絡のとれる電話番号を記入してください。電話番号は出願内容の問い合わせに使用すること
がありますので，できるだけ固定電話と携帯電話の両方の番号を入力してください。
※�出願後，住所・電話番号の変更が必要な場合は，Web出願システムのトップ画面の「住所・電話番号変更」
にて修正できます。大学からの通知（合格通知書，入学手続書類等）はすべて変更後の住所へ送付されます。
また，住所変更される日時によっては変更前の住所にお送りする場合がありますので，郵便物が転送されるよ
う，必ず最寄りの郵便局へ手続きを行ってください。
　�氏名の変更が必要な場合は44ページの「記載内容修正用紙」で届け出てください。
　なお，一部漢字については，本学のシステム上印字できない場合，本学でひらがなに修正することがあります
のでご了承ください。

出 願 資 格 高校コード表を参照しながら「高校卒業（見込含む）」「外国の学校等」「在外教育施設」「専修学校の高等課程」「文
部科学大臣の指定した者」「高校卒業程度認定試験合格（大学入学資格検定）」「認定」から選択してください。

在 籍 /
出 身 高 等 学 校

高等学校の所在する都道府県を選択のうえ，「高校名」の欄に高校名（全角）又は高校コード（半角数字）を入力し，
リストに表示された高校名の中から該当するものを選択してください。
〈注意〉
① �卒業した高等学校が統廃合でなくなっている場合：高校調査書又は卒業証明書等出願資格を証明する書類を
発行した学校名を選択してください。

② �広域通信制の高等学校等の卒業者（見込み者）の場合：高等学校等の本部が所在する都道府県から検索し選
択してください。

③ �前①，②に該当せず，高校名が見つからない場合：「その他の高等学校等」を選択のうえ，「高校名（その他）」
の欄に入力してください。

学 科 次表により該当する学科名を選択してください。
学�科�名 含　ま　れ　る　学　科　の　範　囲

普　通　科 普通科，文理科などの普通教育を主とする学科
英語科，英語実務科，商業英語科，国際科，国際教養科などの外国語に関する学科

理　数　科 理数科

工　業　科 機械科，電気科，電子科，情報処理科，無線科，造船科，食品工学科，工芸科などの工業に
関する学科

農　業　科 園芸科，畜産科，農業土木科，造園科などの農業に関する学科
水産科，漁業科などの水産に関する学科

商　業　科 商業科などの商業に関する学科

総�合�学�科 総合学科

そ　の　他

被服科，食物科，服装科などの家庭に関する学科
芸術科，美術科，デザイン科などの美術・音楽に関する学科
体育科などの厚生に関する学科
商船に関する学科
※�出願資格で「外国の学校等」「専修学校の高等課程」「文部科学大臣の指定した者」「高校卒
業程度認定試験合格（大学入学資格検定）」「認定」を選択した場合，自動で「その他」が
選択されます。
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３．出願期間
入　試　方　式 出　願　期　間

Ａ方式
（大学入試センター試験利用）

前期 平成30年１月４日（木）～２月�１日（木）消印有効

中期 平成30年１月４日（木）～２月23日（金）消印有効

後期 平成30年１月４日（木）～３月14日（水）消印有効

Ｂ方式
（本学独自の試験）

前期 平成30年１月４日（木）～１月23日（火）消印有効

後期 平成30年１月４日（木）～３月�９日（金）消印有効

※　郵送による受付とし，窓口では受け付けません。
　　�締切日消印までを有効とし，締切日を過ぎている消印の場合は受付できません。なお，出願期間締切日までに
Web出願システムで出願登録・検定料納入を済ませ，出願期間締切日の翌日〔9：00～ 17：00〕に出願に必要
な書類を持参した方に限り，本学入試センター窓口又は東京理科大学神楽坂キャンパス双葉ビル１F入試センター
（広報課）窓口で受け付けます。

※　国外から出願する場合は出願期間の最終日必着とします。
※　出願受付から受験票が印刷可能になるまでに５日程度要しますので，余裕をもって出願してください。

受験又は就学上の配慮を必要とする場合の事前相談について
��　身体機能の障がいや疾病等により，受験・就学に際して配慮を必要とする場合は，出願に先立ち，本学入試センター
に連絡のうえ，本学よりお送りする申請書類一式を申請書等提出期日までに提出してください。提出書類に基づき検討
を行い，配慮内容を決定して連絡いたします。
�　出願※は配慮内容の決定後に行っていただきます。また，障がいの状況によっては，学部学科により，カリキュラム
の履修が可能であるかの確認が事前に必要になる場合がありますので，申請書等提出期日にかかわらず，できるだけ早
めに本学入試センターにお問い合わせください。
　また，出願後に受験又は就学上の配慮を必要とする状態になった場合も速やかにご連絡ください。
　※A方式（センター利用入試）のみに出願する場合も申請が必要です。
　※受験上の配慮を必要とする場合の試験場は「諏訪会場」となります。

申請書等提出期日：　平成30年１月９日　（火）必着

【注意事項】
　１）�期日までに申請がなかった場合，受験・就学に際しての対応ができない場合があります。
　２）�日常生活において，補聴器，車椅子等を使用している方で，試験日も使用を希望する場合は申請をしてください。
　３）�申請書に基づいて審査を行い，配慮内容を決定いたします。ご希望のすべてに対応できるとは限りませんのでご了

承ください。

・目薬，点鼻薬，ひざ掛けの使用については，Q＆A�22ページをご覧ください
・その他，正規試験室内での試験時間中の薬の服用，呼吸器の持参使用については事前にご連絡ください
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【配慮申請の流れ】

受験上・就学上の配慮希望者 諏訪東京理科大学入試センター
随時

受験上・就学上の配慮内容等に関する
問い合わせ・事前相談 受付

例）カリキュラムの履修確認
　　施設使用の確認

４．�出願書類
出願書類一覧

入試
方式

志 願 者 区 分 入学願書
写真

（入学願書
に貼付）

出身学校
調査書

（１通）※１

大 学 入 試 
センター試験 
成 績 請 求 票

その他
証明書

Ａ
方
式

高等学校又は中等教育学校卒業者（見込者）
及び高等専門学校第３学年修了者（見込者） ○ ○ ○ ○

高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格
検定を含む）合格者（見込者） ○ ○ ○ ※２

専修学校高等課程又は外国における12年
の課程を修了した者（見込者） ○ ○ ○ ※３

Ｂ
方
式

高等学校又は中等教育学校卒業者（見込者）
及び高等専門学校第３学年修了者（見込者） ○ ○ ○

高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格
検定を含む）合格者（見込者） ○ ○ ※２

専修学校高等課程又は外国における12年
の課程を修了した者（見込者） ○ ○ ※３

提出された書類の返却はできません。
※１： Ａ方式とＢ方式の併願や前期・中期・後期を併願する場合でも提出する調査書は１通のみです。
　　　また，追加出願する場合は調査書を再度提出する必要はありません。
※２： 高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定を含む）合格者（見込者）は，17ページ「⑵調査書等出願資格を証明する書類－②」を参照し，

所定の証明書を提出してください。
※３： 専修学校高等課程又は外国における12年の課程を修了した者（見込者）は，17ページ「⑵調査書等出願資格を証明する書類－③」を参照し，所

定の証明書を提出してください。

⑴　入学願書
　 　Web出願システムより印刷した入学願書に，写真，大学入試センター試験成績請求票（A方式）を貼付してください。
　 　大学入試センター試験成績請求票は「私立大学・公私立短期大学用」を使用してください。

　入学願書に記載された個人情報の取り扱いについては，以下のとおりとします。
⒜ 　①入学試験実施（出願処理，試験実施）　②合格発表　③入学手続とこれらに付随する事項を行うために使用す

る場合があります。
⒝ 　本学及び学校法人東京理科大学が設置する大学の広報活動（募集要項やパンフレット等の送付及び入試情報の送

信）に使用する場合があります。
C 　個人が特定されないように統計処理した個人情報を，大学における入学者選抜のための調査・研究の資料として

利用する場合があります。
　　上記以外の目的に使用することはありません。

 受験上の配慮事前申請
「受験上の配慮申請書」

「診断書」等の送付
受験上の配慮事前申請受付

平成30年１月９日（火）必着

「回答文書」受領

Web出願，「出願書類」の送付 出願受付

出願期間内

※ 出願受付の後，５日程度で受験票の印刷が可能となります。

「回答文書」の送付
※ 配慮内容によっては電話連絡のみの場合もあ

ります。
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⑵　調査書等出願資格を証明する書類
　�Ａ，Ｂ方式の併願や複数学科を併願する場合でも調査書等出願資格を証明する書類は１通のみの提出となります。
　�追加出願や東京理科大学を併願する場合も，再度，調査書等を提出する必要はありません。
　※�　卒業見込者は平成29年10月１日以降，既卒者は卒業後に作成されたものに限ります。
　※�　氏の変更等の理由により調査書等記載の氏名と表記が異なる場合は本人であることを証明する書類（戸籍の一部事
項証明，戸籍抄本等　※住民票の場合，必ず個人番号の記載のないもの）を添付してください。

　　�ただし，旧字体と略字体である常用漢字との相違についてはかまいません。
　　〈例〉澤⇔沢

　①�　高等学校又は中等教育学校卒業者（見込者）及び高等専門学校第３学年修了者（見込者）
　　�　卒業見込者は平成29年10月１日以降，既卒者は卒業後に作成された「調査書」（厳封されたもの）を提出してく
ださい（成績証明書で代えることはできません）。

　　�　編入学・海外留学により単位認定を受けた方は，外国の高等学校の発行する成績や在籍，科目履修に関する証明書
又はその写し（高等学校長が原本と相違ないことを証明したもの）を添付してください。

　　�　また，保存期間終了のため調査書が発行されない場合は，「卒業証明書」と「単位修得証明書」（それぞれ厳封され
たもの）を提出してください。

　　�　調査書・成績証明書・単位修得証明書のいずれも発行されない場合は，発行されない理由が記載された証明書を卒
業証明書と併せて提出してください（それぞれ厳封されたもの）。

　②　高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定を含む）に合格した者（見込者）
　　�　「合格（見込）成績証明書」（厳封されたもの）を提出してください（「合格証明書」で代えることはできません）。
　③�　専修学校高等課程又は外国における12年の課程を修了した者（見込者）
　　�　専修学校高等課程を修了した者（見込者）は，「修了（見込）証明書」（厳封されたもの）と「成績証明書」（厳封
されたもの）を提出してください。外国における12年の課程を修了した者（見込者）は，修了（見込）証明書と12
年目の課程を修了した学校の全学年分の成績証明書を提出してください。ただし，日本と外国の両方の高等学校に在
学した方は，日本の高等学校在学中の「調査書」（厳封されたもの）も提出してください。

　※　�健康診断書は卒業年次や出願資格に関わりなく，必要ありません。
　　　ただし，入学時に本学で行う健康診断は，必ず受診してください。
　　�　健康診断の結果，重大な疾患のため学生生活の継続が困難と認められた場合は，休学等必要な処置をとることがあ
ります。

　※�　提出書類が日本語・英語以外の場合は和訳又は英訳し，翻訳された内容が原本と相違ないことを，出身学校・大使
館等の公的機関で証明を受けて添付してください。

出願書類の郵送

郵送する際，出願書類に不備がないことを確認してください。（13ページ参照）
出願書類に不備があった場合，出願の受け付けができないことがありますので十分注意してください。書類の不備が解
決されるまで出願の受け付けは保留となります。書類の不備について本学から連絡があった場合は，速やかにその指示
に従ってください。受験票がWeb出願システムで印刷可能になった場合，出願書類や内容に不備がなく，受理された
ことになります。（A方式はオンライン受験票）
また，出願書類受理証明書等は発行できません。
出願書類の郵送先� 〒169-8799　東京都新宿区大久保３－14－8　新宿北郵便局留
� 東京理科大学入学願書受付センター行
� ※�郵送による受付とし，窓口では受け付けません。
　�なお，出願期間締切日までにWeb出願システムで出願登録・検定料納入を済ませ，出願期間締切日の翌日〔9：00
～ 17：00〕に出願に必要な書類を持参した方に限り，本学入試センター又は東京理科大学神楽坂キャンパス双葉ビ
ル１F入試センター（広報課）窓口で受け付けます。



18

出　　　　　願

５．入学検定料

Ａ方式（大学入試センター試験利用）

前期 15,000円

　一例として，本学のＡ方式前期試験とＢ方式前期試
験を併願する場合は45,000円（15,000円＋30,000
円），Ｂ方式前期試験とＢ方式後期試験を併願する場
合は60,000円（30,000円＋30,000円）となります。

中期 15,000円

後期 15,000円

Ｂ方式（本 学 独 自 の 試 験）
前期 30,000円

後期 30,000円

⑴�　入学検定料は，出願期間内に納入してください。納入方法はコンビニエンスストア，ペイジー利用の銀行決済，ク
レジットカードの３種類の方法があります。これ以外の方法による納入は一切受け付けません。入学検定料の納入毎
に，検定料納入手数料（1,080円）が別途かかります。
⑵　併願する場合の入学検定料は，志望学科分の合計額を一括納入してください。
⑶　いったん納入した入学検定料は，事由のいかんにかかわらず，これを返還しません。
　　�大学入試センター試験を受験しなかった場合や指定された受験教科・科目に不足があった場合でも，本学A方式（大
学入試センター試験利用）の出願取消・入学検定料の返還はできません。

⑷　入学検定料納入後の入試方式，志望学部学科，試験場等の変更は一切認められません。
⑸　必要に応じ，Web出願システムから「入学検定料支払証明書」をダウンロードすることができます。
　　（TOP画面　→　出願一覧　→　納入済み内容確認）

それぞれ取扱金融機関，金額，手続に制限事項や注意事項がありますので，確認のうえ決済方法を決定してください。
各方法の手順については，Web出願システムの画面上でご案内します。

支払方法／取扱金融機関 支払金額上限 支払期限 その他
コンビニエンスストア
　・ローソン
　・ファミリーマート
　・サークルK�サンクス
　・デイリーヤマザキ
　・ヤマザキデイリーストア
　・ミニストップ
　・セイコーマート

300,000円未満
出願期間最終日の23時59分
まで納入することができま
す。

ペイジー利用の銀行決済
※注：�対象金融機関は下記サ

イトでご確認ください。
http://www.pay-easy.jp/
where/index.html

所持している銀行口座の種類
によります。
また，銀行ATMで現金で入
金する場合は100,000円以
内等の制限がある場合があり
ますので，対象の金融機関に
確認してください。

出願期間最終日の２日前の
23時59分まで納入すること
ができます。
※�Web出願システム上にて
「ペイジー利用の銀行決済」
を選択できるのは，同日の
11時59分までとなりま
す。

受験生本人の名義でなくても
構いません。

クレジットカード
　・Visa
　・Master

お持ちのカードやご利用額に
よります。

出願期間最終日の23時59分
までに納入することができま
す。

受験生本人の名義でなくても
構いません。
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６．�追加出願
追加出願

　�　出願書類郵送後，同じ学部・学科の別入試方式，又は同じ入試方式の別・学科等及び東京理科大学を受験するために，
新たに出願する場合
　�　追加出願する場合，10～ 13ページ「２．出願手順」に沿って，Web出願システムのトップ画面「新規出願登録」
から出願学部学科の登録・入学検定料の納入をし，出願書類を郵送してください。
　　入学検定料の納入毎に，検定料納入手数料（1,080円）が別途かかります。
　　※�窓口への持参は受け付けません。ただし，出願期間最終日までにWeb出願システムで出願登録・検定料納入を済

ませた方に限り，出願締切日の翌日［9：00～ 17：00］のみ，本学入試センター又は東京理科大学神楽坂キャ
ンパス双葉ビル１F入試センター（広報課）で出願書類の提出を受け付けます。

◎�　複数の入学願書がある場合は，１枚の封筒にまとめて郵送してもかまいません。
◎�　追加出願の際は，再度調査書を提出する必要はありませんが，入学願書には必ず写真，大学入試センター試験成
績請求票（Ａ方式）を貼付してください。大学入試センター試験成績請求票は「私立大学・公私立短期大学用」を
使用してください。

７．�出願手続き未完了等の場合の取扱い
�　Web出願システム上で入学検定料の納入（Step4）まで行い，出願書類の郵送（Step6）を行わなかった場合，消
印有効の出願書類の到着が確認できなかった入試方式・学部学科から順次，出願が無効となります。
　　（例�　一度の手続きでＡ方式（前期）とＢ方式（前期）にまとめて出願した場合，Ｂ方式（前期）の出願期間最終

日である平成30年１月23日までの消印の出願書類が到着しなかった時点でＢ方式（前期）の出願のみが取り
消しとなり，Ａ方式（前期）の出願期間最終日である平成30年２月１日までの消印の出願書類が到着しなかっ
た時点でＡ方式（前期）の出願が取り消しとなります。）

※いったん納入した入学検定料は，事由のいかんにかかわらずこれを返還しませんので，ご注意ください。

８．�受験票
　本学の受験票は，Ａ方式は「オンライン受験票」，B方式は「Web出願システムから印刷する受験票」となります。
本学に入学願書が届き次第，提出書類・記載事項に不備がないか確認のうえ，入試方式ごとに次の方法で受験番号等が
通知されます。

入試方式 本学受験番号の通知 受験票の持参 合否照会方法

Ａ方式 インターネットによる
オンライン受験票

本学オンライン受験票は，大
学入試センター試験には持参
不要

オンライン受験票記載の本学
受験番号にて確認

Ｂ方式 Web出願システム内にて Web出願システムから印刷し
た受験票を持参

Web出願システム内の受験番
号にて確認
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⑴　オンライン受験票（Ａ方式）
「オンライン受験票」とはインターネット上で受験番号を確認するものです。郵送による受験票の発送はいたしません。
受験番号が発行されると，ご登録いただいたメールアドレスにメールをお送りします。Web出願システムにアクセスし，
受験番号を確認してください。
URL：https://tus.comappjapan.com/
※�通常，出願書類が本学に届いてから通知するまでに一週間程度を要します。

オンライン受験票についての注意点
　①�　本学に出願書類が届いてから，一週間以上経過してもオンライン受験票を確認できない場合は，Web出願専用コー
ルセンター（13ページ参照）まで問い合わせてください。

　②�　オンライン受験票は合否照会にのみ使用します。オンライン受験票を各自でプリントアウト又はメモするなどして
保存して，大切に保管してください。

　③�　本学オンライン受験票は，平成30年１月13日（土），14日（日）に実施される大学入試センター試験には不要です。

⑵　Web出願システムから印刷する受験票（Ｂ方式）
Web出願により登録した内容と，本学に届いた出願書類の内容が確認され，出願が受理されると，その旨をメールで
お知らせすると同時に受験票PDFの印刷が可能になります。受験票PDFを白色のA4用紙で印刷してください（カラー・
白黒は問いません）。出願受付の後，５日程度で受験票の印刷が可能となります。郵送による受験票は発送しません。
また，試験当日には，受験票にある「山折り」の箇所を折って持参してください。

00001 2月3日

神楽坂
第 3 受付

331
東京理科大学　Ｂ方式

理工学部 数学科
理工学部 情報科学科

リダイ タロウ

理大 太郎

000001

※上記の記載内容は変更になることがあります。

試験時間中に、携帯電話、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）、電子辞書、IC レコーダー等

の電子機器類を使用することや、かばん等にしまわずに身に着けていたり手に持っていること。

工学部　情報応用工学科

諏訪東京理科大学　B方式

諏訪
第５受付

441

２月１日
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受験票についての注意点

　①�　受験票の受験番号，試験日，試験場，入試方式（Ｂ方式），志望学部・学科，カナ氏名，漢字氏名を確認してくだ
さい。受験票に印字された試験場以外で受験することはできません。一部の試験場については，略称で印字されてい
ることがありますので，詳しくは26ページをご確認ください。また，利用交通機関についても事前に確認してくだ
さい。

　②�　B方式の受験票は試験日毎に１枚となります。
　③�　受験票記載の氏名が間違っている場合は44ページの「記載内容修正用紙」を使用し，はがき又はFAXにて必ず本
学に連絡してください。Web出願システム及び電話での訂正はできません。なお，一部の漢字については，本学の
システム上，印字できず本学でひらがなに修正している場合がありますので，ご了承ください。

　④�　受験票は修正テープ等を使用せず，必ず黒ボールペンで二本線を引いて訂正しておいてください。
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９．�入学試験Ｑ＆Ａ
項　目 よ　く　あ　る　質　問 回　　　答 頁

入 学 願 書
願書に印刷された基本情報に間違えがあっ
た時は，どのように修正すればよいでしょ
うか？

入学願書に赤字で訂正箇所に二本線を引き，余白に訂正を記入し
てください。ただし，住所・電話番号はWeb出願システムの「住
所・電話番号変更」から修正し，再印刷した入学願書を郵送して
ください。

－

写 真 白黒写真やスナップ写真でも大丈夫です
か？

白黒写真やスナップ写真は受け付けません。詳しくは11ページ
の指示に従ってください。 11

調 査 書 等
出願資格を
証明する書類

調査書は古いものでもかまいませんか？ 既卒者は卒業後に作成されたものであればかまいません。卒業見込
者は平成29年10月１日以降に作成されたものを提出してください。 17

複数の学科を併願する場合でも１通だけ
でよいのですか？

A方式とB方式の併願や東京理科大学を併願する場合でも調査書
は１通で出願できます。追加出願の場合も，再度調査書を提出す
る必要はありません。

16
～
19

受 験 票

受験票が届きません，どうしたらよいで
すか？

【Ａ方式】受験票は各自でオンライン受験票を取得してください。
本学からは郵送しません。取得できない場合は，Web出願専用
コールセンター（P.13参照）まで問い合わせてください。
【Ｂ方式】受験票は，各自でWeb出願システムから印刷してくだ
さい。本学からの郵送は行いません。

19
～
21

受験票の氏名が，入学願書の記入内容と異
なっていたのですが？

記載内容修正用紙（P.44）を使用してください。一部漢字につい
ては本学システム上印字できない場合，本学でひらがなに修正す
ることがあります。

21
・
44

出 願

複数の学科を併願することはできます
か？

Ａ方式，Ｂ方式において同一日程内での併願はできません。なお，
Ａ方式，Ｂ方式ともに各日程（前期・中期・後期）それぞれ１学
科ずつ出願ができますので，Ａ方式とＢ方式での併願，又は別日
程での併願により複数学科の併願受験ができます。

３

大学入試センター試験成績請求票は「国
公立大学用」と「私立大学・公私立短期
大学用」のどちらを使用すればよいです
か？

Ａ方式の全日程で大学入試センター試験成績請求票は「私立大学・
公私立短期大学用」を使用してください。 11

・
16

追加出願したいのですが？ Web出願システムのトップ画面の「新規出願登録」から追加出
願してください。（P.19参照） 19

郵送した出願書類が不備なく受理された
か知りたいのですが？

Web出願システム上で処理状況を確認できます。 13

試 験

大学入試センター試験に，諏訪東京理科
大学オンライン受験票は必要ですか？

必要ありません。
合格発表日に受験生自身の受験番号を確認するためのものです。 20

時間割を知りたいのですが？ Ｂ方式は，25ページ「５．入学試験実施時間割」を参照してく
ださい。
※Ａ方式は個別試験はありません。

25

Ａ方式の「国語」に古文・漢文は含まれ
ますか？

含まれません。 ４～７

そ の 他

前年度の入試問題を入手したいのです
が？

前年度入試問題の郵送を希望する場合は，諏訪東京理科大学ホー
ムページ又は電話にて請求してください（送料を含め無料）。
TEL：0266－73－1244（本学入試センター直通）
ホームページ：https://www.suwa.tus.ac.jp/

－

２・３年次編入学で受験する場合，どう
すればよいですか？

２・３年次編入学志願者は，この入試要項では出願できません。
本学ホームページの各入試ページにより募集要項・願書をダウン
ロードして出願してください。

－

社会人特別選抜で受験する場合，どうす
ればよいですか？

この入試要項では出願できません。本学ホームページの各入試ペー
ジにより募集要項・願書をダウンロードして出願してください。 －

受験時の宿泊先を紹介していただけるの
でしょうか？

紹介は行っておりませんので，旅行代理店，インターネット等で
各自が手配してください。 －

入学願書を提出してから住所が変更に
なったのですが，どうしたらよいです
か？

合格通知書はWeb出願システムに入力された住所に送られますの
で，出願後に住所を変更した場合はWeb出願システムで変更して
ください。また，郵便局で転居先への転送手続を行ってください。

21
・
29

車椅子での受験は可能ですか？ 15ページ「受験又は就学上の配慮を必要とする場合の事前相談
について」を参照のうえ，まずは本学入試センターにご連絡くだ
さい。ただし，施設の都合により受験可能な試験場が限定されま
すので，ご了承ください。

15

試験中に目薬や点鼻薬を使いたいのです
が，持ち込みは認められますか？

原則として，認めていません。
ただし，目薬や点鼻薬の成分表示等，受験科目のヒントとなるよう
な表記をテープ等で覆って隠している場合に限り，例外として，試
験時間中に机上に出しておくこと，また，使用することを認めます。

－

座布団，ひざ掛けを使いたいのですが，
持ち込みは認められますか？

無地のものを使用してください。 －

一次手続，二次手続の違いを教えてくだ
さい。

32ページを参照してください。 32


