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令和 3(2021)年度総合型(創造)選抜 

実施内容【過去問題】 
 
 
 
 
 
 
 

 ■工学部 

  機械工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

  機械電子創成工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

先端材料工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

  電気電子工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

  情報通信システム工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

  応用化学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

■創造工学部 

建築学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

都市環境工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

  デザイン科学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

 ■先進工学部 

  未来ロボティクス学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

  生命科学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

  知能メディア工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

 ■情報科学部 

  情報工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

  情報ネットワーク学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２ 

■社会システム科学部 

  経営情報科学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５ 

  プロジェクトマネジメント学科・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

  金融・経営リスク科学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 
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<工学部> 

機械工学科 

 
■選考方法 

書類審査、講義・演習を受講して作成したレポート及び面接により、多面的かつ総合的に 

評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)講義・演習を受講して作成したレポート 

  機械工学に関する講義・演習を受講して、レポートを作成する。 

(3)面  接：個人面接（15 分程度） 

        面接内容 ①講義・演習を受講して作成したレポートについての質疑応答 

               ②提出書類、学科適性、入学後の抱負に関わる事項など 

 

1 日目：機械工学に関する講義・演習、及びレポート作成（2 時間程度） 

2 日目：個人面接（15 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3（2021）年度 千葉工業大学 総合型（創造）選抜 

工学部 機械工学科  演習 1 （試験時間 60分） 

 

【問題】 下図のように、平板（厚さ2l0、面積A0）の左右の表面に温度差（TL – TR > 0）が存在し、平板内を熱が伝わっている状況を考える。

平板は 3種類の材料の 1種または 2種で構成され、3種類の材料は熱の伝えやすさを表す熱伝導率の値がそれぞれ k0、2k0、または 3k0

である。このとき次の問いに答えなさい。ただし、熱は平板表面に垂直な方向へのみ移動し、定常状態であるとする。 

（1） 温度差（TL – TR）と材料が異なる下図の①～③について、単位時間あたりに移動する熱量 Q̇ が大きい順に左から不等号（＞）また

は等号（＝）を使って並べ、解答欄(1)に解答しなさい。また、解答した理由も述べなさい。 

 （解答方法の例： ①＞②＝③） 

（2） 温度差（TL – TR）と材料の組み合わせが異なる下図の①～⑥について、前問（1）と同様に解答欄(2)に解答しなさい。なお、下図の

④～⑥の平板において 2種の材料は滑らかに接合されており接合部における熱抵抗は無視できるものとする。 
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令和 3（2021）年度 千葉工業大学 総合型（創造）選抜 

工学部 機械工学科  演習 2 （試験時間 60 分） 
 

【問題】 3 種類の部品を第三角法で描いた図形を 図 1 (a) 部品①、(b) 部品②、(c) 部品③ に示す。これらの 3 種類の部品を組

み立てた製品を第三角法で描くと、左側面から見た図形（左側面図）は、図 2 のようになる。この製品を正面から見た図形（正面図）

を 解答欄 (1) に描きなさい。また、図 2 に記入した切断線 A-A で切断し、切断線に付した矢印の向きに見たときの断面図を 解答

欄 (2) に描きなさい。 
ただし、記号φは、直径を表し、深さのサイズ(寸法)が記入されていない穴は、すべて貫通した穴とする。また、部品①の直径

30mm の軸部と部品③の直径 30mm の穴、部品②の直径 10mm の軸部と部品①の直径 10mm の穴、部品②の直径 20mm の軸部

と部品③の直径 20mm の穴は、それぞれ、はまり合うものとする。なお、図は、定規やコンパスを用いずにフリーハンドで描き、サイズ

は記入しない。 
 

  

 

(b) 部品② 

(a) 部品① 

図 2 製品の形状 (左側面図) 

 

図 1 部品の形状 
(c) 部品③ 



 

投影の参考図 

部品図 組立図・断面図 

 



 

機械電子創成工学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題演習：課題演習の説明と演習、レポート作成を合わせて 2 時間程度 

  演習内容：指定された条件を満たす物を製作し、それに関する課題についてレポートを 

         作成してもらいます。 

(3)面  接：個人面接（15 分程度） 

        面接内容 ①課題演習についての質疑応答 

               ②提出書類、学科適性、本学科を志望した理由、入学後の抱負に 

                 関る事項など 

 

1 日目：課題演習（2 時間程度） 

2 日目：個人面接（15 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問題用紙     

令和 3（2021）年度 千葉工業大学 総合型(創造)選抜 

工学部 機械電子創成工学科 

第 1日目 演習の課題と実施方法 

 

演習の課題 

 本演習の課題は次の通りである。 

 

 円運動を直線上の往復運動に変換する機構を設計し，製作し，その結果を評価する。ただ

し，「円運動」は，常に同一方向に回転するものとする。製作に使用できる材料，工具は，配

布したもののみである。ただし，筆記用具は自分のものを用いてもよい。 

 

演習の実施方法 

 本演習ではこれを次の順序で行う。 

 

【第 1段階】（時間：30分） 

 上記の条件を満たす機構を設計し，解答用紙①に設計図を描き，動作原理を説明した文章

を記述し，提出せよ。設計の準備的検討をするために別に配布する補助紙に下絵などを描い

てもよい。ただし，この第 1段階の間は，製作を開始してはならない。 

 

＊第 1段階終了後，解答用紙①を回収し，大学で記録を取ったのちに返却します。 

 

【第 2段階】（時間：80分） 

(1) 設計したものを製作せよ。製作の途中で設計を変更してよい。変更した点は解答用紙①

に追記せよ。 

(2) 製作したものを次の観点から評価した結果を，解答用紙②に記述し，提出せよ。記述に

は図を用いてよい。 

 

観点 1: 製作したものは第 1 段階において期待した通りの動作をしたかどうかを述べよ。期

待通りに動作せず，設計を変更した場合は，問題となった点は何か，および，どこをどう変

更し，その結果がどうなったかを述べよ。 

 

観点 2: 往復運動のストローク（往復運動する距離）を大きくするには，機構内のどこをど

う変化させればよいかを述べよ。理論的に考察してもよいし，実際に変化させ，計測した結

果に基づいて述べてもよい。 

 

＊第 2段階終了後，解答用紙①，解答用紙②，補助紙，問題用紙を回収します。 

 

 

受験番号                氏名                     



 

先端材料工学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題演習・報告書及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題演習：①「先端材料」に関する基本的知識について 30 分程度説明を行います。 

         ②①で説明した内容について講義レポートを作成してもらいます。 

(3)面  接：個人面接（15 分程度） 

        面接内容 演習成果についての質疑応答など 

 

1 日目：講義及びレポート作成（90 分程度） 

2 日目：個人面接（15 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和 3（2021）年度 千葉工業大学 総合型（創造）選抜 解答用紙  

工学部 先端材料工学科 受験番号： 氏名： 解答時間：60分 

 

問 1 結合の違いによる材料の分類について簡単にまとめなさい．図を用いても良い． 

問 2  工業材料は用途によって構造材料と機能材料に分けられる．これらについて，簡単に説明しなさ

い．図を用いても良い 

 

※模擬講義スライド抜粋 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

電気電子工学科 

 
■選考方法 

書類審査、ものづくり演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)ものづくり演習：（解説と演習で合計 120 分） 

  ものづくり演習で使用する電子部品ならびに配線機材、デジタル式テスタの使用方法      

  に関する解説を聞いた後、解説内容に基づいて課題回路を組み立て、その回路の電圧 

  や電流などを測定します。解説の理解度、回路を組み立て測定する能力や回路動作を 

  説明する能力を総合的に評価します。 

(3)面  接：個人面接（10～15 分程度） 

        面接内容 ①本学科を志望した理由 

               ②電気電子工学科の学生としての適性 

               ③本学入学後の抱負 

               ④ものづくり演習に関する事項 

 

1 日目：ものづくり演習（解説と演習で合計 120 分） 

2 日目：個人面接（10～15 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

令和 3（2021）年度 千葉工業大学 
総合型（創造）選抜 

工学部 電気電子工学科 
ものづくり演習課題 

実施日:2020 年 10 月 24 日（土） 
試験時間：解説と演習合計で 120 分 

 

 
【注意事項】 

・ 演習の回路図における「電源」（右図）とは，下図の

ように単 3 電池 2 本を直列接続した電池ケースと保

護抵抗を組み合わせたものを指す。電池ケースには電

源スイッチが備わっている。電圧を加える際には電源

スイッチを ONにせよ。 

 

 
・ 解答用紙，演習課題，機材確認シートならびにデジタルテスター取扱説明書を演習時

間終了時に回収する。すべてに受験番号と氏名を記入せよ。 
・ 測定値にはすべて単位も記入すること。 

受験番号  氏名  

電源 
＋ － 

電池ケース 

電源スイッチ 黒色リード線 

赤色リード線 

保護抵抗 
単 3 電池 
2 本直列接続 

電源 

＋ 

－ 



【課題１】 
 
1) 図１の電気回路１をブレッドボード上に作成し，

抵抗 R1 にかかる電圧 V1 と流れる電流 I1，および

抵抗 R2 にかかる電圧 V2 と流れる電流 I2 をテスタ

ーで測定し，それらの測定値を解答欄に記入せよ。

ただし，抵抗 R1と R2は両方 1.0 kΩのものを使用

せよ。 
 
2) 図１の電気回路１において，抵抗 R1 は 1.0 kΩの

もの，抵抗 R2 は 2.0 kΩのものを使用したものを

ブレッドボード上に作成せよ。また，電圧 V1およ

び V2，電流 I1および I2をテスターで測定し，それらの測定値を解答欄に記入せよ。 
 

3) 図２の電気回路２をブレッドボード上に作

成し，抵抗 R1 にかかる電圧 V1 と，抵抗 R2

と R3 にかかる電圧 V2，および抵抗 R1 に流

れる電流 I1，抵抗 R2 に流れる電流 I2，抵抗

R3 に流れる電流 I3 をテスターで測定し，そ

れらの測定値を解答欄に記入せよ。ただし，

抵抗 R1と R2は 1.0 kΩのものを，抵抗 R3は

2.0 kΩのものを使用せよ。 
 
4) 図３の電気回路３をブレッドボード上に作成し，抵

抗 R1 にかかる電圧 V1 と流れる電流 I1，抵抗 R2 に

かかる電圧 V2と流れる電流 I2，および抵抗 R3にか

かる電圧 V3 と流れる電流 I3 をテスターで測定し，

それらの測定値を解答欄に記入せよ。ただし，抵抗

R1 と R2 は 1.0kΩのものを，抵抗 R3 は 2.0kΩのも

のを使用せよ。 
 
 
 
 
 
 

  

R1 R2 

電源 
＋ － 

I1 I2 

V1 V2 

図１．電気回路１ 

R1 R2 

電源 
＋ － 

I1 

V1 V2 

図２．電気回路２ 

R3 
I2 I3 

R1 

R3 

R2 

電源 
＋ － 

I1 

I3 

I2 V1 

V2 

図３．電気回路３ 

V3 



 
5) 上の 1)～4)で作成した電気回路１～３は，図４の端子

ab 間に，1.0 kΩの抵抗，2.0 kΩの抵抗，図５のよう

な抵抗の直列接続，図６のような抵抗の並列接続を，

それぞれ接続したものに等しい。図５の端子 ab 間の

抵抗値および図６の端子 ab 間の抵抗値を計算によっ

て求めよ。途中式も書くこと。 
 
 
 
 

 
6) 上の 1)～5)の結果から，図４の端子 ab 間の抵抗値が大きくなるにつれて，端子 ab 間の電圧 V2 お

よび抵抗 R1に流れる電流 I1がどのように変化したか説明せよ。 
 
7) 図７は，図４の電源を，電圧 V0 の定電圧源に置き換

えたものである。この図における電流 I1を，V0, V2, R1

を用いて数式で表現せよ。 
 

8) 図７で，端子 ab 間にかかる電圧 V2が 0 V から 3.0 V
まで変化すると，抵抗 R1 に流れる電流 I1 がどのよう

に変化するかをグラフで示せ。ただし，V0 = 3.0 V,  
R1 = 1.0 kΩとする。 

 
 

  

R1 = 1.0 kΩ 

電源 
＋ － 

I1 

V2 

図４．電気回路４ 

a b 

1.0 kΩ 

図５．抵抗の直列接続 

b a 2.0 kΩ 

2.0 kΩ 

a b 

図６．抵抗の並列接続 
1.0 kΩ 

R1 

I1 

V2 

図７．電気回路５ 

a b 

V0 



【課題２】 

LED を発光させる電気回路を設計する際に重要なことの一つとして，LED に流れる電流を制限するた

めに接続する抵抗の抵抗値を適切に選び，さらにその抵抗で消費される電力を求めておく必要があるこ

とが挙げられる。ここでは，図８のような電気回路を設計することを考える。この電気回路について，

以下の問いに答えよ。ただし，電圧 V は 3.0 V であり，図８の LED の順方向電圧電流特性は図９で表

されるようなものであるとする。 
 
1) 図８の LED に順方向に 20 mA の電流を流すには，

LED にかかる電圧をいくらにすればよいか答えよ。 
 

2) 1)で回答した電圧を LED に加えるには，図８の抵抗 R
にかかる電圧をいくらにすればよいか答えよ。途中式

も書くこと。 
 

3) 2)で回答した電圧を抵抗 R に加えるには，抵抗 R の抵抗値をいくらにすればよいか答えよ。途中式

も書くこと。 
 

4) 上記 3) の場合で，抵抗 R で消費される電力を求めよ。途中式も書くこと。 
 

 
 

 
以上 
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図９． LEDの順方向電圧電流特性

V 

R 

図８．LED を含む電気回路 



 

情報通信システム工学科 

 
■選考方法 

書類審査、模擬講義・演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)模擬講義及び演習：（模擬講義 70 分＋演習 50 分） 

  情報通信分野の基本について、大学の講義と同じ形式の模擬講義を受けます。講義中は、 

  講義ノートを作成します。模擬講義の後に、各自で作成した講義ノートを参考にしながら、 

  講義内容に関する演習を行います。提出された講義ノートと演習の回答から、模擬講義の 

  理解度が評価されます。 

(3)面  接：個人面接（10～15 分程度） 

        面接内容 ①本学科を志望した理由 

               ②情報通信システム工学科の学生としての適性 

               ③本学入学後の抱負 

               ④模擬講義と演習に関する事項 

 

1 日目：模擬講義及び演習（模擬講義 70 分＋演習 50 分） 

2 日目：個人面接（10～15 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※模擬講義スライド抜粋 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

令和 3 (2021)年度 千葉工業大学 総合型(創造)選抜 

 

工学部 情報通信システム工学科 

 

演習課題 問題用紙 

 

 

 

 

実施日：2020 年 10 月 24 日 (土) 

演習時間：50 分 

 
 
 
 
 
 
 

  

【注意事項】 

・講義内容を書き取ったノートを参考にして, 【課題 1】から【課題 4】に解答しなさい. 
・設問の最終的な答えを解答用紙の指定された欄に記述しなさい. 
・演習終了後に本用紙は回収する. 
・演習終了後に講義内容を書き取ったノートは回収する. 



【課題 1】 

周波数がそれぞれ， 1 [Hz]， 2 [Hz]， 5 [Hz] である三つの正弦波， 

sin 2 	

sin 2 	

sin 2  

と，それらを加算合成した信号  に関して以下の問いに答えよ．た

だし，正弦波の振幅 , , 	はすべて 1 とし，πは円周率を表す． 

（１）三つの正弦波 ， ， 	それぞれの周期 ， ，  を計算せよ．解答欄に

は単位も記すこと． 
（２）標本化定理より，標本化周波数  及び標本化周期  の条件を求めよ．解答欄には単

位も記すこと． 
（３）信号  を解答用紙のグラフに記載してある．この信号を，0 ≦ ≦ 1 の範囲で標本

化して得られたサンプル値を“●”でプロットせよ．ただし，標本化周期は標本化定理

を満たし，かつ，解答用紙のグラフの目盛線上に乗るように選ぶこと． 

【課題 2】 

あるアナログ信号を標本化周期  で標本化し，サンプル値  を“○”でプロットした

のが解答用紙のグラフである．これらのサンプル値を量子化幅 D，量子化代表値で量子化し，

その量子化値を解答用紙のグラフに“×”でプロットせよ． 

【課題 3】 

インパルス応答が下式のように表される信号処理システムに関して以下の問いに答えよ． 

0.5  0 ≦ ≦ 3
0														その他

 

ただし，  は標本化周期を表し，  は整数とする．  

（１）上記の信号処理システムのブロック線図を下記に示す．ここで，システムの入力を ，

出力を  とする．図の ( a ) から ( d ) に入る数値を求めよ． 
（２）上記の信号処理システムの入出力関係を表す式を求めよ． 

 

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) 



【課題 4】 

下記のブロック線図で表される FIR フィルタに関して，以下の問いに答えよ．ただし，イン

パルス応答   に関して，0 ≦ ≦ 2  に対しては，それぞれ  0 0.3, 0.5,

2 0.2，その他の  に対しては 0 とする．	  は標本化周期を表し，  は整

数とする． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）この FIR フィルタの出力  を式で表せ．  
（２）この FIR フィルタを用いて，表に示すディジタル信号  を

フィルタリングした出力信号  を 0 ≦ ≦ 6 の範囲で計算

し，解答用紙の表「フィルタリング結果」に記入せよ．計算結果

は，小数第二位で四捨五入すること． 
（３）（２）で計算した値を解答用紙のグラフに“×”でプロットせよ．

ただし，  は“○”でプロット済である． 

 

 

 

 
以上 
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2 0 

1 0 

0 2 

1 3 

2 8 

3 5 

4 1 

5 0 

6 0 



 

応用化学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題に答えるために作成する発表用資料、及び発表を含む面接により、 

応用化学への適性、発想力、科学的根拠に基づいた論理的思考力及びコミュニケーション能力

を多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)発表用資料の作成課題：（説明 60 分程度＋資料作成 60 分） 

  ①応用化学に関わる話題について、60 分程度のレクチャーを行います（ビデオを見てもらう、 

    または文章を読んでもらう場合もあります）。 

  ②①でレクチャーされた内容を踏まえ、当日提示される課題に答えるための資料の作成に 

    取り組んでもらいます。（資料作成に必要な用紙及び用具類は、本学が準備します）。 

    なお、高校の化学の知識をこえる特別な知識を必要とするような課題は課しません。 

(3)面  接：個人面接（15 分、発表時間を含む） 

        面接内容 ①(2)で作成した資料を用いてスクリーンに投影しながら発表、  

                さらにその内容に関する質疑応答（5 分程度、書画カメラを使用） 

               ②自己評価項目、学科適性に関わる事項など 

               ③本学入学後の抱負 

 

1 日目：発表用資料の作成課題（説明 60 分程度＋資料作成 60 分） 

2 日目：個人面接（15 分、発表時間を含む） 

 

 

 

  



令和３（2021）年度 千葉⼯業⼤学 総合型（創造）選抜 

⼯学部 応⽤化学科 

医薬品の化学について講義をおこなう。講義の間，配布した A4 ⽤紙にメモを
取ることができる。講義した内容をふまえて，問１〜３に答えるための発表
（試験２⽇⽬に実施）⽤資料を作成せよ。発表資料の作成時間は 60 分間とし，
4〜5 枚程度の A4 ⽤紙を⽤いて，説明する内容を分かりやすくまとめること。 

問題 

次の⽂章を読み，下の問いに答えよ。 

 紀元前 4 世紀頃，ギリシアのヒポクラテスはヤナギの樹⽪を⽔で煮出した
ものに解熱効果があることを発⾒した。古代中国においても，⻭が痛むとき
にはヤナギの⼩枝で⻭の間をこすって痛み⽌めとしていたことが伝えられて
いる。19 世紀頃，化学者たちは，ヤナギの樹⽪の抽出物から薬としての作⽤
をもつ化合物Ａを特定することに成功した。この化合物Ａは，痛み，発熱，
炎症の治療に使われるようになったが，激しい胃痛をともなうという重⼤な
副作⽤をもつことも明らかになった。そこでドイツの製薬会社に勤めていた
ホフマンは，化合物Ａの副作⽤を抑えるための改良に取り組んだ。その結果，
化合物Ａの化学構造を⼀部だけ変えることで，薬理作⽤を保持したままで，
胃への刺激が少ない化合物Ｂを作ることに成功した。現在，この化合物Ｂは，
熱や頭痛などを抑える飲み薬（解熱鎮痛剤）として⽤いられている。また，
化合物Ａの化学構造の⼀部を変えた化合物Ｃは，筋⾁痛などを和らげる塗り
薬（消炎鎮痛⽤塗布薬）として⽤いられている。 
 化合物Ａの⽰性式は C6H4(OH)COOH である。化合物Ｂは，化合物Ａに
無⽔酢酸(CH3CO)2O と適切な触媒を作⽤させると得られる。化合物Ｃは，
化合物Ａにメタノール CH3OH と適切な触媒を作⽤させると得られる。また，
化合物Ａと化合物Ｃは塩化鉄（Ⅲ）FeCl3 ⽔溶液により⾚紫⾊を呈するが，
化合物Ｂは呈⾊しない。化合物Ａと化合物Ｂは炭酸⽔素ナトリウムNaHCO3

⽔溶液に溶解するが，化合物Ｃは溶解しない。 

問１ 化合物Ａの構造式を⽰せ。また，そのように考えられる理由について，
この化合物の化学的な性質に基づいて説明せよ。 

問２ 化合物Ｂの構造式を⽰せ。また，そのように考えられる理由について，
この化合物の化学的な性質に基づいて説明せよ。 

問３ 化合物Ｃの構造式を⽰せ。また，そのように考えられる理由について，
この化合物の化学的な性質に基づいて説明せよ。 



<創造工学部> 

建築学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題演習：（120 分） 

 【造形課題】「立体作成、描写とその言語表現」 

         （三次元的な発想・構成力及び論理的な表現力をみるための造形課題） 

          以下の３つの課題全てを総合的に評価します。 

         ①様々な素材（紙・粘土・金属・木等）を用いて簡単な立体を制作します。 

         ②①で作成した作品のデッサンを行います。 

         ③簡潔に、その立体作品の意味するところを文章に取りまとめます。 

         （課題の制作に必要な材料及び用具類は、本学が準備します。） 

(3)面  接：個人面接（10～15 分程度） 

        面接内容 ①課題の制作意図や主旨を面接担当教員に説明 

               ②質疑応答 

 

1 日目：課題演習（120 分） 

2 日目：個人面接（10～15 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3（2021）年度 千葉工業大学 総合型(創造)選抜 

創造工学部 建築学科 試験問題 

試験時間 120分 

 

 

 

テーマ：「動」と「平衡」 

 

針金(0.9mm×5m)が 3 袋あります。これを使った立体作品、タイトル、200 字以

内の説明文、スケッチを制作してください。 

ただし、以下の 7項目全てを満足することを条件とします。 

 

    １．「動」と「平衡」2つのテーマを共に満たす立体作品であること。 

  ２．用意した針金の約 2/3以上を使用すること。 

３．立体作品は、スチレンボード上に固定することによって、面接時に持ち運び 

  可能なものとすること。 

  スチレンボードの右下に受験番号と氏名を記入してください。 

４．「動」と「平衡」をテーマに制作した立体作品の固有なタイトルをつけること。 

５．立体作品の制作意図を明確に示す 200字以内の説明文を記述すること。 

    箇条書きでも構いません。 

６．立体作品の制作意図を表現するスケッチを描くこと。 

７．タイトル・200字以内の説明文・スケッチの計 3点を、画用紙 1枚にレイア 

ウトをし、制作意図を明確に表現すること。 

  画用紙は、横使いと縦使いのどちらでもかまいません。 

    2 枚の画用紙のうち 1 枚を提出すること。残りの 1 枚は自由に使用してよい。 

    提出の画用紙右下に受験番号と氏名を記入してください。 

 

※ 針金は細く 1 本だけで自立させることが難しいものですが、数本を束ねて芯をつくって

から別の針金を巻き付かせることで、丈夫な自立できるものになります。 

針金は用意したカッターまたはラジオペンチの根元で切断可能です。ラジオペンチの先

を使って容易に曲げることもできます。 

 

 

 

       受験番号          氏名             



  用意している材料・道具は下記のものです。 

 

 

画用紙 A2判 2枚（横使い縦使いどちらでも可。このうちの 1枚を提出） 

鉛筆 2B、4B、6B 各 1本 

練りゴム 

針金 3袋 

スチレンボード （作品の土台として使用） 

ラジオペンチ 

はさみ 

カッター 

鋼尺 30センチ 

カッティングマット 

 

24色の色鉛筆が 50セットあります。必要に応じて申し出てください。 

電動鉛筆削りを教室内に用意してありますので、自由に利用することができま

す。ただしその場合、必ず挙手をし、試験監督の許可をとってから利用するよう

にしてください。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

都市環境工学科 

 
■選考方法 

書類審査、プレゼンテーション資料作成課題及びプレゼンテーションを含む面接により、 

多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)プレゼンテーション資料作成課題：（120 分） 

  ①都市計画、都市環境、構造・材料等の都市環境工学科に関連するテーマについて紹介 

     します。 

  ②①の内容に関連する「当日提示される課題」について、口頭で説明するための資料 

   （A4 用紙数枚程度）を作成します。なお、資料作成に必要な用紙及び用具類は、 

   本学が準備します。 

(3)面  接：個人面接（15 分程度：プレゼンテーション時間を含む） 

        ①(2)②で作成した資料をスクリーンに投影しながら、5 分間で課題について 

            説明する 

        ②(3)①のプレゼンテーション内容に関する質疑応答 

        ③自己評価項目、学科適性に関わる事項など 

        ④本学入学後の抱負 

 

1 日目：プレゼンテーション資料作成課題（120 分） 

2 日目：個人面接（15 分程度：プレゼンテーション時間を含む） 

 

 

 

 

 

 



令和 3（2021）年度 千葉工業大学 総合型(創造)選抜 

創造工学部 都市環境工学科 

 

受験番号 氏名 

 

【 課題 】 （解答時間： 90分） 

 以下の事項を A4用紙 5枚以内にまとめてください． 

◆ 1 日目の講義で紹介された，各種の橋梁は，どのような効果を期待して形態やその断面

の形状，材料が選定されているかを簡単にまとめてください． 

◆ あなた自身が提案する橋梁の概要(全体像，断面，用いる主たる材料)をスケッチで示し

てください．なお，必ず以下の点に言及してください． 

     ・どのような場所に架ける橋梁を想定しているか． 

     ・概ね，どの程度の支間長を想定しているか． 

     ・他の橋梁に比較して優れている点． 

 

【 注意事項 】 

 課題に対する解答を配布する A4用紙に記載して下さい． 

 配布する筆記用具以外は使用しないでください． 

 

以上． 



 

デザイン科学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題演習：観察に基づく発想力・造形力・表現力・思考力の評価を目的とした課題演習を 

         行います。（90 分） 

         例えば、物体の観察に基づく思考を適切に表現できるかを問う等です。 

(3)面  接：個人面接（10～15 分程度） 

        面接内容 ①本学科の志望動機について 

               ②自己評価について 

               ③課題演習について 

 

1 日目：課題演習（90 分） 

2 日目：個人面接（10～15 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３（2021）年度 
千葉⼯業⼤学 総合型（創造）選抜 

創造⼯学部 デザイン科学科 
 
 
 

課題演習 

【問題⽤紙】 
 
 
 

試験時間：90 分 
 
 

＜注意事項＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

試験開始の合図があるまで問題⽤紙を開かないこと。また、机上にある物品には触
れないこと。 
 
試験開始の合図があったら、問題⽤紙・解答⽤紙の説明⽂をよく読んで解答⽤紙に
解答すること。 
 
原則として、物品の再配布は⾏わない。ただし、試験開始直後に内容を確認し、不
⾜や不具合があった場合は挙⼿にて申し出ること。 
 
問題⽤紙の余⽩にはメモなどを記⼊してもかまわないが、採点の対象とはしない。
解答⽤紙の余⽩には記⼊しないこと。 
 
問題⽤紙・解答⽤紙ともに受験番号と⽒名を記⼊すること。 
 
試験終了時に、問題⽤紙・解答⽤紙ともに回収する。また、物品も回収するので、
課題演習終了後は机上に置いたまま退室すること。 



 

与えられた 3 種類（Ａ〜Ｃ、別紙参照）の「はさむ機構を有する物体」（以下、サンプルと
呼ぶ）を詳細に観察しながら、以下の課題すべてについて【解答⽤紙】の所定の欄に解答せ
よ。その際には、必要に応じて分解や変形などの加⼯をサンプルに施しても構わない。また
机上にある道具は⾃由に使⽤してよい。 
 
【課題１】 
各サンプルの特徴について、観察や⽐較によって情報を収集し、以下の要件を踏まえて、わ
かりやすく記述せよ。 
① 簡単なスケッチ（イラスト）を描くこと。伝えたい情報に応じて、スケッチ（イラスト）

を複数⽰してもよい。 
② 机上にある道具を⽤いて、概略の⼤きさ（⻑さ、太さ、幅）を計測し、図⽰すること。 
③ 短い⾔葉や⽮印などを⽤いて、図中に特徴を書き込むこと。特に、部品の動き⽅とばね

の機構については明記すること。 
 
【課題２】 
課題 1 で収集した情報に基づき、サンプルの形状や部品がどのような役割を果たしている
のか、どのような物体をはさむのに適しているのか、なぜそうなっているのかなどの観点か
ら考察し、各サンプルについて、適切と考える使い⽅とその理由を、⽂章によりわかりやす
く記述せよ。なお、適切と考える使い⽅は複数⽰してもよい。 
 
【課題３】 
Ａ〜Ｃのサンプルのうち１つを選択し、改善策や新しい使い⽅のアイデアについて、イラス
トや⽂章を⽤いて⾃由に提案せよ。そこでは、そのサンプルのどんな点に着⽬したのか、ど
のような使⽤場⾯を想定したのかについて、わかりやすく記述すること。また、解答欄の左
上に、選択したサンプルのアルファベットを明記すること。 
 
 

以上 
 

 

サンプルＡ サンプルＢ サンプルＣ



<先進工学部> 

未来ロボティクス学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題演習：実技を伴う簡単な演習を行います。演習は、与えられた道具を使った簡単な 

         作業を含み、約 90 分程度で行うことのできる内容です。 

         特別な知識や能力、技能は必要としません。 

(3)面  接：個人面接（10～15 分程度） 

        面接内容 ①提出書類の確認 

               ②課題演習に関する質問 

               ③未来ロボティクス学科の学生としての適性 

 

1 日目：課題演習（90 分程度） 

2 日目：個人面接（10～15 分程度） 
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令和 3（2021）年度 千葉工業大学 総合型（創造）選抜 

先進工学部 未来ロボティクス学科 

試験時間 90 分 

課題演習テキスト 

受験番号             
氏名               

 

 

 

1. 演習開始の合図があるまでこの課題演習テキストを開かない． 

2. 筆記用具（鉛筆またはシャープペンシルと消しゴム）と机の上に用意されているもの

（コンパス 1 本，30 ㎝の長さを測ることができる定規 1本，分度器，方眼紙 3枚，1m

程度の伸縮しない糸，セロテープ）以外を使用しない．足りないものがある場合には

試験監督に知らせる．この机の上に用意されたものを持ち帰らない．なお，演習を行

うにあたり，このすべてを使用するとは限らない． 

3. 演習開始の合図があるまでに，この課題演習テキスト，解答用紙に受験番号と氏名を

記入する．課題演習テキストを終了後に持ち帰ってよい．解答用紙を終了後に提出す

る． 
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課題演習：楕円の性質（Properties of ellipse） 

 
１．はじめに ヨハネス・ケプラー(Johannes Kepler)はティコ・ブラーエ(Tycho Brahe)の観

測記録から太陽のまわりをまわる火星の運動を定式化した．その第 1 法則は「すべての惑

星は太陽を焦点とする楕円上を運行する」というものである．楕円(ellipse)は直円錐を平面

で切ったときに現れる円錐曲線(conic section)のひとつであり，様々な特徴を有している．こ

こでは楕円の焦点，方程式，離心率，面積速度について学ぶ． 

 

Fig. 1: Kepler’s first law of planetary motion explains that a planet travels in an ellipse with the Sun 

at one focus. The ellipse has the set of all points in a plane such that the sum of the distances from 

two foci is constant. 

２．楕円 

2.1. 楕円の方程式 Fig. 1 に x-y 直交座標系の原点を中心とする楕円を示す．楕円は平面上

のある 2 定点 F1，F2からの距離の和が一定となるような点の集合からなる曲線である．こ

の 2 定点 F1，F2を焦点(focal point)という．楕円曲線上の任意の点 C1，C2において| |

| | | | | | 2 が常に成り立つ．長さ 2a は点 A と点 P の間の距離， は点

F1と点 C1を結ぶ線分，| |はその距離， は点 C1と点 F2を結ぶ線分，| |はその距

離， は点 F1と点 C2を結ぶ線分，| |はその距離， は点 C2と点 F2 を結ぶ線分，| |

はその距離を表している．Fig. 1 に示される楕円の方程式は 

1 

と書ける．長さ 2b は y 軸と楕円曲線の交点間の距離である．長さ a と b に a>b の条件があ

るとき a を楕円の長径(semi-major axis)，b を楕円の短径(semi-minor axis)と呼ぶ．2 つの焦点
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の距離が近いほど，その楕円は円に近づく．2 つの焦点が一致したときに円となる．楕円の

面積はπ となる．証明は省く． 

2.2. 離心率 離心率(eccentricity)とは円錐曲線の特徴を表す数値のひとつである．離心率 e

が e=0 のとき円錐曲線は真円(circle)，0<e<1 のとき円錐曲線は楕円，e=1 のとき円錐曲線は

放物線(parabola)，e>1 のとき円錐曲線は双曲線(hyperbola)となる．楕円における長径 a と短

径 b の関係は離心率 e を用いて表すと， √1 となる． 

2.3. 面積速度 太陽が F1 の位置にあり，ある惑星が楕円軌道で公転している場合を考える

(Fig. 2)．この惑星が点 A に位置するとき，太陽とこの惑星との距離は最大となる．この点

を遠点(apoapsis)と呼ぶ．最も太陽からの距離が近くなる点 P を近点(periapsis)と呼ぶ．ケプ

ラーの第 2 法則は，「太陽と惑星とを結ぶ線分（動く線分を動径と呼ぶ）が等しい時間に掃

く面積は一定である」というものである．ある一定の時間Δ に惑星が点 A から点 C1に移動

したときに，この惑星が掃く面積Δ は線分 と および円弧 に囲まれた面積である．

このテキストでは線分 と および曲線 に囲まれた形を楕円の扇形，角度∠ を

楕円の扇形の中心角，曲線 を楕円の円弧と呼ぶことにする．このΔ 後にこの惑星が点

C2に到達したとすると，この惑星が掃く面積は線分 と および円弧 に囲まれた面

積となり，これはΔ と等しい．惑星が近点に近づくと惑星の速度の大きさは増加し，遠点

に近づくと惑星の速度の大きさは減少する． 

2.4. 弧度法 弧度法とは角度を円弧と半径の長さの比の無次元量で表すものである．単位

にはラジアン(radian)を用いる．ある円の扇形において，円弧の長さ l，円弧の半径 r のとき

中心角θは，θ ⁄ と書ける．度数法で 180°は弧度法ではπ rad，360°は2π rad である． 

 

Fig. 2: Kepler’s second law of planetary motion states that a line between the Sun and the planet 

sweeps equal areas in equal times. The speed of the planet increases as it nears the Sun and decreases 

as it recedes from the Sun. 
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３．演習 

下記の問の解答を所定の解答用紙に記載せよ． 

問 1 方眼紙，伸縮しない糸，30 ㎝の長さを測ることができる定規，セロテープ（糸を固定

するために使用）を用いて，長径 a=10cm，離心率 e=3/5 の楕円を描く方法を解説せよ．解

答用紙には解説文を記載せよ．必要であれば解説用の図を用いてもよい．どこにどの長さ

の糸を固定するかを必ず明記せよ．実際に描いたものを解答用紙に描く必要はない． 

問 2 解答用紙 2 ページ目の Fig. 3 の楕円に，問 1 の楕円の焦点を書き入れよ．解答用紙に

向かって，左側の焦点を F1，右側を F2とせよ．ある物体が点 F1を焦点として，この楕円軌

道で反時計まわりに公転している場合を考える．このとき，点 F1 と物体とを結ぶ線分が等

しい時間に掃く面積は一定であるとする．この物体が A 点に位置するときを時刻の原点と

し，次に A 点に戻ってくるまでの時間を 1 周期とする．1/2 周期のときに，この物体は点 P

に位置する．この物体が，1/12 周期，1/6 周期，1/4 周期，1/3 周期，5/12 周期のときの位置

を C1，C2，C3，C4，C5とし Fig. 3 に書き入れよ．どのように，これらの位置を推定したか

を読者が再現できるように説明せよ．正確に位置を求めることは困難なので推定した位置

に誤差を含んでよい．誤差を含む場合には本来の値より大きいか小さいかを定性的に説明

せよ．推定方法の例として楕円の扇形を三角形に近似することなどが考えられる． 

問 3 問 2 で求めた 6 つの楕円の扇形 ， ， ， ， ， の中

心角∆θと楕円弧∆ を計測し，その結果を解答用紙 4 ページ目の Fig. 4 に書き入れよ．中心角

の単位は rad，楕円弧の単位はcmとせよ．次に，この6つの楕円の扇形 ， ， ，

， ， の中心角∆θに対する楕円の円弧を対応する中心角で除した値∆ /∆θを

Fig. 5 に書き入れよ． 

問 4 この 6 つの楕円の扇形 ， ， ， ， ， の中心角∆θに

対する 1 2⁄ Δ Δ⁄ ∆θの値Δ を解答用紙 5 ページ目の Fig. 6 に書き入れよ．

1 2⁄ Δ Δ⁄ ∆θの値は何を意味するかを6ページ目の解答用紙に記述せよ．また周期を120

に分割した場合の中心角∆θと 1 2⁄ Δ Δ⁄ ∆θの値Δ の関係を予想し，解答用紙 5 ペー

ジ目の Fig. 7 に書き入れ，その理由を 6 ページ目の解答用紙に記述せよ． 



 

生命科学科 

 
■選考方法 

書類審査、プレゼンテーション資料作成課題及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)プレゼンテーション資料作成課題：（説明 30～60 分＋資料作成 60 分） 

  ①生命科学に関する題材について、30～60 分程度の紹介を行います。 

  ②①で紹介された内容に対する意見をプレゼンテーションするための資料作成に 

  取り組んでもらい、生命科学分野への適性、発想力、科学的根拠に基づいた論理的思考力 

  及びコミュニケーション能力の評価資料とします（資料作成に必要な用紙及び用具類は、  

  本学が準備します）。 

  なお、特別な知識を必要とするような課題は課しません（高校までの理科の知識程度）。 

(3)面  接：個人面接（10～15 分程度） 

        面接内容 ①(2)で作成した資料をスクリーンに投影しながら、５分間で課題に 

                 ついて説明する 

               ②発表内容に関する質疑応答 

               ③自己評価項目、学科適性に関わる事項など 

               ④本学入学後の抱負 

 

1 日目：プレゼンテーション資料作成課題（説明 30～60 分＋資料作成 60 分） 

2 日目：個人面接（10～15 分程度） 

 

 

 

 



令和 3(2021)年度 千葉工業大学 総合型(創造)選抜 

 

   先進工学部 生命科学科 

（プレゼンテーション用の資料作成時間 60分） 

   

受験番号  

氏  名  

 

問題  

教員による説明のあと，プレゼンテーション用の資料（3枚以内）を作成して

ください。試験時間終了後，問題用紙および資料を回収します。作成した資料

を使って，明日，5分間のプレゼンテーションを行ってください。 

 

ヒトゲノム配列は，2000年にドラフト（概要版）配列が公表，2001年には配

列解析の論文が発表され，2004 年には完成版の論文が発表されました。2002

年には，ほ乳類のモデル生物であるマウスゲノム配列解析の論文も発表されて

います。その解析の中で，ほ乳類の遺伝子数はおおよそ 20,000個程度で，タン

パク質をコードしているゲノム DNA 配列の領域は，1.5%程度に過ぎないこと

がわかっています。また，ゲノム全体の半分弱がタンパク質をコードしていな

い，繰り返し配列（反復配列）であることがわかっています。反復配列の多く

はゲノム上を動き回った遺伝子，もしくはその残骸であることも判明していま

す。 

 

ヒトゲノム配列とマウスゲノム配列に残された，動き回った遺伝子の残骸の

データを見比べて，ヒトとマウスのゲノム配列に今後，どのようなことが起こ

りうるか，ヒトとマウスの違いを含めて，推察をして下さい。 

 



 

知能メディア工学科 

 
■選考方法 

書類審査、プレゼンテーション資料作成課題及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)プレゼンテーション資料作成課題：（説明を含め 90 分程度） 

  DVD や紙媒体などを見て「当日提示される課題」に対するプレゼンテーション資料を作成 

  する課題を与えます。 

  作成した資料により論理的思考力及びコミュニケーション能力を評価します。 

  プレゼンテーション資料作成に必要な用紙及び用具類は本学が準備します。 

  なお、この課題では特別な知識は必要としません。 

(3)面  接：個人面接（10～15 分程度） 

        面接内容 ①(2)で作成した資料を用いてのプレゼンテーション（約 5 分間） 

               ②プレゼンテーションの内容に関する質疑応答 

               ③知能メディア工学科の学生としての適性など 

               ④自己評価項目に関わる事項など 

               ⑤本学科志望の動機や入学後の抱負など 

 

1 日目：プレゼンテーション資料作成課題（90 分程度） 

2 日目：個人面接（10～15 分程度） 

 

 

 

 

 

 



令和 3（2021）年度 千葉工業大学 

総合型（創造）選抜 

 

先進工学部 

知能メディア工学科 

 

プレゼンテーション資料作成課題 

試験問題（90 分） 
 

受験番号          氏名           

 

 

※注意事項 

・ 試験監督からの指示があるまで、この冊子を開かないでください。 

・ 試験を始める前に、試験監督からプレゼンテーション資料を作成する際の注意事項

を説明します。試験時間は、注意事項の説明を含め、90 分です。 

・ これは、問題用紙です。プレゼンテーション資料は、別途配布する指定の解答用紙を

用いて作成します。 

・ 試験終了後、この問題冊子は持ち帰ってください。 

 

＜プレゼンテーション資料作成のための注意事項＞ 

・ プレゼンテーション資料作成の課題は、次のページに書かれています。注意事項の説明が終了し、

始めの合図があるまでは、次のページを開かないでください。 

・ プレゼンテーション資料の作成には、指定された解答用紙 3 枚を必ず用いてください。解答用紙

は 5 枚配布しますが、提出するのは 3 枚です。2 枚以下でも、4 枚以上でもいけません。 

  



・ プレゼンテーション資料として作成した 3 枚の解答用紙は、配布したクリアフォルダに表から

発表順に揃え、提出してください。余りの 2 枚の解答用紙は持ち帰ってください。 

・ 解答用紙（言葉一覧）はクリアフォルダへ入れ、上述 3 枚の後ろに来るように揃え、提出してく

ださい。 

・ プレゼンテーション資料の作成に当たっては、指定されたサインペン（3 色）を用いてください。 

・ 明日の面接時間内にプレゼンテーションを行います。作成したプレゼンテーション資料を 1 枚

ずつ書画カメラを用いてスクリーンに投影し、口頭でプレゼンテーションを行います。発表時間

は 5 分です。スクリーンを通しても見やすく、わかりやすい資料作りを心がけてください。 

 
＜指定の解答用紙の使い方について＞ 

・ 指定の解答用紙には、5 枚すべてに受

験番号と氏名を記入してください（こ

の説明の後に記入する時間がありま

す）。 

・ プレゼンテーション資料は、配布した

指定用紙の上部の青枠内で表現してく

ださい。なお、自由記述欄は、口頭での

プレゼンテーションで話す内容を記述

するなど、どのような目的でも用いる

ことができます。 

・ 右下の発表資料番号は、発表する際に

提示する順番を指定します。 
提出する解答用紙は提示する順番を決め、必ず 1〜3 の番号を記入してください。 

・ 提出する 3 枚の解答用紙は、発表する際に論理的な発表となるよう、構成を考えて作成してくだ

さい。例えば、1 枚目には問いに対するメインの主張を端的に表現し、2 枚目と 3 枚目は、その

主張の根拠や理由を異なる 2 つの観点から説明する、といったように、予め構成を考えてから作

成するとよいと思います。 

＜合図があるまで、次ページは開かない＞ 



課題 
 下記の課題資料に書かれている内容をよく読み、以下の問いに対するあなたの考えをまとめ、 
5 分間のプレゼンテーションを行うための資料を作成しなさい。なお、プレゼンテーション資料は、

配布された解答用紙 3 枚を用いて作成すること。 
 
【課題資料】 

 知能メディア工学科は「メディア工学」「知識工学」「情報デザイン」の３つの研究領域で構成さ

れ、これらを連携・融合・複合させることで、新しいメディアの創造に取り組んでいます。 
 メディア工学領域では、現在の水準をはるかに超える音響・映像の３次元再生技術とその伝送技

術、ロボットと人間の高度なコミュニケーションを支える音響・映像の認識技術の開発を目指して

います。3D 音響技術や音場シミュレーションなどの音響技術、音声合成・話者認識などの音声技術、

画像／映像の処理や合成技術、バーチャルリアリティなどが、この分野の中心となる技術です。 
 現在、人工知能は第三次 AI ブームを迎え、日常の各所でその応用技術が活用され、政府が AI 人
材の育成を推進したり、企業でも巨額の研究資金を投入したりするなど大きく注目されています。

これは人工知能を応用しビッグデータの解析をすることで新たな知見・知識を得ることができるよ

うになってきたためです。知識工学領域では、人間のように思考することができる人工知能を応用

し、今までは知り得なかった新たな知見・知識を得るための技術開発を目指しています。人工知能

や 機械学習、データマイニング、IoT(Internet of Things)などが、この分野の中心となる技術です。 
 情報デザイン領域は、メディア工学や知識工学領域などの技術を活用し、これからの社会やユー

ザーに「使いやすく魅力的なモノやシステム」を、大胆な発想で具体的なカタチにし、先進的なデザ

インを創り出すことを目指しています。コミュニケーションデザイン、ユーザインタフェースデザ

イン、サービスデザイン、ビジュアライゼーションなどが、この分野の中心となる技術です。 
 ３つの領域が融合することで、音声認識や画像認識、拡張現実（AR）など、より高度でインテリ

ジェントなメディア技術を実現したり、生活環境に適した音環境のデザインやサウンドデザイン、

メディアデザインなどを実現したりすることができるでしょう。また、身の回りのあらゆるものが

インターネットにつながった、IoT の環境で、人や社会に本当の意味で役に立つサービスを実現する

ことができるでしょう。 
 
【問い】 

 上記の【課題資料】は、人や社会に役立つことが期待される技術について述べています。 
今、感染症対策の一つとして厚生労働省が「新しい生活様式」(別紙 1)の実践を求めています。知

能メディア工学科の 3 つの研究領域での技術を組み合わせて、あなたはどのような新しいサービス

を提供しようと考えますか。「新しい生活様式」に対してサービスを提案し、そのサービスにどの様

なメリットおよびデメリットがあるのか両方を下線が引いてある言葉を必必ずず 22 つつ以以上上をそのままの

形で使い説明してください。そして、説明に使った言葉を回答用紙（言葉一覧）上で確認し回答して

ください。 
 

以上 
 

  



別紙 1 厚生労働省ウェブページより 

 
 

「「新新ししいい生生活活様様式式」」のの実実践践例例

（（１１））一一人人ひひととりりのの基基本本的的感感染染対対策策

移移動動にに関関すするる感感染染対対策策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。
□地域の感染状況に注意する。

感感染染防防止止のの３３つつのの基基本本：：①①身身体体的的距距離離のの確確保保、、②②ママススククのの着着用用、、③③手手洗洗いい

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを
着用する。ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。

□家に帰ったらまず手や顔を洗う。
人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。

□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

（（２２））日日常常生生活活をを営営むむ上上ででのの基基本本的的生生活活様様式式

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底
□こまめに換気（エアコン併用で室温を28℃以下に） □身体的距離の確保
□「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行
□毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

娯娯楽楽、、ススポポーーツツ等等

□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは、十分に人との間隔を
もしくは自宅で動画を活用

□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

食食事事

□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

買買いい物物

□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

公公共共交交通通機機関関のの利利用用

□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

（（３３））日日常常生生活活のの各各場場面面別別のの生生活活様様式式

イイベベンントト等等へへのの参参加加

□接触確認アプリの活用を
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □オフィスはひろびろと

□会議はオンライン □対面での打合せは換気とマスク

（（４４））働働きき方方のの新新ししいいススタタイイルル

※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成



<情報科学部> 

情報工学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題実習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題実習：提示される事柄について、自分の考えを、結論先出し形式で、（5 分程度の） 

  発表を行うためのポスターを（90 分程度で）作成します。結論先出し形式とは、最初に、 

  提示された事柄に対する結論を「主張」として述べ、その「主張」に至った「理由」や、その 

  「理由」を確かなものにする事実や根拠（「裏付け」）をあとから述べる形式を言います。 

  ポスター作成用の用紙は、「主張」、「理由」、「裏付け」の三種類に分かれています。 

  結論先出し形式の流れで発表ができるように、発表内容を各用紙にキーワードや要約文   

  として整理します。「裏付け」用紙では、「理由」用紙で説明した内容を、さらに掘り下げ 

  具体的かつ客観的にすることが求められます。図・表・グラフにして視覚的にも分かりやす 

  くなるようにしたり、説得的なものになるようにしたり工夫することが求められます。 

  なお、「主張」用紙は１枚ですが、「理由」や「裏付け」用紙は、複数枚を使用できます。なお、 

  課題演習では、提示される事柄に対して分析を行い自分の主張を導いてもらいます。 

(3)面  接：個人面接（15 分程度） 

        面接内容 ①ポスター発表（課題実習で作成したポスターを使う） 

               ②情報工学科の学生としての適性 

               ③志望動機や入学後の抱負 

 

1 日目：課題実習（90 分程度） 

2 日目：個人面接（15 分程度） 

 

 

 



令和 3(2021)年度千葉工業大学総合型 (創造)選抜

情報科学部 情報工学科
試験時間（課題実習）: 90分

1. 開始の合図があるまで，この冊子を開かないこと．
2. 下記の配布物を確認すること．

• 問題冊子（この冊子）.................................................................. 1冊
• ポスター用紙（B5サイズ）の入った封筒
（表書きに書かれた枚数の色紙が入っていることを確認する）

• ハサミ，ノリ............................................................................各１つ
• 30 cm定規....................................................................................１本
• サインペン（黒，赤，青，緑，紫）.......................................各１本

3. ポスター用紙の入った封筒の表書きに，受験番号，氏名を記入すること．
4. 各ポスター用紙の右下隅に，受験番号，氏名を記入すること．
5. ポスター用紙提出の際は，用紙の右上隅にある空欄に番号を書き入れること（番号の付け方は

後ほど行われる説明に従うこと）．

「主張を展開せよ」とは� �
この問題冊子２ページの問題文に，「主張を展開せよ」という指示があります．この指示内容について，問題冊

子を開く前に説明します．
この試験でいう「主張を展開せよ」とは，与えられた事柄について，自分の考えを一定の形式にまとめ，二日

目の個人面接の冒頭に５分程度で発表することを指します．一定の形式とは，最初に，与えられた事柄に対する

結論を主張として述べ，次に，その主張の根拠となる理由を複数あげていくというものです．したがって，ポス

ター発表の出だしは，必ず「○○○（与えられた事柄）について，私は●●●（主張）です．その理由は，△つありま
す．１つ目の理由は，××です．２つ目の理由は....」という流れになるようにします．
本日の課題実習では，問題冊子２ページに示される事柄について，自分の考えを整理して，上記発表の流れで

説明できるようポスター資料を作成します．
自分の考えは，「主張」のポスター用紙（青紙）にまとめ，第一階層と位置づけます．その「主張」に対する理

由（根拠）を整理し，「理由」のポスター用紙（黄紙）にまとめ，第二階層と位置づけます．この試験では複数の
「理由」をあげることが求められています．

（裏面（4 ページ）に続く）� �

－ 1 － 情報科学部情報工学科



1 N市では，市民の生活習慣病の早期発見のため，A病の簡易検査を実施することにした．A病の診断

には，簡易検査として B診断法が広く用いられており，B診断法で異常が認められた者はその後，精密
検査を受けることとなる．B診断では，検査結果として 0.0から 10.0の数値 (以降，B指標と記載)が得
られる．以下の表 1は，過去に実施した B診断法で得られた診断結果の数値と A病であるか否かを示
している (A病である場合は A病，A病でない場合は非 A病と記載している)．これらの情報から，「表
1に示された過去の診断結果から，A病の簡易検査において，異常の判定には B指標を〇〇に設定する
ことが妥当である」という主張を展開せよ．

表 1 A病/非 A病の診断結果と B指標値．

被験者番号 診断結果 B指標値
1 A病 6.65

2 A病 6.18

3 A病 5.42

4 A病 7.51

5 A病 7.28

6 A病 7.03

7 A病 4.10

8 A病 6.02

9 A病 5.74

10 A病 3.90

11 非 A病 3.52

12 非 A病 2.98

13 非 A病 2.97

14 非 A病 2.20

15 非 A病 4.50

16 非 A病 2.87

17 非 A病 2.29

18 非 A病 4.35

19 非 A病 2.78

20 非 A病 2.41

情報科学部情報工学科 － 2 －



☛�✁✂☛✄✁✂ ☛☎✁✂

✠✆ ✎✝✞✠✆✟✡☞✌ ✍✏✑✞✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✔✕✖✜✢✌

✣✤✥✦

✧★✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✩✴✵✶✷✱✸✹✺✻

✼✽✾✿❀❁❂❃❄❁❅❆❇❈❉❊❋●❍

－ 3 － 情報科学部情報工学科



（１ページからの続き）� �
複数個あるそれぞれの「理由」が，具体化した事実や，程度や大小などについて第三者にも分かる数値にした

ものを，この試験では「裏付け」と呼びます．「裏付け」は，「裏付け」のポスター用紙（緑紙）にまとめ，第三階
層と位置づけます．
「裏付け」のポスター用紙（緑紙）に示す内容は，第二階層「理由」にあげた内容が，確実に伝わるようにさ

らに詳細にした個々の事実や，第三者にも誤解なく伝わるように数値で示したものです．逆に言えば，第三階層
「裏付け」として示す内容を要約したものが，第二階層「理由」となるようにまとめます．第三階層「裏付け」で
は，

あいまい
曖昧になりがちな程度や大小を数値化し，グラフに（方眼紙に書き，ハサミとノリを使ってポスター用紙に

切り貼り）するなどして，より説得的な発表になるよう工夫することが求められます．
なお，問題冊子３ページにあるメモ用紙は，自分の考えを整理する際に使用して構いません．� �
番号付け� �

1. 「理由」のポスター用紙（黄紙）の右上に１つある空欄には，何番目の「理由」とするか，番号を書き入れ
てください．ただし，「理由」のポスター用紙（黄紙）に番号を振るときは，重要と考える順に，１から振り
ます．

2. 「裏付け」のポスター用紙（緑紙）の右上に２つある空欄には，何番目の「理由」に対する何番目の「裏付
け」とするか，番号を書き入れてください．例えば，「理由」１に対して「裏付け」のポスター用紙（緑紙）
を３枚作成した場合，「裏付け」のポスター用紙にある枠内には「１－１」「１－２」「１－３」と番号を振り
ます．� �

提出時の注意� �
1. 各ポスター用紙の右下に，受験番号，氏名が記入されていることを確認して下さい．
2. ポスター発表に使用する用紙だけを封筒に入れ，封筒の表書きにも，受験番号，氏名を記入し，同封した「主

張」，「理由」，「裏付け」のポスター用紙の枚数を記入して下さい．
3. ポスター発表で使用しない用紙（書き損じや余り）は，封筒に入れず，机の上に置いたままにして下さい．� �
ポスター発表の始め方（二日目：個人面接）� �

1. 個人面接におけるポスター発表では，面接室にあるボード上に，「主張」，「理由」，「裏付け」の順に，階層分
けされた台紙が用意されていますので，ボード上の所定位置に，「主張」，「理由」，「裏付け」のポスター用紙
を貼り付けます．

2. ポスター用紙を貼り付けたら，面接員の開始の合図に従って，「○○○（与えられた事柄）について，私は●●
●（主張）です．その理由は，△つあります．１つ目の理由は，××です．２つ目の理由は.... 」という決まり
文句で発表を開始します．� �
受験番号 氏　　名7 6

情報科学部情報工学科 － 4 －



 

情報ネットワーク学科 

 
■選考方法 

書類審査、プレゼンテーション資料作成課題及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。

学力試験は課しません。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)プレゼンテーション資料作成課題：（90 分） 

  「当日提示される課題」に関するプレゼンテーション資料を作成してもらい、情報系分野へ  

  の適性をはかる評価資料とします。 

  資料の作成にはプレゼンテーション用ソフトウェアを用いてもらいます。ただし、作成した 

  資料とそれを用いたプレゼンテーションの構成力や論理性を重視するので、日本語入力 

  や基本図形の描画程度ができればよく、高度な操作スキルまでは必要としません。 

(3)面  接：個人面接（15 分程度） 

        面接内容 ①(2)で作成した資料を用いたプレゼンテーションの時間を設けます 

                 （5 分程度：プロジェクターを使用）その後、プレゼンテーションの 

                 内容について質問をします 

               ②本学科志望理由、自己評価項目、学科適性に関わる事項など 

 

1 日目：プレゼンテーション資料作成課題（90 分：説明時間は除く） 

2 日目：個人面接（15 分程度：プレゼンテーションの時間を含む） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和3(2021)年度 千葉工業大学 

総合型（創造）選抜 

情報科学部 情報ネットワーク学科 

プレゼンテーション資料作成課題 

(試験時間 90分） 

 

 

 
（指示があるまで開かないで下さい） 

 
受験番号    氏名    

 

 

  



 

以下の課題についてプレゼンテーション資料（PowerPointファイル）を作成してください．面接

時に割り当てられる，プレゼンテーションの時間は5分です．なお，プレゼンテーション資料はタ

イトルページを含めて6枚以内で作成してください． 

 

【課題】 

近年，人工知能（以下，AIと記載）と「モノのインターネット」（以下，IoTと記載）を組み合

わせた情報サービスが，数多く提案されています．AIは，言語・画像・映像などのメディアの理

解や，推論など，人間が行う活動を，コンピュータの計算処理によって実現する技術のことをい

います．また，IoTは，インターネットに様々なモノが接続され，それらのモノの間で相互に情報

交換や制御を行うことができるしくみのことをいいます．様々なモノの例として，冷蔵庫や洗濯

機などの家電製品や，カメラ，温度・湿度などを計測するセンサーなどが挙げられます． 

AIと IoTを組み合わせた情報サービスの例として，広大な農園に温度・湿度・雨量・風力を計

測できる，インターネットに接続された装置を多数設置し，これらのセンサーから集約したデー

タに基づいて，AIによって作物の生育に適した環境であるかを監視するサービスが提供されてい

ます．このサービスでは，以下のような課題を解決していると考えることができます． 

「広大な農園の状況をきめ細かく確認するためには，多くの人員が必要になる．また，状況を

適切に判断するためには，豊富な知識や経験が必要になる．しかし，農業に就く人口は年々減少

しており，豊富な知識や経験を有する人員を多数確保することが，困難になっている．」 

このような事例以外にも，例えば観光，医療・介護，防災・減災，教育など様々な分野に，AI

と IoT を組み合わせた情報サービスや情報システムを導入することによって，現状の課題を解決

することが期待されています． 

そこで，必ずしも上記の分野に限ることなく，現状の課題を解決することのできる，AI と IoT

を組み合わせた新たな情報サービスや情報システムなどを，自由な発想で提案してください．プ

レゼンテーション資料には，必ず以下の 3点を明示してください． 

 現状にどのような課題があると考えているのか 

 提案する情報サービス・システムはどのようなものか 

 なぜ提案する情報サービス・システムが現状の課題を解決することができるのか 

なお，技術的に実現が可能であるかどうかは問いません．これまでにないような斬新で，独創

的なアイデアを歓迎します． 

  



<社会システム科学部> 

経営情報科学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題演習：①「経営」に関する基本的知識について 15 分程度説明を行います。 

         ②①で説明した内容を踏まえて、指定された身近なテーマに関する課題提起   

          及び課題解決能力を評価するための演習を行います。（合計 60 分程度） 

(3)面  接：個人面接（20 分程度） 

        面接内容 ①自己評価理由について 

               ②経営情報科学科の志望理由 

               ③大学生活に関する抱負 

               ④課題演習の結果についての自己評価 

 

1 日目：「経営」に関する課題演習（60 分程度） 

2 日目：個人面接（20 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

令和３（２０２１）年度 千葉工業大学 総合型（創造）選抜 

社会システム科学部 経営情報科学科 試験時間（60 分） 

 
【課題演習】 

以下の手順に従って自分自身を分析し，その結論として，自分に適した職業や仕事など

の将来像をまとめてください． 
（１） 好きなこと嫌いなこと，長所短所，趣味，興味のあること，将来の夢など，いろい

ろな観点から自分に関する情報をメモ用紙に書き出して解答用紙に貼り付けてくだ

さい．１つの情報はメモ用紙に書き込める程度の量でかまいません． 
（２） 書き出した情報をいくつかのグループに分類してください．分類したグループ毎に

メモ用紙を貼り直してください． 
（３） グループに名前を付けてください．グループ名もメモ用紙に書いてください． 
（４） グループ間に関係があるか見直してください．関係がある小グループをまとめた大

グループに名前を付けたり，関係を線や矢印で結んでください．線や矢印もメモ用

紙に書いてください． 
（５） 結論が出せると思う状態まで，手順（１）から（４）を繰り返してください． 
（６） 完成したら，グループを線で囲ってください．また，メモ用紙に書いた線や矢印を

直接解答用紙に書いてください． 
（７） 出来上がった情報から結論を文章にして書いてください． 
 
【補足説明】 

・ 課題演習を始める前に例を使って進め方やまとめ方を説明しますので，その例を参考

にして進めてください． 
・ 今回記述する情報は本入学試験の評価においてのみ使用いたします． 
・ 個人情報の内容自体が本入学試験の評価に影響を与えることはありません． 

 
 
 
 
受験番号                  氏名                 



 

プロジェクトマネジメント学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

学力試験は課しません。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題演習：プロジェクトマネジメントに関する演習（60 分程度） 

         演習内容 

         ①まずプロジェクトマネジメントに関する基本的な知識について説明します。 

           これは大学に入ってから講義を正しく理解することができるかどうかを判断 

           するものです。基本的な内容から説明しますので、特に予備知識が必要と 

           いうことはありません。説明の間は、メモをとることができます。  

         ②計画立案に関する演習 

          受験生に身近なテーマについて、計画を立ててもらいます。ここでは、 

          プロジェクトマネジメントに関する基礎的な手法を紹介し、それに基づいて 

          作業をしてもらいます。作業の方法については、①で説明しますので、手法 

          に関する事前の知識は前提としていません。必要な文具等は全て会場に 

          用意してあります。 

(3)面  接：グループ面接（30 分程度） 

        面接内容 ①自己評価理由について 

               ②プロジェクトマネジメント学科の志望理由 

               ③大学入学前の勉学、活動について 

               ④大学入学後に取り組みたいこと、その取り組みを踏まえた自分の将来像 

               ⑤プロジェクトマネジメント学科の学生としての適性 

               ⑥課題演習に関する感想と評価 

 

1 日目：プロジェクトマネジメントに関する演習（60 分程度） 

2 日目：グループ面接（30 分程度） 



 

演習課題 

指定された事例をプロジェクトと見立て, 

（1）ワークパッケージをできるだけ多くバランス良く作成し, 

（2）ワークパッケージの中で，最も優先するものに○， 

  最も後回しにするものに×の印をつけなさい． 

 

※「ワークパッケージ」については当日の演習のなかで説明があります。特に予備知識を

必要とするものではありません。下記は,資料を一部抜粋したものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

金融・経営リスク科学科 

 
■選考方法 

書類審査、課題演習及び面接により、多面的かつ総合的に評価します。 

(1)書類審査：提出された出願書類について審査を行います。 

(2)課題演習： リスクマネジメントに関連し、指定された課題を行います。結果そのものよりも、  

         結果を導くまでの問題分析及び論理的思考能力を主に評価の対象とします。 

         なお、特別な知識を必要とするような課題は課しません。（60 分程度） 

(3)面  接：グループ面接（30 分程度） 

        面接内容 ①自己評価について 

               ②金融・経営リスク科学科の志望理由 

               ③大学生活に関する抱負 

               ④課題演習の結果についての感想と評価 

 

1 日目：リスクマネジメントに関する課題演習（60 分程度） 

2 日目：グループ面接（30 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3(2021)年度 千葉工業大学 総合型（創造）選抜 

社会システム科学部 金融・経営リスク科学科 課題演習 問題（６０分） 

 
 

受験番号：                 氏 名：                   

 
 
 
課題演習問題 

 
授業や課外活動において、グループで活動し目標達成を目指すことがある。このようなグル

ープ活動は、時に成功しグループとして個人の総和を超える成果を挙げる場合もあれば、反対

にグループメンバーが本来の実力を発揮できないままに失敗に終わることもある。そこで、グ

ループ活動に関して以下の質問に回答せよ。 
 

１）グループ活動のメリットとデメリットを述べよ。  
 
２）グループ活動をする時に、グループ活動に対して貢献しないメンバーがいる場合がある。

こうしたグループメンバーへの対処方法を述べよ。  
 
３）上記を踏まえ、グループ活動を上手く進めるために自分ならどう行動するかを述べよ。 
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千葉工業大学 
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼 2丁目17番1号  

TEL 047(478)0222（入試広報課） 

                  URL https://www.it-chiba.ac.jp/ 
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