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大学のアドミッションポリシー（入学者受入れの方針） 

■大学【学士課程】のアドミッションポリシー 

東京電機大学は、工学・理学・情報分野における科学技術に興味を持ち、志望する各学部・学科（学系）

の教育方針やカリキュラム、研究の内容、求める学生像を十分理解し、本学の教育・研究理念である「技術

は人なり」の精神のもと、卒業後、自立した科学技術者として社会への貢献を目指す学生を求めます。 

 

なお、本学では、各学部・学科（学系）のアドミッション・ポリシーを踏まえて、高等学校等の課程や実社会

で学んだ以下の学力の３要素を総合的・多面的に評価するため、多種多様な入学者選抜を実施し入学者

を受け入れています。 

1 高等学校等の課程で学ぶ知識・技能（特に外国語、数学、理科、国語など） 

2 思考力・判断力・表現力等の能力 

3 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 

 

工学部第二部のアドミッションポリシー（入学者受入れの方針） 

工学部第二部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、実社会で真に必要とされる能力

を備えた技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技

能や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。 

（１）求める学生像 

1. 工学部第二部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生 

2. 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、安全で快適な社

会の発展に貢献できる技術者を目指す学生 

3. 工学部第二部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学

び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生 

（２）入学前に学習しておくことが望ましい内容 

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、物理及び英語は、十分

な基礎学力を身につけておくこと。 
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総合型選抜（はたらく学生）とは 

本入学者選抜制度は経済的な事情等で大学への進学に不安を抱えているが、学ぶ意欲があり、働く意

欲もある人に対して、積極的に支援することを目的にしています。 

入学後、昼間は東京千住キャンパスの各学部学科等の「学生職員」として働きながら、夜間は工学部第

二部で学ぶことができます。本入学者選抜の入学検定料は免除されます。 

総合型選抜（はたらく学生）が求める人物像 

本入学者選抜では、本学部及び各学科で定めるアドミッションポリシーを満たし、かつ、コミュニケーション

力、協調性、率先力などの対人力に富んでおり、加えて、勉学と就労を両立させる意欲のある学生を受け入

れます。対人力は議論や協業を活発に行うなどアクティブな学びに必要であり、同時に学生職員にも要求さ

れる共通の資質であります。 

 

 

1. 募集人員 

学部・学科 学科・学系 募集人員 

工学部第二部 

電気電子工学科 

若干名 機械工学科 

情報通信工学科 

 

2. 選考日程等 

 

摘要 日程 

出願期間 2022年 9月 22日（木）～2022年 10月 5日（水） ※消印有効 

受験票発行日 2022年 10月 14日（金） 

選考日 2022年 10月 22日（土） 

合格発表日 2022年 11月 1日（火） 

第 1 回入学手続期間 2022年 11月 1日（火）～2022年 11月 11日（金） 

第 2 回入学手続期間 2023年 1月 13日（金）～2023年 1月 23日（月） 
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3. 出願資格 

次の条件を全て満たす者 

（１） 本学工学部第二部が第一志望であり、勉学と就労を両立させる意欲のある者。 

（２） 高等学校（中等教育学校）を 2023 年（令和 5 年）3 月に卒業見込みの者。 

（３） 学校教員から本学入学及び就職に関する推薦を受けられる者。 

（４） 第 3 学年 1 学期、または前期までの成績に関して、以下①と②の要件をすべて満たす者。 

①全体の学習成績の状況が 3.5 以上で、かつ、数学、外国語、理科の 3 教科の学習成績の状況の平

均が 3.5 以上の者。 

②数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂを履修済もしくは履修中の者。 

 

【出願資格（4）について】 

● 全体の学習成績の状況を算出する際は、全ての修得科目の評定を合計した平均で算出してくださ

い。（小数点第 2 位四捨五入の上、小数点第 1 位を算出） 

● 数学、外国語、理科の 3 教科の学習成績の状況の平均を算出する際は、各教科の学習成績の状況

を合計した平均で算出してください。（小数点第 2 位四捨五入の上、小数点第 1 位を算出） 

● 出願時に第 3 学年 1 学期または前期までの成績が確定していない場合は、第 2 学年までの成績と

する。また、2 学期制の学校で出願時に第 3 学年前期までの成績が確定していない場合も、第 2 学

年までの成績とする。 

ただし、第 3 学年 1 学期または前期の成績が確定し次第、速やかに調査書を提出しなければなら

ず、確定した成績が当該成績基準を満たしていない場合には、出願資格を失い、試験に合格してい

た場合でも合格を取り消すこととする。 

 

※卒業見込みの者が入学までに大学入学資格を満たすことができない場合は、入学者選抜に合格して

も入学が認められませんのでご注意ください。 
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4. 出願について 

（１）出願方法 

巻末の「インターネット出願の手引き」を確認の上、手順に従って出願をしてください。 

（２） 出願提出書類（日本語を使用し、黒ボールペンで記入すること） 

提出書類 摘要 

入学志願票 

インターネット出願サイトにて、出願データ登録後にマイページからダウンロード・印

刷をしてください。 

※ 詳細は巻末の「インターネット出願の手引き」を参照。 

推薦書 

本学 Web サイトの総合型選抜（はたらく学生）ページよりダウンロード・印刷をしてく

ださい。 

【本学所定書式】 

所定の事項（学力の 3 要素に関する評価を含む）を推薦者（学校長または教頭、担任教

諭、進路指導教諭のいずれか）が作成し、厳封したもの。 

また、推薦書には「本学及び志望学科への入学」と「学生職員としての就職」に関する適

性をそれぞれ区別できるように記入してください。なお、推薦書は出願日から遡って 3 ヶ

月以内に発行されたものを提出してください。 

志望理由書 

本学 Web サイトの総合型選抜（はたらく学生）ページよりダウンロード・印刷をしてく

ださい。 

【本学所定様式】 

1200 字以上、1600 字以下で記入してください。 

調査書 

出身学校長が作成し、厳封したもの。 

調査書は出願日から遡って 3 ヶ月以内に発行されたものを提出してください。 

 

◆学校関係者の皆様へ 

調査書の作成にあたり、以下の点にご注意ください。 

①出願時に第 3 学年１学期または前期の評定を記載できない場合はその理由を付して記

載不可としてください。 

②新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休校、大会、資格・検定試験等の中止によ

り記載できない場合は、その理由を付した上で、参加予定であった大会名や資格・検定

試験名を記載してください。 

 ※上記①②は、受験生が記載するものではありません。 

（３） 提出方法 

インターネット出願サイトにて、出願登録及び検定料納入後にマイページから封筒貼り付け用「宛先ラベ

ル」をダウンロード・印刷をしてください。印刷した貼付用「宛先ラベル」を各自で用意した角 2 サイズ以上の

封筒に張り、出願提出書類一式を同封して、郵便局窓口から簡易書留・速達で郵送してください。 

（４） 提出書類についての注意事項 

① 出願書類を受理した後は、原則として記載事項の変更及び出願書類の返還はいたしません。 

② 出願書類に虚偽の記載及び不正な申告があった場合は、入学を認めないことがあります。 

（５）入学検定料の納入について 

総合型選抜（はたらく学生）の入学検定料は、免除されます。 

 



5 

（６）受験票の発行について 

受験票の送付はいたしません。志願者は、各自でダウンロード・印刷をしてください。受験票の発行方法

については、巻末の「インターネット出願の手引き 3 ページ目の［受験票の発行について］」を必ずご確認く

ださい。 

 

5. 選考方法 

（１）選考日及び選考会場 

選考日 2022 年 10 月 22 日（土） 

集合時間（予定） 9 時 30 分（9 時より受付開始） 

集合場所（予定） 
東京電機大学 東京千住キャンパス 1 号館 

（選考会場は当日案内します） 

（２）選考方法：提出された書類と以下の選考方法により、多面的・総合的に判定します。 

学科 選考内容及び時間 

電気電子工学科 

10:00～10:40 

数学 

11:00～12:00 

小論文 

13:30～ 

個別面接 
機械工学科 

情報通信工学科 

※ 数学 40 分 100 点［出題範囲 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（1.数列、2.ベクトル）］ 

※ 小論文 60 分 800 字 

※ 個別面接：1 名 20 分程度とし、5 段階評価とする。 

  面接では主に、志望学科を選んだ理由、大学で学びたい事柄、働きながら学ぶ意欲、勉学と勤労の

両立、これまでに努力した活動などについて問います。これらの受け答えから、本学・志望学科での

学びのための適性と学生職員としての適性を測ります。 

※ 面接は本学教員 2 名、本学事務職員 1 名で行います。 
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6. 受験に際しての注意 

（１） 選考当日は、交通機関の遅れ等を考慮し、集合時間に間に合うよう十分余裕をもって来場してくださ

い。 

（２） 受験時の宿泊は、受験生が手配してください。 

（３） 選考当日はインターネット出願サイトのマイページより印刷した受験票、生徒手帳（身分証明書）・筆

記用具・昼食を持参し、指定の時間・場所に集合してください。 

※ 受験票の発行については巻末の「インターネット出願の手引き 3 ページ目の［受験票の発行につ

いて］」を参照してください。 

（４） 受験票には印刷された内容以外の書き込みを行うことはできません。 

（５） 携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の電子機器類は選考会場に入る前に必ず電源を切って

おいてください。受験票への書き込みや、許可されたもの以外をカバンにしまわず、身につけていた

り手に持っていたりすると不正行為と見なされることがあります。 

（６） 数学・小論文において、選考開始時間に遅刻した場合でも、当該選考終了時間まで受験を認めます。 

（７） 個別面接において、集合時間に遅刻した者は、受験できないことがあります。 

（８） 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、受験の際には必ずマスクをして来校し、選考中もマ

スクの着用をお願いいたします。なお、マスクは受験生が各自でご用意ください。 

（９） 今後の社会的動向等に変化により、選考方法や実施方法に変更が生じる可能性があります。その際

には、本学 Web サイトの総合型選抜（はたらく学生）専用ページにて通知いたしますので、出願時期

には随時ご確認をお願いいたします。 
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7. 合格発表 

（1） 合格発表日 

2022 年 11 月 1 日（火） 

（2） 発表方法 

インターネット出願サイトのマイページより合否の照会を行ってください。 

合格発表日の 13:00 から出願者全員が合否結果を照会できます。 

※詳細は巻末の「合否照会の方法」をご参照ください。 

 

8. 入学手続について 

（１） 入学手続には、入学手続書類の提出と入学手続金の納入が必要となります。入学手続金の納入は 2

段階方式です。下記の第 1 回入学手続期間内に入学金のみを納入し、第 2 回入学手続期間内に

入学金を除く学費等入学手続金を納入してください。 

（２） インターネット出願サイトのマイページ内にある合格者ポータルページより各種手続きを行ってくださ

い。詳細は、巻末の「入学手続きの方法」をご参照ください。 

（３） 入学手続期間内に入学手続を完了しない場合は、入学辞退として扱います。 

 

第 1 回入学手続期間 

 

※入学金のみ納入 

2022 年 11 月 1 日（火）～2022 年 11 月 11 日（金） 

第 2 回入学手続期間 

 

※入学金を除く学費等入学手続金

の納入及び入学手続書類の提出 

2023 年 1 月 13 日（金）～2023 年 1 月 23 日（月） 

  



9．入学手続金

（1）

（2）

（3）

（4）

2023年度（令和5年度）入学生　入学手続金 （単位：円）

130,000 148,050
入学後に履修が
確定してから納入

442,360 ＋

10．第2年次以降の学費について

2023年度（令和5年度）入学生　第2年次以降の学費（年額） （単位：円）

基礎額
履修単位

従量額
注

296,100
13,400×

履修単位数
未定 296,100

296,100
13,400×

履修単位数
未定 296,100

296,100
13,400×

履修単位数
未定 296,100

入学後、ご事情により休学される場合は、休学在籍料として半期30,000円の納入が必要です。

2023年度（令和5年度）入学生の入学手続金は下表の通りです。

受託諸会費は現在未定のため、2022年度（令和4年度）の金額を記載しています。

納入済の入学手続金のうち、入学金についてはいかなる理由があっても返還できません。

入学金を除く学費及び受託諸会費については、所定の手続きにより返還いたします。

返還手続きの詳細は、本学インターネット出願サイト内の合格者ポータルページで確認してください（1月中旬頃掲載
予定）。

後期分学費は、入学後に納入していただきます。

入学金

授業料

受託諸会費 合計
基礎額

履修単位

従量額
注

工学部第二部
（全学科共通）

入学時納入金 16,260 294,310

年額 130,000 296,100 13,400×
履修単位数

16,260
履修単位従量額

年次

授業料

受託諸会費 合計

注：1単位13,400円に履修単位数を乗じた履修単位従量額を納入していただきます。

＜注意事項＞

留年、休学した場合は学生職員として働くことはできません。

第2年次以降の学費は下表の通りですが、留年した場合は正規進級学年次の学費が適用されます。

第2年次以降の学費は、前期・後期の年2回に分けて納入していただきます。

注：1単位13,400円に履修単位数を乗じた履修単位従量額を納入していただきます。

工学部第二部
（全学科共通）

第2年次 +履修単位従量額+受託諸会費

第3年次 +履修単位従量額+受託諸会費

第4年次 +履修単位従量額+受託諸会費

8
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11. 学生職員の配属 

学生職員としての配属先（東京千住キャンパス内の部署）の希望調査、及び配属のための面接等は後日

行います。詳細は別途連絡いたします。（12-を参照） 

 

12. 学生職員の勤務条件等について 

（1） 勤務条件等（変更になる場合があります） 

項目 詳細 

業務内容 各学部・学科実験室等の準備、管理など 

勤務期間 原則、単年度契約として最大 4 年間の勤務が可能 

勤務先 

＜東京千住キャンパス＞ 

住所：東京都足立区千住旭町 5 番 

● システムデザイン工学部 

● 未来科学部 

● 工学部 

● 東京千住キャンパス内の部署 

※ 上記学部等の実験室，事務室 

勤務日 学内規程による 

給与 

● 1 年次月額見込額 145,410 円（令和３年度実績 原則週 6 日勤務） 

● 1 年次年収見込額 約 1,860,000 円（5 月～3 月支払給与、賞与 2 回の合計） 

● 賞与及び昇給、退職金制度あり 

※ 採用後はご自身で共済保険に加入し、被扶養者から外れることとなります。 

  手続き方法につきましては、別途ご案内いたします。 

（2）学生職員の正式採用までのスケジュール 

配属先選考説明や採用手続等のスケジュールは、以下の予定です。（変更になる場合があります） 

日付 内容 

12 月～3 月上旬 ① 学生職員としての配属先決定のための説明及び面接※1 

3 月中旬 ② 学生職員としての配属先仮配属 

4 月初旬 ③ 入学式 

4 月初旬 ④ 学生職員としての本配属 

※1 配属のための説明と面接のために東京千住キャンパスにお越しいただくことがあります（予定）。 

※ ①「説明及び面接」と②「配属先仮配属」の際に住まいが遠方であることやアパートの契約が完了して 

いない等の理由で指定する日にお越しいただくことが困難な場合は、別途ご相談の上対応いたします。 
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13. 入学前教育について 

本学では、総合型選抜（はたらく学生）の合格者（入学予定者）に対し、「入学前教育」を実施しています。

DVD・Web による講義、レポート課題の提出などによる学習指導を行う予定です。 

なお、実施科目、教育方法は学科によって異なります。「入学前教育」の詳細は、合格発表後にご案内い

たします。 

 

14. 入学後に使用するパソコンについて 

●本学では、学生が各自でノートパソコンを保有し、勉学に活用する教育が行われます。 

●準備していただくパソコンの機能及び性能、推奨機種等の詳細は、入学手続書類、合格者ポータルペー

ジ等にてお知らせする予定です。 

※入学後に、パソコン購入目的も対象とした大学独自の奨学制度（学生支援奨学金/貸与）も用意されて

います。 

 

15. その他 

（１） 個人情報の取扱い 

●出願及び入学手続で提出いただいた個人情報は、入学者選抜、合格発表、入学手続及びこれらに付

随する事項、並びに統計的集計、高等学校等への情報提供（個人名は非公表）を行うために利用しま

す。 

●これらの業務の一部を、東京電機大学が指定した業者に委託することがあります。その場合、個人情報

を委託業者に提供することがありますが、提供する情報は必要な範囲内に限定します。予めご了承く

ださい。 

（２） 国の教育ローン（日本政策金融公庫）制度について 

本学に入学・在学する学生・保護者の方は日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込むことができ

ます。「国の教育ローン」は、教育に必要な資金を融資する公的な制度です。 

詳細は、下記日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか、教育ローンコールセンターに直接お

問い合わせください。 

日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター 

ＴＥＬ：0570-008656 または 03-5321-8656（月～金 9:00～21:00、土 9:00～17:00） 

日本政策金融公庫 国の教育ローン ホームページ 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

  

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
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（３）高等教育の修学支援制度 

 本制度は、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、経済的な理由で進学や修学を断念する

ことがないよう、授業料及び入学金の減免と給付奨学金の支援を受けられるものです。 

 本学は、文部科学省より 2020 年度にスタートした「高等教育の修学支援制度」の対象校として認定され

ています。 

 原則、日本学生支援機構の給付型奨学金に採用となった方が、授業料等減免の対象者として認定され

ます。 

 給付型奨学金に採用された方は、入学後に各学部の担当窓口にて、給付型奨学金、入学金及び授業

料減免の申請を行ってください。減免対象者として認定された後、減免相当額を還付（例年７月～８月頃予

定）します。 

 また、本学では、給付奨学金に採用された方を対象として、入学手続において入学金を除いた授業料等

の納入期限を猶予する対応も行っています。 

詳細については、本学ウェブサイト（https://www.dendai.ac.jp/prospective-students/）にてご確認くださ

い。 

（４）日本国以外の国籍を有する方へ 

日本国以外の国籍を有する者は、本学入学時に出入国管理及び難民認定法に基づく本邦で活動する

ために必要とされる適切な在留資格を保有している必要がありますので、事前に必ずご確認ください。 

なお、工学部第二部（夜間学部）に入学した場合、法令により本学において在留資格「留学」の取得及び

更新はできません。 

（５） 身体障がい者等への特別支援と受験上の特別配慮について 

本学における特別支援（施設、設備、サポート体制他）の整備状況、ならびに特別支援ニーズへの対応

可能範囲は、学科・学系での学びの分野やカリキュラムとも関係して、キャンパス及び学科・学系により異な

ります。受験方法や入学後の学修環境・支援において、ご本人様にとっての不利益を生じさせないために、

出願に際しては事前に本学入試センターまでご相談ください。 

 

（６） 選考会場案内 

本学 Web ページにて案内しています。 

https://www.dendai.ac.jp/access/ 

https://www.dendai.ac.jp/prospective-students/
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インターネット出願の手引き 
～総合型選抜（はたらく学生）～ 

■インターネット出願における注意事項 

インターネット出願の際に不具合が起こった場合には、必ず東京電機大学入試センターまでお問い合わせ

ください。 

インターネット出願時の不具合を理由に出願期間延長等の特別な配慮はいたしません。出願期間終了後に

は対応できかねますので、必ず出願期間内にご連絡下さい。 



出願手順 –総合型選抜（はたらく学生）-                         

 
 
■写真データの準備をしてください。 

インターネット出願の登録画面で顔写真データをアップロードして登録します。 

 注意点 

 ・この写真は入学後、学生証の写真として使用しますので、学生服で撮影した写真はご遠慮ください。 

 ・出願３ヶ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽、背景は無地に限ります。個人が特定しづらいものは使用できません。 

 

適切な写真例 

 

 

 

 

 

 

 

 不適切な写真例  以下のような写真は受付できませんので、ご注意ください。 

 
 

  

STEP1 事前準備 

・背景は無地（白、青、またはグレー）の壁をバックに撮影してください。 

＊壁に近づきすぎると影が濃く出て輪郭が分からなくなる恐れがあります。 

＊蛍光灯の下で撮影すると顔に影がかかってしまう恐れがあります。 

＊アプリ等で加工したものは認められません。 

背景と顔に影がある 枠からはみ出ている 小さく写っている 背景に他の物が写り

こんでいる 
ぼやけている 

髪で目元が隠れて

いる/顔の輪郭が隠

れる 

正面を向いていない 照明がメガネに反射し

て目元が隠れている 

STEP2 インターネット出願サイトでの必要事項入力 

インターネット出願サイトは出願開始日よりアクセスできるようになります。 

 

（１）インターネット出願サイトにアクセス 

 本学Ｗｅｂサイトの「受験生・高校生の方」から各入試種別サイトに 

アクセスしてください。 

  本学サイトから 

https://www.dendai.ac.jp/ 
 
 

   

- 1 - 

https://www.dendai.ac.jp/about/admission 

/undergraduate/hataraku.html 



（２）画面の指示に従って必要事項を入力してください。 

マイページにログイン後、新規出願や出願履歴の確認等を行うことができ、出願登録及び検定料納入完了後には、志願票の印刷

や受験票の印刷、合否照会等を行うことができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※ 本学システムでは扱うことができない漢字や記号などは、 

出願登録時に入力できません。 

類似の字体を使用してください。 

 

①出願登録開始画面（マイページ登録） 
 簡単な個人情報登録 
  

②マイページにログイン  
  出願したい入試の出願入口を選択 

③出身校登録画面 

④出願学部学科・個人情報入力画面 
  

⑥最終確認画面 
  

⑤写真データ登録画面 
※事前に準備しておいてください 

  

⑦出願情報登録完了画面 
※出願が完了したわけではありません 

STEP３ 出願書類の送付 

①志願票：マイページより印刷 

②調査書等のその他必要書類：本要項内の 「出願について」の項目をご参照ください。 

 

出願登録完了後、マイページより志願票と共に”宛名ラベル”を取得できますので、 

市販の角 2封筒に印刷した宛名ラベルを貼り、出願書類を入れ郵便局窓口より「簡易書留・速達」で郵送してください。 

- 2 - 

※ 画面の構成は変わる可能性があります。 

実際の画面に従って操作してください。 

⑧マイページ 
 ここから出願内容や出願状況の確認や 
 志願票等の印刷ができます。 
 



受験票の取得方法 

①マイページ（トップページ） ②受験票印刷ページ 

 

③受験票（A4サイズに印刷して持参） 

 

受験票の注意事項 

受験票の発行について                                      

 

 受験票は、インターネット出願登録・検定料納入・出願書類送付の全てを行い、本学で書類を受理した方のみ、 
受験票発行日の 13：00～にマイページから参照できるようになります。 
※ハガキ等で受験票の郵送は行いません。 
※書類の受理状況は、マイページの出願状況確認欄より確認できます。 
 
 受験票発行日 13：00 以降に必ず受験票を確認のうえ、A4サイズ・縦向きで印刷してください。発行日を過ぎても受
験票が参照できない場合は、東京電機大学入試センターに必ずご連絡ください。正しく出願が完了していない場合が
あります。 

受験当日は、必ず印刷した受験票を試験会場に持参してください。（スマートフォンの画面提示等では受験できませ
ん。） 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※画面の構成は変わる場合があります。実際の画面に従って操作してください。 

 
 
 
 
 

●氏名・住所の修正・変更が必要な方は、本学までご連絡ください。 
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合格発表は以下の方法で行います。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発表方法 合否発表日時 発表対象者 

マイページによる 
Web 合否照会 

合格発表日当日 
13：00 ～ 

全志願者 

合否照会の方法 

①マイページにログインして、「合否照会」のボタンを押してください。 

②移動先のページの指示に従って、合否を確認してください。 

 

※画面の構成は変わる場合があります。実際の画面に従って操作してください。 

合否発表の注意事項 

● 合格発表は、志望した学科・学系の受験番号で発表します。 

● 電話・メール等による合否結果についての問い合わせには一切応じられません。 

● 表示内容の正確性には万全を期しておりますが、個々の閲覧環境が原因で表示に乱れがあっても、本来

の合否結果が変更されることはありません。 

● 合格通知書は送付されません。合格者ポータルページから電子ファイル（PDF）が取得できます（次頁参

照）。 

その他注意事項 

● 次頁には「入学手続の方法」の記載がありますので、必ずご確認ください。 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 まずは合格者ポータルページへログインし、入学手続に必要な書類を取得してください。 

① マイページにて合否照会を行ってください。合否照会については 前頁を参照してください。 

② 合格者ポータルページへの入り口ボタンは、各入試の合格発表後 30 分程度で押せるようになります。 

ボタンが押せるようになったら、合格者ポータルページにログインしてください。 

③ 合格者ポータルページにある「入学手続のしおり」を熟読のうえ手続を行ってください。その他、合格通知書、入学手

続金納入要項、入学手続金振込用紙等の入学手続に必要な資料も電子ファイル（PDF）で取得できます。 

※ 入学手続の具体的な方法はすべて「入学手続のしおり」に記載しております。合格者ポータルページにログイン

のうえご確認ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 合格者であるにも関わらず、合格者ポータルページにログインができない場合は、すぐに本学入試センターへ電話に

てお問い合わせください。パソコンや出願サイトの不具合も含め、いかなる理由があっても手続期間の延長等はいた

しません。お問い合わせは必ず手続期間内に早めに行ってください。 

※ 合格した入試種別の入学手続期間内に入学手続（入学手続金の納入）をしてください。 期間内に入学手続を完了

しない場合は、入学辞退者として扱います。  

入学手続の方法 

マイページにて合否照会後、 

合格者ポータルページに 

ログイン 

合格者ポータルページ 

から 

必要書類をダウンロード 

入学手続金の納入 

入学者情報の登録 

入学に必要な書類提出 等 

※詳細は合格者ポータルページを参照 

入学 
 

おめでとう 
ございます！ 

合格者ポータルページより入学手続に

必要な書類の電子ファイル（PDF）をダ

ウンロードできます。 

 

※画面の構成は変わる場合がありま 

す。実際の画面に従って操作して 

ください。 

入学手続の流れ 

その他注意事項 

 
合格者ポータルページ 

合格者ポータルページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

【お問い合わせ先】 東京電機大学 入試センター 

〒120-8551 東京都足立区千住旭町 5 番 

TEL: 03-5284-5151 FAX: 03-5284-5243 

MAIL: nyushi@jim.dendai.ac.jp 

https://www.dendai.ac.jp/ 

mailto:nyushi@jim.dendai.ac.jp
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