
2023年度 6月期 June, AY 2023 
東京工業大学リーダーシップ教育院 募集スケジュール 

Tokyo Tech Academy for Leadership Application Guidelines 
 
【志願票提出 Application/Selection overview】 

受付期間：4月１０日（月）～5月９日（火） 
Application period: Monday, April 10 – Tuesday, May 9, 2023 

〈出願方法〉教務Webシステム内の「志願票」フォームへ入力 
 https://portal.titech.ac.jp/ （※指導教員からの推薦文の入力も必要） 

Complete the online application through the Web System for Students and Faculty 
via Tokyo Tech Portal (https://portal.titech.ac.jp/) during the above period.* 

○記載事項に不備がある場合は受験が認められませんので，注意してください。  

○指導教員の推薦文の入力が完了した時点で，当該学生及び指導教員に出願完了メールが
自動送信されます。 

*The application must be accompanied by a recommendation letter from your 
academic supervisor, written and submitted online. 
Incomplete applications will not be accepted. 
Upon submission of the recommendation letter, you and your supervisor will 
receive an email confirming that the application is complete. 
 

   
 
【選抜試験案内通知 Announcement of screening test/Interview】  

通知日：5月 1０日（水） Notification: Wednesday, May 10 

○試験場所及び日時の案内について，出願学生にメールにて通知します。 

*Details will be sent to applicants by email. 
 
 
 
【選抜試験 Screening test/Interview】会場：大岡山 / Venue：Ookayama Campus 

試験日：5月１６日（火）１6：３０以降 
Test date: Tuesday, May 16, after 4:30 p.m. 

○志願票による書類選考と面接に基づき実施します。  

*Applications will be reviewed and interviews conducted. 
 
 
 
【合格発表 Results】  

発表日：5月３１日（水）まで Notification: Before Wednesday, May 31 

○合否通知について，出願学生及び指導教員にメールにて通知します。  

*Selection results will be sent to all applicants and their academic supervisors. 
 

https://portal.titech.ac.jp/
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東京工業大学リーダーシップ教育院 登録者募集要項 
 
 
 
＜出願前確認事項＞ 

 
 ✔ 出願について指導教員に相談し，事前に了承を得てください。 

 
 
 
＜試験実施の流れ＞ 
 

【志願票提出】 

〈出願方法〉  教務 Web システム内の「志願票」フォームへ入力 
   https://portal.titech.ac.jp/ （※指導教員からの推薦文の入力も必要） 

○記載事項に不備がある場合は受験が認められませんので，注意してください。   

○指導教員の推薦文の入力が完了した時点で，当該学生及び指導教員に出願完了メー  
ルが自動送信されます。 

   
 
 
 

【選抜試験案内通知】 

○試験場所及び日時の案内について，出願学生にメールにて通知します。 
 
 
 

【選抜試験】 

○志願票による書類選考と面接に基づき実施します。  
 
 
 

【合格発表】 

○合否通知書について，出願学生及び指導教員にメールにて通知します。  
 

 
 
 

https://portal.titech.ac.jp/
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○ リーダーシップ教育院のアドミッションポリシー 

  本教育課程では，産学官界で将来の国際社会を牽引することができるリーダーシップ

を備えた人材を育成します。このため，本教育課程を履修する学生には，本学のアドミ

ッションポリシーに提示されている能力に加えて，以下の意思と素養を期待します。 

１． 自らの知識・能力や専門性を，グローバルな視点で公共の利益に資するよう活用 

して，科学技術を核として，これからの産業や社会を牽引していこうとする気概と 

積極性 

２． 自らの知識・能力に自信を持つとともに，他者の知識・能力を尊重し，他者と協働

して課題に取り組むことができる協調性 

 
 
１．出願資格  

本学大学院の修士課程及び専門職学位課程に在籍している者 
 
２．出願手続   
（１） 志願票の作成 

 東工大ポータルにログインし，教務 Web システムのトップページのアンケート

欄に表示されている「（登録を希望する学生以外入力不要）リーダーシップ教育院

志願票」を選択の上，アンケート回答フォームに入力してください。 
 なお，写真票も兼ねますので，顔写真の画像（縦横比 4:3，ファイル形式

（jpg,gif,png,bmp），4MB まで）もアップロードしてください。 
 
主な入力項目 
・ 出願者基本情報 
・ 志願する理由 
・ 現在の研究テーマ・研究内容 

 
（２） 指導教員の承認 
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（１）により，教務 Web システムの志願票フォームに学生が入力を完了した後，指導教

員に「登録を希望する学生からリーダーシップ教育院志願票の推薦文の入力依頼がある」

旨のメールが届き，同時に指導教員の教務 Web システムにおいて，登録を希望する学生

の志願票入力情報の閲覧と推薦文の入力が可能となります。 
出願を完了するためには，志願票提出期間内に，指導教員が教務 Web システム

で登録を希望する学生への推薦文を入力することが必要です。 
指導教員による推薦文の入力が完了しないと出願手続きは完了しませんので，

締め切り日より十分前に志願票の入力を完成させ，締め切り日が近づいても出願

完了メールが届かない場合は，指導教員と連絡をとるようにしてください。 
なお，出願する前に，選択しているコースの学修及び研究との両立についてな

ど，指導教員とよく相談した上で事前に了承を得てください。特に以下の点につ

いて自身の考えを整理し，指導教員と共有するようにしてください。 
 
・ 本教育院の概要，自身が志願する動機 
・ 本教育院に登録するメリット 
・ 本教育院のカリキュラム，修了までに修得すべき単位数 
・ 選択したコースの学修と教育院での活動を合わせた修了までの学修計画，

その計画を通してどのように成長したいと考えているか 
 

※リーダーシップ教育院の Web サイトに学修計画の一例を掲載していますので，

参考にしてください。 
 
 

３．選抜試験 
 志願票による書類選考及び面接を実施します。 
面接では，これからの学術，産業，社会を牽引していこうとする気概と積極性，及び

他者を尊重し協働して課題に取り組むことができる協調性について，意思と素養に関

する試問を行います。 
選抜試験の場所及び時間の詳細は，後日メールにて通知します。 

 
 
４．合格発表 

出願学生及び指導教員に合否通知をメールで通知します。合否通知は，出願時に記載

されたメールアドレスに送付します。 
※ 合格者は，書類選考及び面接の結果に基づき，総合的に決定します。 
※ 合否に関しての電話等による問い合わせには一切応じません。 
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５．注意事項 
・ 学生教育研究災害傷害保険及びその付帯賠償責任保険に加入してください。 
・ 受理後の出願内容変更は，いかなる場合も認めません。 
・ 志願票等について，虚偽の申請，不正等の事実が判明した場合は，合格を取り消すこ

とがあります。 
・ 志願票に記載の情報は，選抜試験及び学務関連業務のみに使用します。 

 
 
 

【問い合わせ先】 

東京工業大学リーダーシップ教育院事務室 
email：total.jim@total.titech.ac.jp 
 
大岡山キャンパス    ：南 6 号館 3 階 305 号室  
すずかけ台キャンパス：J3 棟 3 階 308 号室  

mailto:total.jim@total.titech.ac.jp



