
令和 02 年度

入学者募集要項
推
薦
入
学
者
選
抜

願 書 受 付 期 間 令和 02 年 1 月 8 日（水）〜令和 02 年  1 月 10 日（金） 

適 性 検 査 ･ 面 接 令和 02 年 1 月 22 日（水）10:30

選抜結果の発表 ･ 通知 令和 02 年 1 月 24 日（金）13:00

入学確約書の提出期限 令和 02 年 1 月 29 日（水）16:00

学
力
入
学
者
選
抜

願 書 受 付 期 間 令和 02 年 1 月 28 日（火）〜令和 02 年  1 月 30 日（木）

学 力 検 査 令和 02 年 2 月 16 日（日）  9:00 〜 15:30

選抜結果の発表 ･ 通知 令和 02 年 2 月 19 日（水）10:00

入学確約書の提出期限 令和 02 年 2 月 25 日（火）16:00

本 校 第 2 志 望 者 選 抜 令和 02 年 3 月 9 日（月）10:00

本校第 2 志望者選抜結果発表 令和 02 年 3 月 9 日（月）16:00

帰
国
子
女
特
別
選
抜

願 書 受 付 期 間 令和 02 年 1 月 28 日（火）〜令和 02 年  1 月 30 日（木）

学 力 検 査・ 面 接 令和 02 年 2 月 16 日（日）  9:00 〜 15:30

選抜結果の発表 ･ 通知 令和 02 年 2 月 19 日（水）10:00

入学確約書の提出期限 令和 02 年 2 月 25 日（火）16:00

問い合わせ先　学生課教務係
〒 292-0041 千葉県木更津市清見台東 2-11-1
 TEL 0438-30-4040 FAX 0438-98-5403
 E-mail nyushi@a.kisarazu.ac.jp  URL http://www.kisarazu.ac.jp/

本校のアドミッションポリシー（入学者受け入れの方針）
１．数学や理科などの理数系科目が得意で科学技術及び英語など外国語にも興味・関心がある人
２．自ら考え、様々な課題に意欲を持って取り組む実行力を身に付けたい人
３．社会のルールを尊重し、学業や課外活動，学校行事などの学生生活を積極的に送ろうとする人
４．コミュニケーション能力と協調性を有し、指導的立場に立つ技術者として社会の発展に貢献したい人
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令和 02 年度入学者募集要項
　入学者の選抜は，調査書・推薦書・面接・適性検査に基づく「推薦入学者選抜」と，学力検査・調査
書に基づく「学力入学者選抜」および「帰国子女特別選抜」によって行います。

1. 募集人員
学科名 入学定員 うち，推薦入学者

機 械 工 学 科 40名 20名程度

電気電子工学科 40名 20名程度

電子制御工学科 40名 20名程度

情 報 工 学 科 40名 20名程度

環境都市工学科 40名 20名程度

2. 選抜方法

推 薦 入 学 者 選 抜

[1] 出願資格
　推薦入学者選抜に出願できる者は，次のすべての条件を満たし，かつ，在籍学校長の責任あ
る推薦を受けた者とします。
1. 令和 02年 3月に中学校もしくは義務教育学校卒業見込みの者，中等教育学校の前期課程を
修了見込みの者，または文部科学大臣が中学校の課程と同等課程を有するものとして認定
した在外教育施設の当該課程を修了見込みの者で，出身中学校長の推薦を得た者

2. 人物，健康ともに優れ，当該学科を希望する動機・理由等が明確・適切である者
3. 理工学への適性を持ち，かつ自発的・継続的・協調的な学習能力を有する者（具体的には，5
段階評定において 9教科（国・社・数・理・英・音・美・体・技）の評定が 3以上，かつ 2学年およ
び 3学年のいずれについても 9教科の評点総計が 32以上である者）

4. 合格した場合は，必ず入学する意志を有する者

[2] 入学願書受付期間および提出場所

受付期間
令和 02年 1月 8日（水）～令和 02年 1月 10日（金）
受付時間 9:00〜 16:30
※郵送の場合は， 1月 10日（金）16:00必着のこと。

提出場所
木更津工業高等専門学校　学生課教務係
〒 292-0041　千葉県木更津市清見台東 2-11-1  TEL 0438-30-4040
※郵送の場合は必ず「簡易書留」とし，封筒の表に「推薦選抜願書在中」と朱書してください。
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[3] 出願手続き

出願に必要な書類
書類 備考

入学願書・写真票・受験票 本校所定の用紙に必要事項を記入すること。
写真票の写真は，令和元年 12月以降に撮影したもの（正面上
半身脱帽，縦 4cm×横 3cm）を貼付すること。

調査書※ 千葉県内中学校からの志願者
令和 02年度千葉県公立高等学校入学者選抜のために作成
した調査書をコピーしたものに，出身中学校長が証明し，
厳封したもの

千葉県以外の中学校からの志願者
事前に本校学生課教務係に照会のこと。

学習成績分布表・個人成績
一覧表※

各都道府県指定の様式で「学習成績分布表」および「個人成績
一覧表」に出身中学校長が証明したもの (1校につき 1部）

推薦書 本校所定の用紙を用い，出身中学校長が作成し厳封したもの
検定料 16,500円

本校所定の振込依頼書に住所・氏名を記入し，振込期間内
に金融機関で納付し，振込受付証明書を検定料振込受付証
明書貼付用紙に貼付して提出のこと。

返信用封筒
（郵送での出願者のみ）

レターパックもしくは長形 3号（23.5cm× 12cm）封筒に 374
円分（定型・速達料金）の切手を貼付したものに，志願者の郵
便番号・住所・氏名を明記する。

出願上の注意事項
1. 出願手続き後は，希望学科の変更および記載事項についての変更を認めません。
2. 提出書類は返還しません。
※調査書および学習成績分布表・個人成績一覧表は，中学校からの別送による提出も可能で
す。

[4] 選抜の方法
　出身中学校長から提出された推薦書・調査書・適性検査および面接による評価の結果を総合的
に判定します。適性検査は，中学で学ぶ基礎的な数学問題に対して解答してもらいます。
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[5] 検査日時および検査会場
年月日 時間 区分 検査会場

令和 02年
 1月 22日（水）

10:30 受験者集合
木更津工業高等専門学校
（千葉県木更津市清見台東2-11-1）

10:50〜 11:50 適性検査
12:00〜 13:00 休憩
13:00〜 面接（1名 10分程度）

　検査には，受験票・筆記用具（鉛筆もしくはシャープペンシル，消しゴム，鉛筆削りに限る）
を持参してください。

[6] 選抜結果の発表・通知
推薦入学者選抜の結果，合格者については，令和 02年 1月 24日（金）13:00に発表します。

発表方法
1. 本校学生課に掲示
2. ウェブサイトに掲載（URLは志願者に別途通知）
3. 合格通知書を本人宛に速達にて郵送（1月 24日 13:00以降発送）
また，出身中学校長には，受験者の選抜結果一覧表を郵送します。電話等による問い合わせ
には一切応じられません。

[7] 入学確約書の提出
　合格通知を受けた者は，令和 02年 1月 29日（水）16:00までに，本校所定の入学確約書を提
出してください。入学確約書の用紙は合格通知書と共に郵送します。なお，期限までに入学確
約書を提出しない者は，入学の意志がないものとみなし，合格を取り消します。
　入学確約書を提出した者に対して，入学に必要な書類を郵送します。
　※郵送の場合も，令和 02年 1月 29日（水）16:00必着とします。

[8]「推薦入学者選抜」で合格とならなかった者の「学力入学者選抜」もしくは

「帰国子女特別選抜」の受験
　「推薦入学者選抜」の結果，合格とならなかった者は，「本校第 1志望者」（6ページを参照）と
して「学力入学者選抜」，もしくは「帰国子女特別選抜」を受験することができます。なお，この
場合は出願書類の再提出および検定料の再納入の必要はありません。
　「学力入学者選抜」もしくは「帰国子女特別選抜」を希望する場合は，推薦選抜出願時に，次の
事項をあらかじめ「入学願書・受験票・写真票」の所定の欄に記入してください。
1. 「選抜区分」欄の推薦と学力もしくは推薦と帰国子女の 2箇所の番号を○で囲んでください。
2. 「学力入学者選抜」については，千葉県以外に在住等で本校での受験が困難な場合，越中島
検査会場で受験することができます。学力検査会場について，どちらか１ヵ所を選び，「学
力検査会場」欄の番号を○で囲んでください。

3. 希望学科は，第 3希望まで選抜の対象としますので，希望者はあらかじめ「希望学科」欄に
記入してください。なお，第 2，第 3希望がない場合は，斜線を引いてください。
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[9] 検定料免除の臨時措置及び検定料の返還請求について

検定料免除の臨時措置
　本校に入学を志願する者で，令和元年度に，その主たる家計支持者の居住地が災害による 
被災に伴い災害救助法の適用を受け，居住する家屋が被害を受けた場合には，検定料が免除
になる場合があります。該当すると思われる場合は，検定料の納入を行う前に学生課教務係
へお問い合わせください。

検定料の返還請求
　納付された検定料の返還請求ができるのは，次の場合です。該当する場合は，学生課教務
係へお問い合わせください。
• 検定料を納付したが出願しなかった場合
• 検定料を重複で納付した場合

[10] その他の注意事項
1. 受験票の裏面および願書受付の際に配付する「入学志願者受験心得」をよく読んでおいてく
ださい。

2. 昼食は各自用意してください。
3. 上履きは必要ありません。
4. 受験のための宿舎の斡旋は行っておりません。
5. 身体に障害がある場合や疾病，けが等で受験上特別な措置や，修学上特別な配慮を必要と
する入学志願者は，事前に本校学生課教務係へご相談ください。

学 力 入 学 者 選 抜

[1] 出願資格
　学力入学者選抜に出願できる者は，次のいずれかに該当する者とします。
1. 中学校または，これに準ずる学校を卒業した者（令和 02年 3月卒業見込みの者を含む）
2. 義務教育学校を卒業した者（令和 02年 3月卒業見込みの者を含む）
3. 中等教育学校の前期課程を修了した者（令和 02年 3月修了見込みの者を含む）
4. 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者（学校教育法施行規則第 95条
の各号のいずれかに該当する者または令和 02年 3月該当見込みの者を含む）

[2] 入学願書受付期間および提出場所

受付期間
令和 02年 1月 28日（火）～令和 02年 1月 30日（木）
受付時間 9:00〜 16:30
※郵送の場合は， 1月 30日（木）16:00必着のこと。
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提出場所
木更津工業高等専門学校　学生課教務係
〒 292-0041　千葉県木更津市清見台東 2-11-1 TEL 0438-30-4040
※郵送の場合は必ず「簡易書留」とし，封筒の表に「学力選抜願書在中」と朱書してください。

[3] 出願手続き

出願に必要な書類
書類 備考

入学願書・写真票・受験票 本校所定の用紙に必要事項を記入すること。
写真票の写真は，令和元年 12月以降に撮影したもの（正面上
半身脱帽，縦 4cm×横 3cm）を貼付すること。

調査書※ 千葉県内中学校からの志願者
令和 02年度千葉県公立高等学校入学者選抜のために作成
した調査書をコピーしたものに，出身中学校長が証明し，
厳封したもの
千葉県以外の中学校からの志願者
事前に本校学生課教務係に照会のこと。

学習成績分布表・個人成績
一覧表※

各都道府県指定の様式で「学習成績分布表」および「個人成績
一覧表」に出身中学校長が証明したもの（推薦選抜出願と合
わせ 1校につき 1部）

検定料 16,500円
本校所定の振込依頼書に住所・氏名を記入し，振込期間内
に金融機関で納付する。振込受付証明書を検定料振込受付
証明書貼付用紙に貼付して提出のこと。

返信用封筒
（郵送での出願者のみ）

レターパックもしくは長形 3号（23.5cm× 12cm）封筒に 374
円分（定型・速達料金）の切手を貼付したものに，志願者の郵便
番号・住所・氏名を明記する。

出願上の注意事項
1. 出願手続き後は，希望学科の変更および記載事項についての変更を認めません。
2. 提出書類は返還しません。
3. 学力検査は，千葉県以外に在住等で本校での受験が困難な場合，越中島検査会場で受験
することができます。学力検査会場について，どちらか１ヵ所を選び，「入学願書・写真票・
受験票」の「学力検査会場」欄の番号を○で囲んでください。

4. 第 3希望学科まで選抜の対象としますので，希望者は「入学願書・写真票・受験票」の「希望
学科」欄に記載してください。なお，第 2，第 3希望がない場合は，斜線を引いてください。

※  調査書および学習成績分布表・個人成績一覧表は，推薦選抜・学力選抜合わせて 1部提出く
ださい。中学校からの別送による提出も可能です。
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本校第 1 志望の選択
　入学願書提出時に本校を第 1志望とするか否かを選択していただきます。以下，本校第 1
志望とする者を本校第 1志望者，他校を第 1志望とする者を本校第 2志望者とします。
　「入学願書・写真票・受験票」の所定欄の番号を○で囲んでください。

[4] 選抜の方法

本校第 1 志望者
　上位 50名は学力検査の成績のみ，それ以下は学力検査の成績と出身中学校長から提出され
た調査書に基づいて順位付けし，学科ごとにその学科の第 1希望者を優先し上位より 20名程
度（全学科で 100名程度）を合格者とします。なお，末尾において第 2〜第 3希望学科へのス
ライド合格の場合があります。

本校第 2 志望者
　全学科合わせた本校第 1志望者の上位 50名と同等以上の学力検査の成績の者を第 2次選抜
（面接）の対象者とし，後日実施される面接後に合格者（若干名）を決定します。（[8]参照）

[5] 学力検査の教科・日時および検査会場
年月日 時間 教科 検査会場

令和 02年
 2月 16日（日）

09:30〜 10:20 理科 1.本校
　（千葉県木更津市清見台東 2-11-1）
2.越中島
　東京海洋大学越中島キャンパス
　（東京都江東区越中島 2-1-6）

10:40〜 11:30 英語
11:50〜 12:40 数学
13:30〜 14:20 国語
14:40〜 15:30 社会

　受験生は，9時までに集合してください。
　検査は，全教科マークシート方式での解答になります。
　受験票，筆記用具（HBの鉛筆，消しゴム，鉛筆削りに限る）を持参してください。

[6] 本校第 1 志望者の選抜結果の発表・通知
　本校第 1志望者選抜の結果，合格者については，令和 02年 2月 19日（水）10:00に発表します。

発表方法
1. 本校学生課に掲示
2. ウェブサイトに掲載（URLは志願者に別途通知）
3. 合格通知書を本人宛に速達にて郵送（2月 19日 10:00以降発送）
また，出身中学校長には，受験者の選抜結果一覧表を郵送します。電話等による問い合わせ
には一切応じられません。
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[7] 本校第 1 志望者の入学確約書の提出
　合格通知を受けた者は，令和 02年 2月 25日（火）16:00までに，本校所定の入学確約書を提
出してください。入学確約書の用紙は合格通知書と共に郵送します。なお，期限までに入学確
約書を提出しない者は，入学の意志がないものとみなし，合格を取り消します。
　入学確約書が提出された者に対して，入学に必要な書類を郵送します。
　郵送の場合も，令和 02年 2月 25日（火）16:00必着とします。

[8] 本校第 2 志望者の選抜結果の発表・通知
　本校第 2志望者のうち，第 2次選抜対象者となった者については，令和 02年 2月 19日（水）
10:00に発表します（学生課に掲示およびウェブサイトへ掲載）。また，出身中学校長あてに受
験番号一覧表を郵送します。
　選抜対象者のうち，第 2次選抜を希望する者は，令和 02年 3月 9日（月）10:00に本校に来
校してください。同日 10:30より面接を行います。
　選抜結果は，同日 16:00に発表します（学生課に掲示およびウェブサイトへ掲載）。また合格
者には，合格通知書および入学に必要な書類を郵送します。

[9] 検定料免除の臨時措置及び検定料の返還請求について

検定料免除の臨時措置
　本校に入学を志願する者で，令和元年度に，その主たる家計支持者の居住地が災害による 
被災に伴い災害救助法の適用を受け，居住する家屋が被害を受けた場合には，検定料が免除
になる場合があります。該当すると思われる場合は，検定料の納入を行う前に学生課教務係
へお問い合わせください。

検定料の返還請求
　納付された検定料の返還請求ができるのは，次の場合です。該当する場合は，学生課教務
係へお問い合わせください。
• 検定料を納付したが出願しなかった場合
• 検定料を重複で納付した場合

[10] その他の注意事項
1. 受験票の裏面および願書受付の際に配付する「入学志願者受験心得」をよく読んでおいてく
ださい。

2. 昼食は各自用意してください。
3. 上履きは必要ありません。
4. 受験のための宿舎の斡旋は行っておりません。
5. 身体に障害がある場合や疾病，けが等で受験上特別な措置や，修学上特別な配慮を必要と
する入学志願者は，事前に本校学生課教務係へご相談ください。
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帰 国 子 女 特 別 選 抜

[1] 出願資格
　帰国子女特別選抜に出願できる者は，帰国子女（海外在住期間が継続して 2年以上の者で平成
30年 3月以降に帰国した者）であって，かつ次のいずれかに該当する者とします。
1. 中学校または義務教育学校を卒業した者（令和 02年 3月卒業見込みの者を含む）
2. 外国において学校教育における 9年の課程を修了した者（修了見込みの者を含む）
3. 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該
課程を修了した者（修了見込みの者を含む）

4. その他本校において，中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
※出願しようとする者は，出願資格等を確認しますので，令和 02年 1月 15日（水）までに本校
学生課教務係へ照会してください。

[2] 入学願書受付期間および提出場所

受付期間
令和 02年 1月 28日（火）～令和 02年 1月 30日（木）
受付時間 9:00〜 16:30
※郵送の場合は， 1月 30日（木）16:00必着のこと。

提出場所
木更津工業高等専門学校　学生課教務係
〒 292-0041 千葉県木更津市清見台東 2-11-1 TEL 0438-30-4040
※郵送の場合は必ず「簡易書留」とし，封筒の表に「帰国子女特別選抜願書在中」と朱書してく
ださい。

[3] 出願手続き

出願に必要な書類
　出願資格 1または 3の場合，在籍学校長又は出身中学校長は，入学志願者の①から③，⑥及
び⑦の書類を一括して提出してください。出願資格 2または 4の場合，出願者は，①及び③か
ら⑦までの書類を一括して提出してください。

書類 備考
①入学願書・写真票・受験票 本校所定の用紙に必要事項を記入すること。

写真票の写真は，令和元年 12月以降に撮影したもの（正面上
半身脱帽，縦 4cm×横 3cm）を貼付すること。
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書類 備考
②調査書 千葉県内中学校からの志願者

令和 02年度千葉県公立高等学校入学者選抜のために作成
した調査書をコピーしたものに，出身中学校長が証明し，
厳封したもの。
千葉県以外の中学校からの志願者
事前に本校学生課教務係に照会のこと。

③海外在住状況説明書 本校所定の様式※に記入してください。
　※様式は本校ウェブサイトからダウンロードしてください。

④卒業（修了）証明書または
見込証明書

最終学校長が作成したもの。

⑤成績証明書 最終学校長が作成したもの。
⑥検定料 16,500円

本校所定の振込依頼書に住所・氏名を記入し，振込期間内
に金融機関で納付し，振込受付証明書を検定料振込受付証
明書貼付用紙に貼付して提出のこと。

⑦返信用封筒
（郵送での出願者のみ）

レターパックもしくは長形 3号（23.5cm× 12cm）封筒に 374
円分（定型・速達料金）の切手を貼付したものに，志願者の郵便
番号・住所・氏名を明記する。

出願上の注意事項
1. 外国の学校または機関の作成する書類が，日本語および英語以外の場合には日本語訳を
添付してください。

2. 出願手続き後は，希望学科の変更および記載事項についての変更を認めません。
3. 提出書類は返還しません。
4. 第 3希望学科まで選抜の対象としますので，希望者は「入学願書・写真票・受験票」の「希望
学科」欄に記載してください。なお，第 2，第 3希望がない場合は，斜線を引いてください。

[4] 選抜の方法
　選抜は，学力検査 (4科目 :理科，英語，数学，国語），面接及び調査書等を総合的に判定
して行います。

[5] 学力検査の教科・日時および検査会場
年月日 時間 教科 検査会場

令和 02年
 2月 16日（日）

09:30〜 10:20 理科

木更津工業高等専門学校
（千葉県木更津市清見台東 2-11-1）

10:40〜 11:30 英語
11:50〜 12:40 数学
13:30〜 14:20 国語
14:40〜 面接
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　受験生は，9時までに集合してください。
　検査は，全教科マークシート方式での解答になります。
　受験票，筆記用具（HBの鉛筆，消しゴム，鉛筆削りに限る）を持参してください。

[6] 選抜結果の発表・通知
　選抜の結果，合格者については，令和 02年 2月 19日（水）10:00に発表します。

発表方法
1. 本校学生課に掲示
2. 合格通知書を本人宛に速達にて郵送（2月 19日 10:00以降発送）
3. ウェブサイトに掲載（URLは志願者に別途通知）
また，出身中学校長には，受験者の選抜結果一覧表を郵送します。電話等による問い合わせ
には一切応じられません。

[7] 入学確約書の提出
　合格通知を受けた者は，令和 02年 2月 25日（火）16:00までに，本校所定の入学確約書を提
出してください。入学確約書の用紙は合格通知書と共に郵送します。なお，期限までに入学確
約書を提出しない者は，入学の意志がないものとみなし，合格を取り消します。
　入学確約書が提出された者に対して，入学に必要な書類を郵送します。
　郵送の場合も，令和 02年 2月 25日（火）16:00必着とします。

[8] 検定料免除の臨時措置及び検定料の返還請求について

検定料免除の臨時措置
　本校に入学を志願する者で，令和元年度に，その主たる家計支持者の居住地が災害による 
被災に伴い災害救助法の適用を受け，居住する家屋が被害を受けた場合には，検定料が免除
に なる場合があります。該当すると思われる場合は，検定料の納入を行う前に学生課教務係
へお 問い合わせください。

検定料の返還請求
　納付された検定料の返還請求ができるのは，次の場合です。該当する場合は，学生課教務
係へお問い合わせください。
• 検定料を納付したが出願しなかった場合
• 検定料を重複で納付した場合

[9] その他の注意事項
1. 受験票の裏面および願書受付の際に配付する「入学志願者受験心得」をよく読んでおいてく
ださい。

2. 昼食は各自用意してください。
3. 上履きは必要ありません。
4. 受験のための宿舎の斡旋は行っておりません。
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5. 身体に障害がある場合や疾病，けが等で受験上特別な措置や，修学上特別な配慮を必要と
する入学志願者は，事前に本校学生課教務係へご相談ください。

3. 入学手続き
　入学予定者について，3月中旬に入学手続きを行います。日程は別途通知します。原則とし
て入学予定者本人が来校して手続きを行ってください。

4. 個人情報について
　入学志願者から提出された入学願書や調査書等に記載されている情報および選抜に用いた試
験成績・評価といった入学者選抜を通じて取得した個人情報は，入学者選抜の資料として利用す
るとともに，次の目的のためにも利用します。
1. 入学後の教育・指導
2. 入学料，授業料の免除申請の審査
3. 奨学金申請の審査
4. 本校および国立高等専門学校全体の教育制度・入学者選抜制度の改善のための調査・研究
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木更津工業高等専門学校の教育方針

（１）人間形成
　いかにすぐれた知識・技能があっても，人間性に欠けるところがあれば，これを正しく発揮
することはできない。何にもまして人間形成は重要である。すぐれた人間としては，幅広い
教養を基本として，自らを考え自主的に決断する判断力，自ら工夫し新しいものを造り出す
創造力，自ら良しとしたことをいかなる障害にも屈せずに行う実行力の三つの能力を備えな
ければならない。
　本校は，これらの能力を養い発揮させることに努める。

（２）専門の科学技術の修得
　21世紀を迎えた現在，科学技術の発展は想像を絶するものがある。本校の学生は将来，指
導的立場に立つ技術者として，この発展に対応し，さらにこの発展に寄与していかなければ
ならない。
　そのためには，最新の科学技術の成果を知るばかりでなく，これらの科学技術の基礎とな
る理論，原理を十分に理解しなければならない。
　本校は，機械，電気電子，電子制御，情報，環境都市の各工学分野において，自らが専門
とする科学技術の最新の成果とその根本の原理を修得させるとともに，これらの境界領域に
対する率先した取り組みも含め，広範に活躍しうる技術者の養成に努める。

（３）心身の鍛練
　将来，すぐれた技術者として社会に貢献するためには，健康な身体と精神を培うことが必
要である。
　本校は教科教育に加え課外活動への参加を奨励し，身体の鍛錬，豊かな情操の育成に努める。

各学科の教育目的

機械工学科
　材料力学・材料分野，熱流体分野，生産システム分野，計測制御分野等の基礎科目に加えて，
実験・実習，設計・製図，コンピュータに関する教育を行い，ものづくりに必要な創造的設計
手法を理解し，システム開発の素養を有する技術者を育成する。

電気電子工学科
　電子・情報通信・コンピュータ・材料・計測・制御・電気機器・エネルギーなど，現代の高度化技
術社会の基礎に係わる教育を行い，創造力が豊かで次世代の産業社会を担うことができる技
術者を育成する。

電子制御工学科
　制御工学を中心として，電気工学，電子工学，機械工学，情報処理工学，計算機工学など
の広範囲な基礎科目に関する教育を行い，制御システムの開発に対応できる技術者を育成す
る。
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情報工学科
　情報処理の基本技術である計算機ハードウェアとソフトウェア技術を中心に，インタ
フェース技術・情報通信技術・制御技術などの関連分野の教育を行い，総合的な情報処理シス
テムの知識を備えた技術者を育成する。

環境都市工学科
　構造力学，水理学，土質力学，測量学，情報処理等の基礎科目に加え，生態環境工学，水
環境工学等の環境工学の教育を行い，自然環境の保全や安全で快適な都市の創成などの要望
に応えることのできる技術者を育成する。

入学に必要な経費

1. 入学に要する諸経費
入学料 84,600円
教科書等購入費 約 50,000円
その他の経費 約 50,000円 学友会，新入生合宿研修費等
　入学料については，入学前 1年以内において，学資負担者の死亡又は風水害等の災害を受
けた場合など，特別な事情により入学料の納付が困難であると認められる者に対し，選考の
上，入学料の全額もしくは半額を免除し，または，その徴収を猶予する制度があります。

2. 授業料（予定額）
授業料（前期分） 117,300円 年額 234,600円のうち前期分（後期分は 10月に納入）
　授業料については，「高等学校等就学支援金制度」により，入学時より 36ヶ月間（1〜 3年生）
は，保護者の所得に応じて年額 0〜 234,600円の助成があります。
　4，5年生では，経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められ
る学生に対し，選考の上，授業料の全額もしくは半額を免除し，またはその徴収を猶予する
授業料免除制度があります。（注）在学中に授業料改定が行われた場合には，改定時から新授業料が適用されます。

3. 日本学生支援機構奨学金制度
　人物，学業ともに優秀，かつ，健康であって，経済的理由により修学に困難があると認め
られた者に対して，選考の上，奨学金が貸与されます。15ページを参照してください。

学生寮
　学生寮（男子寮 定員 312名・女子寮 定員 60名）があります。経費は，食費・光熱水費・寮費込み
で月額約 44,000円です。
　なお，入寮希望者が定員を超えた場合には選考を行います。
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令和 02 年度の学力検査による入学者選抜を受験した者の
入試成績の開示について

　受験者が希望する場合，下記により入試成績の開示を行います。
1. 申請者

学力検査による入学者選抜の受験者本人に限ります。代理人による申請は認めません。
（注）推薦による選抜は，この制度による開示の対象となりません。

2. 開示内容
1. 学力検査の科目別得点
2. 第１希望学科における順位（ランク）

3. 申請期間

令和 02年 3月 13日（金）から 4月 17日（金）までの 9:00〜 12:00，13:00〜 16:00
ただし，土曜日・日曜日・祝日を除く。

4. 申請に必要な書類
1. 木更津工業高等専門学校入試成績開示申請書
 　入試成績開示申請書は，本校ウェブサイトから印刷することができます。
2. 本校受験票
3. 返信用封筒（開示通知書送付用。郵送による開示請求の場合のみ。）

簡易書留料金として 404円分の切手（定型 ･簡易書留）を貼った長形 3号の封筒（もしくは
レターパックプラス）に，本人の郵便番号・住所（入学願書に記載されている住所に限る。）・
氏名を明記されたもの

5. 申請方法

　開示を請求する受験者本人が来校し，本校の受験票（コピー不可）を提示し，本校学生課の窓
口で申請してください。
　遠隔地に居住する等の理由で本人が来校することができない場合は，郵送でも受け付けます
ので本校の受験票（コピー不可）を同封してください。4月 17日（金）消印有効です。

6. 開示の方法

　本人が来校し窓口で申請した場合には，原則として申請した日に窓口で「入試成績開示通知
書」により開示します。
　郵送により申請した場合には，提出された返信用封筒を使用し郵送により開示します。一週
間程度日数がかかる場合があります。

7. 問い合わせ先

木更津工業高等専門学校　学生課教務係
〒 292-0041　木更津市清見台東 2-11-1  TEL 0438-30-4040
       E-mail nyushi@a.kisarazu.ac.jp
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高等専門学校奨学金を希望する皆さんへ
［予約採用］

第一種奨学金（無利子）

　日本学生支援機構では，高等専門学校に進学後，奨学金を希望する人を対象に，進学前

に奨学生採用候補者の募集をしています。

　申込資格及び申込時期等の概要は，下記のとおりです。

記

１． 申込資格

　中学校，中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の中等部（以下「中学校」とい

う。） の第 3学年に在学し，令和 02年 4月に高等専門学校へ進学する希望を持っている

者で，特に優れた資質を有し，経済的理由により著しく修学が困難な者。

２． 申込時期

　10月 〜 12月中旬　詳細は在学する中学校に確認してください。

３． 申込手続
1. 現在通っている中学校を通じ，申込書類一式（申込案内・申込書等）を「日本学生支

援機構」に請求してください。

2. 申込案内に従って必要書類を調
ととの

え，現在通っている中学校に提出してください。

４． 申込から奨学金振込まで
1.   中学校長の推薦を受け，選考の結果「奨学生採用候補者」として決定します。

      ＊ 申込者が全て候補者となるわけではありません。

2.   高等専門学校へ進学後，所定の手続を経て，奨学金の振込が開始されます。

５． 貸与月額

進学後，毎月貸与される額は次表のとおりです。（令和元年度現在）
区分 自宅通学 自宅外通学 自宅・自宅外共通

国公立 21,000円 22,500円 10,000円

※注 1.お問い合わせ及び申込手続は全て，現在通っている中学校を通じて行ってください。
 2.この申込によって，高等学校での奨学金を受給することはできません。

 （各都道府県で行っている高等学校奨学金の予約採用とは異なります。）

 3.詳細は，独立行政法人日本学生支援機構のウェブサイトを確認してください。
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木更津工業高等専門学校への案内図

交通案内
JR 木更津駅から

• 小湊バスまたは日東バス（清見台団地行き 西口 2 番※・東口 6 番）に乗車（所

要時間約 15 分）「高専前」下車  ※西口の方がバスの本数が多い

• タクシー乗車（東口 所要時間約 10 分）高専まで

木更津工業高等専門学校 学生課教務係
〒 292-0041 千葉県木更津市清見台東 2-11-1

TEL: 0438-30-4040 FAX: 0438-98-5403

E-mail nyushi@a.kisarazu.ac.jp 

URL http://www.kisarazu.ac.jp/

入試に関する問い合わせ・募集要項の請求先

　来校されるか，郵送で請求してください。郵送で請求の場合は，封筒の表に「募集要項請

求」と朱書きしてください。また返信用として角形 2号（33.2cm× 24.0cm）封筒に郵便番号・

住所・氏名を明記し，210円分の切手（定形外・規格内・150g以内）を貼ったもの（もしく

はレターパックライト）を同封してください。

募集要項の請求


