木更津工業高等専門学校
令和 4 年度 入学志願者受験心得（推薦入学者選抜用）
木更津工業高等専門学校
〒 292-0041
千葉県木更津市清見台東 2-11-1
								TEL:0438-30-4040( 学生課教務係 )
								e-mail:nyushi@a.kisarazu.ac.jp

集合日時等
令和 4 年 1 月 23 日 （日） 10 時 30 分までに本校の適性試験会場 （誘導係が誘導する） に集合し，
机上の受験番号をよく確かめて自分の席に着席していること。
なお， 遅刻した場合には， 係員に直接申し出てその指示に従うこと。
ただし， 試験開始から 20 分を経過した後 （11 時 10 分以降） に試験会場に到着した者の受験は許
可しない。

受験票
1. 受験票は， 試験当日必ず持参し， 受付などで確認を求められたらすぐに出せるようにしておくこ
と。 もし， 受験票を忘れた場合は， 受付や誘導係に申し出て， その指示を受けること。
2. 受験票の裏面に記載されている 「受験上の注意」 を事前によく読んでおくこと。
3. 受験票は， 試験後においても必要となることがあるから， 各自大切に取り扱い保管しておくこと。

適性検査
1. 10 時 50 分から 11 時 50 分の 60 分である。 試験中は監督者の指示に従うこと。
2. 机上に置けるものは， 鉛筆 ・ シャープペンシル ・ シャープペンシルの芯 ・ 消しゴム ・ 鉛筆削り ・
受験票 ・ 時計のみとする。 時計を使用する場合は， 計算機および辞書等の機能がないものとし，
アラームは鳴らさないこと。 時計は腕から外し，机の上に置くこと。 なお，これら以外の所持品（特
に携帯電話 ・ スマートフォン ・ タブレット端末等もスイッチを切る） は， カバンに入れ， 荷物置き
場に置くこと。
3. 腕時計型や眼鏡型などのウェアラブル端末を身につけておくことはできない。 これらのものを時
計としても使用することもできない。 身につけたり持っているだけで不正行為となることがある。
4. 体調によりティッシュペーパー， ハンカチ （無地のもの）， ひざかけ等の持ち込みを希望する場
合には， 監督者に申し出て許可を得ること。
5. 試験室で配布された適性検査問題および解答用紙は， 指示があるまで手を触れないこと。
6. 試験開始後は， 解答記入が終わった場合または受験途中で受験を放棄する場合であっても途
中退室は認めないので， 「解答やめ」 の合図があるまで自席に座って静かにその試験の終了時
間まで待っていること。
7. 気分が悪くなったときや用事のあるときは， 手をあげて監督者に申し出ること。
8. 受験に際して不正行為を行った者については失格とする。
9. 配布された適性検査問題等 （解答用紙以外） も回収するので持ち帰らないこと。

面接試験
1. 面接試験は個人面接で， 所要時間は約 10 分間を予定しており， 13 時 00 分から受験番号順
に面接を行う。
2. 12 時 45 分には控室に集合すること。 その後， 各自掲示された面接予定時刻を確かめ， その
時刻の 20 分前までに控室に在室していること。
3. 面接室への入室は， 誘導係の指示に従い所持品を持って入室すること。
4. 面接試験を終わった者は， 控室に立ち寄ることなくそのまま帰ること。

お願い
•
•

当日の注意事項
1.
2.
3.
4.
5.

昼食を持参すること。 また昼食は試験室の自席で取ること。
上履きは必要ない。
保護者控室は用意しない。
自転車で来校する場合には， 必ず指定の自転車置場に置き施錠すること。
校内駐車場の収容台数が少ないため， 自動車での来校は控えること。 自動車による送迎の場
合には， 必ず校内に入って乗降すること。
6. 必ずマスクを持参し， 試験会場では指示があるとき以外は着用のこと。

•

•

発熱 ・ 咳等の症状がある受験生はあらかじめ医療機関で受診しておいてください。
以下の方は， 受験できません。
1. 新型コロナウイルスに罹患し， 試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において療養中
の者
2. 保健所等から新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者として健康観察や外出
自粛を要請されている者で，
① PCR 検査または抗原定量検査の結果が陰性
②試験当日に無症状
③公共交通機関 （電車， バス， タクシー） を利用せず試験場に来ることができる
の 3 つの要件の全てを満たしていない者
追試験 （新型コロナウイルス感染症にかかわらず， 感染症など自身の責めに帰することが
できない理由で受験できなかった受験生に対するもの） については学生課教務係にお尋
ねください。 （学生課教務係 0438-30-4040）
試験会場は換気のため， 窓の開放を行います。 暖かい服装で会場にお越しください。

試験実施後の手続き
1. 選抜の結果， 合格者については， 令和 4 年 1 月 26 日 （水） 13 時に本校学生課に掲示する
とともに 「合格通知書」 を本人に郵送する。 同時に出身中学校長宛には， 当該中学校の受験
者の選抜結果一覧表を郵送する。 また， 本校のウェブサイトにも掲載する。

その他
選抜の結果について電話などによる問い合わせには， 本校は一切応じない。
（以上）

ウェブサイト URL

https://www.kisarazu.ac.jp/nyushi/r04nyushi
「令和 4 年度推薦入学者選抜合格者一覧」
上記 URL の QR コードです

2. 合格者は， 本校所定の 「入学確約書」 （合格通知書と同封， または上記ウェブサイトから 1 月
26 日以降ダウンロード） に出身中学校長の署名， 捺印を受け， 令和 4 年 2 月 2 日 （水） 16
時までに木更津高専学生課に提出すること。 （※郵送による提出および保護者等の持参による
提出も差し支えない。 なお， 郵送による提出の場合は， 令和 4 年 2 月 2 日 （水） 本校へ必着
のこと。）
3. この期限内に 「入学確約書」 の提出がない者については， 合格を取り消すものとする。
4. 選抜の結果， 合格にならなかった者のうち， 出願時に選抜区分を 1. 推薦入学者選抜者と， 2．
学力入学者選抜 （または 3． 帰国子女特別選抜）， に○を付けた者は， 「本校第１志望者」 とし
て， 学力入学者選抜の志願者となるので， 出願書類の再提出および検定料の再納入は必要と
しない。 （入学者募集要項 p.3[8] 参照）

（独） 国立高等専門学校機構
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
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