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インターネット出願について 
 

 木更津工業高等専門学校では，令和5年度からすべての試験においてインターネット出願を行います。パソコ

ン，スマートフォン，タブレット端末から出願サイトにアクセスし，志願者情報の入力・検定料の支払い方法の選

択等をWeb上で行った後，写真票・調査書等の出願に必要な書類が本校に到着することにより出願手続きが

完了となります。手続きの流れは以下のとおりです。 

 

 

≪手続きの流れ≫ 
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 受験票・写真票印刷 
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   出願に必要な書類提出 

↓ 
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出願期間が近くなりましたら，本校ウェブサイトに出願サイトのバナーを

設置します。 

 

 

パソコン，スマートフォン，タブレット端末のいずれかをご利用くださ

い。 

 

 

「はじめての方はこちら」から，メールアドレスをIDとして登録し，パス

ワードを設定してアカウントを作成してください。 

 

 

 

作成したアカウントでログインしてください。 

 

 

受験生の顔写真データをアップロードしてください（デジタルカメラ・ス

マートフォンで個人撮影した写真も可）。ここでアップロードしない場合

は，受験票・写真票印刷後に写真を貼り付けてください（写真は，令和4

年12月以降に撮影した，正面上半身脱帽，縦4ｃｍ×横3ｃｍのもの）。 

 

志願者情報を入力し，入試日程等を選択してください。入力内容は一時

保存し，印刷することが可能です。必要に応じて，在籍（出身）学校の確

認を受けてください。 

 

検定料（16,500円）の支払いは，クレジットカード，コンビニエンススト

ア，金融機関ATM（ペイジー）のいずれかをご利用ください。本校窓口

での支払いはできません。なお，支払いの際は別途，手数料がかかりま

す。 

 

検定料支払い後，支払い完了メールが届き，出願サイトのマイページか

ら受験票・写真票の印刷が可能となります。ご自宅やコンビニエンススト

ア等で印刷してください（A4サイズ 横 白い紙）。 

 

写真票を切り離し，調査書等の必要書類とともに本校へ提出してくださ

い。出願必要書類の提出の際は出願サイトから，本校の宛名ラベルを印

刷し，封筒に貼り付けてご利用ください。 

 

 

受験票を持参のうえ，来校してください。 

 

入試当日 

 

検定料支払い方法選択 

顔写真データアップロード

(任意) 

Web 出願サイトログイン 

ID(メールアドレス)登録 

Web 出願サイト 

本校ウェブサイト 
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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，学力試験・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 推薦入学者選抜 学力入学者選抜 帰国子女特別選抜 

機 械 工 学 科 40 名 20 名程度 20 名程度 若干名 

電気電子工学科 40 名 20 名程度 20 名程度 若干名 

電子制御工学科 40 名 20 名程度 20 名程度 若干名 

情 報 工 学 科 40 名 20 名程度 20 名程度 若干名 

環境都市工学科 40 名 20 名程度 20 名程度 若干名 

 

2. 実施方法 

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 5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。 

4. 合格した場合は，必ず入学する意志を有する者。 

 

[２] Web出願エントリーおよび出願手続 

出願手続は，出願サイトで行う「Web出願エントリー」と写真票等の出願に必要な書類を本校に

提出することによって完了します。エントリーを終えたのみ，入学検定料（16,500円）を納付したの

みでは出願手続は完了しておらず,受験できませんのでご注意ください。なお，令和 5年 1月 15

日(日)を過ぎても受験申込完了メールが届かない場合は,本校学生課教務係にお問い合わせくだ

さい。 

Web出願エントリー期間  令和 4年 12月 12日(月)～令和 5年 1月 10日(火) 

出 願 書 類 受 付 期 間  令和 5年 1月 5日（木）〜令和 5年 1月 10日（火） 

                    ※郵送の場合は，1月 10日(火)必着のこと 

 

出願に必要な書類 

写真票 Web出願エントリー終了後に発行される「受験票・写真票」を印

刷し，「写真票」のみ切り取ったもの。顔写真データをアップロー

ドしていない場合は，令和 4年 12月以降に撮影（正面上半身
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脱帽，縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ，裏面に氏名を記入）したものを貼り付

けること。 

調査書 

※中学校からの別送による

提出も可能です。 

千葉県内の中学校からの志願者 

令和 5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，出身中学校長が原本証明し厳

封したもの。 

千葉県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。 

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 

 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。 

 

   提 出 先  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「推薦選抜出願書類在中」と朱書きしてください。 

 

出願上の注意事項 

1. 出願手続完了後は，志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. 提出書類は返却しません。 

      

[3] 選抜方法 

出身中学校長から提出された推薦書・調査書に加え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ついて出題します。 

 

[4] 試験日時および試験会場 

年 月 日 時   間 事  項 試 験 会 場 

令和 5年 

1月 22日(日) 

10:30まで 志願者集合 

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） 

試験には，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。 

 

[5] 選抜結果の発表・通知 

選抜の結果，合格者については，令和 5年 1月 25日（水）13時 00分に発表します。 

1. 本校学生課前に掲示 

2. 本校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てに速達郵便で郵送（1月 25日(水)13時 00分以降に発送） 

  出身中学校長には，志願者の選抜結果一覧表を郵送します。 

  電話等による合否に関する問い合わせには一切応じられません。 
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[6] 入学確約書の提出 

合格者は，令和 5年 2月 1日（水）16時 00分までに，本校所定の入学確約書（合格通知書 

に同封）を提出してください。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 
ものとして取り扱います。郵送で提出する場合も令和 5年 2月 1日（水）必着とします。 

入学確約書を提出した者に対し，入学手続に必要な書類を郵送します。 

 

[7] 「推薦入学者選抜」で合格とならなかった志願者の「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志願者は， 「本校第 1志望者」（6ページの「本校

第 1志望者」参照）として，「学力入学者選抜」または「帰国子女特別選抜」を受験することができま

す。この場合はWeb出願エントリー，出願に必要な書類の再提出，および検定料の再納付のいず

れも必要ありません。 

1. 「学力入学者選抜」または「帰国子女特別選抜」の受験を希望する場合は，Web出願エントリ

ー画面の「選択区分」において，「推薦入学者選抜」に加え，「学力入学者選抜」または「帰国

子女特別入試」を選択登録してください。 

2. 学力入学者選抜においては，千葉県以外に在住等で本校試験会場での受験が困難な場合，

越中島試験会場（東京都江東区）で受験することができます。このほか最寄り地等受験制度

（9ページの「[11]「学力入学者選抜」における最寄り地等受験制度について」参照）の会場

でも受験できます。学力試験会場については，本校試験会場・越中島試験会場・最寄り地で

の受験のうちからいずれか 1 ヶ所を選択することができ，このうち最寄り地での受験を希望

する場合は，Web出願エントリー画面で受験地を選択する際に「最寄り地等」を選択し，機

構ホームページの「会場一覧」を参照し，プリントアウトした受験票・写真票に，事前相談の結

果，受け入れ可能となった会場の「会場番号，会場略称」を自身で記載してください。 

3. 志望学科は第 3志望まで選抜の対象としますので，Web出願エントリー画面の「志望学科」

欄に登録してください。なお，第 2・第 3志望がない場合は，「なし」と登録してください。 

 

[8] 追試験について 

所定の期間に出願手続を完了させた者のうち，次に掲げる者を対象に，受験機会の確保のため

追試験を実施します。 

1.対象者 

・ 学校保健安全法施行規則(昭和 33年文部省令第 18号)第 18条に定める感染症に罹患，

または罹患の可能性があり，本試験を受験できなかった者。 

・ その他，受験生自身の責めに帰すことができない理由で本試験を受験できなかった者で，本

校校長が認めた者。 

2.手続き方法 

追試験の受験を希望する者は，令和 5年 1月 22日(日)10時 00分までに電話等で申

し出のうえ，令和 5年 1月 23日(月)16時 00分までに在籍学校を通じて本校学生課教

務係へ申し出のうえ本校所定の「追試験受験願」を提出してください。 

また，医療機関が発行する診断書または在籍学校長が発行する証明書を速やかに本校学

生課教務係へ提出してください。 

3.追試験日時・試験会場・選抜結果の発表等 

追試験は，令和 5年 2月 5日(日)に実施します。詳細は追試験受験対象者に個別にお知

らせします。 
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[9] 検定料免除の臨時措置およ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 4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，検定料が免除される場

合があります。該当すると思われる場合は，検定料の納付を行う前に本校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，本校学生課教務

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. 受験票記載の注意事項およびWeb出願エントリー完了後，別途本校からメールで送付する，

「入学志願者心得」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. 受験のための宿泊施設の斡旋は行っておりません。 

5. 身体に障がいがある場合や，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，令和 4年 12月 16日(金)まで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. 中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者，または令和 5年 3月までに卒業見込みの

者。 

2. 義務教育学校を卒業した者，または令和 5年 3月までに卒業見込みの者。 

3. 中等教育学校の前期課程を修了した者，または令和 5年 3月までに修了見込みの者。 

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 5年 3月までに該当する見込みの者）。 

 

[２] Web出願エントリーおよび出願手続 

出願手続は，出願サイトで行う「Web出願エントリー」と写真票等の出願に必要な書類を本校に

提出することによって完了します。エントリーを終えたのみ，入学検定料（16,500円）を納付したの

みでは出願手続は完了しておらず,受験できませんのでご注意ください。なお,令和 5年 2月 2日

(木)を過ぎても受験申込完了メールが届かない場合は,本校学生課教務係にお問い合わせくださ

い。 
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Web出願エントリー期間  令和 5年 1月 11日（水）～令和 5年 1月 30日(月) 

出 願 書 類 受 付 期 間  令和 5年 1月 26日（木）〜令和 5年 1月 30日（月） 

                    ※郵送の場合は，1月 30日(月)必着のこと 

 

出願に必要な書類 

写真票 Web出願エントリー終了後に発行される「受験票・写真票」を印

刷し，「写真票」のみ切り取ったもの。顔写真データをアップロー

ドしていない場合は，令和 4年 12月以降に撮影（正面上半身

脱帽，縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ，裏面に氏名を記入）したものを貼り付

けること。 

調査書 

※中学校からの別送による

提出も可能です。 

（推薦入学者選抜出願時

に提出している場合，再度

の提出は不要です。） 

千葉県内の中学校からの志願者 

令和 5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,出身中学校長が原本証明し,厳

封したもの。 

千葉県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。 

 

   提 出 先  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「学力選抜出願書類在中」と朱書きしてください。 

 

出願上の注意事項 

1. 本校を第 1志望とする者は，Web出願エントリー時に第 1志望校を「木更津工業高等専門

学校」，他校を第 1志望とする者は，第 1志望校を「他校」として登録してください。以下，前

者を「本校第 1志望者」，後者を「本校第 2志望者」といいます。 

2. 出願手続完了後は，志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. 提出書類は返却しません。 

4. 学力入学者選抜においては，千葉県以外に在住等で本校試験会場での受験が困難な場合，

越中島試験会場（東京都江東区）で受験することができます。このほか最寄り地等受験制度

（9ページの「[11]「学力入学者選抜」における最寄り地等受験制度について」参照）の会場

でも受験できます。学力試験会場については，本校試験会場・越中島試験会場・最寄り地で

の受験のうちからいずれか 1 ヶ所を選択することができ，このうち最寄り地での受験を希望

する場合は，Web出願エントリー画面で受験地を選択する際に「最寄り地等」を選択し，機構

ホームページの「会場一覧」を参照し，プリントアウトした受験票・写真票に，事前相談の結果，

受け入れ可能となった会場の「会場番号，会場略称」を自身で記載してください。 

5. 志望学科は第 3志望まで選抜の対象としますので，Web出願エントリー画面の「志望学科」

欄に登録してください。なお，第 2・第 3志望がない場合は，「なし」と登録してください。 

 

[3] 選抜方法 

本校第 1志望者 

1. 学力試験の成績と出身中学校長から提出された調査書との総合評価に基づき順位付けし，

学科ごとにその学科の第 1志望者を優先し上位から 20名程度（全学科で 100名程度）を
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合格者とします。ただし，2.の条件を満たす者がある場合はその人数を減じた人数を合格者

とします。 

なお，順位によっては第２～第３志望学科へのスライド合格の場合があります。 

2. 学力試験の全科目における得点が本校の設定する基準点以上の者については，調査書の評

定に関わらず合格者とします。ただし，調査書の各記録，総合所見は判定する際の参考としま

す。 

 

本校第 2志望者 

学力試験と調査書の総合評価が本校第 1志望者の上位 50位と同等以上の成績の者を第 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。（7ページ

の「[7]「本校第 2志望者の選抜結果の発表・通知」参照） 

 

[4] 試験日時および試験会場 

年 月 日 時   間 事  項 試 験 会 場 

令和 5年 

2月 12日(日) 

8:50まで 志願者集合 
1.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 

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 

3.最寄り地等受験制度会場 

 （9ページの[11]を参照） 

09:30～10:20 理  科 

10:50～11:40 英  語 

12:10～13:00 数  学 

13:00～13:50 休  憩 

13:50～14:40 国  語 

15:10～16:00 社  会 

・試験は，全科目マークシート方式での解答になります。 

・試験には，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。 

 

[5] 本校第 1志望者の選抜結果の発表・通知 

選抜の結果，合格者については，令和 5年 2月 15日（水）10時 00分に発表します。 

1. 本校学生課前に掲示 

2. 本校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てに速達郵便で郵送（2月 15日(水)10時 00分以降に発送） 

 出身中学校長には，志願者の選抜結果一覧表を郵送します。 

 電話等による合否に関する問い合わせには一切応じられません。 

 

[6] 本校第 1志望者の入学確約書の提出 

合格者は，令和 5年 2月 22日（水）16時 00分までに，本校所定の入学確約書（合格通知

書に同封）を提出してください。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

ものとして取り扱います。郵送で提出する場合も令和 5年 2月 22日（水）必着とします。 

入学確約書を提出した者に対し，入学手続に必要な書類を郵送します。 

 

[7] 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 5年 2月 15日（水）

10時 00分に発表します（本校学生課前に掲示および本校ウェブサイトに掲載）。また，出身中学

校長あてに受験番号一覧表を郵送します。 
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第 2次選抜対象者のうち，第 2次選抜(面接)を志望する者は，令和 5年 3月 6日（月）10時

00分に本校に来校してください。同日 10時 30分から面接を行います。 

選抜結果は，同日 16時 00分に発表します（本校学生課前に掲示および本校ウェブサイトに掲

載）。また，合格者には合格通知書・入学確約書等，入学手続に必要な書類を郵送します。 

 

[8] 追試験について 

所定の期間に出願手続を完了させた者のうち，次に掲げる者を対象に，受験機会の確保のため

追試験を実施します。 

1.対象者 

・ 学校保健安全法施行規則(昭和 33年文部省令第 18号)第 18条に定める感染症に罹患，

または罹患の可能性があり，本試験を受験できなかった者。 

・ その他，受験生自身の責めに帰すことができない理由で本試験を受験できなかった者で，本

校校長が認めた者。 

2.手続き方法 

追試験の受験を希望する者は，令和 5年 2月 12日(日)9時 00分までに電話等で申し

出のうえ，令和 5年 2月 13日(月)16時 00分までに在籍学校を通じて本校学生課教務

係へ申し出のうえ，本校所定の「追試験受験願」を提出してください。 

また，医療機関が発行する診断書または在籍学校長が発行する証明書を速やかに本校学

生課教務係へ提出してください。 

3.追試験日時・試験会場・選抜結果の発表等 

追試験は，令和 5年 2月 26日(日)に実施します。詳細は追試験受験対象者に個別にお

知らせします。 

なお，追試験は越中島試験会場を設置しませんので，本試験を越中島試験会場で受験予定

だった受験生も本校(木更津市)に来校のうえ受験してください。 

 

[9] 検定料免除の臨時措置およ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 4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，検定料が免除される場

合があります。該当すると思われる場合は，検定料の納付を行う前に本校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，本校学生課教務

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. 受験票記載の注意事項およびWeb出願エントリー完了後，別途本校からメールで送付する，

「入学志願者心得」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。 
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4. 受験のための宿泊施設の斡旋は行っておりません。 

5. 身体に障がいがある場合や，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，令和 5年 1月 13日(金)までに本校学生課教務係へご相談ください。 

 

[11]「学力入学者選抜」における最寄り地等受験制度について 

国立高等専門学校機構では，「学力入学者選抜」において，出願する高専に関係なく，全国にあ

る 51の国立高等専門学校とその他設置している試験会場のどこでも受験が可能な『最寄り地等

受験制度』を導入しています。受験生は本校が設置する会場以外に，高専機構ホームページの『最

寄り地等受験制度会場一覧』から，受験したい会場を希望することができます。 

ただし，会場の収容人数等の都合で必ずしも希望に沿えないこともありますので，最寄り地での

受験を希望する場合は，令和４年 11月 1日(火)～令和５年１月２７日(金)の事前相談期間に，必ず

本校学生課教務係へお問い合わせください。 

 

最寄り地等受験制度 会場一覧掲載先（機構ホームページ） 

各会場の受入状況を随時更新します。 

  https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/moyori.html 

     本校の「主たる受験地」：木更津工業高等専門学校試験会場，越中島試験会場 

 

・「推薦入学者選抜」・「帰国子女特別選抜」・「学力入学者選抜（追試験）」は本

制度の対象外です。（越中島試験会場で「学力入学者選抜（本試験）」を受験予

定であった受験生が追試験を受験する場合は，本校(木更津市)に来校のうえ

受験してください。） 

・事前相談期間締切後は，やむを得ない場合を除き原則受け付けません。 

 

 

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， 

令和 3年 3月以降帰国した者）であって，かつ次のいずれかに該当する者とします。 

1. 中学校もしくは義務教育学校を卒業した者，または令和 5年 3月までに卒業見込みの者。 

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，または令和 5年 3月までに修了

見込みの者。 

3. 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の課

程を修了した者，または令和 5年 3月までに修了見込みの者。 

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られた者。 

    ※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 5年 1月 13日(金)までに本校

学生課教務係へ照会してください。 

 

[２] Web出願エントリーおよび出願手続 

出願手続は，出願サイトで行う「Web出願エントリー」と写真票等の出願に必要な書類を本校に

提出することによって完了します。エントリーを終えたのみ，入学検定料（16,500円）を納付したの
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みでは出願手続は完了しておらず,受験できませんのでご注意ください。なお,令和 5年 2月 2日

(木)を過ぎても受験申込完了メールが届かない場合は，本校学生課教務係にお問い合わせくださ

い。 

 

Web出願エントリー期間  令和 5年 1月 11日（水）～令和 5年 1月 30日(月) 

出 願 書 類 受 付 期 間  令和 5年 1月 26日（木）〜令和 5年 1月 30日（月） 

                    ※郵送の場合は，1月 30日(月)必着のこと 

 

出願に必要な書類 

写真票 Web出願エントリー終了後に発行される「受験票・写真票」を印

刷し，「写真票」のみ切り取ったもの。顔写真データをアップロー

ドしていない場合は，令和 4年 12月以降に撮影（正面上半身

脱帽，縦 4ｃｍ×横 3ｃｍ，裏面に氏名を記入）したものを貼り付

けること。 

調査書 

※中学校からの別送による

提出も可能です。 

（推薦入学者選抜出願時

に提出している場合，再度

の提出は不要です。） 

千葉県内の中学校からの志願者 

令和 5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,出身中学校長が原本証明し,厳

封したもの。 

千葉県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。 

海外在住状況説明書 本校所定の様式を用いて作成してください。 

 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。 

卒業(修了)証明書または 

卒業(修了)見込証明書 

1通 

出身学校長が作成したもの。 

成績証明書 1通 

出身学校長が作成したもの。 

 

   提 出 先  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「帰国子女特別選抜出願書類在中」と朱書き

してください。 

 

出願上の注意事項 

1. 本校を第 1志望とする者は，Web出願エントリー時に第 1志望校を「木更津工業高等専門

学校」，他校を第 1志望とする者は，第 1志望校を「他校」として登録してください。以下，前

者を「本校第 1志望者」，後者を「本校第 2志望者」といいます。 

2. 日本国外の学校または機関の作成する書類が，日本語または英語以外で作成されている場

合には日本語訳を添付してください。 

3. 出願手続完了後は，志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。 

4. 提出書類は返却しません。 
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5. 志望学科は第 3志望まで選抜の対象としますので，Web出願エントリー画面の「志望学科」

欄に登録してください。なお，第 2・第 3志望がない場合は，「なし」と登録してください。 

 

[3] 選抜方法 

帰国子女特別選抜は，学力試験（4科目：理科・英語・数学・国語），面接および調査書等を総

合的に判定して行います。 

 

[4] 試験日時および試験会場 

年 月 日 時   間 事  項 試 験 会 場 

令和 5年 

2月 12日(日) 

8:50まで 志願者集合 

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 

 

09:30～10:20 理  科 

10:50～11:40 英  語 

12:10～13:00 数  学 

13:00～13:50 休  憩 

13:50～14:40 国  語 

15:10～ 面  接 

・試験は，全科目マークシート方式での解答になります。 

・試験には，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。 

 

[5] 選抜結果の発表・通知 

選抜の結果，合格者については，令和 5年 2月 15日（水）10時 00分に発表します。 

1. 本校学生課前に掲示 

2. 本校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てに速達郵便で郵送（2月 15日(水)10時 00分以降に発送） 

 出身学校長には，志願者の選抜結果一覧表を郵送します。 

 電話等による合否に関する問い合わせには一切応じられません。 

 

[6] 入学確約書の提出 

合格者は，令和 5年 2月 22日（水）16時 00分までに，本校所定の入学確約書（合格通知書

に同封）を提出してください。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

のとして取り扱います。郵送で提出する場合も令和 5年 2月 22日（水）必着とします。 

入学確約書を提出した者に対し，入学手続に必要な書類を郵送します。 

 

[7] 追試験について 

所定の期間に出願手続を完了させた者のうち，次に掲げる者を対象に，受験機会の確保のため

追試験を実施します。 

1.対象者 

・ 学校保健安全法施行規則(昭和 33年文部省令第 18号)第 18条に定める感染症に罹患，

または罹患の可能性があり，本試験を受験できなかった者。 

・ その他，受験生自身の責めに帰すことができない理由で本試験を受験できなかった者で，本

校校長が認めた者。 
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2.手続き方法 

追試験の受験を希望する者は，令和 5年 2月 12日(日)9時 00分までに電話等で申し

出のうえ，令和 5年 2月 13日(月)16時 00分までに在籍学校を通じて本校学生課教務

係へ申し出のうえ，本校所定の「追試験受験願」を提出してください。 

また，医療機関が発行する診断書または在籍中学校長が発行する証明書を速やかに本校

学生課教務係へ提出してください。 

3.追試験日時・試験会場・選抜結果の発表等 

追試験は，令和 5年 2月 26日(日)に実施します。詳細は追試験受験対象者に個別にお

知らせします。 

なお，追試験は越中島試験会場を設置しませんので，本試験を越中島試験会場で受験予定

だった受験生も本校(木更津市)に来校のうえ受験してください。 

 

[8] 検定料免除の臨時措置およ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 4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，検定料が免除される場

合があります。該当すると思われる場合は，検定料の納付を行う前に本校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，本校学生課教務

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. 受験票記載の注意事項およびWeb出願エントリー完了後，別途本校からメールで送付する，

「入学志願者心得」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. 受験のための宿泊施設の斡旋は行っておりません。 

5. 身体に障がいがある場合や，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，令和 5年 1月 13日(金)までに本校学生課教務係へご相談ください。  
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3. 入学手続 
令和 5年 3月中旬に入学手続を行います。日程および詳細は後日お知らせします。原則として入

学予定者本人が来校して手続を行ってください。 

 

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

等，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 

 

5. その他 
新型コロナウイルス感染症の影響により，選抜方法や日程を変更する場合があります。今後，入学

者選抜に関するお知らせは本校のウェブサイト（https://www.kisarazu.ac.jp）に随時掲載いた

しますので，ご確認ください。 

                                   本校ウェブサイト 
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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。優れた人間としては，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）心身の鍛錬 

将来,優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。 

 

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。 

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養成する。 
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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４５,000円 （学友会費等） 

         入学料については，入学前 1年以内において，学資負担者の死亡または風水害等の災害

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

考のうえ入学料の全額もしくは半額を免除，またはその徴収を猶予する制度があります。 

2. 授業料(年額 234,600円(予定)) 

前期分  117,300円（5月下旬に徴収） 

後期分  117,300円（10月下旬に徴収） 

         授業料については，「高等学校等修学支援金制度」により，入学時から 36 ヶ月（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，2020年より開始された『高等教育の就学支援新制度』により，世帯収入

等要件を満たし，かつ，学ぶ意欲のある学生に対し授業料免除および給付奨学金を受給で

きる制度があります。また，家計急変による授業料免除またはその徴収を猶予する制度もあ

ります。 

（注）在学中に授業料改定が行われた場合，改定時から新授業料額が適用されます。 

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。詳細は，日本学生支援機構のウェブ

サイト（https://www.jasso.go.jp/）をご確認ください。 

 

学 生 寮 
学生寮（男子寮：定員 327名，女子寮：定員 60名）があります。経費は，食事・光熱水費・寮費

込みで月額約 50,000円です。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 5年度の学力試験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 

学力試験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。 

なお，推薦入学者選抜は，この取扱いの対象となりません。 

2. 開示内容 

・学力試験の科目別得点 

・第 1志望学科における順位(ランク) 

3. 申請期間 

令和 5年 3月 13日(月)～令和 5年 4月 14日(金)  （土曜日・日曜日・祝日を除く） 

9時 00分～12時 00分，13時 00分～16時 00分 

4. 申請に必要な書類 

・木更津工業高等専門学校入試成績開示申請書 

・本校受験票 

・返信用封筒（開示通知書送付用。郵送による開示申請の場合のみ必要。） 

  404円分の切手（定型形・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①郵便番号・②住所（入学願書に記載されている住所に限る）・③氏名が明記されたもの 

5. 申請方法 

開示を申請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。

本校の受験票(コピー不可)を同封のうえ申請してください。4月 14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。1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 千葉県木更津市清見台東 2-11-1 

TEL: 0438-30-4040 

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

 

 

 

 

  



 

 

  




