
神 奈 川 工 科 大 学

募集要項2023
出願はインターネットを利用するため、パソコン（またはスマートフォン）とプリンターが必要です。

また、受験票は各自で出力する必要があります。

併願２科目方式[他大学との併願可]

出願開始：11月22日(火)、試験日：12月10日(土)

総合型選抜

一般入試

・Ａ日程入試、Ｂ日程入試

共通テスト方式

・Ａ日程入試、Ｂ日程入試、Ｃ日程入試

・グループディスカッション入試

一般選抜

神奈川工科大学　募集要項 2023 一般・共通　表紙A案 　A3 （W420mm×H297mm）  

〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030　Tel.046-291-3000　Fax.046-291-3001

https://www.kait.jp/

出願および入学試験に関する問い合わせ先

神奈川工科大学企画入学課

TEL:046-291-3000 E-mail:nyushi@kait.jp
事 務 取 扱
休 業 日

平日（月～金） 9：00～17：00
土日、祝日
11月7日（月）、12月28日（水）～1月5日（木）





募集人員… ……………………………………………………………………… 02
2023年度入学者選抜日程……………………………………………………… 03
調査書の提出… ………………………………………………………………… 03
新型コロナウイルス感染症の影響による各種提出書類の特例について… … 03
大学のアドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）…………………… 04
各学科の求める人材像…………………………………………………………… 04

 〈総合型選抜〉
… 併願2科目方式（他大学との併願可）… …………………………………… 12

 〈一般選抜〉
一般入試（個別学力検査）
… 一般Ａ日程入試〈試験日自由選択制〉……………………………………… 22
… 一般Ｂ日程入試〈複数学科併願制〉………………………………………… 26
… スーパーサイエンス特別専攻（一般入試）………………………………… 29

共通テスト方式
… 共通テスト方式Ａ・B・C日程入試〈複数学科併願制〉……………………… 32
… スーパーサイエンス特別専攻（共通テスト方式Ａ・B・C日程入試）……… 35
… 共通テスト方式…グループディスカッション入試…〈複数学科併願制〉……… 37

各種手続き等について
… ……1．…インターネット出願登録期間・出願書類提出期間・検定料納入期限…… 40
… ……2．…インターネット出願登録手順… ……………………………………… 40
… ……3．…検定料納入方法………………………………………………………… 42
… ……4．…提出書類………………………………………………………………… 43
… ……5．…受験票（Web受験票）… ……………………………………………… 45
… ……6．…一般A・B日程入試受験に際しての注意（不正行為について）… …… 46
… ……7．…合格発表………………………………………………………………… 46
… ……8．…入学手続き締切日・延納手続き締切日……………………………… 47
… ……9．…選抜試験の成績優秀者が対象となるスカラシップ制度… ………… 47
… 10．…追加合格（一般選抜のみ対象）………………………………………… 48
… 11．…2023年度学生納入金………………………………………………… 49
… 12．…選抜試験成績の情報開示（一般選抜のみ）… ……………………… 51
… 13．…授業料等の返還（入学金を除く）……………………………………… 51
… 14．…試験会場のご案内……………………………………………………… 52

入試関係資料
… ……1．…2023年度一般A・B日程入試の出題ポイント………………………… 58
… ……2．…よくある問い合わせ… ………………………………………………… 60
… ……3．…2022年度入試結果… ………………………………………………… 61
… ……4．…2022年度スカラシップ対象者数… ………………………………… 70

志望理由書
… ……総合型選抜（併願２科目方式）…………………………………………… 73
… ……一般選抜（看護学科志願者のみ提出）…………………………………… 75

2023 年 4 月入学に関するご案内… …………………………………… 77

contents

012023年度入学者選抜



募集人員

学 部 学 科 ( コ ース ) 総合型 
選抜※

一般入試 共通テスト方式入試
Ａ日程 
入試

Ｂ日程 
入試

Ａ日程 
入試

Ｂ日程 
入試

Ｃ日程 
入試

グループ 
ディスカッ
ション入試

工学部

機械工学科
機械工学コース

12
32 4 21 2 1 1

航空宇宙学コース 10 2 5 1 1 1

電気電子情報工学科 12 25 3 13 3 1 1

応用化学科 10 20 2 10 2 1 1

創造工学部

自動車システム開発工学科 8 22 2 8 2 1 1

ロボット・メカトロニクス学科 6 22 2 7 2 1 1

ホームエレクトロニクス開発学科 6 15 2 4 2 1 1

応用バイオ科学部 応用バイオ科学科
応用バイオコース

12
32 2 26 1 1 1

生命科学コース 15 2 4 2 1 1

情報学部

情報工学科 20 65 4 42 2 1 1

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 18 32 3 22 2 1 1

情報メディア学科 20 67 4 48 2 1 1

健康医療科学部

看護学科 7 36 1 22 1 1 1

管理栄養学科 6 15 2 6 2 1 1

臨床工学科 6 15 2 4 2 1 1

合計 143 423 37 242 28 15 15

■個人情報の取扱について
出願にあたって提出していただいた個人情報は、入学者選抜の実施および統計的集計を行うために利用し、他の目的で利用す
ることはありません。ただし、結果について、在籍（出身）高等学校の進学指導のための情報として通知することがあります。な
お、いかなる場合にも高等学校への情報提供を承諾しない方は、神奈川工科大学企画入学課に連絡してください。神奈川工科大
学の個人情報保護指針および個人情報ガイドラインについては、本学ホームページ「個人情報保護」（https://www.kait .jp/
about/terms/rules.html）をご覧ください。

■大規模災害発生時の対応について
何らかの大規模災害が発生した場合は、本学ホームページ「重要なお知らせ」を確認してください。

［緊急情報］　ホームページURL　https://www.kait.jp/

■疾病・負傷や身体障がい等による受験上および修学上の事前相談について
疾病・負傷や身体の障がい等により、受験および修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願前に神奈川工科大学企画入
学課にご連絡ください。
なお、ご連絡の際には本学ホームページ「入試案内」-「お知らせ」の「受験および修学上の配慮申請について」から申請書を
ダウンロードし、必要事項を記入の上、神奈川工科大学企画入学課までご連絡ください。
神奈川工科大学企画入学課　TEL.046-291-3000　　ホームページURL　https://www.kait.jp/admission/

■新型コロナウイルス感染症対策について
本学では新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今後の情勢によっては、今年度予定している総合型選抜および一般
選抜の選抜内容について、選考方法の一部を変更して他の方法で代替する可能性があります。選抜内容の最新情報はホーム
ページでお知らせいたします。

■アンケートへのご協力について
出願をしていただいた方にアンケートの実施についてご協力いただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※�総合型選抜の募集人員は「併願２科目方式」の他「高大接続方式」「適性評価方式」「レクチャー・レポート方式」「専願１科目方式」および「スポーツ実績評価方式」
の合計です。
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（土）（日）祝日、12月28日～1月5日は休業

選抜方式 出願期間 選抜試験日 合格発表日 入学手続き
締切日

延納手続き
締切日

総
合
型
選
抜

併願2科目方式
〈他大学との併願可〉

11月22日(火) ～12月2日(金)
15時00分まで 12月10日(土) 12月16日(金) 12月22日(木)

〈消印有効〉
2月20日(月)
〈消印有効〉

一
般
入
試

A日程入試
〈試験日自由選択制〉

1月3日(火) ～1月25日(水)
17時00分まで

１月３０日(月)
１月３１日(火)
２月  1日(水)

2月10日(金) 2月21日(火)
〈消印有効〉

3月14日(火)
〈消印有効〉

B日程入試
〈複数学科併願制〉

2月3日(金) ～2月21日(火)
17時00分まで 2月25日(土) 3月3日(金) 3月10日(金)

〈消印有効
3月15日(水)
〈消印有効〉

共
通
テ
ス
ト
方
式
入
試

A日程入試
〈複数学科併願制〉

1月3日(火) ～2月2日(木)
17時00分まで

令和５年度
大学入学共通
テスト利用

2月10日(金) 2月21日(火)
〈消印有効〉

3月14日(火)
〈消印有効〉

B日程入試
〈複数学科併願制〉

2月3日(金) ～2月24日(金)
17時00分まで 3月3日(金) 3月10日(金)

〈消印有効〉
3月15日(水)
〈消印有効〉

C日程入試
〈複数学科併願制〉

2月26日(日) ～3月10日(金)
15時00分まで 3月16日(木) 3月22日(水)

〈消印有効〉 ー

グループディスカッション
入試

〈複数学科併願制〉

2月26日(日) ～3月1日(水)
15時00分まで

グループディス
カッション

3月10日(金)
3月16日(木) 3月22日(水)

〈消印有効〉 ー

2023年度入学者選抜日程

すべての入学者選抜において、出願書類提出期間に、高等学校の調査書を提出していただきますが、高等学校卒業後、調査書の保管期間（卒
業後5年）以上を経過している場合および廃校・被災その他の事情により調査書を得られない場合には、調査書に代わる書類として卒業証
明書を提出してください。その際、高等学校から調査書の発行が不可能である旨を記載した文書を発行してもらい、卒業証明書に同封して
ください。その他不明の場合には、企画入学課に連絡してください。

（1） 志望理由書に記載する課外活動等の実績や資格免許等で予定していた大会や試験が中止となってしまった場合はその旨を記載し、それ
までの取り組みについて記載してください。

（2） 3学年以降の授業日数や資格取得および大会不出場による不利益については配慮する場合があります。
（3） 英語検定等が中止となったことにより、出願要件の加点要素として本学が要求しているスコアを取得することができなかったときは、

その受験生が現に有する4技能CEFR換算値が本学の要求する換算値の1ランク下のときに限り、その現に有するスコアを提出してい
ただき、その換算値と英語の履修状況および面接時の英語の試問により本学が要求する換算値にあるかどうかを評価し、達していない
と評価した場合は、加点はありません。

調査書の提出

新型コロナウイルス感染症の影響による各種提出書類の特例について
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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）

工学部  機械工学科　
機械工学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該当する人、また
は該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）によ
り多様な人材を選抜します。
（１）�科学技術および機械の設計や開発に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初

年次教育を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

機械工学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」
その他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
科学技術・工業または自然科学に関連する分野における何らかの活動実績がある人、または成果を得た経験を有する人、もしく
は当該分野に関する強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、
プレゼンテーション、適性検査、小論文等により多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各
要素を総合型選抜の各方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
科学技術・工業または自然科学に関連する分野に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、適
性検査、小論文等で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
科学技術・工業または自然科学に関連する分野に関する学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを
用いたいずれかの方法で選抜します。

本学は、教育目的に定める人材を育成するために、高等学校等までの学習や課外活動等を通じ、

入学後の各学科の学びに必要な基礎学力、自ら考えて判断して表現する力、

主体性を持って多様な人々と協働して課題を解決する力を持ち、

大学における学修を通じて職業人として社会に貢献しようとする意欲を持った人を求めます。

　そのため、入学者の選抜にあたっては、これらの要素を持つ受験生の個性や多様性に鑑み、

多彩な選抜方法により選抜を行います。

各学科の求める人材像

工学部　電気電子情報工学科
電気電子情報工学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該当する人、
または該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）
により多様な人材を選抜します。
（１）�ものづくり、マイコン、環境・クリーンエネルギー、情報通信技術、半導体・ナノテクノロジー・光エレクトロニクス等の電気電子

情報分野に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初

年次教育を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

電気電子情報工学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協
働性」その他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
ものづくり、マイコン、環境・クリーンエネルギー、情報通信技術、半導体・ナノテクノロジー・光エレクトロニクス等の電気電子
情報分野における何らかの活動実績がある人、または成果を得た経験を有する人、もしくは当該分野に関する強い探究意欲がある
人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、プレゼンテーション、適性検査、小論文等
により多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価
して選抜します。

【学校推薦型選抜】
ものづくり、マイコン、環境・クリーンエネルギー、情報通信技術、半導体・ナノテクノロジー・光エレクトロニクス等の電気電
子情報分野に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、適性検査、小論文等で評価します。なお、
評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
ものづくり、マイコン、環境・クリーンエネルギー、情報通信技術、半導体・ナノテクノロジー・光エレクトロニクス等の電気電子情報
分野に関する学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを用いたいずれかの方法で選抜します。

求める
人材像

求める
人材像

選抜試験の
趣旨と

重視する
ポ イント

選抜試験の
趣旨と

重視する
ポ イント
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創造工学部　ロボット・メカトロニクス学科
ロボット・メカトロニクス学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該当
する人、または該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）
により多様な人材を選抜します。
（１）ロボットやメカトロニクスに関心があり、「ものづくり」の分野に関する学びに明確な意欲を有している人、および未来の技術者の育成

に意欲のある人。
（２）学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教育

を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

ロボット・メカトロニクス学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・
協働性」その他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
ロボット・メカトロニクス技術分野全般における何らかの活動実績がある人、または成果を得た経験を有する人、もしくはロボット・メカト
ロニクス技術分野全般に関する強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面
接、プレゼンテーション、適性検査、小論文等により多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を
各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
ロボット・メカトロニクス技術分野全般に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、適性検査、小論文
等で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
ロボット・メカトロニクス技術分野全般に関する学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを用いたいず
れかの方法で選抜します。

創造工学部　自動車システム開発工学科
自動車システム開発工学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該当
する人、または該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）
により多様な人材を選抜します。
（１）先進自動車の研究開発やその関連分野に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教育

を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

自動車システム開発工学科の求める人材像を満たす受験生を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」
およびその他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
先進自動車の研究開発やその関連分野における何らかの活動実績がある人、または成果を得た経験を有する人、もしくは当該分野に関する
強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、プレゼンテーション、適性検査、
小論文により多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価
して選抜します。

【学校推薦型選抜】
先進自動車の研究開発やその関連分野に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、適性検査、小論文等
で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
先進自動車の研究開発やその関連分野の学びに意欲がある人について、その適性と学習習慣によって身に付けた基礎学力を学力検査やグ
ループディスカッションを用いたいずれかの方法で選抜します。

工学部　応用化学科
応用化学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の項目(1)および(2)に該当する人、
または該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）によ
り多様な人材を選抜します。
（１）�化学の実験や関連する科学技術、自然科学の分野に幅広い興味や好奇心を持っている人。
（２）�数学、化学を含む理科、語学の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教育を通じてこれらの基礎学力を修得しようと

する意志を持った人。

応用化学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」
その他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
化学の実験等を含む科学技術、自然科学に関連する分野に興味があり、その分野の活動実績がある人、何らかの成果を得た経験が
ある人、幅広い興味がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、プレゼンテーショ
ン、適性検査、小論文等により多面的に評価します。このため、複数の選考方式を実施しています。なお、評価に際しては各要素
を総合型選抜の各方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
化学実験等を含む科学技術、自然科学に関連する分野に幅広く興味がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、
適性検査、小論文等で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
化学実験等を含む科学技術、自然科学に関連する分野の学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを
用いたいずれかの方法で選抜します。
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創造工学部　ホームエレクトロニクス開発学科
ホームエレクトロニクス開発学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該
当する人、または該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方
式）により多様な人材を選抜します。
（１）�スマートハウスを中心とした先端エネルギー制御技術・いやしと安らぎの空間を実現する未来家電技術など、くらしの中で人を支える

エレクトロニクス技術に関連する分野の学びに明確な意欲を有している人、または未来の技術者を育成する意欲のある人。
（２）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教

育を通じてこれらの基礎学力を修得する意志を持った人。

ホームエレクトロニクス開発学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・
多様性・協働性」その他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
スマートハウスを中心とした先端エネルギー制御技術・いやしと安らぎの空間を実現する未来家電技術など、くらしの中で人を
支えるエレクトロニクス技術に関連する分野における何らかの活動実績がある人、または成果を得た経験を有する人、もしくは
当該分野に関する強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、プ
レゼンテーション、適性検査、小論文により多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素
を各選抜方式で定めた一定の割合で評価します。

【学校推薦型選抜】
スマートハウスを中心とした先端エネルギー制御技術・いやしと安らぎの空間を実現する未来家電技術など、くらしの中で人を
支えるエレクトロニクス技術に関連する分野に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、適性
検査、小論文等で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
スマートハウスを中心とした先端エネルギー制御技術・いやしと安らぎの空間を実現する未来家電技術など、くらしの中で人を
支えるエレクトロニクス技術に関連する分野に関する学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを用
いたいずれかの方法で選抜します。
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応用バイオ科学部　応用バイオ科学科
応用バイオ科学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該当する人、
または該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）
により多様な人材を選抜します。
（１）�科学技術や自然科学、生命科学やバイオ技術に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教

育を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

応用バイオ科学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」
その他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
科学技術や自然科学、生命科学やバイオ技術に関する分野における活動実績がある人、または成果を得た経験を有する人、もしくは当
該分野に関する強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、プレゼンテー
ション、適性検査、小論文により多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で
定めた一定の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
科学技術や自然科学、生命科学やバイオ技術に関する分野に探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、適性
検査、小論文等で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
科学技術や自然科学、生命科学やバイオ技術に関する学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを用いたいずれ
かの方法で選抜します。
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情報学部　情報工学科
情報工学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該当する人、または該当
しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）により多様な人材
を選抜します。
（１）情報技術やその関連分野に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教

育を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

情報工学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」その他の
要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
情報技術やその関連分野における何らかの活動実績がある人、または成果を得た経験を有する人、もしくは当該分野に関する強い探究意
欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、プレゼンテーション、適性検査などによ
り多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜し
ます。

【学校推薦型選抜】
情報技術やその関連分野に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、適性検査、小論文で評価します。
なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
情報技術やその関連分野に関する学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを用いたいずれかの方法で選
抜します。
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情報学部　情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の
両項目に該当する人、または該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および
共通テスト方式）により多様な人材を選抜します。
（１）ネットワーク通信技術、セキュリティ技術、ネットワーク応用技術分野に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教

育を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

情報ネットワーク・コミュニケーション学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・
多様性・協働性」その他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
ネットワーク通信技術、セキュリティ技術、ネットワーク応用技術分野における何らかの活動実績がある人、または成果を得た経験を有する
人、もしくは当該分野に関する強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、
プレゼンテーション、適性検査、小論文などにより多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を
各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
ネットワーク通信技術、セキュリティ技術、ネットワーク応用技術分野に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書
類、面接、適性検査、小論文等で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
ネットワーク通信技術、セキュリティ技術、ネットワーク応用技術分野に関する学びに意欲がある人について、学力検査やグループ
ディスカッションを用いたいずれかの方法で選抜します。

選抜試験の
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情報学部　情報メディア学科
情報メディア学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該当する人、または
該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）により多様な
人材を選抜します。
（１）メディア関連技術やコンテンツ制作の分野に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教育

を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

情報メディア学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」その
他の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
メディア関連技術やコンテンツ制作の分野における何らかの活動実績がある人、または成果を得た経験を有する人、もしくは当該分野に関
する強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、プレゼンテーション、適
性検査、小論文などにより多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定
の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
メディア関連技術やコンテンツ制作の分野に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、適性検査、小
論文で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
メディア関連技術やコンテンツ制作の分野に関する学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを用いたいず
れかの方法で選抜します。
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健康医療科学部　管理栄養学科
管理栄養学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次のすべての項目に該当する人、ま
たは該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）により多
様な人材を選抜します。
（１）�食品学・栄養学・健康科学分野に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）�管理栄養士等の養成課程として、卒業後に専門資格保有者（管理栄養士、栄養士、栄養教諭、食品衛生監視員、食品衛生管理者）とし

て各資格者に求められている社会の要求に応えようとする強い意識を有している人。
（３）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教

育を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

管理栄養学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」その他
の要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
管理栄養士並びに食品衛生管理者、食品衛生監視員、栄養教諭に必要な食品学・栄養学・健康科学に関する強い探究意欲がある人につ
いて、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・実習課題、レポート、面接、適性検査などにより多面的に評価するため、複数の選考
方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
管理栄養士並びに食品衛生管理者、食品衛生監視員、栄養教諭に必要な食品学・栄養学・健康科学に関する探究意欲がある人について、
調査書、推薦書その他の提出書類、面接、小論文、適性検査で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合
で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
管理栄養士並びに食品衛生管理者、食品衛生監視員、栄養教諭に必要な食品学・栄養学・健康科学に関する学びに意欲がある人について、
学力検査やグループディスカッションを用いたいずれかの方法で選抜します。

選抜試験の
趣旨と

重視する
ポ イント

求める
人材像

健康医療科学部　看護学科
看護学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次のすべての項目に該当する人、また
は該当しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）により
多様な人材を選抜します。
（１）�看護学分野に関する学びに明確な意欲を有している人。
（２）�看護師養成課程、保健師養成課程として、卒業後に看護専門職としての国家資格取得者として、社会からの要請に応えようとする

強い意識を有している人。
（３）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次

教育を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

看護学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」その他の要
素を次のように評価します。

【総合型選抜】
看護学分野に関する強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、小論文、グループ討議、面接、プレゼンテー
ション、適性検査などにより多面的に評価するため、複数の選考方式を実施します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一
定の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
看護学分野に関する探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、小論文、適性検査で評価します。なお、評価に
際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
看護学分野に関する学びに意欲がある人について、志望理由書および学力検査やグループディスカッションを用いたいずれかの方法で選
抜します。

選抜試験の
趣旨と

重視する
ポ イント

求める
人材像

選抜試験の
趣旨と

重視する
ポ イント

求める
人材像

健康医療科学部　臨床工学科
臨床工学科では、本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に該当する人材のうち、次の両項目に該当する人、または該当
しようとする人を幅広く求めます。そのために総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試および共通テスト方式）により多様な人材
を選抜します。
（１）臨床工学技士に必要な医療と関連工学に関する分野の学びに明確な意欲を有している人。
（２）�学科のカリキュラムを学ぶために必要な、数学、理科、英語、国語（現代文）の基礎学力を有している人、または入学前教育と初年次教

育を通じてこれらの基礎学力を修得しようとする意志を持った人。

臨床工学科の求める人材像を満たす人材を選抜するため、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」その他の
要素を次のように評価します。

【総合型選抜】
臨床工学技士に必要な医療と関連工学に関する分野に強い探究意欲がある人について、調査書、志望理由書、その他の提出書類、実験・
実習課題、レポート、面接、口頭試問、プレゼンテーション、グループ討議、適性検査などにより多面的に評価するため、複数の選考方式を
実施します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【学校推薦型選抜】
臨床工学技士に必要な医療と関連工学に関する分野に探究意欲がある人について、調査書、推薦書その他の提出書類、面接、小論文、適
性検査で評価します。なお、評価に際しては各要素を各選抜方式で定めた一定の割合で評価して選抜します。

【一般選抜（一般入試、共通テスト方式）】
臨床工学技士に必要な医療と関連工学に関する分野の学びに意欲がある人について、学力検査やグループディスカッションを用いたいず
れかの方法で選抜します。
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電気電子特別専攻（電気電子情報工学科、ホームエレクトロニクス開発学科）

電気電子特別専攻では、本専攻の教育目的に沿った人材を育成するために次のような学生を求めます。
１.�環境やエネルギー分野に興味があること。
２.�高校分野の数学、理科、英語、国語の基礎学力があること。

一般入試、共通テスト方式により、高等学校における数学、英語、理科、国語をはじめとする幅広い分野に関する基礎学力を評価
し受け入れます。

求める
人材像

選抜試験の
趣旨と
重視する
ポイント

医生命科学特別専攻（応用化学科、応用バイオ科学科）

医生命科学特別専攻では、本専攻の教育目的に沿った人材を育成するために次のような学生を求めます。
１.�科学的な基礎知識をはじめとする高校分野の基礎学力（数学、理科、英語、国語など）と論理的な思考能力を有していること。
２.�科学・技術に対する興味をもち、医生命科学を修得し、国際的に活躍したいという熱意を有していること。
３.�コミュニケーション能力をもち、社会に貢献したいという意欲を有していること。

一般入試、共通テスト方式により、高等学校における数学、英語、理科、国語をはじめとする幅広い分野に関する一定以上の基礎
学力を有している人を評価し習熟度の高い受験者を受け入れます。

求める
人材像

選抜試験の
趣旨と
重視する
ポイント

次世代自動車開発特別専攻（自動車システム開発工学科）

次世代自動車開発特別専攻では、本専攻の教育目的に沿った人材を育成するために次のような学生を求めます。
１.�高校分野の力学や微分積分学を基礎にして進む講義内容が理解できる理科や数学の基礎学力があること。
２.�先進自動車のグローバル化を理解し、英語の基礎学力があること。
３.�先進自動車の研究開発・設計に強い興味があり、高度の学問や技術に興味と意欲があること。

一般入試、共通テスト方式により、高等学校における数学、英語、理科、国語をはじめとする幅広い分野に関する基礎学力を有し
ている人を評価し習熟度の高い受験者を受け入れます。

求める
人材像

選抜試験の
趣旨と
重視する
ポイント

ロボットクリエータ特別専攻（ロボット・メカトロニクス学科）

ロボットクリエータ特別専攻では、本専攻の教育目的に沿った人材を育成するために次のような学生を求めます。
１.�ロボットに関して強い関心があること。
２.�大学院への進学または将来ロボット開発の仕事に携わりたいという意欲があること。
３.�機械加工や電子工作など、ものづくりに対する経験があること。

一般入試、共通テスト方式により、高等学校における数学、英語、理科、国語をはじめとする幅広い分野に関する基礎学力を有し
ている人を評価し習熟度の高い受験者を受け入れます。

求める
人材像

選抜試験の
趣旨と
重視する
ポイント

ＩＣＴスペシャリスト特別専攻（情報工学科、情報ネットワーク・コミュニケーション学科、情報メディア学科）

ICTスペシャリスト特別専攻では、本専攻の教育目的に沿った人材を育成するために次のような学生を求めます。
１.�高校分野の数学や英語の基礎学力があり、科学的な探究心を持っていること。
２.�将来情報分野においてトップ技術者として、技術開発や研究で活躍する意欲があること。

一般入試、共通テスト方式により、高等学校における数学、英語、理科、国語をはじめとする幅広い分野に関する基礎学力を有し
ている人を評価し習熟度の高い受験者を受け入れます。

求める
人材像

選抜試験の
趣旨と
重視する
ポイント

機械工学特別専攻（機械工学科（機械工学コース））

機械工学特別専攻では、本専攻の教育目的に沿った人材を育成するために次のような学生を求めます。
１.�数学、外国語（英語）、理科（物理）などの基礎学力を有していること。
２.�コミュニケーション能力を有し、文章・口頭にて自分の考えを明確に伝えることができること。

一般入試、共通テスト方式により、高等学校における数学、理科（物理）、英語に関する基礎学力を評価し受け入れます。

求める
人材像

選抜試験の
趣旨と
重視する
ポイント

スーパーサイエンス特別専攻のアドミッション・ポリシー
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総合型選抜
（併願２科目方式）
【他大学との併願可】

併
願
２
科
目
方
式
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総合型選抜　　　　　　　　　　　　（併願2科目方式）【他大学との併願可】

総合型選抜（併願２科目方式）を実施する学科

工学部
機械工学科
電気電子情報工学科
応用化学科

創造工学部
自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科
ホームエレクトロニクス開発学科

応用バイオ科学部 応用バイオ科学科

情報学部
情報工学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報メディア学科

健康医療科学部
看護学科
管理栄養学科
臨床工学科

選抜日程
　（土）（日）祝日は休業日です。

項 　 目 日 　 程 備 　 考

インターネット出願登録期間 11月22日（火）～12月2日（金）15：00まで 検定料納入

出 願 書 類 提 出 期 間 11月22日（火）～12月2日（金）〈消印有効〉 郵送のみ受付

選 抜 試 験 12月10日（土）

合 格 発 表 日 12月16日（金）

入 学 手 続 き 締 切 日 12月22日（木）〈消印有効〉 郵送のみ受付

●�[延納制度]�：入学手続き締切日までに入学金を支払うことにより、授業料および大学委託徴収金の支払い期日を延長できる制度があります。詳細は47ページを
参照してください。

出願要件

（1）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を卒業している者（2022年度卒業見込みの者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2023年3月修了見込みの者。
（3）�学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

た者および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
①�外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2023年3月31日までに終了見込みの者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣が指定した者。
②�文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程、または相当する課程を有するものとして認定、または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者、または2023
年3月31日までに修了見込みの者。

③�専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大
臣が定める日以降に修了した者。または2023年3月31日までに修了見込みの者。

④�文部科学大臣が指定した者。
⑤�高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者および2023年3月31日までに合格の見込みの者で、2023年3月31日までに満18
歳に達する者（大学入学資格検定に合格した者を含む）。

⑥�学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると
認めた者で2023年3月31日までに満18歳に達する者。

⑦�本学において、個別の入学資格審査※２により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、満18歳に達した者。または2023年3月31日までに満
18歳に達する者。

※１：総合型選抜（併願２科目方式）の選抜方針は15～19ページを参照してください。
※２：詳細は本学ホームページ（https://www.kait.jp/）の入試案内のページを参照してください。

本方式を実施する各学部学科の「総合型選抜（併願２科目方式）の選抜方針」※１を理解する者で下記のいずれかに該当する者。

1

2

3
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 総合型選抜（併願２科目方式）の流れ
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選抜試験

適性検査（130分間　途中問題冊子の配付および回収のための時間10分間を含む）
　２科目の記述式問題を課します。学科毎の受験科目は「５.選考方法」参照。
面接
　１名あたり約15分間（受験者１名に対して面接員２名で実施）
面接内容
　志望動機、勉学目的、意欲、提出書類の確認。
その他
　受験票を必ず持参してください。

総合型選抜（併願２科目方式）の流れ4

選考方法

評 価 項目 配 点割 合 実 施 学 科・出 題 教 科（ 科目）・出 題 範 囲・特 記 事 項

適性検査（記述式）
[130分間注1] 80％

機械工学科
電気電子情報工学科
自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科
ホームエレクトロニクス開発学科
情報工学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報メディア学科
臨床工学科

【数学】+【理科（物理）】

記述式の適性検査により、�
「知識・技能」、�「思考カ・
判断カ・表現力」を評価し
ます。
なお、学科が指定する2
科目を必ず受験すること。
どちらか一方のみの受験
は認めません。

【出題範囲】
数学：数学�I・�II・A�
物理：物理基礎全般
化学：化学基礎全般
生物：生物基礎全般

応用化学科 【数学】+【理科（化学）】

応用バイオ科学科 【数学】+【理科（化学）】
または【理科（生物）】

管理栄養学科 【理科（化学）】+【理科（生物）】
看護学科 【数学】+【理科（生物）】

面接 20％

「大学進学目的および勉学意欲の確認」、「各学科の事前提示テーマに関しての内容確認」（指定学科の
み）を中心とした面接を行い人物評価とともに�「思考カ・判断カ・表現力」、「主体性・多様性・協働性」、
「知識・技能」を評価します。
1名約15分間（受験者1名に対して面接員2名で実施）
　※面接は出欠席状況・課外活動状況·資格取得状況を加味した人物評価を行います。

注1)適性検査時間130分間には途中問題冊子の配付および回収のための時間10分間を含む。
※適性検査および面接において学科への適性または勉学意欲が極端に低いと判断された場合、不合格とする場合があります。

5

出願について（インターネット出願）
●本学ホームページ（https://www.kait.jp）からインターネット出願してください。�
　インターネット出願については40ページで確認してください。
●あらかじめ顔写真の画像データを用意し、パソコンまたはスマートフォン（以下パソコン等）のわかりやすい場所（デスクトップなど）
に保存しておいてください。個人情報入力後、顔写真の登録を行います。なお、顔写真は上半身・脱帽・正面向きで出願前３カ月以
内に撮影したものを使用してください。
●検定料：30,000円
　出願には検定料の他に決済手数料990円（消費税等込）が別途かかります（クレジットカードで決済した場合は、別途クレジットカー
ド手数料がかかります）。
●検定料は出願登録後72時間以内にお支払いください。72時間以内にお支払いが無かった場合、　出願登録は無効（出願不成立）と

なり、登録データは削除されます。ただし、インターネットでの登録を出願登録締切期限の72時間以内に行った場合は一律12月2日
(金)15時00分が期限となります。
●�検定料振込みを行った後、プリントアウトした宛名ラベルを各自で用意した封筒（角形２号）に貼付の上、提出書類を封入し企画入学
課まで郵送してください。なお、郵送の際は必ず「速達・簡易書留郵便」扱いにしてください。

●出願後に出願の内容および提出書類を変更することはできません。
●提出された書類は返還いたしません。

6
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提 出 書 類 作成 上の 注 意（ 3 ページ 参 照 ）

（1）志願票 検定料支払い後、志願票をプリントアウト（A4サイズ）してください。

（2）志望理由書

志望理由書には志望動機に加え、今までに学校の内外で、主体性・多様性・協働性を意識して取り組んだ内容
とそれを通して学んだことについて具体的に記入してください。
【記入要領】
指定用紙（Ａ４サイズ）を本学ホームページ（https://www.kait.jp）からダウンロードし、ＨＢ黒鉛筆を使用
し横書き800字以内で作成してください。

（3）調査書（開封無効）

高等学校を2023年3月卒業見込みの者は、3年生1学期までの学習成績の状況を記載した調査書を提出してくだ
さい。なお、前・後期２学期制の高等学校在籍者は３年生前期までの調査書を提出してください。
高等学校を2023年3月以前に卒業した既卒者は、卒業時の学習成績の状況を記載した調査書を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験合格者・大学入学資格検定合格者は合格成績証明書を提出してください。
※�高等学校卒業後、調査書の保管期間（卒業後５年間）以上を経過している場合および廃校・被災その他の事情により
調査書を得られない場合には、調査書に代わる書類（卒業証明書）を提出してください。その際、高等学校から調査
書の発行が不可能である旨が記載された文書を発行してもらい卒業証明書に同封してください。

　上記以外の事情により高等学校の調査書や卒業証明書が得られない場合には、企画入学課にご相談ください。

出願受付完了後、出願時に登録したメールアドレスに「受験票」発行通知メールを送信するので、45ページを参考に各自でパソコン
等から受験票をプリントアウトしてください。なお、迷惑メール対策で受信メールを制限していると受験票発行のメールが届かない
場合があるので、出願登録前に必ずメール拒否を解除するか、@eraku-p.jpのドメインを有効にしてください。

受験票発行について7

選抜について
●試 験 日：12月10日（土）集合場所は本学ホームページ（https://www.kait.jp）でお知らせします。
●試 験 会 場：神奈川工科大学
●試 験 時 間 割：受験者集合� 9時45分まで
� 適性検査説明� 9時45分～10時00分
� 適性検査� 第1解答科目　10時00分～11時00分　　第2解答科目　11時10分～12時10分
� 昼休み� 12時10分～13時00分
� 面接説明� 13時00分～13時10分
� 面接開始� 13時10分～
●不正行為について：不正行為を行った場合は、その場で受験の中止と退室が指示され、当日受験したまたは受験する科目全てを無効とし�

ます（無効となった試験の検定料は一切返還いたしません）。また、スマートフォン等を使用するなど悪質な場合は
警察に被害届を提出します。

【不正行為には次のようなケースが該当します】
ａ．監督者の指示に反する物を机上に置くまたは身につけている場合は不正行為となる場合があります。
ｂ．試験室ではスマートフォン等の携帯電話は電源を切ってカバンに収納すること。違反した場合は不正行為とみなします。
ｃ．試験時間中にスマートフォン等に触れた場合は不正行為とみなします。
ｄ．他の受験者の答案等を見たり、他の人から答えを教わることなどのカンニングは不正行為とみなします。

●受 験 上 の 注 意 ：①受験票を必ず持参してください。
②天候、交通事情等、予測できない事態に備え試験会場には余裕をもって来てください。
③使用できる筆記用具は「鉛筆（HB・黒）、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り」のみです。その他に机上に置い
てよい物は時計（時計以外の機能が付いていないものでアラームを設定していないもの）および眼鏡です。

④昼食時間が短いため、昼食および飲み物は持参してください。
⑤試験日前日までに試験会場の下見をすることはできますが、館内に入ることはできません。
⑥遅刻者の取扱：第１解答科目終了時刻の20分前までは受験することが可能です。ただし、公共交通機関の遅延等や
むを得ない事情がある場合は配慮することがありますので企画入学課（TEL.046-291-3000）までご連絡ください。

⑦何らかの大規模災害が発生した場合は、本学ホームページ「重要なお知らせ」を確認してください。
　ホームページ：https://www.kait.jp/

8

合格発表と入学手続き
⃝合格発表　　　　　�：12月16日（金）（マイページ（https://www.kait.jp）にて結果を発表します）
⃝合格通知書　　　　�：合格通知書は郵送いたしません。マイページから各自で印刷してください。
⃝入学手続き締切日　�：12月22日（木）〈消印有効〉
⃝延納制度　　　　　�：�入学手続き締切日までに入学金を支払うことにより、授業料および大学委託徴収金の支払い期日を延長できる制

度です（47ページ参照）。なお、延納制度の詳細は「入学手続きの手引き」でご確認ください。

9
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併願２科目方式の評価内容、面接内容および適性検査

総合型選抜（併願２科目方式）の選抜方針

工学部

機械工学科（機械工学コース）
科学技術および機械の設計や開発に対する興味と勉学意欲を持ち、次の項目の中のいくつかに該当する人を評価します。
１．ものづくりに興味を持っている人
２．志望動機や勉学目的が明確である人
３．積極的に学ぶ意欲がある人
４．将来、本学で学んだ専門分野を活かし社会に貢献したいと考えている人
５．高校生活の中で積極的に何か（クラブ活動、生徒会活動、ボランティア、ものづくりコンテスト等）に取り組んだ人
６．本学科の専門の研究分野に強く興味がある人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的および勉学意欲の確認をします。
２．下記のテーマの中からいずれか一つを選んで自分の考えを述べてもらい、その内容について質問をします。
　　①現在あるいは過去の科学や技術に携わっていた人の中で、あなたが特に興味をもった人について
　　②テレビ、ラジオ、新聞、図書・インターネット等で興味を持った科学的または技術的話題

適性検査 　�� 〇併願2科目方式:【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

機械工学科（航空宇宙学コース）
航空・宇宙分野に関連する科学や技術に対する興味・勉学意欲を持ち、下記の出願要件を満たした人で、次の項目の中の
いくつかに該当する人を評価します。
１．本コースで積極的に学び、自分の将来に活かしたいと考えている人
２．英語力を強化し、国際的な航空・宇宙エンジニアとして活躍したいと考えている人
３．今までに自らの意志で何か（クラブ活動、生徒会活動、ボランティア等）に積極的に取り組んだことがある人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的および勉学意欲の確認をします。
２．航空・宇宙分野の技術的話題について自分の考えを述べてもらい、その内容について質問をします。
３．エンジニアにとっての英語力の必要性について、考えを述べてもらいます。

適性検査 　〇併願2科目方式:【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

電気電子情報工学科
次の項目のいくつかに該当する人、または、これから該当するようになりたいと思う人を評価します。
１．目的・目標を持って大学進学を真剣に考えている人
２．電気電子工学、情報技術、科学などの分野に好奇心を持ち、何事にも自ら工夫することに積極的で意欲のある人
３．ものづくりに興味を持っている人
４．マイコンに興味を持ち、マイコンを使った回路製作に興味を持っている人
５．難易度の高い資格取得に挑戦している人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的・目標および勉学意欲の確認をします。
２．下記のテーマの中からいずれか一つを選んで自分の考えを述べてもらい、その内容について質問をします。
　　①電気電子情報の分野で、今特に興味を持っている事項
　　②電気電子情報の分野で、調査・研究、製作をしたことがあればその内容

適性検査 　〇併願2科目方式:【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容
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応用化学科
次の項目のいくつかに該当する人、または、これから該当するようになりたいと思う人を評価します。
１．本学の専門の研究分野に幅広い興味や好奇心がある人
２．志望動機が明確であり勉学意欲がある人
３．積極的に学ぶ意欲がある人
４．将来、本学で学んだ専門分野を生かし社会で活躍したいと考えている人
５．高校生活の中で勉学以外（クラブ活動、生徒会活動、ボランティア等）にも積極的に取り組んだ人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的および勉学意欲の確認をします。
２．下記のテーマの中から自由に一つ選んで自分の考えを述べてもらい、その内容について質問をします。
　　①環境問題に関すること
　　②身の回りの化学製品や医薬品に関すること
　　③バイオテクノロジーなどの生物やその技術に関すること
　　④エネルギー問題に関すること
　　⑤新聞、テレビ等で興味を持った科学的な話題に関すること

適性検査 　〇併願2科目方式:【数学】および【理科（化学）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、化学基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

創造工学部
自動車システム開発工学科

次の項目のいくつかに該当する人、または、これから該当するようになりたいと思う人を評価します。
１．入学後の勉学意欲が強く、自分の目標を持って真剣に大学進学を考え、自立した学習習慣を身に付けている人
２．自動車技術やものづくりに利用される理工系科目が好きで、未知の分野にも深い興味と関心を持てる人
３．社会に役立ち自然に調和した技術の開発に、責任と情熱をもって取り組み、困難な課題にも挑戦し続けられる人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的および勉学意欲の確認をします。
２．下記の事柄について質問をします。
　　①先進自動車技術の分野で、いま特に関心を持っている事項
　　②大学生として学ぶ上で必要な心構えと将来への展望、目的意識
　　③�マイコンカーやロボットカー、エコランカー、Ene-1車両等に関する計算・試作・計測・プログラミング、電子回路製作等をしたこと

があれば、その内容と将来の方向性
　　④学生フォーミュラ、ソーラーカー・エコランカー、スマートモビリティの開発プロジェクトに必要なことは何か

適性検査 　〇併願2科目方式:【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

ロボット・メカトロニクス学科
適性検査に加え、志望動機、高等学校在学中の課外活動や熱意を総合評価します。具体的には、以下のいくつかに
該当する人を評価します。
１．ロボットやメカトロニクスに強い関心がある人�
２．ものづくりに興味がある人
３．教養・技術を身に付けることで自分を高めようとする人�
４．将来、人の役に立つロボットや機器を開発する意欲のある人
５．人の言うことを理解しようと努力し、人に対する思いやりのある人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的および勉学意欲の確認をします。
２．次の事柄について質問をします。
①ロボットに関して関心のあること
②ロボット製作の経験やロボット競技会などでの実績があれば、その内容
③大学で学びたいことおよび社会人になったとき活躍したい分野

適性検査 　〇併願2科目方式:【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容
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ホームエレクトロニクス開発学科
次の項目の中で、１を必須として、さらに２、３、４のいずれかに該当する人を評価します。
１．志望動機が明確である人
２．ものづくりに高い意欲を持ち、積極的に行動できる人
３．家電製品・エレクトロニクスの未来に関心があり、関連分野で将来活躍したいと考えている人
４．ホームエレクトロニクスと環境・安全など社会との関わりに興味を持っている人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的および学習意欲を確認します。
２．下記のテーマの中からいずれか一つを選んで自分の考えを述べてもらい、その内容について質問をします。
①ホームエレクトロニクスの分野で、今特に興味を持っている事項
②ホームエレクトロニクスに関連した調査・製作・研究をしたことがあればその内容
③ホームエレクトロニクスに関する将来の方向性

適性検査 　〇併願2科目方式:【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

応用バイオ科学部
応用バイオ科学科

次の項目の中で、いくつかに該当する人、または、これから該当するようになりたいと思う人を評価します。
１．志望動機が明確である人
２．高校生活の中で、積極的に何かに打ち込んできた人
３．大学生活を含めた将来に明確な目標をもっている人
４．自ら考え、自ら問題を見つけ、試行錯誤をしながら粘り強く解決していく意欲と力を持っている人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的および勉学意欲の確認をします。
２．下記のテーマの中からいずれか一つを選んで自分の考えを述べてもらい、その内容について質問をします。
　　①生物や化学に関すること
　　②食品・食糧に関すること
　　③新聞、テレビ等で興味を持った科学的な話題に関すること

適性検査 　〇併願２科目方式：【数学】および【理科(化学)】または【理科(生物)】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、化学基礎全般、生物基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

情報学部
情報工学科

次の項目の中で、１に該当し、かつ２～１１のいくつかに該当する人、または、これから該当するようになりたいと思う人
で、本学科で意欲的に学業・研究に励む人を評価します。
１．志望動機が明確な人
２．将来に夢や目標を持っている人
３．コンピュータやコンピュータ関連技術や応用などに強い興味を持っている人
４．組織やチームのリーダーとして統率力がある人
５．高校生活の中で特に力を入れたものがある人
６．自発性、積極性に富んでいる人
７．創意工夫が好きで、好奇心が旺盛な人
８．自分の言動（発言と行動）に責任をもてる人
９．将来、情報の分野で活躍したいと考えている人
10．数学および理科に強い関心を持ち、高等学校までの基礎的な事項を理解している人
11．誠実で弱者に対する思いやりがある人

大学進学目的および勉学意欲の確認を中心とした適性評価を行います。（１人約15分）

適性検査 　〇併願２科目方式：【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容
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情報メディア学科
次の項目の中で、いくつかに該当する人、または、これから該当するようになりたいと思う人で、本学科で意欲的に学業・研究に励む人を評価します。
１．志望動機が明確な人
２．将来に夢や目標を持っている人
３．組織やチームのリーダーとして統率力のある人
４．高校生活の中で特に力を入れたものがある人
５．自発性、積極性に富んだ人
６．創意工夫が好きで、好奇心が旺盛な人
７．自分の言動（発言と行動）に責任をもてる人
８．誠実で弱者に対する思いやりがある人

大学進学目的および勉学意欲の確認を中心とした適性評価を行います。（1人約15分）

適性検査 　○併願２科目方式：【数学】および【理科(物理)】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

健康医療科学部
看護学科

看護職者として社会に貢献したいと考えている、次のすべての項目に該当する人を評価します。
１．看護や医療に関心がある人
２．志望動機が明確である人
３．高校生活の中で、積極的に何かに打ち込んできた人
４．教養や知識、技術を身につけることで自分を高めようとする人

適性評価を主とします。（1人約15分）
看護職者を目指す理由および継続的に努力する意志の確認を中心とした評価を行います。

適性検査 　〇併願２科目方式：【数学】および【理科(生物)】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、生物基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科への志望動機が明確であり、さらに次の項目のいくつかに該当する人物または、今後該当する
努力ができる人物であるかを評価します。
１．将来について明確な目標や夢を持っている人
２．組織やチームのリーダーとして統率力のある人
３．高校生活の中で特に力を入れたものがある人
４．自発性、積極性に富んだ人
５．創意工夫が好きで、好奇心が旺盛な人
６．自分の言動（発言と行動）に責任をもてる人
７．誠実で弱者に対する思いやりがある人

大学進学目的および勉学意欲の確認を中心とした適性評価を行います。（1人約15分）

適性検査 　○併願２科目方式：【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容
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臨床工学科
高等学校までの自然科学（数学、物理、化学、生物など）に関する基礎的な事項を理解した上で、臨床工学技士として社会に貢献したいと
考えている、次の項目に該当する人を評価します。
１．医療や関連工学に関する問題意識を持ち、論理的思考力を持つ人
２．教養・技術のための自己研鑽を継続できる人
３．他人の意見を尊重・理解しようと努力し、コミュニケーションとチームワークを大事にできる人
４．ルールや約束を遵守できる人
５．公衆道徳や礼儀を重んじる人

適性評価を主とします。（1人約15分）
１．大学進学目的および勉学意欲を確認します。
２．次の事柄について質問をします。
　　①臨床工学技士の役割に関すること
　　②本学科の勉学に必要な基礎学力の確認

適性検査 　〇併願２科目方式：【数学】および【理科（物理）】　出題範囲・・・数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ、物理基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

管理栄養学科
管理栄養士として将来活躍したいという明確な目標を持ち、次の項目の中で、いくつかに該当する人、または、これから該当するようになりたいと
思う人を評価します。
１．志望動機が明確である人
２．自発的、積極的、そして継続的に学ぶ意欲がある人
３．高校生活の中で、積極的に何かに打ち込んできた人
４．自然科学（生物、化学など）に関心が強く、高等学校までの基礎的な事項を理解している人
５．食品衛生管理者、食品衛生監視員、栄養教諭として活躍したいと考えている人
６．栄養、食品およびそれに関連する生命現象に強い興味がある人

適性評価を主とします。（1人約15分）
管理栄養士を目指す理由および継続的に努力する意志の確認を中心とした評価を行います。

適性検査 　〇併願２科目方式：【理科(化学)】および【理科(生物)】　出題範囲・・・化学基礎全般、生物基礎全般

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容

評価
内容

提出書類

選考方法

面接内容
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一般選抜
（一般入試）
【個別学力検査】

•一般A日程入試〈試験日自由選択制〉
• 一般B日程入試〈複数学科併願制〉
• スーパーサイエンス特別専攻（一般入試）

一般Ａ・Ｂ日程入試の出願資格
下記のいずれかに該当する者。
（１）�高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を２0２3年3月に卒業見込みの者、または高等学校（中等

教育学校の後期課程を含む）を卒業している者。
（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者および２0２3年3月修了見込みの者。
（3）�学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１50条の規定により、高等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および２0２3年3月3１日までにこれに該当する見込みの者。
  ①�外国において学校教育における１２年の課程を修了した者および２0２3年3月3１日までに修了見込み

の者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣が指定した者。
  ②�文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定、または指定

した在外教育施設の当該課程を修了した者、または２0２3年3月3１日までに修了見込みの者。
  ③�専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。または
２0２3年3月3１日までに修了見込みの者。

  ④�文部科学大臣が指定した者。
  ⑤�高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者および２0２3年3月3１

日までに合格の見込みの者で、２0２3年3月3１日までに満１8歳に達する者（大学入学資格検定に合
格した者を含む）。

  ⑥�学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって当該者をその後に入学させる大学
において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者で２0２3年3月3１日までに
満１8歳に達する者。

  ⑦�本学において、個別の入学資格審査※により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で、満１8歳に達した者。または２0２3年3月3１日までに満１8歳に達する者。

※詳細は、本学ホームページ（https://www.kait.jp/）の入試案内ページを参照してください。

一
般
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合格者全員に授業料充当分として年間60万円を４年間給費※２する制度です。ただし、スーパーサイエンス特別専攻を受講するに
は、授業料のほか受講料として年間15万円を納入していただきます。
このスーパーサイエンス特別専攻に出願するには、出願登録時に所属を希望する学科を登録し、その後に該当するスーパーサイ
エンス特別専攻を登録します。なお、スーパーサイエンス特別専攻は「電気電子」「医生命科学」「ICT（情報通信技術）」「次世代
自動車」「ロボットクリエータ」「機械工学」といった先進性の高い６分野に焦点を合わせた特別な専攻です。
◆スーパーサイエンス特別専攻を登録すると、系統別志望順位制は利用できなくなります。（第１志望学科のみの出願となります）

〇対象となる学科
29ページのスーパーサイエンス特別専攻（一般入試）1実施専攻および所属学科でご確認ください。

〇対象者選考基準（正規合格者に限る）
一般Ａ日程入試において、総合点70％の得点率および指定教科60％の得点率を目安としています（基準点（得点率）は当該選抜試験の
平均点により変動することがあります）。
なお、2022年度入試でのスカラシップ対象者数は70〜71ページをご覧ください。

〇結果通知方法
合格発表と同時にマイページにてお知らせします。
※２：�２年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位30％以内の成績を収めていることが必要です。�

この条件を満たせなかった場合には翌年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

スーパーサイエンス特別専攻合格者のスカラシップ

対象者に授業料充当分として年間40万円を４年間給費※１する制度です。
〇対象となる学科
機械工学科（航空宇宙学コース）、看護学科、管理栄養学科、臨床工学科

〇対象者選考基準（正規合格者に限る）
一般Ａ日程入試において、総合点70％の得点率および指定教科60％の得点率を目安としています（基準点（得点率）は当該選抜試験の
平均点により変動することがあります）。
なお、2022年度入試でのスカラシップ対象者数は70〜71ページをご覧ください。

〇結果通知方法
合格発表と同時にマイページにてお知らせします。
※１：�２年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位20％以内の成績を収めていることが必要です。�

この条件を満たせなかった場合には翌年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

授業料給費スカラシップ

選抜試験の成績優秀者が対象となるスカラシップ制度

優秀者入学手続き制度（入学手続きの特典）
優秀者入学手続きは、入学手続き締切日までに延納手続きを行うことにより、入学手続きに必要な入学金の納入を延納手続き
締切日（3月14日(火））まで延長して授業料等と一括納入できる制度です。この優秀者入学手続き制度は対象者のみ利用する
ことができます。
〇対象者選考基準（正規合格者に限る）
一般Ａ日程入試において、選抜試験の成績が優秀者入学手続き制度対象の基準点を満たした者。
基準点（得点率）の目安：総合点70％以上（基準点（得点率）は当該選抜試験の平均点により変動することがあります）

〇結果通知方法
合格発表と同時にマイページにてお知らせします。

試験日は1月30日(月)、1月31日(火)、2月1日(水)を出願時に自由に選ぶことができます。また、同じ学科（コース）を3日にわたって
3度受験することや、3日間で異なる学科（コース）を受験することも可能です。
※試験会場によって、実施日が異なります。詳しくは「� 9 試験場」で日程を確認してください。

1回の登録で複数日出願した場合は、検定料が割引になります。
検定料：１日（1回）：30,000円　　2日（2回）：40,000円　　3日（3回）：50,000円 

　全学部全学科（コース）

検定料割引制度

実施学部・学科

試験日自由選択制

一般A日程入試　　　　　　　試験日自由選択制
試験日は1月30日、1月31日、2月1日の3日間から自由に選択できる方式ですが、
3日間受験することも可能です（選考は1日ごとに行います）。試験会場は仙台から福岡まで設定します。
また、同一系統内であれば第１志望学科以外の選考も受けられる「系統別志望順位制」を実施します。
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（土）（日）祝日、12月28日〜1月5日は休業日です。
項　　目 日　　程 備　　考

インターネット出願登録期間 1月3日（火）〜1月25日（水）17時00分まで 検定料納入

出 願 書 類 提 出 期 間 1月3日（火）〜1月25日（水）〈消印有効〉 郵送のみ受付

選 抜 試 験 日 1月30日（月）、1月31日（火）、2月1日（水） 試験日自由選択制

合 格 発 表 日 2月10日（金）

入 学 手 続 き 締 切 日 2月21日（火）〈消印有効〉 郵送のみ受付

●�[延納制度]�：入学手続き締切日までに入学金を支払うことにより、授業料および大学委託徴収金の支払い期日を延長できる制度があります。詳細は47ページを
参照してください。

１回の登録で複数日（回）出願した場合の検定料は次のとおりです。（検定料割引制度適用）

１日（１回） 30,000円 ２日（２回）　 40,000円 ３日（３回） 50,000円

■�検定料は出願登録後72時間以内にお支払いください。72時間以内にお支払いが無かった場合、出願登録は無効（出願不成立）となり、
登録データは削除されます。ただし、インターネットでの登録を出願登録締切期限の72時間以内に行った場合は一律１月25日（水）17
時00分が期限となります。
　※検定料納入後の出願内容の変更は一切お受けできません。

選抜試験日程

検定料〈支払いは出願登録後72時間以内に〉

系統別志望順位制実施系統・学科 （スーパーサイエンス特別専攻を志望した場合、系統別志望順位制の適用はありません）
系　　統 学　　科（コース）

機械・自動車・ロボット 機械工学科（機械工学コース）、自動車システム開発工学科、�
ロボット・メカトロニクス学科

電気※1 電気電子情報工学科、ホームエレクトロニクス開発学科

化学・バイオ 応用化学科、応用バイオ科学科（応用バイオコース）、応用バイオ科学科（生命科学コース）

情報 情報工学科、情報ネットワーク・コミュニケーション学科、情報メディア学科

系統別志望順位制を実施しない学科 機械工学科（航空宇宙学コース）、看護学科、管理栄養学科、臨床工学科

※１：�ホームエレクトロニクス開発学科に出願する方で、系統別志望順位制を利用して電気電子情報工学科にも出願する場合、受験時の数学は範囲①を選択解答す
ること。

同一系統内であれば、第1志望学科に加えて他の志望学科（第2〜第3）に出願することが可能です。選考方法は第1志望学科が不合格
だった場合、第2志望以降の学科を志望順位順に合否判定を行います。ただし、工学部機械工学科（航空宇宙学コース）および健康医療
科学部看護学科、管理栄養学科、臨床工学科は、系統別志望順位制を実施しません（第１志望のみ）。学科ごとの出題科目（範囲）等は
24ページの 6 、7 で確認してください。

系統別志望順位制について（同一系統内であれば複数学科に出願可。異系統にまたがる出願は不可）

出願については40ページを参照してください。

出願について（インターネット出願）

提出書類については43〜44ページを参照してください。

提出書類について

1

2

3

4

5
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系 統 学 科 名 選 考 方 法

機械・自動車・�
ロボット

機械工学科 機械工学コース

英語または国語、数学、理科の３教科による選考。
英語と国語の両方を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。

自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科

電気
電気電子情報工学科
ホームエレクトロニクス開発学科

化学・バイオ

応用化学科 数学、英語、国語から２教科および理科の３教科による選考。
数学、英語、国語の３教科を受験した場合は高得点の２教科と理科で選考。

応用バイオ科学科
応用バイオコース

生命科学コース 英語または国語、数学、理科の３教科による選考。
英語と国語の両方を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。

情報
情報工学科

数学、英語、国語、理科のうち３教科による選考。
数学、英語、国語、理科の４教科を受験した場合は高得点の３教科で選考。情報ネットワーク・コミュニケーション学科

情報メディア学科

志望順位制なし
（第1志望のみ）

機械工学科 航空宇宙学コース 数学、英語、理科の３教科による選考。

看護学科

数学、理科、国語から２教科および英語の３教科と志望理由書※による選考。
数学、理科、国語の３教科を受験した場合は高得点の２教科と英語および志
望理由書※で選考。
※志望理由書：600字以上800字以内で作成。
（志望理由書の内容で著しく適性を欠く場合は筆記試験の結果にかかわらず不合
格にすることがある）

管理栄養学科 数学または国語、英語、理科の３教科による選考。
数学と国語の両方を受験した場合は高得点の教科と英語、理科で選考。

臨床工学科 英語または国語、数学、理科の３教科による選考。
英語と国語の両方を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。

〇各学科（コース）で定めている教科・科目を受験していない場合は選考対象外とします。
〇志望順位制により複数学科に出願する場合は、各出願学科（コース）の選考に必要な共通する教科・科目を受験する必要があります。

教 科 出 題 科目（範 囲） 試験時間 配 点 解答形式

数��学

機械工学科
電気電子情報工学科
自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科

範囲① 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
数学Ｂ（「数列」、「ベクトル」のみ）

80分 100点 記述

ホームエレクトロニクス開発学科
情報工学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報メディア学科
臨床工学科

受
験
時
に
選
択

範
囲
①

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
数学Ｂ（「数列」、「ベクトル」のみ）

範
囲
②

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

応用化学科
応用バイオ科学科
管理栄養学科

範囲② 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

看護学科 範囲③ 数学Ⅰ、数学Ａ

英��語 コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、
英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ 60分 100点

オール�
マーク理��科

受
験
時
に
選
択

物�理 物理基礎、物理�※看護学科は選択不可

60分 100点化�学 化学基礎、化学

生�物 生物基礎、生物�※機械工学科（航空宇宙学コース）および情報学部３学科は選択不可。

国��語 国語総合（現代文のみ）�　※機械工学科（航空宇宙学コース）は選抜試験の教科としない。 60分 100点

注）電気電子情報工学科またはホームエレクトロニクス開発学科を所属学科とするスーパーサイエンス特別専攻（電気電子特別専攻）受験者の数学の範囲は範囲①です。

選考方法

教科・科目・試験時間・配点・解答形式

6

7
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合格発表日 ： 2月10日（金） 
合格発表の詳細および入学手続きについては46〜48ページをご覧ください。

試 験 場 会 場 名
試 験 実 施日

1月30日 1月31日 2月1日

本学 神奈川工科大学 〇 〇 〇
仙台 ショーケー本館ビル 〇 〇 〇
郡山 駿優予備学校郡山校 〇 — —
水戸 早稲田予備校水戸校 〇 〇 〇
宇都宮 栃木県総合文化センター — 〇 〇
高崎 小野池學院 〇 〇 〇
東京 KPP八重洲ビル13F（AP東京八重洲） 〇 〇 〇
立川 立川商工会議所� 〇 〇 〇
横浜 ワークピア横浜 〇 〇 〇
新潟 代々木ゼミナール新潟校 〇 〇 〇
富山 ボルファートとやま� 〇 — —
甲府 甲斐大学予備校(北館) — 〇 〇
長野 信学会駿台提携長野予備学校 — 〇 〇
岡谷 テクノプラザおかや 〇 — —
静岡 静岡学園早慶セミナー 〇 〇 〇
沼津 コンベンションぬまづ（プラサヴェルデ4F） 〇 〇 〇
名古屋 タイムオフィス名古屋 〇 〇 〇
広島 JAビル 〇 — —
福岡 リファレンス大博多ビル — 〇 〇

※本学試験会場以外は収容人数に制限があります。
※試験会場への直接の問合せはご遠慮ください。試験会場に関する問合せは企画入学課（TEL�046-291-3000）までお願いします。

○：選抜試験を実施する　 ─：選抜試験を実施しない

教科 集合時刻［入室・着席] 試験時間 遅刻入室限度

数学 9時40分 10時00分〜11時20分（80分間） 10時50分

英語 12時05分 12時20分〜13時20分（60分間） 12時50分

理科 13時45分 14時00分〜15時00分（60分間） 14時30分

国語 15時20分 15時30分〜16時30分（60分間） 16時00分

＊出願学科の選考に必要な教科・科目を確認し受験してください。必要な教科の受験を終えた段階で終了することができます。
▼�入室開始時刻：8時40分（本学試験会場）。本学以外の試験会場では、入室開始時刻が異なるので、54〜56ページで確認してください。

選抜試験時間割（予定）

試験場（各会場へのアクセスについては52 〜 56ページ参照）

合格発表・入学手続きについて

8

9

10
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全ての学科（コース）に出願することができます。選考は学科（コース）ごとに行います。

1回の登録で複数学科に出願した場合は、2学科目からの検定料が不要になります。
検定料：１回の登録につき30,000円 

検定料割引制度

複数学科併願制

合格者全員に授業料充当分として年間60万円を４年間給費※１する制度です。ただし、スーパーサイエンス特別専攻を受講するに
は、授業料のほか受講料として年間15万円を納入していただきます。
このスーパーサイエンス特別専攻に出願するには、出願登録時に所属を希望する学科を登録し、その後に該当するスーパーサイエ
ンス特別専攻を登録します。なお、スーパーサイエンス特別専攻は「電気電子」「医生命科学」「ICT（情報通信技術）」「次世代自動
車」「ロボットクリエータ」「機械工学」といった先進性の高い６分野に焦点を合わせた特別な専攻です。
◆複数学科に出願しても、登録できるスーパーサイエンス特別専攻は一専攻のみです。

〇対象となる学科
29ページのスーパーサイエンス特別専攻（一般入試）1 実施専攻および所属学科でご確認ください。

〇対象者選考基準（正規合格者に限る）
一般Ｂ日程入試において、総合点70％の得点率および指定教科60％の得点率を目安としています（基準点（得点率）は当該選抜試験の
平均点により変動することがあります）。
なお、2022年度入試でのスカラシップ対象者数は70〜71ページをご覧ください。

〇結果通知方法
合格発表と同時にマイページにてお知らせします。
※１：��２年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位30％以内の成績を収めていることが必要です。この条件を満たせなかった場合には翌

年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

スーパーサイエンス特別専攻合格者のスカラシップ

選抜試験の成績優秀者が対象となるスカラシップ制度

一般B日程入試　　　　　　　　複数学科併願制
2学科以上に出願することが可能な「複数学科併願制」を実施します。
合否の判定は出願した学科（コース）ごとに行います。
試験会場は本学の他、東京・沼津に設定します。

（土）（日）祝日は休業日です。
項　　目 日　　程 備　　考

インターネット出願登録期間 2月3日(金) 〜2月21日(火)17時00分まで 検定料納入

出 願 書 類 提 出 期 間 2月3日(金) 〜2月21日(火)〈消印有効〉 郵送のみ受付

選 抜 試 験 日 2月25日(土)

合 格 発 表 日 3月3日(金)

入 学 手 続 き 締 切 日 3月10日(金)〈消印有効〉 郵送のみ受付

●�[延納制度]�：入学手続き締切日までに入学金を支払うことにより、授業料および大学委託徴収金の支払い期日を延長できる制度があります。詳細は47ページを
参照してください。

選抜試験日程

検定料：30,000円（1回の登録で複数学科に出願した場合は、2学科目からの検定料が不要です）
■�検定料は出願登録後72時間以内にお支払いください。72時間以内にお支払いが無かった場合、出願登録は無効（出願不成立）と

なり、登録データは削除されます。ただし、インターネットでの登録を出願登録締切期限の72時間以内に行った場合は一律2月
21日（火）17時00分が期限となります。
※検定料納入後の出願内容の変更は一切お受けできません。

検定料〈出願登録後72時間以内に納入〉

1

2

　全学部全学科（コース）

実施学部・学科
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学 科 名 選 考 方 法

機械工学科
機械工学コース 英語または国語、数学、理科の３教科による選考。

英語と国語の２教科を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。

航空宇宙学コース 英語、数学、理科の３教科による選考。

電気電子情報工学科 英語または国語、数学、理科の３教科による選考。
英語と国語の２教科を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。

応用化学科 数学または国語、英語、理科の３教科による選考。
数学と国語の２教科を受験した場合は高得点の教科と英語、理科で選考。

自動車システム開発工学科
英語または国語、数学、理科の３教科による選考。
英語と国語の２教科を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。ロボット・メカトロニクス学科

ホームエレクトロニクス開発学科

応用バイオ科学科
応用バイオコース 数学または国語、英語、理科の３教科による選考。

数学と国語の２教科を受験した場合は高得点の教科と英語、理科で選考。生命科学コース
情報工学科

数学、英語、国語、理科から３教科による選考。
数学、英語、国語、理科の４教科を受験した場合は高得点の３教科で選考。情報ネットワーク・コミュニケーション学科

情報メディア学科

看護学科

数学、理科、国語から２教科および英語の３教科と志望理由書※による選考。
数学、理科、国語の３教科を受験した場合は高得点の２教科と英語および志望理由書※で
選考。
※志望理由書：600字以上800字以内
（志望理由書の内容で著しく適性を欠く場合は筆記試験の結果にかかわらず不合格にすることが
ある）

管理栄養学科 数学または国語、英語、理科の３教科による選考。
数学と国語の２教科を受験した場合は高得点の教科と英語、理科で選考。

臨床工学科 英語または国語、数学、理科の３教科による選考。
英語と国語の２教科を受験した場合は高得点の教科と数学、理科で選考。

〇各学科（コース）で定めている教科・科目を受験していない場合は選考対象外とします。
〇�複数学科併願の場合、選考対象となる教科・科目の受験が必要です。対象外の教科・科目を受験した場合、対象外の教科・科目の得
点は合否判定時の合計得点に算入されません。

出願については40ページを参照してください。

出願について（インターネット出願）

選考方法5

3

提出書類については43〜44ページを参照してください。

提出書類について4
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教科 集合時刻[入室・着席] 試験時間 遅刻入室限度

数学 9時40分 10時00分〜11時20分（80分間） 10時50分

英語 12時05分 12時20分〜13時20分（60分間） 12時50分

理科 13時45分 14時00分〜15時00分（60分間） 14時30分

国語 15時20分 15時30分〜16時30分（60分間） 16時00分

＊出願学科の選考に必要な教科・科目を確認し受験してください。必要な教科の受験を終えた段階で終了することができます。
▼�入室開始時刻：8時40分（本学試験会場）。本学以外の試験会場では、入室開始時刻が異なるので、56ページで確認してください。

試 験 場 会 場 名

本学 神奈川工科大学

東京 KPP八重洲ビル13F（AP東京八重洲）

沼津 コンベンションぬまづ（プラサヴェルデ4F）

※本学試験会場以外は収容人数に制限があります。
※試験会場への直接の問合せはご遠慮ください。試験会場に関する問合せは企画入学課（TEL046-291-3000）までお願いします。

合格発表日 ： 3月3日（金） 
合格発表の詳細および入学手続きについては46〜48ページを参照してください。

選抜試験時間割（予定）

試験場（各会場へのアクセスは52、56ページ参照）

合格発表・入学手続きについて

7

8

9

教 科 出 題 科目（ 範 囲） 試験時間 配 点 解答形式

数��学

機械工学科
自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科

範囲① 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
数学Ｂ（「数列」、「ベクトル」のみ）

80分 100点 記述

電気電子情報工学科
ホームエレクトロニクス開発学科
情報工学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報メディア学科
臨床工学科

受
験
時
に
選
択

範
囲
①

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
数学Ｂ（「数列」、「ベクトル」のみ）

範
囲
②

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

応用化学科
応用バイオ科学科
管理栄養学科

範囲② 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

看護学科 範囲③ 数学Ⅰ、数学Ａ

英��語 コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、
英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ 60分 100点

オール�
マーク理��科

受
験
時
に
選
択

物�理 物理基礎、物理�※看護学科は選択不可

60分 100点化�学 化学基礎、化学�※機械工学科（航空宇宙学コース）は選択不可

生�物 生物基礎、生物�※機械工学科および情報学部３学科は選択不可

国��語 国語総合（現代文のみ）�　※機械工学科（航空宇宙学コース）は選抜試験の教科としない 60分 100点
注）�電気電子情報工学科またはホームエレクトロニクス開発学科を所属学科とするスーパーサイエンス特別専攻（電気電子特別専攻）受験者は数学受験時に範囲①か範
囲②のどちらかを選択解答してください。

複数学部・学科（コース）を併願する場合には、出願学科（コース）の選考に必要な教科・科目を確認し受験してください。

教科・科目・試験時間・配点・解答形式6
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合格者全員（正規合格者に限る）に授業料充当分として年間６０万円を４年間給費※１する制度です。ただし、スーパーサイエ
ンス特別専攻を受講するには、授業料のほか受講料として年間１５万円を納入していただきます。
このスーパーサイエンス特別専攻に出願するには、出願登録時に所属を希望する学科を登録し、その後に該当するスーパーサ
イエンス特別専攻を登録します。
注１）一般A日程入試でスーパーサイエンス特別専攻を登録すると、系統別志望順位制は利用できなくなります。（第１志望学科のみの出願となります）

注2）一般B日程入試で複数学科に出願しても、登録できるスーパーサイエンス特別専攻は１専攻のみです。

※１：��２年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位３０％以内の成績を収めていることが必要です。�
この条件を満たせなかった場合には翌年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

授業料給費スカラシップ

スーパーサイエンス特別専攻（一般入試）のスカラシップ

スーパーサイエンス特別専攻　　　　　一般入試
スーパーサイエンス特別専攻は、特別な教育プログラムで先進性の高い知識と理解を有し創造性に富んだ
次世代の研究者・技術者の育成をめざしています。

専 攻名 教 科・選 考 方 法

機械工学特別専攻

英語、数学、理科の３教科による選考。ただし、理科は「物理」のみとする。
電気電子特別専攻※

次世代自動車開発特別専攻

ロボットクリエータ特別専攻

医生命科学特別専攻 数学または国語、英語、理科の３教科による選考。
数学と国語の2教科を受験した場合は高得点の教科と英語、理科で選考。

ICTスペシャリスト特別専攻
数学、理科、国語から２教科および英語の３教科による選考。
数学、理科、国語の３教科受験した場合は高得点の２教科と英語で選考。
ただし、理科は「生物」を選択解答できないものとする。

※電気電子特別専攻における数学の出題範囲は一般Ａ日程と一般Ｂ日程で異なるので注意してください。
　�一般Ａ日程入試：24ページ� 7 �教科・科目・試験時間・配点・解答形式、一般Ｂ日程入試：28ページ� 6 �教科・科目・試験時間・配点・解答形式の欄外の注意書
きを参照してください。

機械工学特別専攻 � 機械工学科（機械工学コース）への入学が必要
電気電子特別専攻 � 電気電子情報工学科、ホームエレクトロニクス開発学科いずれかへの入学が必要
次世代自動車開発特別専攻 � 自動車システム開発工学科への入学が必要
ロボットクリエータ特別専攻 � ロボット・メカトロニクス学科への入学が必要
医生命科学特別専攻 � 応用化学科、応用バイオ科学科いずれかへの入学が必要
ICTスペシャリスト特別専攻 � 情報工学科、情報ネットワーク・コミュニケーション学科、情報メディア学科いずれかへの入学が必要

優秀者入学手続き制度（一般Ａ日程入試のみ対象）
優秀者入学手続きは、入学手続き締切日までに延納手続きを行うことにより、入学手続きに必要な入学金の納入を延納手続き
締切日（３月１4日（火））まで延長して授業料等と一括納入できる制度です。この優秀者入学手続き制度は対象者（正規合格者
に限る）のみ利用することができます。なお、詳細は48ページを参照してください。

実施専攻および所属学科（入学後は、特別専攻のカリキュラムとなります）

教科および選考方法

1
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スーパーサイエンス特別専攻を出願する際は、第一志望学科に対応する専攻に出願する必要があります。合否選考は、第一志望
学科合格者の中から特別専攻の合格基準を満たした志願者に対して行うため志望学科と特別専攻の選考結果が異なることがあり
ます。

■�選抜試験日程、検定料、教科・科目等、試験時間、合格発表については、出願する選抜試験（一般Ａ日程入試22〜25ページ、一
般Ｂ日程入試�26〜28ページ）の該当項目を参照してください。
■�出願については、40ページを参照してください。
■�提出書類については、43〜44ページを参照してください。
■�試験場については、52〜56ページを確認してください。

受験等について

選抜について4

3
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K a n a g a w a  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y

一般選抜
（共通テスト方式）

※詳細は、本学ホームページ（https://www.kait.jp/）の入試案内ページを参照してください。

共通テスト方式入試の出願資格
下記のいずれかに該当する者。
（１）�高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を2023年3月に卒業見込みの者、または高等学校（中等

教育学校の後期課程を含む）を卒業している者。
（2）�通常の課程による１2年の学校教育を修了した者および2023年3月修了見込みの者。
（3）�学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第１１号）第１50条の規定により、高等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および2023年3月3１日までにこれに該当する見込みの者。
  ①�外国において学校教育における１2年の課程を修了した者および2023年3月3１日までに修了見込み

の者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣が指定した者。
  ②�文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定、または指定

した在外教育施設の当該課程を修了した者、または2023年3月3１日までに修了見込みの者。
  ③�専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。または
2023年3月3１日までに修了見込みの者。

  ④文部科学大臣が指定した者。
  ⑤�高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者および2023年3月3１

日までに合格の見込みの者で、2023年3月3１日までに満１8歳に達する者（大学入学資格検定に合
格した者を含む）。

  ⑥�学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって当該者をその後に入学させる大学
において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者で2023年3月3１日までに
満１8歳に達する者。

  ⑦�本学において、個別の入学資格審査※により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で、満１8歳に達した者。または2023年3月3１日までに満１8歳に達する者。

• 共通テスト方式Ａ日程入試〈複数学科併願制〉
• 共通テスト方式Ｂ日程入試〈複数学科併願制〉
• 共通テスト方式Ｃ日程入試〈複数学科併願制〉
• スーパーサイエンス特別専攻（共通テスト方式A・B・C日程入試）
• 共通テスト方式グループディスカッション入試〈複数学科併願制〉
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優秀者入学手続き制度（入学手続きの特典）（A日程入試合格者のみ対象）
優秀者入学手続きは、入学手続き締切日までに延納手続きを行うことにより、入学手続きに必要な入学金の納入を延納手続き
締切日(3月14日(火))まで延長して授業料等と一括納入できる制度です。この優秀者入学手続き制度は対象者のみ利用するこ
とができます。
〇対象者選考基準（正規合格者に限る）
共通テスト方式Ａ日程入試において、選抜試験の成績が優秀者入学手続き制度対象の基準点を満たした者。
基準点（得点率）の目安：総合点70％以上（基準点（得点率）は当該選抜試験の平均点によって変動することがあります）

〇結果通知方法
合格発表と同時にマイページにてお知らせします。

全ての学科（コース）に出願することができます。選考は学科（コース）ごとに行いますので、１人で複数学科（コース）に同時に合格
となる場合があります。

1回の登録で複数学科に出願した場合は、2学科目からの検定料が不要になります。
検定料：１回の登録につき15,000円 

検定料割引制度

複数学科併願制

対象者に授業料充当分として年間40万円を４年間給費※１する制度です。
〇対象となる学科
機械工学科（航空宇宙学コース）、看護学科、管理栄養学科、臨床工学科

〇対象者選考基準（正規合格者に限る）
共通テスト方式入試において、総合点70％の得点率および指定教科60％の得点率を目安としています（基準点（得点率）は当該選抜試
験の平均点により変動することがあります）。
なお、2022年度入試でのスカラシップ対象者数は70〜71ページをご覧ください。

〇結果通知方法
合格者発表と同時にマイページにてお知らせします。
※１：�２年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位20％以内の成績を収めていることが必要です。�

この条件を満たせなかった場合には翌年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

授業料給費スカラシップ（A日程、B日程、C日程入試合格者対象）

選抜試験の成績優秀者が対象となるスカラシップ制度

合格者全員に授業料充当分として年間60万円を４年間給費※2する制度です。ただし、スーパーサイエンス特別専攻を受講するに
は、授業料のほか受講料として年間15万円を納入していただきます。
このスーパーサイエンス特別専攻に出願するには、出願登録時に所属を希望する学科を登録し、その後に該当するスーパーサイ
エンス特別専攻を登録します。なお、スーパーサイエンス特別専攻は「電気電子」「医生命科学」「ICT（情報通信技術）」「次世代
自動車」「ロボットクリエータ」「機械工学」といった先進性の高い６分野に焦点を合わせた特別な専攻です。
◆複数学科に出願しても、登録できるスーパーサイエンス特別専攻は1専攻のみです。

〇対象となる学科
35ページのスーパーサイエンス特別専攻（共通テスト方式）1 実施専攻および所属学科でご確認ください。

〇対象者選考基準（正規合格者に限る）
共通テスト方式入試において、総合点70％の得点率および指定教科60％の得点率を目安としています（基準点（得点率）は当該選抜試
験の平均点により変動することがあります）。
なお、2022年度入試でのスカラシップ対象者数は70〜71ページをご覧ください。

〇結果通知方法
合格発表と同時にマイページにてお知らせします。
※2：�２年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位30％以内の成績を収めていることが必要です。�

この条件を満たせなかった場合には翌年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

スーパーサイエンス特別専攻合格者のスカラシップ（A日程、B日程、C日程入試合格者対象）

共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試　　　　　　　複数学科併願制
令和5年度大学入学共通テストを利用する方式で、本学独自の試験は実施しません。
全学科（コース）に出願することが可能です。

　全学部全学科（コース）

実施学部・学科
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【A 日程】
項　　目 日　　程 備　　考

インターネット出願期間 1月3日(火) 〜2月2日(木)17時00分まで 検定料納入
出 願 書 類 提 出 期 間 1月3日(火) 〜2月2日(木)〈消印有効〉 郵送のみ受付
選 抜 試 験 令和５年度大学入学共通テストのみで本学独自の試験は実施しない
合 格 発 表 日 2月10日(金)
入 学 手 続 き 締 切 日 2月21日(火)〈消印有効〉 郵送のみ受付

【B 日程】
項　　目 日　　程 備　　考

インターネット出願期間 2月3日(金) 〜2月24日(金)17時00分まで 検定料納入
出 願 書 類 提 出 期 間 2月3日(金) 〜2月24日(金)〈消印有効〉 郵送のみ受付
選 抜 試 験 令和５年度大学入学共通テストのみで本学独自の試験は実施しない
合 格 発 表 日 3月3日(金)
入 学 手 続 き 締 切 日 3月10日(金)〈消印有効〉 郵送のみ受付

【C 日程】
項　　目 日　　程 備　　考

インターネット出願期間 2月26日(日) 〜3月10日(金)15時00分まで 検定料納入
出 願 書 類 提 出 期 間 2月26日(日) 〜3月10日(金)〈消印有効〉 郵送のみ受付
選 抜 試 験 令和５年度大学入学共通テストのみで本学独自の試験は実施しない
合 格 発 表 日 3月16日(木)
入 学 手 続 き 締 切 日 3月22日(水)〈消印有効〉 郵送のみ受付

選抜試験日程1

■A・B・C日程共通
　検定料：15,000円（1回の登録で複数学科に出願した場合は、2学科目からの検定料は不要です）
■�検定料は出願登録後72時間以内にお支払いください。72時間以内にお支払いが無かった場合、出願登録は無効（出願不成立）

となり、登録データは削除されます。ただし、インターネットでの登録を出願登録締切期限の72時間以内に行った場合の締切
期限は次の通りです。Ａ日程2月2日(木)17時00分まで、Ｂ日程2月24日(金)17時00分まで、Ｃ日程3月10日(金)15時00分まで。
※検定料納入後の出願内容の変更は一切お受けできません。

検定料〈検定料割引制度適用〉2

■A・B・C日程共通
出願については40ページを参照してください。

出願について（インターネット出願）3

（土）（日）祝日、12月28日〜1月5日は休業日です。

●�[延納制度]�：入学手続き締切日までに入学金を支払うことにより、授業料および大学委託徴収金の支払い期日を延長できる制度があります（但し、C日程入試に
適用はありません）。詳細は47ページを参照してください。

■A・B・C日程共通
提出書類については43〜44ページを参照してください。

提出書類について4
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■A・B・C日程共通
合格発表日 ： A日程入試 2月10日（金）、B日程入試 3月3日（金）、C日程入試 3月16日（木）
合格発表の詳細および入学手続きについては46〜48ページを参照してください。

合格発表・入学手続きについて

学 部 名 学 科 名（コース） 選 考 方 法

工学部

機械工学科（機械工学コース）

令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科、国語から３教科３科
目の総合点により選考。数学、理科でそれぞれ２科目受験した場合は、高
得点の科目を使用。４教科受験した場合は、高得点の３教科３科目で選考。
理科は「物理」「化学」「生物」から選択。

機械工学科（航空宇宙学コース）
令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科の３教科３科目の
総合点により選考。数学で２科目受験した場合は、高得点の科目を使用。
理科は「物理」を選択。

電気電子情報工学科

令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科、国語から３教科３
科目の総合点により選考。数学、理科でそれぞれ２科目受験した場合は、
高得点の科目を使用。４教科受験した場合は、高得点の３教科３科目で選
考。理科は「物理」「化学」「生物」から選択。

応用化学科

創造工学部
自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科
ホームエレクトロニクス開発学科

応用バイオ科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース）

応用バイオ科学科（生命科学コース）
令和5年度大学入学共通テストの数学、理科および外国語または国語から
３教科３科目の総合点により選考。外国語と国語の両方を受験した場合
は、高得点の教科を使用。数学、理科でそれぞれ２科目受験した場合は、
高得点の科目を使用。

情報学部
情報工学科 令和5年度大学入学共通テストの数学、外国語、理科、国語から３教科３

科目の総合点により選考。数学、理科でそれぞれ２科目受験した場合は、
高得点の科目を使用。４教科受験した場合は、高得点の３教科３科目で選
考。理科は「物理」「化学」から選択。

情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報メディア学科

健康医療科学部

看護学科

令和5年度大学入学共通テストの数学、理科、国語から２教科２科目と外
国語の３教科３科目の総合点と志望理由書※により選考。数学、理科、国
語の３教科を受験した場合は、高得点の２教科と外国語の３教科３科目の
総合点と志望理由書※により選考。数学で2科目、理科で2科目以上受験し
た場合は、高得点の科目を使用。理科は「化学」、「生物」から１科目または「化
学基礎」と「生物基礎」の２科目を理科１科目とみなして選択する。
※志望理由書：600字以上800字以内
（志望理由書の内容で著しく適性を欠く場合は筆記試験の結果にかかわらず不合格にすること
がある）

管理栄養学科
令和5年度大学入学共通テストの数学または国語、外国語、理科の３教科
３科目の総合点により選考。数学と国語を受験した場合は、高得点の教科
を使用。数学、理科でそれぞれ２科目受験した場合は、高得点の科目を使
用。理科は「物理」、「化学」、「生物」から１科目を選択。

臨床工学科
令和5年度大学入学共通テストの外国語または国語、数学、理科の３教科
３科目の総合点により選考。外国語と国語を受験した場合は、高得点の教
科を使用。数学、理科でそれぞれ２科目受験した場合は、高得点の科目を
使用。理科は「物理」、「化学」、「生物」から１科目を選択。

■A・B・C日程共通
〇各学科（コース）で定めている教科・科目を受験していない場合は選考対象外とします。
〇�複数学科併願の場合、選考対象となる教科・科目を令和5年度大学入学共通テストで受験してください。対象外の教科・科目は合否
判定時の合計得点に算入されません。

選考方法5

■A・B・C日程共通
『　』で記載された科目は2つの科目を総合したもの、または2つ以上の科目に共通する内容を盛り込んだ出題科目

教　科 科　目 配　点

数　学 「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 100点

外国語 「英語」※1 100点

理　科
「物理」、「化学基礎」※2、「化学」、「生物基礎」※2、「生物」�
ただし、情報学部3学科は「物理」、「化学」から1科目を選択解答すること。�
また、看護学科は「物理」を選択解答することはできない。

100点

国　語 『国語』（近代以降の文章）�
ただし、機械工学科（航空宇宙学コース）は選抜試験の教科としない。 100点

※１：リーディングまたはリーディング+リスニング。リーディング+リスニングの場合はリーディング（大学入学共通テストにおける配点100点満点）は80点満点に、
リスニング（大学入学共通テストにおける配点100点満点）は20点満点の合計100点満点になるように換算します。
大学入学共通テストにおいてリーディング+リスニングを受験した場合は必ずリーディング+リスニングの得点が使用されます。

※2：看護学科のみ「化学基礎」と「生物基礎」の２科目を理科１科目とみなし選択することができます。なお、「化学基礎」と「生物基礎」は看護学科のみ選抜
試験の科目とします。

教科・科目・配点6

7
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合格者全員（正規合格者に限る）に授業料充当分として年間６０万円を４年間給費※１する制度です。ただし、スーパーサイエ
ンス特別専攻を受講するには、授業料のほか受講料として年間15万円を納入していただきます。
このスーパーサイエンス特別専攻に出願するには、志望学科に対応する専攻に出願する必要があります。合否選考は、志望学
科の合格者の中から対応する特別専攻の合格基準を満たした志願者に対して行い結果を通知します。
◆複数のスーパーサイエンス特別専攻に出願することはできません。

※１：��2年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位30％以内の成績を収めていることが必要です。この条件を満たせなかった場合には翌
年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

授業料給費スカラシップ

スーパーサイエンス特別専攻（共通テスト方式 A・B・C 日程入試）のスカラシップ

機械工学特別専攻 � 機械工学科（機械工学コース）への入学が必要
電気電子特別専攻 � 電気電子情報工学科、ホームエレクトロニクス開発学科いずれかへの入学が必要
次世代自動車開発特別専攻 � 自動車システム開発工学科への入学が必要
ロボットクリエータ特別専攻 � ロボット・メカトロニクス学科への入学が必要
医生命科学特別専攻 � 応用化学科、応用バイオ科学科いずれかへの入学が必要
ICTスペシャリスト特別専攻 � 情報工学科、情報ネットワーク・コミュニケーション学科、情報メディア学科いずれかへの入学が必要

優秀者入学手続き制度（共通テスト方式Ａ日程入試のみ対象）
優秀者入学手続きは、入学手続き締切日までに延納手続きを行うことにより、入学手続きに必要な入学金の納入を延納手続き
締切日（3月14日（火））まで延長して授業料等と一括納入できる制度です。この優秀者入学手続き制度は対象者（正規合格者
に限る）のみ利用することができます。なお、詳細は48ページを参照してください。

スーパーサイエンス特別専攻 　　　　　共通テスト方式A・B・C日程入試
スーパーサイエンス特別専攻は、特別な教育プログラムで先進性の高い知識と理解を有し創造性に富んだ
次世代の研究者・技術者の育成をめざしています。

実施専攻および所属学科（入学後は、特別専攻のカリキュラムとなります）

教科および選考方法

1

2
専 攻名 教 科・選 考 方 法

機械工学特別専攻

数学、外国語、理科の３教科３科目の総合点により選考。ただし、数学で２科目受験した場合は、高
得点の科目を使用。理科は「物理」に限る。

電気電子特別専攻

次世代自動車開発特別専攻

ロボットクリエータ特別専攻

医生命科学特別専攻 数学、外国語、理科の３教科３科目の総合点により選考。数学と理科でそれぞれ２科目受験した場
合は、高得点の科目を使用。理科は「物理」、「化学」、「生物」より選択。

ICTスペシャリスト特別専攻 数学、外国語、理科の３教科３科目の総合点により選考。数学と理科でそれぞれ２科目受験した場
合は、高得点の科目を使用。理科は「物理」、「化学」より選択。
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スーパーサイエンス特別専攻を出願する際は、志望学科に対応する専攻に出願する必要があります。合否選考は、志望学科合格
者の中から特別専攻の合格基準を満たした志願者に対して行うため志望学科と特別専攻の選考結果が異なることがあります。

■�選抜試験日程、検定料、教科・科目等、合格発表については、32〜34ページの該当項目を参照してください。
■出願については、40ページを参照してください。
■�提出書類については、43〜44ページを参照してください。

受験等について

選抜について

3

4
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共通テスト方式 グループディスカッション入試 　　　　　複数学科併願制
令和5年度大学入学共通テストとグループディスカッションまたは面接により選考します。
全学科（コース）に出願することが可能です。

全ての学科（コース）に出願することができます。選考は学科（コース）ごとに行いますので、１人で複数学科（コース）に同時に合格
となる場合があります。

1回の登録で複数学科に出願した場合は、2学科目からの検定料が不要になります。
検定料：１回の登録につき30,000円

31ページの「共通テスト方式入試の出願資格」に加え、文部科学省が定義する英語4技能のＣＥＦＲ換算で
Ｂ１以上の級またはスコア（38ページ参照）を取得している者。

検定料割引制度

出 願 要 件

複数学科併願制

（土）（日）祝日は休業です。
項　　目 日　　程 備　　考

インターネット出願期間 2月26日（日）〜3月1日（水）15時00分まで 検定料納入
出 願 書 類 提 出 期 間 2月26日（日）〜3月1日（水）〈消印有効〉 郵送のみ受付
グループディスカッション 3月10日（金）
合 格 発 表 日 3月16日（木）
入 学 手 続 き 締 切 日 3月22日（水）〈消印有効〉 郵送のみ受付

選抜試験日程1

検定料：30,000円（1回の登録で複数学科に出願した場合は、2学科目からの検定料は不要です）
■�検定料は出願登録後72時間以内にお支払いください。72時間以内にお支払いが無かった場合、出願登録は無効（出願不成立）

となり、登録データは削除されます。ただし、インターネットでの登録を出願登録締切期限の72時間以内に行った場合は一律
3月1日（水）15時00分が期限となります。
※検定料納入後の出願内容の変更は一切お受けできません。

検定料〈検定料割引制度適用〉2

出願については40ページを参照してください。

出願について（インターネット出願）3

提出書類については43〜44ページを参照してください。

提出書類について4

　全学部全学科（コース）

実施学部・学科
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教　科 科　目 配　 点

数　学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』から１科目、「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』から１科目 200点

外国語 「英語」（100点満点）または「英語」+リスニング（80：20の配点割合で100点満点に換算） 100点

理　科

機械工学科：「物理」および「化学」または「生物」から１科目の合計2科目を選択

200点看護学科：（「化学基礎」+「生物基礎」）※3、「化学」、「生物」から合計2科目を選択

その他の学科は「物理」「化学」「生物」から合計２科目を選択

国　語 『国語』（近代以降の文章） 100点

地理歴史・公民 世界史Ａ、日本史Ａ、地理Ａ、世界史Ｂ、日本史Ｂ、地理Ｂ、現代社会、倫理、政経、倫理政経
から１科目 100点

『　』内記載のものは、2つの科目を総合したもの、または2つ以上の科目に共通する内容を盛り込んだ出題科目。
※3：「化学基礎」と「生物基礎」を併せて1科目とする。

入試教科・科目・配点6

令和５年度大学入学共通テストの各学科で課す教科・科目の総合点およびグループディスカッション（または面接）による得点の総合点。
なお、各学科（コース）で定めている教科・科目を受験していない場合は選考対象外とします。

〇工学部、創造工学部、応用バイオ科学部、情報学部、健康医療科学部（管理栄養学科、臨床工学科）
　令和５年度大学入学共通テスト：数学、理科、外国語、国語、社会から5教科7科目の総合点。
　なお、理科は「物理」「化学」「生物」から2科目を選択。

〇健康医療科学部（看護学科）
　�令和5年度大学入学共通テスト：数学、理科、外国語、国語、社会から5教科7科目の総合点と志望理由書（600字〜800字以内）。
　なお、理科は「化学」「生物」（「化学基礎」+「生物基礎」）※１から2科目を選択。
※１�「化学基礎」と「生物基礎」は併せて１科目とする。

選考方法5

評 価 項目 配 点割 合 特 記 事 項

大学入学共通テスト�
および志望理由書（看護学科のみ）

80% 大学入学共通テストの結果および志望理由書（看護学科のみ）から「知識・技能」「思考力・
判断力・表現力」を評価する。

グループディスカッション�
（または面接）※2

20%

調査書の記載内容およびグループディスカッション（または面接）※２を通じて「知識・
技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を評価する。
〇グループディスカッション（または面接）※２は、課題文を読み各自の意見を小論文
にまとめたものに基づいて行う。なお、小論文も評価対象とする。

※2�志願者がグループディスカッションを行う人数に満たなかった場合は面接を行う。

英語外部
資格試験

実用英語技能検定
S-CBT(CBT)を含む TEAP TEAP

CBT IELTS TOEFL
iBT

TOEIC
L&R+S&W

GTEC
CBT

ケンブリッジ
英語検定

級・
スコア

２級（1950）
以上

225
以上

420
以上

4.0
以上

42
以上

1150
以上

960
以上

140
以上

※各検定のスコアは４技能のものとする。
※GTECは、OFFICIAL�SCOREの成績を有効とする。アセスメント版は対象外とする。
※TOEICのスコアはS&W(話す､書く)のスコアを2.5倍にしてL&R(聞く､読む)と合算したスコアとする。
※級・スコア表の提出は原本の写し（A4サイズ）とする。

■文部科学省が定義する英語４技能のＣＥＦＲ換算でＢ１以上の級およびスコア
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　１. インターネット出願登録期間・出願書類提出期間・検定料納入期限　
　2. インターネット出願登録手順　
　3. 検定料納入方法　
　4. 提出書類　
　5. 受験票（Web受験票）　
　6. 一般A・Ｂ日程入試受験に際しての注意（不正行為について）
　7. 合格発表
　8. 入学手続き締切日・延納手続き締切日　
　9. 選抜試験の成績優秀者が対象となるスカラシップ制度　
１0. 追加合格（一般選抜のみ対象）
１１. 2023年度学生納入金　
１2. 選抜試験成績の情報開示（一般選抜のみ）
１3. 授業料等の返還（入学金を除く）
１4. 試験会場のご案内

各種手続き等について

K a n a g a w a  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y
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選 抜 試 験 インターネット登録期間 出願書類提出期間 検定料納入期限

併願２科目方式 11月22日（火）～12月2日（金）�
15時00分まで

11月22日（火）～12月2日（金）�
〈消印有効〉 12月2日（金）15時00分まで

一般Ａ日程入試 1月3日（火）～1月25日（水）�
17時00分まで

1月3日（火）～1月25日（水）�
〈消印有効〉 1月25日（水）17時00分まで

一般Ｂ日程入試 2月3日（金）～2月21日（火）�
17時00分まで

2月3日（金）～2月21日（火）�
〈消印有効〉 2月21日（火）17時00分まで

共通テスト方式Ａ日程入試 1月3日（火）～2月2日（木）�
17時00分まで

1月3日（火）～2月2日（木）�
〈消印有効〉 2月2日（木）17時00分まで

共通テスト方式Ｂ日程入試 2月3日（金）～2月24日（金）�
17時00分まで

2月3日（金）～2月24日（金）�
〈消印有効〉 2月24日（金）17時00分まで

共通テスト方式Ｃ日程入試 2月26日（日）～3月10日（金）�
15時00分まで

2月26日（日）～3月10日（金）�
〈消印有効〉 3月10日（金）15時00分まで

共通テスト方式�
グループディスカッション入試

2月26日（日）～3月1日（水）�
15時00分まで

2月26日（日）～3月1日（水）�
〈消印有効〉 3月1日（水）15時00分まで

＊検定料納入について、金融機関やコンビニエンスストアによって払込み可能時間が異なる場合があるので、事前に確認の上、期限までに払い込みを行ってください。
＊Pay-easy（ペイジー）を利用する場合、金融機関によって対応状況がそれぞれ異なりますので、事前に確認してください。
＊出願登録および検定料の納入を期限時刻までに行ってください。検定料の入金が確認されない場合は出願が認められません。
＊コンビニ支払いを取り扱うコンビニエンスストアは42ページで確認してください。

インターネット出願登録期間・出願書類提出期間・検定料納入期限

インターネット出願登録手順

1

2

Step 1 ホームページにアクセス（ h t t p s : / / w w w . k a i t . j p ）
神奈川工科大学のホームページから、インターネット出願のバナーをクリックしてください。
「神奈川工科大学インターネット出願」の画面から、画面の指示に従い、インターネット出願を初めて行う方は「初めて
出願の方」、２回目以降の方は「マイページログイン」をクリックし、画面の指示に従い出願登録を進めてください。

Step 2 出願情報の登録
「出願する」画面から自分が出願する入試種別と出願登録期間を確認の上、受付中をクリックする。
●一般Ａ日程入試
「出願内容選択」画面から受験する日付をクリックする。次に第1志望学科をプルダウンメニューから選ぶ（第２志
望学科、第3志望学科がある場合は同様にプルダウンメニューから選ぶ）。次にスーパーサイエンス特別専攻を希
望する場合は、第１志望学科に対応するスーパーサイエンス特別専攻をプルダウンメニューから選ぶ（スーパーサ
イエンス特別専攻を選んだ場合、第2志望学科、第３志望学科は選べません）。最後に受験する会場をプルダウンメ
ニューから選ぶ。
他の日付でも出願する場合は受験する日付をクリックし、上記の手順で出願登録を行う。
出願情報の登録が完了したら「進む」をクリックする。

●併願２科目方式、一般Ｂ日程入試、共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試、グループディスカッション入試
「出願内容選択」画面から出願する学科の□をクリックして✓を入れる。併願２科目方式以外は複数学科併願制のため、
出願する全ての学科の□をクリックして✓を入れる。一般Ｂ日程入試および共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試への出
願者でスーパーサイエンス専攻を希望する者は、スーパーサイエンス特別専攻を選択する（複数学科に出願登録しても
スーパーサイエンス特別専攻は１つの専攻しか選べません）。共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試およびグループディス
カッション入試で受験する方は必ず大学入学共通テストの成績請求票番号を入力すること。
出願情報の登録が完了したら、「進む」をクリックする。

始めに インターネット出願サイトでユーザー登録が必要になります。登録したメールアドレスとログインＩＤが必
要となるので、お手元に控えておいてください。また、迷惑メール対策で受信メールを制限していると、こち
らからの確認メールが届かない場合があるので、メールの受信拒否を解除するか、@eraku-p.jpのドメイン
を有効にしてください。

重 要

Step 3 出願内容の確認
「出願内容確認」の画面から、出願内容および検定料のお支払い金額と支払い可能窓口を確認し「進む」をクリックする。

Step 4 出身学校の選択
「出身学校の選択」画面から、画面の指示に従い出身学校を選択し「進む」をクリックする。

Step 5 個人情報の入力
「個人情報入力」画面から、画面の指示に従い「志願者情報」、「志願者住所・連絡先」、「出身高等学校情報」を入力し、最後
に「メールアドレスの設定」を行い「進む」をクリックする。
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［インターネット出願の注意事項］

■�個人情報の入力の際、使用できる文字の種類や、文字数の制限により、登録できない場合があります。その場合は、類似
した文字（漢字やカナ）や簡略化した文字で入力してください。

■�入学検定料の納入後は学部・学科、試験場などの出願内容を変更することはできません。検定料納入の際は登録内容を再度確認し
てください。

■出願に関する問合せは、原則として志願者本人が行ってください。

出願完了

Step 8 検定料の支払いおよび入学志願票・宛名ラベルの印刷
検定料は出願登録後72時間以内にお支払いください。72時間以内にお支払いが無かった場合、出願登録は無効（出願不成
立）となり、登録データは削除されます。ただし、インターネットでの登録を出願登録締切期限の72時間以内に行った場合
の締切日時は各入試方式の出願登録締切期限となります。

●Step7でコンビニエンスストアおよびペイジー（ATM）払いを選んだ場合
「検定料の支払い　→　これからの手順」画面から、画面の指示に従い検定料をお支払いください。
入金の確認が取れると「支払い完了通知」のメールが届くので、マイページにログインして入学志願票・宛名ラベルを印
刷してください。
●Step7でクレジットカード払いを選んだ場合
「出願登録・支払いの完了　→　これからの手順」画面から内容を確認し、「登録受付のお知らせ」のメールが届くので、
マイページにログインして入学志願票・宛名ラベルを印刷してください。

Step 9 出願書類の送付（44ページ「提出書類の組合せ」参照）
Step8で印刷した宛名ラベルを各自で用意した封筒（角型２号）の表面に貼付し出願書類を封入後、郵便局から
必ず速達・簡易書留にて神奈川工科大学企画入学課まで送付してください。

●出願書類送付先：〒243-0292　神奈川県厚木市下荻野1030　神奈川工科大学　企画入学課

Step 6 写真の登録
「写真の登録」画面から、画面の指示に従い顔写真を登録してください。また、顔写真は上半身・脱帽・正面向きで出願前
３カ月以内に撮影したものを使用してください。なお、写真画像の解像度は2,200万画素以下で、JPEG（拡張子「.jpg」
「.jpeg」）かPNG（拡張子「.png」）のファイルを用意してください。

Step 7 登録内容の確認および検定料支払い方法の選択
「すべての情報の確認および検定料支払い窓口の選択」画面から、「写真」、「出願内容」、「個人情報」を確認し間違いがなけ
れば「検定料支払い窓口の選択」に進み、支払い方法を選択する。もし、登録内容に誤りがあれば、画面を戻り正しく入力
し直す。全ての項目を確認したら、「全ての項目を確認しました。」の□に✓を入れ「出願登録を完了する」をクリックして
ください。
なお、検定料のお支払いにクレジットカードを選択した場合、次に「クレジットカード情報入力」画面から、画面の指示に
従いクレジットカード番号等を入力し「出願登録と支払を完了させる」をクリックしてください。
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検定料の支払いは、以下のいずれかの方法で行ってください。なお、検定料のお支払いには次の決済手数料（消費税等を含）が必要です。
検定料15,000円･･･決済手数料550円
検定料30,000円および40,000円･･･決済手数料990円
検定料50,000円･･･決済手数料1,430円

検定料納入方法3

コンビニエンスストア

セブン-イレブン ローソン
ミニストップ

（Loppi）
ファミリーマート　 セイコーマート デイリーヤマザキ

レジで
「インターネット支払い」と

店員に伝え、
印刷した【払込票】を渡すか、

【払込票番号】を伝えて
お支払いください。

※マルチコピー機は
使用しません。

① Loppiを操作します。
① マルチコピー機を

操作します。 ①
レジにて

「インターネット支払い」
と店員に伝える。

① レジにて「オンライン決済」
と店員に伝える。② 「各種番号をお持ちの方」

③ 【受付番号】を入力 ② 「代金支払い」

② 【受付番号】入力 ② レジ画面に【決済番号】を
入力④

申込時に入力した
【電話番号】を入力

（ハイフンは入力しない）
③ 「番号入力」

⑤ 「了解」 ④【第１番号】と【第２番号】を
入力 ③

【確認番号】入力
※【確認番号】は、
申込時に入力した
電話番号です。 ③ 内容確認後、

お支払いください。
⑥
印刷されたレシート（申込
券）を持って、30分以内
にレジでお支払いくださ

い。
⑤

印刷されたレシート
（申込券）を持って、
30分以内に

レジでお支払いください。④
内容確認後、

「OK」を押して
お支払いください。

※上記手順は変更される場合があります。

1
（各店舗での支払いは全て現金となります。）支払手順

Pay-easy（ペイジー）ＡＴＭ2
「ゆうちょ銀行」「三菱ＵＦＪ銀行」「みずほ銀行」「三井住友銀行」「りそな銀行／埼玉りそな銀行」他金融機関でペイジーマークの付い
ているＡＴＭでお支払いができます。
利用可能な金融機関は、�
http://www.transfernet.jp/gu/pay-easy/�の一覧表の「ATM」列を参照してください。

①「税金・各種料金（ペイジー）」
②収納機関番号【58082】入力
③【お客様番号】と【確認番号】入力
④支払方法（現金またはキャッシュカード）を選択し、お支払いください。
※端末画面の構成やボタン名称は変更されることがあります。

支払手順
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①調査書
■厳封されたもの(開封無効)。　■出願前３カ月以内に発行されたもの。　■出身学校長が作成したもの。
■調査書は選抜区分ごとに１通必要になります。
例）
①総合型選抜（併願２科目方式）に出願する場合、調査書は１通必要。
②総合型選抜（併願２科目方式）と一般選抜（一般Ａ日程入試）に出願する場合、調査書は２通必要。
③総合型選抜（併願２科目方式）と一般選抜（共通テスト方式A日程入試）に出願する場合は、調査書は２通必要。
④総合型選抜（併願２科目方式）と一般選抜（一般Ａ日程入試）および一般選抜（共通テスト方式A日程入試）に出願する場合は、
　調査書は2通必要。
※一般選抜（一般入試または共通テスト方式入試）でいずれかの入試で調査書を提出していれば、その後に出願する一般入試または共通テスト方式入試に調
査書の提出は不要です。

提出書類

注意事項全般4
①検定料支払いについて、金融機関やコンビニエンスストアによって支払可能な時間が異なる場合がありますので、事前に確認の上、検定
料支払い期限までにお支払いください。期限内に入金がなかった場合、出願登録は無効となりますのでご注意ください。

②すべてのお支払い方法に対して検定料の他に、決済手数料が別途かかります。（クレジットカードで決済した場合は、別途クレジットカー
ド手数料がかかります）

③お支払いいただいた検定料等は返金できません。

④一部のコンビニエンスストアでは、検定料収納証明書（レシート）等が発行される場合がありますが、大学に提出する必要はございません。
各自で保管してください。

⑤Pay-easy（ペイジー）ATMを利用する場合、金融機関によって対応状況がそれぞれ異なりますので、事前に確認してください。

⑥一部、クレジットカードにカード番号等が記載（刻印）されていないカードがあります。�記載（刻印）がない場合は、カード会社にお問い
合わせください。

検定料の返還について5
一旦納入された検定料は原則として返還いたしませんが、次の１～３の事由に該当する場合は、申請により検定料の返還を認める場合があ
ります。なお、検定料納入の際にお支払いいただいた決済手数料は返還できません。また、返還に要する送金手数料はご負担いただきます。
１．検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった場合（出願書類提出後の取消しは認めません）。
２．検定料を誤って納入した場合（検定料の二重払い等）。
３．出願不備等により出願が成立しなかった場合（出願期間後に出願、書類の不備、出願資格無し等）。
注）申請は必ず本学指定の方法により、当該入学者選抜試験の出願期間中に申請していただきます。
※詳しくは企画入学課にお問合せください。（電話046-291-3000）

クレジットカード（本人または保護者名義）3
クレジットカードを使用する場合は、本人確認のためクレジットカードに記載（刻印）されているカード番号等の情報を入力しますので、
出願の際はお手元にクレジットカードをご用意ください。なお、検定料の支払い方法は一括払いのみです。
また、ご利用にあたってはクレジットカードの利用限度額および有効年月を確認した上でご利用ください。

■出願登録完了画面を開く ◆次のロゴマークのクレジットカードがご利用いただけます。
■「クレジットカードでの支払いに進む」ボタンを押す
■画面の案内に従い、クレジットカードの情報を入力する

必ず確認しよう6

１．インターネットでの登録（期間）

これらが揃わなければ出願と認められません。２．検定料の支払い（期限）

３．書類の提出（期間）

※出願書類の提出は各選抜方式の「選抜日程」で確認してください。

4
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〇総合型選抜（併願２科目方式）

調査書 + 志望理由書 + Web志願票

〇一般選抜（一般Ａ・Ｂ日程入試）
調査書

（一般選抜で一度調査書を
提出していれば再度提出
する必要はありません）

+ 志望理由書	
（看護学科志願者のみ提出）

〇一般選抜（共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試）
調査書

（一般選抜で一度調査書を
提出していれば再度提出
する必要はありません）

+ 志望理由書	
（看護学科志願者のみ提出）

+ Web志願票
（成績請求票貼付）

〇一般選抜（共通テスト方式グループディスカッション入試）
調査書

（一般選抜で一度調査書を
提出していれば再度提出
する必要はありません)

+ 志望理由書	
（看護学科志願者のみ提出）

+ Web志願票
（成績請求票貼付）

+
英語外部資格試験の
合格証明書(写し)
またはスコア表(写し)

■高等学校・中等教育学校の卒業者、卒業見込者
■高等専門学校第３学年の修了者、修了見込者
■�文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認
定または指定した在外教育施設の当該課程の修了者、修了見込者

■専修学校高等課程の修了者、修了見込者

『調査書』※厳封（開封無効）
＊��高等学校卒業後、調査書の保管期間（卒業後5年）
以上を経過している場合および廃校・被災その
他の事情により調査書を得られない場合には、調
査書に代わる書類として卒業証明書を提出してく
ださい。なお、その際、高等学校から調査書の発
行が不可能である旨が記載された文章を発行し
てもらい卒業証明書に同封してください。

■高等学校卒業程度認定試験
　（大学入学資格検定を含む）

合格者 『合格成績証明書』
合格見込者 『合格見込成績証明書』

■文部科学大臣の指定した者
■�外国において学校教育における12年の課程を修了した者、
2023年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準
ずる者で文部科学大臣が指定した者

修了した者 『終了証明書』および『成績証明書』または
『資格証書』（複写したもの）

修了見込みの者 『終了見込証明書』および『成績証明書』

※調査書等でご不明なことがございましたら、企画入学課までお問い合わせください。（TEL.046-291-3000）

②志望理由書
総合型選抜（併願２科目方式）および一般選抜（一般Ａ・Ｂ日程入試、共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試およびグループディスカッ
ション入試）で健康医療科学部看護学科に出願する場合は必ず志望理由書を提出してください。志望理由書には志望理由・志望
動機を具体的に記述してください。さらに、今までに学校の内外で、主体性・多様性・協働性を意識して取り組んだ内容とそれ
を通して学んだことを志望理由・志望動機に関連付け総合型選抜（併願２科目方式）は８００字以内、一般選抜は６００字以上
８００字以内で記述してください。また、記入にはＨＢ（黒）の鉛筆を用い横書きで記入してください。なお、志望理由書は選抜
試験ごとに１通必要ですが、一般選抜で複数回受験する場合には複写した志望理由書を提出しても構いません。
※�志望理由書は本冊子巻末の用紙または本学ホームページ（https://www.kait.jp/admission/）入試案内（大学入試）の各入試方式（併願２科目方式、一般Ａ日程入試、
一般Ｂ日程入試、共通テスト方式Ａ日程入試、共通テスト方式Ｂ日程入試、共通テスト方式Ｃ日程入試、共通テスト方式グループディスカッション入試）からダウンロー
ドしてください。

③Web志願票（併願2科目方式、共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試
　およびグループディスカッション入試）
出願登録完了後、宛名ラベルと共に印刷してください。
④大学入学共通テスト成績請求票（共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試
　およびグループディスカッション入試）
⑤英語外部資格試験の合格証明書（写し）またはスコア表（写し）
共通テスト方式（グループディスカッション入試）に出願する人は、文部科学省が定義する
4技能のCEFR換算でB1以上の合格証明書（写し）またはスコア表（写し）を出願時に提出してください。

印刷したWeb志願票の所定欄にしっかりとのりで貼付してください。

成績請求票見本
令和5共通テスト成績請求票

私立大学・公私立短期大学用
私・短

神奈川　工太郎

200011 - 1001X - 1
（カナガワ　コウタロウ）

各自で用意した封筒（角形2号）に宛名ラベルを貼付し出願書類を封入の上、必ず郵便局窓口から「簡易書留・速達」で、出願書類提出期限
日までに郵送してください。なお、持参による大学窓口での受付はいたしません。

【出願書類の郵送先】〒243-0292　神奈川県厚木市下荻野1030　神奈川工科大学　企画入学課　行

注1．出願書類郵送の際は、必ず印刷した宛名ラベルを貼付してください。
注2．�インターネットで志願者情報や個人情報を登録しただけでは出願を完了したことになりません。出願を完了させるには、指定日まで

に検定料を納め出願書類を上記に郵送し受理される必要があります。また、出願書類に不備・不足がある場合は、受験できなくなる
場合もあるので、出願書類の送付は余裕を持って送るようお勧めいたします。

提出書類の組合せ

角形２号の封筒
（各自で用意）

※�宛名ラベルを封筒の表
面に貼付する
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出願書類到着後、出願内容および検定料の支払いを確認し、内容に不備が無ければ受験票印刷可能メールを送信するので、メール着信後
各自で受験票をプリントアウトしてください。

[注意]
●��併願２科目方式、一般Ａ日程入試、一般Ｂ日程入試およびグループ
ディスカッション入試受験者は選抜試験日に必ず受験票を持参して
ください。

●��一般選抜（一般Ａ日程入試）で複数日に出願登録をした場合は、受験
票も出願登録した日数分あるので、必ず出願登録した全ての受験票を
印刷してください。

●��受験票の記載内容で、氏名に誤りがあった場合は修正いたしますの
で、企画入学課（TEL.046-291-3000）までご連絡ください。なお、
出願学部・学科、受験日、試験場は変更できないので、記載のとお
りとなります。

●��システムの操作方法についてご不明な点がございましたら企画入学
課（TEL.046-291-3000）までお問い合わせください。

受験票見本受験票見本

2022

（日）

（機械工学コース）

共通テスト方式を受験する方へ

受験票（Web受験票）5

印刷手順

①印刷可能メールが届いたら、本学ホームページ（https://www.kait.jp）にある「インターネット出願」のバナーを
クリックしてください。

②「神奈川工科大学 インターネット出願は初めてですか？」の画面から、「マイページログイン」をクリックする。

③「マイページへログインする」画面から、インターネット出願した際に取得したログインＩＤと出願の際に登録したメー
ルアドレスを入力し、「ワンタイムパスキーを取得する」をクリックする。ログインＩＤを忘れてしまった場合は「ログ
インＩＤを忘れた方はこちら」をクリックし、画面の指示に従って再度ログインＩＤを取得してください。

④登録したメールアドレスに「ワンタイムパスキー」が届いたら「ワンタイムパスキー」を入力し「ログインする」をクリッ
クしてください。

⑤ 「マイページ」から、「受験票を印刷する」をクリックし、「受験票」を印刷してください。なお「受験票」はＡ４縦です。
　 ただし、共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試に受験票はありません。
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①試験当日持参するもの
　●受験票（各自で印刷してください）

②集合時刻
　●本学のホームページでお知らせいたします。

③不正行為について
　●�一般Ａ日程入試および一般Ｂ日程入試で不正行為を行った場合、その場で受験の中止と退室が指示され、それ以後の試験は受験で

きなくなり当日受験した試験は全て無効とします。さらに、一般Ａ日程入試の場合は受験済みおよび受験予定全日程の選抜試験も
無効とします（無効となった試験の検定料は一切返還いたしません）。また、スマートフォン等を使用するなど悪質な場合は警察に
被害届を提出します。

【不正行為には次のようなケースが該当します】
ａ．監督者の指示に反する物を机上に置くまたは身につけている場合は不正行為となる場合があります。
ｂ．試験室ではスマートフォン等の携帯電話は電源を切ってカバンに収納すること。違反した場合は不正行為とみなします。
ｃ．試験時間中にスマートフォン等に触れた場合は不正行為とみなします。
ｄ．他の受験者の答案等を見たり、他の人から答えを教わることなどのカンニングは不正行為とみなします。

④その他
　●�天候、交通事情等、予測できない事態に備え試験会場には余裕をもって来てください。もし、試験会場に行くために利用する公共

交通機関にダイヤの乱れ等が発生した場合には、すみやかに企画入学課（TEL046-291-3000）まで連絡してください。
　●�使用できる筆記用具は「鉛筆（HB・黒）、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り」のみです。なお、一般Ａ・Ｂ日程入試の「英語」
「理科」「国語」はオールマーク形式のため、解答する場合はＨＢ黒の鉛筆とプラスチック消しゴムを使用するのが望ましく、シャー
プペンシルを使用した場合には正しく読み取れないことがあります。その他に机上に置いてよい物は時計（時計以外の機能が付い
ていないものでアラームを設定していないもの）および眼鏡です。

　●�携帯電話等は試験室に入る前にアラーム設定を解除し、電源を切ってかばん等に入れてください。
　●試験場内では監督者の指示に従ってください。従わない場合は退室させることもあります。
　●試験会場には上履きを持参する必要はありません。
　●昼食・飲物は、できるだけ持参してください。
　●試験前日までに試験会場までの経路の確認を行っておいてください。
　●何らかの大規模災害が発生した場合は、本学ホームページ「重要なお知らせ」を確認してください。
　　ホームページ：https://www.kait.jp/m/

①合格発表日および合否照会サービス利用期間（学校での掲示による合格発表は行いません）
選抜試験 合格発表日 Web合格発表期間

併願２科目方式 １２月１６日(金) 12月16日(金)��9時00分～12月22日(木)15時00分
一般Ａ日程入試 ��２月１０日(金) ��2月10日(金)10時00分～��2月21日(火)15時00分
一般Ｂ日程入試 ��３月��３日(金) ��3月��3日(金)10時00分～��3月10日(金)15時00分
共通テスト方式Ａ日程入試 ��２月１０日(金) ��2月10日(金)10時00分～��2月21日(火)15時00分
共通テスト方式Ｂ日程入試 ��３月��３日(金) ��3月��3日(金)10時00分～��3月10日(金)15時00分
共通テスト方式Ｃ日程入試 ��３月１６日(木) ��3月16日(木)10時00分～��3月22日(水)15時00分
共通テスト方式
グループディスカッション入試 ��３月１６日(木) ��3月16日(木)10時00分～��3月22日(水)15時00分

②インターネットによる合否照会
ａ．�インターネット合否紹介サービス
　　�合否は本学ホームページ（https://www.kait.jp）にある「インターネット出願」のバナーをクリックし、マイページを開き「合否の照会」

をクリックして確認してください。なお、マイページを開くには出願時に取得したログインＩＤと出願時に登録したメールアドレスが
必要です。

　　�※合否の確認はパソコン、携帯電話、スマートフォンで見ることができます。

ｂ．�合否照会の留意事項�
・本学への電話およびE-mail等による合否照会のお問合せには一切応じません。�
・機器の誤操作や見間違え等を理由とした入学手続き期間終了後の入学手続きは一切認めません。

③合格通知書および学納金振込（合格者のみ）
　　�合格者には「合格通知書」および「振込用紙」発行通知メールを送信するので、�

マイページから各自で印刷してください。（合格通知書や振込用紙等は郵送しません）。�
なお、マイページは上記②-a.の手順で開いてください。

一般A・B日程入試受験に際しての注意（不正行為について）

合格発表

6

7
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合格者のマイページに「入学手続きの手引」を載せますので、入学手続きおよび納入金の詳細については「入学手続きの手引」で�確認して
ください。また、選抜方式により入学手続きの締切日が異なるので注意してください。なお、入学手続き締切日を過ぎての入学手続きは、
いかなる理由でも認めません。�

【入学手続き締切日】
選抜試験 入学手続き締切日 延納手続き締切日

併願２科目方式 12月22日(木)〈消印有効〉 2月20日(月)〈消印有効〉
一般Ａ日程入試 ��2月21日(火)〈消印有効〉 3月14日(火)〈消印有効〉
一般Ｂ日程入試 ��3月10日(金)〈消印有効〉 3月15日(水)〈消印有効〉
共通テスト方式Ａ日程入試 ��2月21日(火)〈消印有効〉 3月14日(火)〈消印有効〉
共通テスト方式Ｂ日程入試 ��3月10日(金)〈消印有効〉 3月15日(水)〈消印有効〉
共通テスト方式Ｃ日程入試 ��3月22日(水)〈消印有効〉 －
共通テスト方式
グループディスカッション入試 ��3月22日(水)〈消印有効〉 －

［授業料納入に関する注意事項］
① 延納制度
　入学手続き締切日までに入学金の支払いが必要です。その他授業料等の支払いを延納手続き締切日まで延期できる制度です。
　ただし、共通テスト方式Ｃ日程入試および共通テスト方式グループディスカッション入試にはこの制度の適用はありません。
②入学金減額制度
　�本学卒業生の子・兄弟姉妹、本学在学生の兄弟姉妹を対象に入学金を減額する制度です。なお、この制度を利用するには合格者（入学
予定者）と卒業生または在学生との続柄を証明する公的な書類と入学金減額制度利用申請書が必要です。
　詳細については、「入学手続の手引」で確認してください。申請書の提出期限を過ぎた場合、申請することはできません。

①授業料給費スカラシップ
対象者に授業料充当分として年間40万円を給費する制度です。なお、本制度の対象となる学科は、機械工学科(航空宇宙学コース)、
看護学科、管理栄養学科、臨床工学科です。
実施する選抜方式：一般Ａ日程入試／共通テスト方式Ａ日程入試／共通テスト方式Ｂ日程入試／共通テスト方式Ｃ日程入試
対象者選考基準
一般Ａ日程入試、共通テスト方式Ａ日程入試、共通テスト方式Ｂ日程入試、共通テスト方式Ｃ日程入試において、３教科総合点70％
以上の得点率および指定教科60％以上の得点率を目安とします。なお、2022年度入試でのスカラシップ対象者数は70ページ以降
をご覧ください。
※選考は当該選抜試験の平均点を参考とした基準点により行います。なお、基準点以上の合格者は全員スカラシップ対象者とします。

継続条件
２年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位20％以内の成績を収めていることが必要です。この条件を満た
せなかった場合には翌年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

②授業料給費スカラシップ（スーパーサイエンス特別専攻）
対象者に授業料充当分として年間60万円を給費する制度です（授業料のほか、スーパーサイエンス特別専攻受講費を年間15万円納
入していただきます）。本制度の対象となる専攻は「電気電子特別専攻」「医生命科学特別専攻」「ＩＣＴスペシャリスト特別専攻」「次
世代自動車開発特別専攻」「ロボットクリエータ特別専攻」「機械工学特別専攻」です。
実施する選抜方式：一般Ａ日程入試／一般Ｂ日程入試／共通テスト方式Ａ日程入試／共通テスト方式Ｂ日程入試／共通テスト方式
Ｃ日程入試
対象者選考基準
一般Ａ日程入試、一般Ｂ日程入試、共通テスト方式Ａ日程入試、共通テスト方式Ｂ日程入試、共通テスト方式Ｃ日程入試において、
総合点70％以上の得点率および指定教科60％以上の得点率を目安とします。なお、2022年度入試でのスカラシップ対象者数は70
ページ以降をご覧ください。
※スーパーサイエンス特別専攻は合格者全員がスカラシップの対象となります。

継続条件
２年次以降も継続するためには、学年・学科ごとの学内成績で上位30％以内の成績を収めていることが必要です。この条件を満た
せなかった場合には翌年度の授業料給費スカラシップを利用することができません。

入学手続き締切日・延納手続き締切日

選抜試験の成績優秀者が対象となるスカラシップ制度9

8
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優秀者入学手続き制度
対象者の特典 3月14日(火)まで入学金も延納できます

対象となる選抜試験：一般Ａ日程入試、共通テスト方式Ａ日程入試

合格発表日 入学手続き締切日 延納手続き締切日

入学一般Ａ日程入試
共通テストＡ日程入試
２月１０日（金）

一般Ａ日程入試
共通テストＡ日程入試
２月２１日（火）１５時まで

一般Ａ日程入試
共通テストＡ日程入試
３月１４日（火）１５時まで

①�優秀者入学手続き制度対象
者に選ばれる。

②�2月21日(火)15時までにWeb
上で延納手続きを行う。

③�神奈川工科大学に入学を
決めたら3月14日(火)15
時までに入学金、授業料
等を支払い入学に必要な
書類を送付する。

④入学

手続きの流れ

●�一般A日程入試、一般B日程入試、共通テスト方式A日程入試、共通テスト方式B日程入試、共通テスト方式C日程入試において、各学部・
学科合格者の入学手続き状況により欠員が生じた場合のみ、選抜試験の成績順に追加で繰り上げ合格を発表することがあります。なお、
総合型選抜（併願2科目方式）には追加合格はありません。
●�追加合格を発表する場合には、企画入学課より該当者に電話または文書にて連絡します。また、追加合格の発表日は決まっていないため、
入学手続き締切日も個別で設定します。なお、追加合格の場合、入学手続きの延納制度はありません。
●追加合格を発表する場合の連絡時期の目安は次のとおりです。
　一般A日程入試　　　　　　　　　　　　　　��：2月22日前後～3月25日前後
　一般B日程入試　　　　　　　　　　　　　　��：3月13日前後～3月25日前後
　共通テスト方式A日程入試　　　　　　　　　��：2月22日前後～3月25日前後
　共通テスト方式B日程入試　　　　　　　　　��：3月13日前後～3月25日前後
　共通テスト方式C日程入試　　　　　　　　　��：3月25日前後
　共通テスト方式グループディスカッション入試：3月25日前後

③優秀者入学手続き制度
対象者は入学金の支払いを3月14日（火）まで延期できる制度です。
実施する選抜方式
一般Ａ日程入試／共通テスト方式Ａ日程入試
対象者選考基準
選抜試験の成績が優秀者入学手続き制度対象の基準点を満たした正規合格者が対象となります。
基準点（得点率）の目安：総合点70％以上（基準点（得点率）は当該選抜試験の平均点によって変動することがあります）

追加合格（一般選抜のみ対象）10
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初年度学生納入金内訳表 （入学手続時は前期分の学生納入金で手続きいただきます）
■【延納制度を利用しない】場合（入学手続締切日までに入学金・授業料（前期分）、その他の費用を支払う）	 （単位：円）

スーパーサイエンス特別専攻 学科（コース）

お支払
時期

電気電子特別専攻 機械工学科
(機械工学コース)

ホームエレクトロ
ニクス開発学科

機械工学科
(航空宇宙学
コース)

看護学科 管理栄養
学科 臨床工学科

医生命科学特別専攻 応用バイオ科学科
ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 電気電子情報工学科 情報工学科
次世代自動車開発特別専攻 応用化学科 情報ネットワーク・

コミュニケーション
学科ロボットクリエータ特別専攻 自動車システム

開発工学科

機械工学特別専攻 ロボット・メカトロ
ニクス学科 情報メディア学科

入学金 200,000� 200,000� 200,000� 200,000� 200,000� 200,000�

入学手続
締切日まで

授業料※1 前期分 685,000� 685,000� 685,000� 830,000� 735,000� 730,000�
スーパーサイエンス
特別専攻受講料 前期分 75,000� － － － － －

留学英語受講料 前期分 － － 25,000� － － －

大学委託
徴収金

学友会費※2 10,000� 10,000� 10,000� 10,000� 10,000� 10,000�

後援会※3 入会金 3,000� 3,000� 3,000� 3,000� 3,000� 3,000�
年会費 15,000 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000�

同窓会※4 入会金 20,000� 20,000� 20,000� 20,000� 20,000� 20,000�
初年度納入額 前期分 1,008,000� 933,000� 958,000� 1,078,000� 983,000� 978,000�

学　科
（コース）

納入金内訳

■【延納制度を利用する】場合（入学手続締切日までに入学金を支払い、延納手続締切日までに授業料（前期分）・その他の費用を支払う）	（単位：円）
スーパーサイエンス特別専攻 学科（コース）

お支払
時期

電気電子特別専攻 機械工学科
(機械工学コース)

ホームエレクトロ
ニクス開発学科

機械工学科
(航空宇宙学
コース)

看護学科 管理栄養
学科 臨床工学科

医生命科学特別専攻 応用バイオ科学科
ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 電気電子情報工学科 情報工学科
次世代自動車開発特別専攻 応用化学科 情報ネットワーク・

コミュニケーション
学科ロボットクリエータ特別専攻 自動車システム

開発工学科

機械工学特別専攻 ロボット・メカトロ
ニクス学科 情報メディア学科

入学金 200,000� 200,000� 200,000� 200,000� 200,000� 200,000� 入学手続締切日まで
授業料※1 前期分 685,000� 685,000� 685,000� 830,000� 735,000� 730,000�

延納手続
締切日まで

スーパーサイエンス
特別専攻受講料 前期分 75,000� － － － － －

留学英語受講料 前期分 － － 25,000� － － －

大学委託
徴収金

学友会費※2 10,000� 10,000� 10,000� 10,000� 10,000� 10,000�

後援会※3 入会金 3,000� 3,000� 3,000� 3,000� 3,000� 3,000�
年会費 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000�

同窓会※4 入会金 20,000� 20,000� 20,000� 20,000� 20,000� 20,000�
初年度納入額（入学金除く）前期分 808,000� 733,000� 758,000� 878,000� 783,000� 778,000�

学　科
（コース）

納入金内訳

■後期分の学生納入金（入学後の8月下旬に振込依頼書を送付するので10月末日までに支払う）	 （単位：円）

スーパーサイエンス特別専攻 学科（コース）

お支払
時期

電気電子特別専攻 機械工学科
(機械工学コース)

ホームエレクトロ
ニクス開発学科

機械工学科
(航空宇宙学
コース)

看護学科 管理栄養
学科 臨床工学科

医生命科学特別専攻 応用バイオ科学科
ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 電気電子情報工学科 情報工学科
次世代自動車開発特別専攻 応用化学科 情報ネットワーク・

コミュニケーション
学科ロボットクリエータ特別専攻 自動車システム

開発工学科

機械工学特別専攻 ロボット・メカトロ
ニクス学科 情報メディア学科

授業料※1 後期分 685,000� 685,000� 685,000� 830,000� 735,000� 730,000�
入学後の
10月末日
まで

スーパーサイエンス
特別専攻受講料 後期分 75,000� － － － － －

留学英語受講料 後期分 － － 25,000� － － －
初年度納入額 後期分 760,000� 685,000� 710,000� 830,000� 735,000� 730,000�

学　科
（コース）

納入金内訳

2023年度学生納入金11
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次年度以降の学生納入金内訳表 （単位：円）

スーパーサイエンス特別専攻 学科（コース）

お支払
期限

電気電子特別専攻 機械工学科
(機械工学コース)

ホームエレクトロニクス
開発学科

機械工学科
（航空宇宙学
コース）

看護学科 管理栄養
学科 臨床工学科

医生命科学特別専攻 応用バイオ科学科

ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 電気電子情報工学科 情報工学科

次世代自動車開発特別専攻 応用化学科 情報ネットワーク・
コミュニケーション学科ロボットクリエータ特別専攻 自動車システム開発

工学科

機械工学特別専攻 ロボット・
メカトロニクス学科

情報メディア学科

２
０
２
４
年
度

授業料※1 前期分 695,000� 695,000� 695,000� 840,000� 745,000� 740,000�

前期�
４月末日�

後期�
10月末日

後期分 695,000� 695,000� 695,000� 840,000� 745,000� 740,000�
スーパーサイエンス
特別専攻受講料

前期分 75,000�
－ － － － －

後期分 75,000�

留学英語受講料
前期分

－ －
25,000�

－ － －
後期分 25,000�

後援会※3 年会費 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000�

合　計
前期分 785,000� 710,000� 735,000� 855,000� 760,000� 755,000�
後期分 770,000� 695,000� 720,000� 840,000� 745,000� 740,000�

２
０
２
５
年
度

授業料※1 前期分 705,000� 705,000� 705,000� 850,000� 755,000� 750,000�

前期�
４月末日�

後期�
10月末日

後期分 705,000� 705,000� 705,000� 850,000� 755,000� 750,000�
スーパーサイエンス
特別専攻受講料

前期分 75,000�
－ － － － －

後期分 75,000�

留学英語受講料
前期分

－ －
25,000�

－ － －
後期分 25,000�

後援会※3 年会費 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000�

合　計
前期分 795,000� 720,000� 745,000� 865,000� 770,000� 765,000�
後期分 780,000� 705,000� 730,000� 850,000� 755,000� 750,000�

２
０
２
６
年
度

授業料※1 前期分 715,000� 715,000� 715,000� 860,000� 765,000� 760,000�

前期�
４月末日�

後期�
10月末日

後期分 715,000� 715,000� 715,000� 860,000� 765,000� 760,000�
スーパーサイエンス
特別専攻受講料

前期分 75,000�
－ － － － －

後期分 75,000�

留学英語受講料
前期分

－ － ４年次�
徴収なし － － －

後期分
後援会※3 年会費 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000� 15,000�

合　計
前期分 805,000� 730,000� 730,000� 875,000� 780,000� 775,000�
後期分 790,000� 715,000� 715,000� 860,000� 765,000� 760,000�

※１　授業料に実験・実習費を含みます。
※２　学友会：在学生を会員とし、学生の高雅なる自治精神および本学の発展に寄与し、学生相互の親善を図ることを目的とする組織です。
※３　後援会：学部生、大学院生の保証人を会員とし、大学の教育研究活動、学生の福利厚生、課外活動などを後援することを目的とする組織です。
※４　同窓会：幾徳学園の卒業生および在籍生を会員とし、神奈川工科大学の発展に寄与する教育活動への支援と助成および会員の交流と親睦を目的とする組織です。

学　科
（コース）

納入金内訳

寄付金等について 本学は、開学以来、寄付金等を入学時はもちろん、在学時においてもお願いすることはしておりません。
今後も開学からの方針を継続してまいります。

本学では全学部・全学科において、授業および自学習でパソコンを使用するため、大学が選定したノートパソコ
ンの購入をお願いいたします。
なお、ノートパソコン販売に関する詳細については別途ご案内いたします。
※ご自身で用意される方は大学が求めるスペックを満たしていることが必要です。スペックについても合格者に別途ご案内します。
　その他ご質問のある方は本学のPCステーションにご相談ください。（TEL.046-291-3268）
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一般Ａ・Ｂ日程入試と共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試の成績を受験者本人のみに開示します。
選抜試験成績の開示を希望する場合は次の方法で請求手続きを行ってください。

①選抜試験成績開示対象者
　�本学で実施する一般Ａ日程入試、一般Ｂ日程入試、共通テスト方式Ａ日程入試、共通テスト方式Ｂ日程入試、共通テスト方式Ｃ
日程入試のいずれかを受験した本人。

②開示内容
　●受験した選抜試験の成績（得点、順位）
　●受験した選抜試験の教科別得点

③請求期間および請求方法
　●請求期間�2023年4月1日（土）～5月8日（月）〈消印有効〉
　●請求方法�次のア、イの書類を簡易書留郵便にて企画入学課宛に郵送してください。
　　ア．選抜試験成績開示申請書（様式自由）
　　　　�選抜試験成績開示申請書には、受験番号(選抜方式が複数の場合は連記)、氏名、生年月日、連絡先(住所・電話番号)を必ず記入のこと。
　　イ．本学受験票のコピー�
　　　　複数の選抜方式の成績開示を希望する場合は、開示を希望する選抜方式の受験票を全てコピーしてください。
　　※上記ア、イの書類到着後内容を確認し不足事項等がなければ、「選抜試験成績情報開示について（受領通知書）」を送付します。
　●受領方法 受領期間…2023年5月22日（月）～6月9日（金）（土日、祝祭日は除く）
　　　　　　 受領時間…９時00分～17時00分
　　　　　　 受領場所…本学企画入学課（原則として請求者本人に手渡します）�
　　　　　　 必要書類…�「選抜試験成績情報開示について（受領通知書）」�

「本人であることを証明できるもの」運転免許証、パスポート等（本学学生は学生証でも可とする）
※�選抜試験の結果は、原則として請求者本人に手渡しとなりますが、何らかの事情により手渡しが困難な場合は企画入学課までご相
談ください。（電話046-291-3000）

総合型選抜（併願2科目方式）および一般選抜（一般A・B日程入試、共通テスト方式A・B・C日程入試）の合格者が入学手続きを完了した
後に入学を辞退する場合、「入学辞退届（納入金返還願い）」を所定の日（3月24日（金）〈消印有効〉）までに提出し返還手続きを行うことに
より、入学金を除いた納入金を返還します。詳しくは「入学手続きの手引」で確認してください。

選抜試験成績の情報開示（一般選抜のみ）

授業料等の返還（入学金を除く）

12

13
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神奈川工科大学会場　 

神奈川工科大学・交通案内
●小田急線「本厚木駅」下車
⇒小田急線「本厚木駅」は「新宿駅」より52分、「小田原駅」より37分、「横浜駅」より36分。
●神奈川工科大学行き直行バス（月曜日～土曜日運行）＜乗車時間約20～30分。IC運賃294円、現金運賃300円＞
（1）�「厚木バスセンター�1・2番乗り場（本厚木駅から徒歩3～4分）」から発車します。（一般B日程入試日に直行バスの運行はありま
せん）

（2）詳細は、本学ホームページで確認してください。
⇒直行バスのため本厚木駅路線バス「北口１番乗り場」には停車しないので注意してください。
●一般用路線バス
（1）�「本厚木駅　北口1番乗り場（本厚木駅より徒歩１分）」より「あつぎ郷土博物館」行、または「神奈川工科大学前経由鳶尾

団地」行で、「神奈川工科大学前」下車。＜乗車時間約20～25分。IC運賃294円、現金運賃300円＞
◆各選抜日に大学の駐車場および駐輪場を使用することができます、場所等の詳細はホームページでご案内いたします。

鉄道案内	［最寄駅：小田急線本厚木駅］

本厚木駅・厚木バスセンター案内図

←高尾

←静岡

中央線 八王子 立川 

茅ヶ崎 小田原 藤沢 横浜 川崎 

新横浜 

渋谷 

新宿 

大和 

相模大野 

吉祥寺 

高田馬場 

池袋 上野 

お茶ノ水 
秋葉原 

神田 

東京 

山手線 

代々木 
上原 

下
北
沢 

登
戸

町
田

片瀬江ノ島 

相鉄線 

東海道線 

東海道新幹線 

小田急線 厚
木 

海
老
名 

愛
甲
石
田 

橋本 

横浜線

南
武
線

相
模
線新松田 

御殿場線 

←沼津

秦野 

本厚木駅

品川

スルガ銀行

神奈川工科大学
直行バス乗車場所
（1-2番乗り場）

路線バス「北口1番乗り場」
厚
木
バ
ス
セ
ン
タ
ー

＊直行バスは停車しません。

◀小田原 新宿▶

ミロード2

ミロード1

ミロード（イースト）

小田急線

飲食店等

小田急ステーションホテル本厚木

飲　食　店　等

マツモトキヨシ

雑貨店等

KFC

ロ
ー
ソ
ン

交番

横浜銀行

タクシー乗場

シティプラザ

東口
改札口

北口
出口

本厚木駅

本厚木駅
中央改札

南口

1-2番乗り場
（直行バス）

切
符
売
場

店
売

本
厚
木
駅
東
口

地
下
道
入
口

地下道入口

タクシー乗場

厚木市役所駅連絡所

雑
貨
店

飲食
店等

飲食
店等

一般A日程入試

併願2科目方式

一般B日程入試

試験会場のご案内

12月10日（土）
  1月30日（月）・1月31日（火）・2月1日（水）
  2月25日（土）

14
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地図

中央道 相模湖ICより
神奈川工科大学まで約20Km

中央道 八王子ICより
神奈川工科大学まで約21Km

2.6Km

至 名古屋

至 東京

至 松田

至 小田原 至 平塚

至 新宿

至 大和

至 中央高速八王子ジャンクション

ENEOS

R412バイパス

R2
46

R412

マクドナルド

厚木高校

北口

南口

東口

小
田
急
線

東名高速 厚木ICより
神奈川工科大学まで約9Km

厚木警察署

トイザらス

神奈川工科大学案内看板荻野新宿交差点

及川中原交差点

市立病院前交差点

厚木インターチェンジ

神奈川工科大学

2.4Km

0.7Km

本
厚
木

R
1
2
9

R246

東名高速道路

バ
ス
停「
荻
野
新
宿
」

日
産
サ
テ
ィ
オ

バ
ス
停
「
神
奈
川
工
科
大
学
前
」

リ
コ
ー

ト
ヨ
タ

交
番

神
奈
川
工
科
大
学
案
内
看
板

妻田伝田
交差点

海老名ジャンクション

圏央厚木インターチェンジ

道

央

圏

至 八王子・相模原

至 半原・津久井
鳶
尾
団
地

中
津
川

相
模
川

R
2
4
6

・R
1
2
9
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神奈川工科大学会場以外の各試験会場

ショーケー本館ビル仙　台

●試験日
　1月30日（月）、1月31日（火）、
　2月1日（水）
●住所
　仙台市青葉区五橋2－11－1
●最寄駅からのアクセス
　地下鉄 ｢五橋｣駅南1番出口から徒歩1分
●入室開始時刻：8時40分

駿優予備学校郡山校郡　山

●試験日�
　1月30日（月）�
●住所�
　郡山市駅前1－12－6�
●最寄駅からのアクセス�
　JR ｢郡山｣駅西口から徒歩4分�
●入室開始時刻：8時40分�

早稲田予備校水戸校水　戸

●試験日
　1月30日（月）、1月31日（火）、
　2月1日（水）
●住所
　水戸市宮町1－3－38
●最寄駅からのアクセス
　JR ｢水戸｣駅北口を出てすぐ左
●入室開始時刻：8時40分

栃木県総合文化センター宇都宮

●試験日
　1月31日（火）、2月1日（水）
●住所
　宇都宮市本町1－8
●最寄駅からのアクセス
　�JR ｢宇都宮｣ 駅（西口）からバスで ｢県庁前｣下車
徒歩約3分
　東武 ｢宇都宮｣駅から徒歩約10分
●入室開始時刻：9時00分

小野池學院高　崎

●試験日
　1月30日（月）、1月31日（火）、
　2月1日（水）
●住所
　高崎市栄町15－3
●最寄駅からのアクセス
　JR ｢高崎｣駅東口から徒歩1分
●入室開始時刻：8時40分

立川商工会議所立　川

●試験日
　1月30日（月）、1月31日（火）、
　2月1日（水）� �
●住所� � 　
　立川市曙町2－38－5� � � 　　
　立川ビジネスセンタービル11Ｆ�
●最寄駅からのアクセス� � � �
　JR中央線 ｢立川｣駅北口から徒歩5分�
　多摩都市モノレール ｢立川北｣駅から徒歩3分
●入室開始時刻：9時00分

ワークピア横浜横　浜

●試験日
　1月30日（月）、1月31日（火）、
　2月1日（水）
●住所
　横浜市中区山下町24－1
●最寄駅からのアクセス
　みなとみらい線 ｢日本大通り｣駅3番出口から徒歩5分
　JR ｢関内｣駅南口から徒歩15分
　横浜市営バス･神奈川中央交通 ｢芸術劇場･NHK前｣下車
　徒歩1分
●入室開始時刻：9時00分

【一般A日程入試】

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

KPP八重洲ビル13F
（AP東京八重洲）東　京

●試験日
　1月30日（月）、1月31日（火）、
　2月1日（水）
●住所
　東京都中央区京橋1－10－7
　KPP八重洲ビル13F
●最寄駅からのアクセス
　JR ｢東京｣駅八重洲中央口から徒歩6分
　地下鉄 ｢日本橋｣駅B1出口から徒歩5分
　地下鉄 ｢京橋｣駅6出口から徒歩4分
●入室開始時刻：9時00分

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード
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神奈川工科大学会場以外の各試験会場

テクノプラザおかや岡　谷

●試験日
1月30日（月）
●住所
岡谷市本町1－1－1
●最寄駅からのアクセス
JR「岡谷」駅から徒歩1分
●入室開始時刻：9時00分

静岡学園早慶セミナー静　岡

●試験日
1月30日（月）、1月31日（火）、
2月1日（水）
●住所
静岡市駿河区八幡1－1－1
●最寄駅からのアクセス
JR「静岡」駅南口から徒歩5分
静岡鉄道静岡清水線「日吉町」駅から南へ徒歩7分
●入室開始時刻：8時40分

タイムオフィス名古屋名古屋

●試験日
1月30日（月）、1月31日（火）、
2月1日（水）
●住所
名古屋市中村区名駅2－41－10
アストラーレ名駅3・4・6階
●最寄駅からのアクセス
JR「名古屋」駅から徒歩5分
地下鉄 ｢名古屋｣駅1番出口から徒歩約1分
●入室開始時刻：9時00分

代々木ゼミナール新潟校新　潟

●試験日
1月30日（月）、1月31日（火）、
2月1日（水）
●住所
新潟市中央区弁天1－4－18
●最寄駅からのアクセス
JR「新潟」駅万代口から徒歩3分
●入室開始時刻：9時00分

ボルファートとやま富　山

●試験日
1月30日（月）
●住所
富山市奥田新町８－１
●最寄駅からのアクセス
ＪＲ「富山」駅北口から徒歩５分
富山ライトレール ｢インテック本社前｣駅から
徒歩３分
●入室開始時刻：9時00分

甲斐大学予備校（北館）甲 府

●試験日
1月31日（火）、2月1日（水）
●住所
甲府市武田1－3－27
●最寄駅からのアクセス
JR「甲府」駅北口から徒歩5分
●入室開始時刻：9時00分

信学会駿台提携長野予備学校長　野

●試験日
1月31日（火）、2月1日（水）
●住所
長野市北石堂町1022
●最寄駅からのアクセス
JR「長野」駅西口（善光寺口）から徒歩15分
●入室開始時刻：9時00分

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

コンベンションぬまづ
（プラサヴェルデ4F）沼　津

●試験日
1月30日（月）、1月31日（火）、
2月1日（水）
●住所
静岡県沼津市大手町1－1－4
プラサヴェルデ4F
●最寄駅からのアクセス
JR「沼津」駅北口から徒歩3分
●入室開始時刻：8時40分

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード
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神奈川工科大学会場以外の各試験会場

JAビル広　島

●試験日
1月30日（月）
●住所
広島市中区大手町4－7－3
●最寄駅からのアクセス
JR ｢広島｣駅からバスで ｢市役所前｣下車徒歩2分
JR ｢広島｣駅から広島電鉄で ｢市役所前｣下車徒歩2分
●入室開始時刻：9時00分

リファレンス大博多ビル福　岡

●試験日
1月31日（火）、2月1日（水）
●住所
福岡市博多区博多駅前2－20－1
●最寄駅からのアクセス
JR ｢博多｣駅�博多口から徒歩約7分
福岡市地下鉄 ｢祇園｣駅から徒歩約5分

●入室開始時刻：9時00分

【一般A日程入試】

【一般B日程入試】

会場地図
QRコード

会場地図
QRコード

KPP八重洲ビル13F
（AP東京八重洲）東　京

●試験日
2月25日（土）
●住所
東京都中央区京橋1－10－7
KPP八重洲ビル13F
●最寄駅からのアクセス
JR� ｢東京｣�駅八重洲中央口から徒歩6分
地下鉄� ｢日本橋｣�駅B1出口から徒歩5
分地下鉄� ｢京橋｣�駅6出口から徒歩4分
●入室開始時刻：9時00分

会場地図
QRコード

コンベンションぬまづ
（プラサヴェルデ4F）沼　津

●試験日
2月25日（土）
●住所
静岡県沼津市大手町1－1－4
プラサヴェルデ4F
●最寄駅からのアクセス
JR「沼津」駅北口から徒歩3分
●入室開始時刻：8時40分

会場地図
QRコード

56 2023年度入学者選抜



入試関係資料
• 2023年度一般A・B日程入試の出題ポイント
• よくある問い合わせ
• 2022年度入試結果
• 2022年度スカラシップ対象者数
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《数学の出題ポイント》
●解答形式・出題範囲
問題は、看護学科以外の学科では穴埋め式の問題と記述式の問題からなります。看護学科では穴埋め式の問題のみです。穴埋
め式問題は、文章中の空欄に当てはまる数式や式などを記入する問題です。記述式問題は答えのみでなく、答えに至る過程も
記入してください。

一般Ａ日程入試　※学科別の出題範囲は次表のとおりです。解答時間はいずれも80分間です。

教 　 科 出 題 科目（ 範 囲）

数　学

機械工学科
電気電子情報工学科
自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科

範囲① 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
数学Ｂ（「数列」、「ベクトル」のみ）

ホームエレクトロニクス開発学科
情報工学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報メディア学科
臨床工学科

受験時に
選択

範囲① 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
数学Ｂ（「数列」、「ベクトル」のみ）

範囲② 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

応用化学科
応用バイオ科学科
管理栄養学科

範囲② 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

看護学科 範囲③ 数学Ⅰ、数学Ａ

一般Ｂ日程入試
教　科 出 題 科目（ 範 囲）

数　学

機械工学科
自動車システム開発工学科
ロボット・メカトロニクス学科

範囲① 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
数学Ｂ（「数列」、「ベクトル」のみ）

電気電子情報工学科
ホームエレクトロニクス開発学科
情報工学科
情報ネットワーク・コミュニケーション学科
情報メディア学科
臨床工学科

受験時に
選択

範囲① 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、
数学Ｂ（「数列」、「ベクトル」のみ）

範囲② 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

応用化学科
応用バイオ科学科
管理栄養学科

範囲② 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

看護学科 範囲③ 数学Ⅰ、数学Ａ

●出題内容
出題範囲の基本的事項を理解し、正確に適用する能力を見る問題を出題します。特に穴埋め式の問題は基本問題が中心で、大部
分の問題は、高校の教科書の例題や問題が解けるようになっていれば充分正解が得られると思います。記述式問題ではいくつか
の事項を組み合わせて適用する場合もあり、解答については、答えに至る過程を式やグラフ等を用いて論理的に表すことが求め
られます。この表し方を見て、考え方の論理性および表現力を評価します。

●対策
必要な知識は出題範囲の基本事項ですが、それらをよく理解し、すぐに使えるようになっていてください。教科書の基本的な公
式は覚えておく必要があります。記述式問題を解くためには問題文をよく読み、答えを得るための道筋を自分で組み立ててそれ
を文章と式、場合によっては表やグラフなども用いて明確に論理的に説明することが必要になります。そのためには普段からの
練習が欠かせません。さらに、全体的にある程度の計算力も必要です。基本的な問題を中心に、正確に解く勉強を積み重ねると
よいでしょう。

2023年度一般Ａ・Ｂ日程入試の出題ポイント1
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《英語の出題ポイント》
●解答形式・出題範囲
解答形式は、オールマーク式です。出題範囲は、コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、
英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱで、解答時間は60分間です。

●出題内容
語彙、文法、作文、会話など、すべての面から出題し、総合的な英語の基礎力をテストします（ただし、リスニングは含みません）。
語彙については、長文を読みながら、英文の流れの中で単語や熟語を適切に使う力が見られるような問題を出題します。

●対策
語彙、文法、作文、会話すべてにわたって基礎力をしっかり身につけてください。また、語彙問題は、長文の中で問いますから、限
られた時間内で英文を的確に読み取る訓練をし、あわせて基礎語彙力を固めておくことが必要です。

《理科（物理）の出題ポイント》
●解答形式・出題範囲
解答形式は、オールマーク式で解答時間は60分間です。出題範囲は「物理基礎」および「物理」です。

●出題内容
（1）�『力と運動、エネルギー』� �

力のつり合い（力のモーメントを含む）、速度、加速度、運動の法則、仕事、力学的エネルギー、運動量、力積、円運動、単振動、万
有引力等

（2）�『電気と磁気』� �
電気量、静電気力、電界、電位、電気容量、電流、電気抵抗、電流と磁界、電磁誘導、交流、交流回路等

（3）�『波動』
波の性質、音波、光波等

上記（1）（2）（3）の３分野から、基本的な事項を問う問題を出題します。
（1）と（2）の分野に関しては、１つのテーマに関連して５問程度をさまざまな物理的視点から問う問題も出題します。

●対策
教科書で基本事項を理解し、教科書の演習問題・章末問題に取り組んでください。可能ならば、物理に関する観察や実験を行って、
物理現象に親しんでもらいたいと思います。

《理科（化学）の出題ポイント》
●解答形式・出題範囲
解答形式は、オールマーク式で解答時間は60分間です。出題範囲は ｢化学基礎｣および ｢化学｣です。

●出題内容
出題範囲の各分野から基礎的な知識を問う問題と、基礎的な知識を活用して解く応用問題を出題します。問題には、正誤の選択問
題と計算問題がありますが、どちらも重要な基本事項を十分に理解していることを重視しています。

●対策
正誤問題は教科書の重要な基本事項を正しく理解していれば解けます。計算問題は正解に達するまでに何段階かの計算が必要
な問題もありますが、難易度としては教科書で取り上げられているような問題を出題しています。基本事項を十分に理解して、
教科書の問や例題、演習問題・章末問題、ならびにそれらと同程度の問題に取り組んでください。

《理科（生物）の出題ポイント》
●解答形式・出題範囲
解答形式は、オールマーク式で解答時間は60分間です。出題範囲は ｢生物基礎｣および ｢生物｣です。

●出題内容
高等学校教科書の範囲から、「生命現象を理解するうえで必要な科学の知識」を中心に、①生物の基礎的知識を問う問題、②生物の
基礎的知識を活用して解く応用問題など、「基礎的事項の理解度」を試す問題を重視しています。

●対策
教科書で基本事項を理解して、教科書の演習問題や章末問題に取り組んでください。できるだけ、教科書で取り上げられている生
物に関する観察や実験を理解しておくと問題の設定を把握するために役立ちます。
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《国語の出題ポイント》
●解答形式・出題範囲
解答形式は、オールマーク式で解答時間は60分間です。出題範囲は、古文、漢文を除く「国語総合」（現代文のみ）から出題します。
工学技術の発達に伴い、情報の発・受信が容易になり、一層国語力の重要性が増している今日、国語力は日常の会話だけでなく、何
を行うにも行動の基本であり、学問をするにあたり不可欠ゆえ、入試問題では、主として以下の事項について能力を判定します。
1.�理学や工学、情報、環境、生命などに関する評論を的確に理解できるか。
2.�人間の生き方や物の考え方について理解でき、掘り下げて考えられるか。
3.�そうしたことを論理的に思考できるか。
これらの点を問います。

●出題内容
評論、随筆の分野から5,000〜7,000字程度の文章と3,000〜�5,000字程度の文章問題を２題、以下の観点から設問します。
1.�文章の主題や要旨を的確に把握できるか。
2.�文章の構成や展開に注意して、書き手の考え、進め方、強調点を把握できるか。
以上の点を選択肢で問います。また、文章中の空欄補充による接続詞および漢字なども問います。
他に語句の意味、用法、故事熟語などの基礎知識も問います。

●対策
日頃から新聞を読む習慣を身に付けてもらい、政治、経済、社会面だけでなく、科学記事や社説、文芸欄なども読み、要点や論点をしっ
かり把握できるように訓練しておいてください。また、文学や文芸評論などに関する書籍ばかりでなく、科学史や科学技術、情報、
環境、生命、哲学といった分野の書物も読むように心掛けてください。特に最近話題となった専門家の論説や著書にも目を通して
おくとよいです。

インターネット出願時の入力操作、検定料の支払い、受験票等についての“よくある問い合わせ”は本学ホームページ� 入試
案内�をクリックし、大学入試の中の入試FAQをご覧ください。

よくある問い合わせ2
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総合型選抜

2022年度入試結果3

1. 高大接続方式� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 １次選抜合格者数 最終合格者数

工学部

機械工学科（機械工学コース） 1� (0) 1� (0) 1 (0) 1� (0)
機械工学科（航空宇宙学コース） 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
電気電子情報工学科 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
応用化学科 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
学部計 1� (0) 1� (0) 1 (0) 1� (0)

創造�
工学部

自動車システム開発工学科 1� (0) 1� (0) 1 (0) 1� (0)
ロボット・メカトロニクス学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2� (0) 2� (0) 2 (0) 2� (0)
ホームエレクトロニクス開発学科 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
学部計 3� (0) 3� (0) 3 (0) 3� (0)

応用バイオ　　　
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
応用バイオ科学科（生命科学コース） 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
学部計 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)

情報学部

情報工学科 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
情報メディア学科 6� (2) 6� (2) 1 (0) 1� (0)
学部計 6� (2) 6� (2) 1 (0) 1� (0)

合計 10� (2) 10� (2) 5 (0) 5� (0)
※健康医療科学部看護学科、管理栄養学科、臨床工学科は実施していません。

2. 適性評価方式� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 １次選抜合格者数 最終合格者数

工学部

機械工学科（機械工学コース） 3� (0) 3� (0) 2 (0) 2� (0)
機械工学科（航空宇宙学コース） 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
電気電子情報工学科 3� (0) 3� (0) 2 (0) 2� (0)
応用化学科 0� (0) 0� (0) 0 (0) 0� (0)
学部計 6� (0) 6� (0) 4 (0) 4� (0)

創造�
工学部

自動車システム開発工学科 2� (0) 2� (0) 1 (0) 1� (0)
ロボット・メカトロニクス学科 4� (0) 4� (0) 4 (0) 4� (0)
ホームエレクトロニクス開発学科 1� (0) 1� (0) 1 (0) 1� (0)
学部計 7� (0) 7� (0) 6 (0) 6� (0)

応用バイオ�
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 2� (1) 2� (1) 2 (1) 2� (1)
応用バイオ科学科（生命科学コース） 1� (0) 1� (0) 1 (0) 1� (0)
学部計 3� (1) 3� (1) 3 (1) 3� (1)

情報学部

情報工学科 12� (1) 11� (0) 6 (0) 6� (0)
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 8� (0) 7� (0) 7 (0) 7� (0)
情報メディア学科 14� (3) 14� (3) 5 (2) 5� (2)
学部計 34� (4) 32� (3) 18 (2) 18� (2)

健康医療
科学部

看護学科 19� (14) 19� (14) 13 (10) 13� (10)
管理栄養学科 3� (2) 3� (2) 2 (1) 2� (1)
臨床工学科 2� (0) 2� (0) 1 (0) 1� (0)
学部計 24� (16) 24� (16) 16 (11) 16� (11)

合計 74� (21) 72� (20) 47 (14) 47� (14)
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3. レクチャー・レポート方式� （　）内は女子内数
学部名 学科名 期 出願者数 受験者数 1次選抜合格者数 最終合格者数

工学部

機械工学科（機械工学コース） 1期 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0)
2 期 1 (0) 1 (0) 1 (0)

電気電子情報工学科 1期 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2 期 1 (0) 1 (0) 0 (0)

応用化学科 1期 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
2 期 0 (0) 0 (0) 0 (0)

学部計 1期 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0)
2 期 2 (0) 2 (0) 1 (0)

創造�
工学部

自動車システム開発工学科 1期 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0)
2 期 0 (0) 0 (0) 0 (0)

ロボット・メカトロニクス学科 1期 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
2 期 1 (0) 1 (0) 0 (0)

ホームエレクトロニクス開発学科 1期 7 (0) 7 (0) 6 (0) 6 (0)
2 期 0 (0) 0 (0) 0 (0)

学部計 1期 10 (0) 10 (0) 9 (0) 9 (0)
2 期 1 (0) 1 (0) 0 (0)

応用バイオ�
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 1期 5 (0) 5 (0) 5 (0) 5 (0)
2 期 3 (1) 3 (1) 3 (1)

応用バイオ科学科（生命科学コース） 1期 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2 期 0 (0) 0 (0) 0 (0)

学部計 1期 5 (0) 5 (0) 5 (0) 5 (0)
2 期 3 (1) 3 (1) 3 (1)

情報学部

情報工学科 1期 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0)
2 期 4 (0) 4 (0) 1 (0)

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 1期 4 (0) 4 (0) 3 (0) 3 (0)
2 期 0 (0) 0 (0) 0 (0)

学部計 1期 7 (0) 7 (0) 6 (0) 6 (0)
2 期 4 (0) 4 (0) 1 (0)

健康医療
科学部

管理栄養学科 1期 10 (5) 9 (4) 7 (3) 7 (3)
2 期 4 (2) 4 (2) 2 (1)

臨床工学科 1期 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
2 期 2 (0) 2 (0) 2 (0)

学部計 1期 11 (5) 10 (4) 7 (3) 7 (3)
2 期 6 (2) 6 (2) 4 (1)

合計 1期 36 (5) 35 (4) 30 (3) 30 (3)
2 期 16 (3) 16 (3) 9 (2)

※工学部機械工学科（航空宇宙学コース）、情報学部情報メディア学科および健康医療科学部看護学科は実施していません。

4. スポーツ実績評価方式� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数

工学部

機械工学科（機械工学コース） 2� (0) 2� (0) 2� (0)
電気電子情報工学科 1� (0) 1� (0) 1� (0)
応用化学科 1� (0) 1� (0) 1� (0)
学部計 4� (0) 4� (0) 4� (0)

創造�
工学部

自動車システム開発工学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
ロボット・メカトロニクス学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
ホームエレクトロニクス開発学科 10� (0) 10� (0) 10� (0)
学部計 10� (0) 10� (0) 10� (0)

応用バイオ　　　
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 0� (0) 0� (0) 0� (0)

情報学部

情報工学科 2� (0) 2� (0) 2� (0)
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 7� (0) 7� (0) 7� (0)
情報メディア学科 3� (0) 3� (0) 3� (0)
学部計 12� (0) 12� (0) 12� (0)

合計 26� (0) 26� (0) 26� (0)
※�工学部機械工学科（航空宇宙学コース）、応用バイオ科学部応用バイオ科学科（生命科学コース）、健康医療科学部看護学科、管理栄養学科、臨床工学科は実施して
いません。
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5. 専願 1科目方式� 　　（　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率

工学部

機械工学科（機械工学コース） 4� (1) 4� (1) 1� (0) 4.0�
機械工学科（航空宇宙学コース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
電気電子情報工学科 5� (0) 5� (0) 2� (0) 2.5�
応用化学科 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�
学部計 10� (1) 10� (1) 4� (0) 2.5�

創造�
工学部

自動車システム開発工学科 5� (1) 5� (1) 5� (1) 1.0�
ロボット・メカトロニクス学科 3� (0) 3� (0) 2� (0) 1.5�
ホームエレクトロニクス開発学科 3� (0) 3� (0) 2� (0) 1.5�
学部計 11� (1) 11� (1) 9� (1) 1.2�

応用バイオ�
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 2� (0) 2� (0) 1� (0) 2.0�
応用バイオ科学科（生命科学コース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 2� (0) 2� (0) 1� (0) 2.0�

情報学部

情報工学科 26� (1) 26� (1) 3� (0) 8.7�
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 18� (1) 18� (1) 4� (0) 4.5�
情報メディア学科 27� (3) 27� (3) 3� (0) 9.0�
学部計 71� (5) 71� (5) 10� (0) 7.1�

健康医療
科学部

看護学科 8� (6) 7� (6) 3� (2) 2.3�
管理栄養学科 3� (0) 3� (0) 3� (0) 1.0�
臨床工学科 3� (0) 3� (0) 2� (0) 1.5�
学部計 14� (6) 13� (6) 8� (2) 1.6�

合計 108� (13) 107� (13) 32� (3) 3.3�
※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。

６．併願２科目方式� 　　（　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率

工学部

機械工学科（機械工学コース） 4� (0) 4� (0) 2� (0) 2.0�
機械工学科（航空宇宙学コース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
電気電子情報工学科 3� (0) 3� (0) 3� (0) 1.0�
応用化学科 3� (1) 3� (1) 3� (1) 1.0�
学部計 10� (1) 10� (1) 8� (1) 1.3�

創造�
工学部

自動車システム開発工学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
ロボット・メカトロニクス学科 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�
ホームエレクトロニクス開発学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�

応用バイオ�
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�
応用バイオ科学科（生命科学コース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�

情報学部

情報工学科 4� (0) 4� (0) 0� (0)
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 2� (0) 2� (0) 2� (0) 1.0�
情報メディア学科 9� (1) 9� (1) 5� (1) 1.8�
学部計 15� (1) 15� (1) 7� (1) 2.1�

健康医療
科学部

看護学科 8� (7) 7� (6) 6� (5) 1.2�
管理栄養学科 1� (1) 1� (1) 1� (1) 1.0�
臨床工学科 1� (1) 1� (1) 1� (1) 1.0�
学部計 10� (9) 9� (8) 8� (7) 1.1�

合計 37� (11) 36� (10) 25� (9) 1.4�
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7. 一般公募制� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率

工学部

機械工学科（機械工学コース） 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�
機械工学科（航空宇宙学コース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
電気電子情報工学科 3� (0) 3� (0) 3� (0) 1.0�
応用化学科 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�
学部計 5� (0) 5� (0) 5� (0) 1.0�

創造
工学部

自動車システム開発工学科 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�
ロボット・メカトロニクス学科 1� (0) 1� (0) 1� (0) 1.0�
ホームエレクトロニクス開発学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 2� (0) 2� (0) 2� (0) 1.0�

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
応用バイオ科学科（生命科学コース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 0� (0) 0� (0) 0� (0)

情報学部

情報工学科 8� (1) 8� (1) 3� (0) 2.7�
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 3� (1) 3� (1) 1� (0) 3.0�
情報メディア学科 5� (2) 5� (2) 0� (0)
学部計 16� (4) 16� (4) 4� (0) 4.0�

健康医療
科学部

看護学科 6� (4) 6� (4) 3� (2) 2.0�
管理栄養学科 2� (2) 2� (2) 2� (2) 1.0�
臨床工学科 1� (0) 1� (0) 0� (0)
学部計 9� (6) 9� (6) 5� (4) 1.8�

合計 32� (10) 32� (10) 16� (4) 2.0�

※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。� � �

8. 専門高校対象公募制� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率

工学部

機械工学科（機械工学コース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
機械工学科（航空宇宙学コース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
電気電子情報工学科 1� (0) 1� (0) 0� (0)
応用化学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 1� (0) 1� (0) 0� (0)

創造
工学部

自動車システム開発工学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
ロボット・メカトロニクス学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
ホームエレクトロニクス開発学科 1� (0) 1� (0) 0� (0)
学部計 1� (0) 1� (0) 0� (0)

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 0� (0) 0� (0) 0� (0)

情報学部

情報工学科 1� (0) 1� (0) 0� (0)
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
情報メディア学科 1� (1) 1� (1) 1� (1) 1.0�
学部計 2� (1) 2� (1) 1� (1) 2.0�

健康医療
科学部

臨床工学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)
学部計 0� (0) 0� (0) 0� (0)

合計 4� (1) 4� (1) 1� (1) 4.0�

※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。
※応用バイオ科学部応用バイオ科学科（生命科学コース）、健康医療科学部看護学科および管理栄養学科は実施していません。

学校推薦型選抜
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9. 一般Ａ日程入試� （　）内は女子内数

学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点
1/30 試験 1/31試験 2/1試験

工学部

機械工学科（機械工学コース） 335� (13) 317� (13) 200� (10) 1.6� 118/300 118/300 121/300

機械工学科（航空宇宙学コース） 55� (10) 54� (10) 45� (8) 1.2� 113/300 111/300 117/300

電気電子情報工学科 217� (9) 212� (9) 130� (6) 1.6� 121/300 121/300 122/300

応用化学科 159� (38) 150� (37) 120� (33) 1.3� 108/300 103/300 99/300

学部計 766� (70) 733 (69) 495 (57) 1.5�

創造
工学部

自動車システム開発工学科 94� (3) 84� (3) 33� (1) 2.5� 96/300 111/300 106/300

ロボット・メカトロニクス学科 104� (7) 94� (7) 46� (4) 2.0� 107/300 108/300 113/300

ホームエレクトロニクス開発学科 41� (4) 36� (4) 17� (3) 2.1� 96/300 109/300 119/300

学部計 239� (14) 214� (14) 96� (8) 2.2�

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 164� (55) 154� (52) 131� (48) 1.2� 92/300 98/300 99/300

応用バイオ科学科（生命科学コース） 79� (25) 71� (22) 59� (15) 1.2� 94/300 96/300 112/300

学部計 243� (80) 225� (74) 190� (63) 1.2�

情報学部

情報工学科 643� (47) 619� (40) 165� (10) 3.8� 175/300 175/300 176/300

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 391� (36) 375� (33) 96� (13) 3.9� 155/300 153/300 156/300

情報メディア学科 576� (74) 562� (71) 140� (29) 4.0� 164/300 165/300 163/300

学部計 1,610� (157) 1,556� (144) 401� (52) 3.9�

健康医療
科学部

看護学部 160� (134) 153� (127) 95� (78) 1.6� 133/300 133/300 136/300

管理栄養学科 58� (31) 51� (26) 38� (22) 1.3� 113/300 114/300 169/300

臨床工学科 55� (19) 55� (19) 44� (14) 1.3� 111/300 131/300 114/300

学部計 273� (184)� 259� (172)� 177� (114)� 1.5�

合計 3,131� (505) 2,987� (473) 1,359� (294) 2.2�
※合格者数には、学科により志望順位制で合格した者を含みます。
※出願者数・受験者数には、選考の対象となった志望順位制出願者・受験者を含みます。

１0．一般Ａ日程入試（スーパーサイエンス特別専攻）� （　）内は女子内数

特別専攻名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点
1/30 試験 1/31試験 2/1試験

電気電子特別専攻 22� (2) 22� (2) 3� (0) 7.3� 217/300 244/300

医生命科学特別専攻 19� (3) 19� (3) 2� (1) 9.5� 230/300

ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 55� (10) 53� (9) 6� (1) 8.8� 230/300 238/300

次世代自動車開発特別専攻 7� (0) 7� (0) 0� (0)

ロボットクリエータ特別専攻 3� (1) 3� (1) 1� (1) 3.0� 227/300

機械工学特別専攻 19� (1) 18� (1) 3� (0) 6.0� 238/300 253/300 253/300

合計 125� (17) 122� (16) 15� (3) 8.1�
※出願者数・受験者数・合格者数は一般Ａ日程入試に含みます。

一般選抜
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11. 一般Ｂ日程入試� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点

工学部

機械工学科（機械工学コース） 70� (5) 61� (4) 38� (2) 1.6� 101/300

機械工学科（航空宇宙学コース） 24� (3) 22� (2) 12� (1) 1.8� 125/300

電気電子情報工学科 82� (3) 70� (3) 23� (1) 3.0� 148/300

応用化学科 34� (2) 30� (2) 18� (2) 1.7� 96/300

学部計 210� (13) 183� (11) 91� (6) 2.0�

創造
工学部

自動車システム開発工学科 32� (3) 27� (2) 17� (2) 1.6� 95/300

ロボット・メカトロニクス学科 37� (3) 31� (2) 19� (1) 1.6� 114/300

ホームエレクトロニクス開発学科 38� (3) 33� (2) 29� (2) 1.1� 80/300

学部計 107� (9) 91� (6) 65� (5) 1.4�

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 29� (7) 24� (6) 18� (4) 1.3� 61/300

応用バイオ科学科（生命科学コース） 24� (7) 20� (6) 15� (4) 1.3� 73/300

学部計 53� (14) 44� (12) 33� (8) 1.3�

情報学部

情報工学科 122� (7) 108� (7) 35� (1) 3.1� 160/300

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 94� (5) 85� (5) 31� (2) 2.7� 153/300

情報メディア学科 97� (8) 89� (8) 35� (4) 2.5� 148/300

学部計 313� (20) 282� (20) 101� (7) 2.8�

健康医療
科学部

看護学部 7� (4) 7� (4) 2� (1) 3.5� 153/300

管理栄養学科 8� (3) 6� (2) 3� (1) 2.0� 96/300

臨床工学科 15� (4) 14� (4) 11� (4) 1.3� 117/300

学部計 30� (11)� 27� (10)� 16� (6)� 1.7�

合計 713� (67) 627� (59) 306� (32) 2.0�

１2．一般 B日程入試（スーパーサイエンス特別専攻）� （　）内は女子内数

特別専攻名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点

電気電子特別専攻 2� (0) 2� (0) 0� (0)

医生命科学特別専攻 9� (2) 3� (0) 0� (0)

ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 27� (0) 25� (0) 0� (0)

次世代自動車開発特別専攻 2� (0) 2� (0) 0� (0)

ロボットクリエータ特別専攻 0� (0) 0� (0) 0� (0)

機械工学特別専攻 2� (1) 2� (1) 0� (0)

合計 42� (3) 34� (1) 0� (0)
※出願者数・受験者数・合格者数は一般B日程入試に含みます。
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13. 共通テスト方式Ａ日程入試� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点

工学部

機械工学科（機械工学コース） 344� (26) 344� (26) 287� (23) 1.2� 120/300

機械工学科（航空宇宙学コース） 171� (22) 171� (22) 104� (12) 1.6� 122/300

電気電子情報工学科 332� (32) 332� (32) 271� (30) 1.2� 122/300

応用化学科 223� (41) 223� (41) 202� (38) 1.1� 106/300

学部計 1,070� (121) 1,070� (121) 864� (103) 1.2�

創造
工学部

自動車システム開発工学科 178� (16) 178� (16) 162� (15) 1.1� 105/300

ロボット・メカトロニクス学科 197� (19) 197� (19) 177� (18) 1.1� 106/300

ホームエレクトロニクス開発学科 136� (17) 136� (17) 121� (16) 1.1� 105/300

学部計 511� (52) 511� (52) 460� (49) 1.1�

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 250� (70) 250� (70) 238� (70) 1.1� 91/300

応用バイオ科学科（生命科学コース） 186� (49) 186� (49) 172� (48) 1.1� 92/300

学部計 436� (119) 436� (119) 410� (118) 1.1�

情報学部

情報工学科 478� (57) 478� (57) 188� (29) 2.5� 170/300

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 330� (48) 330� (48) 198� (36) 1.7� 151/300

情報メディア学科 383� (55) 383� (55) 180� (34) 2.1� 160/300

学部計 1,191� (160) 1,191� (160) 566� (99) 2.1�

健康医療
科学部

看護学科 95� (68) 95� (68) 75� (61) 1.3� 119/300

管理栄養学科 61� (28) 61� (28) 53� (27) 1.2� 105/300

臨床工学科 83 (26) 83� (26) 69� (26) 1.2� 110/300

学部計 239� (122)� 239� (122)� 197 (114)� 1.2�

合計 3,447� (574) 3,447� (574) 2,497� (483) 1.4�

14. 共通テスト方式Ａ日程入試（スーパーサイエンス特別専攻）� （　）内は女子内数
特別専攻名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点

電気電子特別専攻 19� (2) 19� (2) 2� (0) 9.5� 260/300

医生命科学特別専攻 51� (18) 51� (18) 0� (0)

ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 109� (22) 109� (22) 1� (1) 109.0� 218/300

次世代自動車開発特別専攻 7� (1) 7� (1) 0� (0)

ロボットクリエータ特別専攻 12� (1) 12� (1) 0� (0)

機械工学特別専攻 13� (1) 13� (1) 0� (0)

合計 211� (45) 211� (45) 3� (1) 70.3�

※出願者数・受験者数・合格者数は共通テスト方式Ａ日程入試に含みます。
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15. 共通テスト方式Ｂ日程入試� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点

工学部

機械工学科（機械工学コース） 23� (2) 23� (2) 21� (2) 1.1� 106/300

機械工学科（航空宇宙学コース） 5� (1) 5� (1) 4� (1) 1.3� 132/300

電気電子情報工学科 25� (2) 25� (2) 17� (2) 1.5� 141/300

応用化学科 17� (3) 17� (3) 16� (3) 1.1� 104/300

学部計 70� (8) 70� (8) 58� (8) 1.2�

創造
工学部

自動車システム開発工学科 9� (1) 9� (1) 8� (1) 1.1� 107/300

ロボット・メカトロニクス学科 12� (1) 12� (1) 10� (1) 1.2� 139/300

ホームエレクトロニクス開発学科 11� (2) 11� (2) 10� (2) 1.1� 107/300

学部計 32� (4) 32� (4) 28� (4) 1.1�

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 15� (2) 15� (2) 14� (2) 1.1� 106/300

応用バイオ科学科（生命科学コース） 15� (3) 15� (3) 14� (3) 1.1� 104/300

学部計 30� (5) 30� (5) 28� (5) 1.1�

情報学部

情報工学科 26� (3) 26� (3) 16� (3) 1.6� 144/300

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 24� (2) 24� (2) 15� (2) 1.6� 140/300

情報メディア学科 22� (3) 22� (3) 17� (3) 1.3� 129/300

学部計 72� (8) 72� (8) 48� (8) 1.5�

健康医療
科学部

看護学科 4� (4) 4� (4) 4� (4) 1.0� 134/300

管理栄養学科 6� (1) 6� (1) 5� (1) 1.2� 132/300

臨床工学科 5� (1) 5� (1) 4� (1) 1.3� 130/300

学部計 15� (6) 15� (6)� 13� (6)� 1.2�

合計 219� (31) 219� (31) 175� (31) 1.3�

16. 共通テスト方式Ｂ日程入試（スーパーサイエンス特別専攻）� （　）内は女子内数
特別専攻名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点

電気電子特別専攻 1� (0) 1� (0) 0� (0)

医生命科学特別専攻 1� (0) 1� (0) 0� (0)

ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 6� (3) 6� (3) 0� (0)

次世代自動車開発特別専攻 0� (0) 0� (0) 0� (0)

ロボットクリエータ特別専攻 0� (0) 0� (0) 0� (0)

機械工学特別専攻 1� (0) 1� (0) 0� (0)

合計 9� (3) 9� (3) 0� (0)

※出願者数・受験者数・合格者数は共通テスト方式Ｂ日程入試に含みます。
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17. 共通テスト方式Ｃ日程入試� （　）内は女子内数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点

工学部

機械工学科（機械工学コース） 7� (0) 7� (0) 6� (0) 1.2� 115/300

機械工学科（航空宇宙学コース） 8� (1) 8� (1) 6� (1) 1.3� 122/300

電気電子情報工学科 13� (0) 13� (0) 12� (0) 1.1� 115/300

応用化学科 8� (1) 8� (1) 8� (1) 1.0� 88/300

学部計 36� (2) 36� (2) 32� (2) 1.1�

創造
工学部

自動車システム開発工学科 5� (0) 5� (0) 5� (0) 1.0� 88/300

ロボット・メカトロニクス学科 4� (0) 4� (0) 4� (0) 1.0� 88/300

ホームエレクトロニクス開発学科 4� (0) 4� (0) 4� (0) 1.0� 88/300

学部計 13� (0) 13� (0) 13� (0) 1.0�

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 4� (0) 4� (0) 4� (0) 1.0� 88/300

応用バイオ科学科（生命科学コース） 3� (0) 3� (0) 3� (0) 1.0� 88/300

学部計 7� (0) 7� (0) 7� (0) 1.0�

情報学部

情報工学科 18� (0) 18� (0) 13� (0) 1.4� 129/300

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 15� (1) 15� (1) 13� (1) 1.2� 126/300

情報メディア学科 14� (0) 14� (0) 12� (0) 1.2� 117/300

学部計 47� (1) 47� (1) 38� (1) 1.2�

健康医療
科学部

看護学科 3� (3) 3� (3) 2� (2) 1.5� 167/300

管理栄養学科 0� (0) 0� (0) 0� (0)

臨床工学科 2� (0) 2� (0) 1� (0) 2.0� 152/300

学部計 5� (3) 5� (3) 3� (2) 1.7�

合計 108� (6) 108� (6) 93� (5) 1.2�

18. 共通テスト方式Ｃ日程入試（スーパーサイエンス特別専攻）� （　）内は女子内数
特別専攻名 出願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点

電気電子特別専攻 0� (0) 0� (0) 0� (0)

医生命科学特別専攻 0� (0) 0� (0) 0� (0)

ＩＣＴスペシャリスト特別専攻 7� (1) 7� (1) 0� (0)

次世代自動車開発特別専攻 1� (0) 1� (0) 0� (0)

ロボットクリエータ特別専攻 0� (0) 0� (0) 0� (0)

機械工学特別専攻 0� (0) 0� (0) 0� (0)

合計 8� (1) 8� (1) 0� (0) 　　

※出願者数・受験者数・合格者数は共通テスト方式Ｃ日程入試に含みます。
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一般Ａ日程入試結果に基づいたスカラシップ対象者数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 スカラシップ

対象者数

工学部

機械工学科（機械工学コース） 335 317� 200� 3※

機械工学科（航空宇宙学コース） 55� 54� 45� 11
電気電子情報工学科 217� 212� 130� 3※

応用化学科 159� 150� 120� 1※

学部計 766� 733� 495� 18

創造
工学部

自動車システム開発工学科 94� 84� 33� 0
ロボット・メカトロニクス学科 104� 94� 46� 1※

ホームエレクトロニクス開発学科 41� 36� 17� 0
学部計 239� 214� 96� 1

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 164� 154� 131� 1※

応用バイオ科学科（生命科学コース） 79� 71� 59� 0
学部計 243� 225� 190� 1

情報学部

情報工学科 643� 619� 165� 3 ※

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 391� 375� 96� 0
情報メディア学科 576� 562� 140� 3※

学部計 1,610� 1,556� 401� 6

健康医療科
学部

看護学科 160� 153� 95� 9
管理栄養学科 58� 51� 38� 6
臨床工学科 55� 55� 44� 1
学部計 273� 259� 177� 16

合計 3,131� 2,987� 1,359� 42
※印はスーパーサイエンス特別専攻によるスカラシップ

一般Ｂ日程入試結果に基づいたスカラシップ対象者数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 スカラシップ

対象者数

工学部

機械工学科（機械工学コース） 70� 61� 38� 0
機械工学科（航空宇宙学コース） 24� 22� 12� ー
電気電子情報工学科 82 70� 23� 0
応用化学科 34� 30� 18 0
学部計 210� 183� 91� 0

創造
工学部

自動車システム開発工学科 32� 27� 17� 0
ロボット・メカトロニクス学科 37� 31� 19� 0
ホームエレクトロニクス開発学科 38� 33� 29� 0
学部計 107� 91� 65� 0

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 29� 24� 18� 0
応用バイオ科学科（生命科学コース） 24� 20� 15� 0
学部計 53� 44� 33� 0

情報学部

情報工学科 122� 108� 35� 0
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 94� 85� 31� 0�
情報メディア学科 97� 89� 35� 0�
学部計 313� 282� 101� 0�

健康医療科
学部

看護学科 7� 7� 2� ー�
管理栄養学科 8� 6� 3� ー�
臨床工学科 15� 14� 11� ー�
学部計 30� 27� 16� ー�

合計 713� 627� 306� 0�

2022年度スカラシップ対象者数4
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共通テスト方式Ａ・Ｂ・Ｃ日程入試結果に基づいたスカラシップ対象者数
学部名 学科名 出願者数 受験者数 合格者数 スカラシップ

対象者数

工学部

機械工学科（機械工学コース） 374� 374� 314� 0�
機械工学科（航空宇宙学コース） 184� 184� 114� 0�
電気電子情報工学科 370� 370� 300� 2 ※�
応用化学科 248� 248� 226� 0�
学部計 1,176� 1,176� 954� 2�

創造
工学部

自動車システム開発工学科 192� 192� 175� 0�
ロボット・メカトロニクス学科 213� 213� 191� 0�
ホームエレクトロニクス開発学科 151� 151� 135� 0�
学部計 556� 556� 501� 0�

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 269� 269� 256� 0�
応用バイオ科学科（生命科学コース） 204� 204� 189� 0�
学部計 473� 473� 445� 0�

情報学部

情報工学科 522� 522� 217� 1※

情報ネットワーク・コミュニケーション学科 369� 369� 226� 0 ※

情報メディア学科 419� 419� 209� 0�
学部計 1,310� 1,310� 652� 1�

健康医療科
学部

看護学科 102� 102� 81� 3�
管理栄養学科 67� 67� 58� 1�
臨床工学科 90� 90� 74� 0�
学部計 259� 259� 213� 4�

合計 3,774� 3,774� 2,765� 7�
※印はスーパーサイエンス特別専攻によるスカラシップ

優秀者入学手続き制度対象者数（一般Ａ日程入試、共通テスト方式Ａ日程入試）

学部名 学科名
一般Ａ日程入試 共通テスト方式Ａ日程入試

出願者
数

受験者
数

合格者
数

優秀者
合格者数

出願者
数

受験者
数

合格者
数

優秀者
合格者数

工学部

機械工学科（機械工学コース） 335� 317� 200� 27 344� 344� 287� 13�
機械工学科（航空宇宙学コース） 55� 54� 45� 12� 171� 171� 104� 0�
電気電子情報工学科 217� 212� 130� 26� 332� 332� 271� 12�
応用化学科 159� 150� 120� 11� 223� 223� 202� 2�
学部計 766� 733� 495� 76� 1,070� 1,070� 864� 27�

創造
工学部

自動車システム開発工学科 94� 84� 33� 2� 178� 178� 162� 4�
ロボット・メカトロニクス学科 104� 94� 46� 3� 197� 197� 177� 4�
ホームエレクトロニクス開発学科 41� 36� 17� 1� 136� 136� 121� 2�
学部計 239� 214� 96� 6� 511� 511� 460� 10�

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース） 164� 154� 131� 6� 250� 250� 238� 5�
応用バイオ化学科（生命科学コース） 79� 71� 59� 4� 186� 186� 172� 0�
学部計 243� 225� 190� 10� 436� 436� 410� 5�

情報学部

情報工学科 643� 619� 165� 55� 478� 478� 188� 27�
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 391� 375� 96� 7� 330� 330� 198� 12�
情報メディア学科 576� 562� 140� 35� 383� 383� 180� 16�
学部計 1,610� 1,556� 401� 97� 1,191� 1,191� 566� 55�

健康医療科
学部

看護学科 160� 153� 95� 10� 95� 95� 75� 5�
管理栄養学科 58� 51� 38� 7� 61� 61� 53� 1�
臨床工学科 55� 55� 44� 2� 83� 83� 69� 0�
学部計 273� 259� 177� 19� 239� 239� 197� 6�

合計 3,131� 2,987� 1,359� 208� 3,447� 3,447� 2,497� 103�
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2023年度入試　【 志望理由書 】
■総合型選抜（併願2科目方式）
①総合型選抜（併願2科目方式）に出願する人は必ず志望理由書を提出すること。
②志望理由書には志望理由・志望動機を具体的に記述しなさい。さらに、今までに学校の内外で、主体性・多様性・協働
性を意識して取り組んだ内容とそれを通して学んだことを志望理由・志望動機に関連付けて記述（800字以内）すること。
また、記入にはＨＢ（黒）の鉛筆を用い横書きで記入しなさい。

③出願する学科（コース）のチェック欄に✓印を記入すること。

氏　名

200字

ここには記入しないでください。

学 部 名 チェック欄 学 科 名（ コース）

工学部

機械工学科（機械工学コース）

機械工学科（航空宇宙学コース）

電気電子情報工学科

応用化学科

創造工学部

自動車システム開発工学科

ロボット・メカトロニクス学科

ホームエレクトロニクス開発学科

学 部 名 チェック欄 学 科 名（コース）

応用バイオ
科学部

応用バイオ科学科（応用バイオコース）

応用バイオ科学科（生命科学コース）

情報学部

情報工学科

情報ネットワーク・コミュニケーション学科

情報メディア学科

健康医療科
学部

看護学科

管理栄養学科

臨床工学科
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400字

600字

800字

神奈川工科大学
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2023年度入試　[ 志望理由書 ]

一般選抜で健康医療科学部看護学科に出願する人は必ず志望理由書を提出すること。
志望理由書には志望理由・志望動機を具体的に記述しなさい。さらに、今までに学校の内外で、主体性・多様性・協働
性を意識して取り組んだ内容とそれを通して学んだことを志望理由・志望動機に関連付けて記述（600字以上800字以
内）すること。また記入にはHB（黒）の鉛筆を用い、横書きで記入しなさい。

【看護学科志願者のみ提出】（出願する入試方式および日程の□にチェックを入れてください）
■�一般入試（□Ａ日程入試、□Ｂ日程入試）
■�共通テスト方式（□Ａ日程入試、□Ｂ日程入試、□Ｃ日程入試、□グループディスカッション入試）

氏　名

200字

ここには記入しないでください。
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400字
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神奈川工科大学
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2023年4月入学に関するご案内

　新型コロナウイルス感染症による大変な状況の中で、本学への出願をご検討
いただき厚く御礼申し上げます。

　標記の件につきまして、2023年4月入学希望者に対して、本学ホームペー
ジおよび受験生向け「総合案内2023」を含めた各種媒体を介して、入学後の
カリキュラムおよび施設等についてご案内しております。本学においても感染
拡大防止の取り組みとして、キャンパス入構時の検温・体調確認や手指消毒剤
の設置、各教室内の3密回避などの対策を講じております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症が収束せずに、この状況が継続し
た場合、各種媒体にてご案内した一部カリキュラムの変更や施設利用を制限す
ることにより、皆様にご不便をおかけする可能性があることを予めご了承くだ
さい。

　本学では、通学に際して、政府・厚生労働省・文部科学省・神奈川県などの
公的機関の指導に基づき、皆様の安心安全をしっかりと守りながら授業をはじめ
とする教育・研究を進めてまいりますので、安心して、本学にご入学ください。

　最後に、本学では、対面式授業実施に当たって新型コロナウイルス感染拡大
防止の取り組みを行っており、詳細については、本学ホームページでも確認す
ることが可能です。
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神 奈 川 工 科 大 学

募集要項2023
出願はインターネットを利用するため、パソコン（またはスマートフォン）とプリンターが必要です。

また、受験票は各自で出力する必要があります。

併願２科目方式[他大学との併願可]

出願開始：11月22日(火)、試験日：12月10日(土)

総合型選抜

一般入試

・Ａ日程入試、Ｂ日程入試

共通テスト方式

・Ａ日程入試、Ｂ日程入試、Ｃ日程入試

・グループディスカッション入試

一般選抜

神奈川工科大学　募集要項 2023 一般・共通　表紙A案 　A3 （W420mm×H297mm）  

〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030　Tel.046-291-3000　Fax.046-291-3001

https://www.kait.jp/

出願および入学試験に関する問い合わせ先

神奈川工科大学企画入学課

TEL:046-291-3000 E-mail:nyushi@kait.jp
事 務 取 扱
休 業 日

平日（月～金） 9：00～17：00
土日、祝日
11月7日（月）、12月28日（水）～1月5日（木）
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