2023年度

編入学試験
学生募集要項

公立千歳科学技術大学
Chitose Institute of Science and Technology

新型コロナウイルス感染症の状況により、本募集要項の記載内容に変更が生じる場合
があります。変更等については、随時本学ホームページで公表しますので、ご留意くだ
さい。
公立千歳科学技術大学ホームページ：https://www.chitose.ac.jp/
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入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
公立千歳科学技術大学は、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）を定め、それに従った
「教育課程編成・実施の方針」
（カリキュラム・ポリシー）に基づいた教育を行います。そのため、以下のよ
うに定めた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づき入学者を選抜します。
1

大学の理念
（1） 公立千歳科学技術大学は、理工学分野をはじめとする幅広い教育と研究を通して、高い知性とすぐ
れた人格を有する世に有為なる人材を育成するとともに、学術・産業の振興に貢献します
（2） 公立千歳科学技術大学は、知の拠点として大学が有する人材と知恵を社会に提供し、地域との共生
を通して社会とともに発展する大学を目指します

2

入学者に求める学生像
公立千歳科学技術大学は、大学の理念に掲げる能力を兼ね備え、「社会で活躍できる人材」となる可能

性を持った人を受け入れます。入学者に求める学生像は次のとおりです。
（1） 自然現象や科学技術およびこれらの活用に興味関心のある人、理工学の基礎知識から応用分野にい
たるまでの総合的な知識や技術を生かして社会の発展に貢献したい人、人間と環境が調和した安全で
安心な未来づくりに挑戦したい人
（2） 好奇心・想像力・柔軟性を持って探求できる人、教えられるのではなく主体的に目標を立てて学ぶ
ことにより問題発見を目指す意欲のある人、自分の目標を設定し、それを達成するために自分自身を
磨き、常に努力できる向上心を持った人、将来社会において、他者との対話を通じ協働し、知識を活
用し様々な課題を発見・解決できる技術者を目指す人
3

編入学者に求める能力
理工学部では「ディプロマ・ポリシー」の掲げる目標を達成するために「カリキュラム・ポリシー」を定

め、【アカデミックリテラシー】、【主体性・自律性】、【チームとして活動する力】、【メディアリテラシーを
駆使した課題発見力】
、
【専門的知識・技術を活用する力】の 5 つの素養を育成するために、3 学科共通科目、
専門教育科目を体系的に編成し、講義、実験・実習を組み合わせた教育を行っています。編入学者には、上
記 5 つの素養のうち、特にアカデミックリテラシー、主体性・自律性、チームとして活動する力について、
理工学部在学中の学生と同等程度の能力を有することを求めます。
4

編入学試験と評価
理工学部では上記「編入学者に求める能力」を確かめることを目的に編入学試験を設け、志望する学科の

カリキュラムに照し合せて、出願書類、学力検査、小論文および面接により総合的に評価し、選抜します。
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１

募集人員
学

部

理工学部

２

学

科

募集人員

応用化学生物学科

若干名

電子光工学科

若干名

情報システム工学科

若干名

編入年次

原則として3年次
※志願者が本学入学前に修得した単位について、一括認定方式および個別認定方式により単位認定を行
います。本学が認定する単位数により、編入年次を決定します。3年次に編入した場合でも、認定単位
数等によっては入学後2年間で卒業できない場合があります。

３

編入時期

2023年4月1日

４

出願資格

次のいずれかに該当する者で、志望学科と関連の深い学科または課程を卒業（修了）または在籍している
者。
①

大学を卒業した者および2023年3月31日までに卒業見込みの者

②

大学に2年以上在学していた者および2023年3月31日までに2年以上の在学となる者

③

短期大学または高等専門学校を卒業した者および2023年3月31日までに卒業見込みの者

④

専修学校の専門課程（修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上であるものに限る）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

⑤

本学における個別の入学資格審査により、これらと同等以上の学力があると認められた者

※上記⑤により出願しようとする者は、事前に本学入試広報課に問い合わせのうえ、2022年6月10日（金）
までに申請書類を提出してください。

出願期間、試験日、試験会場、合格発表日
出 願 期 間

試験日

試験会場

合格発表日

公立千歳科学技術大学

2022年9月9日（金）

（学力検査、小論文、面接）

2022年7月4日（月）
～

５

7月11日（月）

2022年8月21日（日）

※出願期間最終日の消印有効
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本部棟

６

出願手続

（1）

出願方法（郵送のみ）
出願書類を市販の角形2号（角2）封筒に封入し、本学ホームページ・入試情報・編入学試験からダウン

ロードした「封筒貼付用宛名ラベル」を封筒の表面に貼り付け、速達簡易書留で郵送してください。出願
期間最終日の消印有効です。なお、本学に直接持参しても受理しません。
（2）

出願書類
出願書類

注意事項

入学志願票

・本学所定の様式に必要事項を記入してください。様式は A4 サイズの用
紙に両面印刷してください。
・記入にあたっては、5 ページ「（4）出願書類作成上の注意」をお読み
ください。
・写真貼付欄には出願前 3 ヶ月以内に撮影した写真（縦 4 ㎝×横 3 ㎝、
単身、正面、上半身、脱帽、背景なし）を貼付してください。

入学検定料納付書等

入学志願票の裏面に、入学検定料納付書など入学検定料を振り込んだこと
がわかる資料を貼付してください。（4 ページ「（3）入学検定料および
納入方法」を参照。）

卒業（見込）証明書等

出身学校長等が作成したものを提出してください。
・出願資格①、③、④に該当する者は、「卒業・修了（見込）証明書」
を提出してください。
・出願資格②に該当する者は、「在学証明書または在学期間証明書」を
提出してください。
・出願資格⑤に該当する場合は、事前に本学入試広報課に問い合わせて
ください。
最終学歴の教育機関または在学中の学校の成績証明書、もしくはこれに準

成績証明書

じるもの（修得科目名、単位数および評価が明記されたもの）で、校長等
が作成したものを提出してください。
単位を修得した科目の授業内容が記載された講義要項（シラバス）等を提
出してください。

講義要項
（シラバス）等

注：科目の単位を取得した年度の講義要項（シラバス）を提出してください。
例）2020年度に取得した科目の場合、2020年度の講義要項（シラバス）を提出
2021年度に取得した科目の場合、2021年度の講義要項（シラバス）を提出
注：高等専門学校出身者は、1～5年次の全ての単位を修得した科目の講義要項（シ
ラバス）を提出してください。

志望理由書

・本学所定の様式により、志願者が作成したものを提出してください。様
式は A4 サイズの用紙に印刷してください。
・作成にあたっては、5 ページ「（4）出願書類作成上の注意」をお読み
ください。

受験票送付用封筒

市販の長形 3 号（長 3）封筒に志願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、
速達郵便料金の 344 円分の切手を貼付してください。

在留カード
（外国人登録証明書）
の写し等

外国籍の者のみ提出してください。
・日本に居住する外国人（外国籍の者）は「在留カード（外国人登録証明
書）」の写しを提出すること。
・その他の外国人はパスポートの写しを提出すること。
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（3）

入学検定料および納入方法
30,000円

①

入学検定料

②

入学検定料納入期間 2022年7月4日（月）～7月11日（月）

③

納入方法
入学検定料は、次のアまたはイのいずれかの方法で振り込んでください。なお、振込手数料は志願者が

負担してください。
ア

金融機関の窓口から振り込み
・本学ホームページ・入試情報・編入学試験から入学検定料振込用紙を印刷し、必要事項を記入
のうえ、金融機関の窓口に提出してください。
・振り込み後に金融機関の窓口から「振込金（兼手数料）受取書」および「入学検定料納付書」
を受け取る際には、必ず収納印が押されていることを確認してください。
・「入学検定料納付書」は入学志願票裏面の所定欄に貼り付け、「振込金（兼手数料）受取書」
は本人控えとして保管してください。
・入学志願票裏面の所定欄に金融機関の収納印が押された「入学検定料納付書」が貼られていな
い場合は、出願を受理しません。

イ

ATMやインターネットバンキングから振り込み
・次のいずれかの口座に振り込んでください。
・振り込みの際、編入学試験の入学検定料であることを判別するため、振込依頼人名の前に「H」
を付けてください。（例：H カギタ

ヒカル）

・ATM の取引明細（利用明細）やインターネットバンキングの振込完了画面のプリントアウトな
ど、入学検定料を振り込んだことがわかる資料を入学志願票の裏面に貼り付けてください。資料
が添付されていない場合は、出願を受理しません。
■入学検定料振込先口座
北洋銀行
支店名

千歳中央支店

口座番号

普通 ４５４２８７５

受取人

ダイ）コウリツチトセカガクギジュツダイガク
大）公立千歳科学技術大学

理事長

宮永

喜一

北海道銀行
支店名

千歳支店

口座番号

普通 １３４３８９０

受取人

ダイ）コウリツチトセカガクギジュツダイガク
大）公立千歳科学技術大学

理事長

宮永

喜一

④ 入学検定料の返還
一度納入された入学検定料は、次のアまたはイに該当する場合を除き返還しません。
ア

入学検定料を振り込んだが本学の編入学試験に出願しなかった（出願書類を提出しなかった、
または出願が受理されなかった）場合

イ

入学検定料を誤って二重に振り込んだ場合

上記に該当する場合は、2022年12月2日（金）（消印有効）までに「入学検定料返還請求書」を本学
入試広報課に提出してください。様式は本学ホームページ・入試情報・編入学試験からダウンロードし
てください。（https://www.chitose.ac.jp/exam/incorporation）
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（4）

出願書類作成上の注意

①

本学所定の様式は、本学ホームページ・入試情報・編入学試験からダウンロードし、A4サイズの用紙
に印刷してください。（https://www.chitose.ac.jp/exam/incorporation）

②

黒のボールペン（インクが消せるものは不可）を使用し、正確かつ丁寧に記入してください。文字は
楷書、数字は算用数字を用いてください。

③

出願に必要な書類がすべて揃っていない場合や出願書類に不備がある場合は受理しませんので注意
してください。書き損じた場合は、二重線を引いて訂正印を押し、余白に正しく記入してください。

④ 「故意に事実をまげて記入されている」と判断される場合には、出願を認めない（合格および入学を
取り消す）ことがあります。
⑤

一度提出された出願書類等の内容の変更は認めません。ただし、住所や電話番号に変更が生じた場合
は、直ちに本学入試広報課へ連絡してください。

⑥

一度提出された出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。

（5）

個人情報の取り扱い
出願書類等に記載されている個人情報については、入学試験の合否判定、志願者への文書通知、入学

後の学籍管理、学習指導、学生支援および大学広報の調査・研究以外には使用しません。なお、調査・
研究の結果を発表する際には、個人が特定できないように対処します。

７

受験票

（1）

出願書類を受理した志願者には、受験票を送付します。

（2）

試験日の2日前になっても受験票が届かない場合は、本学入試広報課に問い合わせてください。

（3）

受験票到着後、何らかの理由で紛失、汚損した場合は、本学入試広報課に申し出てください。

（4）

受験票は、本学への問い合わせ時の確認にも必要となります。試験終了後も大切に保管してくださ

い。

８

受験上の配慮に関する事前相談

障がい等があり、試験や入学後の学習に際して特別な配慮を必要とする者は、所定の期日までに申請書類
を提出してください。詳細は、本学ホームページ・入試情報・受験上の配慮に関する事前相談を確認してくだ
さい。（https://www.chitose.ac.jp/exam/concern）

９

選抜方法

（1）

出願書類、学力検査（数学）、小論文および面接により総合的に評価し、選抜します。

（2）

学力検査の出題範囲

（3）

教科

出題範囲

数学

大学初年度で学ぶ程度の微分積分と線形代数

小論文の出題形式

与えられたテーマについて論述する。（600～800字程度）
（4）

面接

１人当たり30分程度の個人面接を行います。
（5）

試験時間割

2022年8月21日（日）

※

集合時間

受験上の注意事項等指示

学力検査

小論文

9：20 まで

9：20～

9：40～10：40
（60 分）

11：00～12：00
（60 分）

面接は、小論文の後に実施します。面接の時刻は受験者により異なりますので受験票でお知らせします。なお、
都合により学力検査の前に面接を実施する場合がありますので、面接の時刻は必ず受験票で確認してください。
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１０

受験上の注意事項

（1）

本学には本部棟と研究実験棟の 2 つの校舎があります。試験会場は本部棟です。

（2）

JR 南千歳駅から本部棟まで、無料のシャトルバスを運行します。バス乗降場は 9 ページの案内図を

ご覧ください。シャトルバスの時刻（試験当日）は、受験票と併せて送付する時刻表をご覧くださ
い。JR 等の公共交通機関については各自で確認してください。
（3）

受験票、筆記用具を必ず持参してください。

（4）

試験会場で上履きは必要ありません。また、服装の指定はありません。

（5）

昼食を必要とする者は持参してください。

（6）

試験会場への入場時に受験票を確認します。受験票を忘れた場合は、係員に申し出てください。

（7）

受験票に記載された集合時間までに、試験室に入室してください。

（8） 試験時間に遅刻した者は、受験することができません。ただし、自然災害等の不可抗力による遅刻の
場合は、特別措置を講じることがありますので、直ちに係員に申し出てください。
（9）

試験室では、指定された席に着き、受験票は机上に置いてください。

（10） 試験会場内では係員の指示に従ってください。
（11） 面接室の入退室は係員が誘導します。面接室では面接官の指示に従ってください。
（12） 試験会場に保護者の方の控室はありません。障害等の理由がある場合を除いて、保護者の方の試験
会場内の付き添いは控えてください。
（13） 受験票は、本学への問い合わせ時の確認に必要となります。受験票は必ず持ち帰り、大切に保管して
ください。

１１

合格発表および合格通知書の送付
合格発表日
2022年9月9日（金）9時

（1）

合格発表では、本学ホームページ・トップページ・お知らせに合格者の受験番号を掲載します

（https://www.chitose.ac.jp/）。また、合格者に合格通知書を送付しますが、地域によっては合格発
表日に到着しない場合があります。
（2）

本人宛てに送付する合格通知書をもって正式な合格発表とします。本学ホームページでの掲載期間

は、合格発表日を含めて5日間です。
（3）

合否について、電話等による問い合わせには応じません。
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１２

入学手続等

（1）

入学手続期間

2023年2月6日（月）～2月13日（月）
（2）

入学手続方法
入学手続期間内に入学料等の納入および必要書類を提出してください。入学手続期間内に入学手続が完

了していないときは、入学を辞退したものとみなします。入学手続の詳細は、合格者へ送付する入学手続
要領を確認してください。
（3）

入学料

入学料

千歳市内者※

左記以外の者

141,000 円

282,000 円

・入学手続時に学生教育研究災害傷害保険料（参考：2022 年度入学者は 1,750 円（3 年次編入の場合））と同窓会
費（12,000 円）の納入が別途必要です。
・本学入学後、国の「高等教育の修学支援新制度」による、入学料および授業料の減免を受けられる場合がありま
すが、入学手続時には一旦入学料を全額納入していただく必要があります（入学後、授業料等減免対象者として
認定された場合には、減免区分に応じた差額を返還します）。授業料等減免の申請手続きおよび受給資格等詳細
については、合格者へ送付する入学手続書類で確認してください。
※

千歳市内者とは、入学の日の属する月の初日において、本人または保護者（親権者または未成年後見人）が引
き続き 1 年以上千歳市に住所を有し、入学後も引き続き住所を有する見込みの者をいいます。なお、その証明と

して住民票を提出していただきます。

（参考）授業料

授業料

春学期分

秋学期分

267,900 円

267,900 円

・授業料は入学後（春学期分は 4 月末まで、秋学期分は 10 月末まで）に納入していただきます。授業料の納入につ
いては、入学後に案内します。
・在学中に授業料等の改定が行われた場合は、改定時からの金額が適用されます。

１３

入学辞退

（1）

入学手続完了後に入学を辞退する場合は、2023 年 3 月 31 日（金）17 時までに本学入試広報課に連

絡のうえ、
「入学辞退届」を提出してください。期日までに入学辞退の手続きを行わなかった場合は 2023
年 4 月 1 日付けで入学者となり、授業料の納入義務が生じます。
（2） 一度納入された入学料は、入学後に授業料等減免対象者に認定された場合を除き、いかなる理由があ
っても返還しません。
（3）

一度提出された入学手続書類は、いかなる理由があっても返還しません。

１４

在学年限

在学年限については、本学が定める在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて、在学することができ
ません。
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災害救助法適用地域からの受験に関する特別措置
公立千歳科学技術大学では、被災地からの受験希望者に対して経済的支援を図るため、入学検定料および
入学料免除の特別措置を実施します。
（1）

特別措置の対象となる入試

2023年度入学試験
（2）

対象者
災害救助法適用地域（入学予定年月日から遡り1年以内に災害救助法が適用された地域）の災害により

次のいずれかに該当し、本学に必要書類を添えて申請し許可された者。
①

主たる学資負担者が所有する自宅家屋が損壊（全壊・大規模半壊・半壊）した場合

②

主たる学資負担者が死亡または行方不明の場合

※

災害救助法適用地域については、日本学生支援機構のホームページを参照してください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/index.html

（3）

特別措置の内容および申請方法

（a）入学検定料の免除
必要書類

①入学検定料免除申請書※1
②証明書類（コピー可）
・公的機関が発行する罹災証明書（上記（2）の①に該当する者）
※

家屋の損壊状況（全壊・大規模半壊・半壊）がわかるものをご提出ください。

・公的機関が発行する死亡または行方不明を証明する書類（上記（2）の②に該当する者）
申請方法

・出願期間中に、出願書類とともに上記必要書類を提出してください。
・この申請を行う場合は、入学検定料を納入しないでください。
・入学検定料の免除が許可されなかった場合は、別途通知します。その場合は、本学が指定する期
日までに入学検定料を納入する必要があります。

※1 様式は本学ホームページ（https://www.chitose.ac.jp/exam/for_victims）からダウンロードしてください。

（b）入学料の免除
必要書類

①入学料免除申請書※2

②家庭調書※2

③経済的理由により納入が困難である事情を認定するに足る志願者または当該志願者の学資負担
者の市区町村長の所得に関する証明書（給与所得者については源泉徴収票）
④公的機関が発行する罹災証明書（入学検定料の免除申請時に提出している場合は、再度提出する
必要はありません。）
申請方法

・入学手続期間中に、上記必要書類を提出してください。
・この申請を行う場合は、入学料を納入しないでください。
・入学料の免除が許可されなかった場合は、別途通知します。その場合は、本学が指定する期日ま
でに入学料を納入する必要があります。

※2 様式は入試広報課まで問い合わせてください。

（4）

問い合わせ先および申請書類提出先

公立千歳科学技術大学入試広報課
〒066-8655

北海道千歳市美々758番地65

TEL：0123-27-6011（平日8：30～17：00）
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公立千歳科学技術大学へのアクセス

○JR 南千歳駅まで
JR 札幌駅から快速列車で約 33 分
JR 千歳駅から普通列車・快速列車で約 4 分
JR 新千歳空港駅から快速列車で約 3 分
○シャトルバスで本学まで
JR 南千歳駅から約 9 分
JR 南千歳駅シャトルバス乗り場

○車で本学まで
JR 南千歳駅から約 5 分
新千歳空港から約 7 分
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公立千歳科学技術大学

入試広報課

〒066-8655 北海道千歳市美々758 番地 65
TEL：0123-27-6011
FAX：0123-27-6076
E-mail：nyushi@photon.chitose.ac.jp
ホームページ：https://www.chitose.ac.jp/
入試情報ページ：https://www.chitose.ac.jp/exam

