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帰国子女特別選抜

【注意】
この募集要項・出願書類は，本校学生課入学試験係に平成30年12月10日（月）
までに照会し，出願資格があると確認できた志願者（申請者）本人のみが使用
できます。他の志願者は使用できません。

独立行政法人 国立高等専門学校機構
この学生募集要項を希望される方は，本人の郵便番号，住所，氏名を明記し，205円切手を貼った返信用
封筒
（角形2号
（33cm×24cm）
）
を同封し，本校まで請求してください。
（直接来校されてもかまいません。
）
本校へ送付する封筒の表に「学生募集要項請求」と朱書きしてください。
請求先 〒9290392 石川県河北郡津幡町北中条 石川工業高等専門学校 学生課入学試験係

石川工業高等専門学校
〒9290392 石川県河北郡津幡町北中条
電 話 076－288－8024
（学生課入学試験係）
ＦＡＸ 076－288－8032
（学生課）
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アドミッションポリシーと求める学生像
○アドミッションポリシー（入学者受入方針）
本校では，教養と工学の基礎を身につけ，創造的な能力，高度な科学技術に対応できる実践
力，地域社会への関心と国際的な視野を有する人材を育成しています。
入学者として次のような学生を求めます。
1．中学校で学んだことを身につけている人
2．特に，数学・理科の基礎学力がある人
○求める学生像
1．ものづくりに関心があり，様々な課題に意欲を持って取り組む人
2．社会のルールを守り，向上心を持って学校生活を送る人
3．将来，技術者として社会の発展に貢献したい人
○それぞれの学科が求める学生像
機械工学科
ものづくりに興味があり，創造力豊かな技術者になりたい人
自動車・飛行機・ロボットなどの機械やシステムに関心がある人
機械の仕事を通して，エネルギー・環境・福祉などの分野で社会に貢献したい人
電気工学科
ロボット・コンピュータなどのしくみに興味がある人
エネルギー・通信・ＩＴなどの生活を支える技術に関心がある人
最先端技術に関心があり，社会の発展に貢献したい人
電子情報工学科
コンピュータの原理やプログラミングなどに興味がある人
情報・電子・通信の融合技術を身につけたい人
最先端の情報通信技術で社会に貢献したい人
環境都市工学科
道路・橋・空港・上下水道などの都市づくりに興味がある人
都市づくりを通して地域社会に貢献したい人
くらしと自然を守る都市づくりに熱意がもてる人
建築学科
建築の材料や構造，環境やデザインに興味がある人
建築を作る過程（設計・施工・管理）に関心がある人
建築を通して生活環境づくりに貢献したい人

学

習

目

標

1．技術者として必要な基礎学力と専門的知識を身につける。
2．意欲的・実践的に，ものづくりや課題の解決に最後まで取り組むことができる。
3．幅広い視点から自らの立場を理解し，社会や環境に配慮できる。
4．自分の考えを正しく表現し，公正に意見を交換することができる。
機械工学科
材料，エネルギー，計測制御，生産加工などの知識と技術を習得し，広い分野におけ
る「ものづくり」に応用することができる。
電気工学科
エネルギー，エレクトロニクス，制御，通信，コンピュータなどの知識と技術を習得
し，「ものづくり」や課題の解決に応用できる。
電子情報工学科
情報・電子・通信などの基礎知識と技術を習得し，システム設計・開発を行うことが
できる。
環境都市工学科
くらしを支える施設の整備，防災，環境保全に関する知識を習得し，より良い都市づ
くりを目的とした課題に対処することができる。
建築学科
建築を取りまく文化や技術の基礎知識を習得し，住生活から地域・都市環境にわたる
建築への様々な課題の解決に応用できる。

平成３１年度 学生募集要項
【帰国子女特別選抜】
１

募集人員
学

２

科

募集人員

機械工学科

若干名

電気工学科

若干名

電子情報工学科

若干名

環境都市工学科

若干名

建築学科

若干名

出願資格
日本国籍を有する者または日本国の永住許可を得ている者で，保護者の海外勤務に伴って外国におい
て教育を受けた者（海外在住期間が中学校に相当する課程において通算して２年以上の者で，平成 29
年 4 月以降の帰国者）で，次のいずれかに該当する者とする。
（１）中学校を卒業した者または平成 31 年 3 月に中学校卒業見込みの者
（２）義務教育学校を卒業した者または平成 31 年 3 月に義務教育学校を卒業見込みの者
（３）中等教育学校の前期課程を修了した者または平成 31 年 3 月に中等教育学校を修了見込みの者

（４）外国において，学校教育における９年の課程を修了した者または平成 31 年 3 月に修了見込み
の者
（５）文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課
程を修了した者または平成 31 年 3 月に同在外教育施設の当該課程を修了見込みの者
３

出願期間および提出先
（１）出願期間

平成３１年１月２５日（金）～２月１日（金）９：００～１７：００
（土日を除く。郵送による場合も出願期間内に必着）

（２）提出先
４

石川工業高等専門学校

学生課入学試験係

出願手続および出願書類等
下表①～⑦を出身学校単位で取りまとめのうえ，一括して提出してください。１人分ずつ，本校所定
の封筒に入れてください。
出願書類受理後は，記載事項の変更，書類の返還は一切認めません。ただし，現住所に変更があった
場合は，その旨を連絡してください。
①

入学願書

本校所定の用紙により，入学志願者本人が自筆で必要事項を記入してくだ

受検票

さい。

写真票

写真は，出願前３か月以内に撮影した縦４㎝，横３㎝の大きさで，上半身
正面向き，無帽，無背景のもの。裏面に，志願学科名と氏名を書き，所定
の箇所に貼ってください。（白黒，カラーいずれも可）
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②

調査書

本校所定の用紙により，出身学校長が作成してください。
外国の学校または機関が作成する書類が日本語以外の場合は，日本語訳
を添付してください。

③

海外在住状況説明書 本校所定の用紙により，必要事項を記入してください。

④

検定料払込金証明書 検定料１６，５００円
本校所定の振込用紙により，平成３１年１月１５日（火）～２月１日（金）
の期間に金融機関の窓口で振り込み，「払込金証明書」【学校提出用】を①
入学願書の所定の箇所に貼って提出してください。
ATM（現金自動預払機）
，インターネット等からは振り込まないでくださ
い。
既納の検定料は，理由の如何を問わず変換できません。ただし，次の場合
は返還手続を行うことができますので下記担当まで連絡してください。
・検定料の振込後，出願を取り止めた場合（受理されなかった場合を含む）
・検定料を誤って二重に払い込んだ場合
連絡先 石川工業高等専門学校 総務課経理係
〒929-0392 石川県河北郡津幡町北中条
電話 076-288-8022

⑤

宛名シール

本校所定の用紙により，必要事項を記入してください。

該当者のみ

高等学校または中等教育学校後期課程に在籍中の志願者は，当該校長の「受

⑥受検許可書

検許可書」を添付してください。（様式は任意）
（検査に合格し，入学する場合は退学証明書が必要になります。
）

該当者のみ

外国籍を有する者のみ提出してください。

⑦住民票

（永住者の在籍資格がわかるもの）

注）検定料を郵便局（ゆうちょ銀行）から振り込む場合の注意点
入学検定料は，郵便局（ゆうちょ銀行）からも振り込むことができますが，以下の条件を満たす
必要がありますので，ご注意ください。
① ゆうちょ銀行からの振込は口座からのみ可能で，現金による振込はできません。ご利用の際は
「通帳とお届け印」または「キャッシュカード」が必要です。
② ゆうちょ銀行からの振込は募集要項に添付されている払込依頼書を使用することはできませ
ん。窓口で「払込依頼書（兼振替払出請求書）【電信扱い】」（ゆうちょ銀行以外の銀行宛）を受
取り，必要事項を記入し，ゆうちょ銀行窓口にお渡しください。
③ 振込後は，
「払込依頼書（兼振替払出請求書）お客様控」を受領して，入学願書と共に提出し
てください。
５

受検票の交付
出願時に受検票を交付します。郵送による出願の場合には，一括して出身学校長あてに郵送します。
２月８日（金）までに届かない場合は，本校学生課入学試験係まで連絡してください。
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６

選抜方法
学力検査の成績，調査書及び面接の結果をもとに総合的に判定します。
学力検査は，理科，英語，数学，国語の４教科について筆記試験（マークシート方式）を行い，各教
科１００点満点の合計４００点満点とします。面接を含み１教科でも受検しないと失格（不合格）に
なります。

７

検査日時および会場
検査日

教科・面接

時間

理科

9:30 ～ 10:20

英語

10:40 ～ 11:30

数学

11:50 ～ 12:40

国語

13:30 ～ 14:20

面接

14:40 ～

平成３１年２月１７日（日）

検査会場

石川工業高等専門学校

検査は，学力検査による選抜と同じ日に行います。重複して受検できないので，注意してください。
８

合格者の発表
平成３１年２月２２日（金）正午頃
合格者の受検番号を本校構内に掲示するとともに，出身学校長には選考結果通知を，合格者には合格
通知書を発送します。また，本校ホームページに合格者の受検番号を掲載します。
電話や電子メール等による合否の照会には応じません。

９

意志確認書の提出
合格の通知を受けた者は，
「意志確認書」を出身学校長の確認を得て，平成３１年２月２８日（木）
１６時までに提出してください。郵送による場合も期限必着とします。
提出先 石川工業高等専門学校 学生課入学試験係
〒929-0392 石川県河北郡津幡町北中条

１０ 受検上の注意
（１）検査の前日，２月１６日（土）１３時から１６時まで，検査会場の下見ができます。ただし，検
査室への入室はできません。
（２）検査当日は９時０５分までに検査室に入室してください。
（３）検査開始後２０分を経過した遅刻者は，原則として受検できません。
（４）受検票，筆記用具，昼食を持参してください。なお，筆記用具はマークシート用として HB の黒
鉛筆を必ず持参してください。
（５）上履は不要です。
（６）交通機関の混乱等，不測の事態に備え，受検者は十分な対策を講じておいてください。
（７）受検票裏面の「受検者心得」をよく読んでおいてください。
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１１ 出願書類記入上の注意
（１）出願書類は黒色のペンまたはボールペンで記入してください。
（２）※印欄は記入しないでください
（３）入学願書について
・志願者本人が記入してください。
・志望学科欄は，第２志望がない場合は“なし”と記入してください。
（４）調査書について
・出身学校長が作成してください。
・行動の記録」欄の「状況」には，項目ごとに十分満足できる状況と判断される場合には，○を記
入してください。
・
「欠席の記録」欄の「日数」は，平成３１年３月卒業見込みの者については，平成３０年１２月
末現在で記入してください。各学年１０日以上の欠席については，理由を「備考」欄に記入して
ください。
・
「特別活動の記録」欄は，１～３学年における主な係名や分担を記入し，状況については十分満
足できる場合には○を記入してください。
・
「学校内外における優れた諸活動等の記録」欄には，課外活動や奉仕活動・研究・社会参加など
表彰を受けた活動や行為等，また，特技や資格取得等優れている点を具体的に記入してください。
・
「総合的な学習の時間の記録」欄は，学習活動の内容と，観点および評価を記入してください。
・
「学習の記録」欄の評定は，各都道府県教育委員会が公立高校の入試要項で定めた方法により，
５段階評定で記入してください。なお，平成３１年３月卒業見込みの者については，最終学年（中
学校第３学年相当）における各教科の評定を，平成３０年１２月末現在で記入してください。
１２ 個人情報の取扱い
提出された入学願書や調査書等に記載されている情報および選抜に用いた試験成績・評価など入学
者選抜を通じて取得した個人情報は，入学者選抜の資料として利用するとともに，次の目的のために
も利用します。
・入学後の教育・指導
・入学料，授業料の免除申請の審査
・奨学金申請の審査
・本校および国立高等専門学校全体の教育制度・入学者選抜制度の改善のための調査・研究
・本校教育後援会，生活協同組合および同窓会の事務
・その他，個人が特定できない形で行う統計処理
１３ 学力検査結果の簡易開示について
受検者本人から申請があった場合，４教科（理科・英語・数学・国語）の教科別得点およびその合
計点について窓口閲覧による簡易開示を実施します。
本人が来校の上，本人確認書類（受検票・生徒手帳等）を提示し，受検者本人が申請してください。
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申請用紙は本校にあります。申請当日に窓口で閲覧してください。実施期間および時間等詳細につい
ては，出願のあった中学校長あてに通知します。
１４ 入学当初に必要とする経費
○ 入学料および授業料
・入学料８４，６００円（予定）
学時に入学料が改定された場合には，改定時から新入学料が適用されます。
・授業料１１７,３００円（前期）
高等学校等就学支援金制度により，保護者の所得に応じて授業料負担額は異なります。
在学中に授業料が改定された場合には，改定時から新授業料が適用されます。
○ その他の経費
・教育後援会費 ３０,０００円（入会金１０,０００円 年間会費２０,０００円）
・学生会費 ９,０００円（入会金１,０００円 年間会費８,０００円）
・教科書・教材費等 約４５,０００円（学科によって異なります。
）
・生活協同組合出資金 １０,０００円（卒業時に全額返還されます。
）
・海外研修旅行積立金 ２０,０００円（総額１２０,０００円 別途案内があります。）
・ノート型パソコン 約１５０,０００円（電子情報工学科に限り２学年から本校指定のパソコン
を，原則共同購入して使用します。
）
○ 学生寮の経費
・寄宿料 複数人部屋 １ヵ月 ７００円
・寮費（食費・光熱水費・雑費等） 約３８,０００円（月額）
・寮生会費 １,６００円（前期分）
１５ 身体に障害のある入学志願者へ
身体に障害があり，受検および就学上特別な配慮を必要とする場合は，出願に先立ち，事前に本校
学生課入学試験係に相談してください。
１６ 災害救助法適用地域における災害で被害を受けた受検生への特例措置
災害救助法適用地域における災害で被災した受検生等の進学の機会を確保するため検定料免除の
特別措置を講じます。該当する方は，出願前に本校学生課入学試験係までお問い合わせください。
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検査会場案内図
本校会場

出願から入学までの日程概要
至 かほく市
（宇ノ気，
高松）

いし
かわ
鉄道
線

IR

推薦による選抜

学力検査による選抜
中津幡駅

215

津幡駅より徒歩15分

（旧国道８号線）

至 富山

いし
かわ
IR

出願期間
平成30年１月５日（金）〜11日（木）
持参は，９時から 17 時まで（土日祝日を除く）

至 かほく市

線
七尾

石川
高専

JR

中橋

コンビニ
横浜

コンビニ

石川工業高等専門学校

北中条会館前

適性検査（数学）・面接
平成30年１月20日
（土）
会場は，石川工業高等専門学校

P
□

215

N

（旧国道８号線）

合格内定

コンビニ

至 森本・金沢
金沢東インター
金沢森本インター
山側環状線

出願期間
平成30年１月29日
（月）
〜２月5日
（月）
持参は，９時から17時まで（土日を除く）

学力検査 平成30年２月18日
（日）
会場は，出願時に３会場から選択できます。

合格者の発表

至 森本・金沢
金沢東インター
金沢森本インター
山側環状線

至 金沢

注意

帰国子女特別選抜の検査会場は，本校会場のみになります。

平成30年2月23日
（金）正午頃

入学手続き，仮入学 ３月中
日程等の詳細は，別途，合格者に通知します。
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コンビニ
︵セブンイレブン︶

合格内定とならなかった
場合，出願時に入学願書の
希望欄に記入してあれば
学力検査を受検できます。

ガソリン
スタンド

津幡駅

合格内定の通知
平成30年１月24日
（水）

ガソリン
スタンド

