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アドミッション・ポリシー
　八戸工業大学は、建学の精神である「正己以格物」（己を正し以て物に格る）に基づい
た自己思考能力を育むカリキュラムにより、基礎知識や専門知識だけにとどまらず、将来
的に地域を牽引していくことができる総合力を備えた次世代のリーダーにふさわしい人材
を養成しています。また、「良き技術は、良き人格から生まれる」という教育理念を掲げ
ており、高度な専門知識を備え高度な応用展開力をもつとともに豊かな人間性と総合的な
判断力をもつ社会の担い手の育成を目指しています。
　これらを実現するため、高等学校で履修する教科・科目について基礎的な知識・技術を
有しており、本学が進める教育研究活動に強い関心があり、さらに自らを向上させようと
する意欲を持つ人を、多様な選抜制度により受け入れます。
　本学の入学者選抜では、志願者の学力の三要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」
「主体性・多様性・協働性」）を把握し、各学科の教育・人材育成の目的にかなう能力・資
質・意欲・適性などを判断するため、入試形態ごとに個別学力検査、大学入学共通テスト、
調査書、小論文、面接などを組み合わせて志願者の能力や資質を多面的・総合的に評価し
ます。

■総合型選抜試験

■社会人特別選抜試験

　工学部においては、①「自然環境に配慮した科学技術」に関心のある人、②部活動やボラ
ンティア活動など、幅広い学生生活を送りたいと望む人、③個性が輝き、人と異なる発想力
を持っている人、④ふるさとを愛し、地域の発展に貢献したいと考えている人、⑤本学の
「工学部」で学びたいという強い意志を持っている人、を対象とします。
　感性デザイン学部においては、①公共的問題や地域社会への関心を持ち、デザイン活動を
楽しめる人、②求められているものが何かを理解できる感性豊かな人、③これまでの常識に
とらわれない発想力のある人、④議論に参加し、議論を活性化できるコミュニケーション能
力のある人、⑤本学の「感性デザイン学部」で学びたいという強い意志を持っている人、を
対象とします。
　面接・調査書・本人が記載するエントリーシート、授業体験のなかで作成する小論文（工
学部）、デッサンまたはマインドマップの作成（感性デザイン学部）により、本学や志望学
部の受け入れ⽅針、求める人材像との整合性を、総合的かつ多面的に評価・判定します。

　入学年時満 23 歳以上で、1年以上の就労経験が有り、本学での教育を通じてより深い専
門的知識と技術を修得したいという目標を持ち、人間性豊かな人を対象とします。
　工学部においては、①「自然環境に配慮した科学技術」に関心のある人、②部活動やボラ
ンティア活動など、幅広い学生生活を送りたいと望む人、③個性が輝き、人と異なる発想力
を持っている人、④ふるさとを愛し、地域の発展に貢献したいと考えている人、⑤本学の
「工学部」で学びたいという強い意志を持っている人、を対象とします。
　感性デザイン学部においては、①公共的問題や地域社会への関心を持ち、デザイン活動を
楽しめる人、②求められているものが何かを理解できる感性豊かな人、③これまでの常識に
とらわれない発想力のある人、④議論に参加し、議論を活性化できるコミュニケーション能
力のある人、⑤本学の「感性デザイン学部」で学びたいという強い意志を持っている人、を
対象とします。
　面接・調査書（最終学校の成績証明書）・本人が記載するエントリーシート、授業体験の
なかで作成する小論文（工学部）、デッサンまたはマインドマップの作成（感性デザイン学�
部）により、本学や志望学部の受け入れ⽅針、求める人材像との整合性を、総合的かつ多面
的に評価・判定します。



■外国人留学生特別選抜試験

■帰国生特別選抜試験

■募集人員／入学定員

　日本国籍を有しない人で、本学での教育を通じてより深い専門知識と技術を修得したいと
いう目標を持ち、人間性豊かな人を対象とします。
　工学部においては、①「自然環境に配慮した科学技術」に関心のある人、②部活動やボラ
ンティア活動など、幅広い学生生活を送りたいと望む人、③個性が輝き、人と異なる発想力
を持っている人、④ふるさとを愛し、地域の発展に貢献したいと考えている人、⑤本学の「工
学部」で学びたいという強い意志を持っている人、を対象とします。
　感性デザイン学部においては、①公共的問題や地域社会への関心を持ち、デザイン活動を
楽しめる人、②求められているものが何かを理解できる感性豊かな人、③これまでの常識に
とらわれない発想力のある人、④議論に参加し、議論を活性化できるコミュニケーション能
力のある人、⑤本学の「感性デザイン学部」で学びたいという強い意志を持っている人、を
対象とします。
　面接・調査書（最終学校の成績証明書）・本人が記載するエントリーシート、授業体験の
なかで作成する小論文（工学部）、デッサンまたはマインドマップの作成（感性デザイン学�
部）および口頭試問により、本学や志望学部の受け入れ⽅針、求める人材像との整合性を、
総合的かつ多面的に評価・判定します。

　日本国籍を有し、外国の学校に在学した人で、本学での教育を通じてより深い専門知識と
技術を習得したいという目標を持ち、人間性豊かな人を対象とします。
　工学部においては、①「自然環境に配慮した科学技術」に関心のある人、②部活動やボラ
ンティア活動など、幅広い学生生活を送りたいと望む人、③個性が輝き、人と異なる発想力
を持っている人、④ふるさとを愛し、地域の発展に貢献したいと考えている人、⑤本学の「工
学部」で学びたいという強い意志を持っている人、を対象とします。
　感性デザイン学部においては、①公共的問題や地域社会への関心を持ち、デザイン活動を
楽しめる人、②求められているものが何かを理解できる感性豊かな人、③これまでの常識に
とらわれない発想力のある人、④議論に参加し、議論を活性化できるコミュニケーション能
力のある人、⑤本学の「感性デザイン学部」で学びたいという強い意志を持っている人、を
対象とします。
　面接・調査書（最終学校の成績証明書）・本人が記載するエントリーシート、授業体験の
なかで作成する小論文（工学部）、デッサンまたはマインドマップの作成（感性デザイン学�
部）により、本学や志望学部の受け入れ⽅針、求める人材像との整合性を、総合的かつ多面
的に評価・判定します。

学科・コース

入試区分

工学部工学科 感性デザイン
学部

機械
工学コース

電気電子通信
工学コース

システム情報
工学コース

生命環境
科学コース

建築・土木
工学コース

感性デザイン
学科

50 40 60 40 60 50

総合型選抜試験 49 11

特別選抜試験 若干名 若干名

※工学部工学科のコース募集人員は目安



令和５年度 総合型選抜試験

●出願資格
　工学部では、工学に強い関心と勉学意欲が、感性デ
ザイン学部では、感性デザイン学に強い関心と勉学意
欲がある者で、次の 1〜 3のいずれかに該当する者。
₁�．日本の高等学校または中等教育学校を卒業した�
者、および令和 5年 3月卒業見込みの者
　※�高等学校は、特別支援学校の高等部、高等専門学
校の 3年次を含む

₂�．通常の課程による12年の学校教育を修了した者、
および令和 5年 3月31日までに修了見込みの者

₃�．学校教育法施行規則第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�
られる者、および令和 5年 3 月31日までにこれに
該当する見込みの者
ａ�．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、
および令和 5年 3月31日までに修了見込みの者

ｂ�．文部科学大臣の指定した者
ｃ�．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（旧規程による大学入学資�
格検定を含む）に合格した者、および令和 5年 3
月31日までに合格見込みの者で、令和 5年 3 月
31 日までに18歳に達する者

ｄ�．その他本学において、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、令和 5年
3月31日までに18歳に達する者

●出願方法
　本学所定の送付用封筒に出願書類を封入し、次の 1
〜 2のいずれかの⽅法で出願してください。
₁．郵送する場合
　郵便局窓口にて「簡易書留速達郵便」で郵送して
ください。その際、「書留・特定記録郵便物等受領証」
が発行されますので大切に保管してください。

₂．大学に直接持参する場合
　　提 出 先　八戸工業大学入試部
　　受付時間　午前9時から午後5時まで（平日のみ）
※�インターネットを利用したWeb出願も可能です（入
学検定料の他に、払込手数料が別途かかります）。
詳細は本学ホームページをご覧ください。

●出願期間

●出願書類
　黒のボールペンを使用し、楷書で丁寧に必要事項を
記入してください。未記入、誤記入のないよう注意し
てください。

₂．志願票、受験票、振込受領書、振込依頼書に、必
要事項を記入のうえ、切り離さずに 4連のまま最寄
りの銀行または信用金庫窓口に持参し、手数料を添
えて電信扱いで振り込んでください（ATM、ゆう
ちょ銀行、インターネットバンキング等では取り
扱っておりませんのでご了承ください）。
₃．検定料は、願書受付締切日までにお振り込みくだ
さい。
₄．取扱金融機関収納印が志願票に押印されているか、
よく確認してください。
₅．振込受領書は本人が保管してください（提出不要）。

●出願上の注意
１．出願書類に不足または不備がある場合は受付でき
ませんので、書類の確認をしてから提出してください。
₂．出願後の志望学科・コースの変更は認めません。
₃．身体の障害、色覚の異常、聴力の異常、言語の障
害などのため入学試験に特別な配慮を必要とする者
は、出願前（入学検定料の納入前）に入試部までお

●入学検定料
１．検定料は以下のとおりです。

＊ 1　同窓減免、兄弟姉妹減免の詳細は p.7 の減免制
度をご覧ください。

＊ 2　受験票は出願書類確認後、本学から返送します。
＊ 3　調査書の種類

※志願票と受験票は切り離さないでください。

クール 願書受付期間（必着）
第 1 クール 9 月14日(水)～ 9 月22日(木)
第 2 クール 11月16日(水)～11月25日(金)
第 3 クール 1 月23日(月)～ 2 月 1 日(水)
第 4 クール 2 月27日(月)～ 3 月 3 日(金)

検定料
30,000 円

種　類 備　考

１．志願票

写真貼付欄の写真は、縦４㎝×横３
㎝、３ヶ月以内に撮影された上半身
正面・無帽・無背景のもので、裏面
に氏名を記入。同窓減免、兄弟姉妹
減免＊1対象者は、裏面も記入。

２．受験票＊2 裏面に必要事項を明記し、切手（63
円分）を貼付。

３．エントリーシート
所定のエントリーシートに意欲、強
みや長所などを記入して提出。取得
資格やクラブ活動など、活動の資料
等を添付しても可。

４．高等学校調査書＊3 原本、提出時の 3 ヶ月以内に発行
されたもの。

受験生種別 提出書類

高等学校卒業者（見
込者）および高等専
門 学 校 ３ 年 修 了 者

（見込者）

学校長が作成する「調査書（開封無効）」
を提出してください。
※保存期間が経過し、調査書が入手で
きない場合は、「卒業証明書」および
学校長が作成する調査書を交付できな
いことを証明する文書（任意様式）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）

①「合格成績証明書」を提出してくだ
さい。合格見込者は、②「合格見込成
績証明書」を提出してください。なお、
免除科目がある場合は、その科目を修
得した学校の発行する③「成績証明書」
もあわせて提出してください。
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●試験場

●入学手続
１．各区分の入学手続締切日は以下のとおりです。

※詳細はp.5の試験場案内をご覧ください。

名　称 試験場
総合型選抜試験 八戸試験場（八戸工業大学）

学力の 3 要素
「知識・技能」 「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」

・調査書(学習成績の状況)
・授業体験の中で作成する

＜工学部＞
小論文
＜感性デザイン学部＞
デッサンまたはマイン
ドマップ

・面接
・本人が記載するエントリーシー

ト
・ 調査書（ 総合的な探究の時間

などの学習の成果、学内での活
動、学外での活動) 

25% 75%

クール 試験日
第 1 クール 10月 1 日(土)
第 2 クール 12月 3 日(土)
第 3 クール 2 月13日(月)
第 4 クール 3 月 8 日(水)

クール 発表日
第 1 クール 11月 1 日(火)
第 2 クール 12月12日(月)
第 3 クール 2 月20日(月)
第 4 クール 3 月13日(月)

クール 手続締切日（必着）
第 1 クール

1 月18日(水)
第 2 クール
第 3 クール 3 月16日(木)
第 4 クール 3 月24日(金)

問い合わせください。
₄．受理した書類・入学検定料はいかなる理由があっ
ても返還いたしません。

●試験日

₂．入学試験結果は「審査結果通知書」を合格発表日
当日に発送します。また、合格者には「審査結果通
知書」とともに入学手続き書類を送付します。なお、
窓口での交付は行いません。
₃．入学試験結果確認の補助的手段として、合格発表
日の10時以降に「八戸工業大学入学試験合格発表
システム」により合否を確認できます。

※手続開始日は入学手続書類到着日です。
₂．入学手続⽅法は一括⽅式となっており、入学手続
締切日までに入学金を含む入学手続時学納金（Ⅰ期）
を納入し、所定の入学手続書類を提出してください。
詳細は、「審査結果通知書」とともに送付する「入
学手続要項」をご参照ください。
₃．各クールの入学手続期間内に入学手続きを完了し
ない場合は、入学の意思がないものとみなし入学を
許可しません。

₄．電話その他による合否に関するお問い合わせには、
一切応じません。

※各種携帯電話、スマートフォンでご利用できます
　（一部非対応の機種がございます）。

●選抜方法
　面接・調査書・本人が記載するエントリーシート、
授業体験のなかで作成する小論文（工学部）、デッサ
ンまたはマインドマップの作成（感性デザイン学部）
により、本学や志望学部の受け入れ⽅針、求める人材
像との整合性を、総合的かつ多面的に評価・判定する。
さらに、大学教育を受けるために必要な「知識・技能」、
「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持って多様な
人々と協働して学ぶ態度（主体性・多様性・協働性）」（学
力の3要素）も評価する選抜とする。学力の 3要素評
価の⽅法と選抜試験の評価割合を下表に示す。

●入学辞退
１．入学手続き完了後、やむを得ない事由により入学
を辞退される場合は、その事由の発生時点で入試部
までご連絡ください。
₂．令和 5年 3月31日（金）午後 5時までに入学の
辞退を申し出た方に対して、入学金を除く入学手続
時学納金（Ⅰ期）を返還します。
₃．入学辞退届の提出⽅法や学納金の返還等について
は、入学辞退申し出の際に詳しくご説明いたします。

●受験上の注意
１．試験場の下見は、試験場位置の確認にとどめてく
ださい。試験室内には入れません。

₂．試験場は付添者控室を用意しています。
₃．受験者は、受験票に記載してある集合日時までに
受付を済ませてください。

₄．試験日当日は、受験票を必ず持参してください。
受験票を忘れたり紛失したりした場合は、本学係員
に申し出て指示を受けてください。

₅．感性デザイン学科を志願される⽅は、評価の参考
となるような作品がある場合、面接時に１点を持参
することができます（出願書類の中には入れないで
ください）。

₆．上履きの必要はありません。
7．試験場内においては、すべて本学試験担当者の指
示に従ってください。

8．受付後から試験終了までは、携帯電話、スマート
フォン等の電源を切ってください。許可なく利用し
た場合は、不正行為として扱われる場合があります。
9．試験日当日を含め、受験に関する一切のお問い合
わせは入試部となります。

●合格発表
１．合格発表日は以下のとおりです。

https://exam.hi-tech.ac.jp
（携帯電話・パソコン共通）
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令和５年度 社会人・外国人留学生・帰国生特別選抜試験

●出願資格
《社会人特別選抜試験》
　令和 5 年 4 月 1 日現在満23歳以上で、就労経験を 1
年以上有する者で、次の 1〜 3のいずれかに該当する者。
（なお、就労経験には家事従事期間を含む。）
₁．高等学校または中等教育学校を卒業した者

※�高等学校は、特別支援学校の高等部、高等専門学
校の 3年次を含む

₂．通常の課程による12年の学校教育を修了した者
₃�．学校教育法施行規則第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る者

《外国人留学生特別選抜試験》
　日本国籍を有しない者で、外国において大学入学資格
を有する者、あるいは外国において学校教育による12
年の課程を修了（修了見込みの場合も含む）した者。さ
らに、次の 1〜 3の条件のいずれにも該当する者。
₁�．在留資格の「留学」を取得または更新できる者およ
び取得見込みの者
₂�．日本学生支援機構（JASSO）が行う日本留学試験
（EJU）の「日本語」で 200 点以上、あるいは日本国
際教育支援協会（JEES）が行う日本語能力試験でN2
以上の成績を修めた者
₃�．「日本人」または「本人が本学在学期間中、日本国
内に在留できる外国人」で独立した生計を営む成年者
の身元保証人がいる者
　なお、日本国籍を有しない者でも、日本国内の高等学
校等を修了した者は、対象としません。

《帰国生特別選抜試験》
　日本国籍を有する者で、外国の学校に在学した者。さ
らに、次の 1〜 4の条件のいずれかに該当する者。
₁�．外国において大学入学資格を有する者
₂�．通常の課程による12年の学校教育課程（日本にお
ける通常の課程による学校教育期間を含む）を修了
し、そのうち外国において在住国の正規の教育制度に
基づく中等教育機関に最終学年を含めて 2年以上継
続在学して卒業（卒業見込みの場合も含む）した者
₃�．外国において、中等教育機関に 3年以上継続して在
学し、外国の学校教育課程に基づく教育を受け、帰国
後日本の高等学校に入学し、当該高等学校を卒業（卒
業見込みの場合も含む）した者、ただし、日本の高等
学校もしくは中等教育学校（後期課程）における在学
期間が帰国後 1年半を超えない者で、原則として高等
学校卒業後２年以内の者
₄�．外国において学校教育における12年の課程を修了
した⽅に準ずる者で、文部科学大臣の指定した者（原
則として、最終学年を含めて 2年以上継続在学した者
であること）

●出願方法
　本学所定の送付用封筒に出願書類を封入し、次の 1〜
2のいずれかの⽅法で出願してください。
₁．郵送する場合

　郵便局窓口にて「簡易書留速達郵便」で郵送して
ください。その際、「書留・特定記録郵便物等受領証」
が発行されますので大切に保管してください。

₂．大学に直接持参する場合
　　提 出 先　八戸工業大学入試部
　　受付期間　午前 9時から午後 5時まで（平日のみ）
※�インターネットを利用したWeb 出願も可能です（入
学検定料の他に、払込手数料が別途かかります）。詳
細は本学ホームページをご覧ください。

●出願期間
日　程 願書受付期間（必着）

前　　期 11月16日(水)～11月25日(金)
後　　期 2 月27日(月)～ 3 月 3 日(金)

●出願書類
　黒のボールペンを使用し、楷書で丁寧に必要事項を記
入してください。未記入、誤記入のないよう注意してく
ださい。

種　類 備　考

１．志願票
写真貼付欄の写真は、縦４㎝×横３㎝、３ヶ
月以内に撮影された上半身正面・無帽・無
背景のもので、裏面に氏名を記入。同窓減
免、兄弟姉妹減免対象者は、裏面も記入｡

２．受験票＊2 裏面に必要事項を明記し、切手（63
円分）を貼付。

３．エントリーシート
所定のエントリーシートに意欲、強
みや長所などを記入して提出。取得
資格やクラブ活動など、活動の資料
等を添付しても可。

４．履歴書または職務経歴書 社会人特別選抜試験の出願者のみ。
５．卒業(見込)証明書 最終学校のもの｡＊3

６．成績証明書 最終学校のもの｡＊3

７．パスポートのコピー､
　住民票＊4

外国人留学生特別選抜試験の出願者
のみ｡

８．日本留学試験または日本語能力
　試験の成績(認定書等)のコピー

外国人留学生特別選抜試験の出願者
のみ｡

＊ 1�　同窓減免、兄弟姉妹減免の詳細は p.7 の減免制度
をご覧ください。

＊ 2　受験票は出願書類確認後、本学から返送します。
＊ 3�　外国人留学生特別選抜試験の出願者で、出願時に
日本語学校に在籍している者は、在籍している日本
語学校の卒業（見込）証明書と成績証明書を提出し
てください。

＊ 4�　パスポートのコピーは、氏名・国籍・パスポート
番号・発行年月日記載部分をコピーしてください。
住民票は日本在住者のみ提出してください。

※志願票と受験票は切り離さないでください。
※�社会人特別選抜試験にあっては、職場長の承諾書等の
提出を求めることがあります。

●入学検定料
１．検定料は以下のとおりです。

検定料
30,000 円

₂�．志願票、受験票、振込受領書、振込依頼書に、必要
事項を記入のうえ、切り離さずに 4連のまま最寄りの
銀行または信用金庫窓口に持参し、手数料を添えて電
信扱いで振り込んでください（ATM、ゆうちょ銀行、

－ 3－



●試験場

●入学手続
１．入学手続締切日は以下のとおりです。

※詳細はp.5の試験場案内をご覧ください。

名　称 試験場
特別選抜試験 八戸試験場（八戸工業大学）

学力の 3 要素
「知識・技能」 「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」

・ 調査書(最終学校の成
績証明書)

・授業体験の中で作成する
＜工学部＞
小論文
＜感性デザイン学部＞
デッサンまたはマインドマップ

・ 口頭試問(外国人留学生
特別選抜試験のみ)

・面接
・本人が記載するエントリーシー

ト

日　程 発表日
前　　期 12月12日(月)
後　　期 3 月13日(月)

日　程 手続締切日（必着）
前　　期 1 月18日(水)
後　　期 3 月24日(金)

₂�．入学試験結果は「審査結果通知書」を合格発表日当
日に発送します。また、合格者には「審査結果通知書」
とともに入学手続き書類を送付します。なお、窓口で
の交付は行いません。
₃�．入学試験結果確認の補助的手段として、合格発表日
の10時以降に「八戸工業大学入学試験合格発表シス
テム」により合否を確認できます。

※手続開始日は入学手続書類到着日です。
₂�．入学手続⽅法は一括⽅式となっており、入学手続締
切日までに入学金を含む入学手続時学納金（Ⅰ期）を
納入し、所定の入学手続書類を提出してください。詳
細は、「審査結果通知書」とともに送付する「入学手
続要項」をご参照ください。
₃�．入学手続期間内に入学手続きを完了しない場合は、
入学の意思がないものとみなし入学を許可しません。

₄�．電話その他による合否に関する問い合わせには、一
切応じません。

※各種携帯電話、スマートフォンでご利用できます
　（一部非対応の機種がございます）。

●選抜方法
　面接・調査書（最終学校の成績証明書）・本人が記載
するエントリーシート、授業体験のなかで作成する小論
文（工学部）、デッサンまたはマインドマップの作成（感
性デザイン学部）および口頭試問（国語・数学）（外国
人留学生特別選抜試験のみ）により、本学や志望学部の
受け入れ⽅針、求める人材像との整合性を、総合的かつ
多面的に評価・判定する。さらに、大学教育を受けるた
めに必要な「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主
体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度（主体性・
多様性・協働性）」（学力の 3要素）も評価する選抜とす
る。学力の 3要素評価の⽅法を下表に示す。

●入学辞退
１�．入学手続き完了後、やむを得ない事由により入学を
辞退される場合は、その事由の発生時点で入試部まで
ご連絡ください。
₂�．令和 5年 3月31日（金）午後 5時までに入学の辞
退を申し出た方に対して、入学金を除く入学手続時学
納金（Ⅰ期）を返還します。
₃�．入学辞退届の提出⽅法や学納金の返還等については、
入学辞退申し出の際に詳しくご説明いたします。

●受験上の注意
１�．試験場の下見は、試験場位置の確認にとどめてくだ
さい。試験室内には入れません。
₂．試験場は付添者控室を用意しています。
₃�．受験者は、受験票に記載してある集合日時までに受
付を済ませてください。
₄�．試験日当日は、受験票を必ず持参してください。受

験票を忘れたり紛失したりした場合は、本学係員に申
し出て指示を受けてください。
₅�．感性デザイン学科を志願される⽅は、評価の参考と
なるような作品がある場合、面接時に１点を持参する
ことができます（出願書類の中には入れないでくださ
い）。
₆．上履きの必要はありません。
7�．試験場内においては、すべて本学試験担当者の指示
に従ってください。
8�．受付後から試験終了までは、携帯電話、スマートフォ
ン等の電源を切ってください。許可なく利用した場合
は、不正行為として扱われる場合があります。
9�．試験日当日を含め、受験に関する一切のお問い合わ
せは入試部となります。

●合格発表
１．合格発表日は以下のとおりです。

https://exam.hi-tech.ac.jp
（携帯電話・パソコン共通）

日　程 試験日
前　　期 12月 3 日(土)
後　　期 3 月 8 日(水)

インターネットバンキング等では取り扱っておりませ
んのでご了承ください）。
₃．検定料は、願書受付締切日までにお振り込みください。
₄�．取扱金融機関収納印が志願票に押印されているか、
よく確認してください。
₅．振込受領書は本人が保管してください（提出不要）。

●出願上の注意
１�．出願書類に不足または不備がある場合は受付できま
せんので、書類の確認をしてから提出してください。
₂．出願後の志望学科・コースの変更は認めません。
₃�．身体の障害、色覚の異常、聴力の異常、言語の障害
などのため入学試験に特別な配慮を必要とする者は、
出願前（入学検定料の納入前）に入試部までお問い合
わせください。
₄�．受理した書類・入学検定料はいかなる理由があっ
ても返還いたしません。

●試験日
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学納金

試験場案内

₁．入学金は、入学手続時のみ納入です。
₂．入学に関する寄付金・学債は一切ありません。
₃．学費は、年 2回の分納（Ⅱ期は 10 月 10 日、次年度以降 I期は 5月 10 日）となります。

＜工学部＞

＜感性デザイン学部＞

入学年度学納金

入学年度学納金

次年度以降学納金

次年度以降学納金

項　目 入学手続時
（Ⅰ　期） Ⅱ　期 年　額 摘　要

学
　
　
費

入 学 金 250,000円 － 250,000円 入学時のみ
授 業 料 471,000円 471,000円 942,000円 年２回分納
施 設 設 備 費 150,000円 150,000円 300,000円 年２回分納
実 験 実 習 費 15,000円 15,000円 30,000円 年２回分納

委
託
会
費

保護者後援会費 13,000円 － 13,000円 委 託 徴 収
学 友 会 費 8,000円 － 8,000円 委 託 徴 収

合計 907,000円 636,000円 1,543,000円

項　目 入学手続時
（Ⅰ　期） Ⅱ　期 年　額 摘　要

学
　
　
費

入 学 金 250,000円 － 250,000円 入学時のみ
授 業 料 325,000円 325,000円 650,000円 年２回分納
施 設 設 備 費 85,000円 85,000円 170,000円 年２回分納
演 習 実 習 費 15,000円 15,000円 30,000円 年２回分納

委
託
会
費

保護者後援会費 13,000円 － 13,000円 委 託 徴 収
学 友 会 費 8,000円 － 8,000円 委 託 徴 収

合計 696,000円 425,000円 1,121,000円

Ⅰ　期 Ⅱ　期 年　額 摘　要

－ － － －
471,000円 471,000円 942,000円 年２回分納
150,000円 150,000円 300,000円 年２回分納
32,500円 32,500円 65,000円 年２回分納
13,000円 － 13,000円 委 託 徴 収
8,000円 － 8,000円 委 託 徴 収

674,500円 653,500円 1,328,000円

Ⅰ　期 Ⅱ　期 年　額 摘　要

－ － － －
325,000円 325,000円 650,000円 年２回分納
85,000円 85,000円 170,000円 年２回分納
32,500円 32,500円 65,000円 年２回分納
13,000円 － 13,000円 委 託 徴 収
8,000円 － 8,000円 委 託 徴 収

463,500円 442,500円 906,000円

●八戸試験場（開場時間：8時15分）
　　八戸工業大学
　所在地および連絡先
　　八戸市大字妙字大開 88-1
　　TEL��0178-25-8000
　交通機関
　　東北新幹線「八戸駅」から八戸線に乗り換え
　　「本八戸駅」下車。
　　　�本八戸駅前バス停より市営バス「工業大学」

行き、または「八戸学院大学」行きにて約35分、�
タクシー約 20 分。

　　東北新幹線「八戸駅」よりタクシー約 30 分
　　八戸久慈自動車道「八戸南 IC」より車で約 3分。

八戸久慈自動車道 八戸工業大学

至八戸 JC

吹上

館花下

至久慈

至久慈

至青森

市庁●
三日町

新井田

青い
森鉄
道

東北
新幹
線

馬淵川

国
道
45
号
線

長
横
町

新井
田川 八戸南 IC

八戸線

三日町
●バス停 ●NTT

本八戸駅

八戸
駅
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入学前交流講座
　総合型選抜試験（第 1クール・第 2クール）、学校推薦型選抜試験（指定校制・公募制）、特別選抜試験（前期）
における早期の入学手続者を対象に、通信添削⽅式による「入学前交流講座」を開設しています。入学前交流講座は、
大学での学習不安を取り除くことを第一の目的とする大切なプロセスです。また、郵送式の講座とあわせて、イン
ターネット入学前交流講座も開設しています。

八戸工業大学　特待生・奨学生制度
　学業及び課外活動（スポーツ・文化活動等）で特に優れた者を支援するため、八戸工業大学特待生・奨学生制度
を設けています。

●特待生種別と給付額

※特待生の期間は、原則として入学年度から 4年間です。各学年終了時に継続審査を行います。
※令和 4年度入試採用実績　・学業特待生：26名　・課外活動特待生：15名

●学業特待生
　学業および人物の優秀者を対象とします。

●課外活動特待生
　スポーツ・文化活動等の技能・技術・活動内容および人物の優秀者を対象とします。

特待生Ｓ 特待生Ａ 特待生Ｂ

工学部
（１年間の給付額）

入学金を除く学費の全てを給付
（約127万円）

入学金を除く学費の 2 分の 1を給付
（約63.5万円）

入学金を除く学費の 4 分の 1を給付
（約31万円）

感性デザイン学部
（１年間の給付額）

入学金を除く学費の全てを給付
（約85万円）

入学金を除く学費の 2 分の 1を給付
（約42.5万円）

入学金を除く学費の 4 分の 1を給付
（約21万円）

選考方法 試験の結果を基に選考します。

対象者

下記の選抜試験を受験した方
・一般選抜試験（前期）
・大学入学共通テスト利用選抜試験（前期・中期)

下記の選抜試験に合格し、入学手続きを完了され、学業特
待生選考試験を受験した方
・総合型選抜試験（第１クール・第２クール）
・学校推薦型選抜試験（指定校制・公募制）
・特別選抜試験（前期)（外国人留学生を除く）
①学業特待生選考試験には、一般選抜試験前期または大学

入学共通テスト利用選抜試験前期を充てます。
②学業特待生選考試験の受験を希望する方は、合格通知と

ともに送付する「学業特待生選考試験申込書」を提出し
てください。

③学業特待生選考試験に別途の検定料はかかりません。
④特待生選考を目的としていますので、この試験結果に

よって入学を取り消したりするものではありません。
⑤一般選抜試験（前期)、大学入学共通テスト利用選抜試験

(前期）の合格発表日に特待生選考結果を送付します。

選考方法 課外活動において収めた成果を基に選考します。
総合型選抜試験、学校推薦型選抜試験出願時に課外活動成績等を証明するもののコピー等を添付してください。

対象者

全体の学習成績の状況が 3.5 以上の者で、総合型選抜試験（第 1 クール・第 2 クール・第 3 クール・第 4 クール）
および学校推薦型選抜試験（指定校制・公募制）合格者で次に該当する方。
①東北大会等において優勝または準優勝した方およびこれに準じる方。
②全国大会、国際大会に出場し優れた成果を収めた方およびこれに準じる方。
※詳細は入試部までお問い合わせください。

選考結果
の通知 合格通知とともに特待生選考結果を送付します。
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※令和 4年度入試採用実績：28 名
※�総合型選抜試験（第 1クール・第 2クール・第 3クール・第 4クール）、学校推薦型選抜試験（指定校制・公募制）、
一般選抜試験（前期・後期）、大学入学共通テスト利用選抜試験（前期・中期・後期）、特別選抜試験（前期・後期【外
国人留学生を除く】）を受験した⽅が対象です。

※�出願時に「資格特待生制度申請書」（本学ホームページよりダウンロードしてください。）、「認定書（写し）」を
添付して申請してください。

※�出願時に認定されていない場合は「資格特待生制度申請書」のみ提出し、認定後翌年 2月末までに「認定書（写
し）」を提出してください。この場合、入学手続時に入学金全額を納入して頂き、後日給付額を返還致します。

※�出願時に顕彰制度シルバー認定または全商 1級 3種以上取得で資格特待生制度に申請後、顕彰制度ゴールド以上
認定または全商 1級 5種以上取得された⽅は、翌年 2月末までに入試部までご連絡ください。

※資格特待生は、学業特待生または課外活動特待生との併用が可能です。

●八戸工業大学奨学生制度
　入学時に選考する特待生制度のほかに、在学生を対象とした次の奨学生制度があります。
　・学業成績奨学生：学業等の成績が上位の⽅が対象。2〜 4学年の各学科・コース 2名程度採用。
　・課外活動奨学生：在学中に課外活動で優秀な成果を収めた⽅が対象。2〜 4学年の若干名採用。
　※いずれも各年度限りの採用で学費を給付します。

●資格特待生
　全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター顕彰制度、全国農業高等学校長協会アグリマイスター顕彰制度、全
国水産高等学校長協会マリンマイスター顕彰制度に基づく称号（シルバーまたはゴールド以上）認定者または全国
商業高等学校協会検定試験資格取得者に対して、入学金全額あるいは一部を給付します。

特待生種別 給付額

ジュニアマイスター
アグリマイスター
マリンマイスター

ゴールド以上 25 万円給付
（入学金全額給付）

シルバー 10 万円給付
（入学金一部給付）

全国商業高等学校協会検定試験 1 級 5 種以上 25 万円給付
（入学金全額給付）

1 級 3 種以上 10 万円給付
（入学金一部給付）

対象者 本学を卒業した父母または兄弟姉妹がいる方

減免内容 入学金250,000円の全額を減免します

対象者 経済的に恵まれていないと認められる私費外国人留学生

減免内容 学費の半額を上限に入学後減免します（入学金、委託会費を除く)

対象者 本学に在籍している兄弟姉妹がいる方
本学に同時に入学する兄弟姉妹がいるどちらか一方

減免内容 入学金250,000円の全額を減免します

八戸工業大学　減免制度
　次に該当する者に対し、入学金もしくは学費の一部を減免する減免制度を設けています。詳細は入試部までお問
い合わせください。

●兄弟姉妹減免

●同窓減免

●私費留学生減免
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H.I.T. 特別養成プログラム
　本学では、学力や意欲の高い学生の能力をさらに伸ばし、大学院、大手企業、公務員など、学生の満足度が高い
進路を支援するための新たな特別養成プログラムを導入しています。少人数の特別カリキュラムによって課題発見
力・課題解決力・論理的思考力やプレゼンテーション力を育成します。
　H.I.T.�特別養成プログラムの概要については、2023 入試ガイド�p.15 をご参照ください。

●選考方法
　入学後に学業特待生Ｓ、学業特待生Ａの学生に対して、特別養成プログラムのガイダンスを行ったのち、希望者
に対して面談を行い、特別養成プログラム履修生を選抜します。
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八戸工業大学入試部

入学試験に関する問い合わせ先

個人情報の取扱いについて
入学試験出願時に得られた個人情報は、入学試験および入学手続きに関する

連絡、入学後の支援等に使用し、第三者へは提供いたしません。なお、本学で

は、試験結果、特待生採用結果（採用者のみ）を出身高等学校へ通知すること

としております。出身高等学校への通知を同意されない方は、入試部まで

ご連絡ください。

〒031-8501 青森県八戸市妙字大開 88-1

0120-850-276
FAX.0178-25-7591


