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・学校で用意をしてもらう書類の発行には、時間がかかる場合があります。早めに準備してください。　　　　　　　　　　　
詳しくは、「提出書類（P.18-19）」をご覧ください。
・提出書類に不備があるものは受理できません。

①提出書類の準備

②インターネット出願登録

・簡易書留の速達で郵送してください。出願期間最終日の消印有効です。
③提出書類の郵送

・出願手続き完了者には試験日の3日前までに受験ポータルサイト「UCARO」にて受験情報を掲載します。
・受験票の郵送は行いませんので、試験会場にて受験情報を確認できない場合は、受験情報の印刷物やメモを持参してくだ
さい。
　※試験時間中以外は、スマートフォン等の電子機器を使用できます。

・次の受験情報をよく確認し、出願内容と異なる場合には、速やかに本学に連絡してください。
　　受験学科　／　氏名　／　フリガナ　／　入試方式　／　受験日　／　試験地　／　受験科目

④受験情報の確認

出願完了
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・試験日程一覧の中から、出願する入学者選抜を
選択し、 出願登録をする から手続きに進んで
ください。

1.出願する入学者選抜方式を選択

・志望学科、受験科目、試験日、試験地、（併願学
科）を選択します。

3.志望情報の入力

・顔写真データをアップロードしてください。
切り取りや角度の調整など写真の編集も可能
です。

6.必要書類の確認

4.個人情報の入力

5.出願内容の確認

・クレジットカード、コンビ二、Pay-easy対応
ATM、ネットバンキングが選択できます。
・入学検定料支払い前（クレジットカードの場合
は決済前）であれば登録内容の変更が可能
です。
・支払期限は出願期間最終日19時です。

7.入学検定料の支払い

・メールアドレスが必要です。
・「UCARO」登録済みの場合は、ログインしてく
ださい。

2.受験ポータルサイト「UCARO」へ個人
　情報を登録

出願登録完了
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アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針） 募集人員

生命学部
生命学部では、ディプロマ・ポリシーに基づき、健康な社会の形成に関するものづくり関
連知識と技能に深い関心を持ち、その課題発見と解決の意欲に溢れ、人間力豊かな人
材を育成するために、次のような入学者を求めています。
〈知識・技能〉
■生体医工学又は食品生命科学を学ぶ上で必要な「数学」「理科」「英語」などの基礎
科目について、高等学校の教科書レベルの基礎的な知識を有し、主体的な学修に意
欲を持つ人。

〈思考力・判断力・表現力等の能力〉
■生体医工学又は食品生命科学を志向し、物事を多面的に思考して判断した上で、自
分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人。

〈主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度〉
■健康な社会の形成における様々な問題に関心を持ち、課題を解決するために、他者と
協働しながら、身に付けた知識を役立てたいという意欲を持つ人。
●入学者選抜の方針
生命学部では、上記に示す人材を選抜することを目的とし、次の入学者選抜制度を設け
ています。

■総合型選抜（学科課題型）では、基礎力を測る適性検査、調査書、学科課題及び面
接により、生体医工学分野又は食品生命科学分野における能力、意欲及び適性を多
面的かつ総合的に評価します。
■総合型選抜（自己推薦型）では、基礎力を測る適性検査及び面接により、生体医工学
分野又は食品生命科学分野における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評
価します。
■学校推薦型選抜（指定校制）では、基礎力を測る適性検査、調査書、面接により、技
術を学びたいという具体的かつ強い意志を総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（公募制）では、適性検査により基本的な学力を評価するとともに、調
査書により、学びたい意志を示す活動実績を評価します。
■一般選抜（Ａ日程及びＢ日程）では、記述式を含む学力試験により生体医工学又は食
品生命科学を学ぶ上で必要な基礎科目の学力を評価します。
■一般選抜（Ｃ日程）では、記述式総合問題により技術を学ぶ上で必要な科学的能力を
評価するとともに、面接により、生体医工学又は食品生命科学を学びたいという具体
的かつ強い意志を評価します。
■大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績により生体医工学又
は食品生命科学を学ぶ上で必要な基礎科目の学力を評価します。

環境学部
環境学部では、ディプロマ・ポリシーに基づき、自然環境、社会環境及び人間環境に関す
るものづくり関連知識と技能に深い関心を持ち、その課題発見と解決の意欲に溢れ、人
間力豊かな人材を育成するために、次のような入学者を求めています。
〈知識・技能〉
■環境学を学ぶ上で必要な「数学」「理科」「英語」「国語」「地理歴史、公民」などの基
礎科目について、高等学校の教科書レベルの基礎的な知識を有し、主体的な学修に
意欲を持つ人。

〈思考力・判断力・表現力等の能力〉
■環境学を志向し、物事を多面的に思考して判断した上で、自分の考えを論理的に表現
し、伝える能力を持つ人。

〈主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度〉
■自然環境、社会環境及び人間環境における様々な問題に関心を持ち、課題を解決す
るために、他者と協働しながら、身に付けた知識を役立てたいという意欲を持つ人。
●入学者選抜の方針
環境学部では、上記に示す人材を選抜することを目的とし、次の入学者選抜制度を設け
ています。

■総合型選抜（学科課題型）では、基礎力を測る適性検査、調査書、学科課題及び
面接により、環境学分野における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価
します。
■総合型選抜（自己推薦型）では、基礎力を測る適性検査及び面接により、環境学分野
における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（指定校制）では、基礎力を測る適性検査、調査書及び面接により、
技術を学びたいという具体的かつ強い意志を総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（公募制）では、適性検査により基本的な学力を評価するとともに、調
査書により、学びたい意志を示す活動実績を評価します。
■一般選抜（Ａ日程及びＢ日程）では、記述式を含む学力試験により環境学を学ぶ上で
必要な基礎科目の学力を評価します。
■一般選抜（Ｃ日程）では、記述式総合問題により技術を学ぶ上で必要な科学的能力を
評価するとともに、面接により、環境学を学びたいという具体的かつ強い意志を評価し
ます。
■大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績により環境学を学ぶ
上で必要な基礎科目の学力を評価します。

情報学部
情報学部では、ディプロマ・ポリシーに基づき、情報に関するものづくり関連知識と技能に
深い関心を持ち、その課題発見と解決の意欲に溢れ、人間力豊かな人材を育成するた
めに、次のような入学者を求めています。
〈知識・技能〉
■情報学を学ぶ上で必要な「数学」「理科」「英語」「国語」「地理歴史、公民」などの基
礎科目について、高等学校の教科書レベルの基礎的な知識を有し、主体的な学修に
意欲を持つ人。

〈思考力・判断力・表現力等の能力〉
■情報学を志向し、物事を多面的に思考して判断した上で、自分の考えを論理的に表現
し、伝える能力を持つ人。

〈主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度〉
■地域社会や国際社会における様々な問題に関心を持ち、課題を解決するために、他
者と協働しながら、身に付けた知識を役立てたいという意欲を持つ人。
●入学者選抜の方針
情報学部では、上記に示す人材を選抜することを目的とし、次の入学者選抜制度を設け
ています。

■総合型選抜（学科課題型）では、基礎力を測る適性検査、調査書、学科課題及び面接
により、情報学分野における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■総合型選抜（自己推薦型）では、基礎力を測る適性検査及び面接により、情報学分野
における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（指定校制）では、基礎力を測る適性検査、調査書及び面接により、
技術を学びたいという具体的かつ強い意志を総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（公募制）では、適性検査により基本的な学力を評価するとともに、調
査書により、学びたい意志を示す活動実績を評価します。
■一般選抜（Ａ日程及びＢ日程）では、記述式を含む学力試験により情報学を学ぶ上で
必要な基礎科目の学力を評価します。
■一般選抜（Ｃ日程）では、記述式総合問題により技術を学ぶ上で必要な科学的能力を
評価するとともに、面接により、情報学を学びたいという具体的かつ強い意志を評価し
ます。
■大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績により情報学を学ぶ
上で必要な基礎科目の学力を評価します。

工 学 部
工学部では、ディプロマ・ポリシーに基づき、工学に関するものづくり関連知識と技能に深
い関心を持ち、その課題発見と解決の意欲に溢れ、人間力豊かな人材を育成するため
に、次のような入学者を求めています。
〈知識・技能〉
■工学を学ぶ上で必要な「数学」「理科」「英語」などの基礎科目について、高等学校の
教科書レベルの基礎的な知識を有し、主体的な学修に意欲を持つ人。

〈思考力・判断力・表現力等の能力〉
■工学を志向し、物事を多面的に思考して判断した上で、自分の考えを論理的に表現
し、伝える能力を持つ人。

〈主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度〉
■工学技術における様々な問題に関心を持ち、課題を解決するために、他者と協働しな
がら、身に付けた知識を役立てたいという意欲を持つ人。
●入学者選抜の方針
工学部では、上記に示す人材を選抜することを目的とし、次の入学者選抜制度を設けて
います。

■総合型選抜（学科課題型）では、基礎力を測る適性検査、調査書、学科課題及び面
接により、工学分野における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■総合型選抜（自己推薦型）では、基礎力を測る適性検査及び面接により、工学分野に
おける能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（指定校制）では、基礎力を測る適性検査、調査書及び面接により、
技術を学びたいという具体的かつ強い意志を総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（公募制）では、適性検査により基本的な学力を評価するとともに、調
査書により、学びたい意志を示す活動実績を評価します。
■一般選抜（Ａ日程及びＢ日程）では、記述式を含む学力試験により工学を学ぶ上で必
要な基礎科目の学力を評価します。
■一般選抜（Ｃ日程）では、記述式総合問題により技術を学ぶ上で必要な科学的能力を
評価するとともに、面接により、工学を学びたいという具体的かつ強い意志を評価し
ます。
■大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績により工学を学ぶ上
で必要な基礎科目の学力を評価します。

大　　学
広島工業大学は、「建学の精神」及び「教育方針」に則り、ディプロマ・ポリシーに定めた
学修到達目標を実現できる潜在的な力を有した学生を求めて、大学院各専攻及び各学
部の入学者受入れ方針を定めます。この方針に基づき、能動的かつ主体的に行動する

学生を受入れ、特色ある教育・研究を展開して、社会に奉仕する倫理観ある技術者を育
成します。

※ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

学
部 学科 入学

定員

総合型選抜 学校推薦型選抜 一般選抜 大学入学共通テスト
利用選抜

学科
課題型

自己
推薦型

指定
校制

公募制
（前期）

公募制
（後期）

A
日程

B
日程

C
日程

A
日程

B
日程

C
日程

工
学
部

電子情報工学科 70 5 2 19 8 4 17 7 2 3 2 1

電気システム工学科 90 6 2 27 10 4 22 9 2 5 2 1

機械システム工学科 120 8 2 37 13 6 29 12 2 8 2 1

知能機械工学科 90 6 2 27 10 4 22 9 2 5 2 1

環境土木工学科 70 5 2 19 8 4 17 7 2 3 2 1

建築工学科 120 8 2 37 13 6 29 12 2 8 2 1

工学部合計 560 38 12 166 62 28 136 56 12 32 12 6

情
報
学
部

情報工学科 110 8 2 34 12 5 26 11 2 7 2 1

情報コミュニケーション学科 110 8 2 34 12 5 26 11 2 7 2 1

情報学部合計 220 16 4 68 24 10 52 22 4 14 4 2

環
境
学
部

建築デザイン学科 110 8 2 34 12 5 26 11 2 7 2 1

地球環境学科 70 5 2 19 8 4 17 7 2 3 2 1

環境学部合計 180 13 4 53 20 9 43 18 4 10 4 2

生
命
学
部

生体医工学科 60 4 2 16 7 3 15 6 2 2 2 1

食品生命科学科 60 4 2 16 7 3 15 6 2 2 2 1

生命学部合計 120 8 4 32 14 6 30 12 4 4 4 2

総　計 1,080 75 24 319 120 53 261 108 24 60 24 12



― 2 ― ― 3 ―

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針） 募集人員

生命学部
生命学部では、ディプロマ・ポリシーに基づき、健康な社会の形成に関するものづくり関
連知識と技能に深い関心を持ち、その課題発見と解決の意欲に溢れ、人間力豊かな人
材を育成するために、次のような入学者を求めています。
〈知識・技能〉
■生体医工学又は食品生命科学を学ぶ上で必要な「数学」「理科」「英語」などの基礎
科目について、高等学校の教科書レベルの基礎的な知識を有し、主体的な学修に意
欲を持つ人。

〈思考力・判断力・表現力等の能力〉
■生体医工学又は食品生命科学を志向し、物事を多面的に思考して判断した上で、自
分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人。

〈主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度〉
■健康な社会の形成における様々な問題に関心を持ち、課題を解決するために、他者と
協働しながら、身に付けた知識を役立てたいという意欲を持つ人。
●入学者選抜の方針
生命学部では、上記に示す人材を選抜することを目的とし、次の入学者選抜制度を設け
ています。

■総合型選抜（学科課題型）では、基礎力を測る適性検査、調査書、学科課題及び面
接により、生体医工学分野又は食品生命科学分野における能力、意欲及び適性を多
面的かつ総合的に評価します。
■総合型選抜（自己推薦型）では、基礎力を測る適性検査及び面接により、生体医工学
分野又は食品生命科学分野における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評
価します。
■学校推薦型選抜（指定校制）では、基礎力を測る適性検査、調査書、面接により、技
術を学びたいという具体的かつ強い意志を総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（公募制）では、適性検査により基本的な学力を評価するとともに、調
査書により、学びたい意志を示す活動実績を評価します。
■一般選抜（Ａ日程及びＢ日程）では、記述式を含む学力試験により生体医工学又は食
品生命科学を学ぶ上で必要な基礎科目の学力を評価します。
■一般選抜（Ｃ日程）では、記述式総合問題により技術を学ぶ上で必要な科学的能力を
評価するとともに、面接により、生体医工学又は食品生命科学を学びたいという具体
的かつ強い意志を評価します。
■大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績により生体医工学又
は食品生命科学を学ぶ上で必要な基礎科目の学力を評価します。

環境学部
環境学部では、ディプロマ・ポリシーに基づき、自然環境、社会環境及び人間環境に関す
るものづくり関連知識と技能に深い関心を持ち、その課題発見と解決の意欲に溢れ、人
間力豊かな人材を育成するために、次のような入学者を求めています。
〈知識・技能〉
■環境学を学ぶ上で必要な「数学」「理科」「英語」「国語」「地理歴史、公民」などの基
礎科目について、高等学校の教科書レベルの基礎的な知識を有し、主体的な学修に
意欲を持つ人。

〈思考力・判断力・表現力等の能力〉
■環境学を志向し、物事を多面的に思考して判断した上で、自分の考えを論理的に表現
し、伝える能力を持つ人。

〈主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度〉
■自然環境、社会環境及び人間環境における様々な問題に関心を持ち、課題を解決す
るために、他者と協働しながら、身に付けた知識を役立てたいという意欲を持つ人。
●入学者選抜の方針
環境学部では、上記に示す人材を選抜することを目的とし、次の入学者選抜制度を設け
ています。

■総合型選抜（学科課題型）では、基礎力を測る適性検査、調査書、学科課題及び
面接により、環境学分野における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価
します。
■総合型選抜（自己推薦型）では、基礎力を測る適性検査及び面接により、環境学分野
における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（指定校制）では、基礎力を測る適性検査、調査書及び面接により、
技術を学びたいという具体的かつ強い意志を総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（公募制）では、適性検査により基本的な学力を評価するとともに、調
査書により、学びたい意志を示す活動実績を評価します。
■一般選抜（Ａ日程及びＢ日程）では、記述式を含む学力試験により環境学を学ぶ上で
必要な基礎科目の学力を評価します。
■一般選抜（Ｃ日程）では、記述式総合問題により技術を学ぶ上で必要な科学的能力を
評価するとともに、面接により、環境学を学びたいという具体的かつ強い意志を評価し
ます。
■大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績により環境学を学ぶ
上で必要な基礎科目の学力を評価します。

情報学部
情報学部では、ディプロマ・ポリシーに基づき、情報に関するものづくり関連知識と技能に
深い関心を持ち、その課題発見と解決の意欲に溢れ、人間力豊かな人材を育成するた
めに、次のような入学者を求めています。
〈知識・技能〉
■情報学を学ぶ上で必要な「数学」「理科」「英語」「国語」「地理歴史、公民」などの基
礎科目について、高等学校の教科書レベルの基礎的な知識を有し、主体的な学修に
意欲を持つ人。

〈思考力・判断力・表現力等の能力〉
■情報学を志向し、物事を多面的に思考して判断した上で、自分の考えを論理的に表現
し、伝える能力を持つ人。

〈主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度〉
■地域社会や国際社会における様々な問題に関心を持ち、課題を解決するために、他
者と協働しながら、身に付けた知識を役立てたいという意欲を持つ人。
●入学者選抜の方針
情報学部では、上記に示す人材を選抜することを目的とし、次の入学者選抜制度を設け
ています。

■総合型選抜（学科課題型）では、基礎力を測る適性検査、調査書、学科課題及び面接
により、情報学分野における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■総合型選抜（自己推薦型）では、基礎力を測る適性検査及び面接により、情報学分野
における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（指定校制）では、基礎力を測る適性検査、調査書及び面接により、
技術を学びたいという具体的かつ強い意志を総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（公募制）では、適性検査により基本的な学力を評価するとともに、調
査書により、学びたい意志を示す活動実績を評価します。
■一般選抜（Ａ日程及びＢ日程）では、記述式を含む学力試験により情報学を学ぶ上で
必要な基礎科目の学力を評価します。
■一般選抜（Ｃ日程）では、記述式総合問題により技術を学ぶ上で必要な科学的能力を
評価するとともに、面接により、情報学を学びたいという具体的かつ強い意志を評価し
ます。
■大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績により情報学を学ぶ
上で必要な基礎科目の学力を評価します。

工 学 部
工学部では、ディプロマ・ポリシーに基づき、工学に関するものづくり関連知識と技能に深
い関心を持ち、その課題発見と解決の意欲に溢れ、人間力豊かな人材を育成するため
に、次のような入学者を求めています。
〈知識・技能〉
■工学を学ぶ上で必要な「数学」「理科」「英語」などの基礎科目について、高等学校の
教科書レベルの基礎的な知識を有し、主体的な学修に意欲を持つ人。

〈思考力・判断力・表現力等の能力〉
■工学を志向し、物事を多面的に思考して判断した上で、自分の考えを論理的に表現
し、伝える能力を持つ人。

〈主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度〉
■工学技術における様々な問題に関心を持ち、課題を解決するために、他者と協働しな
がら、身に付けた知識を役立てたいという意欲を持つ人。
●入学者選抜の方針
工学部では、上記に示す人材を選抜することを目的とし、次の入学者選抜制度を設けて
います。

■総合型選抜（学科課題型）では、基礎力を測る適性検査、調査書、学科課題及び面
接により、工学分野における能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■総合型選抜（自己推薦型）では、基礎力を測る適性検査及び面接により、工学分野に
おける能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（指定校制）では、基礎力を測る適性検査、調査書及び面接により、
技術を学びたいという具体的かつ強い意志を総合的に評価します。
■学校推薦型選抜（公募制）では、適性検査により基本的な学力を評価するとともに、調
査書により、学びたい意志を示す活動実績を評価します。
■一般選抜（Ａ日程及びＢ日程）では、記述式を含む学力試験により工学を学ぶ上で必
要な基礎科目の学力を評価します。
■一般選抜（Ｃ日程）では、記述式総合問題により技術を学ぶ上で必要な科学的能力を
評価するとともに、面接により、工学を学びたいという具体的かつ強い意志を評価し
ます。
■大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績により工学を学ぶ上
で必要な基礎科目の学力を評価します。

大　　学
広島工業大学は、「建学の精神」及び「教育方針」に則り、ディプロマ・ポリシーに定めた
学修到達目標を実現できる潜在的な力を有した学生を求めて、大学院各専攻及び各学
部の入学者受入れ方針を定めます。この方針に基づき、能動的かつ主体的に行動する

学生を受入れ、特色ある教育・研究を展開して、社会に奉仕する倫理観ある技術者を育
成します。

※ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

学
部 学科 入学

定員

総合型選抜 学校推薦型選抜 一般選抜 大学入学共通テスト
利用選抜

学科
課題型

自己
推薦型

指定
校制

公募制
（前期）

公募制
（後期）

A
日程

B
日程

C
日程

A
日程

B
日程

C
日程

工
学
部

電子情報工学科 70 5 2 19 8 4 17 7 2 3 2 1

電気システム工学科 90 6 2 27 10 4 22 9 2 5 2 1

機械システム工学科 120 8 2 37 13 6 29 12 2 8 2 1

知能機械工学科 90 6 2 27 10 4 22 9 2 5 2 1

環境土木工学科 70 5 2 19 8 4 17 7 2 3 2 1

建築工学科 120 8 2 37 13 6 29 12 2 8 2 1

工学部合計 560 38 12 166 62 28 136 56 12 32 12 6

情
報
学
部

情報工学科 110 8 2 34 12 5 26 11 2 7 2 1

情報コミュニケーション学科 110 8 2 34 12 5 26 11 2 7 2 1

情報学部合計 220 16 4 68 24 10 52 22 4 14 4 2

環
境
学
部

建築デザイン学科 110 8 2 34 12 5 26 11 2 7 2 1

地球環境学科 70 5 2 19 8 4 17 7 2 3 2 1

環境学部合計 180 13 4 53 20 9 43 18 4 10 4 2

生
命
学
部

生体医工学科 60 4 2 16 7 3 15 6 2 2 2 1

食品生命科学科 60 4 2 16 7 3 15 6 2 2 2 1

生命学部合計 120 8 4 32 14 6 30 12 4 4 4 2

総　計 1,080 75 24 319 120 53 261 108 24 60 24 12



出願期間

令和4年11月26日（土）～令和4年12月7日（水）

試験日

令和4年12月17日（土）

合格発表日

令和4年12月24日（土）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年1月27日（金）
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総合型選抜（学科課題型） 総合型選抜（自己推薦型）

試験日程

出願資格

基礎力を測る適性検査の結果（100点）及び個別面接（100点）の200点満点で判定します。

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～10:50 適性検査（数学）　　・11:20～12:10 適性検査（外国語）　　・13:30～ 個別面接

選考方法

広島（広島工業大学）

試験地

次の項目のすべてに該当する者
1.本学を専願し、本学での学修に意欲を有する者
2.次のいずれかに該当する者
（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（2）海外留学により外国の高等学校で通常の学校教育課程12年以上を修了した者又は令和5年3月までに修了見込みの者
（3）文部科学大臣指定の在外教育施設を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（4）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
（5）その他文部科学省令により、上記と同等以上の学力があると認められる者
3.技術者として将来活躍する強い意欲を有する者

試験時間 ※受験する学科により11:00以降のスケジュールは異なります。詳細は別冊子「総合型選抜（学科課題型）ガイド」を参照してください。

・9:10 集合　　・9:30～10:20 適性検査（数学）　　・11:00～ 各学科の課題及び面接

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目

試験科目

数　学

外国語

数　学

外国語

『数学I・数学II』

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

『数学I』

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

面　接

面　接

個別面接

個別面接

広島（広島工業大学）

試験地

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目

試験科目 ※受験する学科により課題内容は異なります。詳細は別冊子「総合型選抜（学科課題型）ガイド」を参照してください。

数　学

各学科の課題

数　学

各学科の課題

『数学I・数学II』

『数学I』

面　接

面　接

模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など

模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など

個別面接 又は グループ面接

個別面接 又は グループ面接

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

出願期間

令和4年9月1日（木）～令和4年9月14日（水）

試験日

令和4年10月15日（土）

合格発表日

令和4年11月1日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和4年12月16日（金）

試験日程

出願資格
次の項目のすべてに該当する者
1.本学を専願し、本学での学修に意欲を有する者
2.次のいずれかに該当する者
（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（2）海外留学により外国の高等学校で通常の学校教育課程12年以上を修了した者又は令和5年3月までに修了見込みの者
（3）文部科学大臣指定の在外教育施設を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（4）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
（5）その他文部科学省令により、上記と同等以上の学力があると認められる者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

選考方法

※1 A～Dの採点合計は、50点を最大とします。　※2 複数該当がある場合は、点数が高いものを評価します。

基礎力を測る適性検査の結果（50点）、調査書（50点）、各学科の課題（100点）及び「学びの計画書」に基づく面接（100点）の300点満点
で判定します。
・調査書は下の表に基づき採点します。

区分

課外活動・生徒会等※2

内容 点数※1

10点
20点
20点
10点

20点
10点
10点

A

B

C

D

社会活動※2

資格※2

海外留学

部活動・その他の団体
役職（副部長以上）
受賞・入賞
定期的・継続的・集中的なボランティア活動又は社会活動

5点単発的なボランティア活動又は社会活動
調査書評価票【資格】別表の評価（A）に定める資格・検定名
調査書評価票【資格】別表の評価（B）に定める資格・検定名
海外留学経験（高等学校等在学中）　滞在期間2週間以上



出願期間

令和4年11月26日（土）～令和4年12月7日（水）

試験日

令和4年12月17日（土）

合格発表日

令和4年12月24日（土）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年1月27日（金）
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総合型選抜（学科課題型） 総合型選抜（自己推薦型）

試験日程

出願資格

基礎力を測る適性検査の結果（100点）及び個別面接（100点）の200点満点で判定します。

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～10:50 適性検査（数学）　　・11:20～12:10 適性検査（外国語）　　・13:30～ 個別面接

選考方法

広島（広島工業大学）

試験地

次の項目のすべてに該当する者
1.本学を専願し、本学での学修に意欲を有する者
2.次のいずれかに該当する者
（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（2）海外留学により外国の高等学校で通常の学校教育課程12年以上を修了した者又は令和5年3月までに修了見込みの者
（3）文部科学大臣指定の在外教育施設を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（4）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
（5）その他文部科学省令により、上記と同等以上の学力があると認められる者
3.技術者として将来活躍する強い意欲を有する者

試験時間 ※受験する学科により11:00以降のスケジュールは異なります。詳細は別冊子「総合型選抜（学科課題型）ガイド」を参照してください。

・9:10 集合　　・9:30～10:20 適性検査（数学）　　・11:00～ 各学科の課題及び面接

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目

試験科目

数　学

外国語

数　学

外国語

『数学I・数学II』

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

『数学I』

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

面　接

面　接

個別面接

個別面接

広島（広島工業大学）

試験地

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目

試験科目 ※受験する学科により課題内容は異なります。詳細は別冊子「総合型選抜（学科課題型）ガイド」を参照してください。

数　学

各学科の課題

数　学

各学科の課題

『数学I・数学II』

『数学I』

面　接

面　接

模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など

模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など

個別面接 又は グループ面接

個別面接 又は グループ面接

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

出願期間

令和4年9月1日（木）～令和4年9月14日（水）

試験日

令和4年10月15日（土）

合格発表日

令和4年11月1日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和4年12月16日（金）

試験日程

出願資格
次の項目のすべてに該当する者
1.本学を専願し、本学での学修に意欲を有する者
2.次のいずれかに該当する者
（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（2）海外留学により外国の高等学校で通常の学校教育課程12年以上を修了した者又は令和5年3月までに修了見込みの者
（3）文部科学大臣指定の在外教育施設を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（4）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
（5）その他文部科学省令により、上記と同等以上の学力があると認められる者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

選考方法

※1 A～Dの採点合計は、50点を最大とします。　※2 複数該当がある場合は、点数が高いものを評価します。

基礎力を測る適性検査の結果（50点）、調査書（50点）、各学科の課題（100点）及び「学びの計画書」に基づく面接（100点）の300点満点
で判定します。
・調査書は下の表に基づき採点します。

区分

課外活動・生徒会等※2

内容 点数※1

10点
20点
20点
10点

20点
10点
10点

A

B

C

D

社会活動※2

資格※2

海外留学

部活動・その他の団体
役職（副部長以上）
受賞・入賞
定期的・継続的・集中的なボランティア活動又は社会活動

5点単発的なボランティア活動又は社会活動
調査書評価票【資格】別表の評価（A）に定める資格・検定名
調査書評価票【資格】別表の評価（B）に定める資格・検定名
海外留学経験（高等学校等在学中）　滞在期間2週間以上



出願期間

令和4年11月1日（火）～令和4年11月8日（火）

次の項目のすべてに該当する者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和4年11月19日（土）

合格発表日

令和4年12月1日（木）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和4年12月16日（金）
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学校推薦型選抜（指定校制）〔一般入学〕 学校推薦型選抜（公募制）前期日程

試験日程

出願資格

出願期間

令和4年11月1日（火）～令和4年11月8日（火）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和4年11月19日（土）

合格発表日

令和4年12月1日（木）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和4年12月16日（金）

試験日程

1.本学を専願し、本学での学修に意欲を有する者
2.本学が指定する高等学校又は中等教育学校を令和5年3月までに卒業見込みの者
3.高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）の1年から3年1学期末（前期末）以降に算出した全体の学習成績の状況（全体の評定平均
値）が以下の（１）及び（２）の条件を満たす者

4.学校長の推薦がある者

次の項目のすべてに該当する者

出願資格

1.次のいずれかに該当する者
（1）高等学校又は中等教育学校を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（2）海外留学により外国の高等学校で通常の学校教育課程12年以上を令和4年3月に修了した者又は令和5年3月までに修了見込み

の者
（3）文部科学大臣指定の在外教育施設を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（4）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
（5）その他学長が上記（1）～（4）に準ずると認めた者
2.学校長の推薦がある者

・3学科まで併願できます（3学科併願制度）。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。

（2）各教科の学習成績の状況（評定平均値）
　　「数学」「理科」「外国語」について、高等学校毎に基準値を定める

基礎力を測る適性検査（数学：50点満点）によって適否を判定後、グループ面接の結果及び提出書類の内容を総合判定します。
※適性検査の結果により、不合格となる場合があります。

試験時間
・11：00 集合　　・11：20～12：10 適性検査（数学）　　・13：30～ グループ面接

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～10:50 適性検査（数学）　　・11:20～12:10 適性検査（外国語）

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目※1

試験科目

試験地

※1 3学科併願制度を利用する場合の科目選択では、併願する全ての学科に共通する科目のみ選択可能です。　※2「数学B」は、「数列」と「ベクトル」の範囲から出題します。

※1 B～Eの採点合計は、50点を最大とし、Aと合計した点数を2で除し、50点満点とします。　※2 複数該当がある場合は、点数が高いものを評価します。

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科
数学

科目

面接
数学
面接

グループ面接
『数学Ⅰ・数学Ⅱ』

グループ面接
『数学Ⅰ』

区分

課外活動・生徒会等※2

内容 点数※1

広島（広島工業大学）／神戸／松江／岡山／福山／徳島／松山／福岡／大分

選考方法

適性検査の結果（300点）及び調査書（50点）の350点満点で判定します。
・適性検査は各教科100点で実施し、高得点1科目を2.0倍します。　・調査書は下の表に基づき採点します。

選考方法

試験科目

広島（広島工業大学）

試験地

最大50点
10点
20点
20点
10点

20点
10点
10点

A

B

C

D

E

学業成績

社会活動※2

資格※2

海外留学

全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）×10倍
部活動・その他の団体
役職（副部長以上）
受賞・入賞
定期的・継続的・集中的なボランティア活動又は社会活動

5点単発的なボランティア活動又は社会活動
調査書評価票【資格】別表の評価（A）に定める資格・検定名
調査書評価票【資格】別表の評価（B）に定める資格・検定名
海外留学経験（高等学校等在学中）　滞在期間2週間以上

数　学

外国語

数　学

外国語

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

（1）全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）

（注）以下①、②については、高等学校毎に定
めておりますので、在籍する高等学校の
進路指導部に確認してください。

　　①学部学科別の指定人数枠
　　②｢数学｣｢理科｣｢外国語｣の基準値

学部

工学部

情報学部

環境学部

生命学部

学科

電子情報工学科

全体の学習成績の状況
（全体の評定平均値）

電気システム工学科
機械システム工学科
知能機械工学科
環境土木工学科
建築工学科
情報工学科

情報コミュニケーション学科
建築デザイン学科

3.5以上

3.7以上

3.7以上

4.0以上

4.0以上

4.0以上
地球環境学科 3.5以上
生体医工学科 3.7以上

3.5以上食品生命科学科



出願期間

令和4年11月1日（火）～令和4年11月8日（火）

次の項目のすべてに該当する者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和4年11月19日（土）

合格発表日

令和4年12月1日（木）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和4年12月16日（金）
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学校推薦型選抜（指定校制）〔一般入学〕 学校推薦型選抜（公募制）前期日程

試験日程

出願資格

出願期間

令和4年11月1日（火）～令和4年11月8日（火）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和4年11月19日（土）

合格発表日

令和4年12月1日（木）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和4年12月16日（金）

試験日程

1.本学を専願し、本学での学修に意欲を有する者
2.本学が指定する高等学校又は中等教育学校を令和5年3月までに卒業見込みの者
3.高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）の1年から3年1学期末（前期末）以降に算出した全体の学習成績の状況（全体の評定平均
値）が以下の（１）及び（２）の条件を満たす者

4.学校長の推薦がある者

次の項目のすべてに該当する者

出願資格

1.次のいずれかに該当する者
（1）高等学校又は中等教育学校を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（2）海外留学により外国の高等学校で通常の学校教育課程12年以上を令和4年3月に修了した者又は令和5年3月までに修了見込み

の者
（3）文部科学大臣指定の在外教育施設を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（4）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
（5）その他学長が上記（1）～（4）に準ずると認めた者
2.学校長の推薦がある者

・3学科まで併願できます（3学科併願制度）。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。

（2）各教科の学習成績の状況（評定平均値）
　　「数学」「理科」「外国語」について、高等学校毎に基準値を定める

基礎力を測る適性検査（数学：50点満点）によって適否を判定後、グループ面接の結果及び提出書類の内容を総合判定します。
※適性検査の結果により、不合格となる場合があります。

試験時間
・11：00 集合　　・11：20～12：10 適性検査（数学）　　・13：30～ グループ面接

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～10:50 適性検査（数学）　　・11:20～12:10 適性検査（外国語）

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目※1

試験科目

試験地

※1 3学科併願制度を利用する場合の科目選択では、併願する全ての学科に共通する科目のみ選択可能です。　※2「数学B」は、「数列」と「ベクトル」の範囲から出題します。

※1 B～Eの採点合計は、50点を最大とし、Aと合計した点数を2で除し、50点満点とします。　※2 複数該当がある場合は、点数が高いものを評価します。

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科
数学

科目

面接
数学
面接

グループ面接
『数学Ⅰ・数学Ⅱ』

グループ面接
『数学Ⅰ』

区分

課外活動・生徒会等※2

内容 点数※1

広島（広島工業大学）／神戸／松江／岡山／福山／徳島／松山／福岡／大分

選考方法

適性検査の結果（300点）及び調査書（50点）の350点満点で判定します。
・適性検査は各教科100点で実施し、高得点1科目を2.0倍します。　・調査書は下の表に基づき採点します。

選考方法

試験科目

広島（広島工業大学）

試験地

最大50点
10点
20点
20点
10点

20点
10点
10点

A

B

C

D

E

学業成績

社会活動※2

資格※2

海外留学

全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）×10倍
部活動・その他の団体
役職（副部長以上）
受賞・入賞
定期的・継続的・集中的なボランティア活動又は社会活動

5点単発的なボランティア活動又は社会活動
調査書評価票【資格】別表の評価（A）に定める資格・検定名
調査書評価票【資格】別表の評価（B）に定める資格・検定名
海外留学経験（高等学校等在学中）　滞在期間2週間以上

数　学

外国語

数　学

外国語

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

（1）全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）

（注）以下①、②については、高等学校毎に定
めておりますので、在籍する高等学校の
進路指導部に確認してください。

　　①学部学科別の指定人数枠
　　②｢数学｣｢理科｣｢外国語｣の基準値

学部

工学部

情報学部

環境学部

生命学部

学科

電子情報工学科

全体の学習成績の状況
（全体の評定平均値）

電気システム工学科
機械システム工学科
知能機械工学科
環境土木工学科
建築工学科
情報工学科

情報コミュニケーション学科
建築デザイン学科

3.5以上

3.7以上

3.7以上

4.0以上

4.0以上

4.0以上
地球環境学科 3.5以上
生体医工学科 3.7以上

3.5以上食品生命科学科
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学校推薦型選抜（公募制）後期日程

出願期間

令和4年11月26日（土）～令和4年12月7日（水）

試験日

令和4年12月17日（土）

合格発表日

令和4年12月24日（土）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年1月27日（金）

試験日程

次の項目のすべてに該当する者

出願資格

1.次のいずれかに該当する者
（1）高等学校又は中等教育学校を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（2）海外留学により外国の高等学校で通常の学校教育課程12年以上を令和4年3月に修了した者又は令和5年3月までに修了見込み

の者
（3）文部科学大臣指定の在外教育施設を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（4）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
（5）その他学長が上記（1）～（4）に準ずると認めた者
2.学校長の推薦がある者

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～10:50 適性検査（数学）　　・11:20～12:10 適性検査（外国語）

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目※1

試験科目

※1 3学科併願制度を利用する場合の科目選択では、併願する全ての学科に共通する科目のみ選択可能です。　※2「数学B」は、「数列」と「ベクトル」の範囲から出題します。

広島（広島工業大学）／岡山／松山／小倉

適性検査の結果（200点）及び調査書（100点）の300点満点で判定します。
・調査書は下の表に基づき採点します。

選考方法

数　学

外国語

数　学

外国語

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

・3学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。

※1 B～Eの採点合計は、50点を最大とします。　※2 複数該当がある場合は、点数が高いものを評価します。

区分

課外活動・生徒会等※2

内容 点数※1

最大50点
10点
20点
20点
10点

20点
10点
10点

A

B

C

D

E

学業成績

社会活動※2

資格※2

海外留学

全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）×10倍
部活動・その他の団体
役職（副部長以上）
受賞・入賞
定期的・継続的・集中的なボランティア活動又は社会活動

5点単発的なボランティア活動又は社会活動
調査書評価票【資格】別表の評価（A）に定める資格・検定名
調査書評価票【資格】別表の評価（B）に定める資格・検定名
海外留学経験（高等学校等在学中）　滞在期間2週間以上

試験地

次の項目のいずれかに該当する者

一般選抜（A日程）

試験日程

出願資格

出願期間

令和5年1月4日（水）～
令和5年1月25日（水）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和5年2月3日（金）
令和5年2月4日（土）
※試験日自由選択制

合格発表日

令和5年2月14日（火）

入学金・授業料等納入及び入学手続書類提出締切日

入学金納入締切日：令和5年2月24日（金）
授業料等納入及び入学手続書類提出締切日：

令和5年3月14日（火）

学部

工学部

情報学部

環境学部
生命学部

教科
数　学

科目※1

理　科
外国語
数　学
理　科
外国語
数　学
理　科
外国語

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

選考方法

試験科目

・学力試験の結果で判定します。　・学力試験は各教科100点で実施し、300点満点とします。

試験時間
・9:40 集合　・10:00～11:20 学力試験（数学）　・12:40～14:00 学力試験（理科）　・14:40～16:00 学力試験（外国語）

※1 3学科併願制度を利用する場合、併願する全ての学科に共通する科目のみ選択可能です。
※2「数学B」は、「数列」と「ベクトル」の範囲から出題します。
※3「物理基礎・物理」は、「物理基礎」と「物理」を併せた範囲から出題します。
※4「化学基礎・化学」は、「化学基礎」と「化学」を併せた範囲から出題します。
※5「生物基礎・生物」は、「生物基礎」と「生物」を併せた範囲から出題します。
（解答方法について）
試験問題の解答は、「数学」「理科」は記述式（選択式を含む）、「外国語」はマークシート式です。なお、記述式では、解答を導き出す思考過程も評価します。

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』
『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』
『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4、『生物基礎・生物』※5（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

1日目 広島（広島工業大学）／姫路／松江／岡山／福山／今治／高知／小倉／福岡／大分／鹿児島

2日目 広島（広島工業大学）／大阪／松江／岡山／福山／山口／高松／松山／福岡／大分／鹿児島

・3学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。 

試験地
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学校推薦型選抜（公募制）後期日程

出願期間

令和4年11月26日（土）～令和4年12月7日（水）

試験日

令和4年12月17日（土）

合格発表日

令和4年12月24日（土）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年1月27日（金）

試験日程

次の項目のすべてに該当する者

出願資格

1.次のいずれかに該当する者
（1）高等学校又は中等教育学校を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（2）海外留学により外国の高等学校で通常の学校教育課程12年以上を令和4年3月に修了した者又は令和5年3月までに修了見込み

の者
（3）文部科学大臣指定の在外教育施設を令和4年3月に卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
（4）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
（5）その他学長が上記（1）～（4）に準ずると認めた者
2.学校長の推薦がある者

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～10:50 適性検査（数学）　　・11:20～12:10 適性検査（外国語）

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目※1

試験科目

※1 3学科併願制度を利用する場合の科目選択では、併願する全ての学科に共通する科目のみ選択可能です。　※2「数学B」は、「数列」と「ベクトル」の範囲から出題します。

広島（広島工業大学）／岡山／松山／小倉

適性検査の結果（200点）及び調査書（100点）の300点満点で判定します。
・調査書は下の表に基づき採点します。

選考方法

数　学

外国語

数　学

外国語

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

・3学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。

※1 B～Eの採点合計は、50点を最大とします。　※2 複数該当がある場合は、点数が高いものを評価します。

区分

課外活動・生徒会等※2

内容 点数※1

最大50点
10点
20点
20点
10点

20点
10点
10点

A

B

C

D

E

学業成績

社会活動※2

資格※2

海外留学

全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）×10倍
部活動・その他の団体
役職（副部長以上）
受賞・入賞
定期的・継続的・集中的なボランティア活動又は社会活動

5点単発的なボランティア活動又は社会活動
調査書評価票【資格】別表の評価（A）に定める資格・検定名
調査書評価票【資格】別表の評価（B）に定める資格・検定名
海外留学経験（高等学校等在学中）　滞在期間2週間以上

試験地

次の項目のいずれかに該当する者

一般選抜（A日程）

試験日程

出願資格

出願期間

令和5年1月4日（水）～
令和5年1月25日（水）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和5年2月3日（金）
令和5年2月4日（土）
※試験日自由選択制

合格発表日

令和5年2月14日（火）

入学金・授業料等納入及び入学手続書類提出締切日

入学金納入締切日：令和5年2月24日（金）
授業料等納入及び入学手続書類提出締切日：

令和5年3月14日（火）

学部

工学部

情報学部

環境学部
生命学部

教科
数　学

科目※1

理　科
外国語
数　学
理　科
外国語
数　学
理　科
外国語

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

選考方法

試験科目

・学力試験の結果で判定します。　・学力試験は各教科100点で実施し、300点満点とします。

試験時間
・9:40 集合　・10:00～11:20 学力試験（数学）　・12:40～14:00 学力試験（理科）　・14:40～16:00 学力試験（外国語）

※1 3学科併願制度を利用する場合、併願する全ての学科に共通する科目のみ選択可能です。
※2「数学B」は、「数列」と「ベクトル」の範囲から出題します。
※3「物理基礎・物理」は、「物理基礎」と「物理」を併せた範囲から出題します。
※4「化学基礎・化学」は、「化学基礎」と「化学」を併せた範囲から出題します。
※5「生物基礎・生物」は、「生物基礎」と「生物」を併せた範囲から出題します。
（解答方法について）
試験問題の解答は、「数学」「理科」は記述式（選択式を含む）、「外国語」はマークシート式です。なお、記述式では、解答を導き出す思考過程も評価します。

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』
『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』
『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4、『生物基礎・生物』※5（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

1日目 広島（広島工業大学）／姫路／松江／岡山／福山／今治／高知／小倉／福岡／大分／鹿児島

2日目 広島（広島工業大学）／大阪／松江／岡山／福山／山口／高松／松山／福岡／大分／鹿児島

・3学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。 

試験地
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一般選抜（B日程）

出願期間

令和5年2月1日（水）～
令和5年2月18日（土）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和5年2月27日（月）
令和5年2月28日（火）
※試験日自由選択制

合格発表日

令和5年3月7日（火）

入学金・授業料等納入及び入学手続書類提出締切日

令和5年3月14日（火）

（解答方法について）
試験問題の解答は、「数学」「理科」は記述式（選択式を含む）、「外国語」はマークシート式です。なお、記述式では、解答を導き出す思考過程も評価します。

次の項目のいずれかに該当する者

試験日程

出願資格

学部

工学部

情報学部

環境学部
生命学部

教科
数　学

科目※1

理　科
外国語
数　学
理　科
外国語
数　学
理　科
外国語

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

選考方法

試験科目

・学力試験の結果で判定します。　・学力試験は各教科100点で実施し、高得点1科目を2.0倍し400点満点とします。

試験時間

※1 3学科併願制度を利用する場合、併願する全ての学科に共通する科目のみ選択可能です。
※2「数学B」は、「数列」と「ベクトル」の範囲から出題します。
※3「物理基礎・物理」は、「物理基礎」と「物理」を併せた範囲から出題します。
※4「化学基礎・化学」は、「化学基礎」と「化学」を併せた範囲から出題します。
※5「生物基礎・生物」は、「生物基礎」と「生物」を併せた範囲から出題します。

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』
『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』
『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4、『生物基礎・生物』※5（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

1日目 広島（広島工業大学）／姫路／松江／岡山／福山／今治／福岡／大分

2日目 広島（広島工業大学）／大阪／松江／岡山／福山／松山／小倉／福岡

・3学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。 

・9:40 集合　・10:00～11:20 学力試験（数学）　・12:40～14:00 学力試験（理科）　・14:40～16:00 学力試験（外国語）

試験地

出願期間

令和5年2月19日（日）～令和5年3月10日（金）

次の項目のいずれかに該当する者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和5年3月15日（水）

合格発表日

令和5年3月21日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年3月27日（月）

一般選抜（C日程）

試験日程

出願資格

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

選考方法

試験科目

試験地

・本学学力試験の結果（100点）及びグループ面接（100点）の200点満点で判定します。
・学力試験（記述式総合問題）では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。
・グループ面接では「思考力・判断力・表現力」「主体性・協働性」を評価します。

試験時間
・9:10 集合　・9:30～10:50 学力試験（記述式総合問題）　・11:30～ グループ面接

学部
工 学 部
情報学部
環境学部
生命学部

科目
記述式総合問題

グループ面接

広島（広島工業大学）

・他大学と併願できます。 
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一般選抜（B日程）

出願期間

令和5年2月1日（水）～
令和5年2月18日（土）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和5年2月27日（月）
令和5年2月28日（火）
※試験日自由選択制

合格発表日

令和5年3月7日（火）

入学金・授業料等納入及び入学手続書類提出締切日

令和5年3月14日（火）

（解答方法について）
試験問題の解答は、「数学」「理科」は記述式（選択式を含む）、「外国語」はマークシート式です。なお、記述式では、解答を導き出す思考過程も評価します。

次の項目のいずれかに該当する者

試験日程

出願資格

学部

工学部

情報学部

環境学部
生命学部

教科
数　学

科目※1

理　科
外国語
数　学
理　科
外国語
数　学
理　科
外国語

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

選考方法

試験科目

・学力試験の結果で判定します。　・学力試験は各教科100点で実施し、高得点1科目を2.0倍し400点満点とします。

試験時間

※1 3学科併願制度を利用する場合、併願する全ての学科に共通する科目のみ選択可能です。
※2「数学B」は、「数列」と「ベクトル」の範囲から出題します。
※3「物理基礎・物理」は、「物理基礎」と「物理」を併せた範囲から出題します。
※4「化学基礎・化学」は、「化学基礎」と「化学」を併せた範囲から出題します。
※5「生物基礎・生物」は、「生物基礎」と「生物」を併せた範囲から出題します。

『数学I・数学A・数学II・数学B』※2
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』
『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』
『数学I・数学A・数学II・数学B』※2、『数学I・数学A』（出願時1科目選択）
『物理基礎・物理』※3、『化学基礎・化学』※4、『生物基礎・生物』※5（出願時1科目選択）
『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

1日目 広島（広島工業大学）／姫路／松江／岡山／福山／今治／福岡／大分

2日目 広島（広島工業大学）／大阪／松江／岡山／福山／松山／小倉／福岡

・3学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。 

・9:40 集合　・10:00～11:20 学力試験（数学）　・12:40～14:00 学力試験（理科）　・14:40～16:00 学力試験（外国語）

試験地

出願期間

令和5年2月19日（日）～令和5年3月10日（金）

次の項目のいずれかに該当する者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和5年3月15日（水）

合格発表日

令和5年3月21日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年3月27日（月）

一般選抜（C日程）

試験日程

出願資格

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

選考方法

試験科目

試験地

・本学学力試験の結果（100点）及びグループ面接（100点）の200点満点で判定します。
・学力試験（記述式総合問題）では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。
・グループ面接では「思考力・判断力・表現力」「主体性・協働性」を評価します。

試験時間
・9:10 集合　・9:30～10:50 学力試験（記述式総合問題）　・11:30～ グループ面接

学部
工 学 部
情報学部
環境学部
生命学部

科目
記述式総合問題

グループ面接

広島（広島工業大学）

・他大学と併願できます。 
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出願期間

令和5年2月1日（水）～令和5年2月18日（土）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

本学独自の学力試験は
行いません

合格発表日

令和5年3月7日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年3月14日（火）

選考方法

・大学入学共通テストの結果（「数学」･「理科」･「外国語」各200点）のうち、高得点1科目を2.0倍し800点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

学部

工学部

教科 科目
数　学

理　科

外国語

外国語

本学が利用する大学入学共通テストの教科・科目

『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

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、『化学基礎＋生物基礎』、
『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

情報学部
環境学部
生命学部

数　学

理　科

『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、『化学基礎＋生物基礎』、
『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

次のいずれかに該当し、「令和5年度大学入学共通テスト」で、本学が指定する教科・科目を受験した者

試験日程

出願資格

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

・選択できる科目が異なる【理系科目受験型】【文系科目受験型】の2種類があります。
　文系科目受験型を選択できるのは、情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみです。

・理系科目受験型は3学科まで、文系科目受験型は2学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。 

【理系科目受験型】

【理系科目受験型】

※情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみ選択可
・大学入学共通テストの結果（「外国語」200点、「数学」・「国語」・「地理歴史、公民」各200点の中で高得点2科目）のうち、高得点1科目を
2.0倍し、800点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

※情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみ選択できます。

【文系科目受験型】

【文系科目受験型】

学部・学科 教科
外国語

科目

数　学
国　語

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目
『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用
『国語（近代以降の文章、古典（古文、漢文）　全て含む）』

地理歴史、公民『世界史B』、『日本史B』、『地理B』、『現代社会』、『倫理』、『政治・経済』、『倫理、政治・経済』から高得点1科目採用

社会系科目対応大学入学共通テスト利用選抜（B日程）

情報学部・
情報コミュニケーション学科
環境学部・
建築デザイン学科

大学入学共通テスト利用選抜（A日程）

選考方法

・大学入学共通テストの結果（「数学」･「理科」･「外国語」各200点）、600点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

学部

工学部

教科 科目
数　学

理　科

外国語

外国語

本学が利用する大学入学共通テストの教科・科目

『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

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、『化学基礎＋生物基礎』、
『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

情報学部
環境学部
生命学部

数　学

理　科

『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、『化学基礎＋生物基礎』、
『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

出願期間

令和5年1月4日（水）～令和5年1月31日（火）

次のいずれかに該当し、「令和5年度大学入学共通テスト」で、本学が指定する教科・科目を受験した者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

本学独自の学力試験は
行いません

合格発表日

令和5年2月14日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

入学金納入締切日：
令和5年2月24日（金）
授業料等納入及び

入学手続書類提出締切日：
令和5年3月14日（火）

試験日程

出願資格

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

・選択できる科目が異なる【理系科目受験型】【文系科目受験型】の2種類があります。
　※文系科目受験型を選択できるのは、情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみです。

・理系科目受験型は3学科まで、文系科目受験型は2学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。 

社会系科目対応

【理系科目受験型】

【理系科目受験型】

※情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみ選択可
・大学入学共通テストの結果（「外国語」200点、「数学」・「国語」・「地理歴史、公民」各200点の中で高得点2科目）、600点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

【文系科目受験型】

【文系科目受験型】

学部・学科

情報学部・
情報コミュニケーション学科
環境学部・
建築デザイン学科

教科
外国語

科目

数　学
国　語

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目
『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用
『国語（近代以降の文章、古典（古文、漢文）　全て含む）』

地理歴史、公民『世界史B』、『日本史B』、『地理B』、『現代社会』、『倫理』、『政治・経済』、『倫理、政治・経済』から高得点1科目採用

※情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみ選択できます。
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出願期間

令和5年2月1日（水）～令和5年2月18日（土）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

本学独自の学力試験は
行いません

合格発表日

令和5年3月7日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年3月14日（火）

選考方法

・大学入学共通テストの結果（「数学」･「理科」･「外国語」各200点）のうち、高得点1科目を2.0倍し800点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

学部

工学部

教科 科目
数　学

理　科

外国語

外国語

本学が利用する大学入学共通テストの教科・科目

『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

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、『化学基礎＋生物基礎』、
『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

情報学部
環境学部
生命学部

数　学

理　科

『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、『化学基礎＋生物基礎』、
『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

次のいずれかに該当し、「令和5年度大学入学共通テスト」で、本学が指定する教科・科目を受験した者

試験日程

出願資格

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

・選択できる科目が異なる【理系科目受験型】【文系科目受験型】の2種類があります。
　文系科目受験型を選択できるのは、情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみです。

・理系科目受験型は3学科まで、文系科目受験型は2学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。 

【理系科目受験型】

【理系科目受験型】

※情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみ選択可
・大学入学共通テストの結果（「外国語」200点、「数学」・「国語」・「地理歴史、公民」各200点の中で高得点2科目）のうち、高得点1科目を
2.0倍し、800点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

※情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみ選択できます。

【文系科目受験型】

【文系科目受験型】

学部・学科 教科
外国語

科目

数　学
国　語

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目
『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用
『国語（近代以降の文章、古典（古文、漢文）　全て含む）』

地理歴史、公民『世界史B』、『日本史B』、『地理B』、『現代社会』、『倫理』、『政治・経済』、『倫理、政治・経済』から高得点1科目採用

社会系科目対応大学入学共通テスト利用選抜（B日程）

情報学部・
情報コミュニケーション学科
環境学部・
建築デザイン学科

大学入学共通テスト利用選抜（A日程）

選考方法

・大学入学共通テストの結果（「数学」･「理科」･「外国語」各200点）、600点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

学部

工学部

教科 科目
数　学

理　科

外国語

外国語

本学が利用する大学入学共通テストの教科・科目

『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

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、『化学基礎＋生物基礎』、
『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

情報学部
環境学部
生命学部

数　学

理　科

『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、『化学基礎＋生物基礎』、
『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

出願期間

令和5年1月4日（水）～令和5年1月31日（火）

次のいずれかに該当し、「令和5年度大学入学共通テスト」で、本学が指定する教科・科目を受験した者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

本学独自の学力試験は
行いません

合格発表日

令和5年2月14日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

入学金納入締切日：
令和5年2月24日（金）
授業料等納入及び

入学手続書類提出締切日：
令和5年3月14日（火）

試験日程

出願資格

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

・選択できる科目が異なる【理系科目受験型】【文系科目受験型】の2種類があります。
　※文系科目受験型を選択できるのは、情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみです。

・理系科目受験型は3学科まで、文系科目受験型は2学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。 

社会系科目対応

【理系科目受験型】

【理系科目受験型】

※情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみ選択可
・大学入学共通テストの結果（「外国語」200点、「数学」・「国語」・「地理歴史、公民」各200点の中で高得点2科目）、600点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

【文系科目受験型】

【文系科目受験型】

学部・学科

情報学部・
情報コミュニケーション学科
環境学部・
建築デザイン学科

教科
外国語

科目

数　学
国　語

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目
『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用
『国語（近代以降の文章、古典（古文、漢文）　全て含む）』

地理歴史、公民『世界史B』、『日本史B』、『地理B』、『現代社会』、『倫理』、『政治・経済』、『倫理、政治・経済』から高得点1科目採用

※情報学部・情報コミュニケーション学科及び環境学部・建築デザイン学科のみ選択できます。
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大学入学共通テスト利用選抜（C日程）

出願期間

令和5年2月19日（日）～令和5年3月10日（金）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

本学独自の学力試験は
行いません

合格発表日

令和5年3月21日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

試験日程

次の項目のいずれかに該当し、「令和5年度大学入学共通テスト」で、本学が指定する教科・科目を受験した者

出願資格

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

選考方法
・大学入学共通テストの結果（「数学」・「理科」・「外国語」各200点）のうち、高得点2科目を採用し、400点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

学部

工 学 部
情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目
数　学

理　科

外国語

本学が利用する大学入学共通テストの教科・科目

『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

令和5年3月27日（月）

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、
『化学基礎＋生物基礎』、『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、
『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

・3学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。

出願期間

令和4年11月26日（土）～令和4年12月7日（水）

試験日

令和4年12月17日（土）

合格発表日

令和4年12月24日（土）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年1月27日（金）

社会人特別選抜入学試験

試験日程

出願資格

個別面接の結果及び提出書類の内容を総合判定します。

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～ 個別面接

選考方法

広島（広島工業大学）

試験地

次の項目のいずれかに該当する者
1.平成31年3月31日以前の高等学校又は中等教育学校卒業者で、職業に従事している者（ただし2年以上従事していた者も含む）又は
これに準ずる者
2.平成31年3月31日以前の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で、職業に従事している者（ただし2年以上
従事していた者も含む）又はこれに準ずる者
3.令和5年4月1日現在満22歳以上で、高等学校の定時制若しくは通信制課程を卒業（見込み）の者又は高等学校卒業程度認定試験合
格者で、職業に従事している者（ただし２年以上従事していた者も含む）又はこれに準ずる者
4.旧制諸学校の卒業者又は中途退学者で、文部科学省の定めるところにより大学入学資格を有する者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効
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大学入学共通テスト利用選抜（C日程）

出願期間

令和5年2月19日（日）～令和5年3月10日（金）

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

本学独自の学力試験は
行いません

合格発表日

令和5年3月21日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

試験日程

次の項目のいずれかに該当し、「令和5年度大学入学共通テスト」で、本学が指定する教科・科目を受験した者

出願資格

1.高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は令和5年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は令和5年3月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（高等学校卒業程度認定
試験に合格した者又は令和5年3月までに合格見込みの者）

選考方法
・大学入学共通テストの結果（「数学」・「理科」・「外国語」各200点）のうち、高得点2科目を採用し、400点満点で判定します。
・大学入学共通テストの配点が100点の科目は200点に換算します。

学部

工 学 部
情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目
数　学

理　科

外国語

本学が利用する大学入学共通テストの教科・科目

『数学I』、『数学I・数学A』、『数学II』、『数学II・数学B』から高得点1科目採用

『英語（リーディング及びリスニング）』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から1科目

令和5年3月27日（月）

『物理基礎＋化学基礎』、『物理基礎＋生物基礎』、『物理基礎＋地学基礎』、
『化学基礎＋生物基礎』、『化学基礎＋地学基礎』、『生物基礎＋地学基礎』、
『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から高得点1科目採用

・3学科まで併願できます。併願分の入学検定料はかかりません。
・他大学と併願できます。

出願期間

令和4年11月26日（土）～令和4年12月7日（水）

試験日

令和4年12月17日（土）

合格発表日

令和4年12月24日（土）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年1月27日（金）

社会人特別選抜入学試験

試験日程

出願資格

個別面接の結果及び提出書類の内容を総合判定します。

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～ 個別面接

選考方法

広島（広島工業大学）

試験地

次の項目のいずれかに該当する者
1.平成31年3月31日以前の高等学校又は中等教育学校卒業者で、職業に従事している者（ただし2年以上従事していた者も含む）又は
これに準ずる者
2.平成31年3月31日以前の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で、職業に従事している者（ただし2年以上
従事していた者も含む）又はこれに準ずる者
3.令和5年4月1日現在満22歳以上で、高等学校の定時制若しくは通信制課程を卒業（見込み）の者又は高等学校卒業程度認定試験合
格者で、職業に従事している者（ただし２年以上従事していた者も含む）又はこれに準ずる者
4.旧制諸学校の卒業者又は中途退学者で、文部科学省の定めるところにより大学入学資格を有する者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効



出願期間

令和5年2月19日（日）～令和5年3月10日（金）

次の項目のすべてに該当する者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和5年3月15日（水）

合格発表日

令和5年3月21日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年3月27日（月）
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大学・高等専門学校特別選抜入学試験

試験日程

出願資格

1.本学を専願し、本学での学修に意欲を有する者
2.次のいずれかに該当する者
（1）大学若しくは短期大学に在学している者又は在籍していた者
（2）高等専門学校に３年次以上在学し（３年次修了見込みを含む）、高等学校を卒業した者と同等の資格を有する者
（3）その他学長が上記（1）又は（2）に準ずると認めた者

選考方法

試験地

個別面接の結果及び提出書類の内容を総合判定します。

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～ 個別面接

広島（広島工業大学）

出願期間

令和4年11月26日（土）～令和4年12月7日（水）

試験日

令和4年12月17日（土）

合格発表日

令和4年12月24日（土）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年1月27日（金）

海外帰国生等特別選抜入学試験

試験日程

出願資格

適性検査の結果（100点）及び個別面接（100点）の200点満点で判定します。

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～10:50 適性検査（数学）　　・11:20～12:10 適性検査（外国語）　　・13:30～ 個別面接

選考方法

広島（広島工業大学）

試験地

日本国籍又は日本国の永住権を有し、保護者の海外在留あるいは自己の意志による海外留学により、外国の学校に学び、出願資格確認
期間において出願資格の有無及び提出書類の確認を行った者で、次の項目のいずれかに該当する者
1.外国の学校又はこれと同等の学校に、最終学年を含めて２年以上在学し令和3年4月1日から令和5年3月31日までに通常の学校教育
課程12年以上を修了した者又は修了見込みの者
2.外国の中学・高等学校を通じ、継続して２年以上の教育を受け、帰国後、日本の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）の第２、３学
年に編入学し令和5年3月31日までに卒業見込みの者
3.文部科学大臣が指定した在外教育施設の当該課程を令和5年3月31日までに卒業見込みの者
4.国際バカロレア資格、アビトゥア資格若しくはフランス共和国バカロレア資格証書を有する者又はその他文部科学大臣の認定した者

出願資格確認期間
海外帰国生等特別選抜入学試験については、出願資格の事前確認期間を設けています。
受験を希望する者は、以下の確認期間内に確認書類を提出してください。
【確認期間】 令和4年10月17日（月）～31日（月） ※最終日消印有効
【確認書類】 出願資格確認申込書（本学webサイトからダウンロード）、卒業証明書又は卒業見込証明書

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目

試験科目

数　学

外国語

数　学

外国語

『数学I・数学II』

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

『数学I』

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

面　接

面　接

個別面接

個別面接

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効



出願期間

令和5年2月19日（日）～令和5年3月10日（金）

次の項目のすべてに該当する者

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効

試験日

令和5年3月15日（水）

合格発表日

令和5年3月21日（火）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年3月27日（月）
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大学・高等専門学校特別選抜入学試験

試験日程

出願資格

1.本学を専願し、本学での学修に意欲を有する者
2.次のいずれかに該当する者
（1）大学若しくは短期大学に在学している者又は在籍していた者
（2）高等専門学校に３年次以上在学し（３年次修了見込みを含む）、高等学校を卒業した者と同等の資格を有する者
（3）その他学長が上記（1）又は（2）に準ずると認めた者

選考方法

試験地

個別面接の結果及び提出書類の内容を総合判定します。

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～ 個別面接

広島（広島工業大学）

出願期間

令和4年11月26日（土）～令和4年12月7日（水）

試験日

令和4年12月17日（土）

合格発表日

令和4年12月24日（土）

入学金・授業料等納入及び
入学手続書類提出締切日

令和5年1月27日（金）

海外帰国生等特別選抜入学試験

試験日程

出願資格

適性検査の結果（100点）及び個別面接（100点）の200点満点で判定します。

試験時間
・9:40 集合　　・10:00～10:50 適性検査（数学）　　・11:20～12:10 適性検査（外国語）　　・13:30～ 個別面接

選考方法

広島（広島工業大学）

試験地

日本国籍又は日本国の永住権を有し、保護者の海外在留あるいは自己の意志による海外留学により、外国の学校に学び、出願資格確認
期間において出願資格の有無及び提出書類の確認を行った者で、次の項目のいずれかに該当する者
1.外国の学校又はこれと同等の学校に、最終学年を含めて２年以上在学し令和3年4月1日から令和5年3月31日までに通常の学校教育
課程12年以上を修了した者又は修了見込みの者
2.外国の中学・高等学校を通じ、継続して２年以上の教育を受け、帰国後、日本の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）の第２、３学
年に編入学し令和5年3月31日までに卒業見込みの者
3.文部科学大臣が指定した在外教育施設の当該課程を令和5年3月31日までに卒業見込みの者
4.国際バカロレア資格、アビトゥア資格若しくはフランス共和国バカロレア資格証書を有する者又はその他文部科学大臣の認定した者

出願資格確認期間
海外帰国生等特別選抜入学試験については、出願資格の事前確認期間を設けています。
受験を希望する者は、以下の確認期間内に確認書類を提出してください。
【確認期間】 令和4年10月17日（月）～31日（月） ※最終日消印有効
【確認書類】 出願資格確認申込書（本学webサイトからダウンロード）、卒業証明書又は卒業見込証明書

学部

工学部

情報学部
環境学部
生命学部

教科 科目

試験科目

数　学

外国語

数　学

外国語

『数学I・数学II』

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

『数学I』

『コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・英語表現I』

面　接

面　接

個別面接

個別面接

出願登録期限は最終日の17:00　入学検定料納入期限は最終日の19:00　提出書類は最終日の消印有効
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提出書類

●提出書類は、期間内に簡易書留の速達で送付してください。出願期間最終日の消印有効です。
なお、送付にあたっては、必ず郵便局から送付し、控え（受領証）を受験情報が掲載されるまで保管してください。
●提出書類に虚偽の事項を記入したことが判明した場合は、入学後でも入学を取り消します。
●提出された書類はお返ししません。

●提出書類は、期間内に簡易書留の速達で送付してください。出願期間最終日の消印有効です。
なお、送付にあたっては、必ず郵便局から送付し、控え（受領証）を受験情報が掲載されるまで保管してください。
●提出書類に虚偽の事項を記入したことが判明した場合は、入学後でも入学を取り消します。
●提出された書類はお返ししません。

●インターネット出願の手順の中でアップロードしてください。
●出願する入学者選抜ごとにアップロードが必要です。
●事前に、スマートフォン、デジタルカメラなどで撮影したデジタル写真を準備してください。
（写真データの拡張子はjpeg又はjpg、サイズは10MBまで）
●写真は、上半身、無帽、正面向き、背景が無地のものを使用してください。
●試験当日の本人確認に使用しますので、試験当日と著しく異なってはいけません。
●服装は私服、制服どちらでも結構です。

❶顔写真データ
●インターネット出願の手順の中でアップロードしてください。
●出願する入学者選抜ごとにアップロードが必要です。
●事前に、スマートフォン、デジタルカメラなどで撮影したデジタル写真を準備してください。
（写真データの拡張子はjpeg又はjpg、サイズは10MBまで）
●写真は、上半身、無帽、正面向き、背景が無地のものを使用してください。
●試験当日の本人確認に使用しますので、試験当日と著しく異なってはいけません。
●服装は私服、制服どちらでも結構です。

❶顔写真データ

●文部科学省指定様式を用いて、出身学校長が作成し厳封したものを提出してください。
　〔令和5年3月までの卒業見込み者〕いずれの試験においても、3年1学期末（前期末）以降に算出した成績が入ったもの。
　〔既卒者〕いずれの試験においても、卒業年度終了時までの成績が入ったもの。
●調査書の提出
　出願する入学者選抜ごとに提出が必要です。
　ただし、同じ日程の一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜において、同時に出願する場合や、複数学科に併願の場合は、1通で構いません。
●高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）の合格者は、「合格成績証明書」を提出してください。高卒認定による科目合格と高等学校等での単位
修得見込みにより、高卒認定に合格する見込みのある者は、合格科目及びその成績を記載した「合格見込成績証明書」を提出してください。

　ただし、この高卒認定の合格見込みで出願し本学に合格した場合は、後日、高卒認定の「合格成績証明書」を本学に提出してください。

❷調査書等

●本学webサイトからダウンロードした様式を用いて、出身学校長が作成し厳封したものを提出してください。

❸推薦書

●本学webサイトからダウンロードした様式を用いて、調査書記載責任者が作成し厳封したものを提出してください。
●調査書評価票は調査書を採点するための様式です。評価に該当する項目は、調査書で確認できる必要があります。

❹調査書評価票

●本学webサイトからダウンロードした様式に、志願者が自筆で記入し提出してください。

❺学びの計画書

●本学webサイトからダウンロードした様式に、志願者が自筆で記入し提出してください。

❻自己推薦書

●大学入学共通テスト利用選抜の志願者は、大学入試センターから交付を受けた「成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を提出してください。
●成績請求票は貼りつけず、調査書とともに提出してください。

❼大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）

●本学webサイトからダウンロードした様式に、志願者が自筆で記入し提出してください。

❽志望理由書

●本学指定様式はありません。

❾履歴書

●海外帰国生等特別選抜入学試験については、外国において在学した学校長が作成した在学期間すべての成績証明書を提出してください。
●外国語で書かれた証明書には、日本語訳を添付してください。
●大学・高等専門学校特別選抜入学試験の出願資格（1）又は（2）に該当する者は、現在履修中の科目についても記入されたものを提出してく
ださい。〈（1）は成績証明書、（2）は調査書〉

11成績証明書 又は 調査書

●最終学校の証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）の合格者は、「合格成績証明書」を提出してください。
　高卒認定による科目合格と高等学校等での単位修得見込みにより、高卒認定に合格する見込みのある者は、合格科目及びその成績を記載し
た「合格見込成績証明書」を提出してください。

　ただし、この高卒認定の合格見込みで出願し本学に合格した場合は、後日、高卒認定の「合格成績証明書」を本学に提出してください。
●外国語で書かれた証明書には、日本語訳を添付してください。

10卒業証明書 又は 卒業見込証明書

提出書類（特別選抜入学試験）

●：必要
―：不要

●：必要
―：不要

　  在学証明書 又は 在籍証明書

社会人特別選抜提出書類

❶ 顔写真データ（出願登録時にアップロード） ●

❽ 志望理由書

❾ 履歴書

10 卒業（見込）証明書

11 成績証明書 又は 調査書

●

●

●

―

―

海外帰国生等特別選抜

●

●

●

●

●

―

大学・高等専門学校特別選抜

●

●

―

―

●

●

　  その他（本学が必要と認める書類） ▲（該当者のみ） ▲（該当者のみ） ▲（該当者のみ）

❶ 顔写真データ（出願登録時にアップロード）

C日程B日程A日程C日程B日程A日程公募制
（後期）

公募制
（前期）指定校制自己

推薦型
学科
課題型

提出書類
大学入学共通テスト利用選抜一般選抜学校推薦型選抜総合型選抜

❷ 調査書等

❸ 推薦書

❹ 調査書評価票

❺ 学びの計画書

❻ 自己推薦書

❼ 大学入学共通テスト成績請求票
私立大学・公私立短期大学用

●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●

――――――●●●――

――――――●●――●

――――――――●●●

―――――――――●―

●●●――――――――
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提出書類

●提出書類は、期間内に簡易書留の速達で送付してください。出願期間最終日の消印有効です。
なお、送付にあたっては、必ず郵便局から送付し、控え（受領証）を受験情報が掲載されるまで保管してください。
●提出書類に虚偽の事項を記入したことが判明した場合は、入学後でも入学を取り消します。
●提出された書類はお返ししません。

●提出書類は、期間内に簡易書留の速達で送付してください。出願期間最終日の消印有効です。
なお、送付にあたっては、必ず郵便局から送付し、控え（受領証）を受験情報が掲載されるまで保管してください。
●提出書類に虚偽の事項を記入したことが判明した場合は、入学後でも入学を取り消します。
●提出された書類はお返ししません。

●インターネット出願の手順の中でアップロードしてください。
●出願する入学者選抜ごとにアップロードが必要です。
●事前に、スマートフォン、デジタルカメラなどで撮影したデジタル写真を準備してください。
（写真データの拡張子はjpeg又はjpg、サイズは10MBまで）
●写真は、上半身、無帽、正面向き、背景が無地のものを使用してください。
●試験当日の本人確認に使用しますので、試験当日と著しく異なってはいけません。
●服装は私服、制服どちらでも結構です。

❶顔写真データ
●インターネット出願の手順の中でアップロードしてください。
●出願する入学者選抜ごとにアップロードが必要です。
●事前に、スマートフォン、デジタルカメラなどで撮影したデジタル写真を準備してください。
（写真データの拡張子はjpeg又はjpg、サイズは10MBまで）
●写真は、上半身、無帽、正面向き、背景が無地のものを使用してください。
●試験当日の本人確認に使用しますので、試験当日と著しく異なってはいけません。
●服装は私服、制服どちらでも結構です。

❶顔写真データ

●文部科学省指定様式を用いて、出身学校長が作成し厳封したものを提出してください。
　〔令和5年3月までの卒業見込み者〕いずれの試験においても、3年1学期末（前期末）以降に算出した成績が入ったもの。
　〔既卒者〕いずれの試験においても、卒業年度終了時までの成績が入ったもの。
●調査書の提出
　出願する入学者選抜ごとに提出が必要です。
　ただし、同じ日程の一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜において、同時に出願する場合や、複数学科に併願の場合は、1通で構いません。
●高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）の合格者は、「合格成績証明書」を提出してください。高卒認定による科目合格と高等学校等での単位
修得見込みにより、高卒認定に合格する見込みのある者は、合格科目及びその成績を記載した「合格見込成績証明書」を提出してください。

　ただし、この高卒認定の合格見込みで出願し本学に合格した場合は、後日、高卒認定の「合格成績証明書」を本学に提出してください。

❷調査書等

●本学webサイトからダウンロードした様式を用いて、出身学校長が作成し厳封したものを提出してください。

❸推薦書

●本学webサイトからダウンロードした様式を用いて、調査書記載責任者が作成し厳封したものを提出してください。
●調査書評価票は調査書を採点するための様式です。評価に該当する項目は、調査書で確認できる必要があります。

❹調査書評価票

●本学webサイトからダウンロードした様式に、志願者が自筆で記入し提出してください。

❺学びの計画書
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●
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推薦型
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●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●

――――――●●●――

――――――●●――●

――――――――●●●

―――――――――●―

●●●――――――――
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入学検定料

●2学科又は3学科併願が可能な入学者選抜では、2学科目、3学科目の入学検定料はかかりません。
●一般選抜A日程、B日程において、2日間受験する場合は、2日目の入学検定料を半額とします。
●同じ日程の一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜において、同じ受験型で同時に出願する場合は、10,000円を割り引きます。
[割引の例]
一般選抜（A）1日受験［30,000円］ + 共通テスト利用選抜（A）［20,000円］ ‒ 割引［10,000円］ = 割引後合計［40,000円］

●入試特待生を目的として、学校推薦型選抜（指定校制）の合格者が別日程の本学入学者選抜を受験（合格した学科に限る）する場合、入学
検定料はかかりません。（合格通知書に記載されたパスワードを出願登録時に入力）

入学検定料割引制度

入学検定料

支払い方法

※GTECは、アセスメント版、検定版及びCBTタイプにおけるすべての技能数（4技能、3技能）、問題タイプ（Core、Basic、Advanced、CBT）が対象です。

ネットバンキングコンビニエンスストア クレジットカード 金融機関ATM
（　　　　）pay-easyマークの

付いているATM

■じぶん銀行
■住信SBIネット銀行

※入学検定料のほかに支払手数料が必要です。
※納入された入学検定料は返還しません。

大学・高等専門学校特別選抜入学試験 30,000円

海外帰国生等特別選抜入学試験 20,000円

社会人特別選抜入学試験 20,000円

入学者選抜 入学検定料

学校推薦型選抜（指定校制） 30,000円

学校推薦型選抜（公募制）
前期日程 30,000円

後期日程

学科課題型

自己推薦型

30,000円

総合型選抜
30,000円

30,000円

一般選抜

A日程 1日受験 30,000円

A日程 2日間受験 45,000円

B日程 1日受験 30,000円

B日程 2日間受験 45,000円

C日程 30,000円

大学入学共通テスト利用選抜

A日程 20,000円

B日程 20,000円

C日程 20,000円

調査書評価票【資格】別表

資格・検定名 実施団体名 評価（A） 評価（B）
電気工事士 経済産業省（一財）電気技術者試験センター 二種以上 

電気主任技術者 経済産業省（一財）電気技術者試験センター 三種以上 

電気通信の工事担任者DD 総務省（一財）日本データ通信協会 3種以上（総合種含む） 

陸上特殊無線技士 総務省（公財）日本無線協会 第一級 第三級、第二級 

海上特殊無線技士 総務省（公財）日本無線協会 第一級 第二級 

陸上無線技術士 総務省（公財）日本無線協会 第二級以上 

電気通信主任技術者 総務省（一財）日本データ通信協会 〇 

危険物取扱者 総務省（一財）消防試験研究センター 甲種 乙種・丙種 

品質管理検定（QC検定） （一財）日本規格協会 2級 4級、3級 

技能検定（機械プラント製図） 厚生労働省（中央職業能力開発協会） 3級以上 

日商簿記検定 日本商工会議所 3級以上 

CG-ARTS検定 CGエンジニア （公財）画像情報教育振興協会 ベーシック、エキスパート 

CG-ARTS検定 画像処理エンジニア （公財）画像情報教育振興協会 ベーシック、エキスパート 

情報セキュリティマネジメント試験 （独法）情報処理推進機構 〇 

基本情報技術者試験 （独法）情報処理推進機構 〇 

応用情報技術者試験 （独法）情報処理推進機構 〇 

ITパスポート （独法）情報処理推進機構 〇 

建築CAD検定 （一社）全国建築CAD連盟 2級以上 3級、4級 

色彩検定 （公社）色彩検定協会 2級以上 3級 

カラーコーディネーター 東京商工会議所 2級以上 3級 

福祉住環境コーディネーター 東京商工会議所 2級以上 3級 

土木施工管理技術検定 国土交通省（一財）全国建設研修センター 〇 

測量士・測量士補 国土交通省国土地理院 〇 

生物分類技能検定 （一財）自然環境研究センター 2級以上 3級、4級 

eco検定 東京商工会議所 〇

バイオ技術者認定試験 （NPO法人）日本バイオ技術教育学会 中級以上 初級 

TOEIC Listening&Reading （一財）国際ビジネスコミュニケーション協会 225点以上 120点以上 

TOEIC Bridge （一財）国際ビジネスコミュニケーション協会 134点以上 92点以上 

GTEC※ （株）ベネッセコーポレーション 485点以上 290点以上 

工業英語能力検定 （公社）日本工業英語協会 3級以上 4級 

実用英語技能検定（英検） （公財）日本英語検定協会 準2級以上 3級 

ICTプロフィシエンシー検定試験（P検） ICTプロフィシエンシー検定協会 2級以上 準2級～4級 

実用数学技能検定（数検） （公財）日本数学検定協会 準2級以上 3級
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入学検定料
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入学者選抜成績の開示

個人情報の取扱い

・各入学者選抜の結果（得点結果等）を在籍学校又は出身学校へ通知します。この通知は、今後の進路指導の参考として活用されることを
目的としています。
・一般選抜及び大学入学共通テスト利用選抜については、上記の「結果通知」を承諾できない場合は、出願内容登録時に「結果通知を
承諾しない」の選択をしてください。ただし、承諾の有無に関わらず氏名は通知します。

入学者選抜結果の通知

入学者選抜に際し、受験生から取得する個人情報は、次のとおりに取扱います。

1.利用目的
　①入学者選抜の準備及び実施
　②合否の通知、発表
　③合格者への入学手続の案内
　④合格者への入学前教育の案内
　⑤合格者への入学に関する案内（ノートパソコン購入、傷害保険等）
　⑥入学後に大学が使用する学生個人情報への移行

2.個人情報の管理
　本学は、個人情報を不正に利用されたり、漏洩・紛失・滅失・改ざん等がないよう厳重に管理します。

3.外部委託
本学は、各種送付物や、データ入力等に関して、個人情報の取扱いを含む業務の全て、又は一部を外部の事業者に委託することがあり
ます。その際、個人情報の適切な取扱いに関する契約を締結することを義務付けています。

4.入学者選抜の統計資料について
受験生から取得した個人情報は、各種の統計処理を施した上で、今後の入学者選抜の調査・研究の資料として利用するほか、進学希望者
への情報公開に使用します。なお、公開される統計資料により個人が特定されることはありません。

5.第三者への提供について
受験生が上記「入学者選抜結果の通知」において、第三者への提供を同意した場合、受験生の合否結果を出身学校に提供します。

受験生の個人情報の取扱い

■申請及び開示期間
　・各入学者選抜の合格発表日の翌日から令和5年3月31日（金）まで（土、日、祝日を除く）
　　9:00～17:00

■方法
・本人が身分証明書を本学へ持参して行う。

学校推薦型選抜及び一般選抜

■申請及び開示期間
　・令和5年4月3日（月）～令和5年4月7日（金）まで
　　9:00～17:00

■方法
・本人が身分証明書及び大学入学共通テストの受験票を本学へ持参して行う。

大学入学共通テスト利用選抜

開示しません。

総合型選抜及び特別選抜入学試験

成績開示には事前申請が必要です。
開示申請は電話でも可能ですが、成績開示は受験者本人であることを確認の上、本学で行います。

身体に障害があるなど、受験時や入学後の修学において特別な配慮が必要な場合は、出願登録受付開始前の早い時期にご相談ください。
これは、受験時や入学後の対応を事前に確認するためのものであり、入学者選抜の合否には全く関係ありません。

特別な配慮を必要とする方へ

問題作成にあたっては、難易度が均一になるように十分配慮していますが、実際には問題難易度に差が生じる場合があります。
これを是正するため、「学校推薦型選抜（公募制）」及び「一般選抜」では、必要が生じた場合に得点調整を行い、受験者個々の得点を補正
します。

受験上の注意

■筆記用具
　筆記試験時間中は、鉛筆（H、F又はHB）、鉛筆キャップ、シャープペンシル（マークシートへの記入時は使用不可）、消しゴム、直定規、
鉛筆削り以外は使用できません。

■時計
　辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの、音のするもの、大型のものは使用できません。

■昼食
　学生食堂は利用できませんので、必要に応じて昼食を持参してください。

試験当日に持参するもの

試験場の下見は、会場建物入口まで可能です。
公共交通機関の遅延など、やむをえない事情により試験開始時間に遅刻しそうな場合は、本学に連絡してください。

その他

得点調整

合格発表・補欠合格

・受験ポータルサイト「UCARO（ウカロ）」にて合格発表日の12:00から合否の発表を行います。
　なお、本学への電話やメール等による合否のお問い合わせには、一切応じません。
・合否に関する書面での通知は行いません。
　合格した場合の合格通知等の書類は「UCARO（ウカロ）」よりダウンロードしてください。

合格発表

・合格発表時に補欠者（繰上合格候補者）を発表します。
・合格者の手続状況により、補欠者（繰上合格候補者）の中から追加で合格者を出すことがあります。
・補欠者の得点、順位及び人数は公表しません。
・繰上合格の有無等に関するお問い合わせには応じられません。

補欠合格
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入学者選抜成績の開示

個人情報の取扱い

・各入学者選抜の結果（得点結果等）を在籍学校又は出身学校へ通知します。この通知は、今後の進路指導の参考として活用されることを
目的としています。
・一般選抜及び大学入学共通テスト利用選抜については、上記の「結果通知」を承諾できない場合は、出願内容登録時に「結果通知を
承諾しない」の選択をしてください。ただし、承諾の有無に関わらず氏名は通知します。

入学者選抜結果の通知

入学者選抜に際し、受験生から取得する個人情報は、次のとおりに取扱います。

1.利用目的
　①入学者選抜の準備及び実施
　②合否の通知、発表
　③合格者への入学手続の案内
　④合格者への入学前教育の案内
　⑤合格者への入学に関する案内（ノートパソコン購入、傷害保険等）
　⑥入学後に大学が使用する学生個人情報への移行

2.個人情報の管理
　本学は、個人情報を不正に利用されたり、漏洩・紛失・滅失・改ざん等がないよう厳重に管理します。

3.外部委託
本学は、各種送付物や、データ入力等に関して、個人情報の取扱いを含む業務の全て、又は一部を外部の事業者に委託することがあり
ます。その際、個人情報の適切な取扱いに関する契約を締結することを義務付けています。

4.入学者選抜の統計資料について
受験生から取得した個人情報は、各種の統計処理を施した上で、今後の入学者選抜の調査・研究の資料として利用するほか、進学希望者
への情報公開に使用します。なお、公開される統計資料により個人が特定されることはありません。

5.第三者への提供について
受験生が上記「入学者選抜結果の通知」において、第三者への提供を同意した場合、受験生の合否結果を出身学校に提供します。

受験生の個人情報の取扱い

■申請及び開示期間
　・各入学者選抜の合格発表日の翌日から令和5年3月31日（金）まで（土、日、祝日を除く）
　　9:00～17:00

■方法
・本人が身分証明書を本学へ持参して行う。

学校推薦型選抜及び一般選抜

■申請及び開示期間
　・令和5年4月3日（月）～令和5年4月7日（金）まで
　　9:00～17:00

■方法
・本人が身分証明書及び大学入学共通テストの受験票を本学へ持参して行う。

大学入学共通テスト利用選抜

開示しません。

総合型選抜及び特別選抜入学試験

成績開示には事前申請が必要です。
開示申請は電話でも可能ですが、成績開示は受験者本人であることを確認の上、本学で行います。

身体に障害があるなど、受験時や入学後の修学において特別な配慮が必要な場合は、出願登録受付開始前の早い時期にご相談ください。
これは、受験時や入学後の対応を事前に確認するためのものであり、入学者選抜の合否には全く関係ありません。

特別な配慮を必要とする方へ

問題作成にあたっては、難易度が均一になるように十分配慮していますが、実際には問題難易度に差が生じる場合があります。
これを是正するため、「学校推薦型選抜（公募制）」及び「一般選抜」では、必要が生じた場合に得点調整を行い、受験者個々の得点を補正
します。

受験上の注意

■筆記用具
　筆記試験時間中は、鉛筆（H、F又はHB）、鉛筆キャップ、シャープペンシル（マークシートへの記入時は使用不可）、消しゴム、直定規、
鉛筆削り以外は使用できません。

■時計
　辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの、音のするもの、大型のものは使用できません。

■昼食
　学生食堂は利用できませんので、必要に応じて昼食を持参してください。

試験当日に持参するもの

試験場の下見は、会場建物入口まで可能です。
公共交通機関の遅延など、やむをえない事情により試験開始時間に遅刻しそうな場合は、本学に連絡してください。

その他

得点調整

合格発表・補欠合格

・受験ポータルサイト「UCARO（ウカロ）」にて合格発表日の12:00から合否の発表を行います。
　なお、本学への電話やメール等による合否のお問い合わせには、一切応じません。
・合否に関する書面での通知は行いません。
　合格した場合の合格通知等の書類は「UCARO（ウカロ）」よりダウンロードしてください。

合格発表

・合格発表時に補欠者（繰上合格候補者）を発表します。
・合格者の手続状況により、補欠者（繰上合格候補者）の中から追加で合格者を出すことがあります。
・補欠者の得点、順位及び人数は公表しません。
・繰上合格の有無等に関するお問い合わせには応じられません。

補欠合格
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試験場

広島工業大学のみで実施する入学者選抜
●：試験場の設定あり　　―：試験場の設定なし

広島工業大学と学外試験地で実施する入学者選抜

広島（広島工業大学）

試験地
総合型選抜

（学科課題型）

10月15日（土）

●

学校推薦型選抜
（指定校制）

11月19日（土）

●

総合型選抜（自己推薦型）
社会人特別選抜

海外帰国生等特別選抜

12月17日（土）

●

一般選抜（C日程）
大学・高等専門学校特別選抜

3月15日（水）

●

●：試験場の設定あり　　―：試験場の設定なし

※新型コロナウイルス感染症対策により、学外試験場の追加・変更が生じる可能性がありますので、本学webサイトを必ず確認してください。

試験地

学校推薦型選抜
（公募制）
前期日程

学校推薦型選抜
（公募制）
後期日程

一般選抜
（A日程）

一般選抜
（B日程）

広島（広島工業大学） ● ● ● ● ● ●

11月19日（土） 12月17日（土） 2月3日（金） 2月4日（土） 2月27日（月） 2月28日（火）

大阪（CIVI研修センター新大阪東） ― ― ― ● ― ●

神戸（三宮研修センター） ● ― ― ― ― ―

姫路（姫路・西はりま地場産業センター） ― ― ● ― ● ―

松江（松江テルサ） ● ― ― ― ● ●

松江（島根県民会館） ― ― ● ● ― ―

岡山（TKP岡山会議室） ● ● ● ● ● ●

福山（TKP福山ちゅうぎんビル会議室） ● ― ● ● ● ●

山口（山口グランドホテル） ― ― ― ● ― ―

徳島（わーくぴあ徳島） ● ― ― ― ― ―

高松（高松センタービル） ― ― ― ● ― ―

今治（今治地域地場産業振興センター） ― ― ● ― ● ―

松山（リジェール松山） ● ● ― ● ― ●

高知（高知商工会館） ― ― ● ― ― ―

小倉（毎日西部会館） ― ● ● ― ― ●

福岡（八重洲博多ビル） ● ― ● ● ● ●

大分（大分県中小企業会館） ● ― ● ● ● ―

鹿児島（天文館ビジョンホール） ― ― ● ● ― ―
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入学手続・納入金等

入学手続は、入学手続時納入金の納入、受験ポータルサイト「UCARO（ウカロ）」による入学者情報の入力及び入学手続書類等の提出を
所定の期日までに行なうことにより完了します。
■入学手続時納入金の納入
・「UCARO（ウカロ）」内の入学手続ページより、ネットバンキング、ATM（pay-easy）又はクレジットカードにて納入してください。
所定の期日までに入学手続時納入金を納入しなかった場合、入学する権利が消失します。

■入学者情報の入力
・「UCARO（ウカロ）」内の入学手続情報入力画面にて入力してください。
■入学手続書類等の提出
・「UCARO（ウカロ）」内の書類ダウンロード画面から必要書類をダウンロードしてください。
提出書類は、入学手続要項に記載の方法により本学に送付又は持参してください。

入学手続方法

生体医工学科以外の学科

納入金等

・授業料は入学時の額を在学期間中適用し、施設設備資金は２年次以降は入学時の額から年額40,000円増額します。　・４年次後期に
は、同窓会会費18,000円が必要です。　・教材費等が別途必要となります。　・ノートパソコンを必携としておりますので、推奨品の購
入をお願いしています。　・同一年度の入学者選抜において、上記納入金等を納入した者が再度本学を受験して合格し入学しようとす
る場合、納入済納入金の振替が可能です。合格発表後、本学にご連絡ください。

入学手続完了後に、本学への入学を辞退し納入金の返還を希望する場合は、「入学辞退届」を締切日までに本学教学支援部へ送付又は
持参してください。
・入学金を除く入学手続時納入金を返還します。　・専願制の入学者選抜合格者は、入学辞退できません。　・提出書類はいずれの入学者
選抜においても返還しません。
■入学辞退届の提出
・入学辞退届は「UCARO（ウカロ）」内の書類ダウンロード画面からダウンロードし、任意の封筒で送付してください。 
　〔提出締切日〕　令和5年3月31日（金）17：00必着

入学辞退について

生体医工学科

全学科共通事項

生体医工学科は学外における臨床実習に必要な費用（7万円程度）が、「臨床実習費」として3年次後期に別途必要です。また、臨床実習先への交通費や宿泊費は自己負担となります。

初年度納入金（a+b） a 入学手続時納入金 b 1年次後期納入金
入学金 250,000円 250,000円 ‒
授業料 年額 1,120,000円 前期分 560,000円 後期分 560,000円

施設設備資金 年額 220,000円 前期分 110,000円 後期分 110,000円

諸会費

後援会 入会金 5,000円 5,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

体育会 入会金 1,000円 1,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

自治会 入会金 1,000円 1,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

同窓会入会金 3,000円 3,000円
合計 1,615,000円 945,000円 670,000円

初年度納入金（a+b） a 入学手続時納入金 b 1年次後期納入金
入学金 250,000円 250,000円 ‒
授業料 年額 1,120,000円 前期分 560,000円 後期分 560,000円

施設設備資金 年額 320,000円 前期分 160,000円 後期分 160,000円

諸会費

後援会 入会金 5,000円 5,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

体育会 入会金 1,000円 1,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

自治会 入会金 1,000円 1,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

同窓会入会金 3,000円 3,000円
合計 1,715,000円 995,000円 720,000円
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試験場

広島工業大学のみで実施する入学者選抜
●：試験場の設定あり　　―：試験場の設定なし

広島工業大学と学外試験地で実施する入学者選抜

広島（広島工業大学）

試験地
総合型選抜

（学科課題型）

10月15日（土）

●

学校推薦型選抜
（指定校制）

11月19日（土）

●

総合型選抜（自己推薦型）
社会人特別選抜

海外帰国生等特別選抜

12月17日（土）

●

一般選抜（C日程）
大学・高等専門学校特別選抜

3月15日（水）

●

●：試験場の設定あり　　―：試験場の設定なし

※新型コロナウイルス感染症対策により、学外試験場の追加・変更が生じる可能性がありますので、本学webサイトを必ず確認してください。

試験地

学校推薦型選抜
（公募制）
前期日程

学校推薦型選抜
（公募制）
後期日程

一般選抜
（A日程）

一般選抜
（B日程）

広島（広島工業大学） ● ● ● ● ● ●

11月19日（土） 12月17日（土） 2月3日（金） 2月4日（土） 2月27日（月） 2月28日（火）

大阪（CIVI研修センター新大阪東） ― ― ― ● ― ●

神戸（三宮研修センター） ● ― ― ― ― ―

姫路（姫路・西はりま地場産業センター） ― ― ● ― ● ―

松江（松江テルサ） ● ― ― ― ● ●

松江（島根県民会館） ― ― ● ● ― ―

岡山（TKP岡山会議室） ● ● ● ● ● ●

福山（TKP福山ちゅうぎんビル会議室） ● ― ● ● ● ●

山口（山口グランドホテル） ― ― ― ● ― ―

徳島（わーくぴあ徳島） ● ― ― ― ― ―

高松（高松センタービル） ― ― ― ● ― ―

今治（今治地域地場産業振興センター） ― ― ● ― ● ―

松山（リジェール松山） ● ● ― ● ― ●

高知（高知商工会館） ― ― ● ― ― ―

小倉（毎日西部会館） ― ● ● ― ― ●

福岡（八重洲博多ビル） ● ― ● ● ● ●

大分（大分県中小企業会館） ● ― ● ● ● ―

鹿児島（天文館ビジョンホール） ― ― ● ● ― ―
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入学手続・納入金等

入学手続は、入学手続時納入金の納入、受験ポータルサイト「UCARO（ウカロ）」による入学者情報の入力及び入学手続書類等の提出を
所定の期日までに行なうことにより完了します。
■入学手続時納入金の納入
・「UCARO（ウカロ）」内の入学手続ページより、ネットバンキング、ATM（pay-easy）又はクレジットカードにて納入してください。
所定の期日までに入学手続時納入金を納入しなかった場合、入学する権利が消失します。

■入学者情報の入力
・「UCARO（ウカロ）」内の入学手続情報入力画面にて入力してください。
■入学手続書類等の提出
・「UCARO（ウカロ）」内の書類ダウンロード画面から必要書類をダウンロードしてください。
提出書類は、入学手続要項に記載の方法により本学に送付又は持参してください。

入学手続方法

生体医工学科以外の学科

納入金等

・授業料は入学時の額を在学期間中適用し、施設設備資金は２年次以降は入学時の額から年額40,000円増額します。　・４年次後期に
は、同窓会会費18,000円が必要です。　・教材費等が別途必要となります。　・ノートパソコンを必携としておりますので、推奨品の購
入をお願いしています。　・同一年度の入学者選抜において、上記納入金等を納入した者が再度本学を受験して合格し入学しようとす
る場合、納入済納入金の振替が可能です。合格発表後、本学にご連絡ください。

入学手続完了後に、本学への入学を辞退し納入金の返還を希望する場合は、「入学辞退届」を締切日までに本学教学支援部へ送付又は
持参してください。
・入学金を除く入学手続時納入金を返還します。　・専願制の入学者選抜合格者は、入学辞退できません。　・提出書類はいずれの入学者
選抜においても返還しません。
■入学辞退届の提出
・入学辞退届は「UCARO（ウカロ）」内の書類ダウンロード画面からダウンロードし、任意の封筒で送付してください。 
　〔提出締切日〕　令和5年3月31日（金）17：00必着

入学辞退について

生体医工学科

全学科共通事項

生体医工学科は学外における臨床実習に必要な費用（7万円程度）が、「臨床実習費」として3年次後期に別途必要です。また、臨床実習先への交通費や宿泊費は自己負担となります。

初年度納入金（a+b） a 入学手続時納入金 b 1年次後期納入金
入学金 250,000円 250,000円 ‒
授業料 年額 1,120,000円 前期分 560,000円 後期分 560,000円

施設設備資金 年額 220,000円 前期分 110,000円 後期分 110,000円

諸会費

後援会 入会金 5,000円 5,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

体育会 入会金 1,000円 1,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

自治会 入会金 1,000円 1,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

同窓会入会金 3,000円 3,000円
合計 1,615,000円 945,000円 670,000円

初年度納入金（a+b） a 入学手続時納入金 b 1年次後期納入金
入学金 250,000円 250,000円 ‒
授業料 年額 1,120,000円 前期分 560,000円 後期分 560,000円

施設設備資金 年額 320,000円 前期分 160,000円 後期分 160,000円

諸会費

後援会 入会金 5,000円 5,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

体育会 入会金 1,000円 1,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

自治会 入会金 1,000円 1,000円
会　費 年額 5,000円 5,000円

同窓会入会金 3,000円 3,000円
合計 1,715,000円 995,000円 720,000円
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入学者選抜要項
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総合型選抜（学科課題型、自己推薦型）

学校推薦型選抜（指定校制、公募制）

一般選抜（A日程、B日程、C日程）

大学入学共通テスト利用選抜（A日程、B日程、C日程）

社会人特別選抜入学試験

海外帰国生等特別選抜入学試験

大学・高等専門学校特別選抜入学試験


