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編入学試験出願フローチャート 

 

 出 願  

   

 出願書類（調査書など）を用意する  

 ▼  

 入学願書・出願書類（調査書など）を郵送（簡易書留・速達）する  

 ▼  

 受 験 票 が 届 く   

   

 ▼  

 入 学 試 験 受 験   

 ▼  

 選 考 結 果 発 表   

 ▼  

 入 学 手 続 き  

 

 

 

■問合せ先 

 公立諏訪東京理科大学 教務・学生支援課 入試・広報係 〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000-1 

                 ＴＥＬ 0266（73）1244（直通）／0266（73）1201（代表） 

                 〔取扱時間〕平日 8:45～17:15 

 

 

 この「学生募集要項」には、入学願書の提出から受験、選考結果発表、入学手続きまでのすべてのことが記載されて

います。出願をする前に、必ず熟読して記入間違えのないよう十分注意してください。 

 また、選考当日の注意や選考会場の配置図等が記載されていますので、選考当日は受験票とともに持参してくださ

い。 
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建学の精神「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」 
 

 
アドミッションポリシー（入学者受入方針） 

 

2017年度入学者（2019年度 3年次編入） 

■大学のアドミッションポリシー 
 １．自らの目指す工学分野における専門知識と応用力を身につけようとする意欲のある人 

 ２．専門分野のみならず経営学をはじめとする幅広い素養を身につけたいという意欲のある人 

 ３．修得した知識・素養・倫理観をもとに、将来、地域においてもまたグローバルにも活躍しようとする意欲のある人 

 

■工学部のアドミッションポリシー 
 本学の教育理念・目標を実現するために、本学部では以下のような人たちを積極的に受け入れる。 

 １．工学に関する分野において高度な専門知識を身につけようとする意欲のある人 

 ２．実験や実習を通して問題解決能力を養い、修得した知識・教養・倫理観をもとに、将来地域並びに広く国内外で 

活躍したいと願う人 

 ３．高等学校教育課程もしくは同等の学習内容を修了し、工学に関する分野における基礎学力を有している人 

 

■各学科のアドミッションポリシー 

 機械工学科 

  高校の教育課程で数学、物理（主に力学）、化学を修得し、これらを基礎として機械工学分野での専門性を身につけ、

ものづくりに様々な形態で携わることを希望する学生を求める。特に以下のテーマに興味を持つことを期待する。 

  １．環境負荷が低く、無駄の少ない優れた加工法によるものづくりに興味を持つ人 

  ２．新しい、優れた性質をもった材料を使ったものづくりに興味のある人 

  ３．ロボット・電気自動車や様々な自動化設備などの開発・制御に興味のある人 

  ４．航空機・流体機械の設計、環境安全・エネルギー問題への新たな取り組みに興味のある人 

 

 電気電子工学科 

  数学や理科、英語の基礎的な学力を持ち、次のような電気電子工学科の分野に対し、好奇心が旺盛であり、学習意欲

のある学生を求める。 

  １．エネルギー問題や環境問題が重大な問題となっている中、新エネルギーの創生に意欲のある学生 

  ２．そのエネルギーから作られた電力の送電、配電、変電、給電を学びたい学生 

  ３．モータや半導体など日頃の生活に欠かせない電気・電子技術を学びたい学生 

  ４．高効率新素材半導体デバイスの生成、開発してみたい学生 

 

 コンピュータメディア工学科 

  急速に変化し予測が困難な情報化社会にあって、自ら主体的にアイディアを創出し、実行そして実現できる技術者の

育成を目指して、次のような学生を求める。 

  １．コンピュータ技術をベースに、①画像・音響・情報分野、②通信ネットワーク分野、③計測・制御・知能分野

に興味のある学生 

  ２．上記の要素技術と社会のニーズを基にディジタルメディア製品やサービスを開発する④ディジタルメディア創

成に興味のある学生 

  ３．コンピュータメディア工学に関する分野において高度な専門知識を身につけようとする意欲のある学生 



   

 
 

 

2018年度入学者（2019年度 2年次編入） 

■大学のアドミッションポリシー 
 １．自らの目指す工学分野における専門知識と応用力を身につけようとする意欲のある人 

 ２．専門分野のみならず経営学をはじめとする幅広い素養を身につけたいという意欲のある人 

 ３．修得した知識・素養・倫理観をもとに、将来、地域においてもまたグローバルにも活躍しようとする意欲のある人 

 

■工学部のアドミッションポリシー 
 今後の地域産業をリードしていく人工知能などの情報応用技術や地域産業の要である「ものづくり」を支える機械電気

技術について深い関心があり、これらの技術に関して基礎から応用まで修得し、また、自律した社会人として地域や国内

外で活躍できる学生を育成するため、次のような資質を持った人を求める。 

１．高等学校等における各種の学習内容を幅広く理解している 

２．工学の基礎学問である数学、理科に関する基礎学力を有している 

３．自分の考えを的確に伝えるための表現力とコミュニケーション力を身につけている 

４．広い観点から主体的に問題に取り組み、論理的に考察できる思考力を身につけている 

 

■各学科のアドミッションポリシー 

 情報応用工学科 

今後の地域産業をリードしていく「人工知能」「医用・健康・センシング」「ビッグデータ」「インターネット」「画像・

音響・情報」「通信・ネットワーク」「ソフトウェアデザイン」及び「メディア表現技術」の 8つの専門分野から構成さ

れる情報応用技術について深い関心があり、情報応用技術を駆使して「ことづくり」や情報システムの構築による最適

なソリューションを世の中に提供できる基礎から応用まで修得し、また、自律した社会人として地域及び国内外で活

躍できる学生を育成するため、次のような資質を持った人を求める。 

１．高等学校等における各種の学習内容を幅広く理解している 

２．工学の基礎学問である数学、物理に関する基礎学力を有している 

３．自分の考えを的確に伝えるための表現力とコミュニケーション力を身につけている 

４．広い観点から主体的に問題に取り組み、論理的に考察できる思考力を身につけている 

 

 機械電気工学科 

地域産業の要である「ものづくり」を支える「ロボット・制御」「環境エネルギーマネジメント」「航空・宇宙」「先

進自動車」「ものづくり・革新的材料」「統合安全・安心」「センシングデバイス」及び「リニア・磁気浮上」の 8つの

専門分野から構成される機械電気技術について深い関心があり、これらの機械電気技術に関して基礎から応用まで修

得し、また、自律した社会人として地域及び国内外で活躍できる学生を育成するため、次のような資質を持った人を求

める。 

１．高等学校等における各種の学習内容を幅広く理解している 

２．工学の基礎学問である数学、物理に関する基礎学力を有している 

３．自分の考えを的確に伝えるための表現力とコミュニケーション力を身につけている 

４．広い観点から主体的に問題に取り組み、論理的に考察できる思考力を身につけている  

 
 



入学者選抜における重点評価項目 
 

 各入学試験において、アドミッションポリシーに基づき以下の能力について評価します。 

入 試 種 別 選 抜 方 法 
知識・技能 

(基礎学力) 

思考力 

・ 

判断力 

・ 

表現力等 

主体性を持ち、 

多様な人々と 

協働しつつ 

学習する態度 

専門分野への

興味・関心・

意欲 

コミュニケー

ション能力 

一
般
入
試 

前期日程 筆記試験 

センター試験 〇 〇 （※1） （※1）  

個別学力検査 〇 〇 （※1） （※1）  

中期日程 筆記試験 

センター試験 〇 〇 （※1） （※1）  

個別学力検査 〇 〇 （※1） （※1）  

推薦入試 

書類審査 

調査書 〇  〇 〇  

推薦書  〇 〇   

志望理由書  〇  〇  

面接試験  〇  〇 〇 

筆記試験 基礎学力試験 〇 〇    

私費外国人留学生入試 

帰国子女入試 

社会人特別選抜 

書類審査 

志望理由書  〇  〇  

英語に関する資格・ 

検定試験のスコア 
〇     

日本留学試験結果

（※2） 
〇     

面接試験  〇  〇 〇 

筆記試験 〇 〇    

編入学試験 

書類審査 

成績証明書 〇     

志望動機・ 

学修計画書 
 〇  〇  

面接試験  〇  〇 〇 

筆記試験 〇 〇    

（※１）一般入試においては調査書を参考とする。 

（※２）私費外国人留学生入試のみ提出。 
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１．趣旨 

 編入学制度は、大学・短期大学・高等専門学校卒業者（見込み者）・専修学校専門課程修了者（見込み者）・大学に 2

年以上在籍し 62単位以上修得した者（見込み者）等を対象に、書類審査・筆記試験及び面接によって編入学者を選抜

し、3年次又は 2年次に編入学する制度です。 

 

２．入試日程 

 入学検定料振込期間 出 願 期 間 受験票発送日(注) 選 考 日 結果通知発送日(注) 入学手続期間 

 

9月 18日(火) 

～ 

9月 27日(木) 

〈期間厳守〉 

9月 20日(木) 

～ 

9月 27日(木) 

〈必 着〉 

10月 1日(月) 10月 13日(土) 
10月 18日(木) 

(掲示発表はしない) 

10月 19日(金) 

～ 

10月 31日(水) 

〈一括手続〉 

 （注）受験票及び結果通知書の発送日は、郵便局への投函日を示します。郵便事情により配達日が異なりますので、あ

らかじめご了承ください。 

 

３．募集人員 

 
工学部 

3年次編入学科 2年次編入学科 

 機械工学科 若干名 
機械電気工学科 若干名 

 電気電子工学科 若干名 

 コンピュータメディア工学科 若干名 情報応用工学科 若干名 

  ※平成 30(2018)年の学科再編に伴い、2年次編入となった場合は編入する学科が異なります。 
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４．出願資格 

 次のいずれかに該当する者 

 （１）日本の学士の学位を有する者又は平成 31(2019)年 3月取得見込みの者 

 （２）日本の大学に 2年以上在学し、62単位以上を修得した者又は平成 31(2019)年 3月までに修得見込みの者 

 （３）日本の短期大学、高等専門学校卒業者又は平成 31(2019)年 3月卒業見込みの者 

 （４）文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者又は修了見込みの者、但し大学入学資格

を有する者 

 ※上記の出願資格を満たしていれば、本学編入学試験を受験できるが、関連する学部・学科の出身者が望ましい。 

 ※専修学校の専門課程について、文部科学大臣の定める基準は以下のとおりです。 

  ①修学年限 2年以上 

  ②修業年限の期間中に、1,700時間以上の授業時間が確保されていること。 

専修学校専門課程修了者（見込みの者）については、出身学校の発行する証明書（修業年限 2年以上、授業時間

が 1,700時間以上であることを証明するもの）が必要となります。 

 

５．選考方法・配点・評価基準 

 （１）選考方法 

   書類（推薦書、成績証明書又は単位修得見込証明書、志望動機及び学修計画書）審査、筆記試験及び面接により入

学者を選考します。 

   ※面接時間は 20分間です。 

 （２）評価基準 

 

書類審査 

成績証明書 

又は単位修得見込証明書 
修得科目等より基礎学力及び志望学科への適性を評価します。 

 編入学志望動機及び 

学修計画 

編入学志望動機及び学修計画の内容に加え、文章力及び表現力を総合的に

評価します。 

 
筆記試験 専門科目 

各学科で学ぶうえで必須となる専門科目についての基礎学力・適性等を確

認し評価します。 

 
面接試験 面接内容 

複数の面接員による個人面接を行います。志望理由、志望学科に関する考

え方、勉学意欲及びコミュニケーション能力等を総合的に評価します。 

 

＜筆記試験科目＞ 

 
学 部 3年次編入学科 試験科目 試験時間・配点 

 

工学部 

機械工学科 専門（一般力学） 

60分・100点 
 

電気電子工学科 専門（電気回路） 

 
コンピュータメディア工学科 数学 
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 （３）配点 

   書類審査 50点、筆記試験 100点、面接試験 50点、合計 200点満点で評価します。 

 （４）合否判定基準 

   総合得点の高い順に合格者を決定します。総合得点が同点の場合は、筆記試験の点数が高い者を上位とします。 

 

６．編入年次 

 編入年次は修得科目及び単位履修状況により、審査のうえ 3年次又は 2年次に決定します。 

 本学では 2018 年度に学科再編を実施したため、2 年次編入となった場合は下表のとおり再編後の学科への編入学とな

りますのでご承知おきください。 

3年次編入志望学科 2年次編入学科 

機械工学科 
機械電気工学科 

電気電子工学科 

コンピュータメディア工学科 情報応用工学科 

 

７．選考会場・集合時間・実施時間等 

 （１）選考会場 

   公立諏訪東京理科大学（長野県茅野市） 

   ※会場へのアクセス等については、「１８.選考会場案内」（10ページ）を確認してください。 

 （２）集合時間・実施時間 

 入試日程 

 

9時 00分 入場開始 

9時 40分 集合（着席）完了 

10時 00分 筆記試験開始 

11時 00分 筆記試験終了 

11時 50分 集合（着席）完了 

12時 00分 面接試験 

※面接終了後解散 
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 （３）受験にあたっての注意事項 

   ①試験当日は受験票のない者は入場できません。必ず受験票を持参してください。 

   ②鉛筆、シャープペンシル、消しゴムは各自でご用意ください。 

   ③コンパス・三角定規の使用は認めます。 

   ④上履きは不要です。 

   ⑤試験日までに受験票が届かない場合や受験票を紛失又は忘れた場合は、試験当日受付に申し出て再交付を受け

てから入場してください。 

   ⑥試験当日、万一、受験票の紛失や電車の事故による遅刻等、不測の事態が発生しても、あきらめずに来校して

ください。また、交通機関の混乱に備え、複数の交通経路を把握する等、余裕を持って来校してください。 

   ⑦不明な点については、本学の係員に遠慮なく尋ねてください。 

   ⑧筆記試験開始後、30分以内に入室できない場合は、当該試験は受験できません。 

   ⑨試験室入室後、受験票に記載された受験番号の座席に着席し、試験中は受験票を机上（受験番号票の横）に置

いてください。 

   ⑩試験室では、すべて監督者の指示に従ってください。 

   ⑪試験中に具合が悪くなった時には、監督者に申し出てください。 

   ⑫次のことは禁止しますので、注意してください。 

    ア．消しゴム以外のインク消し、修正液の使用。 

    イ．下敷き、計算機の持ち込み。 

    ウ．一般的な時刻表示以外の機能を持つ時計の持ち込み。 

    エ．試験室内及び指定場所以外での喫煙（休憩時間も不可）。 

    オ．携帯電話の使用（試験中は時計としての利用も認めません。試験時には電源を切り、荷物の中にしまって

ください。また、試験時間中に荷物の中で鳴動した場合、監督者が本人の了解を得ずに荷物を試験室外へ

持ち出し、試験本部で当該試験時間終了まで保管することがあります）。 

    カ．ペットボトル等飲食物を机上に置くこと。 

    キ．英文字や地図等がプリントされている上着等の着用（着用している場合には、脱いでもらうこともありま

す）。 

   ⑬試験終了まで退出できません。 

   ⑭試験終了の合図で答案を机に置き、監督者が答案を回収した後、監督者の指示に従ってください。 
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８．出願手続 

 （１）出願書類 

 ※成績証明書等は出願前 3カ月以内に発行されたものを提出してください。 

 ※改姓等の理由により成績証明書等記載の氏名と表記が異なる場合は本人であることを証明する書類を添付してくだ

さい。（ただし、旧字体と略字体である常用漢字との相違については構いません。〈例〉澤⇔沢） 

 

 （２）出願方法〈出願は原則として郵送によること〉 

   ①入学検定料の振込み 

    ・入学検定料は 30,000円です。 

    ・振込用紙は、入学願書と一連綴りになっていますので、必要事項を記入し、切り離さずそのまま銀行にお渡

しください。 

    ・入学検定料振込期間（1ページ）内に振り込んでください。期間外は無効となります。 

    ・入学検定料は銀行振込のみとし、現金・為替・小切手は一切受け付けません。 

    ・振込み後、Ａ・Ｂ票に取扱銀行の領収印が押印されているか確認してください。なお、Ｃ票は銀行保管用で

す。 

    ・Ｂ票は領収書となるので、Ａ票より切り離し、各自で大切に保管してください。 

    ・ＡＴＭで振込みをした場合は、振込控（ご利用明細書等）の余白に志願者氏名を明記の上、その他出願書類

と併せて提出してください。（コピーでも可） 

     なお、振込控には振込後の残高金額が表示される場合があります。不都合であれば黒く塗りつぶしてくださ

い。 

  

  1 入 学 願 書 

本学所定用紙に必要事項を記入し、所定の欄にカラー写真（縦 4cm×横

3cm、出願前 3カ月以内に撮影した上半身・無帽・正面向き）を貼って

ください。また、写真の裏面に氏名、出身学校を記入してください。記

入の際は「入学願書記入上の注意」（13ページ）を参照してください。 

  2 
成 績 証 明 書 

又は単位修得見込証明書 

「４．出願資格」（2ページ）を満たす出身学校により証明されたもの

を提出してください。（科目毎に単位数・評価が記載されているも

の） 

なお、大学に在学中の者は、履修中の科目名及び単位数が記載された

単位修得見込証明書を提出してください。 

  3 

学位取得（見込）証明書、 

卒業（見込）証明書  

又は退学証明書のいずれか 

ただし、学位取得見込、卒業見込又は退学予定の者は、「１３．「見込

み」の受験資格で合格した者への注意」（7ページ）によります。 

  4 編入学志望動機及び学修計画 本学所定用紙を使用し、志願者本人が自筆で記入してください。 

  5 
専修学校専門課程 

修了（見込）証明書 

「４．出願資格」の（４）を出願条件とする者のみ提出してくださ

い。 
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   ②出願書類の提出 

    ・出願書類はまとめてクリップで留め、市販の角 2封筒を使い「宛名票」を貼付の上、「公立諏訪東京理科大学 

入試・広報係」まで、郵送してください。万が一、郵送中にラベルが破損したときのために、封筒の裏面に

〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000番地 1 公立諏訪東京理科大学 入試・広報係行と受験者本人の住所・

氏名を記入してください。 

    ・出願期間（1ページ）内に必着するよう、速達簡易書留で郵送してください 

    ・出願期間最終日のみ、公立諏訪東京理科大学においても出願を受け付けます。 

    （受付場所：公立諏訪東京理科大学 教務・学生支援課 入試・広報係（2号館 1階） 8：45～17：15） 

 

９．受験票 

 （１）入学願書を受け付けたものには、本学より受験者に対し「受験票」を願書記載の現住所に速達で郵送します。 

 （２）受験票は受験票発送日（1ページ）に投函します。郵便事情により到着日が異なります。 

 （３）受験票が送付されたら、志望学部・学科、受験番号、カナ氏名、試験日、試験場、集合時間を確認してくださ

い。 

 （４）集合時間は「７．選考会場・集合場所・実施時間等」（3ページ）を確認し、時間に余裕をもって集合してくだ

さい。 

 （５）受験票は選考当日必ず持参してください。 

 （６）受験票が未着の場合、又は、忘れたり紛失した場合は、選考当日、受付で係員に申し出て再交付を受けてくだ

さい。 

 

１０．結果通知 

 選考結果は本人宛に速達郵便で通知します。 

 結果通知は結果通知書発送日（1 ページ）に郵便局へ投函します。郵便事情により到着が若干遅れる場合があります。 

 

１１．入学手続 

 （１）入学手続 

   入学手続は、所定の期間内（1 ページ）に入学金（7 ページ）を納入（銀行振込）して行います。詳細は合格通知

書を参照してください。 

   入学手続完了者には、手続完了後 1カ月ほどで「入学許可証」を、2月頃に入学関係書類を送付します。 

１２．単位認定について 

 出身の大学、短期大学、高等専門学校（原則として第 4、5 年次で修得した科目）及び専修学校の専門課程において履

修の上、修得した授業科目その他文部科学大臣が定める学修の単位について、その授業科目の内容が当該学部の開講科目

に相当する内容を有し、教育上有益と認める場合は、当該学部による審査の上、当該学部の授業科目の履修により修得し

たものとみなし、単位を認定することがあります。 

 実際の単位認定は入学後に行います。どれだけの単位が認定されるかを入学手続き前に個別に相談することはできま

せん。  
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１３．「見込み」の受験資格で合格した者への注意 

 下記に該当する合格者は、必ず決められた書類を提出してください。提出できない場合は、入学できません。 

 （１）学士の学位取得見込みで合格した者は、入学関係書類提出時に「学位取得証明書」及びその学位取得のための

「学業成績証明書」を提出してください。なお、学士の学位が取得できない場合、「４．出願資格」の（２）を適

用できるものは、下記（３）によります。 

 （２）卒業（修了）見込みで合格した者は、入学関係書類提出時に「卒業（修了）証明書」及び最終の「成績証明

書」を提出してください。 

 （３）大学に 2年以上在学して 62単位以上修得見込みで合格した者は、入学関係書類提出時に「退学証明書」及び

62単位以上修得したことを証明できる最終の「成績証明書」を提出してください。 

 

１４．初年度納付金 

 入学金 授業料 合計 

 282,000円 535,800円 817,800円 

※上記の他、学生傷害共済補償費（参考：2018年度は 2,380円）等が別途必要です。 

※入学者の出身地域に関わらず、入学金は同額とします。 

 

１５．その他注意事項 

 （１）出願書類の不備なものは受付けできません。 

 （２）出願後の志望学科の変更は認めません。 

 （３）いったん受理した出願書類・入学検定料は事由のいかんにかかわらず、これを返還しません。 

 （４）電話、郵便等によるものを含め、合格・不合格の照会及びその理由の説明は一切応じません。 

 

 個人情報の取扱いについて 

 出願書類に記載された個人情報の取扱いについては以下のとおりとします。 

 （１）①入学試験実施（出願処理、試験実施） ②結果通知 ③入学手続とこれらに付随する事項を行うために使用す

る場合があります。 

 （２）本学の広報活動（募集要項やパンフレット等の送付及び入試情報の送信）に使用する場合があります。 

 （３）個人が特定されないように統計処理した個人情報を、大学における大学入学者選抜のための調査・研究の資料と

して利用する場合があります。 

 上記以外の目的に使用することはありません。 
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１６．障害等のある入学志願者との事前相談について 

 本学に入学を志願する者で、障害等（学校教育法施行令第 22 条の 3 に定める障害の程度）があるものは、受験上及び

修学上特別な配慮を要することがありますので、出願前にあらかじめ本学に申し出てください。 

 （１）相談の時期 

   編入学試験志願者 平成 30年 8月 31日（金）まで 

 （２）相談の方法 

   相談にあたっては、次の内容を記載した事前相談書（様式自由）を提出してください。必要な場合は、本学におい

て志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等との面談を行います。 

①氏名、生年月日、連絡先 

   ②出願を希望する入試種別及び学科 

   ③障害の種類・程度（医師の診断を添付） 

   ④受験上及び修学上希望する具体的措置 

   ⑤出身学校における生活状況等（主として授業関係） 

   ⑥その他参考となる事項 
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１７．入学後のノートパソコン購入について 

■2019年度 3年次編入 

 機械工学科 

  工学部機械工学科では、授業及び演習や教員との連絡などで使用するため、入学時に全員ノートパソコンを購入して

もらいます。 

  情報システムに関連するコンピュータ入門やプログラミングなどの授業では演習を行うため、設計製図や実験実習

の授業では CAD・CAE 関連のソフトウェアを使用したりレポートを作成するため、Microsoft Windows で開発環境が稼

働し、キーボード、マウスが使えるなど、特定の仕様を満たしている必要があります。すでにノートパソコンを持って

いる方は、仕様を満たしていればそれを使うことができます。 

  ノートパソコンの仕様など詳細については、入学関係書類の送付時にお知らせします。 

 

 電気電子工学科 

  工学部電気電子工学科では、授業及び演習や教員との連絡などに使用するため、入学時に全員ノートパソコンを購入

してもらいます。Microsoft Windowsで開発環境が稼働し、キーボード、マウスが使えるなど特定の仕様を満たしてい

る必要があります。既にノートパソコンを持っている方は、仕様を満たしていればそれを使うことができます。 

  ノートパソコンの仕様などについては、入学関係書類の送付時にお知らせします。 

 

 コンピュータメディア工学科 

  工学部コンピュータメディア工学科では、実践的な情報工学技術を習得するために、C・C++・C#・Java等のプログラ

ミングやコンピュータメディア工学実験の授業、または授業の予習復習を行う e-learning などで個人のノートパソコ

ンを使用します。 

  既に持っている方はそれを使うこともできます。 

  詳細については、入学関係書類の送付時にお知らせします。 

 

■2019年度 2年次編入 

 情報応用工学科 

情報応用工学科では、実践的な情報工学の知識とスキルを修得するために、特別な理由が無い限り本学で斡旋した

ノートパソコンの購入をお勧めします。ただし、推奨する仕様を満たしたノートパソコンをすでにお持ちで、自分で

故障時の対応などができ代替えコンピュータを用意できる場合は、新たに購入する必要はありません。 

ノートパソコンの仕様などについては、入学関係書類の送付時にお知らせします。 

 

 機械電気工学科 

機械電気工学科では、授業及び演習や教員との連絡などで使用するために、入学時に全員、ノートパソコンを購入

してもらいます。ノートパソコンの仕様は特に問いませんが、機種選定に迷っている入学者のために本学で斡旋する

ノートパソコンを紹介しています。 

ノートパソコンの仕様などについては、入学関係書類の送付時にお知らせします。 
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公立諏訪東京理科大学 

１８．選考会場案内 

 公立諏訪東京理科大学 長野県茅野市豊平 5000番地 1 

 

 〈交通〉 

 ●公共交通機関を利用 

  JR中央本線「茅野駅」下車 

  茅野駅より路線バス（アルピコ交通）利用 

  茅野駅西口乗車場発 理科大線 約 15分「理科大」下車すぐ 

            白樺湖線 約 15分「福沢入口」下車 徒歩 10分 

            ※乗車の際は経由地をご確認ください。 

 ●自家用車を利用 

  中央自動車道 諏訪 ICより車で約 20分 

 

 

 

 

 

 

 

  

JR 茅野駅から路線バス（アルピコ交通）を利用される皆様へ 

 バスの運行時刻については受験票送付時にお知らせしますが、 

アルピコ交通株式会社のホームページ等でもご確認いただけます。 

 アルピコ交通株式会社 http://www.alpico.co.jp/traffic/ 

TEL: 0266-72-7141 
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１９．公立諏訪東京理科大学奨学金制度 

 本学で扱っている奨学金には以下のようなものがあります。 

 詳細については、大学案内又は本学ホームページ（https://www.sus.ac.jp/）を確認してください。 

 
■給付型奨学金 

 制度名 支給額 人数 (１)対象者 (２)資格・条件 

 

優秀学生奨学金制度 
【第 1種】240,000円 

【第 2種】120,000円 

第 1種：各学年 4名、

第 2種：各学年 8名 

を上限とする。 

(１)大学 2～4年生 

(２)【第 1種】各学科上位 1％程度である者 

   【第 2種】各学科上位 3％程度である者 

※前年度のＧＰＡ及びＧＰＳを判定基準とする。 

 

海外研修等支援奨学金 

最大 200,000円 

※海外研修プログラム 

ごとに設定 

毎年度、プログラム 

ごとに設定 

【対象とする海外研修】 

１.公立諏訪東京理科大学が主催する海外研修 

プログラム 

２.東京理科大学が主催する海外研修プログラム 

３.本学海外協定校における研修プログラム 

 

(１)大学 1～4年生 

(２)本学学部の正規の課程に在籍する学生で、次 

のいずれかに該当する者 

①本学が主催する海外研修プログラムについ 

て、主管する学部または学科にプログラム参 

加が認められた者 

   ②以下のア～ウにおいて、本学が定める成績・ 

スコアを満たす者 

ア.英語に関する資格・検定試験のスコア 

イ.学部に在籍する 2年生以上の学生におい 

ては前年度または前年度までのいずれか 

のＧＰＡ 

    ウ.学部に在籍する 1年生の学生においては 

出身高等学校における外国語（英語）の 

評定平均値 
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■授業料減免制度 

 制度名 支給額 人数 (１)対象者 (２)資格・条件 

 
経済的理由による 

授業料免除 

年間授業料の

半額 

70人を上限と

する。 

(１)大学 1～4年生 

(２)経済的理由により授業料の納付が著しく困難であり、かつ学業

成績優秀と認められる者。 

 

学資負担者の状況急変

等緊急理由による授業

料減免 

年間授業料の

全額又は半額 
基準該当者 

(１)大学 1～4年生 

(２)授業料の各期ごとの納期前 6カ月以内（新入生に対する入学し

た日の属する期分の免除に係る場合は、入学前 1年以内）にお

いて、学資負担者が死亡、又は本人若しくは学資負担者が風水

害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難で

あると認められる場合。又は、これに準ずる場合であって、学

長が相当と認める理由がある場合。 

・上記の他、経済的理由による授業料徴収猶予制度、自然災害被災学生に対する授業料減免制度があります。 

・日本学生支援機構等外部機関の奨学金制度が利用できます。 
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入学願書記入上の注意 

・入学願書の右上部の入学試験名を確認のうえ、出願する入試の入学願書を使用してください。 

・入学願書の記入には必ず黒のボールペンを使用し、楷書で丁寧に記入してください。 

・記入例にならって、※印の「受付番号」を除き、漏れなく記入してください。 

・記入事項に訂正がある場合は、訂正箇所を二重線で消し、訂正印を押印の上訂正してください。 

・フリガナ欄の記入の際、濁点（゛）・半濁点（゜）は 1文字分（1マス）用いて記入してください。 

 

［氏名］ 

 氏名を姓と名に分けて記入してください。 

［性別］ 

 該当する数字に○をしてください。 

［生年月日（和暦）］ 

 月及び日が 1桁の場合は、数字の前に「0」を付し、2桁で記入してください。 

［3年次編入志望学科コード］ 

 3年次編入学科 コード 

 機械工学科 S1 

 電気電子工学科 S2 

 コンピュータメディア工学科 S3 

［連絡先・現住所］ 

 受験票や結果通知書を郵送する場所、また本学が必要に応じて連絡する場所です。もっとも確実に本人へ連絡がで

きる場所を記入してください。 

 ①電話番号 

  「－（ハイフン）」を用いて、市外局番から左詰で記入してください。 

 ②現住所 

  記入例を参照の上、見やすいよう空欄を用いながら記入してください。アパート、寮、下宿等の場合は、アパート

名、号棟、号室、○○様方等も正確に記入してください。 

［出願資格・学歴・職歴］ 

 非常に重要な事柄です。省略せずに正しく記入してください。 

［写真］ 

 大きさは縦 4cm×横 3cm。 

 上半身、脱帽、無背景、最近 3カ月以内に撮影したものを使用してください。 

 眼鏡使用者は、着用したまま撮影してください。 

 はがれる場合がありますので、裏面に氏名を記入してください。 
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入学願書記入例 

 



   

 
 

添付書類 

この募集要項には、次の書類が添付されています。 

1 入学願書 志願者本人が自筆で記入し、全員が提出。 

2 編入学志望動機及び学修計画 志願者本人が自筆で記入し、全員が提出。 

3 
専修学校専門課程 

修了（見込）証明書 
「４．出願資格」の（４）に該当する者のみ提出。 

4 宛名票 出願書類を提出する際に使用。 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立諏訪東京理科大学 入試・広報係 

〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000-1 

ＴＥＬ 0266（73）1244（直通） 

    0266（73）1201（代表） 


