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推薦入学試験 

Ⅰ 一般推薦 

 

１ 募集科・募集人員            

生産エンジニアリング科 

一般推薦と指定校推薦を合わせて 

約１２名（募集定員の６０％程度） 

 

２ 出願資格               

次の条件をすべて満たす者。 

①令和 5年 3 月に高等学校を卒業見込みの者。 

②調査書の各教科の全体の評定平均値が 3.5以

上ある者。 

③出身高等学校長の推薦を受けている者。 

 

３ 出願手続                

（１）願書受付期間  

令和 4年 10月 24日(月)～11月 7日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先  

山形県立産業技術短期大学校庄内校 

〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

  ℡ 0234(31)2300 

（３）出願書類等 

・入学志願書・受験票・入校考査料納付票 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

切り離さないで提出してください。 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したものを、入学志願書

及び受験票の所定の場所に貼付してください。 

・調査書 

３学年までの成績を記入したもので、出身

高等学校長が作成し厳封したものを提出し

てください。 

 

 

・推薦書 

出願書類添付用紙または本校ホームページ掲

載様式により出身高等学校長が作成し、厳封し

たものを提出してください。 

・面接資料 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、提

出してください。 

・技能検定合格証書の写し 

学科試験の免除を希望する場合は、３級以上

の各種技能検定合格証書の写しを提出してく

ださい。 

・受験票送付用封筒 

受験票を送付しますので、本校所定の封筒に、

住所、氏名、郵便番号を記入のうえ、所定額の

切手を貼付して提出してください。 

・入校考査料 18,000円 

入校考査料納付票に「山形県収入証紙」を貼

付し、納付してください。 

なお、県外在住者で「山形県収入証紙」の購

入が困難な場合は、郵便局で普通為替を購入し

同封してください。この場合、指定受取人及び

委任欄には何も記入しないでください。 

入校考査料納付票は入学志願書の裏面です。 

 

４ 入学試験               

（１）試験日 

  令和 4年 11月 12日(土) 

（２）試験会場 

山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

               ℡ 0234(31)2300 

会場への交通は 29ページを参照してください。 

（３）試験科目及び出題範囲など 

・数学Ⅰ（配点 100点） 

※平成 21 年 3 月文部科学省告示の学習指導

要領（平成 24 年 4 月高等学校入学者から

適用）に基づく。 

・面接（配点 50点） 

※３級以上の各種技能検定合格者は、合格証

書の写しの提出により試験科目（数学Ⅰ）

を免除します。 
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（４）時間割 

（試験免除なし） 

・開場   8:45 

       説明  9:20～ 9:30 

・数学Ⅰ 9:30～10:30  (60分間) 

       休憩 10:30～10:45 

       説明 10:45～10:55 

・面接   11:00～ 

（試験免除あり） 

・開場    10:00 

       説明 10:45～10:55 

・面接   11:00～ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、次の区分に従い時間ま

でに入場してください。 

試験免除なし  9時 15分まで 

試験免除あり 10時 40分まで 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し、電源を切っておくこと。

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（前期）を受験す

ること。 

 

５ 合格発表               

（１）合格発表日時 

令和 4年 11月 17日(木) 10時 

（２）発表方法 

・合格者の受験番号を本校玄関前に掲示すると

ともに、本校ホームページ 

(https://www.shonai-cit.ac.jp/)に 

掲載します。合格発表日の 10 時から翌木曜

日 8時 30分まで。 

・合格者には合格通知とともに入学手続に関す

る所定の書類（入学手続関係書類）を本人あ

て送付します。また、出身高等学校長あてに

結果を通知します。 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間 

  令和 4年 11月 21日(月)～12月 5日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 山形県立産業技術短期大学校庄内校 

 〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）提出書類等 

・誓約書 本校所定の用紙 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したもの（裏に科名、氏

名を記入） 

・入校料に係る領収証書の写し 

（４）入学手続上の注意 

・入校料 27ページを参照してください。 

 

 

Ⅱ 指定校推薦 

 

指定校推薦については、別途指定校にご連絡

させていただきます。 

 

 

詳しくは合格者に送付する「入学手続関係書類」

を参照してください。 
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一般入学試験（前期） 

 

１ 募集科・募集人員           

生産エンジニアリング科 

約８名（募集定員の４０％程度） 

 

２ 出願資格               

学校教育法による高等学校を卒業した者（令

和 5 年 3 月卒業見込みの者を含む）、またはこ

れと同等以上の学力を有すると認められる者。 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

令和 4年 11月 14日(月)～11月 28日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

  山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）出願書類等 

・入学志願書・受験票・入校考査料納付票 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

切り離さないで提出してください。 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したものを、入学志願書

及び受験票の所定の場所に貼付してくださ

い。 

・調査書 

３学年までの成績を記入したもので、出身

高等学校長が作成し厳封したものを提出し

てください。高等学校卒業程度認定試験合格

者は、合格成績証明書の原本を提出してくだ

さい。 

・面接資料 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

提出してください。 

・受験票送付用封筒 

受験票を送付しますので、本校所定の封筒に

住所、氏名、郵便番号を記入のうえ、所定額の

切手を貼付して提出してください。 

・入校考査料 18,000円 

入校考査料納付票に「山形県収入証紙」を貼

付し、納付してください。 

なお、県外在住者で「山形県収入証紙」の購

入が困難な場合は、郵便局で普通為替を購入し

同封してください。この場合、指定受取人及び

委任欄には何も記入しないでください。 

入校考査料納付票は入学志願書の裏面です。 

（４）志望科記載上の注意 

・第２志望科がある場合は、第２志望科を記入

してください。第２志望科がない場合は、第

２志望科欄に斜線を引いてください。 

・ＩＴ会計ビジネス科は他の科と併願はできま

せん。 

 

４ 入学試験              

（１）試験日 

  令和 4年 12月 3日(土) 

（２）試験会場 

山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

               ℡ 0234(31)2300 

会場への交通は 29ページを参照してください。 

（３）試験科目及び出題範囲など 

・数学Ⅰ（配点 100点） 

※平成 21 年 3 月文部科学省告示の学習指導

要領（平成 24 年 4 月高等学校入学者から

適用）に基づく。 

 ・面接（配点 50点） 

（４）時間割 

・開場   8:45 

        説明  9:20～9:30 

・数学Ⅰ  9:30～10:30  (60分間) 

休憩 10:30～10:45 

          説明 10:45～10:55 

 ・面接   11:00～ 
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（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、9時15分までに入場し

てください。 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し、電源を切っておくこと。 

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（中期）を受験す

ること。 

 

 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時  

令和 4年 12月 8日(木) 10時 

（２）発表方法 

・合格者の受験番号を本校玄関前に掲示すると 

ともに、本校ホームページ 

(https://www.shonai-cit.ac.jp/)に 

掲載します。合格発表日の 10 時から翌木曜

日 8時 30分まで。 

・合格者には合格通知とともに入学手続に関す

る所定の書類（入学手続関係書類）を本人あ

て送付します。 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間 

令和 4年 12月 12日(月)～12月 26日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

 

（２）提出先 

 山形県立産業技術短期大学校庄内校 

 〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）提出書類等 

・誓約書 本校所定の用紙 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したもの（裏に科名、氏

名を記入） 

 ・入校料に係る領収証書の写し 

（４）入学手続上の注意 

・入校料 27ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは合格者に送付する「入学手続関係書類」

を参照してください。 
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一般入学試験（中期） 

 

１ 募集科・募集人員            

生産エンジニアリング科 若干名 

 

２ 出願資格                

  一般入学試験（前期）と同じ 

 

３ 出願手続               

（１）願書受付期間  

令和 4年 12月 19日(月) 

～令和 5年 1月 16日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留の方法により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

   一般入学試験（前期）と同じ 

（３）出願書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）志望科記載上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 

 

４ 入学試験               

（１）試験日   

令和 5年 1月 21日(土) 

（２）試験会場 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）試験科目 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（４）時間割 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、9時15分までに入場し

てください。 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し、電源を切っておくこと。 

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（後期）を受験す

ること。 

 

５ 合格発表               

（１）合格発表日時 

  令和5年1月26日(木)10時 

 

（２）発表方法 

 一般入学試験（前期）と同じ 

 

６ 入学手続                

（１）手続期間  

令和 5年 1月 30日(月)～2月 13日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

一般入学試験（前期）と同じ 

（３）提出書類等  

一般入学試験（前期）と同じ 

（４）入学手続上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 
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一般入学試験（後期） 

 

１ 募集科・募集人員           

生産エンジニアリング科 若干名 

 

２ 出願資格              

  一般入学試験（前期）と同じ 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

令和 5年 3月 6日(月)～3月 17日(金) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留の方法により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

   一般入学試験（前期）と同じ 

（３）出願書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）志望科記載上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 

 

４ 入学試験              

（１）試験日  

 令和 5年 3月 22日(水) 

（２）試験会場 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）試験科目 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（４）時間割 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（５）受験上の注意 

 一般入学試験（前期）と同じ。ただし追試験

は行わない。 

 

５ 合格発表               

（１）合格発表日時 

  令和5年3月24日(金)10時 

（２）発表方法 

 一般入学試験（前期）と同じ 

 

６ 入学手続                

（１）手続期間 

令和 5年 3月 24日(金)～3月 28日(火)12時 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・3月 28日(火)は 12時まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）提出書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）入学手続上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 
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社会人特別入学試験 

 

１ 募集科・募集人員           

生産エンジニアリング科 若干名 

（各期とも） 

 

２ 出願資格               

 次の条件をすべて満たす者。 

①令和 4年 3 月以前に高等学校を卒業した者。 

またはこれと同等以上の学力を有すると認

められる者。 

②正規雇用として連続１年以上の職務経験が

ある者。 

③出身高等学校長の調査書または成績証明書

を提出できる者。 

※調査書または成績証明書を提出できない場

合は、単位取得証明書を提出してください。 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

 第 1 期 

令和 4年 10月 24日(月)～11月 7日(月) 

  ※推薦入学試験と同じ 

第２期 

令和 4年 11月 14日(月)～11月 28日(月) 

  ※一般入学試験（前期）と同じ 

第３期 

令和 4年 12月 19日(月) 

～令和 5年 1月 16日(月) 

  ※一般入学試験（中期）と同じ 

第４期 

令和 5年 3月 6日(月)～3月 17日(金) 

  ※一般入学試験（後期）と同じ 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留の方法により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

   一般入学試験（前期）と同じ 

 

（３）出願書類等 

・入学志願書・受験票・入校考査料納付票 

一般入学試験（前期）と同じ 

・写真２枚 

一般入学試験（前期）と同じ 

・調査書または成績証明書 

３学年までの成績を記入した調査書また

は成績証明書で、出身高等学校長が作成し厳

封したものを提出してください。高等学校卒

業程度認定試験合格者は、合格成績証明書の

原本を提出してください。 

・面接資料 

一般入学試験（前期）と同じ 

・受験票送付用封筒 

一般入学試験（前期）と同じ 

・入校考査料 18,000円 

    一般入学試験（前期）と同じ 

 

４ 入学試験              

（１）試験日 

第 1 期 令和 4年 11月 12日(土) 

  ※推薦入学試験と同じ 

第２期 令和 4年 12月 3日(土) 

  ※一般入学試験（前期）と同じ 

第３期 令和 5年 1月 21日(土) 

  ※一般入学試験（中期）と同じ 

第４期 令和 5年 3月 22日(水) 

  ※一般入学試験（後期）と同じ 

（２）試験会場 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）試験科目及び出題範囲など 

・数学Ⅰ（配点 100点） 

※平成 21 年 3 月文部科学省告示の学習指導

要領（平成 24 年 4 月高等学校入学者から

適用）に基づく。 

・面接（配点 100点） 

（４）時間割 

・開場   8:45 

        説明  9:20～9:30 

・数学Ⅰ  9:30～10:30  (60分間) 

休憩  10:30～10:45 

          説明 10:45～10:55 
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 ・面接   11:00～ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、9時15分までに入場し

てください。 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し、電源を切っておくこと。 

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより次のとおり受験すること。 

第 1 期  

   社会人特別入学試験（第２期）を受験する 

第２期 

社会人特別入学試験（第３期）を受験する 

第３期 

   社会人特別入学試験（第４期）を受験する 

第４期 

  追試験は行わない 

 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時 

第 1 期 令和 4年 11月 17日(木)10時 

  ※推薦入学試験と同じ 

第２期 令和 4年 12月 8日(木)10時 

  ※一般入学試験（前期）と同じ 

第３期 令和 5年 1月 26日(木)10時 

  ※一般入学試験（中期）と同じ 

第４期 令和 5年 3月 24日(金)10時 

  ※一般入学試験（後期）と同じ 

（２）発表方法 

 一般入学試験（前期）と同じ 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間  

第 1 期 

令和 4年 11月 21日(月)～12月 5日(月) 

  ※推薦入学試験と同じ 

第２期 

令和 4年 12月 12日(月)～12月 26日(月) 

  ※一般入学試験（前期）と同じ 

第３期 

令和 5年 1月 30日(月)～2月 13日(月) 

  ※一般入学試験（中期）と同じ 

第４期 

令和 5年 3月 24日(金)～3月 28日(火)12時 

  ※一般入学試験（後期）と同じ 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・3月 28日(火)は 12時まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）提出書類等 

   一般入学試験（前期）と同じ 

（４）入学手続上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 
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推薦入学試験 

Ⅰ 一般推薦 

 

１ 募集科・募集人員            

情報通信システム科 

実践コースと基礎コースを合わせて 

約８名（募集定員の４０％程度） 

 

２ 出願資格                 

次の条件をすべて満たす者。 

（情報技術者実践コース） 

①令和 5年 3 月に高等学校を卒業見込みの者。 

②ＩＴパスポート試験、情報セキュリティマネ

ジメント試験、基本情報技術者試験のいずれ

かの合格者。 

③出身高等学校長の推薦を受けている者。 

（情報技術者基礎コース） 

①令和 5年 3 月に高等学校を卒業見込みの者。 

②調査書の各教科の全体の評定平均値が 3.5以

上、または数学の評定値が 3.6 以上ある者。 

③出身高等学校長の推薦を受けている者。 

 

３ 出願手続                

（１）願書受付期間  

令和 4年 10月 24日(月)～11月 7日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先  

山形県立産業技術短期大学校庄内校 

〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

  ℡ 0234(31)2300 

（３）出願書類等 

・入学志願書・受験票・入校考査料納付票 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

切り離さないで提出してください。 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したものを、入学志願書

及び受験票の所定の場所に貼付してください。 

・調査書 

３学年までの成績を記入したもので、出身

高等学校長が作成し厳封したものを提出し

てください。 

・推薦書 

出願書類添付用紙または本校ホームページ

掲載様式により出身高等学校長が作成し、厳

封したものを提出してください。 

・面接資料 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

提出してください。 

・資格試験の合格証明書 

ＩＴパスポート試験、情報セキュリティマ

ネジメント試験、基本情報技術者試験合格者

は、合格証書の写し、または合格証明書の原

本を提出してください。 

・受験票送付用封筒 

受験票を送付しますので、本校所定の封筒

に、住所、氏名、郵便番号を記入のうえ、所

定額の切手を貼付して提出してください。 

・入校考査料 18,000円 

入校考査料納付票に「山形県収入証紙」を

貼付し、納付してください。 

なお、県外在住者で「山形県収入証紙」の

購入が困難な場合は、郵便局で普通為替を購

入し同封してください。この場合、指定受取

人及び委任欄には何も記入しないでくださ

い。 

入校考査料納付票は入学志願書の裏面です。 

 

４ 入学試験              

（１）試験日 

  令和 4年 11月 12日(土) 

（２）試験会場 

山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

               ℡ 0234(31)2300 

会場への交通は 29ページを参照してください。 
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（３）試験科目及び出題範囲など 

（情報技術者実践コース） 

・面接 （配点 50点） 

（情報技術者基礎コース） 

・数学Ⅰ（配点 100点） 

※平成 21 年 3 月文部科学省告示の学習指導

要領（平成 24 年 4 月高等学校入学者から

適用）に基づく。 

・面接 （配点 50点） 

（４）時間割 

（情報技術者基礎コース） 

・開場   8:45 

       説明  9:20～ 9:30 

・数学Ⅰ 9:30～10:30  (60分間) 

       休憩 10:30～10:45 

       説明 10:45～10:55 

・面接   11:00～ 

（情報技術者実践コース） 

・開場    10:00 

       説明 10:45～10:55 

・面接   11:00～ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、次の区分に従い時間ま

でに入場してください。 

情報技術者基礎コース 9時 15分まで 

情報技術者実践コース 10時 40分まで 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し、電源を切っておくこと。

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（前期）を受験す

ること。 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時 

令和 4年 11月 17日(木) 10時 

（２）発表方法 

・合格者の受験番号を本校玄関前に掲示すると

ともに、本校ホームページ 

(https://www.shonai-cit.ac.jp/)に 

掲載します。合格発表日の 10時から翌木曜

日 8時 30分まで。 

・合格者には合格通知とともに入学手続に関す

る所定の書類（入学手続関係書類）を本人あ

て送付します。また、出身高等学校長あてに

結果を通知します。 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間 

  令和 4年 11月 21日(月)～12月 5日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

８時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 山形県立産業技術短期大学校庄内校 

 〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）提出書類等 

・誓約書 本校所定の用紙 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したもの（裏に科名、氏

名を記入） 

・入校料に係る領収証書の写し 

（４）入学手続上の注意 

・入校料 27ページを参照してください。 

 

Ⅱ 指定校推薦 

 

指定校推薦については、別途指定校にご連絡

させていただきます。 

詳しくは合格者に送付する「入学手続関係書類」

を参照してください。 
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一般入学試験（前期） 

 

１ 募集科・募集人員           

情報通信システム科 

実践コースと基礎コースを合わせて 

約６名（募集定員の３０％程度） 

 

２ 出願資格                

  学校教育法による高等学校を卒業した者（令

和 5 年 3 月卒業見込みの者を含む）、またはこ

れと同等以上の学力を有すると認められる者。 

 ※情報通信システム科（情報技術者実践コー

ス）のみ、次の条件をすべて満たす者。 

①学校教育法による高等学校を卒業した者（令

和 5 年 3 月卒業見込みの者を含む）、または

これと同等以上の学力を有すると認められ

る者。 

②ＩＴパスポート試験、情報セキュリティマネ

ジメント試験、基本情報技術者試験のいずれ

かの合格者。 

 

３ 出願手続               

（１）願書受付期間  

令和 4年 11月 14日(月)～11月 28日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

  山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）出願書類等 

・入学志願書・受験票・入校考査料納付票 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

切り離さないで提出してください。 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したものを、入学志願書 

 

及び受験票の所定の場所に貼付してください。 

・調査書 

３学年までの成績を記入したもので、出身高

等学校長が作成し厳封したものを提出してく

ださい。高等学校卒業程度認定試験合格者は、

合格成績証明書の原本を提出してください。 

・面接資料 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、提

出してください。 

・資格試験の合格証明書 

実践コース志願者は、ＩＴパスポート試験、

情報セキュリティマネジメント試験、基本情報

技術者試験の合格証書の写し、またはいずれか

の合格証明書の原本を提出してください。 

・受験票送付用封筒 

受験票を送付しますので、本校所定の封筒に

住所、氏名、郵便番号を記入のうえ、所定額の

切手を貼付して提出してください。 

・入校考査料 18,000円 

入校考査料納付票に「山形県収入証紙」を貼

付し、納付してください。 

なお、県外在住者で「山形県収入証紙」の購

入が困難な場合は、郵便局で普通為替を購入し

同封してください。この場合、指定受取人及び

委任欄には何も記入しないでください。 

入校考査料納付票は入学志願書の裏面です。 

（４）志望科記載上の注意 

・第２志望科がある場合は、第２志望科を記入

してください。第２志望科がない場合は、第

２志望科欄に斜線を引いてください。 

・ＩＴ会計ビジネス科は他の科と併願はできま

せん。 

 

４ 入学試験              

（１）試験日 

  令和 4年 12月 3日(土) 

（２）試験会場 

山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

               ℡ 0234(31)2300 

会場への交通は 29ページを参照してください。 
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（３）試験科目及び出題範囲など 

・数学Ⅰ（配点 100点） 

※平成 21 年 3 月文部科学省告示の学習指導

要領（平成 24 年 4 月高等学校入学者から

適用）に基づく。 

 ・面接（配点 50点） 

（４）時間割 

・開場   8:45 

        説明  9:20～9:30 

・数学Ⅰ  9:30～10:30  (60分間) 

休憩  10:30～10:45 

          説明 10:45～10:55 

 ・面接   11:00～ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、9時15分までに入場し

てください。 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し電源を切っておくこと。 

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（中期）を受験す

ること。 

 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時  

令和 4年 12月 8日(木) 10時 

（２）発表方法 

・合格者の受験番号を本校玄関前に掲示すると 

ともに、本校ホームページ 

(https://www.shonai-cit.ac.jp/)に 

掲載します。合格発表日の 10 時から翌木曜

日 8時 30分まで。 

・合格者には合格通知とともに入学手続に関す

る所定の書類（入学手続関係書類）を本人あ

て送付します。 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間 

令和 4年 12月 12日(月)～12月 26日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 山形県立産業技術短期大学校庄内校 

 〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）提出書類等 

・誓約書 本校所定の用紙 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したもの（裏に科名、氏

名を記入） 

 ・入校料に係る領収証書の写し 

（４）入学手続上の注意 

・入校料 27ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは合格者に送付する「入学手続関係書類」

を参照してください。 
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一般入学試験（中期） 

 

１ 募集科・募集人員          

情報通信システム科 

（実践コース） 

・・・若干名 

（基礎コース） 

・・・若干名 

 

２ 出願資格               

  一般入学試験（前期）と同じ 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

令和 4年 12月 19日(月) 

～令和 5年 1月 16日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留の方法により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

   一般入学試験（前期）と同じ 

（３）出願書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）志望科記載上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 

 

４ 入学試験               

（１）試験日   

令和 5年 1月 21日(土) 

（２）試験会場 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）試験科目 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（４）時間割 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、9時15分までに入場し

てください。 

 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し、電源を切っておくこと。 

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（後期）を受験す

ること。 

 

５ 合格発表               

（１）合格発表日時 

 令和5年1月26日(木)10時 

（２）発表方法 

 一般入学試験（前期）と同じ 

 

６ 入学手続                

（１）手続期間 

令和 5年 1月 30日(月)～2月 13日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）提出書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）入学手続上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 
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一般入学試験（後期） 

 

１ 募集科・募集人員           

情報通信システム科 

（実践コース） 

・・・若干名 

（基礎コース） 

・・・若干名 

 

２ 出願資格               

  一般入学試験（前期）と同じ 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

令和 5年 3月 6日(月)～3月 17日(金) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留の方法により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

   一般入学試験（前期）と同じ 

（３）出願書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）志望科記載上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 

 

４ 入学試験               

（１）試験日 

  令和 5年 3月 22日(水) 

（２）試験会場 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（３）試験科目 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（４）時間割 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（５）受験上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ。ただし追試験

は行わない。 

 

 

５ 合格発表               

（１）合格発表日時 

 令和5年3月24日(金)10時 

（２）発表方法 

 一般入学試験（前期）と同じ 

 

６ 入学手続                

（１）手続期間 

令和 5年 3月 24日(金)～3月 28日(火)12時 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・3月 28日(火)は 12時まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）提出書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）入学手続上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 
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推薦入学試験 

Ⅰ 一般推薦 

 

１ 募集科・募集人員            

ＩＴ会計ビジネス科 

一般推薦と指定校推薦を合わせて 

約１４名（募集定員の７０％程度） 

 

２ 出願資格                 

次の条件をすべて満たす者。 

①令和 5年 3 月に高等学校を卒業見込みの者。 

②調査書の各教科の全体の評定平均値が 3.5以

上ある者。 

③出身高等学校長の推薦を受けている者。 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

令和 4年 10月 24日(月)～11月 7日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先  

山形県立産業技術短期大学校庄内校 

〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

  ℡ 0234(31)2300 

（３）出願書類等 

・入学志願書・受験票・入校考査料納付票 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

切り離さないで提出してください。 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したものを、入学志願書

及び受験票の所定の場所に貼付してください。 

・調査書 

３学年までの成績を記入したもので、出身

高等学校長が作成し厳封したものを提出し

てください。 

・推薦書 

出願書類添付用紙または本校ホームページ

掲載様式により出身高等学校長が作成し、厳

封したものを提出してください。 

・面接資料 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

提出してください。 

・受験票送付用封筒 

受験票を送付しますので、本校所定の封筒

に、住所、氏名、郵便番号を記入のうえ、所

定額の切手を貼付して提出してください。 

・入校考査料 18,000円 

入校考査料納付票に「山形県収入証紙」を

貼付し、納付してください。 

入校考査料納付票は入学志願書の裏面です。 

なお、県外在住者で「山形県収入証紙」の

購入が困難な場合は、郵便局で普通為替を購

入し同封してください。この場合、指定受取

人及び委任欄には何も記入しないでくださ

い。 

 

４ 入学試験               

（１）試験日 

  令和 4年 11月 12日(土) 

（２）試験会場 

山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

               ℡ 0234(31)2300 

会場への交通は 29ページを参照してください。 

（３）試験科目及び出題範囲など 

・作文（配点 50点） 

・面接（配点 50点） 

（４）時間割 

・開場   8:45 

       説明  9:20～ 9:30 

・作文   9:30～10:30  (60分間) 

       休憩 10:30～10:45 

       説明 10:45～10:55 

・面接   11:00～ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、9時15分までに入場し

てください。 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 
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・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し電源を切っておくこと。

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（前期）を受験す

ること。 

 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時 

令和 4年 11月 17日(木) 10時 

（２）発表方法 

・合格者の受験番号を本校玄関前に掲示すると

ともに、本校ホームページ 

(https://www.shonai-cit.ac.jp/)に 

掲載します。合格発表日の 10 時から翌木曜

日 8時 30分まで。 

・合格者には合格通知とともに入学手続に関す

る所定の書類（入学手続関係書類）を本人あ

て送付します。また、出身高等学校長あてに

結果を通知します。 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間 

  令和 4年 11月 21日(月)～12月 5日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 山形県立産業技術短期大学校庄内校 

 〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）提出書類等 

・誓約書 本校所定の用紙 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したもの（裏に科名、氏

名を記入） 

・入校料に係る領収証書の写し 

（４）入学手続上の注意 

・入校料 27ページを参照してください。 

 

 

Ⅱ 指定校推薦 

 

指定校推薦については、別途指定校にご連絡

させていただきます。 

 

 

詳しくは合格者に送付する「入学手続関係書類」

を参照してください。 
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一般入学試験（前期） 

 

１ 募集科・募集人員           

ＩＴ会計ビジネス科 

約６名（募集定員の３０％程度） 

 

２ 出願資格               

学校教育法による高等学校を卒業した者（令

和 5 年 3 月卒業見込みの者を含む）、またはこ

れと同等以上の学力を有すると認められる者。 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

令和 4年 11月 14日(月)～11月 28日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

  山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）出願書類等 

・入学志願書・受験票・入校考査料納付票 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

切り離さないで提出してください。 

・写真２枚 

正面上半身・脱帽、縦４㎝×横３㎝の写真

で３ヶ月以内に撮影したものを、入学志願書

及び受験票の所定の場所に貼付してくださ

い。 

・調査書 

３学年までの成績を記入したもので、出身

高等学校長が作成し厳封したものを提出し

てください。高等学校卒業者で調査書を提出

できない者は成績証明書または単位修得証

明書を提出してください。高等学校卒業程度

認定試験合格者は、合格成績証明書の原本を

提出してください。 

 

・面接資料 

本校所定の用紙に必要事項を記入のうえ、

提出してください。 

・受験票送付用封筒 

受験票を送付しますので、本校所定の封筒

に住所、氏名、郵便番号を記入のうえ、所定

額の切手を貼付して提出してください。 

・入校考査料 18,000円 

入校考査料納付票に「山形県収入証紙」を

貼付し、納付してください。 

なお、県外在住者で「山形県収入証紙」の

購入が困難な場合は、郵便局で普通為替を購

入し同封してください。この場合、指定受取

人及び委任欄には何も記入しないでくださ

い。 

入校考査料納付票は入学志願書の裏面です。 

（４）志望科記載上の注意 

・ＩＴ会計ビジネス科は他の科と併願はできま

せん。 

 

４ 入学試験              

（１）試験日 

  令和 4年 12月 3日(土) 

（２）試験会場 出願先と同じ 

会場への交通は 29ページを参照してください。 

（３）試験科目及び出題範囲など 

・小論文（配点 100点） 

・面接（配点 50点） 

（４）時間割 

・開場   8:45 

        説明  9:20～9:30 

・小論文  9:30～10:30  (60分間) 

休憩  10:30～10:45 

          説明 10:45～10:55 

 ・面接   11:00～ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、9時15分までに入場し

てください。 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 
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・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し電源を切っておくこと。 

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（中期）を受験す

ること。 

 

 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時  

令和 4年 12月 8日(木) 10時 

（２）発表方法 

・合格者の受験番号を本校玄関前に掲示すると 

ともに、本校ホームページ 

(https://www.shonai-cit.ac.jp/)に 

掲載します。合格発表日の 10 時から翌木曜

日 8時 30分まで。 

・合格者には合格通知とともに入学手続に関す

る所定の書類（入学手続関係書類）を本人あ

て送付します。 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間 

令和 4年 12月 12日(月)～12月 26日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先  

  山形県立産業技術短期大学校庄内校 

  〒998-0102 酒田市京田三丁目 57番 4号 

              ℡ 0234(31)2300 

（３）提出書類等 

・誓約書 本校所定の用紙 

・写真２枚 出願書類等と同じ 

（裏に科名、氏名を記入） 

 ・入校料に係る領収証書の写し 

（４）入学手続上の注意 

・入校料 27ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは合格者に送付する「入学手続関係書類」

を参照してください。 
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一般入学試験（中期） 

 

１ 募集科・募集人員           

ＩＴ会計ビジネス科 若干名 

 

２ 出願資格               

  一般入学試験（前期）と同じ 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

令和 4年 12月 19日(月) 

～令和 5年 1月 16日(月) 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留の方法により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

   一般入学試験（前期）と同じ 

（３）出願書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）志望科記載上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 

 

４ 入学試験              

（１）試験日   

令和 5年 1月 21日(土) 

（２）試験会場 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）試験科目 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（４）時間割 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、9時15分までに入場し

てください。 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・試験会場では必ず指定された場所に着席し、

机上に受験票を提示してください。 

 

・試験時に机上に置くことができる物品は、受

験票のほか、黒鉛筆（シャープペンシル可）、

消しゴム、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペー

パーとし、それ以外の物は認めません。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ

ームの設定を解除し、電源を切っておくこと。 

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより一般入学試験（後期）を受験す

ること。 

 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時 

 令和5年1月26日(木)10時 

 

（２）発表方法 

 一般入学試験（前期）と同じ 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間  

令和 5年 1月 30日(月)～2月 13日(月)  

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）提出書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）入学手続上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 
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一般入学試験（後期） 

 

１ 募集科・募集人員           

ＩＴ会計ビジネス科 若干名 

 

２ 出願資格               

  一般入学試験（前期）と同じ 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

令和 5年 3月 6日(月)～3月 17日(金) 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留の方法により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

   一般入学試験（前期）と同じ 

（３）出願書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）志望科記載上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 

 

４ 入学試験              

（１）試験日 

  令和 5年 3月 22日(水) 

（２）試験会場 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）試験科目 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（４）時間割 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（５）受験上の注意 

 一般入学試験（前期）と同じ。ただし追試験

は行わない。 

 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時 

 令和5年3月24日(金)10時 

（２）発表方法 

 一般入学試験（前期）と同じ 

６ 入学手続               

（１）手続期間  

令和 5年 3月 24日(金)～3月 28日(火)12時 

・持参する場合は土曜日、日曜日を除く 

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・3月 28日(火)は 12時まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）提出書類等 

 一般入学試験（前期）と同じ 

（４）入学手続上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 
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社会人特別入学試験 

 

１ 募集科・募集人員           

ＩＴ会計ビジネス科 若干名（各期とも） 

 

２ 出願資格               

 次の条件をすべて満たす者。 

①令和 4年 3 月以前に高等学校を卒業した者。 

またはこれと同等以上の学力を有すると認

められる者。 

②出身高等学校長の調査書または成績証明書

を提出できる者。 

※調査書または成績証明書を提出できない場

合は、一般入学試験になります。 

 

３ 出願手続              

（１）願書受付期間  

 第 1 期 

令和 4年 10月 24日(月)～11月 7日(月) 

  ※推薦入学試験と同じ 

第２期 

令和 4年 11月 14日(月)～11月 28日(月) 

  ※一般入学試験（前期）と同じ 

第３期 

令和 4年 12月 19日(月) 

～令和 5年 1月 16日(月) 

  ※一般入学試験（中期）と同じ 

第４期 

令和 5年 3月 6日(月)～3月 17日(金) 

  ※一般入学試験（後期）と同じ 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・郵送の場合は、本校所定の出願用封筒を用い、

簡易書留の方法により提出してください。 

郵送による出願の場合も受付期間内必着です。 

（２）出願先 

   一般入学試験（前期）と同じ 

（３）出願書類等 

・入学志願書・受験票・入校考査料納付票 

一般入学試験（前期）と同じ 

 

・写真２枚 

   一般入学試験（前期）と同じ 

・調査書または成績証明書 

３学年までの成績を記入した調査書また

は成績証明書で、出身高等学校長が作成し厳

封したものを提出してください。高等学校卒

業程度認定試験合格者は、合格成績証明書の

原本を提出してください。 

・面接資料 

一般入学試験（前期）と同じ 

・受験票送付用封筒 

一般入学試験（前期）と同じ 

・入校考査料 18,000円 

   一般入学試験（前期）と同じ 

 

４ 入学試験              

（１）試験日 

第 1 期 令和 4年 11月 12日(土) 

  ※推薦入学試験と同じ 

第２期 令和 4年 12月 3日(土) 

  ※一般入学試験（前期）と同じ 

第３期 令和 5年 1月 21日(土) 

  ※一般入学試験（中期）と同じ 

第４期 令和 5年 3月 22日(水) 

  ※一般入学試験（後期）と同じ 

（２）試験会場 一般入学試験（前期）と同じ 

（３）試験科目及び出題範囲など 

・面接（配点 100点） 

（４）時間割 

・開場    10:00 

        説明 10:45～10:55 

・面接    11:00～ 

（５）受験上の注意 

・受験票を必ず持参し、10時40分までに入場し

てください。 

・30分以上遅刻した者は受験することができま

せん。 

・携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等

の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラ
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ームの設定を解除し、電源を切っておくこと。 

また、これらの物品はカバン等に入れ、身に

付けないこと。 

・新型コロナウイルス感染症等により受験でき

ない場合で追試験を希望する場合は、所定の

手続きにより次のとおり受験すること。 

第 1 期  

   社会人特別入学試験（第２期）を受験する 

第２期 

社会人特別入学試験（第３期）を受験する 

第３期 

   社会人特別入学試験（第４期）を受験する 

第４期 

  追試験は行わない 

 

５ 合格発表              

（１）合格発表日時 

第 1 期 令和 4年 11月 17日(木)10時 

  ※推薦入学試験と同じ 

第２期 令和 4年 12月 8日(木)10時 

  ※一般入学試験（前期）と同じ 

第３期 令和 5年 1月 26日(木)10時 

  ※一般入学試験（中期）と同じ 

第４期 令和 5年 3月 24日(金)10時 

  ※一般入学試験（後期）と同じ 

（２）発表方法 一般入学試験（前期）と同じ 

 

６ 入学手続               

（１）手続期間  

第 1 期 

令和 4年 11月 21日(月)～12月 5日(月) 

  ※推薦入学試験と同じ 

第２期 

令和 4年 12月 12日(月)～12月 26日(月) 

  ※一般入学試験（前期）と同じ 

第３期 

令和 5年 1月 30日(月)～2月 13日(月) 

  ※一般入学試験（中期）と同じ 

第４期 

令和 5年 3月 24日(金)～3月 28日(火)12時 

  ※一般入学試験（後期）と同じ 

 

・持参する場合は土曜日、日曜日、祝日を除く

8時 30分～17時 15分まで受け付けます。 

・3月 28日(火)は 12時まで受け付けます。 

・郵送する場合も手続期間内必着です。 

（２）提出先 

 一般入学試験（前期）と同じ 

 

（３）提出書類等 

  一般入学試験（前期）と同じ 

（４）入学手続上の注意 

一般入学試験（前期）と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








