
入学者選抜要項
［2023年度］

総合型選抜用

□ 静岡理工科大学　総合型選抜検定料
（１）審査料　　　　　10,000円　エントリー時に納付し、エントリーシート所定欄に「収納証明書」を貼付し提出すること
（２）入学検定料　　　20,000円　合格内定通知後、本出願時に納付し、入学志願票所定欄に「収納証明書」を貼付し提出すること

□ 静岡理工科大学　初年度納付金（基本額、2022年4月入学生実績）
納付金の種類 前期 後期 年間計

入学金 300,000円 － 300,000円

授業料 620,000円 620,000円 1,240,000円

計 920,000円 620,000円 1,540,000円

2年次以降の年間授業料は、2年次1,250,000円、3年次1,260,000円、4年次
1,270,000円となります。
初年度は左記初年度納付金の他、代理徴収金として後援会費15,750円

（１年間分）、学生教育研究災害保険料4,660円（４年間分）、応用ソフト
ウェア代4,740円（１年間分）合計25,150円を徴収します。
2023年度生については納付金額が変更になる場合があります。



2023年度生 総合型選抜用 入学者選抜要項

□ エントリー資格（各学科共通事項）
本学への進学を強く希望し（専願制：本学を第一希望とする者）、本学での学修により、自己の将来の夢を実現させたい者で、
次のいずれかの条件を充たす者。
１．高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者及び2023年3月に卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の課程を修了した者及び2023年3月に卒業見込みの者
３．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及び2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者

（１）外国において学校教育における12 年の課程を修了した者及び2023年3月31日までに修了見込みの者又はこれらに準
ずる者で文部科学大臣の指定した者

（２）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び
2023年3月末までに修了見込みの者

（３）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及び2023 年 3月31日までに修了見込みの者

（４）文部科学大臣の指定した者
（５）高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定含む）に合格した者及び2023年3月末までに合格見込みの者で2023年3

月31日までに18歳に達する者
（６）本学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2023年3月31日までに18歳に達する者

注）理工学部各学科は、本学進路イベントへの参加が必要（学科のエントリー条件項目を参照のこと）

□ 総合型選抜　エントリーから合格、入学手続きまでの流れ（各学科共通事項）
【エントリー】→【書類提出】→【審査】→【合格内定】→【出願】→【合格通知】
Ⅰ　エントリー

本学ＷＥＢサイト総合型選抜ページ　https://www.sist.ac.jp/about/ex/ex02/ao.html
「３．エントリーから合格、入学手続までの流れ（各学科共通事項）　Ⅰエントリー」より、
案内に沿って必要事項を登録　https://entry23.s-axol.jp/sist/step1?f=3

Ⅱ　提出書類の準備
（１）エントリーシート（様式D）、志望理由書（様式C：400～800字程度、志望動機、自己ＰＲ等を記述）、活動報告書（様式B：

提出は任意）を本学ＷＥＢサイトの「５．書類審査様式」よりダウンロードし、必要事項を記入すること
（２）在籍高等学校の調査書（高校既卒者は成績証明書可）を取り寄せること

Ⅲ　審査料の納付とエントリー必要書類の提出
（１）コンビニの端末システムを利用し「払込票」または「申込券」を出力し、レジにて審査料10,000円を納付し、チケット（「取

扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」）とレシートを受け取ること
（２）「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分を切り取り、エントリーシートに貼付すること
（３）そのほかの書類と併せ、エントリー期間（必着）に本学入試本部宛に送付すること

Ⅳ　受験票の送付と審査
エントリー書類到着後、本学より受験票を送付。以後は各学科のスケジュールに沿って審査を進める。

Ⅴ　合格内定
第２次審査の結果、内定者には「合格内定」が通知される

Ⅵ　入学検定料の納付と出願
（１）コンビニの端末システムを利用し「払込票」または「申込券」を出力し、レジにて入学検定料20,000円を納付し、チケッ

ト（「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」）とレシートを受け取ること
（２）「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分を切り取り、志願票に貼付すること
（３）出願期間（必着）に本学入試本部宛に送付すること

Ⅶ　合格通知
簡易書留速達郵便にて本学指定日に通知

Ⅷ　入学手続き
合格通知時に配布される入学手続要領に沿って入学手続きを行うこと

□ 書類審査用書式（各学科共通）　
本学WEBサイト総合型選抜ページ内「５.書類審査様式」よりダウンロード可　　
https://www.sist.ac.jp/about/ex/ex02/ao.html
・活動報告書（様式B）　Excel版、PDF版
・志望理由書（様式C）　Word版、PDF版
・総合型選抜エントリーシート（様式D）　PDF版

□ 活動報告書について（任意提出）
次のⅠ～Ⅳの項目についての評価を行う
Ⅰ　高度な技術や能力を持つ者（資格・検定）
Ⅱ　社会的活動を通じて高い評価を得ている者
Ⅲ　課外活動等さまざまな分野で高い評価を得ている者（発表会・コンテスト・競技会）
Ⅳ　その他具体的な事例で示すことのできる特長を持った者



□ 理工学部　機械工学科〔総合型選抜募集定員３名〕
　入学までの流れ　【エントリー】→【書類審査 → 判定1 → 第１次審査 → 判定2 → 第2次審査 → 判定3】→【合格内定】
　　　　　　　　　→【本出願】→【入学手続】→【入学】
STEPⅠ　書類審査
（１）エントリー条件 2022年3月～ 9月の期間において、本学の大学見学会やオープンキャンパスにて機械工学科の学科説

明や研究室見学に１回以上の参加があること
（２）エントリー期間 2022年8月1日（月）～ 9月16日（金）
（３）提出書類 エントリーシート（様式D）、調査書（高校既卒者は成績証明書可）、志望理由書（様式C：400～800字程度、

志望動機、自己ＰＲ等を記述）、活動報告書（様式 B：提出は任意）、プレゼンテーションテーマ申告用紙
（４）審査料 10,000円
（５）判定１ エントリー後、速やかに上記書類を提出すること。到着次第、随時審査を行い、結果を通知する。
STEPⅡ　第１次審査
（１）対象 STEPⅠの書類審査を通過した者
（２）審査日 2022年9月23日（金）～ 10月2日（日）の期間の内、指定する１日　＊別途通知する
（３）審査内容 ・基礎学力試験【数学Ⅰ、数学Ⅱ】<30分>
 ・面接（志望理由の確認　学習意欲、大学での目標、将来の目標）＜30分＞

（４）判定２ 基礎学力試験にて得点率50％以上の者が第２次審査に進める
STEPⅢ　第２次審査
（１）対象 STEPⅡの第１次審査を通過した者
（２）審査日 2022年10月8日（土）～ 16日（日）の期間の内、指定する１日　＊別途通知する
（３）審査内容 ・工学分野の自由テーマによるプレゼンテーションと質疑応答＜30分＞
 ・口頭試問【数学、物理】<30分>

（４）判定３ 審査結果により「合格内定」を10月21日（金）に通知する
STEPⅣ　本出願
（１）出願資格 STEPⅢの第２次審査の結果「合格内定」を通知された者
（２）出願期間 2022年11月1日（火）～ 10日（木）
（３）出願書類 ・入学志願票（本学所定用紙）
（４）入学検定料 20,000円
（５）結果通知 2022年12月1日（木）

□ 理工学部　電気電子工学科〔総合型選抜募集定員2名〕
　入学までの流れ　【エントリー】→【書類審査 → 判定1 → 第１次審査 → 判定2 → 第2次審査 → 判定3】→【合格内定】
　　　　　　　　　→【本出願】→【入学手続】→【入学】
STEPⅠ　書類審査
（１）エントリー条件 2022年3月～ 9月の期間において、本学の大学見学会やオープンキャンパスにて電気電子工学科の学

科説明や研究室見学に１回以上の参加があること
（２）エントリー期間 2022年8月1日（月）～ 9月16日（金）
（３）提出書類 エントリーシート（様式D）、調査書（高校既卒者は成績証明書可）、志望理由書（様式C：400 ～ 800字

程度、志望動機、自己ＰＲ等を記述）、活動報告書（様式B：提出は任意）
（４）審査料 10,000円
（５）判定１ エントリー後、速やかに上記書類を提出すること。到着次第、随時審査を行い、結果を通知する。
STEPⅡ　第１次審査
（１）対象 STEPⅠの事前書類審査を通過した者
（２）審査日 2022年９月23日（金）～ 10月2日（日）の期間の内、指定する１日　＊別途通知する
（３）審査内容 ・基礎学力試験【数学Ⅰ、数学Ⅱ、物理基礎】<30分>
 ・面接（志望理由の確認、自己ＰＲ、将来計画他）<30分>

（４）判定２ 基礎学力試験にて得点率50％以上の者が第２次審査に進める
STEPⅢ　第２次審査
（１）対象 STEPⅡの第１次審査を通過した者
（２）審査日 2022年10月8日（土）～ 16日（日）の期間の内、指定する１日　＊別途通知する
（３）審査内容 ・次の①②③いずれかのプレゼンテーション<10分>と質疑応答<20分>
 　①高等学校でおこなっている、あるいはおこなった課題研究
 　②さきがけ研究室体験（オープンキャンパス時に実施）
 　③電気電子工学に関連した課題（テーマは自由選択）
 ・口頭試問【数学、物理】<30分>

（４）判定３ 審査結果により「合格内定」を10月21日（金）に通知する
STEPⅣ　本出願
（１）出願資格 STEPⅢの第２次審査の結果「合格内定」を通知された者
（２）出願期間 2022年11月1日（火）～ 10日（木）
（３）出願書類 ・入学志願票（本学所定用紙）
（４）入学検定料 20,000円
（５）結果通知 2022年12月1日（木）

■ 理工学部 総合型選抜（専願制）
※学科により入学までの審査の流れが異なるので注意すること　＊土木工学科の総合型選抜は実施しない
本学の来学型の大学見学会やオープンキャンパスにおいて、学科説明や研究室見学に１回以上の参加があり、本学への進学を強く
希望（専願制：本学を第一希望とする者）し、本学での学修により、自己の将来の夢を実現させたい者（エントリー資格欄参照のこと）。　



■ 理工学部 総合型選抜（専願制）
※学科により入学までの審査の流れが異なるので注意すること　＊土木工学科の総合型選抜は実施しない
本学の来学型の大学見学会やオープンキャンパスにおいて、学科説明や研究室見学に１回以上の参加があり、本学への進学を強く
希望（専願制：本学を第一希望とする者）し、本学での学修により、自己の将来の夢を実現させたい者（エントリー資格欄参照のこと）。　

□ 理工学部　物質生命科学科〔総合型選抜募集定員2名〕
　入学までの流れ　【エントリー】→【書類提出 → 第１次審査 → 判定1 → 第2次審査 → 判定2】→【合格内定】
　　　　　　　　　→【本出願】→【入学手続】→【入学】
STEPⅠ　書類審査
（１）エントリー条件 2022年3月～ 9月の期間において、本学の大学見学会やオープンキャンパスにて物質生命科学科の

学科説明や研究室見学に１回以上の参加があること
（２）エントリー期間 2022年8月1日（月）～ 9月16日（金）
（３）提出書類 エントリーシート（様式D）、調査書（高校既卒者は成績証明書可）、志望理由書（様式C：400 ～ 800

字程度、志望動機、自己ＰＲ等を記述）、活動報告書（様式B：提出は任意）
（４）審査料 10,000円
STEPⅡ　第１次審査
（１）対象 期間内にエントリーが完了した者（書類提出含む）
（２）審査日 2022年９月23日（金）～ 10月2日（日）の期間の内、指定する１日　＊別途通知する
（３）審査内容 ・基礎学力試験【数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A（場合の数と確率）、数学B（数列・ベクトル）、英語（コミュ

ニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）、化学（化学基礎、化学）】<30分>　
 ・面接（興味・関心の確認、興味を持った研究室）<30 ～ 60分>

（４）判定１ 基礎学力試験にて得点率50％以上の者が第２次審査に進める
STEPⅢ　第２次審査
（１）対象 STEPⅡの第１次審査を通過した者
（２）審査日 2022年10月8日（土）～ 16日（日）の期間の内、指定する１日　＊日時は別途通知する
（３）審査内容 ・「将来の夢」についてのプレゼンテーションと質疑応答<60分>
 ・口頭試問【意欲、問題解決能力の確認】<30分>

（４）判定２ 審査結果により「合格内定」を10月21日（金）に通知する
STEPⅣ　本出願
（１）出願資格 STEPⅢの第２次審査の結果「合格内定」を通知された者
（２）出願期間 2022年11月1日（火）～ 10日（木）
（３）出願書類 ・入学志願票（本学所定用紙）
（４）入学検定料 20,000円
（５）結果通知 2022年12月1日（木）　

□ 理工学部　建築学科〔総合型選抜募集定員2名〕
　入学までの流れ　【エントリー】→【書類審査 → 判定1 → 第１次審査 → 第2次審査 → 判定2】→【合格内定】
　　　　　　　　　→【本出願】→【入学手続】→【入学】
STEPⅠ　書類審査
（１）エントリー条件 2022年3月～９月の期間において、本学の大学見学会やオープンキャンパスにて建築学科の学科説

明や研究室見学に１回以上の参加があること
（２）エントリー期間 2022年8月1日（月）～ 9月16日（金）
（３）提出書類 エントリーシート（様式D）、調査書（高校既卒者は成績証明書可）、志望理由書（様式C：400 ～ 800

字程度、志望動機、自己ＰＲ等を記述）、活動報告書（様式B：提出は任意）、作品集（ポートフォリオ 
任意提出）、英語外部検定の取得級･スコアを証明するもの（基礎学力試験で英語選択の場合）

（４）審査料 10,000円
（５）判定１ エントリー後、速やかに上記書類を提出すること。到着次第、随時審査を行い、結果を通知する。
STEPⅡ　第１次審査
（１）対象 STEPⅠの事前書類審査を通過した者
（２）審査日 2022年９月23日（金）～ 10月2日（日）の期間の内、指定する１日　＊別途通知する
（３）審査内容 ・基礎学力試験【数学Ⅰ、数学Ⅱ若しくは英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）】<30分>　
 ＊英語を選択した場合、対象となる英語外部試験のスコアまたは取得級が次の基準に達していれば
 　免除になる（証明できるものを事前に提出すること）

対象となる英語外部試験と基準（対象：建築学科）
理工学部建築学科の第１次審査における基礎学力試験で、免除の対象となる英語外部検定と基準
○実用英語技能検定 準２級以上　○TOEIC ４技能385点以上（L&R 225点以上、S&W160点以上）　○GTEC（検定版、CBT版）690点以上
STEPⅢ　第２次審査
（１）対象 STEPⅡの第１次審査を済ませた者
（２）審査日 2022年10月8日（土）～ 16日（日）の期間の内、指定する１日　＊別途通知する
（３）審査内容 ・プレゼンテーション（自由課題）または建築・美術作品<30分>
 ・口頭試問【数学、物理若しくは建築に関する基礎的問題】<30分>

（４）判定２ 第１次審査と第２次審査の結果により「合格内定」を10月21日（金）に通知する
STEPⅣ　本出願
（１）出願資格 STEPⅢの第２次審査の結果「合格内定」を通知された者
（２）出願期間 2022年11月1日（火）～ 10日（木）
（３）出願書類 ・入学志願票（本学所定用紙）
（４）入学検定料 20,000円
（５）結果通知 2022年12月1日（木）

エントリー条件の進路イベント（対象：理工学部４学科）
理工学部４学科（機械工学科、電気電子工学科、物質生命科学科、建築学科）のエントリー条件となる本学進路イベント
○大学見学会　　　　　　　 2022年3月24日（木）、５月15日（日）、6月12日（日）、7月3日（日）
○オープンキャンパス（来学型）　2022年7月24日（日）、8月21日（日）、9月11日（日）



給費奨学生チャレンジ制度

総合型選抜(前期・後期)の合格者が、入学の権利を保持した(入学手続完了者の)まま、給費型奨学生の対象選考【一般前

期(A)、一般前期(A)共通テストプラス、前期共通テスト利用(S)、前期共通テスト利用(A)】にチャレンジできる制度を導入。

この制度で給費型奨学生に採用された場合には、納入済みの費用の差額が返還される。

□コンピュータシステム学科　データサイエンス専攻への出願
総合型選抜の情報学部合格者は、入学の権利を保持した(入学手続完了者の)まま、データサイエンス専攻の対象選考【前

期共通テスト利用(S)、前期・中期・後期共通テスト利用(A)】にチャレンジすることも可能。この制度で給費型奨学生に

採用された場合には、納入済みの費用の差額が返還される。

□入学検定料割引制度について
給費奨学生にチャレンジする際、費用の負担軽減を鑑み、入学検定料の割引制度を導入。

【一般前期(A)、一般前期(A)共通テストプラス】に出願する場合、入学検定料が5,000円に割り引かれる。

なお、【前期共通テスト利用(S)、前期・中期・後期共通テスト利用(A)】では入学検定料を20,000円とする。詳細については、

一般選抜用入学者選抜要項を確認すること。

■ 情報学部 総合型選抜（専願制）
本学での学修により、自己の将来の夢を実現させたい者（エントリー資格欄参照のこと）。　

□ 情報学部〔総合型選抜募集定員4名〕
　入学までの流れ　【エントリー】→【書類提出 → 第１次審査 → 第2次審査 → 判定】→【合格内定】→【本出願】
　　　　　　　　　→【入学手続】→【入学】
＊前期・後期の２期に分けて実施
STEPⅠ　書類審査
（１）エントリー期間 ■前期　2022年8月1日（月）～ 9月16日（金）
 ■後期　2022年10月10日（月）～ 11月16日（水）

（２）提出書類 エントリーシート（様式D）、調査書（高校既卒者は成績証明書可）、志望理由書（様式C：400 ～ 800字程度、
志望動機、自己ＰＲ等を記述）、活動報告書（様式B：提出は任意）

（３）審査料 10,000円
STEPⅡ　第１次審査
（１）対象 期間内にエントリーが完了した者
（２）審査日 ■前期：2022年9月23日（金）～ 10月2日（日）　期間内の指定する日
 ■後期：2022年11月23日（水）～ 12月4日（日）　期間内の指定する日

（３）審査内容 ・基礎学力試験【数学Ⅰ、数学A（場合の数と確率）、英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）、適性検査（SPI）
 ・面接（プレゼンテーションの打合せ）
 ・提出書類の評価

（４）提出書類 エントリー後送付される　調査項目票（２年次からの志望学科、プレゼンテーションのテーマについて概要表記）
STEPⅢ　第２次審査
（１）対象 第１次審査を済ませた者
（２）審査日 ■前期：2022年10月8日（土）～ 16日（日）　期間内の指定する日
 ■後期：2022年12月10日（土）～ 17日（土）　期間内の指定する日

（３）審査内容 ・次の①②③いずれかのプレゼンテーションに関する質疑応答とその評価
 　①高校等で実施した(または実施中の)課題研究
 　②ICTを利用したものづくり・ことづくりの実践
 　③自身の実体験にもとづく活動の成果と考察

（４）判定 第１次審査と第２次審査の結果により「合格内定」を通知する。
 ■前期：10月21日（金）
 ■後期：12月23日（金）
STEPⅣ　本出願
（１）出願資格 STEPⅡ・Ⅲの第１次審査と第２次審査の結果「合格内定」を通知された者
（２）出願期間 ■前期：2022年11月1日（火）～ 10日（木）
 ■後期：2023年1月6日（金）～ 19日（木）

（３）出願書類 ・入学志願票（本学所定用紙）
（４）入学検定料 20,000円
（５）結果通知 ■前期：2022年12月1日（木）
 ■後期：2023年1月27日（金）



入学者選抜要項
［2023年度］

総合型選抜用


