
 

 

 

 

国際高等専門学校 

2020年度入学試験要項 

 

グローバル入試 

 

 

 

 
 

※グローバル入試で出願する場合は、出願前に必ず入試センターまでご連絡ください。 
 
※帰国生入試・一般入試・自己推薦入試につきましては別冊子もしくは本校 WEB サイト
をご覧ください。 
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2020年度入学者受入れ方針（アドミッションポリシー） 
 

 
国際高等専門学校（以下、本校）は、教育目標を「グローバルイノベーターの育成」とし、学生・理事・

教職員に対しては学園共同体が共有する価値に基づく信条である「KIT IDEALS」を常に意識、尊重するこ
とを求め、自身及び学園共同体の向上発展を目指している。また、グローバルイノベーターの素養をしっか
りと身につけるため、1・2 年次は全寮制教育により人間力の陶冶を行い、3 年次には１年間の海外留学を義
務づけている。 
本校は、上記理念及び教育方法に共感し、次のような特徴を持つ人を求めている。 

 
1. しっかりとした基礎学力を持ち、科学技術やデザイン（課題の発見・解決）、イノベーション
（新しい価値の創造）に興味を持つ人 

2. グローバル社会での活躍に強い関心と探究心を持ち、英語でのコミュニケーション能力を高めよ
うとする人 

3. 主体的に社会や地域に貢献する意欲を持ち、且つ行動する人 
 

本校では、一般入試・自己推薦入試以外に、多様な学生を募集するためにグローバル入試・帰国生入試を
実施する。また、すべての入学試験において、主体性や協調性、高い向上心を持つ学生を選抜するために面
接試験を行う。 
選考にあたっては、各入試区分で定められた試験および出願書類により多面的・総合的に評価する。 

 
 

KIT-IDEALS「学園共同体が共有する価値」に基づく信条（行動規範） 
 

Ｋ Kindness of Heart 【思いやりの心】 
私たちは素直、感謝、謙虚の心を持つことに努め、明るく公正な学びの場を実現します。 

I Intellectual Curiosity 【知的好奇心】 
私たちは情熱、自信、信念を持つことに努め、精気に満ちた学びの場を実現します。 

T Team Spirit 【共同と共創の精神】 
私たちは主体性、独創性、柔軟性を持つことに努め、共同と共創による絶えざる改革を進め、前進します。 

I Integrity 【誠実】 
私たちは、誠実であることを大切にし、共に学ぶ喜びを実現します。 

D Diligence 【勤勉】 
私たちは、勤勉であることを大切にし、自らの向上に努力する人を応援します。 

E Energy 【活力】 
私たちは、活動的であることを大切にし、達成や発見の喜びを実現します。 

A Autonomy 【自律】 
私たちは、自律することを大切にし、１人ひとりを信頼し、尊敬します。 

L Leadership 【リーダーシップ】 
私たちは、チームワークを大切にし、自分の役割における自覚と責任を持ちます。 

S Self-Realization 【自己実現】 
私たちは、自らが目標を持つことを大切にし、失敗に臆することなくさらに高い目標に挑戦することに努めます。 
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International College of Technology, Kanazawa 
2020 年度 国際高等専門学校入学試験要項 

2020 Application Guide for Admission 
 
 
募集学科及び入学定員 

国際理工学科(Department of Science and Technology)     ４５名 
 

 
Ⅰ．グローバル入試 （募集人員 １０人） 
１．出願資格 
次の(1)～(6)のいずれかを満たす者 
※外国籍の方は、日本での在留資格（査証）を２０２０年３月３１日までに取得することが条件です 

(1)  中学校を卒業した者又は２０２０年３月に卒業見込みの者 
(2)  義務教育学校を卒業した者又は２０２０年３月に卒業見込みの者 
(3)  中等教育学校の前期課程を修了した者又は２０２０年３月に修了見込みの者 
(4)  外国において、学校教育における９年の課程を修了した者又は２０２０年３月３１日までに修了

見込みの者 
(5)  文部科学大臣が中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

を修了した者又は２０２０年３月に修了見込みの者 
(6) その他相当年齢に達し、本校が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 
 

2．入学試験日程と試験場 
入学試験日程 

入試区分 
 

出願受付期間 
（消印有効） 

試験日 
 

合格発表 
 

入学手続締切日 
（消印有効） 

グロ－バル入試 
2019 年６月 17 日(月) 

～ 10 月 10 日(木) 

個別に指定 

 

個別に指定 

 

個別に指定 

 

 
試験場 
日本国内・海外 
※試験会場については、個別に指定します。 

 
3．試験と試験時間 

試 験 試験時間 内容 

小論文 ６０分 
当日課せられたテーマについて、「英語」を用いて自分の意見を記述して
ください 

面 接 1 人 ３０分 
本校への志望動機と将来の目標、学生生活（修学・寮生活・留学等）につ
いて対話をします 
＊面接は、英語及び日本語の両方の言語を用います 

 
4．選考方法 
小論文、面接（１人 ３０分）及び出願書類により総合的に選考します。 
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Ⅱ．検定料について 
検定料 １５,０００円 
＊納入された検定料はお返しできませんので、ご注意ください。 

 
Ⅲ．提出する出願書類について 

① 入学志願票 ※本校所定の様式を使用してください。 

② 志望理由書 ※本校所定の様式を使用してください。 
以下についてそれぞれ日本語の場合は４００字以内、英語の場合は３００words 以内で記入してください。 

・「本校に入学を希望する理由について」 

・「本校の国際理工学科で何を学びたいのか」 

③ 成績証明書（卒業等の状況についての記載含む） 
※本校所定もしくは出身学校独自の様式で、出身学校長が作成し、厳封したものを提出してください。 

④ 修学状況調査書 ※本校所定の様式を使用してください。 

⑤ 入学検定料送金通知書 ※本校所定の様式を使用してください。 
   

＊①～⑤のファイルは以下の WEB サイトから PDF にてダウンロードが可能です。 
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/admissions/ 

＊提出された出願書類はお返しできませんので、ご注意ください。 
＊国内在住の方は、簡易書留郵便・速達扱いで発送してください。郵送のほか、本校窓口においても受け付けま
す。受付時間は、平日は９時から１６時、土曜日は９時から１２時までです（日曜日・祝日は除く）。国外在
住の方は、国際郵便（EMS）で発送してください。 

 

Ⅳ．受験票の送付について 
受験票は本校において出願書類を確認した後、入学志願票に記載された志願者住所に発送します。 
受験票と一緒に写真票を送ります。この写真票には、正面上半身脱帽の縦４㎝×横３㎝の写真（３か月
以内にカラーで撮影した鮮明なもの）を貼付し、試験当日、受験票と一緒に持参してください。 
＊試験当日、受験票および写真票を忘れた場合は、本校係員に申し出てください。 
＊写真票に貼付された写真を学生証作成に使用します。 
 

Ⅴ．受験上の注意について 
①  試験前日に試験会場を下見する場合は、会場の位置等の確認だけにしてください。会場内に立

ち入ることはできません。 
②  試験当日は、試験開始３０分前までに試験会場に到着し、指定された座席に着席してください。 
③ 試験開始３０分以内に試験室へ入室できない場合、以降の受験はできません。  
④  試験当日は、時間に余裕を持って行動してください。なお、公共交通機関の事故、災害等によ

り試験開始時刻に試験会場に到着できない場合は、直ちに本校入試センターに連絡し指示を受
けてください。 

⑤ 試験時間に使用できるものは、HB の鉛筆もしくは HB のシャープペンシル、プラスチック消し
ゴム及び時計です。ただし、時計に計算や翻訳、通信等の機能を持つものは使用できません。  

⑥  携帯電話、スマートフォン等の通信機器は、試験室入室の際に電源を切り、カバン等にしまっ
てください。 

 

 



4 

Ⅵ．合格発表について 
合格発表は、インターネットを用いた合否照会システムにて行います。  
受験者には合格発表日に、結果通知等の書類を本人宛てに郵送します。  
＊本校に直接お問い合わせいただいても、合否に関する問い合わせにはお答えできません。 
＊合否照会システムによる誤操作等を理由にした入学金納入締切日以降の入学金納入は一切認められません。 
＊志願者の入学試験結果は、出身校へお知らせする場合があります。 

 

合否照会システムについて 
合否照会システムのＷｅｂサイトは以下のとおりです。 
利用方法については、画面の指示に従い、受験番号（７ケタ）および誕生月日（月日の４ケタ）
を入力し、進んでください。 
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/admissions/ 

 
Ⅶ．入学手続 

入学手続は、所定の期日（入学手続締切日）までに入学金の納入と入学手続書類を提出することにより
完了します。 

 
入学金 ２００,０００円 
＊納入された入学金及び入学手続書類はお返しできませんので、ご注意ください。 

 
Ⅷ．授業料等の納入金 
１．授業料 

 前学期  後学期  年 額  備考欄  

１年次  1,500,000 円 1,500,000 円 3,000,000 円 

全寮制  
・学費（年額）1,516,000 円  
（夜間授業料含む）  
・教材等一式（年額）308,000 円  
（教科書、補助教材、パソコン、トレーニングウェア等
を含む）  

・寮費（年額）1,176,000 円  
（食事 300 日分、部屋代、光熱費、掃除費、リネン代
等を含む）  

２年次  1,500,000 円 1,500,000 円 3,000,000 円 

３年次  125,000 円 125,000 円 250,000 円  

４年次  800,000 円 800,000 円 1,600,000 円  

５年次  800,000 円 800,000 円 1,600,000 円  
＊４年次及び５年次の授業料には、寮費（食事付）は含まれておりません。 
＊１年次から３年次は「文部科学省 高等学校等就学支援金」の対象です。 
＊授業料等の納入についての詳細は、合格通知に同封してご案内します。 
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２．３年次ニュージーランド国立オタゴポリテクニク留学に係る費用（授業料等）は、次のとおりです。 
   （2022 年度参考 為替レートは、NZ$1.00 = \90.00 で算出してあります） 

 年 額  備考欄  

３年次  

国立オタゴポリテクニク  

授業料  

1,700,000 円 

①授業料は、ニュージーランド政府の規則に従ってオタゴ  

ポリテクニクが 2022 年 2 月に決定する授業料とします。  

②オタゴポリテクニク授業料は、2022 年 3 月に全額一括  

納入とします  

ホームステイ費用等  1,050,000 円 
①ホームステイ費用  

②課外活動費、疾病・傷害・損害賠償等の保険料  

上記費用は、2022 年 3 月に全額一括納入とします  

 ※留学に係る費用には渡航費用は含まれていませんので、別途必要になります  

 
３．上記以外に委託徴収会費（年額）が必要です。（2019 年度参考） 
育友会費（保護者会費）20,400 円、学生会費 9,600 円、同窓会費 6,000 円 

 
 
 
お問合せ先（出願先）  

国際高等専門学校 入試センター 
〒921-8601 石川県金沢市久安２－２７０ 
TEL: 076-248-1080  
FAX: 076-248-5548 
E-mail: admissions@ict-kanazawa.ac.jp 

 
 

 

 

個人情報の取り扱いについて 
出願および入学手続にあたって登録いただいた氏名、住所その他の個人情報は、入学試験実施（出願処理・

試験実施）、合格発表、入学手続および学籍発生までの入学手続作業、並びに本校における学生生活を円滑

に開始するにあたり本校が必要と判断した情報を提供する目的に利用します。 

上記の業務は、その一部の業務を国際高等専門学校入試センターより当該業務の委託を受けた業者（以下、

「受託業者」といいます。）において行います。業務委託にあたり受託業者に対して、お知らせいただいた

個人情報の全部または一部を提供することがありますので、あらかじめご了承ください。 

なお、受託業者との間で個人情報の保護に関する契約を締結し、受託業者に対して適切な管理を実施すると

ともに、必要な措置を講じさせます。 

 

 

 



 

 




