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オンライン説明会
参加時のお願い

皆様側の音声と映像の配信を
必ず「OFF」にしてください。

OFFON

大学側

自分側

大学側

自分側

説明会では、

【Cisco Webex Meetings】
というWeb会議システムを
利用します。

説明会に参加するためには、
プログラム（アプリ）のダウ
ンロード（無料）が必要です。

令和５・６年度入試

■主な変更点

●令和５年度（高３生）
理工学群（旧環境理工学群）の入試を変更
・ 理科を用いた総合型選抜の新設
・ 一般選抜前期にC方式（理科特化型５教科）を設置
・ 学校推薦（共通テスト区分）の廃止

発表: 高知工科大学ホームページ → 入試情報 → 入試に関する重要なお知らせ

↑上記ページにすでに令和６年度入試の変更点（主に経済・マネ）を掲載中

●令和６年度（高２生）
経済・マネジメント学群の入試を変更
・ 総合型選抜の入試方式＆区分の変更
・ 各入試区分の募集人員の変更



2022/4/18

31

■入学定員／募集人員

※（ ）内は高知県内高等学校枠、内数

令和５年度入試

－３０－

170 90 100 160

80 40 50 40 40

20 10 20

10　新設 15

20 10　15 10 15

若干名 若干名 若干名 若干名

120 60　65 60 90

10(10) 10(5)　15（5） 50(30)

若干名

若干名 若干名 若干名 若干名

10(5)

10(10) 10(5)　25（10） 若干名 50(30)

総合型選抜 40(20) 20(10)　新設 40(25) 20(10)

経済・マネジメント学群

入学定員

募
集
人
員

一般選抜

前期日程 Ａ方式

前期日程 Ｂ方式

前期日程 Ｃ方式

後期日程

社会人特別選抜

計

学校推薦型
選抜

学校推薦（一般区分）

学校推薦（スポーツ区分）

学校推薦（特待生区分）

学校推薦（共通テスト区分）

計

学群 システム工学群 理工学群 情報学群

総合型選抜

令和５年度総合型選抜

総合型の合格発表：11/1
【学校推薦の出願：11/2】

システム工学群・理工学群・情報学群

出願期間 選考 合格発表日 入学手続期間

Ａ区分

Ｂ区分

※１：志願者数によっては1日のみで実施する場合がある。その場合は志願者全員に通知する。

※選考日の翌々週の土日(10月第４)を予備日とする。

経済・マネジメント学群

出願期間 第１次選考
第１次選考
結果通知

第２次選考
学力検査等

合格発表日 入学手続期間

数学区分
令和４年９月５日(月) 令和４年11月２日（水）

英語区分 ～ ～

スポーツ区分

令和４年９月12日(月)
令和４年10月８日

（土）・９（日）の両日

令和４年11月10日（木）

※経済・マネジメント学群において、第２次選考の詳細については、第１次選考結果とともに対象者に通知する。

※志願者数によっては1日のみで実施する場合がある。その場合は志願者全員に通知する。

   選考日の翌々週の土日(10月第４)を予備日とする。

令和４年11月１日（火）

令和４年10月８日（土）

令和４年11月１日（火）

学群・募集区分

経済・マネジメン
ト学群

９月中旬

学群・募集区分

システム工学群

令和４年９月５日(月)

～

令和４年９月12日(月)

令和４年11月２日（水）

～

令和４年11月10日（木）

情報学群

令和４年10月８日（土）・
９（日）の両日

※１

理工学群

令和４年９月27日（火）
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総合型選抜

9月出願 学校推薦

一般選抜

総合型選抜の位置づけ（高校生への説明：志望が高知工科の場合）

●「総合型選抜 → 一般選抜」 タイプ
①10月総合型の試験科目に重点を置いて勉強
②その後、共通テストに向けてバランスよく・根気強く勉強
③その後、志望校の個別試験対策へ

●「総合型選抜 → 学校推薦 → 一般選抜」 タイプ
一貫した志望理由。試験毎に弱点を克服。

11月出願

2月出願

総合型選抜で早々と合格を決め、特待生を目指す！！

ホームページに過去問あり

－３１－

■出願資格 ※下記（1）～（3）いずれの条件も満たす者

令和５年度システム工学群総合型選抜

■募集人員

（１）本学およびシステム工学群のアドミッション・ポリシーに賛同し、システム工学群で学びたいという強い意志を有する者

（２）令和５年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、または高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

※高知県内高等学校枠･･･令和５年３月に高知県内の高等学校を卒業見込みの者、または高知県内の高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

（３）合格した場合に入学を確約できる者

■日程

40（20）名（県内高等学校枠）

■選抜方法

■試験時間、教科等

※１：志願者数によっては1日のみで実施する場合がある。
※２：選考の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

出願期間 学力検査等 合格発表日

９月５日（月）～９月12日（月） 令和４年10月８日（土）・９（日）の両日 ※１ 11月１日（火）

学群適性検査、個別面接（20分程度）、提出書類による総合判定
学群適性検査は【物理】・【数学】のどちらか１つを選択して解答する。
【物理】（物理基礎全般、物理のうち様々な運動） 【数学】（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）

（受験者数によっては個別面接を集団面接に変更する場合がある。）

注意点!!
学校推薦：１０（１０）
【高知県のみ】

物理 or 数学

学習成績（評定）のハードルなし

配点 試験時間

300点 90分

100点

100点 20分

提出書類を総合的に評価する。

【物理】・【数学】のどちらか１つを選択して解答する。
　【物理】（物理基礎全般、物理のうち様々な運動）
　【数学】（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）

学群適性検査

書類審査

面接

教科等

提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接
（20分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更
する場合もある。

科目等
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学群適性検査、個別面接（20分程度）、提出書類による総合判定
学群適性検査は【物理】・【化学】・【生物】のどれか１つを選択して解答する。
　【物理】（物理基礎全般、物理のうち様々な運動）
　【化学】（化学基礎全般、化学のうち物質の状態と平衡）
　【生物】（生物基礎全般、生物のうち生命現象と物質）
（学群適性検査の選択科目は出願時に選択。ただし試験時に問題を見て変更することも可能。）
（受験者数によっては個別面接を集団面接に変更する場合がある。）

■出願資格 ※下記（1）～（3）すべての条件を満たす者

令和５年度理工学群総合型選抜

■選抜方法

（１）本学および理工学群のアドミッション・ポリシーに賛同し、理工学群で学びたいという強い意志を有する者

（２）令和５年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、または高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

※高知県内高等学校枠･･･令和５年３月に高知県内の高等学校を卒業見込みの者、または高知県内の高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

（３）合格した場合に入学を確約できる者

出願資格に
評定のハードルなし

■募集人員
20（10）名（県内高等学校枠）

－３２－

■試験時間、教科等
配点 試験時間

300点 90分

100点

100点 20分

学群適性検査

【物理】・【化学】・【生物】のどれか１つを選択して解答する。
　【物理】（物理基礎全般、物理のうち様々な運動）
　【化学】（化学基礎全般、化学のうち物質の状態と平衡）
　【生物】（生物基礎全般、生物のうち生命現象と物質）

書類審査 提出書類を総合的に評価する。

面接
提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接
（20分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更
する場合もある。

教科等 科目等

■出願資格 ※下記（１）～（４）いずれの条件も満たす者

令和５年度情報学群総合型選抜①

■募集人員

（１）本学および情報学群のアドミッション・ポリシーに賛同し、情報学群で学びたいという強い意志を有する者

（２）令和５年３月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、または高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

※高知県内高等学校枠･･･令和５年３月に高知県内の高等学校を卒業見込みの者、または高知県内の高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

（３）合格した場合に入学を確約できる者

（４）A区分においては、調査書における全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）が4.0以上の者

■日程

40（25）名（県内高等学校枠）

■選抜方法

※１：志願者数によっては1日のみで実施する場合がある。
※２：選考の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

出願期間 学力検査等 合格発表日

９月５日（月）～９月12日（月） 令和４年10月８日（土）・９（日）の両日 ※１ 11月１日（火）

選考区分 選考方法

Ａ区分
（面接重視型）

学群適性検査、個別面接（20分程度）、提出書類による総合判定
学群適性検査は次の（１）～（３）のうちいずれか１つを選択して筆記で解答する。
（１）数学①：微分法(数学IIの範囲) 
（２）数学②：場合の数
（３）プログラミング：考え方・手続の作成（条件分岐・繰り返し・一次元配列)

（志願者数によっては個別面接を集団面接に変更する場合がある。）

Ｂ区分
（適性検査重視型）

学群適性検査、集団面接（15分程度）、提出書類による総合判定
学群適性検査は次の（１）～（３）のうちから２つを選択して筆記で解答する。
（１）数学①：微分・積分(ただし数学IIIの範囲は「極限」と「微分法」の範囲に限る)
（２）数学②：場合の数・集合・数列
（３）プログラミング：考え方・手続の作成・手続の理解

学習成績の状況が4.0以上

注意点!!
学校推薦：なし
（特待生区分）：若干名はある
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令和５年度情報学群総合型選抜②

■試験時間、教科等
評定平均値が4.0以上

評定平均値のしばりなし

Ａ区分（面接重視型）

配点 試験時間

50点 40分

200点 20分

100点

Ｂ区分（適性検査重視型）

配点 試験時間

250点 120分

50点 15分

50点

集団面接
提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による集団面接（15
分程度）を行う。

書類審査 提出書類(調査書、志望理由書) を総合的に評価する。

個別面接
提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接（20
分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する
場合もある。

書類審査 提出書類(調査書、志望理由書) を総合的に評価する。

教科等 科目等

学群適性検査

次の（１）～（３）のうちから２つを選択して筆記で解答する。
　（１）数学①：微分・積分
       (ただし数学IIIの範囲は「極限」と「微分法」の範囲に限る)
　（２）数学②：場合の数・集合・数列
　（３）プログラミング：考え方・手続の作成・手続の理解

教科等 科目等

学群適性検査

次の（１）～（３）のうちいずれか１つを選択して筆記で解答する。
　（１）数学①：微分法(数学IIの範囲)
　（２）数学②：場合の数
　（３）プログラミング：考え方・手続の作成
　　　　（条件分岐・繰り返し・一次元配列)

－３３－

■出願資格※下記（1）～（3）のいずれの条件も満たし、英語区分で出願する者は（4）、スポーツ区分で出願する者は（5）も満たす者

令和５年度経済・マネジメント学群総合型選抜①

（１）アドミッション・ポリシーに賛同し、経済・マネジメント学群で学びたいという強い意志を持つ者。

なお、スポーツ区分で志願する者については、入学後も当該競技を４年間継続しながら、文武両道

に励む強い意志を併せ持つ者

（２）令和４年４月１日現在において満23歳未満の者 ※詳細は総合型選抜学生募集要項参照

（３）合格した場合に入学を確約できる者

（４）英語区分では、英検、TOEIC（IPテストは除く）、TOEFL 等において、令和２年４月以降の成

績を証明できる者

（５）スポーツ区分では、卓球（男子・女子）、バレーボール（男子・女子）、硬式野球（男子）、ソフト

テニス（男子・女子）、剣道（男子・女子）、ソフトボール（男子）の６種目の競技のいずれかの

種目において、令和２年４月以降、県大会ベスト８以上もしくはそれに相当レベルの競技能力を有

する者

学群・募集区分 募集人員

経済・マネジメント学群

数学区分

20名（10名）英語区分

スポーツ区分

■募集人員

※（ ）内は高知県内高等学校枠、内数
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令和５年度経済・マネジメント学群総合型選抜②

■選抜方法

■試験時間

募集区分
試験教科等

試験時間
教科 科目等

数学区分
数学能力検査 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ ◆数学Ｂの範囲：「数列」「ベクトル」 120分

面接 ※

英語区分
英語能力検査

コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・
英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ（インタビューテスト等の英語によるコミュニケー
ション能力を総合的に評価する。）

90分

面接 ※

スポーツ区分

小論文
求める学生として必要とされる資質を有するかどうかを問うものであり、基礎
学力とスポーツマネジメント分野における特性、または、意欲等を総合的に
評価する。

60分

面接 ※

実技試験 競技種目別実技試験（基礎体力テストを含む場合がある。）

募集区分 選抜方法

数学区分 数学能力検査・面接（口頭試問を含む場合がある）・提出書類の総合判定

英語区分 英語能力検査・面接（日本語）・提出書類の総合判定

スポーツ区分 小論文・面接・提出書類・実技試験の総合判定

募集区分 出願期間
第１次選考
書類審査

第１次選考
結果通知日

第２次選考
学力検査等

合格発表日

数学区分 ９月５日（月） 令和４年10月８日（土）

11月１日（火）英語区分 ～
９月中旬 ９月27日（火） 令和４年10月８日（土）・

９日（日）の両日*スポーツ区分 ９月12日（月）

■日程

*試験日の詳細については、別途対象者に通知
※選考日の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

※複数の面接担当者による個別面接（30分程度）。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。 －３４－

経済・マネジメント学群

教科等

数学能力検査*1 120分

面接 30分

英語能力検査
*1

90分

面接 30分

小論文 60分

面接 30分

スポーツ区分

求める学生として必要とされる資質を有するかどうかを問うものであ
り、基礎学力とスポーツマネジメント分野における特性、または、意
欲等を総合的に評価する。

提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接（30
分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する
場合もある。

競技種目別実技試験（基礎体力テストを含む場合がある。）
試験時間等詳細は、第1次選考結果とともに対象者に通知する。

【卓球】
　基礎技術（フォアハンド、バックハンド、スマッシュ、ツッツキ）、応
用力（試合）
【バレーボール】
　基礎技術（パス、スパイク、レシーブ）、応用能力（ゲーム形式）
【硬式野球（男子）】
　基礎能力（投・打・守・走）、応用技術（ゲーム形式）
【ソフトテニス】
　基本技能、応用技能、実戦能力
【剣道】
　切り返し、基本技、連続技、応用技、試合稽古
【ソフトボール（男子）】
　基礎能力（投・打・守・走）、応用技術（ゲーム形式）

募集区分
教科・科目等

科目等

200

200

数学区分

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ
（※数学Ｂの範囲：「数列」「ベクトル」）

提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接（30
分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する
場合もある。なお、口頭試問を含む場合がある。

英語区分

コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケー
ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ（インタビューテスト等により
英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価する。）

提出書類等の内容を含め、日本語で複数の面接担当者による個別
面接（30分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変
更する場合もある。

*１　平成31年(令和元)４月以降に以下のいずれかの成績を収め、出願期間中にその実績（証明書の原本）を提出した者について学群適性検査を免除する。
      数学・・・数学オリンピック予選通過、実用数学技能検定準１級以上
　　  英語・・・文部科学省発表のCEFR対照表に掲載されている資格・検定試験のいずれかを受験し、その成績がCEFR「B２」以上

300

実技試験

配点合計 試験時間

*１　令和２年４月以降に以下のいずれかの成績を収め、出願期間中にその実績（証明書の原本）を提出した者について学群適性検査を免除する。
      数学・・・数学オリンピック予選通過、実用数学技能検定準１級以上
　　  英語・・・以下の文部科学省発表のCEFR対照表に掲載されている資格・検定試験のいずれかを受験し、その成績がCEFR「B２」以上
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経済・マネジメント学群

教科等

数学能力検査*1 120分

面接 30分

英語能力検査
*1

90分

面接 30分

小論文 60分

面接 30分

スポーツ区分

求める学生として必要とされる資質を有するかどうかを問うものであ
り、基礎学力とスポーツマネジメント分野における特性、または、意
欲等を総合的に評価する。

提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接（30
分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する
場合もある。

競技種目別実技試験（基礎体力テストを含む場合がある。）
試験時間等詳細は、第1次選考結果とともに対象者に通知する。

【卓球】
　基礎技術（フォアハンド、バックハンド、スマッシュ、ツッツキ）、応
用力（試合）
【バレーボール】
　基礎技術（パス、スパイク、レシーブ）、応用能力（ゲーム形式）
【硬式野球（男子）】
　基礎能力（投・打・守・走）、応用技術（ゲーム形式）
【ソフトテニス】
　基本技能、応用技能、実戦能力
【剣道】
　切り返し、基本技、連続技、応用技、試合稽古
【ソフトボール（男子）】
　基礎能力（投・打・守・走）、応用技術（ゲーム形式）

募集区分
教科・科目等

科目等

200

200

数学区分

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ
（※数学Ｂの範囲：「数列」「ベクトル」）

提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接（30
分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する
場合もある。なお、口頭試問を含む場合がある。

英語区分

コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケー
ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ（インタビューテスト等により
英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価する。）

提出書類等の内容を含め、日本語で複数の面接担当者による個別
面接（30分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変
更する場合もある。

*１　平成31年(令和元)４月以降に以下のいずれかの成績を収め、出願期間中にその実績（証明書の原本）を提出した者について学群適性検査を免除する。
      数学・・・数学オリンピック予選通過、実用数学技能検定準１級以上
　　  英語・・・文部科学省発表のCEFR対照表に掲載されている資格・検定試験のいずれかを受験し、その成績がCEFR「B２」以上

300

実技試験

配点合計 試験時間

*１　令和２年４月以降に以下のいずれかの成績を収め、出願期間中にその実績（証明書の原本）を提出した者について学群適性検査を免除する。
      数学・・・数学オリンピック予選通過、実用数学技能検定準１級以上
　　  英語・・・以下の文部科学省発表のCEFR対照表に掲載されている資格・検定試験のいずれかを受験し、その成績がCEFR「B２」以上 －３５－

令和５年度学校推薦型選抜

学校推薦（一般区分）

学校推薦（スポーツ区分）

学校推薦（特待生区分）

学校推薦（共通テスト区分）

令和４年12月２日（金）～令和４年12月９日（金）

令和４年12月13日（火）～令和４年12月20日（火） なし 令和５年２月３日（金） 令和５年２月４日（土）～令和５年２月14日（火）

学校推薦
型選抜

令和４年11月２日（水）～令和４年11月９日（水） 令和４年11月20日（日） 令和４年12月１日（木）

出願期間 個別学力検査等 合格発表日 入学手続期間

廃止

●令和５年度（高３生）
・ 環境理工学群にて実施していた学校推薦（共通テスト区分）の廃止
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■選抜方法

提出された学校推薦書・志望理由書・調査書の内容、および本学が実施する
面接による総合判定。 ※大学入学共通テストは課さない

■配点

※複数の面接担当者による個別面接（30分程度）。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。
※システム工学群、理工学群：面接において、基礎学力を問う口頭試問を含む
※経済・マネジメント学群：面接において、基礎知識を問う口頭試問 （社会の話題を扱った文書・グラフ等を提示し、

それを踏まえて自由に意見を述べる）を実施し、議論を進める。

■出願資格 ※下記（1）～（4）すべての条件を満たす者

（１） 現役生であること

（２） 調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）が4.0以上の者

（３） 学校長が推薦する者

（４） 合格した場合に入学を確約できる者

令和５年度学校推薦（一般区分）

・システム １０（１０） 高知県のみ

・理工 １０（５）
・経マ ５０（３０）

（情報はない）

システム工学群 理工学群 経済・マネジメント学群

書類 100 100 100

　面接※ 100 200 200

合計 200 300 300

－３６－

■出願資格 ※下記（1）～（5）すべての条件を満たす者

令和５年度学校推薦（スポーツ区分）（経済・マネジメント学群のみ）

（１） 現役生であること

（２） スポーツ競技において優れた実績があり、４年間スポーツと勉学に励む強い意志があること

※都道府県大会ベスト８以上、もしくは優れた実績を挙げた者（種目指定なし）

（３） 調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）が3.5以上の者

（４） 学校長が推薦する者

（５） 合格した場合に入学を確約できる者

■選抜方法
提出された学校推薦書・志望理由書・調査書・スポーツ競技成績証明書・スポーツ推薦書の内容、およ
び本学が実施する面接による総合判定。 ※大学入学共通テストは課さない

■配点

経済・マネジメント学群のみ
募集：若干名

※複数の面接担当者による個別面接（30分程度）。
ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。

※経済・マネジメント学群：面接において、基礎知識を問う口頭試問
（社会の話題を扱った文書・グラフ等を提示し、それを踏まえて自由
に意見を述べる）を実施し、議論を進める。

書類 100

面接 100

スポーツ活動実績 100

合計 300
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＜選抜方法等＞
大学入学共通テストの結果、下記基準を満たした者を合格かつ特待生とする。

＜推薦特待生合格基準＞
・特待生Ｓ合格基準：大学入学共通テスト試験配点合計の80%以上

・特待生Ａ合格基準：大学入学共通テスト試験配点合計の70%以上
（経済・マネジメント学群は75%以上）

※利用教科・科目・配点は、志望する学群の前期日程Ａ方式に準ずる

＜出願資格＞
・現役生であること
・学校長が推薦する者
・合格した場合に入学を確約できる者

＜提出書類＞
・調査書（学習成績の状況の基準は設けない）
・学校推薦書

◆大学独自の個別学力検査は課さない

共通テストあり推薦

（共通テスト前出願）

令和５年度学校推薦（特待生区分）

－３７－

学校推薦型選抜について（高校生への説明：志望が高知工科の場合）

システム工学群 ・ 理工学群 ・ 情報学群 の場合
募集定員 ： 総合型 ＞ 学校推薦
学校推薦を受けるなら、総合型選抜も視野に入れる。

「システムや理工の１教科特化は一般選抜の途中にある入試！」

時代は「総合型選抜」。 入学試験は秋から始まっている！！

経済・マネジメント学群 の場合
募集定員 ： 総合型 ＜ 学校推薦
経済・マネジメント学群：得意分野があるなら総合型選抜も

視野に入れる。
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令和５年度一般選抜

－３８－

●令和５年度（高３生）
・ 理工学群（旧環境理工学群）にて理科に特化した一般選抜前期C方式を新設

・３つの方式から選択

・東京・大阪・岡山・高知・福岡
（御茶ノ水） （梅田） （岡山） （本学香美CP） （天神）

で受験が可能（後期日程は香美CPのみで実施）

【Ａ方式】
共通テスト･･･５教科型（全学群）

【Ｂ方式】
共通テスト･･･高得点３教科型

（システム工学群、情報学群、経済･マネジメント学群）

理系３学群【A・B方式】＝「数学」＆「理科から１教科」

理工学群【C方式】＝「理科から１教科」

経済・マネジメント学群【A・B方式】＝「英語」＆「国語・数学・世界史・日本史から１教科」

経済・マネジメント学群【C方式】=数学or英語１教科（出願時選択教科からの変更不可）

令和５年度一般選抜<前期日程>

■大学入学共通テスト

■個別学力検査

【Ｃ方式】
共通テスト･･･５教科型（1教科に特化した傾斜配点）

「理工学群は理科」 「経済・マネは数学or英語」 に特化

「一般選抜（前期・後期）においてはまだ調査書を点数化しない。」
（活動報告書の類もまだ提出を求めない。）
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■配点

システム工学群・理工学群・情報学群

＜共通テスト科目＞

国語、地歴・公民から１科目、数学２科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ）、理科２or３科目、外国語の５教科
７科目or５教科８科目

【理科】各学群とも(1)(2)のいずれかを選択

■システム工学群・情報学群

（１）「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２と「物理」「化学」「生物」から１

（２）「物理」「化学」「生物」から２

■理工学群

（１）「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２と「物理」「化学」「生物」「地学」から１

（２）「物理」「化学」「生物」「地学」から２

＜注＞（１）を選択する場合、同一名称を含む科目の選択は不可

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 100 200 200 200 900

個別学力検査 200 200 400

令和５年度一般選抜<前期日程A方式>

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

－３９－

■配点

システム工学群・情報学群

＜共通テスト科目＞高得点３教科３科目 【理科を選択する場合】･･･「物理」「化学」「生物」「地学」から１

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト （200） （200） （200） （200） （200） 600

個別学力検査 200 200 400

令和５年度一般選抜<前期日程B方式>

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）
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■配点

理工学群【C方式】

＜共通テスト科目＞
国語、地歴・公民から１科目、数学２科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ）、理科２or３科目、外国語の

５教科７科目or８科目

【理科】以下の(1)(2)のいずれかを選択（共通テストの点数を２倍）

（１）「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２と「物理」「化学」「生物」「地学」から１

（２）「物理」「化学」「生物」「地学」から２

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 100 50 100 400 100 750

個別学力検査 300 300

＜Ｃ方式の特徴＞

（１）「教科・理科（700点）得意理科科目（500点）」 理科に特化した方式
（共通テストの理科400点、個別は理科（物・化・生）１科目300点）

（２）個別学力検査１科目は、出願時に「物理、化学、生物」を指定（試験当日に科目の変更が可能）

令和５年度一般選抜<前期日程C方式>

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ80点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ20点）

理工学群
募集：10名

＜注＞（１）を選択する場合、同一名称を含む科目の選択は不可

－４０－

＜共通テスト科目＞高得点３教科型

【理科を選択する場合】「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２、

または「物理」「化学」「生物」「地学」から１

■配点

経済・マネジメント学群【A方式】

＜共通テスト科目＞ 国語、地歴・公民から２科目、数学１科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂから１科目）、

理科、外国語

【理科】 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２、または「物理」「化学」「生物」「地学」から１

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 200 100 100 200 800

個別学力検査 （200） （200） （200） 200 400

経済・マネジメント学群【B方式】
大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト （200） （200） （200） （200） （200） 600

個別学力検査 （200） （200） （200） 200 400

令和５年度一般選抜<前期日程A・B方式>

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）
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■配点

経済・マネジメント学群【C方式】

＜共通テスト科目＞ 国語、地歴・公民から２科目、数学１科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂから１科目）、

理科、外国語

【理科】 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２、または「物理」「化学」「生物」「地学」から１

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 100 100
100
or

400
100

100
or

400
800

個別学力検査 （400） （400） 400

＜Ｃ方式の特徴＞

（１）「数学」あるいは「英語」に特化した方式（共通テストの数学・英語のうち高得点を400点とする）

（２）個別学力検査は１科目、出願時に「数学」あるいは「英語」を指定

※個別学力検査の科目は出願後の変更はできません

令和５年度一般選抜<前期日程C方式>

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ80点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ20点）

or

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ320点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ80点）

－４１－

令和５年度一般選抜<後期日程>

●共通テスト３教科
※試験科目は、学群で異なる

＜個別学力試験＞１科目
理系３学群････数学

経済・マネジメント学群･･･英語or数学

後期日程は共通テスト＋個別
試験会場は【高知のみ】
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■配点

システム工学群

＜共通テスト科目＞ 数学２科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ）、理科１科目（物理、化学、生物か
ら１科目）、外国語の３教科４科目

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 200 200 600

個別学力検査 200 200

令和５年度一般選抜<後期日程>

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

－４２－

理工学群
大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 400 200 800

個別学力検査 200 200

＜共通テスト科目＞ 数学１科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂから１科目）、理科２科目（物理、化学、
生物、地学から２科目） 、外国語の３教科４科目

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

■配点

令和５年度一般選抜<後期日程>

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 （200） （200） 200 600

個別学力検査 （200） （200） 200

＜共通テスト科目＞ 国語、外国語の２科目に加え、数学、地歴・公民から１科目の３教科３科目

経済・マネジメント学群
（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、

ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

情報学群

＜共通テスト科目＞ 数学２科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ）と外国語に加え、国語、理科（物理、
化学、生物）から１科目の３教科４科目

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト (200) 200 （200） 200 600

個別学力検査 200 200

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）
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令和６年度入試

■現高校２年生から

経済・マネジメント学群の入試を変更
・ 総合型選抜の入試方式＆区分の変更
・ 学校推薦（スポーツ区分）の廃止→総合型移設へ
・ 各入試区分の募集人員の変更（推薦【減】→総合型【増】へ）

高知工科大学ホームページ → 入試情報 → 入試に関する重要なお知らせ

－４３－

令和６年度入試

●一般前期A 40 → 45

●一般前期C 15 → 20

●一般後期 15 → 10

●推薦（一般）
50（30）→ 20（15）

●推薦（スポーツ）
廃止→ 総合型へ

●総合型
20（10）→ 45（20）

■学群、入学定員、募集人員

170 90 100

20 10

10

20 10 10

若干名 若干名 若干名

120 60 60

10(10) 10(5)

若干名 若干名 若干名

10(10) 10(5) 若干名

一般区分 30（15）

特定スポー
ツ区分

15（5）

スポーツ区
分

若干名

40(20) 20(10) 40(25)

※ （　）内は高知県内高等学校枠、内数

※ 合否は志望学群ごとに判定します。

計
45（20）
20（10）

募
集
人
員

総合型選抜

総合型選抜 40(20) 20(10) 40(25)

若干名

若干名

20（15）
50（30）

80 40 40

160

45
40

20

20　15

10　15

若干名

95　90

20（15）
50（30）

学群 システム工学群 理工学群 情報学群 経済・マネジメント学群

入学定員

前期日程 Ｂ方式

前期日程 Ｃ方式

後期日程

社会人特別選抜

計

学校推薦型
選抜

学校推薦（一般区分）

学校推薦（スポーツ区分）

学校推薦（特待生区分）

計

一般選抜

前期日程 Ａ方式
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■出願資格 ※下記①～⑤すべての条件を満たす者

令和6年度経済・マネジメント学群総合型選抜

■選抜方法「一般区分」

■配点

募集人員
一般区分：30（15）
特定スポーツ：15（5）
スポーツ区分：若干名

【学群適性検査】
【数学】・【英語】のいずれか１つを選択して筆記で
解答する。（90分）

【 数 学 】（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）
【 英 語 】（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・

コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）

書類 100

面接 100

学群適性検査 300

合計 500

学群適性検査、個別面接（20分程度）、提出書類による総合判定。

※大学入学共通テストは課さない

※複数の面接担当者による個別面接（20分程度）。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。

①本学および経済・マネジメント学群のアドミッション・ポリシーに賛同し、経済・マネジメント学群で学びたいという強い意志を有する者。
なお、特定スポーツ区分またはスポーツ区分で志願する者においては、入学後は当該スポーツ団体等において活動し、勉学とスポーツに励む強い意志を併せ持つ者。

②令和６年３月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、または高等専門学校の第３学年を修了見込みの者
※高知県内高等学校枠･･･令和６年３月に高知県内の高等学校を卒業見込みの者、または高知県内の高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

③合格した場合に入学を確約できる者
④特定スポーツ区分、スポーツ区分においては、調査書における全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）が4.0以上の者
⑤特定スポーツ区分においては、卓球（男・女）、バレーボール（男・女）、硬式野球（男）、ソフトテニス（男・女）、剣道（男・女）、ソフトボール（男）の６種目の競技のいずれかにおいて、

令和３年４月以降、都道府県大会ベスト８以上の成績を有する者
スポーツ区分においては、特定スポーツ区分にて指定された競技以外で、令和３年４月以降、全国大会ベスト８以上の成績を有する者

「評定（学習成績の状況）」
一般区分・・・ハードルなし
特定スポーツ・・・4.0以上
スポーツ区分・・・4.0以上

「スポーツ実績」
特定スポーツ・・・県大会ベスト８以上
スポーツ区分・・・全国大会ベスト８以上

－４４－

令和6年度経済・マネジメント学群総合型選抜

■選抜方法「スポーツ区分」

■配点
書類 50

面接 50

活動実績 100

合計 200

■選抜方法「特定スポーツ区分」

■配点
書類 50

面接 50

実技試験 100

合計 200

個別面接（30分程度、基礎学力を問う口頭試問を含む場合がある）、競技種目別実技試験、

提出書類の総合判定。 ※大学入学共通テストは課さない

※複数の面接担当者による個別面接（20分程度）。

ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。

評定（学習成績の状況）：4.0以上
小論文の廃止 募集：15（5）

【特定スポーツ】 → 種目変更なし
卓球（男・女）、バレーボール（男・女）、
硬式野球（男）、ソフトテニス（男・女）、
剣道（男・女）、ソフトボール（男） の６種目

個別面接（30分程度、基礎学力を問う口頭試問を含む場合がある）、提出書類の総合判定。

※ 競技種目別実技試験、大学入学共通テストは課さない

募集：若干名
● 学校推薦からの移設

● 県大会８位以上 → 全国大会8位以上
● 実技試験は課さず活動実績書で評価
● 評定（学習成績の状況）：4.0以上

※複数の面接担当者による個別面接（20分程度）。

ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。




