
１７ 入学志願票の記入要領及び記入例

（１）注 意 事 項
１）入学志願票は学部・日程別になっています。志望する学部・日程の志願票を使用してください。

２）出願書類受付後の志望学部，志望学科・課程（コース・専攻），試験場及び選択科目の変更は認めません。

３）出願書類に不備がある場合には受理しないことがありますので十分注意してください。

４）受付後の出願書類は返還しません。

５）出願手続等において不正な行為があった場合は，合格・入学を取り消すことがあります。

（２）記 入 要 領
注１ 記入事項は，黒のボールペン（又はペン）を使用し，楷書で丁寧に記入してください。

注２ 大学記入欄には記入しないでください。訂正する場合は，二重線で消し正しく記入してください。

訂正印は不要です。

１）①②氏名は正確に記入し，フリガナはカタカナで記入してください。

※常用漢字で記入してください。（JIS漢字コードの第１・第２水準以外を含む場合，その文字が置き換えら

れることがあります。）

２）⑥⑦連絡先の電話番号は，緊急連絡を必要とする場合，必ず志願者に連絡がとれるところ（出願時から

合格（追加合格）者発表の日まで）を記入してください。携帯電話を所有している者は必ずその番号を記

入してください。また，保護者の連絡先が異なる場合も必ず記入してください。

※連絡先が変更になった場合は，必ずその旨の文書（様式自由）をＦＡＸ等で入試課へ連絡してください。

３）⑧出願資格は出身高等学校等の卒業（見込み）年月等を記入し，該当する語句を○で囲んでください。

４）⑨併願大学は，大学全体の合格者数の検討に用いるものであり，個々の受験者の合否判定に用いるもの

ではありません。本学と併願して他の国公立大学・学部（独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学

部を除く。以下同じ。）へ出願する者及び本学の「前期－後期」の併願をする者は記入してください。

５）⑫大学入試センター試験成績請求票貼付欄は，前期日程志願者は「 前 平成30センター試験成績請求

票国公立前期日程用」を，また後期日程志願者は「 後 平成30センター試験成績請求票国公立後期日程

用」を必ず貼付してください。

６）⑬志望学科・課程（コース・専攻）は，志望する学部の学科又は課程（コース・専攻）の番号（次ペー

ジ参照※）を○で囲んでください。

７）⑭個別学力検査選択科目は，入学者選抜の実施教科・科目等（１９～２５ページ参照）の個別学力検査

等の欄で確認し，★印（選択科目等）がある場合，選択する科目の番号を必ず○で囲んでください。

※工学部の前期日程を志願する者で，英語の資格・検定試験による英語の免除（２９ページ参照）を希望する者は，

該当の番号「１ 英語の資格・検定試験による英語の免除を希望する」を必ず○で囲んでください。

※地域資源創成学部の前期日程を志願する者で，英語の資格・検定試験による英語の加点（２９ページ参照）を

を希望する者は，該当の番号「１ 英語の資格・検定試験による英語の加点を希望する」を必ず○で囲んでください。

８）⑮第２志望学科・課程（コース・専攻）は，下記の要件に該当する者のみ番号を○で囲んでください。

ⅰ-１ 教育学部前期日程において学校教育課程小中一貫教育コース小学校主免専攻（2/3型入試），小中

一貫教育コース中学校主免専攻（2/3型入試）もしくは教職実践基礎コースを志望する者で，第２

志望を希望する者

ⅰ-２ 教育学部前期日程において学校教育課程小中一貫教育コース小学校主免専攻（理系入試）もしくは

小中一貫教育コース中学校主免専攻（理系入試）を志望する者で，第２志望を希望する者

ⅰ-３ 教育学部後期日程において学校教育課程小中一貫教育コース小学校主免専攻（小論文型入試）もし

くは小中一貫教育コース中学校主免専攻（小論文型入試）を志望する者で，第２志望を希望する者

※詳細は，１７ページ「５ 教育学部，工学部及び農学部における第２志望について （１）教育学

部」にて確認してください。

ⅱ 工学部を志望する者で第１志望の学科として選択した学科以外の学科を第２志望とする者

ⅲ 農学部前期日程において獣医学科を志望する者で，畜産草地科学科を第２志望とする者

（各要件ともに第２志望選抜を希望しない者は記入不要）

９）⑯希望する試験場は，農学部及び地域資源創成学部の前期日程を志望する者のみ希望する試験場の番号を

○で囲んでください。

１０）⑰大学入試センター試験受験教科・科目の確認は，本要項３８～４１ページの「大学入試センター試験受験教

科・科目の確認欄」で必ず確認してください。当該確認欄にて志望する各学部の学科・課程（コース・専攻）が

指定した受験教科・科目を受験したことが確認できたら「はい」を○で囲んでください。

なお，志望する各学部の学科・課程（コース・専攻）が指定した受験教科・科目をすべて受験していない場合

（「いいえ」を○で囲んだ者）は，当該学部の学科・課程（コース・専攻）の出願資格はありませんので，出願

書類を受理しません。

１１）虚偽の記入をした者は，合格を取り消すことがあります。また，入学後であっても入学許可を取り消す

ことがあります。



※入学志願票の志望学科・課程（コース・専攻）欄は，次の略称を用いています。

志望学部・学科等に誤りのないように注意してください。

教育学部 学校教育課程 医 学 部

（前期） （略称） （略称）

小中一貫教育コース小学校主免専攻（2/3型入試） → 小主免2/3 医学科 → 医

小中一貫教育コース小学校主免専攻（理系入試） → 小主免理系 看護学科 → 看 護

小中一貫教育コース中学校主免専攻（2/3型入試） → 中主免2/3

小中一貫教育コース中学校主免専攻（理系入試） → 中主免理系

教職実践基礎コース（2/3型入試） → 教職実践 地域資源創成学部

発達支援教育コース子ども理解専攻(2/3型+面接入試) → 子ども理解

発達支援教育コース特別支援教育専攻(2/3型+面接入試) → 特別支援 地域資源創成学科

（略称）

（後期） （略称） → 地域資源

小中一貫教育コース小学校主免専攻（小論文型入試） → 小主免

小中一貫教育コース中学校主免専攻（小論文型入試） → 中主免

工 学 部 農 学 部

（略称） （略称）

環 境 応 用 化 学 科 → 応用化学 植物生産環境科学科 → 植物生産

社会環境システム工学科 → 社会環境 森林緑地環境科学科 → 森林緑地

環境ロボティクス学科 → 環境ロボ 応用生物科学科 → 応用生物

機械設計システム工学科 → 機械設計 海洋生物環境学科 → 海洋生物

電 子 物 理 工 学 科 → 電子物理 畜産草地科学科 → 畜産草地

電気システム工学科 → 電気ｼｽﾃﾑ 獣医学科 → 獣 医

情報システム工学科 → 情報ｼｽﾃﾑ

◎４２～４３ページの「記入例」は，次の者を志願者として例示しています。

志 願 者 宮崎太郎

性 別 男

卒業・卒業見込年月 平成３０年３月卒業見込み

志望学部 教育学部

日 程 前期日程

志望学科･課程(コース･専攻) 学校教育課程小中一貫教育コース

小学校主免専攻（2/3型入試）

（第２志望：教職実践基礎コース）

個別学力検査選択科目 英語，数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ



（３）大学入試センター試験受験教科・科目の確認欄 
 

 出願にあたっては，志望する学部の学科・課程（コース・専攻）で指定された大学入試センター試験受験

教科・科目（本要項１９～２５ページ参照）を受験しているか，必ず以下の「確認欄」で確認してください。

志望する学科・課程（コース・専攻）の確認欄すべてに○が付いた場合のみ，入学志願票の⑰大学入試セン

ター試験受験教科・科目の確認の「はい」を○で囲んでください。 

※英語のリスニングテストを免除された者は，筆記試験を受験していれば確認欄に○を付けてください。 
 
 

教育学部 
 ○学校教育課程 

・小中一貫教育コース小学校主免専攻，中学校主免専攻（２/３型入試【前期】，小論文型入試【後期】） 

・教職実践基礎コース（２/3型入試【前期】） 

・発達支援教育コース子ども理解専攻，特別支援教育専攻（２/3型＋面接入試【前期】） 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

数学（数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａ）から１科目受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ，  から１ 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣）        又は２科目        から３科目受験しました 

理科（物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２科目））から１又は２科目 

 

外国語（英（リスニングを含む），独，仏，中，韓）から１科目受験しました  

 
 

○学校教育課程 

・小中一貫教育コース小学校主免専攻，中学校主免専攻（理系入試【前期】） 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａ）から１科目受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

理科（物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２科目））から２科目受験しました  

外国語（英（リスニングを含む），独，仏，中，韓）から１科目受験しました  

 

 

注）各コース・専攻の受験教科・科目については１９及び２０ページの注意事項をご確認ください。 



医学部 
 ○医学科【前期・後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ・数Ａ）を受験しました  

数学（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

理科（物，化，生）から２科目受験しました  

英語（リスニングを含む）を受験しました  

 
 
 ○看護学科【前期・後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ・数Ａ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

理科（物，化，生）から１科目受験しました  

英語（リスニングを含む）を受験しました  

 
 

注）各学科の受験教科・科目については２１ページの注意事項をご確認ください。 

 

 

工学部 
 ○全学科【前期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ・数Ａ）を受験しました  

数学（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました※  

理科（物，化，生）から２科目受験しました  

外国語（英（リスニングを含む），独，仏，中，韓）から１科目受験しました  

    ※数学についての注意事項 

     ｢簿記・会計｣，｢情報関係基礎｣を選択できる者は，高等学校でこれらの科目を履修した者及び文部科 

学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程の修了（見込み）者に限ります。 

 

 

 ○全学科【後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ・数Ａ）を受験しました  

数学（数Ⅱ・数Ｂ）を受験しました  

理科（物，化，生）から２科目受験しました  

外国語（英（リスニングを含む），独，仏，中，韓）から１科目受験しました  

 
 

注）各学科の受験教科・科目については２２ページの注意事項をご確認ください。 



 

農学部 
 ○植物生産環境科学科【前期・後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ・数Ａ）を受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

理科（物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２科目））から２科目受験しました  

外国語（英（リスニングを含む），独，仏，中，韓）から１科目受験しました  

 

 ○森林緑地環境科学科【前期・後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａ）から１科目受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

理科（物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２科目））から２科目受験しました  

外国語（英（リスニングを含む），独，仏，中，韓）から１科目受験しました  

 

 ○応用生物科学科【前期・後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，現社，倫，政経，｢倫・政経｣）から１科目受験しました  

数学（数Ⅰ・数Ａ）を受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ）から１科目受験しました  

理科（物，化，生，（物基，化基，生基から２科目））から２科目受験しました  

英語（リスニングを含む）を受験しました  

 

○海洋生物環境学科【前期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ・数Ａ）を受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ）から１科目受験しました  

理科（物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２科目））から２科目受験しました  

英語（リスニングを含む）を受験しました  

 

 ○海洋生物環境学科【後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

数学（数Ⅰ・数Ａ）を受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ）から１科目受験しました  

理科（物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２科目））から２科目受験しました  

英語（リスニングを含む）を受験しました  

 

 ○畜産草地科学科【前期・後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａ）から１科目受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

理科（物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２科目））から２科目受験しました  

英語（リスニングを含む）を受験しました  

 



  

○獣医学科【前期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａ）から１科目受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

理科（物，化，生）から２科目受験しました  

英語（リスニングを含む）を受験しました  

 

 ○獣医学科【後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣） 
から１科目受験しました 

 

数学（数Ⅰ・数Ａ，数Ⅱ・数Ｂ）から１科目受験しました  

理科（物，化，生）から１科目受験しました  

英語（リスニングを含む）を受験しました  

 

注）各学科の受験教科・科目については２３及び２４ページの注意事項をご確認ください。 

 

地域資源創成学部 
 ○地域資源創成学科【前期・後期】 

受験教科・科目 確認欄 

国語を受験しました  

数学（数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａ）から１科目受験しました  

数学（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報）から１科目受験しました  

地歴・公民（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ，  から１ 

現社，倫，政経，｢倫・政経｣）        又は２科目        から３科目受験しました 

理科（物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２科目））から１又は２科目 

 

外国語（英（リスニングを含む），独，仏，中，韓）から１科目受験しました  

 

注）地域資源創成学科の受験教科・科目については２５ページの注意事項をご確認ください。 

 


