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Ⅰ．入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

 

本学は、基本理念である「地域と世界で活躍する人間性豊かなグローカル人材を育成する大学」「持

続的発展に向けて生産システムや人間の健康医療の科学技術を革新し、異文化交流を推進する大学」

「地域に対して貢献し、地域によって支えられ、地方を共創する大学」に共感し、十分な基礎学力とと

もに、次のような資質を有する学生を求める。 

○ 学習意欲と探究心を持って自己実現を目指す人 

○ 豊かな教養を身につけ、地域社会と人類の発展に寄与しようと努力する人 

○ 社会が抱える問題について主体的に学び、その解決に取り組む意欲のある人 

 

【生産システム科学部生産システム科学科】 

本学科の教育理念及び教育目標に共感し、地域と世界の産業に貢献しようとする次のような学生を

求める。 

○ 数学、物理など、ものづくりの仕組みを理解できる基礎学力を有し、機械、電気、電子、情報に関

する知識や仕組みについて高い関心をもつ人 

○ サスティナブル（持続可能な）社会の実現を目指し、未来の生産システムの構築に強い意欲をもっ

て取り組める人 

○ 豊かな教養と幅広い人間性を備え、地域社会の持続的発展に誇りと喜びを持って貢献できる人 

 

【保健医療学部看護学科】 

本学科の設置の目的、教育理念と教育目標に共感し、次に示した 3 つのすべてを併せ持つ学生を求

める。 

○ 人々の営みや健康問題に関心を持ち、看護師または保健師として地域社会の医療・保健・福祉分野

の発展に貢献しようと努力する人 

○ 相手の立場に立ち、思いやりをもって接することができる人 

○ 看護学として必要とされる専門知識・技術を学ぶための基礎学力を持った人 

 

【保健医療学部臨床工学科】 

本学科の教育理念及び教育目標に共感し、本学科を成長の場としたいと願う次のような学生を求める。 

○ 人の尊厳を重んじ、生命への高い関心と倫理観を有する人 

○ 人の命に対して真摯に向き合い、病を抱える人の回復のために自らの持つ力を最大限に発揮して

取り組もうとする人 

○ 臨床工学を学ぶための理数系科目の基礎学力と、医療に関する高い学修意欲を有する人 

○ 医療専門職の一員として、関連する医療職種を理解し、チーム医療や地域医療に貢献のできる資

質を有する人 
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【国際文化交流学部国際文化交流学科】 

国際的視野から地域貢献を目指す人文社会学系の総合学部であり、本学科の教育理念及び教育目標

に基づいて次のような学生を求める。 

○ 南加賀地域及び北陸の発展に強い意欲を有する人 

○ 自国の文化に誇りをもち、国際社会とその文化的多様性を探求することを通じて、南加賀地域を 

  はじめとする地域社会の発展に貢献できる人 

○ 海外事情に関心があり、外国語能力をさらに向上させたい人 

○ 地域社会などの実態調査を通じて情報分析能力を身につけたい人 

○ 問題発見能力を鍛え、個性的な発想によって新しい価値を創造する意欲のある人 

 

 

  



3 

 

Ⅱ．推薦入試 

推薦入試は、一般推薦及び地域推薦（市内推薦及び県内推薦）により以下のとおり実施します。 

国公立大学の推薦入試(大学入試センター試験を課す場合、課さない場合も含めて)へ出願できる

のは、1つの大学・学部に限られるので注意してください。 

 

１．募集人員 

学部 学科 

募集人員 

地域推薦 一般 
推薦 

計 
市内 県内 

生産システム科学部 生産システム科学科 6人 7人 7人 20人 

保健医療学部 

看護学科 5人 5 人 2人 12人 

臨床工学科 2人 3 人 3人 8人 

計 7人 8 人 5人 20人 

国際文化交流学部 国際文化交流学科 7人 6 人 7人 20人 

合 計 20人 21 人 19人 60人 

大学入試センター試験 課さない 課す  

（注）１．推薦入試の市内とは石川県小松市内を、県内とは石川県内（小松市内を含む）を 

    それぞれ指します。 

２．推薦入試の合格者（入学手続者）が募集人員に満たなかった場合は、一般入試の 

 合格者で補充します。 

 



4 

 

２．試験日程 

（１）令和 2年度大学入試センター試験（一般推薦入試のみ）  
令和 2年 1月 18日（土）、19日（日） 

（２）個別学力検査等 

入試区分 出願期間 入学試験 合格者発表 入学手続期限 

地域推薦入試 

（市内・県内） 

令和元年 

11月 1日（金）～ 

11月 7日（木） 

令和元年 

11月 16日（土） 

令和元年 

11月 22日（金） 

令和元年 

12月 6日（金） 

一般推薦入試 

令和元年 

12月 16日（月）～ 

12月 24日（火） 

令和 2年 

2月 1日（土） 

令和 2年 

2月 10日（月） 

令和 2年 

2月 19日（水） 

 

 ３．地域推薦入試 

  地域の優秀な人材を地域で育て、磨き、地域社会へ輩出することを目的として、地域推薦入試を 

 実施します。 

  地域推薦入試の市内推薦及び県内推薦は、大学入試センター試験を課さない試験です。調査書、 

 推薦書、志願理由等の出願書類審査、面接、課題作文等により学習意欲や能力を総合的に判定しま 

 す。また、調査書、推薦書及び志願理由書の出願書類は、履修状況・学業成績等を確認するための 

 資料ないし面接試験の参考資料として用います。 

（１）募集人員 

学部 学科 
募集人員 

市内推薦 県内推薦 

生産システム科学部 生産システム科学科 6人 7人 

保健医療学部 

看護学科 5人 5人 

臨床工学科 2人 3人 

計 7人 8人 

国際文化交流学部 国際文化交流学科 7人 6人 

合  計 20人 21人 

（注）１．大学入試センター試験を課さない入試です。 

２．地域推薦の市内とは石川県小松市内を、県内とは石川県内（小松市内を含む）を  

それぞれ指します。 

３．推薦入試の合格者（入学手続者）が募集人員に満たなかった場合は、一般入試の  

合格者で補充します。 
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（２）出願資格 

次のア～ウのいずれかに該当する者 

ア 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を平成 31年 4月から令和 2年 3月までに卒

業又は卒業見込みの者 

イ 通常の課程による 12年の学校教育を平成 31年 4月から令和 2年 3月までに修了又は修了

見込みの者 

ウ 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

当該課程を平成 31年 4月から令和 2年 3月までに修了又は修了見込みの者 

（３）推薦要件 

    以下の要件を満たし、調査書の評定平均値が一定水準（B段階 3.5）以上あり、出身学校長が

責任を持って推薦できる者で、かつ、合格した場合、入学することを確約できる者を対象に推薦

入試を実施します。 

① 市内推薦 

  次のⅰ又はⅱのいずれかに該当する者で、ⅲに定める推薦人数とします。 

 ⅰ 小松市内に所在する高等学校を平成 31年 4月から令和 2年 3月までに卒業又は卒業 

  見込みの者 

 ⅱ 高等学校卒業年度の 4月 1日以前から引き続き本人又は保護者※が小松市内に住所を 

  有する者で、小松市外に所在する高等学校を平成 31年 4月から令和 2年 3月までに卒業 

  又は卒業見込みの者 

  ※保護者とは、父母又は主たる生計維持者をいう。 

 ⅲ 高等学校からの推薦人数は、学部学科ごとに次の通りです。 

  ・ 生産システム科学部 生産システム科学科 １校３人以内 

  ・ 保健医療学部 看護学科         １校２人以内 

 ・ 保健医療学部 臨床工学科        １校１人以内 

 ・ 国際文化交流学部 国際文化交流学科   １校３人以内 

 

② 県内推薦 

  次のⅰに該当する者で、ⅱに定める推薦人数とします。 

 ⅰ 石川県内（小松市内を含む）に所在する高等学校を平成 31年 4月から令和 2年 3月 

  までに卒業又は卒業見込みの者 

     ⅱ 高等学校からの推薦人数は、各学部学科とも１校１人以内です。 
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（４）選抜方法 

市内推薦及び県内推薦は、大学入試センター試験を課さない入試です。調査書、推薦書、志願理

由書、面接、課題作文により学習意欲や能力を総合的に判定します。 

学部学科 
推薦 

区分 

募集 

人員 
選抜方法等 配点 内容 

生産システム 
科学部 

生産システム 
科学科 

市内 
推薦 

６人 面接（個人） 100 多面的な質問を行い、勉学意
欲と資質を評定します（数学･
物理の基礎に関する試問を含
む）。 

県内 
推薦 

７人 面接（個人） 100 

保健医療学部 

看護学科 

市内 
推薦 

５人 面接（個人） 200 
多面的な質問を行い、勉学意

欲と資質・適性を評定します。 県内 
推薦 

５人 面接（個人） 200 

臨床工学科 

市内 
推薦 

２人 面接（個人） 200 
多面的な質問を行い、勉学意

欲と資質・適性を評定します。 県内 
推薦 

３人 面接（個人） 200 

国際文化 
交流学部 

国際文化 
交流学科 

市内 
推薦 

７人 

面接（個人） 100 
多面的な質問を行い、勉学意
欲と資質を評定します。 

課題作文 100 

日常生活又は地域、国際をテ

ーマとする英語による導入文

（リード文）を提示し、当該

テーマについて日本語で自由

作文させることで、文章表現

能力等の資質を評定します。 

県内 
推薦 

６人 

面接（個人） 100 
多面的な質問を行い、勉学意
欲と資質を評定します。 

課題作文 100 

日常生活又は地域、国際をテ
ーマとする英語による導入文
（リード文）を提示し、当該
テーマについて日本語で自由
作文させることで、文章表現
能力等の資質を評定します。 
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（５）試験期日・試験時間・試験会場 

  市内推薦・県内推薦ともに、以下の内容で実施します。 

学部 学科 試験期日・試験時間 試験会場 

生産システム 
科学部 

生産システム 

科学科 

令和元年 11 月 16日（土） 

面接 9：00～ 
粟津キャンパス 

保健医療学部 

看護学科 
令和元年 11 月 16日（土） 

 面接 9：00～ 
末広キャンパス 

臨床工学科 
令和元年 11 月 16日（土） 

 面接 9：00～ 
中央キャンパス 

国際文化交流学部 国際文化交流学科 

令和元年 11 月 16日（土） 

課題作文    9：30～11：00 

面接（個人） 13：00～ 

中央キャンパス 

（注）試験会場等の詳細は、受験票送付の際に通知します。 

 

（６）出願手続 

① 出願期間 

令和元年 11月 1 日（金）～11月 7日（木） ※期間内必着 

※ 出願書類の提出は、郵送（書留速達郵便）のみとし、令和元年 11 月 7日（木）午後 5時ま

でに必着とします。出願期間後に到着した出願書類のうち、令和元年 11月 6日（水）までの

発信局日付印のある書留速達郵便に限り受理します（上記に記載された提出期限を過ぎたも

のは、受理しません）。 

② 入学検定料 

入学検定料 17,000円 

本要項に添付の振込依頼書に必要事項を記入の上、「電信扱」が利用できる金融機関（銀行、

信用金庫、信用組合、農協、漁協）窓口から振り込んでください（ゆうちょ銀行・郵便局からの

お振込みはできません）。振込手数料は、志願者負担となります。 

※ 金融機関の窓口受付終了時刻までに振り込んでください。また、土・日・祝日は休業となり

ますので、注意してください。 

※ ＡＴＭ（現金自動預払機）、携帯電話、パソコン等からは振込まないでください。 

【入学検定料の返還について】 

出願書類受理後は、原則として入学検定料の返還には応じません。ただし、入学検定料の振込

後、出願を取り止めた場合は返還手続きを行うことができますので、令和 2 年 2 月 28 日（金）

までに本要項 27ページの「お問い合わせ」までご連絡ください。なお、返還手続きの際は「領

収書（本人控）」及び「振込金証明書（提出用）」が必要になります。  
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③ 出願方法 

志願者は、以下の出願書類（１～６及び必要に応じて提出する書類）を、一括して本要項に添

付の入学願書提出用封筒に入れ、差出人欄等に記入後、出願期間内に以下の提出先へ書留速達

郵便で郵送してください。出身高等学校等で取りまとめて提出する場合も、志願者ごとに本要

項に添付の封筒に入れて郵送してください。 ※本学窓口では受理いたしません。 

 

 【提出先】公立小松大学 学生課入試係 

  〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10  

 

出願書類に不備がある場合は、受理しないことがあります。なお、郵送された出願書類につい

て、本学への到着の有無の問い合わせには応じません。日本郵便ウェブサイトの「郵便追跡サー

ビス」で志願者本人が確認してください。 

また、出願書類受理後はいかなる理由があっても書類の返却、記載事項の変更及び入学検定料

の返還には応じません。なお、出願書類等の内容に虚偽の記載があった場合は、入学後において

も、入学を取り消すことがあります。 
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【出願に必要な書類等】 

出願書類 説明事項 

１ 入学志願書 
本学所定の様式を使用し、添付された記入例に従い受験者本人が記入し

てください。 

２ 

写真票 

写真票の所定欄に、写真（無帽上半身正面、出願前 3か月以内に撮影し

たもの、縦 4cm×横 3cm、カラー・白黒いずれも可、裏面に志願学科名及

び氏名を明記）を貼り付けてください。 

受験票 本学所定の様式をご使用ください。 

入学検定料振込金 

証明書貼付用紙 

入学検定料振込後、「振込金証明書（提出用）」に取扱金融機関の領収印

が押印されていることを確認し、本要項に添付の「入学検定料振込金証明

書貼付用紙」に貼ってください。 

「領収書（本人控）」は大切に保管してください。 

納入方法は本要項 7ページの「（6）②入学検定料」を参照してください。 

３ 受験票送付用封筒 
受験票等を送付しますので、添付の長 3封筒に確実に届く住所を記入し、

必ず速達料金（384円分）の切手を貼ってください。 

４ 調査書等 

文部科学省所定の様式により出身学校長が作成し、厳封したものを提出

してください。 

被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業証明書、成績

通信簿その他志願者が提出できる書類を、また、これらの書類等を提出で

きない場合は、出身高等学校を所管する教育委員会、知事又は出身高等学

校長が作成した調査書を発行できない旨の証明書を提出してください。 

５ 推薦書 
本学所定用紙により出身学校長が作成し、厳封したものを提出してくだ

さい。 

６ 志願理由書 

本学所定の様式により、志願する理由をできるだけ具体的に 500字以内

で作成し、提出してください。 

※様式は、本学ホームページからダウンロードできます。 

 

（７）受験票の発送 

令和元年 11月 8日（金）頃に発送します。 

令和元年 11月 13日（水）までに受験票が到着しない場合は、本要項 27ページの「お問い合わ

せ」までご連絡ください。 

 

（８）合格者発表 

合格者の受験番号を次のとおり発表します。また、合格者には、合格通知書、入学手続要項を送

付します。受験者の出身学校長には、選抜の結果を通知します。 

なお、電話による合否の照会には応じません。 

発表日時 令和元年 11月 22日（金）午後 1時（予定） 

発表場所 中央キャンパス 石川県小松市土居原町 10番地 10 

公立小松大学ホームページ https://www.komatsu-u.ac.jp/ 
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（９）入学手続 

入学手続の詳細は、「合格通知書」とともに送付する「入学手続要項」を参照してください。 

① 入学手続期間 

令和元年 11月 25 日（月）～12月 6日（金） ※期間内必着 

【提出先】公立小松大学 学生課入試係 

 〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10  

② 提出書類 

提出する書類・時期・方法については、入学手続要項でお知らせします。 
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４．一般推薦入試 

  学力のみでは測ることができない多様性を備えた学生確保を目的として、一般推薦入試を実施 

 します。 

  一般推薦入試は、令和 2年度大学入試センター試験により一定の基礎学力を確かめるとともに、 

 調査書、推薦書、志願理由等の出願書類審査、面接、課題作文等により総合的に判定します。また、 

 調査書、推薦書及び志願理由書の出願書類は、履修状況・学業成績等を確認するための資料ないし面 

 接試験の参考資料として用います。 

  なお、大学入試センター試験の成績の複数年度利用は、行いません。 

（１）募集人員 

学部 学科 募集人員 

生産システム科学部 生産システム科学科 7人 

保健医療学部 

看護学科 2人 

臨床工学科 3人 

計 5人 

国際文化交流学部 国際文化交流学科 7人 

合 計 19人 

（注）１．大学入試センター試験を課す入試です。 

２．推薦入試の合格者（入学手続者）が募集人員に満たなかった場合は、一般入試の 

合格者で補充します。 

（２）出願資格 

  次のア～ウのいずれかに該当する者 

ア 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を平成 31年 4月から令和 2年 3月までに卒

業又は卒業見込みの者 

イ 通常の課程による 12年の学校教育を平成 31年 4月から令和 2年 3月までに修了又は修了

見込みの者 

ウ 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

当該課程を平成 31年 4月から令和 2年 3月までに修了又は修了見込みの者 

（３）推薦要件 

  以下の要件を満たし、調査書の評定平均値が一定水準（B段階 3.5）以上あり、出身学校長が責

任を持って推薦できる者で、かつ、合格した場合、入学することを確約できる者 

ア 令和 2年度大学入試センター試験で志願する学部学科が課す教科・科目を受験する者 

イ 高等学校からの推薦人数は、各学部学科とも１校 1人以内です。 
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（４）選抜方法 

   ア 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等について 

 ⅰ 大学入試センター試験で、指定した教科・科目数を超えて受験している場合は、 

  指定した教科･科目数の範囲で高得点の成績を利用します。 

      ただし、『「地歴」「公民」』の受験科目を１科目と指定した学科において 2科目受験 

     している場合は、それぞれ受験した科目のうち第１解答科目の成績を利用します。 

     ※大学入試センター試験の『「地歴」「公民」』の試験時間において 2科目を選択する場合、 

     解答順に前半に受験した科目を第 1解答科目、後半に受験した科目を第 2解答科目と 

     します。 

 ⅱ 大学入試センター試験で「数学」2科目を課す学科については、2科目の合計を 

  表記しています。各科目の配点は各々2分の 1とします。 

 ⅲ 大学入試センター試験の『外国語「英語」』は、筆記試験（素点 200点満点）と 

  リスニングテスト（素点 50点満点）の合計点（250点）を利用します。 

  イ 大学入試センター試験で、志願する学科が課すすべての教科・科目等を受験しなければ、 

   個別学力検査等を受験することはできません。また、個別学力検査等で、志願する学科が課す 

   すべての教科・科目等を受験しなければ失格となります。 

ウ 各学科の教科・科目名が表示してある表の下の「大学入試センター試験の注意事項」も必ず 

 参照してください。 
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【生産システム科学部】 

大学入試センター試験・個別学力検査等の利用教科・科目名等 

試験区分 教科 科目名等 配点 合計 

一
般
推
薦
入
試 

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験 

[

２
教
科
３
科
目]

 

数学 

「数学Ⅰ･数学 A」 
２００ 

(100×2） 

３００ 
「数学Ⅱ･数学 B」 

理科 「物理」 １００ 

個別学力

検査等 
その他 

「面接（個人）」 

多面的な質問を行い、勉学意欲と資質を評定します。 
１００ １００ 

合 計 ４００ 

 

大学入試センター試験の注意事項 

１．「理科」は、「物理」の成績を利用します。  
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【保健医療学部(看護学科、臨床工学科)】 

大学入試センター試験・個別学力検査等の利用教科・科目名等 

試験区分 教科 科目名等 配点 合計 

一
般
推
薦
入
試 

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験 

[

２
教
科
３
科
目]

 

数学 

【１科目を選択】 

「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ･数学 A」 １００ 

（50×2） 

３００ 

【１科目を選択】 

「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ･数学 B」 

外国語 「英語」（リスニングを含む） ２００ 

個別学力

検査等 
その他 

「面接（個人）」 

多面的な質問を行い、勉学意欲と資質・適性を評定

します。 

２００ ２００ 

合 計 ５００ 

 

大学入試センター試験の注意事項 （看護学科・臨床工学科 共通） 

１．「数学」は、2科目とも素点 100点満点を傾斜配点で 50点とし、合わせて 100点とします。 

２．『外国語「英語」』は、筆記試験（素点 200点満点）とリスニングテスト（素点 50点満点）の合計

点（250点）を傾斜配点で 200点とします。なお、リスニングテストの免除を大学入試センターに申

請し、許可された者については、筆記試験の得点(200点)をそのまま利用します。 
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【国際文化交流学部】 

大学入試センター試験・個別学力検査等の利用教科・科目名等 

試験区分 教科 科目名等 配点 合計 

一
般
推
薦
入
試 

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験 

[

３
教
科
３
科
目] 

国語 国語 １００ 

４００ 
地歴 

公民 

【１科目を選択】 

「世界史 A」、「世界史 B」、「日本史 A」、「日本史 B」、「地

理 A」、「地理 B」、 

「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、「倫理、政治･経済」 

１００ 

外国語 「英語」（リスニングを含む） ２００ 

個別学力

検査等 

その他 
「面接（個人）」 

多面的な質問を行い、勉学意欲と資質を評定します。 
２００ 

４００ 

その他 

「課題作文」 

日常生活又は地域、国際をテーマとする日本語による導

入文（リード文）を提示し、当該テーマについて自由作

文させることで、文章表現能力等の資質を評定します。 

２００ 

合 計 ８００ 

 

大学入試センター試験の注意事項 

１．「国語」は、素点 200点満点を傾斜配点で 100点とします。 

２．『「地歴」「公民」』で 2科目受験している場合は、第 1解答科目の成績を利用します。 

３．『外国語「英語」』は、筆記試験（素点 200点満点）とリスニングテスト（素点 50点満点）の 

 合計点（250点）を傾斜配点で 200点とします。なお、リスニングテストの免除を大学入試センタ 

 ーに申請し、許可された者については、筆記試験の得点(200 点)をそのまま利用します。 
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（５）試験期日・試験時間・試験会場 

学部 学科 一般推薦試験期日・試験時間 試験会場 

生産システム 
科学部 

生産システム 

科学科 

令和 2年 2月 1日（土） 

面接 9：00～ 
粟津キャンパス 

保健医療学部 

看護学科 
令和 2年 2月 1日（土） 

面接 9：00～ 
末広キャンパス 

臨床工学科 
令和 2年 2月 1日（土） 

面接 9：00～ 
中央キャンパス 

国際文化交流学部 国際文化交流学科 

令和 2年 2月 1日（土）  

課題作文  9：30～11：00 

面接   13：00～ 

中央キャンパス 

（注）試験会場等の詳細は、受験票送付の際に通知します。 

 

（６）出願手続 

① 出願期間 

令和元年 12月 16日（月）～12月 24日（火） ※期間内必着 

※出願書類は、郵送（書留速達郵便）のみとし、令和元年 12月 24日（火）午後 5時までに必

着とします。出願期間後に到着した出願書類のうち、令和元年 12月 23日（月）までの発信局

日付印のある書留速達郵便に限り受理します（上記に記載された提出期限を過ぎたものは、受

理しません）。 

② 入学検定料 

入学検定料 17,000円 

本要項に添付の振込依頼書に必要事項を記入の上、「電信扱」が利用できる金融機関（銀行、

信用金庫、信用組合、農協、漁協）窓口から振り込んでください（ゆうちょ銀行・郵便局からの

お振込みはできません）。振込手数料は、志願者負担となります。 

※１ 金融機関の窓口受付終了時刻までに振り込んでください。また、土・日・祝日は休業と 

  なりますので、注意してください。 

※２ ＡＴＭ（現金自動預払機）、携帯電話、パソコン等からは振込まないでください。 

【入学検定料の返還について】 

出願書類受理後は、原則として入学検定料の返還には応じません。ただし、入学検定料の振込

後、出願を取り止めた場合は返還手続きを行うことができますので、令和 2 年 2 月 28 日（金）

までに本要項 27ページの「お問い合わせ」に連絡してください。なお、返還手続きの際は「領

収書（本人控）」及び「振込金証明書（提出用）」が必要になります。  

③ 出願方法 

志願者は、以下の出願書類（１～６及び必要に応じて提出する書類）を、一括して本要項に添

付の入学願書提出用封筒に入れて、差出人欄等に記入後、出願期間内に以下の提出先へ書留速

達郵便で郵送してください。なお、出身高等学校等で取りまとめて提出する場合も、志願者ごと
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に本要項に添付の封筒に入れて郵送してください。 ※本学窓口では受理いたしません。 

 

 【提出先】公立小松大学 学生課入試係 

  〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10  

 

出願書類に不備がある場合は、受理しないことがあります。なお、郵送された出願書類につい

て、本学への到着の有無の問い合わせには応じません。日本郵便ウェブサイトの「郵便追跡サー

ビス」で志願者本人が確認してください。 

また、出願書類受理後はいかなる理由があっても書類の返却、記載事項の変更及び入学検定料

の返還には応じません。なお、出願書類等の内容に虚偽の記載があった場合は、入学後において

も、入学を取り消すことがあります。 

 

  



18 

 

【出願に必要な書類等】 

出願書類 説明事項 

１ 入学志願書 

本学所定の様式を使用し、添付された記入例に従い受験者本人が

記入してください。 

一般推薦の志願者は、「令和 2 年度センター試験成績請求票」の

推薦国公立推薦入試用（再交付を受けた場合は再交付された成績

請求票）を入学志願書の所定欄に全面糊付けして貼り付けてくだ

さい。 

２ 

写真票 

写真票の所定欄に、写真（無帽上半身正面、出願前 3か月以内に

撮影したもの、縦 4cm×横 3cm、カラー・白黒いずれも可、裏面に

志願学科名及び氏名を明記）を貼り付けてください。 

受験票 本学所定の様式をご使用ください。 

入学検定料振込金

証明書貼付用紙 

入学検定料振込後、「振込金証明書（提出用）」に取扱金融機関の

領収印が押印されていることを確認し、本要項に添付の「入学検定

料振込金証明書貼付用紙」に貼ってください。 

「領収書（本人控）」は大切に保管してください。 

納入方法は本要項 16ページの「（6）②入学検定料」を参照してく

ださい。 

３ 受験票送付用封筒 
受験票を送付しますので、添付の長 3封筒に確実に届く住所を記

入し、必ず速達料金(384円)の切手を貼ってください。 

４ 調査書等 

文部科学省所定の様式により出身学校長が作成し、厳封したもの

を提出してください。 

被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業証明

書、成績通信簿その他志願者が提出できる書類を、また、これらの

書類等を提出できない場合は、出身高等学校を所管する教育委員

会、知事又は出身高等学校長が作成した調査書を発行できない旨

の証明書を提出してください。 

５ 推薦書 

本学所定の様式により出身学校長が作成し、厳封したものを提出

してください。 

※様式は、本学ホームページからダウンロードできます。 

６ 志願理由書 

本学所定の様式により、志願する理由をできるだけ具体的に 500

字以内で作成し、提出してください。 

※様式は、本学ホームページからダウンロードできます。 

 

 （７）受験票の発送 

令和 2年 1月 14日（火）頃に発送します。 

令和 2年 1月 21日（火）までに受験票が到着しない場合は、本要項 27 ページの「お問い合わ

せ」までご連絡ください。 

 

 



19 

 

 （８）合格者発表 

合格者の受験番号を次のとおり発表します。また、合格者には、合格通知書、入学手続要項を 

送付します。受験者の出身学校長には、選抜の結果を通知します。 

なお、電話による合否の照会には応じません。 

発表日時 令和 2年 2月 10日（月）午後１時（予定） 

発表場所 中央キャンパス 石川県小松市土居原町 10番地 10 

公立小松大学ホームページ https://www.komatsu-u.ac.jp/ 

 

 （９）入学手続 

入学手続の詳細は、「合格通知書」とともに送付する「入学手続要項」を参照ください。 

① 入学手続期間 

令和 2年 2月 12 日（水）～ 2月 19日（水） ※期間内必着 

【提出先】公立小松大学 学生課入試係 

 〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10  

② 提出書類 

提出する書類・時期・方法については、入学手続要項でお知らせします。 
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Ⅲ．社会人入試 

 （１）募集人員 

学部 学科 募集人員 

保健医療学部 

看護学科 若干名 

臨床工学科 若干名 

計 若干名 

（注）大学入試センター試験を課さない入試です。 

 （２）出願資格 

次のア～ウのいずれかに該当し、満 23 歳（令和 2 年 3 月 31 日現在）に達しており、社会人と

しての実務経験（非正規雇用及び NPO、NGOでの活動を含む）を 3年以上有する者を対象に、社会

人入試を実施します。 

    ア 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を卒業した者 

    イ 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者 

ウ 学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 150条の規定により、高等学校（中等

教育学校の後期課程を含む）を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 

    ※１ 社会人としての実務経験について、定時制・通信制及び夜間部等における学校在学期間中

の勤務期間、家業（自営業等）の従事期間は、実務経験に算入します。実務経験に関する照

会は、本要項 27 ページの「お問い合わせ」までご照会ください。 

   ※２ 上記出願資格「ウ」により出願しようとする者は、事前に入学資格審査を行う場合があり

ますので、願書受付開始日の 1週間前までに本要項 27ページの「お問い合わせ」までご照会

ください。 

 （３）選抜方法 

大学入試センター試験及び個別学力検査を課さず、調査書、志願理由書、面接、小論文により総

合的に判定します。 

学部学科 募集人員 選抜方法等 配点 内容 

保
健
医
療
学
部 

看護学科 若干名 

面接（個人）   200 
多面的な質問を行い、勉学意欲と

資質・適性を評価します。 

小論文 200 

人間、社会、健康、自然科学等に

関する課題について、論述するこ

とを求めます。 

臨床工学科 若干名 

面接（個人） 200 
多面的な質問を行い、勉学意欲と

資質・適性を評価します。 

小論文 200 

人間、社会、健康、自然科学等に

関する課題について、論述するこ

とを求めます。 
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（４）試験期日・試験時間・試験会場 

学部 学科 試験期日・試験時間 試験会場 

保健医療学部 

看護学科 

令和元年 11月 16日（土）  

小論文    9：00～10：00 

面接（個人）11：00～ 

末広キャンパス 

臨床工学科 

令和元年 11月 16日（土） 

 小論文    9：00～10：00 

 面接（個人）11：00～ 

中央キャンパス 

（注）試験会場等の詳細は、受験票送付の際に通知します。 

 （５）出願手続 

① 出願期間 

令和元年 11月 1日（金）～11月 7日（木） ※期間内必着 

※ 出願書類の提出は、郵送（書留速達郵便）のみとし、令和元年 11月 7日（木）午後 5時ま

でに必着とします。出願期間後に到着した出願書類のうち、令和元年 11月 6日（水）までの発

信局日付印のある書留速達郵便に限り受理します（上記に記載された提出期限を過ぎたものは、

受理しません）。 

② 入学検定料 

入学検定料 17,000円 

本要項に添付の振込依頼書に必要事項を記入の上、「電信扱」が利用できる金融機関（銀行、

信用金庫、信用組合、農協、漁協）窓口から振り込んでください（ゆうちょ銀行・郵便局からの

お振込みはできません）。振込手数料は、志願者負担となります。 

※１ 金融機関の窓口受付終了時刻までに振り込んでください。また、土・日・祝日は休業と 

  なりますので、注意してください。 

※２ ＡＴＭ（現金自動預払機）、携帯電話、パソコン等からは振込まないでください。 

【入学検定料の返還について】 

出願書類受理後は、原則として入学検定料の返還には応じません。ただし、入学検定料の振込

後、出願を取り止めた場合は返還手続きを行うことができますので、令和 2 年 2 月 28 日（金）

までに本要項 27ページの「お問い合わせ」に連絡してください。なお、返還手続きの際は「領

収書（本人控）」及び「振込金証明書（提出用）」が必要になります。 

③ 出願方法 

志願者は、以下の出願書類（１～７及び必要に応じて提出する書類）を、一括して本要項に添

付の入学願書提出用封筒に入れ、差出人欄等に記入後、出願期間内に以下の提出先へ書留速達

郵便で郵送してください。 ※本学窓口では受理いたしません。 

 【提出先】公立小松大学 学生課入試係 

   〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10  

出願書類に不備がある場合は、受理しないことがあります。なお、郵送された出願書類につい

て、本学への到着の有無の問い合わせには応じません。日本郵便ウェブサイトの「郵便追跡サー

ビス」で志願者本人が確認してください。 
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また、出願書類受理後はいかなる理由があっても書類の返却、記載事項の変更及び入学検定料

の返還には応じません。出願書類に不正な事実があった場合は、入学許可を個別学力検査の受

験資格を取り消すことがあります。 

 

【出願に必要な書類等】 

出願書類 説明事項 

１ 入学志願書 
本学所定の様式を使用し、添付された記入例に従い受験者本人

が記入してください。 

２ 

写真票 

写真票の所定欄に、写真（無帽上半身正面、出願前 3 か月以内

に撮影したもの、縦 4cm×横 3cm、カラー・白黒いずれも可、裏

面に志願学科名及び氏名を明記）を貼り付けてください。 

受験票 本学所定の様式をご使用ください。 

入学検定料振込金 

証明書貼付用紙 

入学検定料振込後、「振込金証明書（提出用）」に取扱金融機関

の領収印が押印されていることを確認し、本要項に添付の「入学

検定料振込金証明書貼付用紙」に貼ってください。 

「領収書（本人控）」は大切に保管してください。納入方法は本

要項 21ページの「（5）②入学検定料」を参照してください。 

３ 受験票送付用封筒 
 受験票を送付しますので添付の長 3 封筒に確実に届く住所を

記入し、必ず速達料金（384円分）の切手を貼ってください。 

４ 調査書等 

文部科学省所定の様式により出身学校長が作成し、厳封したも

のを提出してください。 

被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業証明

書、成績通信簿その他志願者が提出できる書類を、また、これら

の書類等を提出できない場合は、出身高等学校を所管する教育委

員会、知事又は出身高等学校長が作成した調査書を発行できない

旨の証明書を提出してください。 

５ 履歴書 

本学所定の様式により、社会人としての実務経験（非正規雇用

及び NPO、NGO での活動を含む）を 3 年以上有することが判るよ

うに作成し、提出してください。 

６ 志願理由書 
本学所定の様式により、志願する理由をできるだけ具体的に 500

字以内で作成し、提出してください。 

７ 実務経験の証明書 

志願者が実務経験（非正規雇用及び NPO、NGOでの活動を含む）

を 3年以上有することを証明する勤務先等の期間証明書（様式任

意）を提出してください。本証明書提出に関する疑問点等ついて

は、本要項 27ページの「お問い合わせ」までご照会ください。 
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 （６）受験票の発送 

令和元年 11月 8日（金）頃に発送します。 

令和元年 11月 13日（水）までに受験票が到着しない場合は本要項 27ページの「お問い合わせ」

までご連絡ください。 

 （７）合格者発表 

合格者の受験番号を次のとおり発表します。また、合格者には、合格通知書・入学手続要項を送

付します。 

なお、電話による合否の照会には応じません。 

発表日時 令和元年 11月 22日（金）午後 1時（予定） 

発表場所 中央キャンパス 石川県小松市土居原町 10番地 10 

公立小松大学ホームページ https://www.komatsu-u.ac.jp/ 

 （８）入学手続 

入学手続の詳細は、「合格通知書」とともに送付する「入学手続要項」を参照してください。 

① 入学手続期間 

令和元年 11月 25 日（月）～12月 6日（金） ※期間内必着 

【提出先】公立小松大学 学生課入試係 

〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10 

② 提出書類 

提出する書類・時期・方法については、入学手続要項でお知らせします。 

  

 

Ⅳ．受験及び就学上特別な配慮を必要とする者との事前相談 

本学に入学を志願する者で、身体に障がい等があり、受験及び就学上特別な配慮を必要とする場合

は、出願前に本学に事前相談書等を提出し、相談してください。 

（１）相談締切日 

① 推薦入試 一般推薦入試：令和元年 12月  2日（月）まで 

地域推薦入試：令和元年 10月 18日（金）まで 

② 社会人入試     令和元年 10月 18日（金）まで 

（２）提出書類 

本学所定の事前相談書に必要事項記載のうえ、相談締切日までに下記「相談先および提出先」

まで提出した後、相談してください。様式は 25ページのものをコピーするか、本学ホームペー

ジからダウンロードして使用してください。 

（３）受入れ実績 

別室での受験、試験時間の延長、トイレに近い試験室での受験、杖の持参使用、補聴器の持ち

込み及び装着 
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（４）相談先および提出先 

公立小松大学 学生課入試係 

  〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10 

   TEL 0761-23-6600 

   E-mail: nyushi@komatsu-u.ac.jp 

 

 ※お電話でのご相談は、平日（月曜日から金曜日、ただし祝日を除く）の午前 9時から 

 午後 5時の間でお願いいたします。 
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事 前 相 談 書 

令和  年  月  日 提出 

ふりがな  生 年 月 日 性 別 

志願者氏名 
 

       年   月   日 男・女 

現 住 所 

〒 

電話番号 （      ）      － 

出身学校名 

（学校名） 

（卒業年次）       年   月 卒業見込 ・ 卒業 

志願する学部学科              学部            学科 

入試区分 

※いずれかに〇 

・地域推薦入試（市内） ・地域推薦入試（県内） ・一般推薦入試 

・社会人入試  ・一般入試（前期日程・中期日程） 

障がいの種類、程度 

 

受験･就学において 

配慮を希望する事項 

 

在学（出身）学校で 

配慮されていた事項 

 

日常生活の状況 

 

【添付する書類】 

 ・医師の診断書（提出日から３か月以内に発行のもの） 

 ・大学入試センター試験の「受験上の配慮事項決定通知書」の写し（通知を受けている者のみ） 

 ・障がい者手帳をお持ちの場合はその写し 
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Ⅴ．入試情報の公表 

１ 出願状況 

出願期間終了後に、学部学科別の志願者数及び倍率を公表します。 

 

２ 成績開示 

推薦入試（一般推薦入試、地域推薦入試）及び社会人入試については、入学試験の個人成績の開

示は行いません。 

 

Ⅵ．個人情報の取扱い 

   出願及び受験に伴う個人情報は、入学者選抜以外の目的には使用しません。ただし、本学の推

薦入試における合否及び入学手続等に関する個人情報（氏名及び大学入試センター試験の受験番

号に限る）を、独立行政法人大学入試センターを通じて併願先の国公立大学に送信します。

  

Ⅶ．初年度学納金等 

初年度学納金等は、次の通り予定しています。 

１ 入学料※１ 

     市内学生※2 282,000円 

     その他  423,000円 

※１ 納入した入学料はいかなる理由があっても返還いたしません。 

※２ 「市内学生」とは、「入学者本人又は保護者が、入学前年の 4月 1日以前から引き続き 

  小松市内に住所を有している者」を指します。 

  ※保護者とは、父母または主たる生計維持者をいう。 

２ 授業料 

年間 585,800円 

３ その他 

（１）実習費 

  年間 50,000円（教育実習費：生産システム科学部及び保健医療学部） 

   実習費は、教育研究のための研究設備や実験、実習のための経費の一部となります。 

   実習衣、教科書代等は含まれていません。 

（２）ノート型パソコンの準備について 

  本学の講義でノート型パソコンを使用しますので、授業開始時までにノート型パソコンを 

 自費で準備していただきます。詳細は、合格者に送付する入学手続要項でご確認ください。 

  



27 

 

Ⅷ．お問い合わせ、試験場等アクセス 

１ お問い合わせ 

 平日（月曜日から金曜日、ただし祝日を除く）の午前 9 時から午後 5 時の間に下記までお問

い合わせください。 

 

公立小松大学 学生課入試係 

 〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10 （中央キャンパス） 

 TEL 0761-23-6600 

   E-mail: nyushi@komatsu-u.ac.jp 

 

【不測の事態が発生した場合の情報提供について】 

 不測の事態により試験時間等を変更する場合は、本学ホームページに随時情報を掲載しますので、 

受験直前は特に注意して確認してください。 

本学ホームページ  https://www.komatsu-u.ac.jp/ 

 

２ 試験場等アクセス 

（１）中央キャンパス 

【試験場】保健医療学部臨床工学科、国際文化交流学部 

【合格者発表】全学部学科 

所 在 地 〒923-0921 石川県小松市土居原町 10番地 10 

      アクセス ＪＲ小松駅から徒歩約 1分 
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（２）末広キャンパス 

 【試験場】保健医療学部看護学科 

   【所在地】〒923-0961 石川県小松市向本折町ヘ 14番地 1 

 【アクセス】 

  〇ＪＲ小松駅から小松バス市内循環線で「小松市民病院」下車（所要時間約 7分）の 

  後、バス停から徒歩約 3分 

  〇ＪＲ小松駅から徒歩約 23分     

        

    

（３）粟津キャンパス 

 【試験場】生産システム科学部 

 【所在地】〒923-8511 石川県小松市四丁町ヌ 1番地 3 

 【アクセス】ＪＲ粟津駅から徒歩約 12分 

  




