
2023年度

入学手続要領

＜　総合型選抜  /  学校推薦型選抜 　＞



　入学手続として、所定の書類の提出ならびに納入金（入学金及び前期学費等）の納入を期限内に行ってください。

注意してください。

※入学手続等の詳細は、インターネット出願サイトの「マイページ」に公開しておりますので、併わせてご確認ください。

【一次手続：入学金納入】 ※一次入学手続締切期限日迄に、選択したお支払方法で入学金を納入してください。

※一次手続締切日(23:59)までに支払いを完了してください。

※振込手数料は各自ご負担ください

【二次手続学費＜前期学費等＞納入】

同封の「宛名用紙」に必要事項を記入後、市販封筒（角形２号：240mm×332mm)に貼付し、

にて郵送してください。

ご相談ください。

提出書類

【入学手続後の注意】

・ 一旦振込まれた「入学金」は返還できません。

・ 入学手続完了後、入学を辞退する場合は、2023年3月31日(金)までに入試広報課（0120-231491)までご連絡ください。
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【誓約書】
誓約書の保証人は、父母または近親者（保護者）で独立して生計を営んで

2023年

３月24日(金)

いる成年者とする。

【健康診断問診票】 ※インターネット出願サイト（マイページ）からもダウンロード可能です。

【卒業証明書】 出身高等学校で作成したもの１通　（※コピー不可）

項　目 提　出　書　類 提出期限

をお願いします。

支払完了後 振込が確認でき次第、学費納入確認メールが送信されます。

提出書類
【誓約書】【健康診断問診票】【卒業証明書】を上記封筒に入れ2023年3月24日(金)までに簡易書留

※出願マイページ ＞ 入学手続完了者提出書類 ＞ 必要書類をダウンロード＞ 印刷もできます。

学生証用写真

（希望者のみ）

出願マイページ > 学生証用写真データをアップロードしてください。

※出願写真から変更を希望しない場合はアップロードは不要です。

学費の延納・分納
特別な事情により所定の期間内に納付することが困難な方は、入試広報課（0120-231491）まで

マイページ 二次手続はこちら ＞ 学生基本情報登録 ＞ 情報登録完了 ＞ 二次手続申込受付メール送信

前期学費等納入

同封の「振込依頼書」にて手続締切日までに銀行窓口または、ATM・インターネットバンキングにて

お振込みをお願いします。ATM・インターネットバンキングを使用される際は、振込依頼書に記載

されている「振込先情報」と「受験番号（７桁）・受験生氏名（カタカナ）」を入力し、お振込みく

ださい。振込上限額により振込ができない場合は、銀行窓口からお振込みいただくか、振込上限額の

設定を変更してください。※必ず全ての情報を正しく入力していただきますよう、お願いします。

※銀行振込ご利用の場合は、二次手続締切日の15時までにお支払いください。

学費納入が完了しても「学生基本情報」が未登録の場合、二次手続完了となりませんので必ず登録

支払完了後 一次手続完了メールが送信されます。

支払方法の選択

手数料

(消費税別)

＜クレジットカード＞ 決済画面へ 4,000円

＜ネットバンキング＞ 決済画面へ

900円

＜コンビニエンスストア＞
お客様番号/オンライン決済番号・確認番号

収納期間番号・お客様番号/オンライン決済番号・確認番号

※右記の番号が必要です

＜銀行ATM(ペイジー)＞

※右記の番号が必要です

マイページ  一次手続はこちら 　＞　 支払い方法 　＞　 支払い方法選択　 ＞　 確認

入学手続について

＜総合型選抜 / 学校推薦型選抜 / 一般選抜 ＞

なお、期限内に定められた手続を行わなかった場合は、入学を辞退したものとみなし入学資格が取り消されますので十分

出願用マイページ 登録した　＜メールアドレス＞　＜パスワード＞　でログイン



単位：円

1.

2.

なお、２月５日の一般推薦選抜・指定校推薦選抜(前期）の特別奨学生選抜を受験し奨学生に採用された方は免除額

決定後、既納入額から差額分を返還または振替いたします。

3. 入学を辞退する者については、2023年3月31日（金）までに所定の学費返納手続を行った者に限り、既納の納入金

から入学金を控除した金額を返還します。

4.

までご相談ください。

入学手続期間　

＜総合型選抜 / 学校推薦選抜 / 一般選抜＞
入学手続期間は、入学者選抜試験ごとに指定されています。下表をご確認のうえ、指定期間内に入学手続書類の提出及び

納入金の振り込みを行ってください。

試　験　日 選抜試験名 1.入学金納入 2.学生基本情報登録・ 3.卒業証明書・
前期学費等納入 誓約書・問診票

2022年

10月15日(土)
総合・多様型選抜＜前期＞

2022年11月1日(火)

2023年1月27日(金)

2023年

3月24日(金)

必着

～

2022年12月9日(金)

2022年

11月19日(土)

指定校推薦選抜＜前期＞

ものづくり推薦選抜＜前期＞

デザイン推薦選抜＜前期＞

2022年12月1日(木)

～

2022年12月9日(金)

2022年

12月10日(土)

総合・多様型選抜＜中期＞

スポーツ推薦選抜

一般推薦選抜

2022年12月21日(水)

～

2023年1月13日(金)

2023年

3月8日(水)

一般選抜＜後期＞

大学入学共通テスト利用一般選抜＜後期＞

2023年3月17日(金)

～

2023年3月24日(金)

2023年

2月4日(土）

一般選抜＜前期＞

大学入学共通テスト利用一般選抜＜前期＞

2023年3月20日(月)

2023年

2月5日(日）

総合・多様型選抜＜後期＞

指定校推薦選抜＜後期＞

ものづくり推薦選抜＜後期＞

デザイン推薦選抜＜後期＞

一般選抜＜前期＞

大学入学共通テスト利用一般選抜＜前期＞

2023年2月22日(水)

～

2023年3月9日(木)

入学手続に必要な納入金の詳細について

種　別　 全入試共通
授業料 授業料 授業料

内　訳 全額免除の場合 半額免除の場合 1/4免除の場合

210,000 210,000 210,000

❶入学金 * 200,000 * 200,000 * 200,000 * 200,000

10,000 10,000

同窓会費 10,000 10,000 10,000 10,000

210,000

委

託

徴

収

金

後援会費 10,000 10,000 10,000 10,000

学友会費 10,000 10,000

学

費

授業料（前期） 390,000 - 195,000 292,500

教育充実費(前期）

❷前期学費等合計（入学手続時納入） 636,100 246,100 441,100 538,600

アルバム代 2,800 2,800 2,800 2,800

学生教育研究災害傷害保険 * 3,300 * 3,300 * 3,300 * 3,300

（注） *印は翌年度以降納入不要のものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特別奨学生または奨学生として採用された方は、在学４年間の授業料が免除されます。

特別な事情により、学費（授業料及び教育充実費）の分納・延納を希望する場合は、入試広報課(0120-231491)
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210,000

納入金合計(❶+❷+❸+❹) 1,436,100 656,100 1,046,100 1,241,100

学

費

❸授業料（後期：10月納入） 390,000 - 195,000 292,500

❹教育充実費(後期：10月納入） 210,000 210,000 210,000



　本学は、「高等教育の修学支援新制度」の対象機関として文部科学大臣より認定されています。

※「高等教育の修学支援新制度」についての詳細は「文部科学省」または「日本学生支援機構」のホームページより

　　ご確認ください。
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注意事項

・所定の期限までに書類が到着せず、入学手続金も未納である場合は、入学辞退とみなします。

・入学金（一次手続）を猶予することはできません。

・本学に入学されなかった場合、入学金は還付いたしませんのでご注意ください。

・「奨学生採用候補者決定通知」の原本は入学後に行う奨学金説明会での指示にしたがって提出をして

　 ください。

[提出先] 〒800-0394　福岡県京都郡苅田町新津1－11　　西日本工業大学 入試広報課

※封筒表面には「授業料等猶予申請書在中」と記入してください。

猶予後の納入

猶予された授業料等の納入については、文書にてお知らせいたします。

また、支援区分及び支援額の決定後、過不足分を差額調整したうえで、振込用紙を送付いたしますので

そちらの振込用紙にて納入をお願いします。

申請方法

各（前期学費等）納入期限までに、①②の書類のみを入試広報課宛に郵送（必着）にて提出してくだ

さい。

①授業料等猶予申請書（出願マイページ：提出書類よりダウンロードしてください）

②日本学生支援機構の「奨学生採用候補者決定通知（進学先提出用）」（写し）

日本学生支援機構ホームページ「奨学金の制度（給付型）」

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html

納入期日までに前期学費等の納入が困難な方は、入試広報課（0120－231491）までご連絡ください。

措置内容

入学手続時に必要な「前期学費等」の納入を６月末まで猶予することができます。

猶予を受けるためには、合格後、本学への猶予申請手続が必要です。

※入学金は「修学支援新制度」の認定の有無にかかわらず全額納入していただきます。

「高等教育の修学支援新制度」対象者の入学時納入金（入学金、前期学費等）については以下のとおり、取り扱いいたします。

高等教育の修学支援新制度について

給付奨学金採用候補者の猶予措置申請について

対象者

日本学生支援機構から「奨学生採用候補者決定通知」が交付され、「給付奨学金」の採用候補者に決定

している方。

選考結果が不採用の方、または候補者決定が「貸与奨学金」のみである方は対象となりません。

給付奨学金は入学後も新規申込みが可能です。詳細は入学後に学生支援課よりお知らせします。

手続き

入学時納入金（入学金、前期学費等の納入）は、各納入期限までに全額納入していただく必要があり

ます。減免認定後の金額ではありませんのでご注意ください。

入学後、所定の手続きを経て、給付奨学金及び授業料減免の対象者であることが確認できた方には、

支援区分及び支援額に応じ還付いたします。

（還付時期については、入学後にお知らせいたします。）

文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm



●対象者

・予約採用候補者（高校時に奨学金の申請をして、採用候補者になっている方）

・在学採用申請希望者（入学後に給付・貸与奨学金の申込を希望する方）

●奨学金説明会視聴及び申請方法

入学後、各担当課に相談のうえ、4/30までに申請

を行ってください。

※入学時に納入済みの前期授業料は、資格対象者

の後期授業料分にて精算されます。

※本学独自の他の奨学金と同時に受給権が発生した場合、いずれか有利な奨学金を受給することとなります。
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小倉キャンパス本館４F　☎093-563-2221

本学同窓生子女

減免制度

本学卒業生の子女で生計を

ともにしている者

４年間の授業料の

半額を免除

入学後、同窓会に相談のうえ、4/30までに申請を

行ってください。

※入学時に納入済みの前期授業料は後期授業料分

にて精算されます。

＜同窓会事務室＞

おばせキャンパスR棟１F　☎0930-23-6989

兄弟姉妹

減免制度

生計をともにしている兄弟姉

妹で本校に同時に在籍する場

合に先に入学した者

同時に在籍する場合

先に入学した１名の

授業料の半額を免除

＜デザイン学部：デザイン学部事務室＞

＜工 学 部：学生支援課＞

おばせキャンパスA棟２F　☎0930-23-1494

奨学生制度 資　格 減免額 備　考

学業奨励生

前学期の成績で選考

(ただし２年次前期及び４年次

後期の選考は、通算の成績に

て行う)

半期の授業料

全額免除・半額免除

1/4免除

前学期の成績優秀者

奨学生

(継続サポート)

入学後家計の事情が急変し経

済的な理由により修学が困難

になった者

半期授業料及び

半期教育充実費免除

卒業研究着手者を優先

書類審査（申請事由、家計支持者の所得、成績及

び出席状況等）

*1 詳細は、入学式のご案内に同封しますので、ご確認ください。

問い合せ先

工学部 デザイン学部

学生支援課 デザイン学部事務室

おばせキャンパスA棟２F 小倉キャンパス本館４F

☎0930-23-1494 ☎093-563-2221

西日本工業大学独自の奨学生制度について

日本学生支援機構奨学金（給付・貸与）説明会について

書類の受取り 説明会動画視聴 書類提出・入力

※入学式当日配布

＜当日受取りができなかった場合＞

各キャンパス担当事務室で配布

【工学部】学生支援課

【デザイン学部】デザイン学部事務室

※必ず動画を視聴すること

送付資料*１に同封している動画視

聴用のURL/QRコードより説明会動

画を視聴し、申請書類等の準備をし

てくだい。

※提出期間内に必ず提出・入力

※事務室での書類チェック後、学生本人

による入力作業があります。入力

まで終了して申請完了となります。



2023年４月３日（月）※詳細は、別途ご案内いたします。

西日本工業大学おばせキャンパス　総合体育館（福岡県京都郡苅田町新津1-11）

2023年４月 4 日（火）～　４月 8 日（土）　

おばせキャンパス ： 工　学　部　（総合システム工学科）

小倉キャンパス ： デザイン学部（建築学科・情報デザイン学科）
 

・通学定期券購入希望者は、鉄道機関窓口で所定の手続きを行ってください。

・通学定期券は、自宅（下宿等含む）から通学するキャンパスの最寄り駅・バス停の区間のみ購入できます。

・通学定期券購入のための証明書は入学式当日、おばせキャンパスA棟２F（学生支援課）にて受付・発行を行います。

入学式翌日以降は、それぞれのキャンパスにて手続きを行ってください。

※JR九州に限り、4月１日より定期券を購入することができます。購入の際に必要は証明書は、大学窓口での発行になり

　ますので「学生支援課・デザイン学部事務室」にて申請を行ってください。

・定期券購入についての詳細は、最寄り駅窓口にお問合せください。

販売日程は、入学式のご案内に同封する「新学期行事予定」に記載していますので、ご確認ください。

【参考価格】※2022年度入学生実績（前期分）

本学では入学後、専門分野を学ぶにあたって必要な基礎知識を確認する『入学前準備教育プログラム』を実施いたします。

入学後の学びの準備には「入学後に学ぶ内容の把握」「必要な基礎知識の確認」「高校までとは異なる主体的な学習方法」

について理解を深めておく必要があります。

課題提出により学習習慣を維持しながら、入学後の学びの準備を進めましょう。なお、『入学前準備教育プログラム』で

の学びは、入学後の学びの基礎となりますので、入学予定の皆さんは必ず提出をお願いいたします。

【課題実施の流れ】

同封の課題を実施し、期限までに必ず提出してください。 （実施方法、提出方法・期限は学科・系により異なります）

入学前準備教育プログラムの実施について

10,000円～20,000円（学系及び履修科目により異なる） 約12,000円 約8,000円

その他 約3,000円 約3,000円 約3,000円 約23,000円 約3,000円

電気情報工学系 土木工学系

教科書・学用品の購入経費について

● 入学式（全学部対象） 　　　　　　　　　　　　　　　

【　日　　程　】

【　場　　所　】

● 新入生 新学期行事   　　　※全学部の新入生対象

【　日　　程　】

入学式・入学準備等について

【デザイン学部 】小倉キャンパス（本館４Fデザイン学部事務室）093-563-2221
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【　場　　所　】

  ※入学式、新学期行事(オリエンテーション)等につきましては、2023年3月上旬頃に大学ホームページに公開いたします。

● 通学定期券購入について

【工学部】おばせキャンパス（A棟２F 学生支援課） 0930-23-1494

教科書

学部・学科・系 工　学　部 デザイン学部

総合システム工学科
建築学科 情報デザイン学科

購入品 機械工学系



ノートパソコンの必携化について 

教務部次長（情報担当）  亀井 圭史 

拝啓 時下益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。  

 さて，西日本工業大学では，学生のICT 利活用能力を向上させ，Society 5.0 社会に対応した高付加価値なモノを生み出す人材を育

成・輩出するため，パソコンを活用した授業を多く展開しています。また，今後，学生生活や就職活動などさまざまな場面でパソコ

ンを利用する機会が増えてきます。そのため，令和 3 年度より，個人で使用可能なノートパソコンを必ず携帯いただくこととしてお

ります。 

 新入生のみなさんは，各学部・学科で求められるノートパソコンの仕様（スペック）を確認のうえ，令和 5 年 4 月の授業が始まる

までに個人で使用できるノートパソコンと自宅や下宿等にインターネット回線をご準備いただきますようお願い申し上げます。 

敬具 

●主な活用方法 

・授業での活用（双方向型授業，遠隔授業，PBL（課題解決型授業），アクティブラーニング等） 

・レポートの作成・提出，講義資料の配布・受け取り，E-mail の作成・閲覧 

・就職活動での活用 

・履修申告，出席登録・確認，成績閲覧，学生アンケートの回答 

 

●入学までにご用意いただくノートパソコンの仕様 

 下記仕様をご参考いただき，仕様に準ずるノートパソコンをご準備ください。 

なお，既にお持ちの方は，新たに購入いただく必要はありません。
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 工学部・建築学科 情報デザイン学科 

画面サイズ 12 インチ以上 または 持ち運びが容易なこと 13 インチMacBook Pro 以上 

CPU 
Intel：Core i5 以上 

または AMD：Ryzen 5 以上 

Apple M1 チップ以上  

または 1.4GHz Intel Core i5（Quad） 以上 

メモリ 8GB 以上 16GB 以上 

記憶装置 SSD 必須 256 GB 以上 SSD 512GB 以上 

OS Windows が望ましい MacOS 

その他 

カメラ，マイクが内蔵されていること 

WiFi5〈IEEE 802.11ac〉以降の規格に対応しているこ

と（最新のWiFi6〈IEEE 802.11ax〉が望ましい） 

同程度スペックのWindows OS のPC でも良い 

WiFi5〈IEEE 802.11ac〉以降の規格に対応しているこ

と（最新のWiFi6〈IEEE 802.11ax〉が望ましい） 

※1：工学部では複数の授業でWindows OS を前提とした授業を行いますので，Windows OS が望ましいです。新規で購入される場

合は，可能な限りWindows の購入をお願いします。 

※2：電気情報工学系では講義で使用する回路シミュレータ等においてWindows 専用ソフトウェアを使用します。Mac 用のシミュレ

ータ等はありませんので，可能な限りWindows PC をご用意ください。 

※3：情報デザイン学科の仕様詳細につきましては，次のウェブサイトにご紹介しておりますのでご確認ください。 

https://scrapbox.io/infodesign-notebook/ 

※4：在学期間中において，Microsoft 365（Word，Excel，PowerPoint 等，デスクトップ版のOffice アプリケーション）を無料で利

用できます。 

※5：ウィルス対策ソフトウェアは，Windows 標準のもので構いません。 

 

●指定業者によるノートパソコン販売のご案内 

本学の指定業者が，上記仕様を満たし，サポート体制の

充実したノートパソコンの販売を行っておりますので，ご

案内いたします。ご希望の方は，右記 URL または二次元

コードからアクセスいただき，ID とパスワードをご入力

の上，購入手続きをよろしくお願いいたします。 

 ノートパソコン販売ウェブサイト 

【URL】 http://www3.nishitech.ac.jp/private2/index 

【ID】 guestuser2022 【パスワード】 8rBL7aFe 
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【お問い合わせ先】西日本工業大学 学務課 

TEL：0930-23-1493 

MAIL：kyoumu@nishitech.ac.jp 

http://www3.nishitech.ac.jp/private2/index
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