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１．入学手続金
 （ 1 ）入学金　230,000円
 （ 2 ）入学金以外の学費　620,000円
　　　 （前期授業料 410,000円、教育充実費 150,000円、実験実習料 60,000円）

２．学　　　費  （円） 　　　

３．特待生の学費
　　　 1 ）特待生Ａ 1 及び特待生Ｂ 1 
　　　　　 4 年間（成績不良等で資格取消有）  （円） 　　　

　　　 2 ）特待生Ａ 2 、特待生Ｂ 2 及びスポーツ特待生
　　　　　 4 年間（成績不良等で資格取消有）  （円） 　　　

４．保険料及び委託徴収金（令和 4 年度実績）
学生教育研究災害傷害保険料 2,650円（ 4 年間分）は、入学手続金と同時に納入して頂きます。
その他委託徴収金として、学生自治会費 24,000円（ 4 年間分）、後援会費 40,000円（ 4 年間分）、
同窓会終身会費 30,000円については、入学手続金と同時に納入をお願いしています。

入学手続金及び学費

入　学　金 授　業　料 教育充実費 実験実習料 合　　　計

 1 　年　次
前　期 230,000 410,000 150,000 60,000 850,000
後　期 410,000 150,000 60,000 620,000

 2 年次以降
前　期 410,000 150,000 60,000 620,000
後　期 410,000 150,000 60,000 620,000

 4 年間合計 230,000 3,280,000 1,200,000 480,000 5,190,000
※工学部工学科医療工学コースでは、 各年次の前期に 「医療工学コース履修費25,000円」 を別途納入して頂き
　ます。

入　学　金 授　業　料 教育充実費 実験実習料 合　　　計

 1 　年　次
前　期 230,000 0 150,000 60,000 440,000
後　期 0 150,000 60,000 210,000

 2 年次以降
前　期 0 150,000 60,000 210,000
後　期 0 150,000 60,000 210,000

 4 年間合計 230,000 0 1,200,000 480,000 1,910,000

入　学　金 授　業　料 教育充実費 実験実習料 合　　　計

 1 　年　次
前　期 230,000 205,000 150,000 60,000 645,000
後　期 205,000 150,000 60,000 415,000

 2 年次以降
前　期 205,000 150,000 60,000 415,000
後　期 205,000 150,000 60,000 415,000

 4 年間合計 230,000 1,640,000 1,200,000 480,000 3,550,000
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　人物に優れ、成績上位から選考し通知する。授業料の全額を免除する 「特待生Ａ 1 」 とそれに次ぐ成績上位
者で授業料の半額を免除する 「特待生Ａ 2 」がある。

１．募集人員及び特典等

２．一般推薦選抜、専門学科・総合学科推薦選抜、総合選抜で特待生Ａを希望する者

　総合選抜合格者で高度な特技・資格を有し、それを本学で発揮しようとするなど、特色ある者から選考す
る。

 ［募集人員及び特典等］

特待生制度の概要

特待生Ａ 1・特待生Ａ 2

特待生Ｂ 1・特待生Ｂ 2

1 ．一般選抜Ⅰ期（ 1 日目）を採用試験として受験する。（検定料不要）
2 ．一般推薦選抜（前期・後期）及び専門学科・総合学科推薦選抜の合格者で、出願時に入学願書の特待
生希望有無欄に「○」印を記入した者が受験できる。

3 ．総合選抜Ⅲ期までの合格者で、出願時に入学願書の特待生希望有無欄に「○」印を記入した者が受験
できる。

4 ．専門学科・総合学科推薦選抜合格者は「数学」を必須とせず、「数学」と同じⅡ限目に設定する「情
報技術基礎」または「簿記」を選択できる。

特待生Ａ 1 特待生Ａ 2
工学部 総合情報学部 工学部 総合情報学部

一 般 選 抜（Ⅰ期・Ⅱ期）
※Ⅲ期を除く　　　　　 5 名以内  10名以内

大学入学共通テスト利用選抜
（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期） 5 名以内 10名以内

特　　　　　　　　　典 授業料の全額を免除
（3,280,000円）

授業料の半額を免除
（1,640,000円）

期　　　　　　　　　間 4 年間（成績不良等で資格取消有）
出　 　願　 　手　 　続 成績上位からの採用のため、願書に記載する必要はない。

制　　　度
特待生Ｂ 1 特待生Ｂ 2

工学部 総合情報学部 工学部 総合情報学部
総　　合　　選　　抜 若干名 16名以内

特　　　　　　　　典 授業料の全額を免除
（3,280,000円）

授業料の半額を免除
（1,640,000円）

期　　　　　　　　間 4 年間（成績不良等で資格取消有）
出　　願　　手　　続 総合選抜での選考結果によるため、願書に記載する必要はない。
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　総合選抜合格者で、サッカー競技において優秀な成績を収め、それを本学で発揮しようとする者から選考
する。

 ［募集人員及び特典等］

　特待生として採用する者には、各入試の合格発表日に発送する「選考結果通知書」に「特待生Ａ 1 」、「特
待生Ａ 2 」、「特待生Ｂ 1 」、「特待生Ｂ 2 」又は「スポーツ特待生」と記載する。

スポーツ特待生

制　　　度
スポーツ特待生

工学部 総合情報学部
総　　合　　選　　抜  6 名以内

特　　　　　　　　典 授業料の半額を免除
（1,640,000円）

期　　　　　　　　間 4 年間（成績不良等で資格取消有）
出　　願　　手　　続 総合選抜での選考結果によるため、願書に記載する必要はない。

※スポーツ特待生の入学試験要項は別に定める。

特待生の選考結果

取得可能な教員免許

学　部 ・ 学　科 コ　ー　ス 教 員 免 許 状 の 種 類

工　 学　 部・工　 学　 科

船 舶 工 学 コ ー ス
機 械 工 学 コ ー ス
建 築 学 コ ー ス
電気電子工学コース

高等学校 教諭　一種免許状 工 業

総合情報学部・総合情報学科

知 能 情 報 コ ー ス 高等学校 教諭　一種免許状 情 報
マネジメント工学コース 高等学校 教諭　一種免許状 商 業

生命環境工学コース 中 学 校 教諭　一種免許状
高等学校 教諭　一種免許状

理 科
理 科

大　 学　 院 工 学 研 究 科  3  専 攻 高等学校 教諭　専修免許状 工 業

　

１．修学支援給付奨学金（入学生）
本学への入学を希望する者のうちから、学業成績及び人物ともに優秀で入学試験の成績が良好でかつ経済
的理由により修学が困難な者に対し、入学後に所定の手続きを行うことで奨学金を給付する制度。詳しい
内容は入試広報課へお問い合わせください。

２．長崎総合科学大学優待生（在学生）
　　学力、人物の優秀な者に対し、授業料を免除する。（ 2 年次・3 年次終了時の成績で判定する）
３．日本学生支援機構奨学生
経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、第一種奨学生（無利子）、第二種奨学生（有利子）
共にそれぞれの基準に応じた金額が貸与される。

４．そ　の　他
　　各都道府県及び市町村の奨学生制度がある。

奨 学 制 度
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１．清水ヶ丘寮（男子寮）　鉄筋コンクリート 5 階建、64室（個室）、64名収容、寮費44,000円（朝・夕 2 食付）。
　　　　　　　　　　　　　※光熱費別
２．女子学生住居費支援　賃貸アパート・マンションに居住する女子学生を対象に月額10,000円を補助します。
３．アパート・マンション等　大学周辺の賃貸アパート 月額20,000円〜。マンション 月額30,000〜40,000円。

学生寮・アパート等
（令和 4 年度実績）

　「外国人留学生」、「社会人・帰国生徒」の学生募集要項及び願書等の請求については、下記宛お問い合わせ
ください。
　　　　入試広報課
　　　　〒851-0193 長崎市網場町536　　　 0120-801-253

「外国人留学生試験」、「社会人・帰国生徒試験」

１．大学院の学生募集について
　　大学院の学生募集については、下記宛お問い合わせください。
　　　　大学院事務室
　　　　〒851-0193　長崎市網場町536　電話（095）838-3118
２．別科日本語研修課程（外国人留学生）の学生募集について
　　別科の学生募集については、下記宛お問い合わせください。
　　　　別科日本語研修課程事務室
　　　　〒851-0193　長崎市網場町536　電話（095）838-5591

「大学院」、「別科日本語研修課程」の学生募集

　出願および入学手続に当たってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は、入学試験の実施（出
願処理・試験実施）、合格発表、入学手続とこれらに付随する事項を行うために利用し、法令に則り、適正に
管理します。
　また、個人情報は個人が特定できないように統計処理したうえで、大学における入学者選抜のための調
査・研究の資料として利用します。予めご了承ください。

個人情報の取り扱い

　入学試験問題集（前年度分）は無料で配布しております。下記宛お申し込みください。
　　　　入試広報課
　　　　〒851-0193 長崎市網場町536　　　 0120-801-253

入学試験問題集の請求

１．本学学部及び大学院在学生の兄弟・姉妹が入学した場合
２．親子、夫婦が本学学部や大学院に同時に在学した場合
３．本学学部及び大学院卒業生の子女が入学した場合
　※入学後に手続きが必要です。ただし、上記の適用を除外される場合がありますので、詳しくは入試広
　　報課（0120-801-253）までお問い合わせください。

学 費 減 免 制 度
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