
 

大分県立大分高等技術専門校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

① 前期試験【令和４年１０月１４日(金)試験】 

② 後期試験【令和４年１１月２５日(金)試験】 

 

③ 前期試験【令和５年 １月１５日(日)試験】 

④ 中期試験【令和５年 ２月１２日(日)試験】 

⑤ 後期試験【令和５年 ３月１２日(日)試験】 

令和 5 年度 募集要項 

高校新卒入校選考試験 

一般入校選考試験（高校新卒含む） 



本校及び各科の概要                

１．本校の特徴 

 県立大分高等技術専門校では、新しい時代に即応した、より実践的なキャリア形成を目指し、

メカトロニクス科・電気設備科・自動車整備科・木造建築科・空調配管システム科の職業能 

力開発を実施しています。 

２．在校中の特典 

○授業料無料です。（ただし、教科書・実習服などの経費として約７万円程度必要です。） 

○公共職業安定所の受講指示を受けた方には次の手当が支給されます。 

※訓練修了日まで基本手当の給付日数が延長。 

※受講手当（４０日が限度）及び通所手当。 

○支援指示を受けた方には職業訓練受講給付金が支給されます。 

○通校は学生割引が適用できます。 

○災害見舞金支給制度があります。 

○就職のあっせんをハローワークと連携して行います。 

○技能照査に合格した方は、技能士補の称号が得られます。 

３．各科の概要 

メカトロニクス科（２年制／定員２０名） 
■仕事で使える各種修了証（無料）と技能検定（２級まで）が取得可能。 

■２年間の教育で様々な分野（機械加工・溶接関連、設計関連、保守・組立関連、ソフト 

ウェア・情報関連）に就職できる。 

電気設備科（１年制／定員２０名） 
■養成施設のため修了時に第二種電気工事士免状が取得できる。 

■第一種電気工事士合格が８０％以上（全国平均３０％） ※実務経験３年で免状取得 

■県内大手電気工事関連会社に就職できる。 

自動車整備科（１年制／定員２０名） 
■県内有数の自動車整備士養成機関 

■3 級自動車整備士取得率約１００％ ※3 級取得後、実務経験 2 年で 2 級受験資格取得 

■県内大手自動車ディーラーに就職でき、板金・塗装工にもなれる。 

木造建築科（１年制／定員２０名） 
■２級建築技能士、建築 CAD 検定２級、丸のこ等取扱い作業従事者の資格が取得できる。 

■県内唯一の大工養成機関で木造大工になれる（宮大工の就職もあり）。 

空調配管システム科（１年制／定員２０名） 

■仕事で使える８つの資格が取得可能（第一種電気工事士、第二種電気工事士、建築配 

管、第三種冷凍機械責任者、ガス、アーク、低圧電気、研削砥石）。 
■水道、電気、空調、鉄工所、プロパンガス、施設管理など幅広い分野に就職できる。 

  



応募から入校までの日程              

 



 

１． 科及び募集人員 

各科ともに、前期試験・後期試験合わせて１０名程度 
 

２． 応募資格 

高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を令和５年３月に卒業見込みの者 

ただし、令和５年４月１日現在１８～３９歳の方 
 

３． 応募手続き 

（１）応募期間 

■前期試験 令和４年 ９月１２日（月）～ 令和４年１０月 ５日（水）１７時必着 

■後期試験 令和４年１１月 １日（火）～ 令和４年１１月１８日（金）１７時必着 

 

（２）提出先 

〒８７０－１１４１ 大分県大分市大字下宗方１０３５－１ 

大分県立大分高等技術専門校 

 

（３）応募書類 

①入校願書 ②調査書（出身高等学校長が作成し、封印したもの） 

 

（４）応募上の注意事項 

〇第２希望の科がある場合は、入校願書の「第２希望」の欄に記入して下さい。 

○提出された応募書類は、理由のいかんを問わず返還しません。 

〇提出書類に記載の個人情報は、入校選考を目的とし、それ以外に使用することはありま 

せん。また、個人情報は「大分県個人情報保護条例」に基づき当校において管理します。 

○定時制高校卒業見込みで職歴のある方は、必ず公共職業安定所で職業相談を行って下さ

い。 

 

（５）受験票の交付 

○受験票は、募集期間終了後、高等学校長あてに郵送します。 

○募集締め切り日から５日経っても受験票が到着しない場合は、大分高等技術専門校 

（TEL 097-542-3411）に確認してください。 

  

高校新卒入校選考試験(前期試験・後期試験) 



４． 入校試験 
（１）試験期日 

■前期試験 令和４年１０月１４日（金）  

■後期試験 令和４年１１月２５日（金）  

 

（２）試験会場 

大分県立大分高等技術専門校 

大分県大分市大字下宗方１０３５－１  TEL：０９７－５４２－３４１１ 

 

（３）試験科目 

■適性検査  ■数学（中学～数１程度）  ■面接 

（詳細は、オープンキャンパスで知ることができます。） 

（４）試験時間割 

区 分 時 間 

受 付 時 間 ８：３０～ ９：００ 

注 意 事 項 説 明 ９：００～ ９：１０ 

適 性 検 査 ９：１０～１０：00 

数 学 １０：１０～１１：00 

面 接 １１：０５～ 

 

（５）選考方法 

適性検査・数学・面接の結果及び入校願書等を総合的に判断し合格を決定します。 

 

（６）受験上の注意事項 

○受験票・筆記用具・健康状態自己申告書を持参してください。 

○計算機能付きの筆記用具は使用できません。 

○携帯電話は試験場内での使用はできません。電源を切って入室してください。 

○適性検査開始後１時間以上遅刻した者は、受験することができません。 

 

５． 合格発表 
（１）発表日時 

■前期試験 令和４年１０月１８日（火） １３時 

■後期試験 令和４年１１月３０日（水） １３時 

 

（２）合格発表方法 

○合格者の受験番号を大分県立大分高等技術専門校本館入口に掲示します。 

○本校ホームページ http://www.oita-tech.ac.jp/にも掲載します。 

 

（３）合格通知 

○合格者には、高等学校長を通じて合格通知を行うこととします。 

○第２希望の科に合格した者にも、高等学校長を通じて合格通知を行うこととします。 

○合否にかかわらず、高等学校長あて結果を通知します。 

○電話による合否の問い合わせには、一切応じませんので注意してください。 

  



 

１．科及び募集人員 

各科ともに、前期試験・中期試験・後期試験合わせて１０名程度 

ただし、後期試験は、定員を充足した科については実施しません。 
 

２．応募資格 

令和 5 年４月１日現在１８～３９歳の方で、次のいずれかに該当する者 

■離転職者・一般求職者 

■高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を令和５年３月に卒業見込みの者 

■令和 5 年３月に大学・短期大学・専門学校卒業見込の者 
 

３．応募手続き 

（１）応募期間 

■前期試験 令和４年１１月２８日（月）～ 令和５年 １月１2 日（木）１７時必着 

■中期試験 令和５年 １月１８日（水）～ 令和５年 ２月 ９日（木）１７時必着 

■後期試験 令和５年 ２月１５日（水）～ 令和５年 ３月 ９日（木）１７時必着 
 

（２）提出先 

〒８７０－１１４１ 大分県大分市大字下宗方１０３５－１  

大分県立大分高等技術専門校 
 

（３）応募書類 

■高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を令和５年３月に卒業見込みの者 

①入校願書 ②調査書（出身高等学校長が作成し封印したもの） 

■離転職者・一般求職者及び令和５年３月に大学・短期大学・専門学校卒業見込の者 

①入校願書（公共職業安定所名が明記されたもの） 
 
（４）応募上の注意事項 

〇第２希望の科がある場合は、入校願書の「第２希望」の欄に記入して下さい。 

〇離転職者・一般求職者及び令和５年３月に大学・短期大学・専門学校卒業見込の者は、 

必ず応募の前に公共職業安定所で職業相談を行って下さい。 

○定時制高校卒業見込みで職歴のある方は、必ず公共職業安定所で職業相談を行って下さ

い。 

〇提出された応募書類は、理由のいかんを問わず返還しません。 

〇提出書類に記載の個人情報は、入校選考を目的とし、それ以外に使用することはありませ

ん。また、個人情報は「大分県個人情報保護条例」に基づき、当校において管理します。 
 

（５）受験票の交付 

受験票は、入校選考試験当日、受付で交付します。 

  

一般入校選考試験(前期試験・中期試験・後期試験) 



４．入校試験 
（１）試験期日 

■前期試験 令和５年 １月１５日（日）  

■中期試験 令和５年 ２月１２日（日）  

■後期試験 令和５年 ３月１２日（日）  

 

（２）試験会場 

大分県立大分高等技術専門校 

大分県大分市大字下宗方１０３５－１  TEL：０９７－５４２－３４１１ 

 

（３）試験科目 

■適性検査 ■数学（中学～数１程度） ■面接 

（詳細は、オープンキャンパスで知ることができます。） 

 

（４）試験時間割 

区 分 時 間 

受 付 時 間 ８：３０～ ９：００ 

注 意 事 項 説 明 ９：００～ ９：１０ 

適 性 検 査 ９：１０～１０：００ 

数 学 １０：１０～１１：００ 

面 接 １１：０５～ 

 

（５）選考方法 

適性検査・数学・面接の結果及び入校願書等を総合的に判断し合格を決定します。 

 

（６）受験上の注意事項 

○筆記用具・健康状態自己申告書を持参してください。 

○計算機能付きの筆記用具は使用できません。 

○携帯電話は試験場内での使用はできません。電源を切って入室してください。 

○適性検査開始後１時間以上遅刻した者は、受験することができません。 

 

５．合格発表 
（１）発表日時 

■前期試験 令和５年 １月１８日（水）１３時 

■中期試験 令和５年 ２月１５日（水）１３時 

■後期試験 令和５年 ３月１５日（水）１３時 

 

（２）合格発表方法 

○合格者の受験番号を、大分県立大分高等技術専門校本館入口に掲示します。 

○合格者には合格通知書を郵送します。 

○高校卒業見込みの応募者には、合否にかかわらず高等学校長あて結果も通知します。 

○本校ホームページ http://www.oita-tech.ac.jp/にも掲載します。 

○電話による合否の問い合わせには、一切応じませんので、注意してください。 



入校経費一覧表                  
年度により変更することがあります。        （令和４年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

試験会場案内図                  
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問い合わせ先                         

科 入校経費金額 備考 

メカトロニクス科（２年分） ７５,０００円 教科書、実習服等 

 電気設備科 ６０,０００円 教科書、実習服等 

 自動車整備科 ６０,０００円 教科書、実習服等 

木造建築科 ６０,０００円 教科書、実習服等 

 空調配管システム科 ７７,０００円 教科書、実習服等 

大分県立大分高等技術専門校 
大分県大分市大字下宗方１０３５－１ 
TEL:097-542-3411 FAX:097-586-1121 

URL:http://www.oita-tech.ac.jp/ 


