
本科 （人）

専攻科

本　科

43 (5) 39 (3) 44 (4) 43 (6) 34 (4) 203 (22)

40 (3) 41 (11) 38 (4) 37 (6) 34 (8) 190 (32)

40 (4) 40 (6) 41 (6) 38 (5) 38 (2) 197 (23)

40 (10) 43 (5) 39 (13) 43 (11) 44 (10) 209 (49)

40 (18) 40 (14) 41 (10) 42 (18) 40 (17) 203 (77)

203 (40) 203 (39) 203 (37) 203 (46) 190 (41) 1,002 (203)

専攻科　

14 (2) 14 (1) 28 (3)

22 (0) 28 (5) 50 (5)

36 (2) 42 (6) 78 (8)

　注 ：　（　　）内の数字は、内数で女子学生を示す。

入学志願者状況（志願者数（倍率））

本　科　　

推薦 19 (1.2) 20 (1.3) 28 (1.8) 32 (2.0) 25 (1.6) 124 (1.6)

学力 64 (1.7) 35 (1.1) 44 (1.3) 64 (1.4) 59 (1.5) 266 (1.4)

推薦 21 (1.3) 24 (1.5) 24 (1.5) 32 (2.0) 29 (1.8) 130 (1.6)

学力 45 (1.3) 60 (1.7) 60 (1.4) 64 (1.6) 68 (1.8) 297 (1.6)

推薦 20 (1.3) 25 (1.6) 26 (1.6) 40 (2.5) 25 (1.6) 136 (1.7)

学力 58 (1.6) 48 (1.3) 61 (1.4) 74 (1.9) 47 (1.2) 288 (1.5)

推薦 20 (1.3) 20 (1.3) 26 (1.6) 25 (1.6) 34 (2.1) 125 (1.6)

学力 47 (1.3) 48 (1.2) 47 (1.2) 54 (1.3) 49 (1.3) 245 (1.3)

推薦 25 (1.6) 13 (1.0) 24 (1.5) 44 (2.8) 34 (2.1) 140 (1.8)

学力 61 (1.9) 46 (1.3) 43 (1.4) 46 (1.5) 61 (1.7) 257 (1.6)
推薦選抜：倍率(実質)＝志願者数÷合格者数

学力選抜：倍率(実質)＝志願者数÷合格者数 (志願者数＝推薦不合格者+学力志願者+第2志望以下の学科での合格による増減)

*小数点第二位四捨五入

専攻科　

16 (2.0) 30 (2.5) 46 (2.3)

24 (3.0) 45 (3.8) 69 (3.5)

23 (2.9) 33 (2.8) 56 (2.8)

21 (2.6) 38 (3.2) 59 (3.0)

14 (1.8) 43 (3.6) 57 (2.9)

機械工学科 電気情報工学科 電子制御工学科 情報工学科 環境・建設工学科 計

　　　　　　　    専攻

令和２年度 (2020)

平成31年度 (2019)

第3学年

平成31年度 (2019)

区分

平成30年度 (2018)

平成29年度 (2017)

平成28年度 (2016)

令和２年度 (2020)

注　：　倍率は
志願者数

定　　員

年度 

環境・建設工学科

生産・建設システム工学専攻

機械工学科

生産・建設システム工学専攻

電気情報工学科

電子情報システム工学専攻 計

学生定員

学科

入学定員

学生総定員

機械工学科

電子情報システム工学専攻

情報工学科

計

区分

電気情報工学科

40 40

200 200

第1学年

令和2年5月1日現在

計
第5学年

電子制御工学科 情報工学科 環境・建設工学科 計

40 40

電子制御工学科

40 200

200 200 200 1,000

専攻

入学定員

現　　　　　　　　　　員
第2学年

学生総定員

第4学年

第2学年

電子情報システム工学専攻

12

　年度 

計

第1学年

生産・建設システム工学専攻

8

16 24

現　　　員　

計

20

40

学生現員  

計

平成30年度 (2018)

平成29年度 (2017)

平成28年度 (2016)

　　　　　　　　学科 

学 生


