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◆�本学では医療福祉の専門職を目指すみなさんの進学を経済的に支援することを目的として、特待奨学生制度を導
入しています。
◆�特待奨学生は「一般入試前期」、「大学入試センター試験利用入試」において、科目試験の結果および出願書類を
総合的に判定し、特に成績優秀であり、本学の特待奨学生としてふさわしいと認められる人物を選抜します。
◆�特待奨学生にはS・Aの2種類があり、4年間の授業料に対して特待奨学生Sは100％相当額、特待奨学生Aは
50％相当額の奨学金を給付します（ただし奨学金は各年度の授業料に振り替えます）。
◆特別な申請等は必要なく、特待奨学生を選抜する入試の受験者全員が選抜対象となります。

特待奨学生対象者数

一般入試前期 大学入試センター試験利用入試

特待奨学生区分
奨学金給付額

学部・学科

特待奨学生S
授業料100％相当額

特待奨学生A
授業料50％相当額

特待奨学生A
授業料50％相当額

医療学部

理学療法学科 １名 ２名 １名

作業療法学科 １名 ２名 １名

視能訓練学科 １名 ２名 １名

※特待奨学生は、試験結果の科目合計得点率が60％以上の者を対象として選抜します。
※前年度の修学状況によっては、2年次以降、給付対象とならない場合があります。

特待奨学生制度における奨学金給付額

奨学金給付額 特待奨学生S
授業料100％相当額

特待奨学生A
授業料50％相当額

給付額

学部・学科

奨学金
給付額

奨学金
給付前の

学生納付金
→

奨学金
給付後の

学生納付金

奨学金
給付額

奨学金
給付前の

学生納付金
→

奨学金
給付後の

学生納付金

医療学部
理学療法学科
作業療法学科
視能訓練学科

360万円 590万円 → 230万円 180万円 590万円 → 410万円

チャレンジ受験とは、AO入試、高校推薦入試［公募制・指定校制］、帰国生徒特別選抜入試の入学手続者が、入学の権利
を保持したまま同一学科をもう一度受験し、特待奨学生に挑戦することです。
チャレンジ受験の対象となる入試区分は、一般入試前期と大学入試センター試験利用入試です。
チャレンジ受験の結果、特待奨学生に選抜されなかったとしても、入学に影響することはありません。

＜チャレンジ受験出願時の注意事項＞
⃝�入学手続を済ませている学科を第一志望学科にしてください。第二・第三志望学科を選択することはできません。
⃝チャレンジ受験をする際は、あらためて所定の出願手続を行ってください。
⃝入学検定料は、10,000円です。
⃝チャレンジ受験の結果にかかわらず、専願制の入試で合格した者は入学を辞退することはできません。

特待奨学生Sは…
国立大学よりも低額、あるいは同程度の学生納付金※で
学ぶことができます。
※国立大学の学生納付金標準額（2019 年度）
　4年間：約 242 万円

特待奨学生Aは…
他の私立大学に比べ、学生納付金の負担
は大幅に軽減されます。

チャレンジ受験で特待奨学生を目指そう！

特待奨学生制度１

チャレンジ受験２

第二・第三志望制度を利用する
一般入試前期・後期、大学入試センター試験利用入試では、第二・
第三志望制度を実施します。
第一志望学科で合格基準に達しなかった場合でも、第二・第三
志望学科で再度合否を判定します。
この制度により、一度の受験で第三志望学科まで選択できます。
追加の費用はかかりません。

複数の学科で迷っている場合（例）

A日程
2/1（土）

第一志望　視能訓練学科
第二志望　作業療法学科
第三志望　理学療法学科

B日程
2/2（日）

第一志望　作業療法学科
第二志望　視能訓練学科
第三志望　理学療法学科

学科の併願ができる３

入学検定料割引制度でお得に
複数回受験４

一般入試前期では、本学のほかに地方試験場を設置し
ています。自宅から近い試験場で受験することができ、
交通費や宿泊費といった経済的な負担や移動の負担が
軽減されます。

※試験場の詳細は医療学部2020学生募集要項を確認
してください。

便利な地方試験場で受験しよう５

入試制度のポイント

一般入試前期
一般入試前期は2日間の試験日（A日程・B日程）を設けています。
一般入試前期A・B両日程に出願すると

入学検定料が 10,000 円 割引になります。

大学入試センター試験利用入試
一般入試前期A・B両日程の出願に加えて、大学入試センター試験利用入試に出願すると、

入学検定料が 20,000 円 割引になります。
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福岡国際医療福祉大学の
建学の精神・理念と教育目標
アドミッション・ポリシー

建学の精神・理念
福岡国際医療福祉大学は、「生命の尊厳、生命の
平等」を建学の精神とし、病める人も、障害を持
つ人も、健常な人も、互いを認め合って暮らせる

「共に生きる社会」の実現を目指す。

教育目標
１．「チーム医療・チームケア」に貢献できる専

門性の高い人材を育成する。
２．保健、医療、福祉分野の高度化・専門化に対

応できるとともに、それぞれの分野で指導者
となり得る人材を養成する。

３．国内はもとより国際社会でも活躍できる、総
合的な臨床能力を持った人材を養成する。

４．知識や技術に偏向しない、バランスのとれた
豊かな人間性とコミュニケーション能力を
持った人材を養成する。

５．時代のニーズに適合し、地域医療にも貢献で
きる、実践力のある人材を養成する。

アドミッション・ポリシー
（入学者受入の方針）
１．保健・医療・福祉の分野で活躍したいという

目的意識が明確であり、何事にも自主的に取
り組むことができる者

２．基本的倫理観を持つ者
３．各専門知識を学び応用するために必要な基礎

学力を有している者
４．海外の保健・医療・福祉に興味を持つ者

入試情報

◆入試の変更点　
◆入試日程　
◆学部・学科構成　
◆募集人員　
◆入学検定料
◆AO入試
◆高校推薦入試[公募制]
◆帰国生徒特別選抜入試
◆一般入試前期
◆大学入試センター試験利用入試
◆一般入試後期
◆社会人特別選抜入試
◆留学生特別選抜入試

P7から
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■ 入試の変更点

医療学部全学科でAO入試を実施します
○医療学部全学科（理学療法学科、作業療法学科、視能訓練学科）で、新たにAO入試を実施します。
※出願資格等の詳細は、P.9を確認してください。

医療学部全学科で大学入試センター試験利用入試を実施します
○�医療学部全学科（理学療法学科、作業療法学科、視能訓練学科）で、新たに大学入試センター試験利用入試を実施
します。
※出願資格等の詳細は、P.13を確認してください。

■ 入試日程
入試区分 入学試験日 試験地 出願期間

［当日消印有効］ 合格発表日 入学手続締切日
［当日消印有効］

ＡＯ入試
〈専願制〉

2019年
９月14日（土） 福岡

2019年
８月28日（水）
～９月６日（金）

2019年
９月24日（火）

13：00

2019年
10月４日（金）

高校推薦入試
［公募制・指定校制］

〈専願制〉

2019年
11月９日（土） 福岡

2019年
10月23日（水）
～ 11月１日（金）

2019年
11月18日（月）

13：00

2019年
11月29日（金）

一般入試前期
〈併願制〉

Ａ日程 2020年
 ２月１日（土）

福岡・山口
長崎・大分

鹿児島 2020年
１ 月 ４ 日（土）
～１月 23 日（木）

2020年
２月12日（水）

13：00

一括納入方式／分割納入方式
2020年２月21日（金）

二段階納入方式
（１次手続）
2020年２月21日（金）

（２次手続）
2020年３月11日（水）

Ｂ日程 2020年
 ２月２日（日） 福岡

大学入試センター試験
利用入試

〈併願制〉

個別学力試験は実施しません
[センター試験：１月18日(土)、19日(日)]

2020年
１ 月 ４ 日（土）
～１月 23 日（木）

2020年
２月12日（水）

13：00

一括納入方式／分割納入方式
2020年２月21日（金）

二段階納入方式
（１次手続）
2020年２月21日（金）

（２次手続）
2020年３月11日（水）

一般入試後期
〈併願制〉

2020年
３月３日（火） 福岡

2020年
２月12日（水）
～２月25日（火）

2020年
３月９日（月）

13：00

2020年
３月17日（火）

帰国生徒
特別選抜入試
〈専願制〉

2019年
11月９日（土） 福岡

2019年
10月23日（水）
～ 11月１日（金）

2019年
11月18日（月）

13：00

2019年
11月29日（金）

社会人
特別選抜入試
〈専願制〉 2020年

２月２日（日） 福岡
2020年

１ 月 ４ 日（土）
～１月 23 日（木）

2020年
２月12日（水）

13：00

2020年
２月21日（金）留学生

特別選抜入試
〈併願制〉

入試制度が変わります ■ 学部・学科構成と受験資格が取得可能な国家資格

■ 募集人員
学　　部 医療学部

学　　科 理学療法学科 作業療法学科 視能訓練学科

入学定員 40 40 40

ＡＯ入試 ３ ３ ３

高校推薦入試［公募制・指定校制］ 12 12 12

一般入試
前　期 20 20 20

後　期 若干名 若干名 若干名

大学入試センター試験利用入試 ５ ５ ５

帰国生徒特別選抜入試 若干名 若干名 若干名

社会人特別選抜入試 若干名 若干名 若干名

留学生特別選抜入試 若干名 若干名 若干名

■ 入学検定料

入試区分 入学検定料

同時出願検定料

一般入試A日程・Ｂ日程
同時出願

一般入試A日程・B日程
大学入試センター試験利用入試

同時出願

ＡＯ入試 30,000 円 － －

高校推薦入試［公募制・指定校制］ 30,000 円 － －

一般入試前期
Ａ日程 30,000 円 50,000 円

（10,000 円割引） 60,000 円
（20,000 円割引）Ｂ日程 30,000 円

大学入試センター試験利用入試 20,000 円 －

一般入試後期 30,000 円 － －

帰国生徒特別選抜入試 30,000 円 － －

社会人特別選抜入試 30,000 円 － －

留学生特別選抜入試 30,000 円 － －

2020年度入試の変更点/入試日程 学部・学科構成/募集人員/入学検定料
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□本学を第一志望とし、医療福祉専門職への志望が明確な方に適した入試です。
□出願資格に評定平均値の基準はありません。
□今年度最初の入試であり、早い時期に合格することができます。
□既卒生も出願することができます。

出願資格
本学を専願し、志望学科に対して高い志望動機・意欲を有し、次のいずれかの条件を満たす者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2020年３月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2020年３月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
および2020年３月31日までにこれに該当する見込みの者※

※個別入学資格審査については、本学ホームページの入試情報を確認してください。

〇�AO入試で不合格になった場合は、高校推薦入試［指定校制］に出願できません（全学科）。高校推薦入試［公募制］
への出願は可能です。高校推薦入試［指定校制］へ出願を検討している方はご注意ください。

募集人員
学部 学科 募集人員

医療学部
理学療法学科 ３名
作業療法学科 ３名
視能訓練学科 ３名

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 ８月28日（水）～９月６日（金）〔消印有効〕

試験日/試験地 ９月14日（土） 福岡
合格発表日 ９月24日（火）　13：00

入学手続期間 ９月24日（火）～ 10月４日（金）〔消印有効〕
入学検定料 30,000円

選抜方法
出願書類および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。

科目 試験時間 配点
●小論文（600字以内） 60分 段階評価
●個人面接 約10分～ 15分 段階評価

高校推薦入試［公募制］
□本学を第一志望とし、出身学校長の推薦を受けられる方を対象とした入試です。
□高校での全体の評定平均値が3.5以上の方が出願できます。
□高校卒業後、１年未満の方も出願できます。
□出願資格を満たせば全国どこの高校からも出願できます。

帰国生徒特別選抜入試
□海外の学校で学んだ経験がある方を対象とした入試です。
□�学力だけではなく、これまでの経験などを総合的に評価し、医療福祉専門職を志す方を
幅広く受け入れます。

出願資格
◆高校推薦入試［公募制］
　本学を専願し、次のすべての条件を満たす者
　１．高等学校または中等教育学校を2019年３月に卒業した者、および2020年３月卒業見込みの者
　２．高等学校または中等教育学校（後期課程）での全体の評定平均値が3.5以上の者
　３．出身学校長が推薦した者

〇�高校推薦入試［指定校制］については、各指定校宛に詳細を通知いたします。指定の有無や試験科目等については、
各高校進路指導室にてご確認ください。
〇�AO入試で不合格になった場合は、高校推薦入試［指定校制］に出願できません（全学科）。高校推薦入試［公募制］
への出願は可能です。高校推薦入試［指定校制］へ出願を検討している方はご注意ください。

◆帰国生徒特別選抜入試
　本学を専願し、2020年４月１日現在で満18歳以上となる日本国籍を有する者のうち、次のいずれかの条件を満たす者
　１．海外において、外国の教育制度に基づく12年の課程または文部科学大臣の指定した在外教育施設に、２年以

上継続して在学し、当該施設を卒業（修了）及び卒業（修了）見込みの者
　２．海外において、外国の教育制度に基づく12年の課程または文部科学大臣の指定した在外教育施設に、中学・

高等学校を通じて２年以上継続して在学し、帰国後、日本の高等学校または中等教育学校を卒業および卒業
見込みの者

募集人員
高校推薦入試は［公募制］と［指定校制］を合わせた募集人員です。

学部 学科 高校推薦入試
募集人員

帰国生徒特別選抜入試
募集人員

医療学部
理学療法学科 12名 若干名
作業療法学科 12名 若干名
視能訓練学科 12名 若干名

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 10月23日（水）～ 11月１日（金）〔消印有効〕

試験日/試験地 11月９日（土） 福岡
合格発表日 11月18日（月）　13：00

入学手続期間 11月18日（月）～ 11月29日（金）〔消印有効〕
入学検定料 30,000円

選抜方法
出願書類および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。
◆高校推薦入試［公募制］

科目 試験時間 配点
●一般常識試験※（マークシート方式） 90分 100点
●個人面接 約10分 段階評価

◆帰国生徒特別選抜入試
科目 試験時間 配点

●一般常識試験※（マークシート方式） 90分 100点
●小論文（600字以内） 60分 段階評価
●個人面接 約10分 段階評価

※一般常識試験は、英語・国語・数学・社会（時事問題を含む）の各分野の基礎的な知識を問う内容です。

AO入試 高校推薦入試［公募制］/帰国生徒特別選抜入試

9 10

入試の
Point

入試の
Point



□�成績上位合格者の中から、特待奨学生S（在学中の授業料100％相当額の奨学金を給付）、
特待奨学生A（在学中の授業料50％相当額の奨学金を給付）を選抜します。
□A日程とB日程の２回の受験チャンスがあります。
□A・B両日程に出願する場合、入学検定料が割引になります。
□地方試験場を設置します。
□第二・第三志望学科を選択できます。

出願資格
次の条件のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2020年３月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2020年３月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
および2020年３月31日までにこれに該当する見込みの者※

※個別入学資格審査については、本学ホームページの入試情報を確認してください。

募集人員
一般入試前期A日程とB日程を合わせた募集人員です。
（　）内の人数は特待奨学生の選抜者数です。

学部 学科 募集人員

医療学部
理学療法学科 20名　（特待奨学生Ｓ：１名 / 特待奨学生Ａ：２名）
作業療法学科 20名　（特待奨学生Ｓ：１名 / 特待奨学生Ａ：２名）
視能訓練学科 20名　（特待奨学生Ｓ：１名 / 特待奨学生Ａ：２名）

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 １月４日（土）～１月23日（木）〔消印有効〕

試験日/試験地
A日程 ２月１日（土） 福岡・山口・長崎・大分・鹿児島
B日程 ２月２日（日） 福岡

合格発表日 ２月12日(水)　13：00
入学手続期間 ２月12日（水）～２月21日（金）〔消印有効〕

入学検定料
１回受験 30,000円

A・B両日程受験 50,000円

選抜方法
出願書類および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。

科目 試験時間 配点

選択

次の10科目から２科目を選択（マークシート方式）

120分
各100点

×
２科目

●英語 ※１
〇国語総合 ※２
〇日本史B 
〇数学Ⅰ・数学A ※３
〇数学Ⅱ・数学B ※４
〇物理基礎・物理 ※５
〇化学基礎・化学 ※６
〇生物基礎・生物 ※７
〇物理基礎・化学基礎 ※８
〇生物基礎・化学基礎 ※８
※１科目は必ず英語を選択してください。

必須 ●小論文（600字以内） 60分 段階評価

※１　英語は、「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」から出題します。
※２　国語総合は、〔古文〕、〔漢文〕　を除きます。
※３　数学Aは、〔場合の数と確率〕、〔図形の性質〕の範囲から出題します。
※４　数学Bは、〔数列〕、〔ベクトル〕の範囲から出題します。
※５　物理は、〔様々な運動〕、〔波〕、〔電気と磁気〕の範囲から出題します。
※６　化学は、〔高分子化合物の性質と利用〕を除く範囲から出題します。
※７　生物は、〔生命現象と物質〕、〔生殖と発生〕、〔生物の環境応答〕の範囲から出題します。
※�８�「物理基礎・化学基礎」、「生物基礎・化学基礎」の試験について、「物理基礎」・「化学基礎」・「生物基礎」は、
それぞれ50点満点とし、２科目で100点満点とします。また、２科目の合計得点を１科目分として扱います。

★特待奨学生制度について

⃝�一般入試前期において特待奨学生に選抜された方には、合格発表時に「特待奨学生S」または「特待奨学生A」で
ある旨を通知します。
⃝�AO入試、高校推薦入試〔公募制・指定校制〕、帰国生徒特別選抜入試の入学手続者は、入学の権利を保持したまま、
一般入試前期にチャレンジ受験することができます。チャレンジ受験についてはP.3を確認してください。
　※チャレンジ受験の入学検定料は、10,000円です。

一般入試前期
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□大学入試センター試験の成績と出願書類で合否を判定する入試です。
□大学入試センター試験受験後も出願できます。
□�成績上位合格者の中から、特待奨学生Ａ（在学中の授業料50％相当額の奨学金を給付）
を選抜します。
□一般入試前期A・B両日程と合わせて出願する場合、入学検定料が割引になります。
□第二・第三志望学科を選択できます。

出願資格
次の条件のいずれかに該当する者で、令和２年度大学入試センター試験を受験する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2020年３月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2020年３月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
および2020年３月31日までにこれに該当する見込みの者※

※個別入学資格審査については、本学ホームページの入試情報を確認してください。

募集人員
（　）内の人数は特待奨学生の選抜者数です。

学部 学科 募集人員

医療学部
理学療法学科 ５名　（特待奨学生Ａ：１名）
作業療法学科 ５名　（特待奨学生Ａ：１名）
視能訓練学科 ５名　（特待奨学生Ａ：１名）

入試日程/入学検定料
出願期間 １月４日（土）～１月23日（木）〔消印有効〕

試験日 個別学力検査等は実施しません
［大学入試センター試験　　１月18日（土）・19日（日）］

合格発表日 ２月12日（水）　13：00
入学手続期間 ２月12日（水）～２月21日（金）〔消印有効〕
入学検定料 20,000円　　※一般入試前期A・B両日程と合わせて出願する場合、入学検定料は10,000円になります。

選抜方法
出願書類および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。

科目 配点

必須 ●英語 〔リスニングを除く〕 100点
（200点を100点に換算）

選択

次の12科目のうち高得点の２科目を合否判定の対象とします。
〇国語 〔近代以降の文章〕　〇日本史B 　〇世界史B　〇現代社会
〇数学Ⅰ・数学A　〇数学Ⅱ・数学B
〇物理　〇化学　〇生物
◇物理基礎・化学基礎※　◇生物基礎・化学基礎※

◇物理基礎・生物基礎※

＊「物理」、「化学」、「生物」のいずれかと、◇の科目を組み合わせて、
　合否判定することはありません。

各100点
×

２科目

※�「物理基礎・化学基礎」、「生物基礎・化学基礎」、「物理基礎・生物基礎」の試験について、「物理基礎」・「化学基礎」・「生
物基礎」は、それぞれ50点満点とし、2科目で100点満点とします。また、2科目の合計得点を1科目分として扱います。

★特待奨学生制度について

⃝�大学入試センター試験利用入試において特待奨学生に選抜された方には、合格発表時に「特待奨学生A」である
旨を通知します。
⃝�AO入試、高校推薦入試［公募制・指定校制］、帰国生徒特別選抜入試の入学手続者は、入学の権利を保持したまま、
大学入試センター試験利用入試にチャレンジ受験することができます。チャレンジ受験についてはP.3を確認して
ください。
　※チャレンジ受験の入学検定料は、10,000円です。

一般入試後期

□今年度最後の入試です。
□国公立大学の合格発表後も入学手続きができます。
□第二・第三志望学科を選択できます。

出願資格
次の条件のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2020年３月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2020年３月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、お
よび2020年３月31日までにこれに該当する見込みの者※

※個別入学資格審査については、本学ホームページの入試情報を確認してください。

募集人員
学部 学科 募集人員

医療学部
理学療法学科 若干名
作業療法学科 若干名
視能訓練学科 若干名

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 ２月12日（水）～２月25日（火）〔消印有効〕

試験日/試験地 ３月３日（火） 福岡
合格発表日 ３月９日（月）　13：00

入学手続期間 ３月９日（月）～３月17日（火）〔消印有効〕
入学検定料 30,000円

選抜方法
出願書類および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。

科目 試験時間 配点
●英語※（マークシート方式） 60分 100点
●個人面接 約10分 段階評価

※英語は、「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」から出題します。

大学入試センター試験利用入試
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□社会人経験がある方を対象とした専願制の入試です。
□�学力だけではなく、これまでの経験などを総合的に評価し、医療福祉専門職を志す方を
幅広く受け入れます。

出願資格
本学を専願し、次のいずれかの条件を満たす者
１．社会人
　ア．高等学校または中等教育学校卒業後、保健・医療・福祉分野の施設等において、出願時点で１年以上の職務

経験（パートタイム・アルバイト等は除く）を有する者
　イ．大学入学資格を有し、2020年４月１日現在で満25歳以上であり、かつ、出願時点で２年以上の職務経験（パー

トタイム・アルバイト等は除く）を有する者
２．大学卒業（見込み）者
　　４年制大学卒業者または2020年３月卒業見込みの者、およびそれと同等の資格を有する者
３．国家資格保持者
　　大学入学資格を有し、次のいずれかの国家資格を有する者
　　看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、診療放射線技師、医師、
　　歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士、義肢装具士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、
　　はり師、きゅう師、柔道整復師、社会福祉士、精神保健福祉士
４．特殊技能に優れた者
　　スポーツや芸能などの分野での特殊技能に優れた者で、大学入学資格を有する者（社会人）

募集人員
学部 学科 募集人員

医療学部
理学療法学科 若干名
作業療法学科 若干名
視能訓練学科 若干名

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 １月４日（土）～１月23日（木）〔消印有効〕

試験日/試験地 ２月２日（日） 福岡
合格発表日 2月12日（水）　13：00
入学手続期間 ２月12日（水）～２月21日（金）〔消印有効〕
入学検定料 30,000円

選抜方法
出願書類および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。

科目 試験時間 配点
●小論文（800字以内） 60分 段階評価
●個人面接 約15分 段階評価

□「留学」の在留資格を取得できる留学生を対象とした入試です。
□将来、母国および国際社会に貢献したいという意思、意欲を評価します。

出願資格
次のすべての条件を満たす者
１．2020年４月1日現在で満18歳以上となる日本国籍以外の者
２．外国において通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者（2020年３月31日までに修了見込みの者を含
む）、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。ただし、12年の課程のうち、日本の学校教育法に基
づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校に在学した期間が通算３年以内である場合も資格を有するもの
とする。

　　※�日本にある外国人学校や文部科学大臣が認定した在外教育施設に在学した場合は、その在学期間を日本の学
校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校に在学した者と同様に扱います。

３．入学時までに出入国管理及び難民認定法において「留学」の在留資格を取得できる者
４．日本語での授業を受けるのに差し支えない程度の日本語能力を有する者
５．独立行政法人日本学生支援機構による「日本留学試験」を2018年６月から2019年11月の間に受験している者（必
ず「日本語」を受験していること）

　　※日本留学試験を複数回受験している場合は、いずれか１回分を志願者が選択してください。
　　※�日本留学試験を受験できない日本以外の国から出願をする場合は、出願前２年以内に「日本語能力試験」の

N２以上を受験し、その成績を証明する書類を提出できる者に限り出願を認めます（日本留学試験が実施さ
れていない国に在住している者に限る）。

　　《日本留学試験の詳細は日本学生支援機構へ》
　　ホームページ：https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/
　　TEL：0570-55-0585　FAX：042-649-9569　E-mail：eju@sdcj.co.jp

募集人員
学部 学科 募集人員

医療学部
理学療法学科 若干名
作業療法学科 若干名
視能訓練学科 若干名

入試日程/試験地/入学検定料
利用可能な日本留学試験 2018年6月、2018年11月、2019年6月、2019年11月のいずれか

出願期間 １月４日（土）～１月23日（木）〔消印有効〕
試験日/試験地 ２月２日（日） 福岡
合格発表日 ２月12日（水）　13：00
入学手続期間 ２月12日（水）～２月21日（金）〔消印有効〕
入学検定料 30,000円

※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務室に連絡してください。

選抜方法
出願書類と日本留学試験および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。
日本留学試験で、「日本語」以外の科目を受験している場合はその得点も合否判定の参考とします。

科目 試験時間 配点
●小論文　（600字以内） 60分 段階評価
●個人面接 約15 ～ 30分 段階評価

社会人特別選抜入試 留学生特別選抜入試

15 16

入試の
Point

入試の
Point



入学手続に伴う学生納付金の納入にあたっては、「一括納入方式」・「分割納入方式」のどちらかを選択してください。
なお、一般入試前期、大学入試センター試験利用入試では、学生納付金を１次手続・２次手続で分けて納入する
「二段階納入方式」を選択することができます。

医療学部全学科共通
（一括納入方式・分割納入方式を選択した場合）� （単位：円）

区分 入学金 授業料 実験
実習費

施設
設備費

初年度 ２年次以降
４年間
総額一括納入方式

入学手続時
分割納入方式 一括納入方式

３月
分割納入方式

入学手続時 ９月（入学後） ３月 ９月

一般入学者

300,000

900,000

【初年度】
　　    50,000

【２年次以降】
　　  250,000

300,000

1,550,000 1,075,000 475,000 1,450,000 875,000 575,000 5,900,000

特待奨学生 S 0 650,000 － － 550,000 － － 2,300,000

特待奨学生 A 450,000 1,100,000 850,000 250,000 1,000,000 650,000 350,000 4,100,000

（二段階納入方式を選択した場合）※一般入試前期、大学入試センター試験利用入試の合格者のみ選択可能。� （単位：円）

区分

初年度 ２年次以降

４年間
総額

１次手続 ２次手続

一括納入方式
３月

分割納入方式

入学金 授業料 実験
実習費

施設
設備費

２次手続時納入額

２次一括
入学手続時

２次分割

入学手続時 ９月（入学後） ３月 ９月

一般入学者

300,000

900,000

【初年度】
　　    50,000

【２年次以降】
　　  250,000

300,000

1,250,000 775,000 475,000 1,450,000 875,000 575,000 5,900,000

特待奨学生 S 0 350,000 － － 550,000 － － 2,300,000

特待奨学生 A 450,000 800,000 550,000 250,000 1,000,000 650,000 350,000 4,100,000

学生納付金等に関する注意事項
●初年度の学生納付金（入学金・授業料・実験実習費・施設設備費）は、入学手続期間内に納入してください。
●入学手続時には、以下の費用が必要です。
　・学生納付金
　・教育後援会年会費30,000円
　・海外研修（海外保健福祉事情）の積立金50,000円
●入学金を納めるのは初年度のみです。２年次以降は入学金を除く学生納付金を毎年次納入してください。
●学生納付金は原則として一括納入方式とします。分割納入方式を選択する場合は、入学後の納入時期は９月にな
ります。９月納入分は入学後の７月頃納付書を送付しますので、９月30日までに納入してください。
●特待奨学生の奨学金は各年度の授業料に振り替えます。
●特待奨学生S入学者（授業料100％相当額の奨学金を給付される者）は、一括納入方式のみとし、分割納入方式を
選択することはできません。なお、１次手続期間中に入学金のみを納めた場合、２次手続の際は一括納入額のみ
となります。
●教科書代、臨床・臨地実習に関わる費用（交通費・宿泊費・予防接種代等）、国家試験対策に関わる費用および同
窓会費等が別途必要です。
●入学金はいかなる理由があっても返還しません。

本学独自の奨学金
名称 形態 金額 人数 内容

福岡国際医療福祉大学
特待奨学生奨学金

給付

特待奨学生 S
（在学期間中の授業料 100％相当額）

特待奨学生 A
（在学期間中の授業料 50％相当額）

各学科各学年
特待奨学生
Ｓ：１名
Ａ：３名

一般入試前期および大学入試セン
ター試験利用入試の成績上位合格
者を対象とした制度です。
奨学金は毎年度給付し、各年度の
授業料に振り替えます（入学後の
修学状況により、次年度以降給付
対象とならない場合があります）。

学外奨学金
名称 形態 金額 内容

日本学生支援機構
奨学金（第一種）

貸与
（無利子）

〈自宅通学〉
月額２万、３万、４万、5.4 万円から選択

〈自宅外通学〉
月額２万、３万、４万、５万、6.4 万円から選択

法律に基づく、広く一般的な修学困難
者が対象の制度です。
学力・家計の基準があります。
なお申請は、入学後の申請と高校３年
生を対象とした高校在学中の予約申請
があります。予約申請については高校
の先生に相談してください。

日本学生支援機構
奨学金（第二種）

貸与
（有利子）

月額２万～ 12 万円の間から
１万円単位で選択

自治体主催奨学金 貸与 月額５万円程度

地方自治体独自の奨学金制度です。都
道府県・市区町村によって制度の有無・
内容が異なるため、詳細はお住まいの
自治体に確認してください。

民間育英財団奨学金
貸与
・

給付
主催団体による

民間の財団が社会奉仕の一環で行う制
度です。

修学資金・学資ローン
名称 内容

学外教育ローン
国や民間の金融機関で取り扱う教育ローンがあります。
詳細は日本政府金融公庫または民間の金融機関で確認してください。

大学提携教育ローン

本学では、入学手続時や授業料の支払い時に、株式会社オリエントコーポレションと提携した教育ロー
ンをご案内しています。
これは入学金や授業料などの学生納付金を提携会社が本学へ立て替え納付し、保護者の方より提携会
社へ毎月分割で返済していただく教育ローンです。
※本学を受験する前に事前審査が可能です。

【お問い合わせ先】　株式会社オリエントコーポレーション　学費サポートデスク
　　　　　　　　　TEL.　0120-517-325（９：30 ～ 17：30）

学生納付金等 学費サポート
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入試全般

Q1	 文系のクラスに所属していて、理系科目を履修していません。受験や入学後の授業が心配なのですが。
A	 文系・理系を問わず、医療分野を志す方に幅広く入学してほしいと考えています。
� そのため、本学では文系・理系を問わず受験できるよう、入試の選択科目を設定しています。
� 	また入学後の授業では、総合教育科目として理系の知識を基礎から学ぶことができる科目も開講しているた

め、高校で理系の科目で教わっていないものがある方も安心して学ぶことができます。

Q2	 身体に障害がある場合、受験や入学の際に制限はありますか？
A	 	受験および入学後の修学・学生生活において、個々の障害に応じて特別な配慮が必要となる場合があります。

事前にお問い合わせいただき、受験や修学に関する諸注意を確認してください。

Q3	 入学願書を取寄せたいのですが。
A	 	2020年度の学生募集要項（入学願書）は、本学ホームページから取り寄せることができます。また本学ホー

ムページからダウンロードすることも可能です。

Q4	 試験当日、昼食を持参した方がいいでしょうか？
A	 持参することをお勧めします。昼食は、昼休みに試験室等で食べることができます。
� 	試験場によっては近くにコンビニエンスストアもありますが、休憩時間が限られていますので、持参した方

がよいでしょう。

Q5	 合格発表はどのように行いますか？
A	 合格者には、「合格通知書」を送付します。学内掲示による発表は行いません。
� また、インターネット出願サイトで合否の確認ができます。

Q6	 入学手続をした後、入学を辞退することはできますか？
A	 	併願制の入試で合格した場合は辞退することができますが、専願制の入試で合格した場合は辞退することは

できません。

Q7	 駐車場はありますか？
A	 	本学（福岡会場）および地方会場に駐車場は設けておりません。お車で来られる際は近隣の有料駐車場をご

利用ください。

Q8	 付添者の控室はありますか？
A	 	本学（福岡会場）には付添者の控室を用意していますが、受験者以外は試験室のある校舎やフロア等への立

ち入りは一切できません。また、それ以外の試験場には付添者の控室はありません。

AO入試

Q1	 AO入試で出題される「小論文」とはどんな問題ですか？
A	 	資料読解などを含むものではなく、一般入試前期と同様にテーマ式を予定しています。
	 医療・福祉の専門的な知識を問うことが目的ではありません。
	 与えられたテーマについて、自分の考えを論理的にまとめ、説得力のある文章で表現できる力を重視します。

高校推薦入試

Q1	 高校推薦入試［指定校制］に出願したいのですが、指定されている高等学校を教えてください。
A	 	高校推薦入試［指定校制］の詳細は、本学が指定する高等学校に直接通知します。指定の有無や試験内容の

詳細については、高等学校の進路指導室に直接確認してください。

Q2	 高校推薦入試［公募制］に出願できるのは、現役生だけですか？
A	 	高校卒業後1年未満の方も出願できます。既卒生が現役生に比べ不利になることは一切ありません。

Q3	 高校での評定平均値は、どの程度合否に影響しますか？
A	 	評定平均値は出願の際の基準として設定しています。
　　　	合否の判定にあたっては、入学試験の成績を重視していますが、出願書類の記載事項なども参考にし、総合

的に判定します。

一般入試／大学入試センター試験利用入試

Q1	 一般入試前期A日程・B日程は両日受験できますか？
A	 両日受験できます。もちろん、どちらか片方でもかまいません。
	 	一般入試前期Ａ日程とＢ日程で、同一学科を受験した場合は、成績の良い試験日の結果を合否判定に使用し

ます。

Q2	 一般入試前期A日程・B日程はどのように違いますか？
A	 	一般入試前期A日程とB日程では、試験日と実施する試験場が違います。試験日を2回設定することで、受験

者が自由に選択できるように受験の機会を広げています。

Q3	 	一般入試前期A日程は地方会場で受験したいのですが、試験場によって合否で不利になることは
ありますか？

A	 	一切ありません。最も受験しやすい試験場を利用してください。

Q4	 遠方から受験しようと考えているのですが、宿泊先は紹介してもらえるのでしょうか？
A	 本学からの紹介は行っていません。

入試に関するQ＆A
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Q5	 	AO入試や高校推薦入試［公募制・指定校制］、帰国生徒特別選抜入試で合格し、既に入学手続を
済ませている場合でも、特待奨学生を目指すことはできますか？

A	 	入学手続を済ませた学科に限り、一般入試前期および大学入試センター試験利用入試を受験することができ
ます。これをチャレンジ受験と言います。一般入試前期および大学入試センター試験利用入試で成績上位者
になった場合、特待奨学生に選抜されます。

Q6	 	チャレンジ受験した結果、特待奨学生に選抜されなかった場合、入学に影響することはあります
か？また、その後入学を辞退することはできますか？

A	 入学に影響することは一切ありません。また、専願制入試の合格者は、入学を辞退することはできません。

Q7	 特待奨学生に選抜された場合は、いつごろ通知されますか？
A	 対象者には、合格発表時に通知します。

Q8	 特待奨学生に選抜された場合、他大学との併願ができなくなるようなことはありませんか？
A	 	併願可能です。チャレンジ受験をして合格した方以外は、特待奨学生に選抜されても入学を辞退することが

できます。

Q9	 	特待奨学生に選抜された合格者が入学手続をしなかった場合、他の合格者が特待奨学生に繰り
上がることはありますか？

A	 繰り上がることはありません。特待奨学生の対象者は、合格発表時に通知された合格者のみが対象となります。

Q10		一般入試前期と大学入試センター試験利用入試は出願期間が重なっていますが、両入試区分に
出願できますか？

A	 出願期間内であればどちらにも出願できます。
　　　一度の出願登録で、両入試区分に出願する場合、出願書類は１組でかまいません。

併願制入試共通

Q1	 第二・第三志望学科を選択できる入試は、どの入試ですか？
A	 一般入試前期・一般入試後期・大学入試センター試験利用入試です。

Q2	 第二・第三志望学科を選択した場合、合否で不利になることはありますか？
A	 一切ありません。

Q3	 入学試験の選択科目は、事前に決めて出願時に申請する必要がありますか？
A	 	すべての入試において選択科目の事前申告は必要ありません。一般入試前期では、試験当日に解答する科目

を選択できます。また、大学入試センター試験利用入試では、本学が選択科目として指定している科目を受
験していれば、高得点の科目から指定する科目数を合否判定に使用します。

入試区分別入試結果

学部 学科 項目 高校推薦
入試

一般入試
前期

一般入試
後期

特別選抜
入試 入学者数

医
療
学
部

理学療法学科

募集人員 12 28 若干名 若干名
49受験者数 25 146 7 3

合格者数 14 52（S1、A3） 1 1
競争率（受験者 / 合格者） 1.79 2.81 7.00 3.00

作業療法学科

募集人員 12 28 若干名 若干名
47受験者数 14 55 0 0

合格者数 14 37（S1、A3） 0 0
競争率（受験者 / 合格者） 1.00 1.49 ― ―

視能訓練学科

募集人員 12 28 若干名 若干名
40受験者数 16 47 1 0

合格者数 16 28（S1、A3） 1 0
競争率（受験者 / 合格者） 1.00 1.68 1.00 ―

※高校推薦入試は、公募制と指定校制の合計です。
※一般入試前期は、A日程とB日程の合計です。
※特別選抜入試は、社会人・留学生・帰国生徒特別選抜入試の合計です。
※合格者数には、第一志望以外の学科による合格者を含みます。
※入学者数の内訳としては、Sは特待奨学生S、Aは特待奨学生Aの対象者数を示します。

学科別　入学者の男女比/現役浪人比 出身都道府県別　在学者数（2019年5月1日現在）

都道府県名 医療学部　入学者数

島根 2

広島 1

山口 5

福岡 94

佐賀 9

長崎 8

熊本 4

大分 4

宮崎 3

鹿児島 5

その他 1

合計 136

※入学者0名の都道府県は省略
※�その他：高校卒業程度認定試験および外国の学校等
※上記都道府県は出身高等学校所在地によります。

入試データ(2019年度入試)
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