
 

  

 

 

 

 

 

 

※認可後は、福岡看護学部から看護学部へ名称変更予定。 

 

＜募集人員＞ 

学部 学科 
入学 

定員 

総合型 

選抜 

学校推薦型 

選抜 

一般選抜 大学入学 

共通テスト 

利用選抜 

帰国生徒 

社会人 

留学生 

特別選抜 
前期 後期 

看護学部 看護学科 100 名 15 名 32 名 43 名 若干名 10 名 若干名 

※ 設置者変更認可申請中のため、大学入学共通テスト利用選抜の実施については予定です。万一、大学入学共通テスト利用選抜を実施できなくなった場合 

には、同入試区分の募集人員は、一般選抜前期に振り替えます。 

※ 募集人員の詳細は必ず「福岡国際医療福祉大学 看護学部 2021 学生募集要項」を確認してください。 

 

 

＜入試日程＞ ※医療学部も同日実施を予定しています。  

入試区分 
入学 

試験日 
試験地 

出願期間 

〔消印有効〕 
合格発表日 

入学手続締切日 

〔消印有効〕 

総合型選抜 10/24(土） 福岡 9/30（水）～10/14（水） 11/4（水） 11/13（金） 

学校推薦型選抜 

［公募制・指定校制］ 
11/21(土) 福岡 11/2（月）～11/12（木） 12/1（火） 12/11（金） 

一般選抜前期 

A 日程 2/1(月) 

福岡 

山口・長崎 

大分・鹿児島 

12/25（金）～1/20（水） 2/12（金） 

一括納入方式／分割納入方式  

2/22（月） 

 

二段階納入方式  

1 次手続 2/22（月） 

2 次手続 3/11（木） 

B 日程 2/2(火） 福岡 

大学入学共通テスト 

利用選抜 

個別学力検査等は実施しません 
<共通テスト：1/16（土）、1/17（日）> 

一般選抜後期 3/5(金) 福岡 2/15（月）～2/24（水） 3/12（金） 3/19（金） 

帰国生徒特別選抜 11/21(土) 福岡 11/2（月）～11/12（木） 12/1（火） 12/11（金） 

社会人特別選抜 
2/2(火） 福岡 12/25（金）～1/20（水） 2/12（金） 2/22（月） 

留学生特別選抜 

※ 設置者変更認可申請中のため、大学入学共通テスト利用選抜の実施については予定です。 

※ 入試日程の詳細は必ず「福岡国際医療福祉大学 看護学部 2021 学生募集要項」を確認してください。 

※ 移管前の国際医療福祉大学で実施されていた特待奨学生特別選抜は本学では実施しません。本学の特待奨学生制度については下記をご覧ください。 

 

 

＜特待奨学生制度について＞ 
本学では一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜の成績上位合格者を対象に、特待奨学生を選抜しています。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（奨学金は各年度の授業料に振り替えます。

なお、学生納付金は、授業料以外に入学金（初年度のみ）、実験実習費、施設設備費等があります。）。 

学部 学科 
一般選抜前期 

大学入学共通テスト 

利用選抜 

特待奨学生 S 特待奨学生 A 特待奨学生 S 特待奨学生 A 

看護学部 看護学科 1 名 4 名 1 名 2 名 

福岡国際医療福祉大学 看護学部 看護学科 
2021 年度入試情報（予定） 

学校法人高木学園 福岡国際医療福祉大学は、姉妹校の学校法人国際医療福祉大学より福岡看護学部の移管を
受け、2021年 4 月より新たに「看護学部看護学科」を開設[設置者変更認可申請中]する予定です。 
以下記載内容は予定であり、募集人員、入試日程等は変更となる場合があります。 
詳細は必ず 9月上旬発行予定の「福岡国際医療福祉大学 看護学部 2021 学生募集要項」をご確認ください。 

設置者変更認可 

申請中 

裏面に続く➡ 

 



 20200520000 

＜試験科目＞  

入試区分ごとに、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。 

入試区分 科目 

総合型選抜 

適性をみるための基礎試験、個人面接（約 10～15 分） 

※適性をみるための基礎試験は、大学の講義への適性をみるためのもので、内容には、英語・国語・数学・理科の各分野の基礎

的な知識を問う設問や、グラフ・統計資料などの読み取りを行ったうえで自分の考えを述べる小論文が含まれています。 

学校推薦型選抜 

[公募制] 
※[指定校制]の詳細については 

各指定校宛に直接通知します 

一般常識試験（マークシート方式/90 分）、個人面接（約 10 分） 

※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。 

一般選抜前期 

必須 小論文（600 字以内/60 分） 

選択 

次の 10 科目から 2 科目選択（マークシート方式/120 分） 

● 英語  

○ 国語総合          ○ 日本史 B         ○ 数学Ⅰ・数学 A   

○ 数学Ⅱ・数学 B       ○ 物理基礎・物理      ○ 化学基礎・化学   
○ 生物基礎・生物       ○ 物理基礎・化学基礎*1  ○ 生物基礎・化学基礎*1 

※ １科目は必ず英語を選択してください。 

大学入学共通テスト 

利用選抜 

必須 英語[リスニングを除く] 

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。 

○ 国語[近代以降の文章] ○ 日本史 B ○ 世界史 B 

○ 現代社会 ○ 数学Ⅰ･数学 A ○ 数学Ⅱ・数学 B 

○ 物理 ○ 化学 ○ 生物 
◇ 物理基礎・化学基礎*1 ◇ 生物基礎・化学基礎*1 ◇ 物理基礎・生物基礎*1 
※ 「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。 

一般選抜後期 英語（マークシート方式/60 分）、個人面接（約 10 分） 

帰国生徒特別選抜 
一般常識試験（マークシート方式/90 分）、小論文（600 字以内/60 分）、個人面接（約 10 分） 

※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。 

社会人特別選抜 小論文（800 字以内/60 分）、個人面接（約 15 分） 

留学生特別選抜 

小論文（600 字以内/60 分）、個人面接（約 15～30 分）、日本留学試験（日本語）の得点 

※2019 年 6 月～2020 年 11 月の間のいずれかの日本留学試験の「日本語」を受験してください。 

※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。 

*1 一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜の「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。 

※看護学部看護学科の総合型選抜に出願を希望する方は、本学が主催する「病院見学会（看護学部看護学科総合型選抜出願希望者対象）」に必ず参加してください。 

※一般選抜の英語、国語、数学、物理、化学、生物は出題範囲に指定があります。詳細は必ず「福岡国際医療福祉大学 看護学部 2021 学生募集要項」を確認してください。 

※今般の新型コロナウイルス感染症対策という特別な状況に鑑み、入学志願者が不利益を被ることがないよう、評価方法等十分に配慮します。なお、今後の感染状況によっ

ては、学生募集要項に記載されている選抜方法等とは異なる方法で選抜を実施する場合があります。 

 

＜学生納付金等＞                                                       （単位：円） 

区分 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 初年度合計 4 年間合計 

一般入学者 

300,000 

900,000 【初年度】 

50,000 

【2 年次以降】 

250,000 

360,000 

1,610,000 6,140,000 

特待奨学生Ｓ 0 710,000 2,540,000 

特待奨学生Ａ 450,000 1,160,000 4,340,000 

※ 入学金を納めるのは初年度のみです。 

※ 上記以外に、教育後援会年会費として毎年次 45,000 円が必要です。 

※ 看護学部看護学科の保健師履修コース（選択制・定数あり）を履修する場合は、履修決定後に 50,000 円の履修費が別途必要となります。 

※ 「海外保健福祉事情」の履修が必須のため、海外研修のための費用として上記以外に１～３年次に年 50,000 円の積立が必要となります。 

※ 教科書代、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になります。 

※ 学生納付金の詳細は、「福岡国際医療福祉大学 看護学部 2021 学生募集要項」を確認してください。 

＜入試に関するお問い合わせ＞ 

福岡国際医療福祉大学 入試事務室 

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜 3-6-40 

フリーダイヤル：0120-05-5931（月～土 / 9：00～17：00） TEL：092-832-1200   

Mail：nyushi@takagigakuen.ac.jp  ホームページ：https://fiuhw.takagigakuen.ac.jp/ 
 

「福岡国際医療福祉大学 看護学部 2021 学生募集要項」は 9 月上旬ホームページにて公開予定です 


