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入試カレンダー2021

自分を活かせる入試をみつけよう！

本学が第一志望！めざせ早期合格！

●絶対に、福岡国際医療福祉大学に入学したい
●部活などで培ったコミュニケーション能力に
は自信がある
●これまでの経験や活動を活かして医療福祉
専門職を目指したい
●早い時期に合格を決めたい

総合型選抜そんな
方には

…

基礎学力に自信あり！

●普段から高校での勉強をコツコツと頑張っ
ている
●学校長の推薦がもらえる
●早い時期に合格を決めたい

学校推薦型選抜
［公募制・指定校制］

そんな
方には

…

出願期間
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試験日 合格発表

12/1
㈫
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㈮
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㈮
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  1/20㈬

出願期間
12/25㈮

  1/20㈬

2/1
㈪

試験日

2/2
㈫

試験日

2/2
㈫

試験日

大学入学共通テスト
1/16㈯・1/17㈰

個別学力検査等は
実施しません

合格発表
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総合型選抜
（旧AO入試）

専願

学校推薦型選抜
［公募制・指定校制］

（旧高校推薦入試）

専願

大学入学共通テスト利用選抜
（旧大学入試センター試験利用入試）

併願

一般選抜後期
（旧一般入試後期）

併願

帰国生徒特別選抜
（旧帰国生徒特別選抜入試）

専願

社会人特別選抜
（旧社会人特別選抜入試）

専願

専願

留学生特別選抜
（旧留学生特別選抜入試）

併願

併願

一般選抜前期
（旧一般入試前期）

Ａ
日
程

Ｂ
日
程

併願

2020年9月 10月 11月 12月 2021年1月 2月 3月

1月まで学力を　 高めたい！

●さらに学力をのば し自信を持って受験
したい
●他の大学も併願し たい
●複数日程を受験し て合格のチャンスを
増やしたい
●自宅に近い試験場 で受験したい

一般選抜　　前期そんな
方には

…

大学入学共通テスト対策を頑張った！

●大学入学共通テスト対策を中心に受験勉強
を頑張った
●併願校が多いので、効率よく受験したい
●大学入学共通テストの成績を使って受験し
たい

大学入学共通テスト利用選抜そんな
方には

…

今年度最後まで粘りたい！

●国公立大学の結果をみてから、私立大学に
　入学手続きをしたい
●2月まで第一志望校一本でいきたい
●今年度中に進学先を決めたい

一般選抜後期そんな
方には

…

出願期間
  9/30㈬

10/14㈬

A日程・Ｂ日程を
同時に出願すると、
入学検定料が
割引になります

一般選抜前期Ａ・Ｂ
両日程の出願に加えて、
大学入学共通テスト
利用選抜を同時に出願
すると、入学検定料が
割引になります

本学以外に
山口・長崎・大分・鹿児島に
地方会場を設置します

福岡国際医療福祉大学を第一志望としている方を対象とした専願制入試です。

国公立大学など、幅広い進路選択を考えている方に適した併願制入試です。



3 4

入試制度のポイント

◆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「一般選抜前期」、「大学入学共通テスト利用選抜」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。

チャレンジ受験とは、特待奨学生を選抜する入試が実施される前に、今年度実施する入試（総合型選抜、学校推薦型選抜
［公募制・指定校制］、帰国生徒特別選抜）で合格し入学手続を済ませている者が、入学の権利を保持したまま入学手続を
完了した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。

POINTPOINT 1 POINTPOINT 2

POINTPOINT 3

特待奨学生対象者数

一般選抜前期 大学入学共通テスト利用選抜

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。

※上記学生納付金は４年間の総額です。なお、学生納付金には、授業料以外に入学金（初年度のみ）、実験実習費、
　施設設備費が含まれます。

※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

チャレンジ受験について

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

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（2020年度）
　4年間：約 242 万円（一部例外有）

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。

特待奨学生制度
第二・第三志望制度を利用する

複数の学科で迷っている場合（例）

A日程
一般選抜前期

一般選抜前期

2/1（月）

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（火）

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

第二・第三志望制度を活用しよう

入学検定料割引制度を活用しよう

一般選抜前期
一般選抜前期は2日間の試験日（A日程・B日程）を設けています。
一般選抜前期A・B両日程に同時出願すると

入学検定料が 10,000 円 割引になります。

大学入学共通テスト利用選抜
一般選抜前期A・B両日程の出願に加えて、大学入学共通テスト利用選抜に同時出願すると、

入学検定料が 20,000 円 割引になります。

チャレンジ受験のメリット

PICK UP
ピックアップ

● 入学の権利を確保したうえで特待奨学生Ｓ・Ａをめざすことができる！
● 早期合格後も継続して受験勉強することで学習習慣を保つことができる！
● 学習を継続することで入学後に必要な学力を身に付けることができる！

総合型選抜や学校推薦型選抜、帰国生徒特別選抜合格者も特待奨学生にチャレンジ受験!!

一般選抜前期・後期、大学入学共通テスト利用選抜では、第二・
第三志望制度を導入しています。
この制度は、一度の出願で第三志望学科まで選択できる制度です。
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の判定を行います。
追加の入学検定料はかかりません。

入学検定料割引制度でお得に複数回受験
一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜では、受験にかかる経済的負担を軽くするため、複数回受験をする場合、
入学検定料の割引制度を導入しています。
なお、一度の出願登録で同時出願する場合に限ります。

一般選抜前期Ａ日程 一般選抜前期Ｂ日程

一般選抜前期Ａ日程 一般選抜前期Ｂ日程 大学入学共通テスト利用選抜

複数回受験のメリット

PICK UP
ピックアップ

● 試験日によって自分の得意分野の問題が出題される可能性がある！
● 一般選抜前期Ａ日程、Ｂ日程は問題の傾向や出題形式が類似しているため、複数回受験す
ると、試験問題や試験場などに慣れる！

● 受験機会が増えることで、合格だけでなく特待奨学生に選抜されるチャンスが広がる！

複数回受験で合格率アップ！

専願制入試合格後はチャレンジ受験で特待奨学生を目指そう！

大学入学共通
テスト利用選抜

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
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PICK UP
ピックアップ

● 試験日によって自分の得意分野の問題が出題される可能性がある！
● 一般選抜前期Ａ日程、Ｂ日程は問題の傾向や出題形式が類似しているため、複数回受験す
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第二志望　作業療法学科
第三志望　理学療法学科
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入試制度のポイント

POINTPOINT 4

POINTPOINT 5

便利な地方試験場で受験しよう

インターネット（WEB）出願で
スピーディに出願登録

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

◆総合型選抜

◆学校推薦型選抜[公募制]

◆帰国生徒特別選抜

◆一般選抜前期

◆大学入学共通テスト利用選抜

◆一般選抜後期

◆社会人特別選抜

◆留学生特別選抜

P.7から

一般選抜前期Ａ日程では、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2021学生募集要項を確認してください。

 本学では、全入試区分でインターネットによる出願を導入しています。
志願票作成時の記入漏れが軽減され、簡単、スピーディに出願手続を進められます。

本学（福岡）
2/1㈪・2/2㈫

長崎
2/1㈪

山口
2/1㈪

大分
2/1㈪

鹿児島
2/1㈪

インターネット出願の詳細は、P.23「インターネット出願ガイド」を参照

インターネット
出願のメリット

PICK UP
ピックアップ

● 学生募集要項の取り寄せ不要！
● ２４時間いつでも出願可能！
● 自動チェック機能により記入漏れが軽減され、スムーズに出願完了！

パソコン、タブレット、スマートフォンから出願できます

POINTPOINT 6 併願制入試の入学手続には
二段階納入方式も利用可能

本学では、他大学との併願を考えている受験生の入学手続にかかる一時的な経済的負担を軽減するため、一部の併願
制入試において、学生納付金等の「二段階納入方式」を導入しています。
対象入試区分：一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜

学生納付金納入方式の詳細は、P.21「学生納付金等」を参照

福　岡

山　口

長　崎

大　分

鹿児島

福岡国際医療福祉大学（福岡市）

ホテルニュータナカ（山口市）

長崎バスターミナルホテル（長崎市）

J:COMホルトホール大分（大分市）

ホテルリブマックス鹿児島（鹿児島市）

一般選抜前期Ａ日程（2/1）試験場

福岡国際医療福祉大学の
2021年度入試について

●福岡国際医療福祉大学の2021年度入試

はこれまでの入試制度に準じて実施し、

学力試験の出題教科・科目配点などに大

きな変更はありません。

●アドミッションポリシーに基づき、すべて

の入試区分において、「学力の３要素」

（１．知識・技能、２．思考力・判断力・

表現力、３．主体性を持って多様な人々

と協働して学ぶ態度）を、より多面的・総

合的に評価します。

●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。
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2021年度入試の変更点/学部・学科構成/募集人員 入試日程/入学検定料

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

総合型選抜 3 3 3

学校推薦型選抜［公募制・指定校制］ 12 12 12

一般選抜
前　　期 20 20 20

後　　期 若干名 若干名 若干名

大学入学共通テスト利用選抜 5 5 5

帰国生徒特別選抜 若干名 若干名 若干名

社会人特別選抜 若干名 若干名 若干名

留学生特別選抜 若干名 若干名 若干名

入試区分 入学検定料

同時出願検定料

一般選抜前期Ａ日程・Ｂ日程
同時出願

一般選抜前期Ａ日程・Ｂ日程
大学入学共通テスト利用選抜

同時出願

総合型選抜 30,000 円 ー ー

学校推薦型選抜［公募制・指定校制］ 30,000 円 ー ー

一般選抜前期
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

大学入学共通テスト利用選抜 20,000 円 ー

一般選抜後期 30,000 円 ー ー

帰国生徒特別選抜 30,000 円 ー ー

社会人特別選抜 30,000 円 ー ー

留学生特別選抜 30,000 円 ー ー

入試区分名の変更

 旧入試区分名　　　　　　　　 ▶ 　  　新入試区分名（2021 年度入試区分名）

 ＡＯ入試 ▶ 総合型選抜

 高校推薦入試［公募制／指定校制］ ▶ 学校推薦型選抜［公募制／指定校制］

 一般入試前期 ▶ 一般選抜前期

 大学入試センター試験利用入試 ▶ 大学入学共通テスト利用選抜

 一般入試後期 ▶ 一般選抜後期

 帰国生徒特別選抜入試 ▶ 帰国生徒特別選抜

 社会人特別選抜入試 ▶ 社会人特別選抜

 留学生特別選抜入試 ▶ 留学生特別選抜

■ 2021年度入試の変更点 ■ 入試日程

■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
■ 入学検定料

全学科で入試区分名が以下のように変更になります。

選抜方法の変更 

 総合型選抜（旧：ＡＯ入試）　旧選抜方法（科目）

●小論文（600字以内）
●個人面接

●適性をみるための基礎試験
●個人面接

全学科で総合型選抜の選抜方法の科目を以下のように変更します。

※総合型選抜の選抜方法の詳細は、P.9「総合型選抜」を確認してください。

下記内容は2020年5月現在の予定であり、変更になる場合があります。

総合型選抜

新たに看護学部 看護学科が加わります

医療学部
理学療法学科（40名）……………………■理学療法士
作業療法学科（40名）……………………■作業療法士
視能訓練学科（40名）……………………■視能訓練士

●2021年4月より、福岡市百道浜に「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。
　※本学グループ施設であり姉妹校の学校法人国際医療福祉大学（福岡看護学部）より移管予定。
　入試情報など詳細は認可後、本学ホームページ等で公表します。

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］

総合型選抜
〈専願制〉

2020年
10月24日（土）

福岡
2020年  9月30日（水）　　 　　　　　　　

～10月14日（水）

2020年
11月 4日（水）
13：00

2020年
11月13日（金）

学校推薦型選抜
［公募制・指定校制］

〈専願制〉

2020年
11月21日（土）

福岡
2020年11月  2日（月）　　　　　　　　　

～11月12日（木）

2020年
12月 1日（火）
13：00

2020年
12月11日（金）

一般選抜前期
〈併願制〉

Ａ日程
2021年

2月  1日（月）

福岡・山口
長崎・大分
鹿児島

2020年12月25日（金）
～2021年  1月20日（水）

2021年
 2月12日（金）
13：00

一括納入方式／分割納入方式
2021年 2月22日（月）

二段階納入方式
（1次手続）
2021年 2月22日（月）
（2次手続）
2021年 3月11日（木）

Ｂ日程
2021年

2月  2日（火）
福岡

大学入学共通テスト
利用選抜
〈併願制〉

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

2020年12月25日（金）
～2021年  1月20日（水）

2021年
 2月12日（金）
13：00

一括納入方式／分割納入方式
2021年 2月22日（月）

二段階納入方式
（1次手続）
2021年 2月22日（月）
（2次手続）
2021年 3月11日（木）

一般選抜後期
〈併願制〉

2021年
  3月  5日（金）

福岡
2021年  2月15日（月）

～  2月24日（水）

2021年
 3月12日（金）
13：00

2021年
 3月19日（金）

帰国生徒特別選抜
〈専願制〉

2020年
11月21日（土）

福岡
2020年11月  2日（月）　　　　　　　　　

～11月12日（木）

2020年
12月 1日（火）
13：00

2020年
12月11日（金）

社会人特別選抜
〈専願制〉 2021年

  2月  2日（火）
福岡

2020年12月25日（金）
～2021年  1月20日（水）

2021年
 2月12日（金）
13：00

2021年
 2月22日（月）留学生特別選抜

〈併願制〉

総合型選抜　新選抜方法（科目）
（2021年度入試選抜方法）
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学校推薦型選抜［公募制・指定校制］ 30,000 円 ー ー

一般選抜前期
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

大学入学共通テスト利用選抜 20,000 円 ー

一般選抜後期 30,000 円 ー ー

帰国生徒特別選抜 30,000 円 ー ー

社会人特別選抜 30,000 円 ー ー

留学生特別選抜 30,000 円 ー ー

入試区分名の変更

 旧入試区分名　　　　　　　　 ▶ 　  　新入試区分名（2021 年度入試区分名）

 ＡＯ入試 ▶ 総合型選抜

 高校推薦入試［公募制／指定校制］ ▶ 学校推薦型選抜［公募制／指定校制］

 一般入試前期 ▶ 一般選抜前期

 大学入試センター試験利用入試 ▶ 大学入学共通テスト利用選抜

 一般入試後期 ▶ 一般選抜後期

 帰国生徒特別選抜入試 ▶ 帰国生徒特別選抜

 社会人特別選抜入試 ▶ 社会人特別選抜

 留学生特別選抜入試 ▶ 留学生特別選抜

■ 2021年度入試の変更点 ■ 入試日程

■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
■ 入学検定料

全学科で入試区分名が以下のように変更になります。

選抜方法の変更 

 総合型選抜（旧：ＡＯ入試）　旧選抜方法（科目）

●小論文（600字以内）
●個人面接

●適性をみるための基礎試験
●個人面接

全学科で総合型選抜の選抜方法の科目を以下のように変更します。

※総合型選抜の選抜方法の詳細は、P.9「総合型選抜」を確認してください。

下記内容は2020年5月現在の予定であり、変更になる場合があります。

総合型選抜

新たに看護学部 看護学科が加わります

医療学部
理学療法学科（40名）……………………■理学療法士
作業療法学科（40名）……………………■作業療法士
視能訓練学科（40名）……………………■視能訓練士

●2021年4月より、福岡市百道浜に「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。
　※本学グループ施設であり姉妹校の学校法人国際医療福祉大学（福岡看護学部）より移管予定。
　入試情報など詳細は認可後、本学ホームページ等で公表します。

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］

総合型選抜
〈専願制〉

2020年
10月24日（土）

福岡
2020年  9月30日（水）　　 　　　　　　　

～10月14日（水）

2020年
11月 4日（水）
13：00

2020年
11月13日（金）

学校推薦型選抜
［公募制・指定校制］

〈専願制〉

2020年
11月21日（土）

福岡
2020年11月  2日（月）　　　　　　　　　

～11月12日（木）

2020年
12月 1日（火）
13：00

2020年
12月11日（金）

一般選抜前期
〈併願制〉

Ａ日程
2021年

2月  1日（月）

福岡・山口
長崎・大分
鹿児島

2020年12月25日（金）
～2021年  1月20日（水）

2021年
 2月12日（金）
13：00

一括納入方式／分割納入方式
2021年 2月22日（月）

二段階納入方式
（1次手続）
2021年 2月22日（月）
（2次手続）
2021年 3月11日（木）

Ｂ日程
2021年

2月  2日（火）
福岡

大学入学共通テスト
利用選抜
〈併願制〉

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

2020年12月25日（金）
～2021年  1月20日（水）

2021年
 2月12日（金）
13：00

一括納入方式／分割納入方式
2021年 2月22日（月）

二段階納入方式
（1次手続）
2021年 2月22日（月）
（2次手続）
2021年 3月11日（木）

一般選抜後期
〈併願制〉

2021年
  3月  5日（金）

福岡
2021年  2月15日（月）

～  2月24日（水）

2021年
 3月12日（金）
13：00

2021年
 3月19日（金）

帰国生徒特別選抜
〈専願制〉

2020年
11月21日（土）

福岡
2020年11月  2日（月）　　　　　　　　　

～11月12日（木）

2020年
12月 1日（火）
13：00

2020年
12月11日（金）

社会人特別選抜
〈専願制〉 2021年

  2月  2日（火）
福岡

2020年12月25日（金）
～2021年  1月20日（水）

2021年
 2月12日（金）
13：00

2021年
 2月22日（月）留学生特別選抜

〈併願制〉

総合型選抜　新選抜方法（科目）
（2021年度入試選抜方法）
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学校推薦型選抜［公募制］
（旧高校推薦入試［公募制］）

総合型選抜
（旧AO入試）

□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。
□意欲や個性、取得資格などをしっかり評価します。
□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2021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2021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2021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。

＊1 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。

〇総合型選抜で不合格になった場合は、学校推薦型選抜［指定校制］に出願できません（全学科）。
　学校推薦型選抜［公募制］への出願は可能です。学校推薦型選抜［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 9月30日（水）～10月14日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地 10月24日（土） 福岡

合格発表日 11月 4日（水）　13：00

入学手続期間 11月 4日（水）～ 11月13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

●適性をみるための基礎試験＊1 90分 100点

●個人面接 約10分～ 15分 段階評価

入試
Point

の 入試
Point

の □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。

出願資格
　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2020年３月に卒業した者、および2021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

 

募集人員
学校推薦型選抜［公募制］と学校推薦型選抜［指定校制］を合わせた募集人員です。

学部 学科 募集人員

医療学部

理学療法学科 12名

作業療法学科 12名

視能訓練学科 12名

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 11月 2日（月）～ 11月12日（木）〔消印有効〕

試験日/試験地 11月21日（土） 福岡

合格発表日 12月 1日（火）　13：00

入学手続期間 12月 1日（火）～ 12月11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

●一般常識試験＊1（マークシート方式） 90分 100点

●個人面接 約10分 段階評価

＊1 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。

専願制専願制

総合型選抜で合格し入学手続した方は、入学の権利を保持したまま、特待奨学生Ｓ・Ａをめざして特待奨学生を
選抜する入試（一般選抜前期・大学入学共通テスト利用選抜）にチャレンジ受験することができます。

※チャレンジ受験は、入学手続している学科への出願に限ります。
※チャレンジ受験をして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。また、選
　抜されなかったことを理由に入学を辞退することはできません。

学校推薦型選抜で合格し入学手続した方は、入学の権利を保持したまま、特待奨学生Ｓ・Ａをめざして特待奨学
生を選抜する入試（一般選抜前期・大学入学共通テスト利用選抜）にチャレンジ受験することができます。

※チャレンジ受験は、入学手続している学科への出願に限ります。
※チャレンジ受験をして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。また、選
　抜されなかったことを理由に入学を辞退することはできません。

〇学校推薦型選抜［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。
〇総合型選抜で不合格になった場合は、学校推薦型選抜［指定校制］に出願できません（全学科）。学校推薦
型選抜［公募制］への出願は可能です。学校推薦型選抜［指定校制］へ出願を検討している方はご注意ください。

総合型選抜合格者の特待奨学生Ｓ・Ａへのチャレンジ受験について 学校推薦型選抜合格者の特待奨学生Ｓ・Ａへのチャレンジ受験について

入学検定料10,000円 入学検定料10,000円
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学校推薦型選抜［公募制］
（旧高校推薦入試［公募制］）

総合型選抜
（旧AO入試）

□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。
□意欲や個性、取得資格などをしっかり評価します。
□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2021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2021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2021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。

＊1 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。

〇総合型選抜で不合格になった場合は、学校推薦型選抜［指定校制］に出願できません（全学科）。
　学校推薦型選抜［公募制］への出願は可能です。学校推薦型選抜［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 9月30日（水）～10月14日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地 10月24日（土） 福岡

合格発表日 11月 4日（水）　13：00

入学手続期間 11月 4日（水）～ 11月13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

●適性をみるための基礎試験＊1 90分 100点

●個人面接 約10分～ 15分 段階評価

入試
Point

の 入試
Point

の □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。

出願資格
　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2020年３月に卒業した者、および2021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

 

募集人員
学校推薦型選抜［公募制］と学校推薦型選抜［指定校制］を合わせた募集人員です。

学部 学科 募集人員

医療学部

理学療法学科 12名

作業療法学科 12名

視能訓練学科 12名

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 11月 2日（月）～ 11月12日（木）〔消印有効〕

試験日/試験地 11月21日（土） 福岡

合格発表日 12月 1日（火）　13：00

入学手続期間 12月 1日（火）～ 12月11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

●一般常識試験＊1（マークシート方式） 90分 100点

●個人面接 約10分 段階評価

＊1 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。

専願制専願制

総合型選抜で合格し入学手続した方は、入学の権利を保持したまま、特待奨学生Ｓ・Ａをめざして特待奨学生を
選抜する入試（一般選抜前期・大学入学共通テスト利用選抜）にチャレンジ受験することができます。

※チャレンジ受験は、入学手続している学科への出願に限ります。
※チャレンジ受験をして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。また、選
　抜されなかったことを理由に入学を辞退することはできません。

学校推薦型選抜で合格し入学手続した方は、入学の権利を保持したまま、特待奨学生Ｓ・Ａをめざして特待奨学
生を選抜する入試（一般選抜前期・大学入学共通テスト利用選抜）にチャレンジ受験することができます。

※チャレンジ受験は、入学手続している学科への出願に限ります。
※チャレンジ受験をして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。また、選
　抜されなかったことを理由に入学を辞退することはできません。

〇学校推薦型選抜［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。
〇総合型選抜で不合格になった場合は、学校推薦型選抜［指定校制］に出願できません（全学科）。学校推薦
型選抜［公募制］への出願は可能です。学校推薦型選抜［指定校制］へ出願を検討している方はご注意ください。

総合型選抜合格者の特待奨学生Ｓ・Ａへのチャレンジ受験について 学校推薦型選抜合格者の特待奨学生Ｓ・Ａへのチャレンジ受験について

入学検定料10,000円 入学検定料10,000円
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一般選抜前期
（旧一般入試前期）

入試
Point

の

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2021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2021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2021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
一般選抜前期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 12月25日（金）～ 1月20日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地
A日程  2月 1日（月） 福岡・山口・長崎・大分・鹿児島

B日程  2月 2日（火） 福岡

合格発表日  2月12日(金)　13：00

入学手続期間
 2月12日（金）～ 2月22日（月）〔消印有効〕

（１次手続） 2月12日（金）～ 2月22日（月）〔消印有効〕
（２次手続） 2月24日（水）～ 3月11日（木）〔消印有効〕

入学検定料
１回受験 30,000円

A・B両日程受験

一括納入方式
分割納入方式

二段階納入方式

50,000円

特待
奨学生
制度

検定料
割引

複数回
受験

第二・第三
志望制度

地方
試験場 併願制

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。
●選択科目は出願時に指定する必要はありません。試験当日、試験時間内に決定してください。

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

□合格者のうち、成績上位者を対象に、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両日程を同時に出願する場合、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。

⃝ 一般選抜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。
⃝ 総合型選抜、学校推薦型選抜〔公募制・指定校制〕、帰国生徒特別選抜の入学手続者は、入学の権利を保持した
　 まま、一般選抜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。
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一般選抜前期
（旧一般入試前期）

入試
Point

の

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2021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2021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2021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
一般選抜前期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 12月25日（金）～ 1月20日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地
A日程  2月 1日（月） 福岡・山口・長崎・大分・鹿児島

B日程  2月 2日（火） 福岡

合格発表日  2月12日(金)　13：00

入学手続期間
 2月12日（金）～ 2月22日（月）〔消印有効〕

（１次手続） 2月12日（金）～ 2月22日（月）〔消印有効〕
（２次手続） 2月24日（水）～ 3月11日（木）〔消印有効〕

入学検定料
１回受験 30,000円

A・B両日程受験

一括納入方式
分割納入方式

二段階納入方式

50,000円

特待
奨学生
制度

検定料
割引

複数回
受験

第二・第三
志望制度

地方
試験場 併願制

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。
●選択科目は出願時に指定する必要はありません。試験当日、試験時間内に決定してください。

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

□合格者のうち、成績上位者を対象に、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両日程を同時に出願する場合、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。

⃝ 一般選抜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。
⃝ 総合型選抜、学校推薦型選抜〔公募制・指定校制〕、帰国生徒特別選抜の入学手続者は、入学の権利を保持した
　 まま、一般選抜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。



13 14

大学入学共通テスト利用選抜
（旧大学入試センター試験利用入試）

一般選抜後期
（旧一般入試後期）

特待
奨学生
制度

検定料
割引

第二・第三
志望制度 併願制 第二・第三

志望制度 併願制

入試
Point

の 入試
Point

の

出願資格
次の条件のいずれかに該当する者で、令和３年度大学入学共通テストを受験する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2021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2021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2021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Ａ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

二段階納入方式

一括納入方式
分割納入方式

５名　（特待奨学生Ａ：１名）

入試日程/入学検定料
出願期間 12月25日（金）～ 1月20日（水）〔消印有効〕

試験日
個別学力検査等は実施しません

［大学入学共通テスト　　1月16日（土）・17日（日）］

合格発表日 2月12日（金）　13：00

入学手続期間

2月12日（金）～  2月22日（月）〔消印有効〕

（１次手続）2月12日（金）～  2月22日（月）〔消印有効〕
（２次手続）2月24日（水）～  3月11日（木）〔消印有効〕

入学検定料 20,000円　※一般選抜前期A・B両日程と合わせて同時に出願する場合、入学検定料は10,000円になります。

選抜方法
出願書類および令和３年度大学入学共通テストの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 〕く除をグンニスリ〔語英● 100点

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。

◇物理基礎・化学基礎＊1 ＊1　◇生物基礎・化学基礎 ◇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。

各100点
×
２科目

＊1 生「・」礎基学化「・」礎基理物「、ていつに験試の」礎基物生・礎基理物「、」礎基学化・礎基物生「、」礎基学化・礎基理物「
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

□今年度最後の入試です。
□国公立大学の前期日程試験合格発表後も入学手続ができます。
□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2021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2021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2021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15日（月）～ 2月24日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地 3月 5日（金） 福岡

合格発表日 3月12日（金）　13：00

入学手続期間 3月12日（金）～ 3月19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

●英語＊1（マークシート方式）   60分 100点

●個人面接 約10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。

□大学入学共通テストの成績と出願書類で合否を判定する入試です。
□大学入学共通テスト受験後も出願できます。
□合格者のうち、成績上位者を対象に特待奨学生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。
□一般選抜前期A・B両日程と合わせて同時に出願する場合、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。

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

⃝大学入学共通テスト利用選抜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。
⃝総合型選抜、学校推薦型選抜［公募制・指定校制］、帰国生徒特別選抜の入学手続者は、入学の権利を保持した
　まま、大学入学共通テスト利用選抜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。
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大学入学共通テスト利用選抜
（旧大学入試センター試験利用入試）

一般選抜後期
（旧一般入試後期）

特待
奨学生
制度

検定料
割引

第二・第三
志望制度 併願制 第二・第三

志望制度 併願制

入試
Point

の 入試
Point

の

出願資格
次の条件のいずれかに該当する者で、令和３年度大学入学共通テストを受験する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2021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2021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2021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Ａ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

二段階納入方式

一括納入方式
分割納入方式

５名　（特待奨学生Ａ：１名）

入試日程/入学検定料
出願期間 12月25日（金）～ 1月20日（水）〔消印有効〕

試験日
個別学力検査等は実施しません

［大学入学共通テスト　　1月16日（土）・17日（日）］

合格発表日 2月12日（金）　13：00

入学手続期間

2月12日（金）～  2月22日（月）〔消印有効〕

（１次手続）2月12日（金）～  2月22日（月）〔消印有効〕
（２次手続）2月24日（水）～  3月11日（木）〔消印有効〕

入学検定料 20,000円　※一般選抜前期A・B両日程と合わせて同時に出願する場合、入学検定料は10,000円になります。

選抜方法
出願書類および令和３年度大学入学共通テストの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 〕く除をグンニスリ〔語英● 100点

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。

◇物理基礎・化学基礎＊1 ＊1　◇生物基礎・化学基礎 ◇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。

各100点
×
２科目

＊1 生「・」礎基学化「・」礎基理物「、ていつに験試の」礎基物生・礎基理物「、」礎基学化・礎基物生「、」礎基学化・礎基理物「
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

□今年度最後の入試です。
□国公立大学の前期日程試験合格発表後も入学手続ができます。
□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2021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2021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2021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15日（月）～ 2月24日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地 3月 5日（金） 福岡

合格発表日 3月12日（金）　13：00

入学手続期間 3月12日（金）～ 3月19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

●英語＊1（マークシート方式）   60分 100点

●個人面接 約10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。

□大学入学共通テストの成績と出願書類で合否を判定する入試です。
□大学入学共通テスト受験後も出願できます。
□合格者のうち、成績上位者を対象に特待奨学生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。
□一般選抜前期A・B両日程と合わせて同時に出願する場合、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。

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

⃝大学入学共通テスト利用選抜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。
⃝総合型選抜、学校推薦型選抜［公募制・指定校制］、帰国生徒特別選抜の入学手続者は、入学の権利を保持した
　まま、大学入学共通テスト利用選抜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。
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社会人特別選抜
（旧社会人特別選抜入試）

専願制専願制

入試
Point

の入試
Point

の

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、2021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2021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、公認心理師
４．特殊技能に優れた者
　　スポーツや芸術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

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 12月25日（金）～ 1月20日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地 2月 2日（火） 福岡

合格発表日 2月12日（金）　13：00

入学手続期間 2月12日（金）～ 2月22日（月）〔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

募集人員

出願資格

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 11月 2日（月）～ 11月12日（木）〔消印有効〕

試験日/試験地 11月21日（土） 福岡

合格発表日 12月 1日（火）　13：00

入学手続期間 12月 1日（火）～ 12月11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

  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

＊1 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。

帰国生徒特別選抜
（旧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。

本学を専願す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）および卒業（修了）見込みの者、またはこれに準ずる者として文
　　部科学大臣の指定した者＊
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

＊国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格（ドイツ）取得者、バカロレア資格（フランス）取得者等

帰国生徒特別選抜で合格し入学手続した方は、入学の権利を保持したまま、特待奨学生Ｓ・Ａをめざして特待奨
学生を選抜する入試（一般選抜前期・大学入学共通テスト利用選抜）にチャレンジ受験することができます。

※チャレンジ受験は、入学手続している学科への出願に限ります。
※チャレンジ受験をして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。また、選
抜されなかったことを理由に入学を辞退することはできません。

□社会人経験がある方や大学卒業（見込み）者の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。

帰国生徒特別選抜合格者の特待奨学生Ｓ・Ａへのチャレンジ受験について

●一般常識試験＊1（マークシート方式）

入学検定料10,000円
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社会人特別選抜
（旧社会人特別選抜入試）

専願制専願制

入試
Point

の入試
Point

の

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、2021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2021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、公認心理師
４．特殊技能に優れた者
　　スポーツや芸術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

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 12月25日（金）～ 1月20日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地 2月 2日（火） 福岡

合格発表日 2月12日（金）　13：00

入学手続期間 2月12日（金）～ 2月22日（月）〔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

募集人員

出願資格

入試日程/試験地/入学検定料
出願期間 11月 2日（月）～ 11月12日（木）〔消印有効〕

試験日/試験地 11月21日（土） 福岡

合格発表日 12月 1日（火）　13：00

入学手続期間 12月 1日（火）～ 12月11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

  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

＊1 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。

帰国生徒特別選抜
（旧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。

本学を専願す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）および卒業（修了）見込みの者、またはこれに準ずる者として文
　　部科学大臣の指定した者＊
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

＊国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格（ドイツ）取得者、バカロレア資格（フランス）取得者等

帰国生徒特別選抜で合格し入学手続した方は、入学の権利を保持したまま、特待奨学生Ｓ・Ａをめざして特待奨
学生を選抜する入試（一般選抜前期・大学入学共通テスト利用選抜）にチャレンジ受験することができます。

※チャレンジ受験は、入学手続している学科への出願に限ります。
※チャレンジ受験をして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。また、選
抜されなかったことを理由に入学を辞退することはできません。

□社会人経験がある方や大学卒業（見込み）者の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。

帰国生徒特別選抜合格者の特待奨学生Ｓ・Ａへのチャレンジ受験について

●一般常識試験＊1（マークシート方式）

入学検定料10,000円
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入試データ(2020年度入試)留学生特別選抜
（旧留学生特別選抜入試）

学
部 学科 項目 ＡＯ

入試
高校推薦
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

特別選抜
入試 合計 入学者数

医
療
学
部

理学療法学科

募集人員 3 12 20 5 若干名 若干名 40

44
受験者数 29 28 138 55 9 0 259

合格者数 3 12 42 18 1 0 76

競争率
(受験者数/合格者数)

9.67 2.33 3.29 3.06 9.00 ― 3.41

作業療法学科

募集人員 3 12 20 5 若干名 若干名 40

44
受験者数 16 21 68 30 3 1 139

合格者数 4 17 29 7 1 1 59

競争率
(受験者数/合格者数)

4.00 1.24 2.34 4.29 3.00 1.00 2.36

視能訓練学科

募集人員 3 12 20 5 若干名 若干名 40

46
受験者数 12 16 55 17 1 0 101

合格者数 5 16 29 10 1 0 61

競争率
(受験者数/合格者数)

2.40 1.00 1.90 1.70 1.00 ― 1.66

併願制

入試
Point

の

出願資格
次のすべての条件を満たす者
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本国の永住許可を得ていない者
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（2021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者
とする。

学の本日を間期学在のそ、は合場たし学在に設施育教外在たし定認が臣大学科部文や校学人国外るあに本日※
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2019年６月から2020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。
の」験試力能語本日「に内以年２前願出、は合場るすを願出らか国の外以本日いなきで験受を験試学留本日※

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 2019年6月、2019年11月、2020年11月のいずれか

出願期間 12月25日（金）～ 1月20日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地 2月 2日（火） 福岡

合格発表日 2月12日（金）　13：00

入学手続期間 2月12日（金）～ 2月22日（月）〔消印有効〕

入学検定料 30,000円

＊1  2020年６月実施予定の日本留学試験は中止が決定（2020年５月 13 日更新〈日本学生支援機構〉）。
※海外から出願する場合は、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

入試区分別入試結果

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（2020年5月1日現在）

都道府県名

島根

広島

山口

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

その他

合計

医療学部

2

1

14

177

14

17

6

14

8

11

1

2

267

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

□入学時までに「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志、意欲を評価します。
□日本で就業ビザ（医療）が取得可能な国家資格をめざします。

※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。

男性
27人
61％

女性
17人
39％

現役
43人
98％

浪人
1人
2％

男性
11人
25％

女性
33人
75％

現役
43人
98％

浪人
1人
2％

男性
13人
28％

女性
33人
72％

現役
45人
98％

浪人
1人
2％

＊1
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入試データ(2020年度入試)留学生特別選抜
（旧留学生特別選抜入試）

学
部 学科 項目 ＡＯ

入試
高校推薦
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

特別選抜
入試 合計 入学者数

医
療
学
部

理学療法学科

募集人員 3 12 20 5 若干名 若干名 40

44
受験者数 29 28 138 55 9 0 259

合格者数 3 12 42 18 1 0 76

競争率
(受験者数/合格者数)

9.67 2.33 3.29 3.06 9.00 ― 3.41

作業療法学科

募集人員 3 12 20 5 若干名 若干名 40

44
受験者数 16 21 68 30 3 1 139

合格者数 4 17 29 7 1 1 59

競争率
(受験者数/合格者数)

4.00 1.24 2.34 4.29 3.00 1.00 2.36

視能訓練学科

募集人員 3 12 20 5 若干名 若干名 40

46
受験者数 12 16 55 17 1 0 101

合格者数 5 16 29 10 1 0 61

競争率
(受験者数/合格者数)

2.40 1.00 1.90 1.70 1.00 ― 1.66

併願制

入試
Point

の

出願資格
次のすべての条件を満たす者
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本国の永住許可を得ていない者
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（2021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者
とする。

学の本日を間期学在のそ、は合場たし学在に設施育教外在たし定認が臣大学科部文や校学人国外るあに本日※
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2019年６月から2020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。
の」験試力能語本日「に内以年２前願出、は合場るすを願出らか国の外以本日いなきで験受を験試学留本日※

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 2019年6月、2019年11月、2020年11月のいずれか

出願期間 12月25日（金）～ 1月20日（水）〔消印有効〕

試験日/試験地 2月 2日（火） 福岡

合格発表日 2月12日（金）　13：00

入学手続期間 2月12日（金）～ 2月22日（月）〔消印有効〕

入学検定料 30,000円

＊1  2020年６月実施予定の日本留学試験は中止が決定（2020年５月 13 日更新〈日本学生支援機構〉）。
※海外から出願する場合は、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

入試区分別入試結果

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（2020年5月1日現在）

都道府県名

島根

広島

山口

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

その他

合計

医療学部

2

1

14

177

14

17

6

14

8

11

1

2

267

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

□入学時までに「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志、意欲を評価します。
□日本で就業ビザ（医療）が取得可能な国家資格をめざします。

※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。

男性
27人
61％

女性
17人
39％

現役
43人
98％

浪人
1人
2％

男性
11人
25％

女性
33人
75％

現役
43人
98％

浪人
1人
2％

男性
13人
28％

女性
33人
72％

現役
45人
98％

浪人
1人
2％

＊1
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入試に関するQ＆A

Q1

A

Q2

A

Q1

A

Q2

A

Q3

A

Q6

A

Q7

A

Q8

A

Q9

A

Q3

A

Q1

A

Q2

A

Q4

A

Q5

A

Q3

A

Q3

A

Q4

A

Q5

A

Q6

A

Q7

A

Q8

A

Q9

A

Q10

A

Q1

A

Q1

A

Q2

A

入試全般

併願制入試共通

学校推薦型選抜

総合型選抜

一般選抜／大学入学共通テスト利用選抜

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。

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、総合教育科目を開講しており、専門科目を学ぶうえで必要になる理数系科目の知識を基礎から学
ぶことができます。

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？

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。
事前に入試事務室に問い合わせのうえ、受験や修学に関する諸注意を確認してください。

学生募集要項（入学願書）を取寄せたいのですが。

学生募集要項（入学願書）は、本学ホームページからダウンロードしてください。または、オープンキャンパスや本学主催の進
学相談会等の参加者特典として配布していますので、ぜひ、これらのイベントに参加してください。
なお、2021年度学生募集要項は７月上旬に公表予定です。

過去問題集はどのようにすれば入手できますか？

詳しくは、本学ホームページ、または医療学部学生募集要項を確認してください。

試験当日、昼食を持参した方がいいでしょうか？

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。

合格発表はどのように行いますか？

本学ホームページのWEB合否発表サイトで合否の確認ができます。
また、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。

入学手続をした後、入学を辞退することはできますか？

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。

駐車場はありますか？

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。車で来校される際は近隣の有料駐車場をご利用ください。

付添者の控室はありますか？

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フロア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。

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？

本学からの紹介はしていません。

総合型選抜で出題される「適性をみるための基礎試験」とはどんな問題ですか？

基礎的な知識を問うための一般教養（英語・国語・数学・理科）の問題や、グラフや統計資料などから読み取った内容をも
とに自分の考えを述べる小論文があります。試験時間は90分です。

学校推薦型選抜［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。

学校推薦型選抜［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。

学校推薦型選抜［公募制］に出願できるのは、現役生だけですか？

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。

高校での評定平均値は、どの程度合否に影響しますか？

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。

一般選抜前期A日程・B日程は両日受験できますか？

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。
一般選抜前期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。

一般選抜前期A日程・B日程はどのように違いますか？

一般選抜前期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。

一般選抜前期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？

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。

総合型選抜や学校推薦型選抜［公募制・指定校制］、帰国生徒特別選抜で合格し、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？

入学手続を済ませた学科に限り、一般選抜前期および大学入学共通テスト利用選抜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。一般選抜前期および大学入学共通テスト利用選抜で成績上位者になった場合、特待奨学生に選抜さ
れます。

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？

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。

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？

対象者には、合格発表時に通知します。

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りますか？

併願できます。また、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（専願制入試合格者がチャレンジ受験をし
て特待奨学生に選抜された場合は除く）。

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りますか？

繰り上がりません。特待奨学生対象者は、合格発表時に通知された合格者のみが対象となります。

一般選抜前期と大学入学共通テスト利用選抜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？

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。

第二・第三志望学科を選択できる入試は、どの入試ですか？

一般選抜前期・一般選抜後期・大学入学共通テスト利用選抜です。

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？

一切ありません。

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？

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。一般選抜前期では、試験当日に解答する科目を選択できま
す。また、大学入学共通テスト利用選抜では、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。
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入試全般

併願制入試共通

学校推薦型選抜

総合型選抜

一般選抜／大学入学共通テスト利用選抜

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。

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、総合教育科目を開講しており、専門科目を学ぶうえで必要になる理数系科目の知識を基礎から学
ぶことができます。

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？

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。
事前に入試事務室に問い合わせのうえ、受験や修学に関する諸注意を確認してください。

学生募集要項（入学願書）を取寄せたいのですが。

学生募集要項（入学願書）は、本学ホームページからダウンロードしてください。または、オープンキャンパスや本学主催の進
学相談会等の参加者特典として配布していますので、ぜひ、これらのイベントに参加してください。
なお、2021年度学生募集要項は７月上旬に公表予定です。

過去問題集はどのようにすれば入手できますか？

詳しくは、本学ホームページ、または医療学部学生募集要項を確認してください。

試験当日、昼食を持参した方がいいでしょうか？

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。

合格発表はどのように行いますか？

本学ホームページのWEB合否発表サイトで合否の確認ができます。
また、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。

入学手続をした後、入学を辞退することはできますか？

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。

駐車場はありますか？

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。車で来校される際は近隣の有料駐車場をご利用ください。

付添者の控室はありますか？

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フロア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。

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？

本学からの紹介はしていません。

総合型選抜で出題される「適性をみるための基礎試験」とはどんな問題ですか？

基礎的な知識を問うための一般教養（英語・国語・数学・理科）の問題や、グラフや統計資料などから読み取った内容をも
とに自分の考えを述べる小論文があります。試験時間は90分です。

学校推薦型選抜［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。

学校推薦型選抜［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。

学校推薦型選抜［公募制］に出願できるのは、現役生だけですか？

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。

高校での評定平均値は、どの程度合否に影響しますか？

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。

一般選抜前期A日程・B日程は両日受験できますか？

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。
一般選抜前期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。

一般選抜前期A日程・B日程はどのように違いますか？

一般選抜前期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。

一般選抜前期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？

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。

総合型選抜や学校推薦型選抜［公募制・指定校制］、帰国生徒特別選抜で合格し、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？

入学手続を済ませた学科に限り、一般選抜前期および大学入学共通テスト利用選抜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。一般選抜前期および大学入学共通テスト利用選抜で成績上位者になった場合、特待奨学生に選抜さ
れます。

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？

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。

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？

対象者には、合格発表時に通知します。

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りますか？

併願できます。また、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（専願制入試合格者がチャレンジ受験をし
て特待奨学生に選抜された場合は除く）。

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りますか？

繰り上がりません。特待奨学生対象者は、合格発表時に通知された合格者のみが対象となります。

一般選抜前期と大学入学共通テスト利用選抜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？

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。

第二・第三志望学科を選択できる入試は、どの入試ですか？

一般選抜前期・一般選抜後期・大学入学共通テスト利用選抜です。

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？

一切ありません。

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？

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。一般選抜前期では、試験当日に解答する科目を選択できま
す。また、大学入学共通テスト利用選抜では、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。
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学生納付金等 学費サポート

区分

学生納付金の内訳
初年度
１次手続

初年度
２次手続

２年次以降
４年間
総額

入学金 授業料
実験
実習費

施設
設備費

入学金
２次一括
入学手続時

２次分割納入方式 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

300,000 300,000

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

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、一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜では、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）

（二段階納入方式を選択した場合）　※一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜の合格者のみ選択可能。 （単位：円）

学生納付金等に関する注意事項

区分

学生納付金の内訳 初年度 ２年次以降
４年間
総額入学金 授業料

実験
実習費

施設
設備費

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

●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45,000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。上表は奨学金振替後の金額です。
●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、二段階納入方式を選択した場合も２次手続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

貸与
（無利子）

＜自宅通学＞
月額2万、3万、4万、5万4千円から選択
＜自宅外通学＞
月額2万、3万、4万、5万、6万4千円から選択

月額2万～12万円の間から1万円単位で選択

第１区分　　自宅通学　　　　 月額38,300円
　　　　　　自宅外通学　　 　月額75,800円
第２区分　　自宅通学　　　　 月額25,600円
　　　　　　自宅外通学　　 　月額50,600円
第３区分　　自宅通学　　　　 月額12,800円
　　　　　　自宅外通学　　 　月額25,300円

貸与
（有利子）

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）

医療学部
各学科各学年
特待奨学生
Ｓ：１名
Ａ：３名

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）

日本学生支援機構奨学金
（第二種）

日本学生支援機構奨学金
（高等教育の修学支援新制度）

自治体主催奨学金 貸与 月額5万円程度

民間育英財団奨学金
貸与
・
給付

主催団体による

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。
詳細は日本政策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。
※本学ホームページ「入試情報」の「学費サポート」内「大学提携教育ローン」より、本制度の詳細
　確認およびWEB申し込みが可能です。
※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）

一般選抜前期および大学入学共通
テスト利用選抜の成績上位合格者
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）。

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。

法律に基づき、非課税世帯とそれに
準ずる世帯の所得金額に応じた区分
（第１区分～第３区分）で奨学金が
給付になります。この給付奨学生は
同時に高等教育の修学支援新制度対
象になり、区分による入学金・授業
料の減免も受けられます。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。

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。

民間の財団が社会奉仕の一環で行う
制度です。

※詳細は「特待奨学生制度（P.３）」を参照してください。
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学生納付金等 学費サポート

区分

学生納付金の内訳
初年度
１次手続

初年度
２次手続

２年次以降
４年間
総額

入学金 授業料
実験
実習費

施設
設備費

入学金
２次一括
入学手続時

２次分割納入方式 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

300,000 300,000

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

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、一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜では、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）

（二段階納入方式を選択した場合）　※一般選抜前期、大学入学共通テスト利用選抜の合格者のみ選択可能。 （単位：円）

学生納付金等に関する注意事項

区分

学生納付金の内訳 初年度 ２年次以降
４年間
総額入学金 授業料

実験
実習費

施設
設備費

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

●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45,000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。上表は奨学金振替後の金額です。
●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、二段階納入方式を選択した場合も２次手続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

貸与
（無利子）

＜自宅通学＞
月額2万、3万、4万、5万4千円から選択
＜自宅外通学＞
月額2万、3万、4万、5万、6万4千円から選択

月額2万～12万円の間から1万円単位で選択

第１区分　　自宅通学　　　　 月額38,300円
　　　　　　自宅外通学　　 　月額75,800円
第２区分　　自宅通学　　　　 月額25,600円
　　　　　　自宅外通学　　 　月額50,600円
第３区分　　自宅通学　　　　 月額12,800円
　　　　　　自宅外通学　　 　月額25,300円

貸与
（有利子）

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）

医療学部
各学科各学年
特待奨学生
Ｓ：１名
Ａ：３名

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）

日本学生支援機構奨学金
（第二種）

日本学生支援機構奨学金
（高等教育の修学支援新制度）

自治体主催奨学金 貸与 月額5万円程度

民間育英財団奨学金
貸与
・
給付

主催団体による

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。
詳細は日本政策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。
※本学ホームページ「入試情報」の「学費サポート」内「大学提携教育ローン」より、本制度の詳細
　確認およびWEB申し込みが可能です。
※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）

一般選抜前期および大学入学共通
テスト利用選抜の成績上位合格者
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）。

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。

法律に基づき、非課税世帯とそれに
準ずる世帯の所得金額に応じた区分
（第１区分～第３区分）で奨学金が
給付になります。この給付奨学生は
同時に高等教育の修学支援新制度対
象になり、区分による入学金・授業
料の減免も受けられます。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。

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。

民間の財団が社会奉仕の一環で行う
制度です。

※詳細は「特待奨学生制度（P.３）」を参照してください。
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インターネット出願ガイド

インターネット出願の流れ

出願前の準備

●必要なインターネット環境

●顔写真データの用意

志願票等の印刷出願書類の郵送受験票の確認・印刷
試験日に持参

出願サイトにアクセス 出願情報の登録

入学検定料の納入

全入試区分ともインターネット出願サイト（以下、出願サイト）を利用して出願していただきます。

インターネットに接続されたパソコンを通じて出願を行います。スマートフォンやタブレットを利用して出願することも
できます。必要なインターネット環境は以下のとおりです。

●出願書類の準備
出願する入試区分・志願者の経歴等により提出する書類が異なります。
2021年度学生募集要項にて、出願に必要な書類（調査書、志願理由書等）を確認して準備してください。
なお、「調査書」等の出願書類は発行に時間がかかる場合がありますので、出願前に手配をしておいてくだ
さい。

●出願用の封筒（角２サイズ）を用意
出願書類を郵送するため、市販の角２封筒を用意してください。

◯出願サイトに顔写真データをアップ
ロードしますので、あらかじめデータ
ファイルを準備してください。

◯顔写真は試験当日の本人確認の際
に使用しますので、以下の点に注意し
て準備してください。

•ファイル形式はjpeg、ファイルサイズは３MB以内

•出願前３ヶ月以内に撮影

•正面上半身、無帽、背景なし
•試験中に眼鏡をかける場合は、眼鏡をかけて撮影してくだ
さい。

•デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影した写真も可とし
ますが、スナップ写真、不鮮明な写真、右記の悪い例のよ
うな写真は受付できません。

●必要な印刷環境
「志願票」「受験票」等を印刷しますので、プリンターを用意してください。
A4普通紙に印刷可能なカラープリンター（推奨）、またはモノクロ（白黒）プリンターを用意してください。自宅にプリン
ターがない場合は、パソコンやプリンターがある在学中の高校や塾・予備校を利用する、または知人に借りる等して
ください。また、コンビニエンスストアのネットプリントサービスを利用することも可能です（利用できるコンビニエンス
ストアは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートです）。

●メールアドレスの用意
出願サイトで出願情報を登録する際にメールアドレスを登録します。常に確認できるメールアドレスを登録してください。
メールアドレスをお持ちでない場合は、フリーメール等を取得してください。

●入学検定料の納入方法の確認
各自に合った納入方法をあらかじめ決めておいてください。納入方法は下記３つの方法から選択できます。
１．コンビニエンスストア　２．ペイジー対応金融機関（ATM・ネットバイキング）　３．クレジットカード

パソコン

スマートフォン
タブレット

※ブラウザの設定について
　どのウェブブラウザでも、以下の設定を行ってください。
　・JavaScriptを有効にする。
　・Cookieを有効にする。

※セキュリティソフトをインストールしている場合、インターネット出願が正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
　セキュリティソフトについては、各メーカーのサポートセンターに問い合わせてください。

Windows：InternetExplorer 11.x
Microsoft Edge（最新バージョン）
GoogleChrome（最新バージョン）
Firefox（最新バージョン）

MacOS  ：Safari（最新バージョン）
Android ：5.0 以上（Android Chrome最新バージョン）
iOS        ：10.0 以上（Safari最新バージョン）

※本人であることが判別しづらい写真は、
　再提出していただくことがあります。

良い例 悪い例

写りが不鮮明

顔の写りが小さすぎる顔の写りが大きすぎる 背景が写っている

眼鏡のフレームが
目にかかっている

髪が目にかかっている

①本学ホームページ
https://fiuhw.takagigakuen.ac.jp/へアクセス

福岡国際医療福祉大学ホームページにアク
セスし、「ＷＥＢ出願」のバナーをクリックします。

②インターネット出願ガイダンスページを開き、
　出願登録前に『はじめに』をよく読んでください。
　『はじめに』から「学生募集要項」や「事前準備・
　ＦＡＱ」等を確認してください。

大学入学共通テスト

STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 4STEP 5STEP 6STEP 7

出願前の準備
STEP
1

STEP
1

出願サイトにアクセス
学生募集要項・事前準備・QA等の確認

STEP
2

STEP
2

角2
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ペイジー対応金融機関
ATM ネットバンキング

収納機関番号を入力

「税金・各種料金
（ペイジー）」を選択

【お客様番号】
【確認番号】を入力

【お客様番号】
【確認番号】を入力

支払方法を選択
（現金またはキャッシュカード）
し、お支払いください。

ペイジーマーク
のあるATMで
お支払いが
可能です。

都市銀行・
地方銀行・
ゆうちょ銀行等の
ネットバンキングを利用して
お支払いが可能です。

収納機関番号を入力

画面上で金額を確認し、
お支払いください。
（口座引落扱い）

ネットバンキングに
ログインし、「税金・
各種料金の払込（ペ
イジー）」をクリック

現金支払・キャッシュカード 口座引落

出願書類が大学到着後、通常５日以内（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
にメールにて「受験票」発行の連絡が届きます。

不明点・疑問点は、インターネット出願サイトの「はじめに」で確認してください。

封筒貼付用
宛名シート

志願票

印刷した封筒貼付用
宛名シートを貼り付ける

市販の角２封筒（A４サイズ
の書類が入る封筒）

調査書
等

受験票の郵送はしません。受験票は、必ず志願者が印刷の上、試験当日持参してください。

印刷した受験票を確認し、次の事項に誤りがある場合は、至急、入試事務室に連絡してください。

□入試区分　　□学部・学科　　□氏名　　□試験日　　□試験場
※受験日の３日前までに受験票が印刷可能にならない場合は、入試事務室までお問い合わせください。
※受験票は入試区分ごとに発行されます。

インターネット上の入力だけでは出願手続は完了しません。
登録完了後、入学検定料を納入し、出願書類を郵送することで出願手続が完了します。出願締切日間近は、
郵便局の営業時間等も十分考慮した上で、時間に余裕をもって出願してください。

インターネット出願ガイド

①個人情報を入力
ガイダンス画面の『出願登録』ボタンをクリック後、画面の
指示に従って、志願者の個人情報や出願に必要な情報を
入力し、顔写真データを登録します。

Ｗｅｂ入学志願票・封筒貼付用宛名シートを印刷
支払い完了後、『出願登録／出願内容の確認』より、Ｗｅｂ入学志願票・封筒貼付用宛
名シートをダウンロードし、印刷してください。
ページの拡大・縮小はせずにＡ４で印刷してください。
※アクセスする際、ログインＩＤ、生年月日、登録した電話番号の入力が必要となります。
※入学検定料の支払い後に届く、「インターネット出願支払完了メール」記載のＵＲＬか
らもアクセスできます。

②ログインＩＤの確認
ログインＩＤ確認画面には、ログインＩＤ８桁が表示されます。
ＳＴＥＰ５の志願票等印刷時に必要ですのでログインＩＤ（８
桁）を必ずメモしてください。

③納入方法の選択

ＳＴＥＰ４へ ＳＴＥＰ５へ

コンビニ・ペイジー（銀行ＡＴＭ・インターネット
バイキング）を選択した場合

支払番号確認画面で支払いに必要な番号が表示されます。
ＳＴＥＰ４の支払い時に必要ですので必ずメモしてください。

クレジットカードを選択した場合
カード情報を入力し、決済完了。
入金完了メールが通知されます。

●入学検定料の割引制度は、一度の出願登録で同時に出願した場合のみ適用されます。後日追加で出願は適用されません。
●納入方法と入学検定料の納入額により手数料が異なります。
●一度納入した入学検定料はいかなる場合も返還しませんので注意してください。

出願登録した翌日の23：59まで（出願登録期限日に出願登録した場合は当日中）に、下記の通り
入学検定料をお支払いください。上記の支払い期限を過ぎますと、登録された内容での入学検定料
支払いができなくなります。

ログインID

注意！

注意！

志願者情報の入力・確認画面では、必ず入力した内容（特に生年
月日・電話番号・住所）に誤りがないか、十分に確認してください。
志願者情報の確認画面を過ぎると内容の変更ができません。

注意！

Ｑ．自宅にプリンターがなくても出願できますか？
出願できます。プリンターがない場合は、コンビニエンスストアのネットプリント
サービスで印刷することが可能です。※別途、印刷料金が必要です。

※入学検定料の他に払込手数料がかかります。

コンビニエンスストア

レジでお支払い
ください。

「払込票」を印刷
またはWeb画面に表示
された「払込票番号」

Web画面に
表示された
「受付番号」

Web画面に表示された
「オンライン決済番号」
  もしくは「受付番号」

Web画面に表示された
「第１番号
（企業コード20020）」
「第２番号
（注文番号12桁）」

「第１番号
（企業コード20020)」を入力

「第2番号
（注文番号12桁）」を入力

「各種番号をお持ちの方」
ボタンを押す

「お申込みした電話番号」
を入力

「受付番号」を入力

「申込券」発券

●レジにて

マルチコピー機は使用
しません

「申込券」発券

「収納票発行」ボタンを押す

「代金支払い」ボタンを押す

店頭端末機より出力される「申込券」（受付票）を持って、
30分以内にレジでお支払いください。

セイコーマート

「受付番号」を入力

「確認番号」を入力

デイリーヤマザキ

●レジにて

へ

「インターネット支
払い」と店員に伝え、
印刷した【払込票】
を渡すか、【払込票
番号】を伝えてお支
払いください。

「オンライン
決済」と店員
に言い、【オ
ンライン決済
番号】をお伝
えください

●レジにて
「インターネッ
ト支払い」と
店員に伝えて
ください
※お客様レジ操作
　画面を操作する

セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、
デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート

へ

❶提出書類の確認
2021年度学生募集要項で、出願に必要な書類（調査書、志願理由書等）を確認して準備してください。

❷市販の封筒（角2サイズ）を準備する 
STEP５で印刷した「宛名シート」を市販の角２封筒に貼り、宛名シートにある提出書類のチェック表を
利用して、不備や不足書類のないように出願書類（印刷した「志願票」や学校が発行する「調査書」、
その他学生募集要項に記載されている出願に必要な提出書類）を確認しながら封入してください。

❸郵便局窓口で郵送手続
最寄りの郵便局の窓口から、簡易書留・速達で郵送してください。 
※入学検定料の支払いに関する書類（受領書、領収書、取扱明細書等）は郵送不要です。大切に保管してください。
●出願期間を過ぎて提出されたもの、および出願書類等に不備のあるものは受理しません。
●STEP６までを各入試区分の出願期間［消印有効］内に終えてください。

「福岡国際医療福祉大学　受験票作成完了メール」に記載のＵＲＬ、またはインターネット出願サイトの「出願登録／出願内容
の確認」にアクセスし、受験票をダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルをＡ４サイズの白紙に印刷してください。

出願情報を登録するSTEP
3

STEP
3 志願票等を印刷するSTEP

5
STEP
5

出願書類を郵送するSTEP
6

STEP
6

受験票を印刷する・試験日に持参するSTEP
7

STEP
7

入学検定料を納入する（コンビニ・ペイジーを選択した場合のみ）
STEP
4

STEP
4
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（現金またはキャッシュカード）
し、お支払いください。

ペイジーマーク
のあるATMで
お支払いが
可能です。

都市銀行・
地方銀行・
ゆうちょ銀行等の
ネットバンキングを利用して
お支払いが可能です。

収納機関番号を入力

画面上で金額を確認し、
お支払いください。
（口座引落扱い）

ネットバンキングに
ログインし、「税金・
各種料金の払込（ペ
イジー）」をクリック

現金支払・キャッシュカード 口座引落

出願書類が大学到着後、通常５日以内（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
にメールにて「受験票」発行の連絡が届きます。

不明点・疑問点は、インターネット出願サイトの「はじめに」で確認してください。

封筒貼付用
宛名シート

志願票

印刷した封筒貼付用
宛名シートを貼り付ける

市販の角２封筒（A４サイズ
の書類が入る封筒）

調査書
等

受験票の郵送はしません。受験票は、必ず志願者が印刷の上、試験当日持参してください。

印刷した受験票を確認し、次の事項に誤りがある場合は、至急、入試事務室に連絡してください。

□入試区分　　□学部・学科　　□氏名　　□試験日　　□試験場
※受験日の３日前までに受験票が印刷可能にならない場合は、入試事務室までお問い合わせください。
※受験票は入試区分ごとに発行されます。

インターネット上の入力だけでは出願手続は完了しません。
登録完了後、入学検定料を納入し、出願書類を郵送することで出願手続が完了します。出願締切日間近は、
郵便局の営業時間等も十分考慮した上で、時間に余裕をもって出願してください。

インターネット出願ガイド

①個人情報を入力
ガイダンス画面の『出願登録』ボタンをクリック後、画面の
指示に従って、志願者の個人情報や出願に必要な情報を
入力し、顔写真データを登録します。

Ｗｅｂ入学志願票・封筒貼付用宛名シートを印刷
支払い完了後、『出願登録／出願内容の確認』より、Ｗｅｂ入学志願票・封筒貼付用宛
名シートをダウンロードし、印刷してください。
ページの拡大・縮小はせずにＡ４で印刷してください。
※アクセスする際、ログインＩＤ、生年月日、登録した電話番号の入力が必要となります。
※入学検定料の支払い後に届く、「インターネット出願支払完了メール」記載のＵＲＬか
らもアクセスできます。

②ログインＩＤの確認
ログインＩＤ確認画面には、ログインＩＤ８桁が表示されます。
ＳＴＥＰ５の志願票等印刷時に必要ですのでログインＩＤ（８
桁）を必ずメモしてください。

③納入方法の選択

ＳＴＥＰ４へ ＳＴＥＰ５へ

コンビニ・ペイジー（銀行ＡＴＭ・インターネット
バイキング）を選択した場合

支払番号確認画面で支払いに必要な番号が表示されます。
ＳＴＥＰ４の支払い時に必要ですので必ずメモしてください。

クレジットカードを選択した場合
カード情報を入力し、決済完了。
入金完了メールが通知されます。

●入学検定料の割引制度は、一度の出願登録で同時に出願した場合のみ適用されます。後日追加で出願は適用されません。
●納入方法と入学検定料の納入額により手数料が異なります。
●一度納入した入学検定料はいかなる場合も返還しませんので注意してください。

出願登録した翌日の23：59まで（出願登録期限日に出願登録した場合は当日中）に、下記の通り
入学検定料をお支払いください。上記の支払い期限を過ぎますと、登録された内容での入学検定料
支払いができなくなります。

ログインID

注意！

注意！

志願者情報の入力・確認画面では、必ず入力した内容（特に生年
月日・電話番号・住所）に誤りがないか、十分に確認してください。
志願者情報の確認画面を過ぎると内容の変更ができません。

注意！

Ｑ．自宅にプリンターがなくても出願できますか？
出願できます。プリンターがない場合は、コンビニエンスストアのネットプリント
サービスで印刷することが可能です。※別途、印刷料金が必要です。

※入学検定料の他に払込手数料がかかります。

コンビニエンスストア

レジでお支払い
ください。

「払込票」を印刷
またはWeb画面に表示
された「払込票番号」

Web画面に
表示された
「受付番号」

Web画面に表示された
「オンライン決済番号」
  もしくは「受付番号」

Web画面に表示された
「第１番号
（企業コード20020）」
「第２番号
（注文番号12桁）」

「第１番号
（企業コード20020)」を入力

「第2番号
（注文番号12桁）」を入力

「各種番号をお持ちの方」
ボタンを押す

「お申込みした電話番号」
を入力

「受付番号」を入力

「申込券」発券

●レジにて

マルチコピー機は使用
しません

「申込券」発券

「収納票発行」ボタンを押す

「代金支払い」ボタンを押す

店頭端末機より出力される「申込券」（受付票）を持って、
30分以内にレジでお支払いください。

セイコーマート

「受付番号」を入力

「確認番号」を入力

デイリーヤマザキ

●レジにて

へ

「インターネット支
払い」と店員に伝え、
印刷した【払込票】
を渡すか、【払込票
番号】を伝えてお支
払いください。

「オンライン
決済」と店員
に言い、【オ
ンライン決済
番号】をお伝
えください

●レジにて
「インターネッ
ト支払い」と
店員に伝えて
ください
※お客様レジ操作
　画面を操作する

セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、
デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマート

へ

❶提出書類の確認
2021年度学生募集要項で、出願に必要な書類（調査書、志願理由書等）を確認して準備してください。

❷市販の封筒（角2サイズ）を準備する 
STEP５で印刷した「宛名シート」を市販の角２封筒に貼り、宛名シートにある提出書類のチェック表を
利用して、不備や不足書類のないように出願書類（印刷した「志願票」や学校が発行する「調査書」、
その他学生募集要項に記載されている出願に必要な提出書類）を確認しながら封入してください。

❸郵便局窓口で郵送手続
最寄りの郵便局の窓口から、簡易書留・速達で郵送してください。 
※入学検定料の支払いに関する書類（受領書、領収書、取扱明細書等）は郵送不要です。大切に保管してください。
●出願期間を過ぎて提出されたもの、および出願書類等に不備のあるものは受理しません。
●STEP６までを各入試区分の出願期間［消印有効］内に終えてください。

「福岡国際医療福祉大学　受験票作成完了メール」に記載のＵＲＬ、またはインターネット出願サイトの「出願登録／出願内容
の確認」にアクセスし、受験票をダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルをＡ４サイズの白紙に印刷してください。

出願情報を登録するSTEP
3

STEP
3 志願票等を印刷するSTEP

5
STEP
5

出願書類を郵送するSTEP
6

STEP
6

受験票を印刷する・試験日に持参するSTEP
7

STEP
7

入学検定料を納入する（コンビニ・ペイジーを選択した場合のみ）
STEP
4

STEP
4
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