
２０２１年度 入試概要

※出願の際は、「2021年度学生募集要項」で必ず確認してください。



２０２１年度入試 重要ポイント

出願時期の変更

AO総合選抜入試（総合型選抜）は、出願時期（エントリー期間を含む）を９月１５日以降とする。

指定校前期入試、推薦総合選抜A日程入試（学校推薦型選抜）は、出願期間を１１月１日以降に
ずらし、試験日を１１月下旬に実施。



２０２１年度入試スケジュール

9月・10月 11月 12月 1月 2月 3月

本
学
個
別
学
力
試
験

AO総合選抜Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期、スポーツ特別

指定校前期 指定校後期

推薦総合選抜A日程 推薦総合選抜B日程
一般選抜前期A・B・C方式

一般選抜中期
一般選抜後期

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
利
用
入
試

大学入学共通

テスト

ⅰ）2021年1月16日、17日

ⅱ）2021年1月30日、31日

ⅲ）特例追試

2021年2月13日、14日

大学入学共通テスト

利用前期、中期

※個別学力試問を課さない

大学入学共通テスト

利用後期

※個別学力試問を課さない



AO総合選抜入試（総合型選抜）

専願
面接(口頭試問を含む)や調査書、受験生が作成する書類（志望理由書・活動報告書（エントリーシート）、事前課題レポート）により、能
力・適性や学習に対する意欲・目的意識等と学力の3要素である「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性をもって多様な人々と
協働して学ぶ態度」を多面的・総合的に評価する入試。

学部 エントリー期間 ※1 AO面接日 ※2 出願資格 出願期間 選考方法※4

全学部

（社会福祉学部）

（臨床心理学部）

（薬学部）

（生命医科学部）

（Ⅰ期入試）

9/15～10/13

（Ⅱ期入試）

10/1～10/30

（Ⅲ期入試）

11/16～12/4

(Ⅳ期入試）

1/7～3/16

（Ⅰ期入試）

①9/27（本学）②10/17（鹿児島）

③10/18（福岡）

（Ⅱ期入試）

①10/24（本学,熊本,大分）

②10/25（北九州）

③10/31(那覇)

④11/8(本学)

（Ⅲ期入試）

①12/13（本学）

（Ⅳ期入試）

①随時(本学の指定日)

AO面接後、出願資格「有」

※3

（Ⅰ期入試）

10/16～10/30

（Ⅱ期入試）

11/6～11/20

（Ⅲ期入試）

12/14～12/18

（Ⅳ期入試）

1/8～3/24

書類審査

※1 エントリー期間は、AO面接日によって異なります。
※2 AO面接は、上記AO面接日のうちいずれか1回の実施とします。
※3 出願資格の有無は、面接日から約1週間程度で高校及び本人に通知します。
※4 出願後の選考方法は、書類審査で最終的に合否判定します。

活動報告書や志望理由書には活動（取り組み）の結果のみではなく、その
活動に取り組んだ過程(1～2年次も含め）、努力等を含めて記載すること。
※志望理由書、活動報告書をもとに面接（口頭試問を含む）を実施し、事
前課題レポートとともに総合的に出願資格を判定



🔶面接日程・会場①

区分 エントリー期間（必着） 面接日 場所 出願期間

Ⅰ期

９月１５日(火)～９月２３日(水) ９月２７日(日)
本学

（九州保健福祉大学）

１０月１６日(金) ～ １０月３０日(金)

９月１５日(火)～１０月１３日(火)

１０月１７日(土)
鹿児島

（鹿児島商工会議所 アイム）

１０月１８日(日)
福岡

（福岡ガーデンパレス）

区分 エントリー期間（必着） 面接日 場所 出願期間

Ⅱ期

１０月１日(木)～１０月１６日(金)

１０月２４日(土)

本学
（九州保健福祉大学）

１１月 ６日(金) ～ １１月２０日(金)

熊本
（熊本テルサ）

大分
（ソレイユ 大分県労働福祉会館）

１０月２５日(日)
北九州

（リファレンス小倉魚町 貸会議室）

１０月１日(木)～１０月２３日(金) １０月３１日(土)
那覇

（八汐荘 沖縄県教職員共済会館）

１０月１2日(月)～１０月３０日(金) １１月 ８日(日)
本学

（九州保健福祉大学）



区分 エントリー期間（必着） 面接日 場所 出願期間

Ⅲ期 １１月１６日(月)～１２月 ４日(金) １２月１３日(日)
本学

(九州保健福祉大学）
１２月１４日(月) ～１２月１８日(金)

区分 エントリー期間（必着） 面接日 場所 出願期間

Ⅳ期 １月 ７日(木)～ ３月１６日(火) 本学が指定する日時
本学

(九州保健福祉大学）
１月 ８日(金) ～ ３月２４日(水)

🔶面接日程・会場②



AO総合選抜（スポーツ特別）入試（総合型選抜）
専願

面接(口頭試問を含む)や調査書、受験生が作成する書類（志望理由書・活動報告書（エントリーシート）、事前課題レポート）により、
能力・適性や学習に対する意欲・目的意識等と学力の3要素である「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性をもって多様な
人々と協働して学ぶ態度」を多面的・総合的に評価する入試。

学部 エントリー期間 AO面接日 出願資格 出願期間 選考方法※2

社会福祉学部 9/15～2/18 本学が指定する日
AO面接後、出願資格

「有」※1
10/16～2/26 書類審査

※1 出願資格の有無は、面接日から約1週間程度で高校及び本人に通知します。
※2 出願後の選考方法は、書類審査で最終的に合否判定します。

〔スポーツ特別〕 本学への入学意欲が高く、スポーツ分野において優れた実績を持つ受験生を対象とする入試。

🔶募集学部 社会福祉学部（スポーツ健康福祉学科、臨床福祉学科）

🔶出願資格 ①高等学校若しくは中等教育学校を卒業（2021年3月卒業見込者を含む）し、社会福祉学部を専願とする者。
②出身高等学校等における「学習成績の状況（評定平均）」が3.1以上の者。
③当該スポーツ活動において、積極的な活動を行い出身高等学校等から高い評価得ている者。

🔶強化指定種目 男子サッカー

※あらかじめ本学の強化指定種目責任者による事前面談を受けること
※競技歴を証明するもの（大会の要項、新聞の切り抜き等）を競技歴証明書、

志望理由書・活動報告書（エントリーシート）、事前課題レポートと共に提出。
🔶特待生 合格者のうち、全国大会等に出場するなど競技歴が優れ、心身ともに優秀な人物で、入学後もそのスポーツにおいて、

さらに活躍が期待できる者を特待生として選考



指定校入試（学校推薦型選抜）

専願

本学が指定する高等学校又は中等教育学校を対象に、志望する専門分野に対する学習意欲と本学で学びたいという意欲のある学生を高等学
校等で養ってきた学習成果に重点をおき評価する入試

🔶募集学部 全学部（社会福祉学部、臨床心理学部、薬学部、生命医科学部）

🔶出願資格 出身学校を2021年3月卒業見込者。

指定対象校ごとに定めた学習成績の状況（評定平均）を出願要件とし、出身学校長の推薦を受けられる者。

🔶入試日程

🔶選考方法
面接（集団）、提出書類（調査書、志望理由書、推薦書）により、志望する専門分野について学習意欲や学部・学科に必要な適性面と高等
学校で養ってきた学習成果に重点をおき、評価します。

入試区分 出願期間 入試日

指定校前期 11/2～11/16 11/21

指定校後期 11/30～12/14 12/20

推薦書や志望理由書には活動（取り組み）の結果のみではなく、その活動に取り組んだ過程(1～2年次も
含め）、努力等を含めて記載すること。
※推薦書、志望理由書をもとに面接を実施し、調査書と併せ評価する。



公募制推薦入試（学校推薦型選抜）

併願可
高等学校又は中等教育学校の学習成績の状況を点数化、提出書類（調査書、推薦書、志望理由書）により、高等学校の学習成果

に重きをおいて評価する。また、基礎学力試問(記述式)も加え、学力の3要素を総合的に評価する入試。

🔶入試日程

🔶募集学部 全学部（社会福祉学部、臨床心理学部、薬学部、生命医科学部）

🔶出願資格 ①出身高等学校長等が適性を有すると認めた者で、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者（2021年卒業見込者を含む）。
②出身高等学校等における「学習成績の状況（評定平均）」が3.0以上の者。

※出身高等学校長等が推薦を受けることができれば、現役・浪人は問わない。

入試区分 出願期間 入試日

推薦総合選抜A日程 11/2～11/13
11/21

11/22

推薦総合選抜B日程 11/27～12/11 12/19

推薦書や志望理由書には活動（取り組み）の結果のみではなく、その活動に取り組んだ過程(1～2年次も含
め）、努力等を含めて記載すること。
※推薦書、志望理由書をもとに面接を実施し、調査書と併せ評価する。



🔶選考方法

〔推薦総合選抜A日程〕試験日自由選択制

入試区分
学習成績の状況(評定平均)

点数化
基礎学力試問 合計点 提出書類の評価 判定

A日程 11/21 学習成績の状況×10＝50点
学部で異なる課題

小論文(800字) 100点
満点 150点

調査書、志望理由書、推薦書により、

学校での学習成果を段階評価

合計点と提出書類によ

り総合的に判定

A日程 11/22 学習成績の状況×10＝50点

薬学科以外・・英、国、数

から1科目選択 100点

薬学科・・・化学

満点 150点
調査書、志望理由書、推薦書により、

学校での学習成果を段階評価

合計点と提出書類によ

り総合的に判定

〔推薦総合選抜B日程〕特待生選考

入試区分
学習成績の状況

(評定平均)点数化
基礎学力試問 合計点 提出書類の評価 判定

B日程 12/19
学習成績の状況×20＝

100点

薬学科以外：英、国、数、生

から2科目選択 200点

薬学科：化学（必須）

英、国、数から1科目 200点

満点 300点
調査書、志望理由書、推薦書により、

学校での学習成果を段階評価

合計点と提出書類によ

り総合的に判定

※特待生は合計点の高

得点者から選考

🔶出題範囲 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ） 国語（国語総合(近代以降の文章)） 数学（数学Ⅰ・数学Ａ） 生物（生物基礎・生物）※1

化学（化学基礎・化学）※2

※1：生物の範囲については、生物基礎「(1)生物と遺伝子｣「(2)生物の体内環境の維持」、生物「(1)生物現象と物質」｢(2)生殖と発生」｢(3)生物の環境応答（動物の反応と行動）｣

※2：化学の範囲については、高分子化合物（糖、タンパク質、核酸等の天然高分子化合物および合成繊維、プラスティック等の合成高分子化合物）は除く

推薦書、志望理由書には活動（取り組み）の結果のみではなく、その活動に取り組んだ過程(1～2年次も含め）、努力等を含めて記載すること。



推薦総合選抜B日程の特待生選考について

成績上位者を対象に授業料が減免される特待生を選考します。

特待生の種類 対象学部・学科 減免額（年間額） 減免期間※1 継続（審査）※2

特待生Ｂ

社会福祉学部

臨床心理学部

薬学部 動物生命薬科学科

生命医科学部

300,000円

1年間 有

薬学部 薬学科 500,000円

特待生Ｃ

社会福祉学部

臨床心理学部

薬学部 動物生命薬科学科

生命医科学部

300,000円

1年間 無

薬学部 薬学科 500,000円

※1 毎年度末に継続審査※2を行い、在籍中の成績が優秀と認められた者は最長4年間（薬学科は6年間）減免が継続されます。

※2 【継続審査基準】当該学科の上位％で判定（GPA）
特待生S･･･5％、特待生A･･･10％、特待生B･･･15％
（特待生Sの継続について、上位5％未満10％以内となった場合は特待生Aの基準で継続）



一般選抜入試（一般選抜）

本学独自の個別学力試問（記述式）を実施し、合否判定を行う入試。一般選抜には、一般選抜前期（A方式、B方式、Ｃ方式）、
一般選抜中期、一般選抜後期があり、一般選抜前期（Ａ方式、Ｂ方式、Ｃ方式）は試験日選択制であり、都合の良い日程で選んで
出願が出来ます。また、3日間連続で受験する事も可能。一般選抜前期（A方式、B方式）、一般選抜中期入試は特待生選考入試

🔶入試日程

入試区分 出願期間 入試日

一般選抜前期（A方式）

（B方式）

（C方式）

1/5～1/22

（A方式） 2/1

（B方式） 2/2

（C方式） 2/3

一般選抜中期 1/25～2/10 2/18

一般選抜後期 2/12～3/4 3/11



🔶選考方法（一般選抜前期（A方式・B方式・C方式））

入試区分 学力試問（記述式） 提出書類の評価 合計点

一般選抜前期（A方式）

【社会福祉学部・臨床心理学部・薬学部動物生命薬科学科・生命医科学部】

英語・国語・数学から2科目、生物・化学・物理・現代社会から1科目

【薬学部薬学科】

化学（必須）、英語・数学・物理・生物から2科目

【3科目型・特待生選考】

調査書は、合否判定

の参考資料とします。

満点 300点

一般選抜前期（B方式）

【社会福祉学部・臨床心理学部】

英語、国語、数学、現代社会から2科目

【薬学部動物生命薬科学科・生命医科学部】

英語、国語、数学、化学、生物、物理、現代社会から2科目

【薬学部薬学科】

化学(必須）、英語・数学・物理・生物から1科目

【2科目型・特待生選考】

満点 200点

一般選抜前期（C方式）

【社会福祉学部・臨床心理学部・薬学部動物生命薬科学科・生命医科学部】

英語・国語・数学・生物から1科目

【薬学部薬学科】

化学 【1科目型】

満点 100点



入試区分 学力試問（記述式） 提出書類の評価 合計点

一般選抜中期

【社会福祉学部・臨床心理学部・薬学部動物生命薬科学科・生命医科学部】

英語、国語、数学、化学、生物から2科目

【薬学部薬学科】

化学(必須）、

英語・数学・生物から1科目 【2科目型・特待生選考】
調査書は、合否判
定の参考資料とし
ます

満点 200点

一般選抜後期

【社会福祉学部・臨床心理学部・薬学部動物生命薬科学科・生命医科学部】

英語・国語・数学・生物から1科目

【薬学部薬学科】

化学 【1科目型】

満点 100点

🔶選考方法（一般選抜中期・一般選抜後期）

数学：社会福祉学部・臨床心理学部〔数学Ⅰ・数学A〕

生命医科学部・薬学部動物生命薬科学科〔数学Ⅰ・数学Ⅱ（三角関数、複素数と方程式、指数関数と対数関数）・数学A・数学B（数列）〕

薬学部薬学科〔数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B（数列、ベクトル）〕

外国語〔コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ〕、国語〔国語総合(近代以降の文章)〕、生物〔生物基礎・生物〕、化学〔化学基礎・

化学〕、公民〔現代社会（倫理と宗教は除く）〕

🔶一般選抜の出題範囲

※生物の範囲については、生物基礎「(1)生物と遺伝子」「(2)生物の体内環境の維持」、生物「(1)生物現象と物質」「(2)生殖と発生」

「(3)生物の環境応答（動物の反応と行動）」

※化学の範囲についは、合成高分子化合物（合成繊維、プラスチック等の合成高分子化合物）は除く



大学入学共通テスト利用入試（一般選抜）

大学入学共通テスト試験日：ⅰ）2021年１月16日（土）・17日（日）
ⅱ）2021年１月30日（土）・31日（日）
※ⅰ）の追試験としても実施

ⅲ）特例追試験 2021年2月13日（土）・14日(日）

🔶スケジュール

入試区分 出願期間 入試日

大学入学共通テスト利用前期 1/5～2/3

個別学力試験は課さない。大学入学共通テスト利用中期 2/8～2/18

大学入学共通テスト利用後期 2/22～3/11

※出願期間については、大学入試センター試験からの通知により変更となる可能性があります。



🔶選考方法

入試区分 選択教科・科目 提出書類の評価 合計点

大学入学共通テスト前期

＜社会福祉学部、臨床心理学部＞

利用科目の全教科・科目から3科目選択

＜生命医科学部・薬学部動物生命薬科学科＞

英語、国語、数学、理科の指定教科・科目から3教科3科目選択

＜薬学部＞

英語、数学、理科の指定教科・科目から3教科3科目選択

【3科目型・特待生選考】

調査書は、合否判定の

参考資料とします。

満点 300点

満点 200点

大学入学共通テスト中期 ＜社会福祉学部、臨床心理学部＞

利用科目の全教科・科目から2教科2科目選択

＜生命医科学部・薬学部動物生命薬科学科＞

英語、国語、数学、理科の指定教科・科目から2教科2科目選択

＜薬学部＞

英語、数学、理科の指定教科・科目から2教科2科目選択
大学入学共通テスト後期

・「国語」「英語」は100点に換算します。英語のリスニングは選考対象としません。

・1教科につき、2科目以上受験した場合は、高得点の科目を判定に使用します。

・「理科」は基礎を付した4科目から2科目の合計点を1科目の得点とみなします。



🔶選択科目

教科名

・

科目名

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語

国語

世界史A 世界史B、

日本史A 日本史B

地理A 地理B

現代社会 倫理

政治・経済

倫理、政治・経済

数学Ⅰ 数Ⅰ・数A

数学Ⅱ 数Ⅱ・数B

簿記・会計★ 情報関係基礎★

物理基礎 化学基礎

生物基礎 地学基礎★

物理 化学 生物 地学★

英語 ドイツ語★

フランス語,★

中国語★ 韓国語★

社会福祉学部 ● ● ● ● ● ●

臨床心理学部 ● ● ● ● ● ●

薬学 薬学科 ● ● ●

薬学部 動物生命薬科学科 ● ● ● ●

生命医科学部 ● ● ● ●

〇「数学」の★印科目は、薬学部および生命医科学部の選択科目に含まない。

〇「外国語」の★印科目は、薬学部および生命医科学部選択科目に含まない。



特待生選考について

一般選抜前期（Ａ方式・Ｂ方式）、一般選抜中期、大学入学共通テスト利用(前期)入試で、

成績上位者を対象に授業料が減免される特待生を選考します。

特待生の種類 対象学部・学科 減免額（年間額） 減免期間 継続審査 対象の入試区分

特待生Ｓ 全学部・学科 授業料全額 1年間 有

・一般選抜前期(Ａ方式)

・大学入学共通テスト利用（前期）
特待生Ａ

薬学部薬学科 1,000,000円
1年間 有

社会福祉学部・臨床心理学部・

生命医科学部・薬学部動物生命薬科学科
500,000円

特待生Ｂ
薬学部薬学科 500,000円

1年間 有社会福祉学部・臨床心理学部・

生命医科学部・薬学部動物生命薬科学科
300,000円

特待生Ｃ

薬学部薬学科 500,000円

1年間 無
・一般選抜前期（Ｂ方式）

・一般選抜中期社会福祉学部・臨床心理学部・

生命医科学部・薬学部動物生命薬科学科
300,000円

※1 毎年度末に継続審査※2を行い、在籍中の成績が優秀と認められた者は最長4年間（薬学科は6年間）減免が継続されます。

※2 【継続審査基準】当該学科の上位％で判定（GPA）
特待生S･･･5％、特待生A･･･10％、特待生B･･･15％
（特待生Sの継続について、上位5％未満10％以内となった場合は特待生Aの基準で継続）


