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Ⅰ 国際文理学部について 

 

❚1 国際文理学部の理念・概要 

国際文理学部では、グローバル化する現代社会が直面している多様な課題に幅広く対応し、その課題解決

に貢献していくことを目的に、人文・社会・自然科学の文理にわたる幅広い学問分野を結集して、国際的な

共生・共存の視点から総合的に教育研究を行います。 

この教育理念のもと、「国際」、「環境」、「食・健康」に視点を置いた学科を設置し、時代や社会の変

化に柔軟に対応できる豊かな知識と確かな判断力、しなやかな適応力を持ち、アジアや世界の視点に立っ

て、国内はもとより海外の国や地域において、より良い社会づくりに貢献することのできる人材を育成しま

す。 

 入学後は、「国際教養学科」、「環境科学科」、「食・健康学科」のそれぞれ専門分野での学びととも

に、文理統合教育により、学部共通科目のほか他学科の専門科目の履修など、さまざまな学問分野を学ぶこ

とで、多様なものの見方・考え方を身につけます。また、キャンパスの国際化を図り、日本人学生は初年次

の1年間、外国人留学生は在学期間中4年間、全寮制教育を実施します。国際学友寮での共同生活や学内での

さまざまな国の学生との交流により、豊かな人間性や社会性を培い、異文化に対する理解力や外国語コミュ

ニケーション能力を身につけます。 

 

 

❚2 国際教養学科、環境科学科、食・健康学科の理念・概要 

 

国際教養学科 

グローバル時代の社会や文化について学び、それらを相対的に捉える力と国際コミュニケーション能力

を身につけ、国際共生の理念をふまえ、国内外で文化交流、国際協力、ビジネス活動など幅広い分野で積

極的に活躍できる人材を育成します。 

 【履修コース】日本言語文化／欧米言語文化／東アジア地域研究／国際関係／国際経済・マネジメント 

 

環境科学科 

  人間社会の「持続可能性」を実現するため、自然科学と社会科学の文理にわたる学問的知識を統合して

考える能力を修得させ、国際化する多様な現代社会の中で環境や社会システムの問題を解決に導くことが

できる人材を育成します。 

 【履修コース】環境物質／環境生命／環境生活／国際環境政策 

 

食・健康学科 

  「人間の健康の維持・増進に関する専門知識・技能」、「食の安全・安心や食文化」をあわせて多元的

なものの見方や考え方、総合的な判断力や創造力を身につけ、食のグローバル化が進む社会で「食と健

康」という人の生存に関する最も本質的な課題の解決に貢献できる人材を育成します。 

 【管理栄養士養成課程】 

決められた科目の単位を修得することにより、卒業年の3月に管理栄養士国家試験を受験することができ

ます。 
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❚3 アドミッション・ポリシー（求める学生像） 

国際文理学部では、その教育理念のもと、地域社会や国際社会への貢献という高い志と、何事にも挑戦する

意欲、基本的な学力を有した優秀な学生を求めます。学生の選抜にあたっては、以下のような学生の受け入れ

を目指します。 

 

・社会の発展や課題解決に貢献しようとする志を持つ、向学心旺盛な学生 

・高等学校教育段階における基礎学力を有している学生 

・各学科のアドミッション・ポリシーに示す資質を備えている学生 

 

各学科のアドミッション・ポリシーは以下のとおりです。 

 

国際教養学科 

日本、東アジア、欧米の言語や歴史、文化に真摯な関心を持ち、グローバル化された現代を生きる上で重要

な政治や法律、経済や経営を学んで、多様な視点から地域や国際社会に貢献する強い意志を持った学生を求め

ます。学生の選抜にあたっては、以下のような学生の受け入れを目指します。 

 

＜入学者選抜の基本方針＞ 

・国際社会におけるさまざまな課題の探求や解決に意欲的に取り組むことのできる学生 

・国際教養学科の専門分野を学習するために必要な基礎学力を有している学生 

・主体性、協調性があり、国際社会で女性リーダーとして貢献する意欲を持った学生 

・国際教養学科の専門分野に強い関心を持ち、基礎的な理解力、論理的思考力、表現力があり、かつ、学習

意欲の高い学生 

 

＜入学者選抜方法（外国人留学生）＞ 

 日本留学試験および英語の成績証明書によって、基礎学力や英語コミュニケーション能力等を把握します。

小論文で、課題に対する理解力、論理的思考力、表現力等を評価します。面接では、成績証明書等の出願書類

を参考に、志望動機、学習意欲、基礎知識、本学科への適性等を総合的に評価します。 

 

環境科学科 

環境科学科は、環境と調和する世界の実現に関心を持ち、社会システムや、地域や国のあり方、或いは市民

生活と環境との関係について科学的に学ぶ意欲を持った学生を求めます。学生の選抜にあたっては、以下のよ

うな学生の受け入れを目指します。 

 

＜入学者選抜の基本方針＞ 

・環境に関するさまざまな課題の探求や解決に意欲的に取り組むことのできる学生 

・環境科学科の専門分野を学習するために必要な基礎学力を有している学生 

・主体性、協調性があり、国際社会で女性リーダーとして貢献する意欲を持った学生 

・環境科学科の専門分野に強い関心を持ち、基礎的な理解力、論理的思考力、表現力があり、かつ、学習意

欲の高い学生 

 

＜入学者選抜方法（外国人留学生）＞ 

 日本留学試験および英語の成績証明書によって、基礎学力や英語コミュニケーション能力等を把握します。

小論文で、課題に対する理解力、論理的思考力、表現力等を評価します。面接では、成績証明書等の出願書類

を参考に、志望動機、学習意欲、基礎知識、本学科への適性等を総合的に評価します。 
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食・健康学科 

食・健康学科は、現代の市民生活における健康を、栄養の視点や、食の供給や安全についての国際的視点か

ら捉え、科学的に学ぶ意欲を持った学生を求めます。学生の選抜にあたっては、以下のような学生の受け入れ

を目指します。 

 

＜入学者選抜の基本方針＞ 

・食と健康に関するさまざまな課題の探求や解決に意欲的に取り組むことのできる学生 

・食・健康学科の専門分野を学習するために必要な基礎学力を有している学生 

・主体性、協調性があり、国際社会で女性リーダーとして貢献する意欲を持った学生 

・食・健康学科の専門分野に強い関心を持ち、基礎的な理解力、論理的思考力、表現力があり、かつ、学習

意欲の高い学生 

 

＜入学者選抜方法（外国人留学生）＞ 

 日本留学試験および英語の成績証明書によって、基礎学力や英語コミュニケーション能力等を把握します。

小論文で、課題に対する理解力、論理的思考力、表現力等を評価します。面接では、成績証明書等の出願書類

を参考に、志望動機、学習意欲、基礎知識、本学科への適性等を総合的に評価します。 
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Ⅱ 2020年度 外国人留学生入試 B日程（秋入学） 学生募集要項 

福岡女子大学に入学する外国人留学生への支援について 

1 入学料 

  外国人留学生入試により入学する留学生は入学料を全額免除します。 

2 授業料 

  次の（1）、（2）のとおり、一定の成績を修めた留学生には、授業料を減免します。 

（1）1 年次は、入試の時の成績で対象者を決定します。 

  全額免除：次のアまたはイを満たす場合（最大 10 名） 

   ア．日本留学試験（EJU）の「日本語」の得点が全受験者の上位 20%以内に相当し、かつその他の科目が 1 科目でも

平均点以上 

   イ．TOEFL®のスコアが 60 以上または TOEIC® Listening & Reading Test のスコアが 600 以上または IELTS のスコアが 

     6 以上 

  半額免除：次のアまたはイを満たす場合（最大 10 名） 

   ア．日本留学試験（EJU）の「日本語」の得点が全受験者の上位 30%以内に相当し、かつその他の科目が 1 科目でも

平均点以上 

  イ．TOEFL®のスコアが 50 以上または TOEIC® Listening & Reading Test のスコアが 550 以上または IELTS のスコアが 

    5.5 以上 

（2）2～4 年次は、半期ごとの成績で選考します。 

  全額免除：通算 GPA が 3.0 上の学生 

  半額免除：通算 GPA が 2.5 以上 3.0 未満の学生で、全額免除に該当しない学生 

※免除の基準の達成者が 10 名を超える場合は、成績順に決定します。 

※制度は変わることがありますので、あらかじめご了承ください。変更の際は、本学ウェブサイトでお知らせします。 

3 寮 

本学は、「国際学友寮 なでしこ」での生活によって社会でのコミュニケーション能力や国際性を育てます。留学生は

原則として在学中の 4 年間、「国際学友寮 なでしこ」で日本人学生と共同生活をします。 

寮費は前期 90,000 円、後期 90,000 円（水道光熱費・インターネット代込、1 年次の前期に清掃費 14,300 円が必要）

で、大学の敷地内で生活することができます。 

ただし、寮費の滞納、無断外泊、門限を守らない等、寮規則や運営要綱に違反した場合は、懲戒処分（退 

寮・退学処分等）となる場合があります。 

4 日本語教育プログラムの充実 

  外国人留学生を対象に、「聞く」「読む」「話す」「書く」の日本語の 4 技能を育成する学術日本語プログラムがありま

す。 

5 JD-Mates について 

留学生や海外からの訪問者との交流に積極的に関わる日本人学生を JD-Mates（Joshi-Dai-Mates）として認定していま

す。海外からの訪問者の受け入れ、イベントなどへの参加、広報パンフレットの作成などの他、留学生に対して生活上・

修学上の支援を行っています。（学部留学生は初年次の 1 年間） 

 

渡日前入学許可について 

 渡日前入学許可とは、受験者が自国にいながら日本の大学等の入学者選抜を受験し、入学許可を得ることが可能となる

制度です。本学では、外国人留学生入試において韓国・マレーシア（A 日程）、ベトナム・タイ（B・C 日程 ※2020 年度 B

日程秋入学では受験者任意の場所を試験場とします）の 4 か国に試験場を設置し、日本学生支援機構が実施する「日本留

学試験（EJU）」（日本国外で受験したもの）の成績を利用し、渡日前入学許可を行います。この制度を利用すれば、志願者

は来日することなく受験し、入学許可を得ることができます。 
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❚1 募集人員  

 B 日程 秋入学 

国際教養学科 若干名 

環境科学科 ‐ 

食・健康学科 ‐ 

合計 若干名 

※B 日程（秋入学）の募集人員（若干名）は A 日程の募集人員（国際教養学科 12 名）に含まれます。 

 

❚2 出願資格 

次の（1）～（5）のすべてに該当する女子が出願できます。 

（1）外国の国籍を有する者 

（2）次のアからカのいずれかに該当する者  

ア．日本の国内外を問わず、12 年の学校教育に相当する教育課程を修了した者、もしくは入学する月の前月

の末日までに修了見込みの者（12 年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設

の課程等を修了すること。）で、そのうち 8 年以上を外国の学校において修了した者 

 イ．日本国外において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロ

レア資格を有する者 

 ウ．日本国外において、ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資

格を有する者 

エ．日本国外において、フランス共和国の大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者 

オ．日本国外において、英国の大学入学資格として認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・

エデュケーション・アドバンスト・レベル資格（A レベル資格）を有する者 

※必要な科目数と評価は、福岡女子大学 アドミッションセンターに問い合わせてください。 

カ．日本国外において、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者（12 年未満の課程の場合は、さら

に指定された準備教育課程または研修施設の課程等を修了すること。）で入学する月の 1 日までに 18 歳に

達する者 

（3）独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験を次のとおり受験した者 

  ※本学試験日よりさかのぼって 2 年以内に受験したものに限ります。 

  ※渡日前入学許可を希望する場合は、日本国外において受験してください。 

 ア．試験教科等 

  「日本語」、「総合科目」、「数学（コース 1 またはコース 2 のいずれか）」を受験してください。 

 イ．出題言語 

  日本語または英語（選択可） 

 

（4）下記の英語外部検定試験をいずれか１つ出願受付開始の日よりさかのぼって 2 年以内に受験し、出願時

にその成績を証明できる者 

・TOEFL iBT®  ・TOEFL® PBT  ・TOEIC® Listening & Reading Test  ・IELTS 

ただし、TOEFL ITP®、団体特別受験制度（IP テスト）は除く。 
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（5）外国の高等学校の推薦があり（出願時に高等学校が作成する「推薦書」を提出すること）、合格した場合

には入学することを確約できる者 

 

 

 

 

 

❚3  出願期間 

2020 年 6 月 8 日～6 月 18 日（日本時間 17:00 必着） 

 

❚4 出願手続 

 出願は「インターネット出願」のみです。次の流れに沿って手続きを行ってください。出願期間中に「Web 入

学志願票の印刷・出願書類の送付」まで完了してください。出願登録をしただけでは、出願完了ではありませ

ん。出願登録後、入学考査料を支払い、出願書類を出願期間最終日 17：00 必着で郵送することにより出願が完

了します。 

 

 

 

 

 

 

（1）インターネットに接続されたパソコンまたはスマートフォンの準備 

 

（2）プリンターの準備 

※パソコンやプリンターは学校や図書館等の自宅外のものでもかまいません。利用できるパソコン等がない

場合は、福岡女子大学 アドミッションセンターへ相談してください。 

 

（3）E-mail アドレスの確認 

出願登録の際に、メールアドレスの入力が必要です。携帯メールの場合は、ドメイン@fwu.ac.jp を受信で

きるようにしてください。 

 

（4）顔写真の準備 

出願登録の際、顔写真をアップロードするために、正面上半身、無帽、出願以前 3 ヵ月以内に撮影した画

像（JPEG 形式、3MB までの画像）を準備してください。スマートフォンで撮影しアップロードすることも

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前確認・準備 出願登録 
入学考査料 

の支払い 

Web 入学志願票の印刷 

・出願書類の送付 

事前確認・準備 

［参考］日本留学試験については下記に問い合わせてください。 

独立行政法人 日本学生支援機構 留学生事業部 留学試験課 

〒153-8503 東京都目黒区駒場 4‐5‐29  電話 03-6407-7457 
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（5）入学考査料の支払い方法の確認 

日本国外で支払う場合は、クレジットカードまたは金融機関からの電信送金により支払ってください。日

本国内で支払う場合は、コンビニエンスストアや Pay-Easy を利用することもできます。 

 

●クレジットカード（VISA、Master、JCB、Amex、Diners） 日本国内・国外 

 ●コンビニエンスストア 日本国内 

 ●Pay-Easy 日本国内 

●日本国外の金融機関からの電信送金 日本国外 

※日本国外の金融機関から電信送金する場合は、確認に時間を要するため、出願前（出願の 1 ヵ月程度前）

に送金し、本学へ連絡してください。確認後、出願登録に必要なパスワードを通知します。また、出願書

類を送付する時には送金手続に使用した外国送金依頼書の写しを同封してください。 

 

［本学への連絡について］ 

連絡先 nyushi-qa@fwu.ac.jp（福岡女子大学 アドミッションセンター） 

連絡事項 入試日程、志願者の氏名、志望学科 

 

 ［送金について］ 

送金額 

Amount 
5,000 円（日本円建て）（振込手数料はすべて送金依頼人が負担してください。） 

送金先 

金融機関等 

銀行名（Name of Bank） 福岡銀行（THE BANK OF FUKUOKA, LTD.） 

SWIFT コード 

（Bank International code SWIFT） 
FKBKJPJT 

支店名（Name of Branch） KASHII BRANCH 

住所（Bank address） 

〒813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前 2-12-13 

（ 2-12-13, Kashiiekimae, Higashi-ku, Fukuoka-shi, 

Fukuoka, 813-0013, Japan） 

電話番号（Phone number of Bank） 092-681-1231 

口座番号（Account number） 2732681 

受取人（Beneficiary） 

福岡女子大学 外部資金 8 代表 梶山千里 

（ Fukuoka Jyoshi Daigaku Gaibushikin8 Daihyou 

Kajiyama Chisato） 

送金種類（Type） 電信送金（Telegraphic of Remittance） 

支払手数料 

（Paying Bank’s Charge） 
送金人負担（Sender） 

送金目的（Purpose） 入学考査料（Screening Fee） 

連絡事項 

Message 
志願者本人の氏名（Applicant name）を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nyushi-qa@fwu.ac.jp（福岡女子大学
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（6）出願書類の確認・準備 

【証明書等の注意事項】 

 

   【証明書の原本（Original）が提出できない場合】  

   証明書等は原本（Original）を提出してください。原本（Original）を提出できない場合は、

高等学校または公的機関において原本の写し（Certified true copy）を作成し、提出してくだ

さい。写し（Certified true copy）には日付と発行機関名を記載し、発行機関の印が必要です。  

 

「高等学校または公的機関においての原本の写し（Certified true copy）作成手順」  

 

①証明書原本（Original）を準備する  

②「原本証明を行うことができる機関」が原本（Original）を確認の上、写し（Certified  tr

ue copy）を作成する。複写しただけでは、証明書として受付はできません。  

③「原本証明を行うことができる機関」が原本（Original）と相違ないことを証明する旨を記

載し、機関印を押す。  

【例】  

 

 

 

 

なお、あらかじめ本学に証明書の原本（Original）を持参または郵送し、写し（Certified true copy）

を作成することもできます。原本（Original）は、後日返却します。 

 

   【書類が日本語または英語表記以外の場合】  

   書類が日本語または英語表記以外の場合は、必ず日本語訳を添付してください。日本語訳

には、自国の在日公館または日本国の在外公館等の公的機関による翻訳証明を付けてください。

 なお、日本語教育機関の翻訳証明も認めますが、必ず翻訳責任者の氏名が記載され、学校の公印が押

されたものを提出してください。翻訳会社による翻訳は認められません。 

 【例】  

 

 

 

 

 

 

【出願上の注意事項】 

 

●虚偽の記入（入力）をした場合は、入学後でも入学を取り消すことがあります。 

●出願書類を送付した後は、出願登録の内容、出願書類の変更はできません。 

●出願書類に記載事項等の記入漏れ、その他不備のある場合は受理しないことがありますので十分確認

してください 

原本の写し 

（Certified true copy） 

原本（Original）または 

原本の写し（Certified true copy） 

※原語版の書類 + 
日本語の 

翻訳証明 

    

【例】〇〇年〇〇月〇〇日 

公的機関等の名称および公印 

翻訳責任者の氏名 

 

【例】この写しは原本と相違ないことを証明します。 

〇〇年〇〇月〇〇日 

機関名  印（機関印） 
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１．Web 入学志願票 

出願登録後（入学考査料を支払う手続きを行った後）、本学ウェブサイトの「インターネット出願」のページより

ダウンロードし、印刷してください。 

２．卒業（修了）証明書等                                    原本（Original）または写し（Copy） 

・学校教育における 12 年の課程を修了した者または修了見込みの者は、日本の高等学校に相当する課程

（以下、「高等学校」という。）の卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書の原本（Original）。指定さ

れた準備教育課程または研修施設の課程（以下、「準備教育課程等」という。）を修了した者は、高等学校の

卒業証明書等と準備教育課程等の修了（見込）証明書の原本（Original）。 

・国際バカロレア資格を有する者は、その資格証書の写し（Copy）。 

・アビトゥア資格を有する者は、「一般的大学入学資格証明書」の写し（Copy）。 

・バカロレア資格を有する者は、その資格証書の写し（Copy）。 

・A レベル資格を有する者は、その資格証書の写し（Copy）。 

・12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者は、その合格証明書の写し（Copy）。 

３．最終卒業（修了）学校の成績証明書等                        原本（Original）または写し（Copy） 

・最終出身学校長が作成した成績証明書の原本（Original）。記載内容（科目名、成績等）が記号等で示され

ていれば、必ずその説明をつけてください。準備教育課程等を修了した者は、高等学校の成績証明書の原

本（Original）と準備教育課程等の成績証明書の原本（Original）。 

・国際バカロレア資格を有する者は、国際バカロレア最終試験 6 科目の成績評価証明書の写し（Copy）。 

・アビトゥア資格を有する者は、「一般的大学入学資格証明書」に記載されている成績の写し（Copy）。 

・バカロレア資格を有する者は、バカロレア資格試験成績証明書の写し（Copy）。 

・A レベル資格を有する者は、その成績評価証明書の写し（Copy）。 

・12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者は、その成績証明書の写し（Copy）。 

４．TOEFL®または TOEIC®または IELTSの成績証明書                              原本（Original） 

 次の①から③のいずれかを提出してください。なお、出願受付開始の日よりさかのぼって 2 年以内に受験した 

ものに限ります。原本（Original）は、試験日に返却します。 

①TOEFL iBT® または TOEFL PBT®の Official Score Report、Institutional Score Report、Examinee Score 

Report、Test Taker Score Report の原本（Original） 

※Educational Testing Service から TOEFL®の Official Score Report または Institutional Score Report を送付する際に

必要な福岡女子大学の登録コード番号（DI コード）は「7208」です。 

※TOEFL®の Examinee Score Report または Institutional Score Report を提出する場合は、写し（Copy）ではなく原本

（Original）を提出してください。 

※TOEFL®の成績証明書の原本（Original）を出願期間内に提出することが難しい場合は、My Home Page のスコアペー

ジを印刷した物を出願期間内に提出し、後日 Official Score Report、Institutional Score Report、Examinee Score 

Report、Test Taker Score Report のいずれかの原本（Original）を本学へ提出することも認めます。 

※後日提出する場合は入学手続期間最終日までとし、期限までに提出されない場合は合格しても入学が許可されない

場合がありますので、十分に注意してください。 

②TOEIC® Listening & Reading Test の OFFICIAL SCORE CERTIFICATE の原本（Original） 

※関係機関が専用用紙で発行した公式認定証（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE）に限ります。自分でプリントアウトし

たものは受け付けません。 

③IELTS の Test Report Formの原本（Original） 
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５．日本留学試験（EJU）の受験票または成績通知書                             写し（Copy） 

 日本留学試験の受験票または成績通知書の写し（Copy）を提出してください。写し（Copy）を取る際は、受験

番号や顔写真が記載されている部分は切り取らないでください。Ａ４サイズの用紙にコピーしたものを提出してく

ださい。 

複数回受験した場合はいずれかを選択し、１つだけ提出してください。なお、本学試験日よりさかのぼって２

年以内に受験したものに限ります。試験当日は、写し（Copy）を提出した受験票または成績通知書の原本

（Original）を持ってきてください。 

６．身上記録書                                                  原本（Original） 

本学ウェブサイトよりダウンロードし、志願者本人が自筆で作成してください。 

７．推薦書                                                     原本（Original） 

本学ウェブサイトよりダウンロードし、出身高等学校が作成した推薦書を提出してください。 

８．志望理由書                                                  原本（Original） 

本学ウェブサイトよりダウンロードし、志願者本人の自筆で志望理由を記入して提出してください。 

９．身分証明書                                       写し（Copy）または原本（Original） 

 パスポート（氏名・国籍が記載してあるページ）の写し（Copy）を提出してください。パスポートを所持していな

い場合、国籍を証明する他の書類（原則として原本（Original）を提出してください。原本（Original）を提出できな

い場合は写し（Copy）を提出してください。 

１０．外国送金依頼書の写し（金融機関から電信送金した場合のみ） 

 入学考査料を日本国外の金融機関から電信送金した場合は、外国送金依頼書の写し（Copy）を提出してく 

ださい。クレジットカードで支払った場合は、提出する必要はありません。 

１１．在留資格認定証明書の申請書類一式（必要な場合のみ）                       写し（Copy） 

 本要項 15 ページ「10 入学手続き ●ビザ（査証）の取得について」を参照の上、必要書類を提出してくださ

い。本学による代理申請が不要な場合は、提出する必要はありません。 

 

 

 

福岡女子大学のウェブサイト（URL：http://www.fwu.ac.jp/）にアクセスし、「インターネット出願」のペー

ジより出願登録を行ってください。出願登録ができるのは、出願期間のみです。 

［注意］   

●出願登録の内容を誤った場合、入学考査料を支払う前であれば、もう一度最初から出願登録を

行うことができます。入学考査料を支払った後であれば、ダウンロード・印刷した「Web入学

志願票」に赤字で修正の内容を記入してください。  

●金融機関から電信送金した場合は、本学から通知したパスワードを入力して登録を進めてくだ

さい。本要項8ページ「（5）入学考査料の支払い方法の確認」を参照してください。  

 

 

 

出願登録 
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 入学考査料 5,000 円（別途手数料がかかります）を、選択した方法で支払ってください。日本国外の金融

機関から電信送金をする場合は、出願登録をする前（出願の 1 ヵ月程度前）に行ってください。 

 

 

（1）Web 入学志願票の印刷 

入学考査料を支払った後に届くE-mailに記載のURLまたは本学ウェブサイトの「インターネット出願」

の「出願内容を確認」にログイン ID、生年月日、電話番号の入力を行ってアクセスし、「Web 入学志願票

ダウンロード」および「封筒貼付用宛名シートダウンロード」よりダウンロードし、A4 サイズの白紙に黒

インクで印刷してください。 

（2）出願書類の送付 

出願書類（本要項 10～11 ページ参照）を封筒に入れ、必ず出願期間中に到着するよう「国際スピード

郵便（EMS）」等で送付してください。封筒は A4 サイズの書類を折らずに入れることができるものを使

用し、封筒には「封筒貼付用宛名シート」を貼り付けるか、同様の内容を記入して、出願期間最終日 17：

00 まで（必着）に郵送してください。書類不備の場合は、受理しないことがあります。 

 

❚5 受験票 

 出願期間後に届く E-mail に記載の URL または本学ウェブサイトの「インターネット出願」のページにアク

セスし、ダウンロードしてください。受験票は A4 サイズの白紙に黒インクで印刷し、試験当日に持ってきて

ください。 

 

❚6 入学者選抜方法 

（1）試験内容 

＜選抜方法と配点＞ 

学科 

日本留学試験（EJU）※ 英語※ 本学実施試験 

合計 

日本語 理科 

総 

合 

科 

目 

数学 
TOEFL® 

または 

TOEIC® 

または 

IELTS 

書
類
審
査 

面接 

「読解」 

「聴解・聴読解」 

「記述」 

「物理」 

「化学」 

「生物」 

から 

2 科目選択 

コース

1 

コース

2 

国際教養

学科 
300 点  200 点 

コース 1 

またはコース 2 

100 点 

100 点 200 点 100 点 1000 点 

※日本留学試験の得点(日本語・数学)と英語のスコアは、本学の配点にあわせて換算します。 

[注意] 

●書類審査は出願時に提出された書類（「推薦書」「志望理由書」等）により行います。 

●面接は日本語で、WEB面接（Skype面接）を実施します。 

［送付先］ 

福岡女子大学 アドミッションセンター 

〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘 1丁目 1番 1号 

電話 092-692-3100 

 

Fukuoka Women’s University   Admission Center 

1-1-1 Kasumigaoka, Higashi-ku, Fukuoka 813-8529, Japan 

Phone +81-92-692-3100 

入学考査料の支払い 

Web 入学志願票の印刷・出願書類の送付 
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（2）試験日時・試験場 

  試験日時 2020年 7月 19 日 面接開始時刻 13：00～（日本時間） 

       ※それぞれの面接時間については、志願票に記載された電話番号またはメールアドレスに別途 

お知らせします。 

 

  試験場 WEB面接（Skype 面接）のため、特定の試験場は設けません。 

受験者は、インターネット接続環境があり、周りが静かな個室（自宅または所属する高等学校等 

の個室を推奨）に必要な機器を設置し試験会場としてください。 

 

❚7 受験上の注意 

（1）WEB面接（Skype面接）についての注意事項 

●B日程（秋入学）は、新型コロナウイルス感染症拡大による受験生への安全・健康を考慮し、特別措置とし 

てインターネットを利用したビデオ通信サービス（Skype）による WEB面接試験を実施します。 

●受験者は、インターネット接続環境があり、周りが静かな個室（自宅または所属する高等学校の個室を推奨） 

を面接場所として必ず確保してください。 

●受験者は、ビデオ通信が可能な機器（カメラ付きパソコン、タブレット、スマートフォン等）を用意し、事 

前に Skypeのアカウントを取得してください。また、安定的な接続が確保されない場合等に備えて、携帯電

話・固定電話等の代替連絡手段を必ず確保してください。（面接試験をおこなうための機器の準備、良好なイ

ンターネット接続環境、静穏な試験環境の保持は受験者の責任においておこなってください。） 

●面接試験の前日までに、当日と全く同じ場所・環境で接続テストを行います。接続テストの日程・詳細につ 

いては別途お知らせします。 

●試験当日は、面接開始時刻 20 分前には、試験会場（任意の場所）でビデオ通信サービス（Skype）を立ち上

げた状態で待機してください。 

 

（2）その他の受験上の注意 

●面接当日、本学の受験票を持ってきてください。 

●面接当日、日本留学試験の受験票または成績通知書の原本（Original）を持ってきてください。写真を照合

し、本人確認を行います。日本留学試験の受験票と成績通知書の両方を紛失した場合は、下記に連絡してで

きるだけ早く受験票または成績通知書の再発行の手続きを行ってください。 

  

 

 

 

 

●次のことをすると不正行為となることがあります。 

・試験時間中に携帯電話を手に取ること。(監督者の指示があった場合を除く) 

・他の受験者の迷惑となるような行為をすること。 

・試験監督者等の指示に従わないこと。 

・志願者以外の者が志願者本人になりすまして試験を受けること。 

・その他、試験の公平性を損なう行為をすること。 

上記のような不正行為の疑いがある場合、試験監督等が注意をすることがあります。 

 

 独立行政法人 日本学生支援機構 留学生事業部 留学試験課 

    〒153-8503 東京都目黒区駒場 4‐5‐29  電話 03-6407-7457 
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また、不正行為と認められた場合、本学は次のような対応をとることがあります。 

・それ以降の受験および当該年度における本学の全ての入学試験の受験を認めない（入学考査料は返還し

ない）。 

・当該年度における本学の全ての入学試験の結果を無効とする。 

 

●試験時間中に日常的な生活騒音等（監督業務上の必要な打合せ、航空機・自動車・風雨・空調の音・周囲の 

建物のチャイム音など）が発生した場合でも救済措置を行いません。 

 

◎身体に障がいを有する入学志願者との事前相談 

  本学に入学を志願する者で、障がい（学校教育法施行令第 22 条の 3 に定める身体障害の程度）がある者

は、受験上および修学上特別な配慮を必要とすることがあるので、出願前のできるだけ早い時期に本学に申

し出てください。 

 

❚8 合格発表日   

2020年 8月 7日 10:00（日本時間） 

 

本学内に合格者の受験番号を掲示するとともに、合格者本人には国際スピード郵便（EMS）等で通知し、 

その際入学に必要な手続をお知らせします。また、本学のウェブサイトにも合格者の受験番号を掲載します。   

ただし、公式の合格発表は合格通知書と本学内の掲示板とします。なお、合否の問い合わせは一切受け付

けません。 

 

❚9 入学手続 

 ＜入学手続期間＞ 2020 年 8 月 11 日～8 月 26 日（日本時間 17:00 必着） 

 

合格通知を受けた者は、入学手続期間に必要書類が本学に到着するよう「国際スピード郵便（EMS）」等を

利用し、入学手続を行ってください。期間内に入学手続を完了しない場合は、入学を辞退するものとして取

り扱います。 
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●ビザ（査証）の取得について 

  日本に入国するためのビザ（査証）を申請するためには、まず日本国内の法務省入国管理局に「在留

資格認定証明書」を申請する必要があります。渡日前入学許可の国外受験で本学の入試に合格し、所定

の入学手続を完了して入学が決定した方を対象に、本学では「在留資格認定証明書」取得のための代理

申請を行います。「在留資格認定証明書」が交付されたら、本学では入学予定者の住所へ証明書を郵送

します。この「在留資格認定証明書」とパスポートを居住国の日本国大使館・総領事館に提出すると、

およそ 1 週間でビザ（査証）を取得することができます。 

 ［注意］ 

  1．本学では、在留資格の種類「留学」で代理申請を行います。その他の在留資格を申請される場合

は、各自で申請を行ってください。その場合、本学アドミッションセンターまでご連絡ください。 

  2．事情により入学を辞退する場合は、自筆の入学辞退申出書とともに至急「在留資格認定証明書」を

本学アドミッションセンターに返送してください。 

  3．この代理申請を希望する者は処理を迅速に行うため、出願書類の送付時に必ず在留資格認定証明

書の申請書類を同封してください。書類に不備があっても、「在留資格認定証明書」の代理申請は

できないので、書類の不備がないように十分注意してください。なお、必要に応じ入国管理局より

追加書類を要求されることがあります。 

 

  ※日本国籍所持者が、日本に入国する場合は「日本人の帰国」として取り扱われますので、ビザ（査

証）が取得できません。 

 

 【在留資格「留学」取得の流れ】 

  1．出願時に、在留資格認定証明書申請必要書類を提出（志願者→本学） 

  2．合格後、所定の入学手続を完了（合格者→本学） 

  3．「在留資格認定証明書」交付申請（本学→福岡入国管理局） 

  4．「在留資格認定証明書」交付（福岡入国管理局→本学） 

  5．「在留資格認定証明書」郵送（本学→入学予定者） 

 

 【在留資格認定証明書申請必要書類】 

  *印の書類については、必ず提出してください。 

  必要書類 注意事項 

* 1 在留資格認定証明書交付申請書 

所定の用紙を本学ウェブサイトよりダウンロードし、記入

上の注意をよく読み、漏れがないように記入してください。

（「写真」の欄には写真を貼り付けずに提出してください） 

※経済支弁者の項目は特に重要な情報になるので、正確な情

報をご記入ください。 

* 2 写真 

申請書の所定のサイズの写真を提出してください。写真の

裏に直筆で氏名を記入してください。 

（写真は申請書には貼り付けないでください） 

 3 パスポートの Copy 

すでに所持している場合は、本人に関する記載事項のすべ

ての欄、さらに、来日歴のある者は日本への出入国歴が記載

されているページの Copy を提出してください。 

パスポートを所持していない場合は、Copy を提出する必要は

ありません。 
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❚10 その他 

 

（1）試験結果の簡易開示 

受験者の試験結果を、本人に限り開示します。簡易開示希望者は、必ず本学の受験票を持参して、本学ア

ドミッションセンターで手続を行ってください。簡易開示期間は、本学 WEB サイト等にて別途お知らせし

ます（2021 年 4 月中旬から 5 月中旬頃までを予定）。 

 

（2）問い合わせ先 

福岡女子大学 アドミッションセンター 

〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘 1 丁目 1 番 1 号 

電話：092-692-3100  FAX：092-692-3219  E-mail：nyushi-qa@fwu.ac.jp 

 

Fukuoka Women’s University   Admission Center 

1-1-1 Kasumigaoka, Higashi-ku, Fukuoka 813-8529, Japan 

  Phone：+81-92-692-3100  FAX：+81-92-692-3219  E-mail：nyushi-qa@fwu.ac.jp 

 

 

❚11 個人情報の取扱いについて 

 

（1）出願書類等に記載された氏名、生年月日、住所、その他の個人情報については、入学者の選抜、合格発表

および入学手続等の入試業務を行うために使用します。 

  なお、同情報は、在留資格に関する手続業務や合格者入学後の教務関係業務（学籍管理、修学指導等）、学

生支援関係業務（健康管理、就職支援、授業料免除、奨学金申請等）および授業料等の徴収に関する業務を

行うためにも使用します。 

 

（2）入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は、入試結果の集計・分析および入試の改善等のために使用し

ます。 

 

（3）上記個人情報は、（1）～（2）の目的以外では、本学の関係教職員以外への提供は行いません。 
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Ⅳ 入学案内 

❚1 福岡女子大学国際文理学部の特色 

  

《国際文理学部7つの特色》 

◇外国人留学生と日本人学生が共に暮らす「国際学友寮 なでしこ」 

（入学後、日本人学生は1年間、外国人留学生は4年間の全寮制） 

学生寮を豊かな人間性や社会性を育む教育の場として位置づけ、日本人学生は初年次の1年間、外国人留学

生は在学中の4年間、「国際学友寮 なでしこ」での全寮制教育を実施しています。ルームシェアによる生活

を送ることで、良好な人間関係を築く力や異文化に対する理解力、外国語コミュニケーション能力を身につ

けます。（※ただし、寮費の滞納、無断外泊、門限を守らない等、寮規則や運営要綱に違反した場合は、懲

戒処分（退寮・退学処分等）となる場合があります。） 

 

◇英語教育の重視 

日本人学生については、1年次から2年次にかけて、全学科の必修科目として、１クラス約15名の習熟度別

クラス編成による「学術英語プログラム（AEP: Academic English Program）」を実施し、高度な英語コミュ

ニケーション能力と学術英語のスキルを養成します。また、選択科目として、さらなる英語力の向上とキャ

リア形成につながる英語の上級科目「アドバンスト・イングリッシュ」を提供します。 

また、外国人留学生のための日本語教育課程として、1年次から2年次にかけて、「学術日本語プログラム

（AJP: Academic Japanese Program）」が設けられており、留学生はAEPに代えてこのAJPを履修することが

できます。 

※AEPでは、習熟度を確認するためにTOEFL®のスコアを利用します。秋入学でAEPの履修を希望する場合 

は、各自でTOEFL iBT®を受験し、入学までにスコアを用意しておいてください。（春入学の場合は、入学後に

大学内でTOEFL®を受験します。） 

 

◇海外大学との提携、留学生の受け入れ 

ソウル大学校生活科学大学（韓国）、同済大学（中国）、チュラロンコーン大学（タイ）、ベトナム国家

大学ハノイ校、ルーヴァン大学（ベルギー）、ルンド大学（スウェーデン）、マンチェスター大学人文学部

（イギリス）、スペルマン大学（アメリカ）など世界的に評価の高い大学との連携を進め、充実した海外留

学プログラムを提供するとともに、アジアをはじめ世界から外国人留学生を受け入れています。 

  

◇国内・海外での充実した体験学習 

教室の中での講義だけではなく、実社会での体験を通して、現代社会が抱える課題に対応できる実践的能

力を養うとともに、自らの生き方を切り拓く力を身につけます。（選択科目） 

 

◇共通基盤科目の充実 

専攻分野に関する専門性だけでなく、学問分野の枠を超えて共通する知的な基盤を構築します。幅広い教

養を身につけ、現代社会の課題解決に貢献できる人材の育成を理念としています。 

 

◇ファーストイヤー・ゼミ 

ファーストイヤー・ゼミは、入学直後から演習形式で行われる少人数制の講義です。大学で主体的に学ん

でいくために必要な力や変化し続ける現代を生き抜くための力を身につけることを目標として、自ら「問

い」を発見し、その「問い」に対する自らの意見を構築し、その意見を他者との対話を通じてさらに高次の

ものにする、といった知的作業に取り組みます。 
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◇アカデミック・アドバイザーシステム 

学生が、体系的かつ主体的に学べるように、入学時から卒業するまで助言・指導を行い、それぞれの学生

の実情に応じたきめ細やかなサポートを行います。 

 

 

❚2 学費（2019年度の額） 

学費 福岡県内の者 福岡県外の者 

入学料 282,000円 520,000円 

授業料 
前期 267,900円 

後期 267,900円 

前期 267,900円 

後期 267,900円 

合計 817,800円 1,055,800円 

※在学中に授業料の額の改定が行われた場合には、改定後の授業料の額が適用されます。 

※外国人留学生への支援（学費の免除等）については、本要項 5 ページを参照してください。 

 

［備考］ 

（1）「県内の者」とは次の各号に掲げる者です。 

ア．入学しようとする者（以下「入学者」という。）の生計の主たる維持者が入学しようとする年の前年の3月1日から

入学許可の日まで引き続き福岡県内に居住している者 

イ．入学者の生計の主たる維持者が勤務等の事由により県外居住者であっても入学者を含む家族の大半がアに掲げる期

間中福岡県内に居住している者 

 なお、上記各号の県内居住については、住民票が期間中県内にあるかどうかにより判断します。 

（2）「県外の者」とは（1）に該当する者以外の者です。 

（3）上記納入金は、原則として返還しません。 

（4）その他の納入金 

ア．後援会費として入会金40,000円、会費年額10,000円 

イ．学生教育研究災害傷害保険料として国際教養学科、環境科学科は2,650円、食・健康学科は2,720円（4年間分） 

ウ．学生教育研究賠償責任保険料として1,360円（4年間分） 

（5）その他 

ア．図書費、教科書、参考書、文具費として年額40,000円～50,000円程度 

イ．学生の自主的運営である自治会費を15,000円程度（4年間分） 

ウ．教育用ノート型パソコンの必携 

 福岡女子大学では、情報の収集・分析・発信の手段としてコンピュータを積極的に、日常的に活用することにより、

グローバルに情報が飛び交う社会に対応した、倫理観と情報処理能力を備えた人材を育成しています。 

 このため、1年次から4年次まで、様々な場面でコンピュータを使った教育を行います。膨大な情報の中から必要なも

のを集め、自分の知識として再構築する方法や、それを効果的に情報発信できる力を身につける情報関連の教育を実施

するとともに、「学術英語プログラム」「学術日本語プログラム」においては、授業や予習復習においてパソコンが必

要不可欠となります。さらに、その他の講義、実験・実習、演習、卒業研究などでの情報収集、レポート・プレゼンテ

ーション用資料・卒業論文の作成のほか、履修手続きや学習歴の記録・閲覧などにもコンピュータを使用します。 

  学生の皆さんは、入学後、授業開始時までにノート型パソコンの準備をお願いします。最低限必要な仕様（推奨スペ

ック）については、合格通知時に改めてご案内します。 

  なお、事情によりノート型パソコンが準備できない場合は、ご相談ください。 
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❚3 国際学友寮 なでしこ 

 

福岡女子大学では、豊かな人間性や社会性、協調性やコミュニケーション能力を育むため、日本人学生は

初年次の1年間、外国人留学生は在学中の4年間全寮制教育を実施します。 

ルームシェアによる生活を送ることで、良好な人間関係を築く力や異文化に対する理解力、外国語コミュ

ニケーション能力を身につけます。寮では、学生がフロアリーダーやなでしこメイトとして寮の運営に参加

します。 

収容定員は340人（4人で1ユニットを使用）で、1ユニットは4ＤＫ（個室4室＋共用ＤＫ・バス・トイレ）

のつくりとなっています。1ヵ月の寮費は15,000円（寮使用料月額5,100円、維持・更新費3,600円、水道光熱費

6,300円、インターネット回線使用料込み）、1年間で180,000円です。寮費は前期90,000円、後期90,000円をそ

れぞれ一括での支払いとなります。入居時に、寮費に加えて清掃費用14,300円の納入が必要です（寮費の納入

方法は合格通知の際にお知らせします）。食事は3食自炊（学生食堂も利用できます）で、カードキーによる

オートロックシステム、カメラ・警備員などによる警備体制など、セキュリティについても充実しており、

寮には管理者が常駐します。 

ただし、寮費の滞納、無断外泊、門限を守らない等、寮規則や運営要綱に違反した場合は、懲戒処分（退

寮・退学処分等）となる場合があります。 

 

◇設備備品 

〈個室〉エアコン、机（照明、書棚付）、いす、ベッド（収納付）、クローゼット、インターネット回線 

〈共用〉エアコン、IH コンロ、流し台、冷蔵庫、炊飯器、オーブンレンジ、電気ポット、掃除機、洗濯機、

洗面台、トイレ、風呂（シャワー付）、傘立て、靴箱、内線電話 
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Ⅴ 2019 年度外国人留学生入試 実施結果 

 

❚1 受験者数等 

 
 

❚2 合格者の得点 

 

学　科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 欠席者数 合格者数
入学辞退
者数

追加合格
者数

競争倍率 入学者数

国際教養学科 12 52 4.3 39 13 16 1 0 2.4 15

環境科学科 5 11 2.2 9 2 5 1 0 1.8 4

食・健康学科 3 7 2.3 2 5 2 1 0 1.0 1

小計 20 70 3.5 50 20 23 3 0 2.2 20

国際教養学科 ‐ 22 ‐ 16 6 10 0 0 ‐ 10

環境科学科 ‐ 6 ‐ 4 2 4 0 0 ‐ 4

食・健康学科 ‐ 2 ‐ 1 1 1 0 0 ‐ 1

小計 ‐ 30 ‐ 21 9 15 0 0 ‐ 15

国際教養学科 ※若干名 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

環境科学科 ※若干名 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

食・健康学科 ※若干名 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

小計 ※若干名 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

国際教養学科 ※若干名 2 ‐ 2 0 1 0 0 2.0 1

環境科学科 ※若干名 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

食・健康学科 ※若干名 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

小計 ※若干名 2 ‐ 2 0 1 0 0 2.0 1

国際教養学科 ※若干名 3 ‐ 3 0 2 0 0 1.5 2

環境科学科 ※若干名 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 0 ‐ ‐ 0

食・健康学科 ※若干名 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 0 ‐ ‐ 0

小計 ※若干名 3 ‐ 3 0 2 0 0 1.5 2

国際教養学科 12 57 4.6 44 13 19 1 0 2.3 18

環境科学科 5 11 2.2 9 2 5 1 0 1.8 4

食・健康学科 3 7 2.3 2 5 2 1 0 1.0 1

合計 20 75 3.7 55 20 26 3 0 2.1 23

※A日程の募集人員はB日程・C日程の募集人員を含む。

合計

日程

A日程

うち
渡日前入学許可

（韓国・マレーシア試験
場）

B日程

（春入学）

C日程

B日程

（秋入学）

日本留学試験
合計

日本語
「記述」含む450点満点

総合科目 数学コース1 総点 内訳

最高点
769 714 404 188 139

最低点
684 608 328 119 77

平均点
712.9 643.9 373.3 157.8 112.8

日本留学試験
合計

日本語
「記述」含む450点満点

理科2科目

合計
数学コース2

最高点
747 682 387 163 132

最低点
657 588 342 131 98

平均点
705.2 627.8 372 140.2 115.6

※A日程食・健康学科、B日程、C日程は合格者が少人数のため非公表。

日本留学試験得点（素点） 配点

900点

・日本留学試験600点

・TOEFLまたは

　TOEIC100点

・小論文100点

・面接100点

日程 学科 区分
総得点

（換算点）

A日程

国際教養学科

環境科学科
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Ⅵ 交通案内 

[福岡空港からのアクセス] 

福岡空港 国際線ターミナルビル 

    ↓ 連絡バス利用 
タクシー 

利用 

福岡空港 国内線ターミナルビル  

地下鉄空港線「福岡空港」より乗車  

↓ 地下鉄 ↓地下鉄  ↓地下鉄  

「博多駅」下車 
 

「中洲川端駅」のりかえ 

地下鉄箱崎線（貝塚方面）に乗車 
 

「天神駅」下車 
 

↓徒歩 ↓徒歩 

JR 鹿児島本線 

「博多駅」より乗車 

（小倉・門司・門司

港・下関方面） 

 ↓地下鉄  西鉄バス 

「天神中央郵便局前」より乗車 

（系統番号 21・21A・23・23A 

 26・26A） 

※21A、23A、26A は高速道路を 

利用し、一般的に早く着きます。 

 

 

「貝塚駅」下車 

  

西鉄電車「貝塚駅」より乗車 

↓JR  ↓電車  ↓バス  

JR「香椎駅」下車  

西鉄電車 

「西鉄香椎駅」 

下車 

西鉄電車 

「香椎花園前駅」 

下車 

 
西鉄バス 

「福岡女子大前」下車 
 

↓ 
徒歩 

約 15 分 
 ↓ 

徒歩 

約 12 分 
↓ 

徒歩 

約 10 分 
 ↓ 

徒歩 

約 1 分 
 

福岡女子大学 

                     
[福岡女子大学近隣の地図] 

●JR を利用する場合、香椎駅には停車しない特急列車

もあるので、注意してください。 

約 30～40

分 


