
 

  

 
 

 

＜募集人員＞ 

学部 学科 
入学 

定員 
AO 入試 高校推薦入試 

特 待 奨 学 生 

特別選抜入試 

一般入試 大学入試 

センター試験 

利用入試 

帰国生徒 

社会人 

留学生 

特別選抜入試 
前期 後期 

福岡薬学部 薬学科 120 名 5 名 20 名 35 名 40 名 若干名 20 名 若干名 
※ 大学入試センター試験の導入１年目のため、大学入試センター試験利用入試の実施については予定です。万一、大学入試センター試験利用入試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、一般入試前期に振り替えます。 
※ 募集人員の詳細は必ず 2020 年度学生募集要項（追補版）を確認してください。 
 

＜福岡薬学部 薬学科 入試日程（予定）＞   

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〕 

AO 入試 9/29(日） 大川 9/11（水）～9/21（土） 10/4（金） 10/15（火） 

高校推薦入試［公募制・指定校制］ 

帰国生徒特別選抜入試 
11/10(日) 大川 10/23（水）～11/1（金） 11/19（火） 11/29（金） 

特待奨学生特別選抜入試 12/14(土） 

仙台・大田原・水戸・高崎 

成田・東京・小田原 

福岡・大川・佐賀 

大分・鹿児島・沖縄 

11/26（火）～12/6（金） 12/25（水） 

一括納入方式／分割納入方式 
1/10（金） 

二段階納入方式 
1 次手続 1/10（金） 
2 次手続 3/10（火） 

一般入試前期 

日程 B 1/29(水) 

東京・山口・北九州・福岡・大川 

佐賀・熊本・大分・鹿児島・沖縄 

※福岡薬学部は以下を追加予定。 

盛岡・仙台・大田原・水戸 

高崎・成田 

12/24（火）～1/17（金） 2/10（月） 

一括納入方式／分割納入方式 
2/20（木） 

二段階納入方式 
1 次手続 2/20（木） 
2 次手続 3/10（火） 

日程 C 1/30(木） 東京・福岡・大川 

日程 D 1/31(金) 

東京・福岡・大川・長崎・宮崎 

※福岡薬学部は以下を追加予定。 

郡山・大田原・長野・小田原・静岡 

大学入試センター試験利用入試 
個別学力検査等は実施しません 

<センター試験：1/18（土）、1/19（日）> 

一般入試後期 2/28(金) 大川 2/12（水）～2/21（金） 3/6（金） 3/13（金） 

社会人特別選抜入試 

留学生特別選抜入試 

11 月 11/10(日) 大川 10/23（水）～11/1（金） 11/19（火） 11/29（金） 

2 月 2/3(月） 大川 12/24（火）～1/17（金） 2/10（月） 2/20（木） 

※ 入試日程の詳細は必ず 2020 年度学生募集要項（追補版）を確認してください。 
 
＜特待奨学生制度について＞ 

本学では特待奨学生特別選抜入試、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。６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、特待奨学生Ｂは 30％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）。福岡薬学部 薬学科でも同様に選抜を行う予定です。 

学部 学科 

特待奨学生 

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 

特待奨学生 S 特待奨学生 A 特待奨学生 B 特待奨学生 B 

福岡薬学部 薬学科 15 名 20 名 15 名 15 名 

  

国際医療福祉大学 福岡薬学部 薬学科 
2020年度入試情報（予定） 

福岡薬学部 薬学科は、2020 年 4月開設に向け設置届出書類を提出中です。以下は 2019年 7 月現在の予定ですので、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「2020 年度学生募集要項（追補版）」をご確認ください。 

設置届出書類 

提出中 

裏面に続く➡ 
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＜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 

AO 入試 

適性をみるための基礎学力試験、個人面接（約 10～20 分） 
※ 適性をみるための基礎学力試験は、薬学部の講義への適性をみるためのもので、「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」、「化学基礎」、「生物基礎」から出題します。 

高校推薦入試〔公募制〕 

 

帰国生徒特別選抜入試 

学科適性試験[英語・化学]（マークシート方式）、小論文（600 字以内）、個人面接（約 10 分） 
※ 学科適性試験は、薬学部の講義への適性をみるためのもので、英語「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」、化学「化学基礎・化学（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。 

特待奨学生 

特別選抜入試 

必須 化学基礎・化学（マークシート方式） 

選択 

次の 5 科目から 2 科目選択（マークシート方式） 

● 英語   
◎ 数学Ⅰ・数学 A  ◎数学Ⅱ・数学 B  ◎物理基礎・物理   ◎生物基礎・生物  
※ １科目は必ず英語を選択してください。 

一般入試前期 

(日程 B／日程 C／日程 D) 

必須 化学基礎・化学（マークシート方式） 

選択 

次の 4 科目から 2 科目選択（マークシート方式） 
● 英語   

◎ 数学Ⅰ・数学 A  ◎数学Ⅱ・数学 B  ◎生物基礎・生物  
※ １科目は必ず英語を選択してください。 

大学入試センター試験 

利用入試 

必須 英語[リスニングを除く]、化学 

選択 

次の 4 科目のうち高得点の 1 科目を合否判定の対象とします。 

◎ 数学Ⅰ･数学 A ◎ 数学Ⅱ・数学 B ◎ 物理 ◎ 生物 
※ ２科目以上受験した場合は、高得点の 1 科目を合否判定に使用します。 

一般入試後期 学力検査[英語・化学] （マークシート方式）、個人面接（約 10 分） 

社会人特別選抜入試 

（11 月／2 月） 
学力検査[英語・化学] （マークシート方式）、小論文（800 字以内）、個人面接（約 15 分） 

留学生特別選抜入試 

（11 月／2 月） 

小論文（600 字以内）、個人面接（約 15 分～30 分）、日本留学試験（日本語）の得点 
※2018 年 6 月～2019 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いること。 

※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。 
※英語、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 2020 年度学生募集要項（追補版）を確認してください。 
※出願手続時に必要となる出願書類は、他学部の各入試区分のものと同様の予定です。 
 

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

入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 初年度合計 6 年間合計 

300,000 1,100,000 50,000 300,000 1,750,000 9,900,000 

※ 入学金を納めるのは初年度のみです。 
※ ２年次以降の実験実習費は初年度とは異なります。 
※ 上記以外に、教育後援会年会費として毎年次 30,000 円が必要です。 
※ 「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、２年次に 50,000 円の履修費が別途必要となります。 
※ 教科書代、臨床実習に関わる費用（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。 
※ 私費外国人留学生（「留学」の在留資格取得者）には、授業料減免制度があります。詳細はホームページや 2020 年度学生募集要項（追補版）を確認してください。 
※ 学生納付金の詳細は、2020 年度学生募集要項（追補版）を確認してください。 

 
＜入試に関するお問い合わせ＞ 

九州地区入試事務室 〒831-8501 福岡県大川市榎津 137-1 
TEL：0944-89-2000  Mail：kyushu-nyushi@iuhw.ac.jp  ホームページ：https://www.iuhw.ac.jp/ 

 
 

「2020 年度学生募集要項（追補版）」は 9 月上旬ホームページにて公開予定です。 
 


