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西 九 州 大 学［男女共学］ 

 

   建学の精神 

 高度の知識を授け、人間性の高揚を図り、専門知識と応用技術をもって社会に貢献し、

世界文化の向上と人類福祉に寄与する人物を養成する。 

 

 

西九州大学の教育方針等（３つのポリシー）については、２０２２年度（令和４年度）学生募集要項をご覧く

ださい。 

 

項 目 内 容 

１．募集人員 各学科 若干名 

２．受験資格 

（出願資格） 

次の(1)～(3)のいずれかに該当する者。 

(1) 高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ）を卒業した者 

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び令和４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及び令和４年３月３１日までにこれに該当する見込みの者 

３．入学試験日程 Ⅳ期 

① 出願期間 
令和４年３月９日（水）～ ３月２４日（木）【16時必着】 
※検定料入金は３月２４日（木）14時締切 

② 試 験 日 本学独自の試験は課さない 

③ 合 格 者 

発 表 日 

令和４月３月２７日（日）午前１０時 
午前１０時～（終日）本学ホームページで発表します。 
(1) 合格者には入学手続きに必要な書類等を合格発表日に発送（投函）

します。 
(2) 電話による合否の問い合わせには応じません。 

④ 入学手続 
締 切 日 

令和４年３月３０日（水） 

４．書類提出先 

西九州大学 入試広報部 

〒８４２－８５８５ 佐賀県神埼市神埼町尾崎４４９０－９ 

ＴＥＬ ０９５２－３７－９２０７（入試広報部直通） 

５．選考方法 大学入学共通テストの得点の結果等により合否を判定します。 



６．試験科目 

・配点 

国 語：『国語（近代以降の文章）』 

外国語：『英語（リスニングを除く）』 

数 学：『数学Ⅰ・数学Ａ』 

理 科：「物理基礎」,「化学基礎」,「地学基礎」から２科目または「物理」,「化学」, 

「生物」から1科目 

地歴・公民：「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」から１科目 

 

上記の内、健康栄養学科、社会福祉学科、スポーツ健康福祉学科、リハビリテーション学

科、看護学科は５教科から2科目選択（2科目200点満点） 

子ども学科、心理カウンセリング学科は『国語（近代以降の文章）』を必須とし、他４教科

から1科目選択（国語100点、その他１科目100点の2科目200点満点） 

注１） 理科において、基礎を付加した科目は２科目を合算し１科目として扱う。 

注２） 大学入学共通テストにおいて、本学指定した科目を超えて受験している場合は、高

得点の教科・科目を採用します。 

７．出願手続 

※出願を希望される方は、西九州大学 入試広報部へ電話してください。 

※出願書類はホームページよりダウンロードしてください。 

以下(1)～(2)の書類を書留・速達で郵送、または窓口に持参してください。 

(1) 出願確認票・写真票：写真２枚（脱帽・上半身、縦4㎝×横3㎝、3ヵ月以内に撮影したも 

の）を貼付してください。 

 

(2) 出身学校の調査書：学校長が厳封してください。 
        ※高等学校卒業程度認定試験合格または合格見込（旧大学入学資格検定合 

格者を含む）の者は、「合格（見込）成績証明書」を提出してください。 
 

(3) 入学検定料：１５,０００円 
３月２４日（木）の１４時までに以下の口座に振り込んでください。 

 
入学検定料振込先 

 
佐賀共栄銀行 神埼支店 普通 ００１９３１４ 

  名義：学校法人永原学園 理事長 福元 裕二 
    （がっこうほうじんながはらがくえん りじちょう ふくもと ゆうじ） 
 
 注）入学検定料を振り込む際は、振込依頼人の欄に受験者氏名を入力してください。 

また、受験者名の前に以下のアルファベットを入力してください。 

健康栄養学科 Ｈ 

社会福祉学科 Ｓ 

スポーツ健康福祉学科 Ａ 

リハビリテーション学科（理学療法学専攻） Ｐ 

リハビリテーション学科（作業療法学専攻） Ｏ 

子ども学科 Ｃ 

心理カウンセリング学科 Ｇ 

看護学科 Ｎ 
 

８．出願上の注意 

(1) 出願書類は締切日１６時必着です。 
郵便局の窓口で、出願書類(1)～(2)を書留・速達で郵送してください。 

(2) 窓口持参の場合は10:00～16:00までが受付時間です（土・日・祝日は除く）。 
(3) 一度提出された書類及び入学検定料は返却しません。 
(4) 出願書類が不備なものは受け付けません。 

９．入学手続 

期日までに以下の(1)～(2)の手続きを行うことで、入学手続きは完了します。「手続き 
の案内」及び「手続きに必要な書類」については、合格通知とともに郵送します。 
なお、期日までに入学手続きを完了しない場合は、手続辞退者となります。 
(1) 入学金・ 施設設備費の納入    (2) 誓約書の提出 

１０．学費等 学費等については、『初年度納入金』をご参照ください。 



●初年度納入金（令和４年度入学生予定） 

区  分 

健康栄養学部 健康福祉学部 リハビリテーション学部 

健康栄養学科（1年次） 社会福祉学科・スポーツ健康福祉学科（1年次） リハビリテーション学科（1年次） 

入学手続費 
前期 
(4月) 

後期 
(10月) 年額合計(円) 入学手続費 

前期 
(4月) 

後期 
(10月) 年額合計(円) 入学手続費 

前期 
(4月) 

後期 
(10月) 年額合計(円) 

学 
 

費 

入学金 200,000   200,000 200,000   200,000 200,000   200,000 

施設設備費(注1) 100,000   100,000 100,000   100,000 100,000   100,000 

授業料(注2)  325,000 325,000 650,000  325,000 325,000 650,000  425,000 425,000 850,000 

教育充実費  145,000 145,000 290,000  85,000 85,000 170,000  190,000 190,000 380,000 

委
託
徴
収
費 

学生教育研究 
災害傷害保険料 
<4ヵ年分>（注3） 

 2,300  2,300  2,300  2,300  4,370  4,370 

学友会会費 
<４ヵ年分> 

 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 

後援会会費 
<４ヵ年分> 

 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 

同窓会費 
(終身）  16,000  16,000  16,000  16,000  16,000  16,000 

合  計 300,000 528,300 470,000 1,298,300 300,000 468,300 410,000 1,178,300 300,000 675,370 615,000 1,590,370 

区  分 

子ども学部 看護学部 

子ども学科・心理カウンセリング学科（1年次） 看護学科（1年次） 

入学手続費 
前期 
(4月) 

後期 
(10月) 

年額合計(円) 入学手続費 
前期 
(4月) 

後期 
(10月) 年額合計(円) 

 

学 
 

費 

入学金 200,000   200,000 200,000   200,000 

施設設備費(注1) 100,000   100,000 100,000   100,000 

授業料(注2)  325,000 325,000 650,000  450,000 450,000 900,000 

教育充実費  85,000 85,000 170,000  190,000 190,000 380,000 

委
託
徴
収
費 

学生教育研究 
災害傷害保険料 
<4ヵ年分>（注3） 

 2,300  2,300  2,300  2,300 

学友会会費 
<４ヵ年分> 

 20,000  20,000  20,000  20,000 

後援会会費 
<４ヵ年分> 

 20,000  20,000  20,000  20,000 

同窓会費 
（終身） 

 16,000  16,000  16,000  16,000 

合  計 300,000 468,300 410,000 1,178,300 300,000 698,300 640,000 1,638,300 

 
（注1）1年次の「施設設備費」は入学手続時に「入学金」と併せて納入し、2年次以降は前期に「授業料」等と同時の納入となります。 
（注2）2年次以降4年次までの「授業料」は、前年度の授業料に毎年1万円を加算した額となります。 
（注3）「学生教育研究災害傷害保険」には対人対物賠償は含まれていません。(リハビリテーション学科のみ医学の実習保障充実のため金額が異なります。) 

本学では、1年次より学外での実習（施設、病院、学校等）や体験活動・研修などの機会があります。入学予定者には別途対人対物賠償保険への 
ご加入を必須としております。 

● 本学推奨保険 ：「学研災付帯 学生生活総合保険」（4ヵ年分、35,000～60,000円程度） 
● この保険は対人賠償および対物賠償の保険（1事故1億円）です。 
● 看護学科の入学生については「日本看護学校協議会共済会」による看護学校総合補償制度「Will」への加入を原則としています。 

（年間4,500円～9,000円）。 
● ※免許・資格によっては、別途実習費等を徴収いたします（教育実習、介護実習、総合実習、校外実習等）。 
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