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≪人文科学研究科修士課程 外国人留学生入学試験≫ 

Ⅰ 募集する専攻及び入学定員 

専攻 入学定員 備考 

比 較 文 化 専 攻 5名 

入学定員は、一般入試・社会人入試・外国人留学生入試(秋季と春季の合計)

と学内進学入試の合計です。 
臨 床 心 理 学 専 攻 10名 

発 達 教 育 学 専 攻 5名 

※学内進学入学試験については、別冊入学試験要項をご覧ください。 

Ⅱ 出願資格 

外国籍を有し、日本語能力試験Ｎ1または日本留学試験を受験しており、次のいずれかに該当する女子とします。 

(1) 学校教育法第 83条に定める大学を卒業した者、または 2023年 3月 31日までに卒業見込みの者 

(2) 文部科学大臣の定めるところにより、本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

(3) 大学改革支援・学位授与機構（旧大学評価・学位授与機構）により学士の学位を授与された者、または 2023年3月 

31日までに授与される見込みの者 

(4) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者、または 2023年 3月 31日までに修了見込みの者 

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育における 

16年の課程を修了した者、または 2023年 3月 31日までに修了見込みの者 

(6) 日本において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされる者に限る)

を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程を修了した者 

(7) 専修学校の専門課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で2023年 3月 

31日までに 22歳に達する者 
 

※ 出願資格の事前審査について [上記Ⅱ 出願資格の（2）または（9）に該当される方 ] 
 
「出願資格の事前審査」が必要な方は、下記の書類提出期間内に必要書類を簡易書留で郵送してください。 
 

対
象 

出願資格 
（2） 

学校制度が旧制度から新制度に移行する際に、法令上明確に規定することが困難な旧制度の学校の在学生であった者 

出願資格 
（9） 

短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業生やその他の教育機関を修了した者 

 
≪書類提出期間≫ 

※必要書類は締切日の 17：00までに必着です(消印有効ではありません)。 
 
≪必要書類≫  

(1) 事前審査申請書〈本学所定のもの〉・・・ 

 

(2) 最終学校の卒業(見込み)証明書(中国籍の場合には原本に公証書を添付) ※日本語もしくは英語の訳を添付してください。 

(3) 最終学校の成績証明書(中国籍の場合には原本に公証書を添付)     ※日本語もしくは英語の訳を添付してください。 

(4) その他、参考資料を提出することができます。例：著書、業績書、論文の写し等 

(5) 返信用封筒(出願資格事前審査結果通知用) 

住所・氏名を明記した定型の封筒に切手を貼付したもの 

(注) 改姓等により証明書と氏名が異なる場合は戸籍抄本等、証明できるものを提出してください。 
 

≪事前審査の通知≫ 

事前審査の結果は、下記の期日までに通知すると共に、出願資格が認められた方には「出願資格認定証」を送付します。   

※審査の結果、出願資格が認められた場合の出願書類は、9 ページⅢの[出願書類]のうち、(5)、(6)を除いたもの及び出願資格   

認定証の写しとなります。 
 

秋季 2022年 7月 25日(月)～8月 1日(月) 春季 2022年 12月 26日(月)～1月 6日(金) 

秋季 2022年 8月 4日(木) 春季 2023年 1月 13日(金) 

 

※本学ホームページからダウンロードください。 
［https://www.fukujo.ac.jp/university/exam/detail/admission］  
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Ⅲ 出願手続 

出願

期間 

秋季 2022年 8月 22日(月) ～ 9月 2日(金) 

春季 2023年 1月 16日(月) ～ 1月 25日(水) 
 
角形 2号封筒（240㎜×332㎜）を用意し、大学ホームページからダウンロードした出願用封筒表紙を貼付して、以下
の書類を速達簡易書留で郵送してください。締切日の 17:00までに必着です(消印有効ではありません)。窓口受付は行
いませんが、出願書類送付期間の最終日に限り、窓口持参を認めます[受付時間 9：00～17：00]。本学において出願書
類を確認・受付のうえ、受験票を出願者に郵送します。 

 
〔出願書類〕―― 

 
本学所定用紙は大学ホームページからダウンロードください。［https://www.fukujo.ac.jp/university/exam/detail/admission］ 

(1) 入学試験志願票〈本学所定のもの〉 

(2) 志望理由及び研究計画書〈本学所定のもの〉 

(3) 写真票〈本学所定のもの〉 

(4) 検定料納付証明書貼付票〈本学所定のもの〉 

(5) 最終学校の卒業(見込み)証明書(中国籍の場合には原本に公証書を添付) ※日本語もしくは英語の訳を添付してください。 

(6) 最終学校の成績証明書(中国籍の場合には原本に公証書を添付)     ※日本語もしくは英語の訳を添付してください。 

(7) 日本語能力を証明する書類の写し 

(8) 健康診断書〈本学所定のもの〉 

(9) 住民票記載事項証明書 ※海外から出願する場合には不要。 

(10) パスポートの写し 

※氏名、番号、発行年月日、有効期限、日本の査証など本人に関する記載事項のあるページの写し。 

※出願時にパスポートの発給を受けていない場合には不要。 

※パスポートを試験当日に必ず持参してください。 

(11) 経費支弁書〈本学所定のもの〉※日本語もしくは英語の訳を添付してください。 

(12) 経費支弁者と本人との親族関係を立証する書類 

※日本語もしくは英語の訳を添付してください。 

  ※経費支弁者が中国籍の場合には、居民戸口簿の写し(両親と本人のページ)。 

(13) 経費支弁者が親族・本人以外の場合にはその続柄を示す書類 

※日本在住の第三者が支弁者となる場合にはその支弁者の在職証明書(あるいはこれに類するもの)、住民票(外国人の

場合には外国人登録証の写し)及び所得証明書(あるいはこれに類するもの)が必要です。 

※その他の書類の提出を求める場合があります。 

(14) 預金残高証明書 ※経費支弁者が中国籍の場合には、存款証明書(公証書を添付)。 

(15) 預金通帳の写し 

※日本に在住する本人が経費支弁者となる場合(直近 1年間程度のもの)。 

※海外からの出願者は不要。 

※預金通帳の現物を試験当日に必ず持参してください。 

(16) 国民健康保険証の写し 

※海外からの出願者は不要。 

※未加入者は入学までに加入してください。 

(17)その他、参考資料を提出することができます。 例：卒業論文の写し、または論文の写し 
 

〔注意事項〕 

・ 証明書は、すべて発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。 

・ 改姓等により証明書と氏名が異なる場合は戸籍抄本等、証明できるものを提出してください。 

・ 書類の返却を希望する場合には提出時にその旨を記しておいてください。 
 

Ⅳ 入学検定料 

 ● 32,000円  振り込みは出願期間の 1週間前から可能です。 

ダウンロードした本学所定の振込依頼票で最寄りの銀行・信用金庫等の金融機関から電信扱いで振り込んでください。 

振込依頼票(A票)、領収書(B票)、振込証明書(C票)は必要事項を記入のうえ、切り離さずに入学検定料を添えて銀行等の

窓口に提出してください。振り込みの後、銀行等の収納印(B・C票とも)があることを確認してください。C票は検定料納

付証明書貼付票に貼付して、大学へ提出してください。 

〔注意事項〕 一旦納入された入学検定料は事情のいかんにかかわらず返還できません。 

●福岡女学院大学に在学中の方は、3ページⅢの[出願書類]を郵送してください。 
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Ⅴ 試験日・試験科目 

試験日 秋季 2022年 9月 11日(日) 春季 2023年 2月 5日(日) 
 

専攻 時間 試験科目 

比 較 文 化 

臨床心理学 

発達教育学 

09:30～10:30 日 本 語  

11:00～12:30 専門科目 専門分野に関する小論文 

13:30～ 口述試験  

 

Ⅵ 受験上の注意 

11ページを参照ください。 

 

Ⅶ 合格発表 

 

 

 
 
 
受験者に合否に関する通知書類を郵送します。学内掲示やホームページ上への掲載はしません。 

電話による選考結果の問い合わせには、一切応じられません。 

 

Ⅷ  入学手続き 

一次手続き(入学金の納入)と二次手続き(前期授業料の納入及び誓約書の提出)をもって入学手続きの完了とします。 

詳細についてはP13をご覧ください。 

〔注意事項〕いかなる理由があっても、手続き締切日までに手続きをしない場合は、入学資格を取り消します。 
 

一旦納入された入学金は、事情のいかんにかかわらず返還できません。 

入学手続き完了後に入学を辞退する場合は、2023年3月27日（月）17：00 までにその旨を入試広報課（092-575-2970） 

あてに電話で連絡してください。授業料等及び委託徴収金を返還します。 

入学式当日、特別の理由なく欠席した場合は、入学を辞退したものとみなします。 
  

 

■入学手続き締切日 

 

 一次手続き 二次手続き 

秋季 2022年 10月 13日(木) 2023年  2月 22日(水) 

春季 2023年 02月  27日(月) 2023年  3月 27日(月) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋季 2022年 9月 16日(金) 

春季 2023年 2月 14日(火) 


