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　　写真票

　　模擬講義等受講申込書

入学志願に係る個人情報の取扱いについて
九州産業大学を志望しエントリーシートに記入された個人情報は、各種入学者選抜に利用します。
また、志願者の属性等、各種統計資料作成のため、個人を特定できないように加工したうえで入試結果を出身学校
等への提供に利用させていただくことがあります。
以上の利用目的のため九州産業大学が定める個人情報取扱いの基準を満たす企業（委託業者）に作業を委託していま
す。委託先に対しても、契約により適切な管理を義務付け、責任を持って監督しています。
■エントリーシートの記入は、本学指定項目を必須としています。全て記入いただかない場合は、入学志願の受付が
　できないことがあります。予めご了承ください。
■成績に関する開示は行っておりません。
■九州産業大学入試課による個人情報管理に関する質問は、下記へお問い合わせください。

九州産業大学入試課	 TEL：092-673-5550		9：00 〜17：00（土曜、休日、年末年始等を除く）
	 E-mail　nyushi@ip.kyusan-u.ac.jp（個人情報の開示・訂正・削除のご依頼もこちらへどうぞ）
	 URL　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/九州産業大学入試課

●ＡＯ入試（Ⅰ期）のお問い合わせ先
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イラストレーター、プランナー、インテリアデザイナー、ファッションデザイナー、アートディレクター、
フォトグラファー、グラフィックデザイナー、ゲームクリエイター、CGデザイナー、アニメーター、
画家、工芸作家、彫刻家、漫画家、CG・映像制作、Ｗｅｂ制作、メディアアーティスト、
映像プロダクション、テレビ局や新聞社等のカメラマン　等
【主な就職先】アド印刷㈱／㈱ムーンスター／㈱シギヤマ家具工業／㈱スタジオアリス／
　　　　　　　㈱セガ／トヨタ自動車㈱／㈱オンワード樫山／アップルジャパン㈱／
　　　　　　　㈲六本木スタジオ／イケア・ジャパン㈱／㈱サンライズ／TOTO㈱／
　　　　　　　㈱サイバーコネクトツー／㈱西日本新聞社　等

商
学
部
第
一
部

商社、百貨店、スーパー、ホテル、旅行会社、航空会社、自動車メーカー、銀行、
保険会社、観光機関、広告関係・貿易関係企業　等

【主な就職先】㈱福岡銀行／㈱エイチ・アイ・エス／JR九州ハウステンボスホテル㈱／
　　　　　　　常盤薬品㈱／㈱マイナビ　等

経
営
学
部

情
報
科
学
部

工　

学　

部

芸
術
学
部

関連資格等
公認会計士、税理士、販売士、総合旅行業務取扱管理者、
国内旅行業務取扱管理者、国家・地方公務員、教員

ベンチャー企業家、経営者、証券会社、IT関連企業、不動産関係、外資系関連企業、
情報システム関連企業　等

【主な就職先】SMBCフレンド証券㈱／㈱佐賀銀行／住友不動産販売㈱／積水ハウス㈱／
　　　　　　　山口県警察本部　等

システムエンジニア、ゲームプログラマー、ネットワークエンジニア、組込みシステムエンジニア、
セキュリティエンジニア、システムアドミニストレータ、  Ｗｅb・CGデザイナー　等

【主な就職先】㈱アルプス技研／NECフィールディング㈱／シーティーシー・テクノロジー㈱／
　　　　　　　安川情報システム㈱　等

関連資格等
プロジェクトマネージャ、応用情報技術者、システム監査技術者、
データベーススペシャリスト、情報科学研究者、教員

ロボットメーカー、精密機器メーカー、家電メーカー、化学会社、食品会社、製薬会社、化粧品メーカー、
建設会社、住宅メーカー、社会基盤（インフラ）関連企業、設計事務所、自動車・航空機・鉄道・造船産業、
製鉄・金属加工業、設備エンジニアリング、化学・医薬品関係企業　等

【主な就職先】九州旅客鉄道㈱／㈱九電工／ミヤリサン製薬㈱／新日鐵住金㈱／
　　　　　　　大和ハウス工業㈱　等

関連資格等
建築士、インテリアプランナー、宅地建物取引主任者、
住宅リフォームアドバイザー、電気通信主任技術者、教員

関連資格等
美術館・博物館（学芸員）、社会教育主事、教員、
二級建築士、商業施設士、カラーコーディネーター

商　学　科

観光産業学科

国際経営学科

産業経営学科

情報科学科

バイオロボティクス学科

機械工学科

電気情報工学科

物質生命化学科

都市基盤デザイン工学科

建築学科

住居・インテリア設計学科

芸術表現学科

写真・映像メディア学科

ビジュアルデザイン学科

生活環境デザイン学科

ソーシャルデザイン学科

アジアを中心とする
　　　国際ビジネスで活躍したい。
自分のショップをもちたい。
旅行ビジネスに興味がある。
地域活性化に関わりを持ちたい。
経営のノウハウを学びたい。
お金儲けの方法を学びたい。
国際的に活躍できる人になる。
資格・専門知識をいかした
　　　　　　　　仕事に就きたい。

コンピュータで社会をもっと便利にしたい。

時代の最先端を行く仕事に就きたい。

ITのエキスパートを目指している。

趣味のゲームを仕事にいかす。

オリジナルのホームページを作成してみたい。

エンジニアを目指している。

医療・福祉ロボットの開発に携わりたい。

化学・医薬品・食品メーカーで働きたい。

環境問題に取り組み、社会に貢献する。

大型建築物の設計に興味がある。

住宅や店舗のデザインをしたい。

モノ作りの仕事に憧れている。
カッコイイ広告のデザインをしたい。
キャラクターを商品化したい。
画家・作家を目指している。
デザインの世界で活躍したい。
カメラマンになりたい。
映像制作の仕事に就きたい。
地域ブランドを創造したい。
美術教員や学芸員を目指す。

IT

コンピュータ

商品開発

携帯電話の機能

インターネット

ホームページ

パソコン

タブレット端末

アプリ

ゲーム

ブログ

ロボット

宇宙

家電

エコ

都市計画

震災復興

建築物

インテリア

自動車

材料・医薬品

電子システム

実験

環境

橋

世界遺産

家具

インテリア

絵画・版画

雑貨・家具

地域文化

キャラクター

ファッション

デザイン

イラスト

CG

Web

写真

工芸

アクセサリー

テレビ・映画

アニメーション

自動車・バイク

映像

広告

流行モノ

雑貨

お金

ご当地検定 観光列車

数字やデータ

おもてなし・接客

旅行

地理

新商品

テーマパーク

ショッピング

観光

海外のニュース

まちおこし

世の中の仕組み

景気

エアライン（LCC）

志望別の学部フローチャート
私はこうなりたい！

こんな未来が待っている！ そんなあなたはこの学部！

こんなことに興味がある！

➡P６

➡P８

➡P10

➡P12

➡P16

関連資格等
経営コンサルタント、税理士、公認会計士、中小企業診断士、
販売士、国家・地方公務員、教員

フィギュア

マンガ
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AO入試（アドミッション・オフィス入試）とは 実施日程

｛　AO入試（Ⅰ期）エントリーから合格、入学までの流れ　｝

Step.1	
大学進学を目指す動機・意義を考える
　大学での「学び」は高校までとは大きく異なります。大学では、
自分でどの科目を受講するかを決めて時間割を組み立てなければ
なりません。「自ら学び研究すること」が何よりも重視されています。

「自分の学びたいことを思い切り学べる」─これが大学で学ぶこ
との最大の魅力です。

▼
Step.2	
九州産業大学で何を学びたいかを考える
　九州産業大学は、文系学部と理工系学部に加え、芸術系学
部もあわせ持つ西日本有数の総合大学です。建学の理想を『産
学一如』としています。産学一如とは、「産業と大学は車の両輪
のように一体となって、時々の社会のニーズを満たすべきである」
という考えで、広く産業界で活躍できる人材を輩出している大学
です。

▼
Step.3	
学部・学科選び

▼
Step.4	
ＡＯ入試で出願する理由を考える
　AO入試に出願するにあたって最も大切なのは、「九州産業大
学で学びたい」「九州産業大学で自分の未来を探したい」という、
あなたの“目的意識”と“意欲”です。
　あなたの将来の目標や実現に向けて、他の入試制度より一足
早く、大学生活への第一歩を踏み出すことができます。
　AO入試は、あなたが出願の際に、「○○な活動をした」「□
□経験がある」というだけでなく、その活動成果を志望する学部・
学科での勉強にどう結びつけて自己アピールするかが大切です。

▼
Step.5	
模擬講義・体験授業を受ける。
一次選考、二次選考、合格発表

▼
Step.6	
入学前教育
入学前教育とは…
　高校から大学生活へスムーズに移行できるように、スクーリン
グや課題等による入学前の事前教育のことです。

スクーリング：
　大学入学後に必要な基礎知識について大学で授業を行います。
課題：
　大学入学後に必要な基礎知識・能力についての課題（レポートや
　数学の演習問題等）が出されます。

　大学の合格から、入学までは時間があります。この貴重な時
間を有意義に過ごし、入学後の大学生活を充実させてください。
九州産業大学では、入学後すぐに、英語や国語（数学）のクラ
ス分けテストを行います。特に英語教育には力を入れており、全
学生を対象に英語プレイスメントテストを実施しています。その結
果によって、少人数の能力別クラスに振り分けきめ細かな授業を
行います。
※入学前教育の詳細については、合格者に対して送付する書類をご確認ください。

合格後のスケジュール
高　校 九州産業大学

12月 期末（学年末）考査
最後までしっかりと学習しておきましょう スクーリング１月

２月

３月 卒業式

４月 入学式

▼
Step.7	入学

　個性や能力、学びの分野との適性などを時間をかけて判定する入試です。
学力試験だけでは分からないあなたの才能、学ぶ意欲に、しっかりと目を向けます！
九州産業大学では、受験生一人ひとりをできるだけ多面的に評価できるよう、さまざまな入試制度を設けています。
「AO（アドミッション・オフィス）入試」は、あなたの個性豊かな才能を見る入試です。

学　部
経 営 学 部　　　　　商学部第一部
情報科学部　　　　　工　学　部

芸 術 学 部

模擬講義等
受講申込期間

平成27年
８月１日（土）〜８月７日（金）

平成27年
８月１日（土）〜８月７日（金）

申込者は模擬講義等を必ず受講し、レポートを提出しなければなりません。

▼

模擬講義等
※商学部第一部のみ
基礎学力検査を併せて

実施

８月２8日（金）
（経営学部・情報科学部）

８月29日（土）
（商学部第一部・経営学部・情報科学部・工学部）

８月29日（土）
（芸術学部）

模擬講義等は九州産業大学で行います。	経営学部、	情報科学部は８月28日（金）または29日（土）のいずれかを受講してください。
商学部第一部、	工学部、	芸術学部は８月29日（土）のみ実施します。	模擬講義等終了後、	一次選考出願に必要な書類を配付します。

▼

一次選考
出願期間

８月31日（月）〜９月４日（金）必着 ８月31日（月）〜９月４日（金）必着
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のAO入試出願用封筒に入れ、必ず
書留速達で郵送してください。
※出願締切日は窓口へ持込可（17時まで）
〈出願書類〉①エントリーシート②自己アピール書③検定料10,000円（平成27年度入試実績）

出願書類を取りそろえ、本学所定のAO入試出願用
封筒に入れ、必ず書留速達で郵送してください。
※出願締切日は窓口へ持込可（17時まで）
〈出願書類〉
①エントリーシート②自己アピール書③検定料不要

▼

一次選考
合格発表

９月25日（金） ９月25日（金）

選考結果は全員に速達郵便で送付します。また、合格者には二次選考に必要な書類を送付します。

▼

二次選考
出願期間

９月26日（土）〜 10月２日（金）必着 ９月26日（土）〜 10月２日（金）必着
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のAO入試出願用封筒に入れ、必ず
書留速達で郵送してください。
※出願締切日は窓口へ持込可（17時まで）
〈出願書類〉①調査書②検定料17,000円（平成27年度入試実績）

出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそ
ろえ、本学所定のAO入試出願用封筒に入れ、
必ず書留速達で郵送してください。
※出願締切日は窓口へ持込可（17時まで）
〈出願書類〉
①調査書②課題レポートまたは作品
③検定料27,000円（平成27年度入試実績）
※②の課題レポートは、出願書類へ同封すること。
※②の作品は、二次選考（面接）当日に必ず持参す
ること。

▼

二次選考
（面接）

10月10日（土） 10月10日（土）

二次選考は九州産業大学で行います。

▼

合格発表
10月21日（水） 10月21日（水）

選考結果は受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続きのしおり等を送付します。
二次選考に合格した場合、入学を辞退することはできません。

▼

入学手続き 納付期限：12月11日（金） 納付期限：12月11日（金）
＊12月〜３月までの間に原則として２回、入学後に必要な基礎知識・能力の習得をめざし、スクーリングまたはインターネット等を利用した入学前の事前教育を行います。
　詳細は合格者に別途通知します。

九州産業大学の
オープンキャンパスに
参加しよう！

第１回

７月26日日	9:30〜15:00
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AO入試（アドミッション・オフィス入試）とは 実施日程

｛　AO入試（Ⅰ期）エントリーから合格、入学までの流れ　｝

Step.1	
大学進学を目指す動機・意義を考える
　大学での「学び」は高校までとは大きく異なります。大学では、
自分でどの科目を受講するかを決めて時間割を組み立てなければ
なりません。「自ら学び研究すること」が何よりも重視されています。

「自分の学びたいことを思い切り学べる」─これが大学で学ぶこ
との最大の魅力です。

▼
Step.2	
九州産業大学で何を学びたいかを考える
　九州産業大学は、文系学部と理工系学部に加え、芸術系学
部もあわせ持つ西日本有数の総合大学です。建学の理想を『産
学一如』としています。産学一如とは、「産業と大学は車の両輪
のように一体となって、時々の社会のニーズを満たすべきである」
という考えで、広く産業界で活躍できる人材を輩出している大学
です。

▼
Step.3	
学部・学科選び

▼
Step.4	
ＡＯ入試で出願する理由を考える
　AO入試に出願するにあたって最も大切なのは、「九州産業大
学で学びたい」「九州産業大学で自分の未来を探したい」という、
あなたの“目的意識”と“意欲”です。
　あなたの将来の目標や実現に向けて、他の入試制度より一足
早く、大学生活への第一歩を踏み出すことができます。
　AO入試は、あなたが出願の際に、「○○な活動をした」「□
□経験がある」というだけでなく、その活動成果を志望する学部・
学科での勉強にどう結びつけて自己アピールするかが大切です。

▼
Step.5	
模擬講義・体験授業を受ける。
一次選考、二次選考、合格発表

▼
Step.6	
入学前教育
入学前教育とは…
　高校から大学生活へスムーズに移行できるように、スクーリン
グや課題等による入学前の事前教育のことです。

スクーリング：
　大学入学後に必要な基礎知識について大学で授業を行います。
課題：
　大学入学後に必要な基礎知識・能力についての課題（レポートや
　数学の演習問題等）が出されます。

　大学の合格から、入学までは時間があります。この貴重な時
間を有意義に過ごし、入学後の大学生活を充実させてください。
九州産業大学では、入学後すぐに、英語や国語（数学）のクラ
ス分けテストを行います。特に英語教育には力を入れており、全
学生を対象に英語プレイスメントテストを実施しています。その結
果によって、少人数の能力別クラスに振り分けきめ細かな授業を
行います。
※入学前教育の詳細については、合格者に対して送付する書類をご確認ください。

合格後のスケジュール
高　校 九州産業大学

12月 期末（学年末）考査
最後までしっかりと学習しておきましょう スクーリング１月

２月

３月 卒業式

４月 入学式

▼
Step.7	入学

　個性や能力、学びの分野との適性などを時間をかけて判定する入試です。
学力試験だけでは分からないあなたの才能、学ぶ意欲に、しっかりと目を向けます！
九州産業大学では、受験生一人ひとりをできるだけ多面的に評価できるよう、さまざまな入試制度を設けています。
「AO（アドミッション・オフィス）入試」は、あなたの個性豊かな才能を見る入試です。

学　部
経 営 学 部　　　　　商学部第一部
情報科学部　　　　　工　学　部

芸 術 学 部

模擬講義等
受講申込期間

平成27年
８月１日（土）〜８月７日（金）

平成27年
８月１日（土）〜８月７日（金）

申込者は模擬講義等を必ず受講し、レポートを提出しなければなりません。

▼

模擬講義等
※商学部第一部のみ
基礎学力検査を併せて

実施

８月２8日（金）
（経営学部・情報科学部）

８月29日（土）
（商学部第一部・経営学部・情報科学部・工学部）

８月29日（土）
（芸術学部）

模擬講義等は九州産業大学で行います。	経営学部、	情報科学部は８月28日（金）または29日（土）のいずれかを受講してください。
商学部第一部、	工学部、	芸術学部は８月29日（土）のみ実施します。	模擬講義等終了後、	一次選考出願に必要な書類を配付します。

▼

一次選考
出願期間

８月31日（月）〜９月４日（金）必着 ８月31日（月）〜９月４日（金）必着
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のAO入試出願用封筒に入れ、必ず
書留速達で郵送してください。
※出願締切日は窓口へ持込可（17時まで）
〈出願書類〉①エントリーシート②自己アピール書③検定料10,000円（平成27年度入試実績）

出願書類を取りそろえ、本学所定のAO入試出願用
封筒に入れ、必ず書留速達で郵送してください。
※出願締切日は窓口へ持込可（17時まで）
〈出願書類〉
①エントリーシート②自己アピール書③検定料不要

▼

一次選考
合格発表

９月25日（金） ９月25日（金）

選考結果は全員に速達郵便で送付します。また、合格者には二次選考に必要な書類を送付します。

▼

二次選考
出願期間

９月26日（土）〜 10月２日（金）必着 ９月26日（土）〜 10月２日（金）必着
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のAO入試出願用封筒に入れ、必ず
書留速達で郵送してください。
※出願締切日は窓口へ持込可（17時まで）
〈出願書類〉①調査書②検定料17,000円（平成27年度入試実績）

出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそ
ろえ、本学所定のAO入試出願用封筒に入れ、
必ず書留速達で郵送してください。
※出願締切日は窓口へ持込可（17時まで）
〈出願書類〉
①調査書②課題レポートまたは作品
③検定料27,000円（平成27年度入試実績）
※②の課題レポートは、出願書類へ同封すること。
※②の作品は、二次選考（面接）当日に必ず持参す
ること。

▼

二次選考
（面接）

10月10日（土） 10月10日（土）

二次選考は九州産業大学で行います。

▼

合格発表
10月21日（水） 10月21日（水）

選考結果は受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続きのしおり等を送付します。
二次選考に合格した場合、入学を辞退することはできません。

▼

入学手続き 納付期限：12月11日（金） 納付期限：12月11日（金）
＊12月〜３月までの間に原則として２回、入学後に必要な基礎知識・能力の習得をめざし、スクーリングまたはインターネット等を利用した入学前の事前教育を行います。
　詳細は合格者に別途通知します。

九州産業大学の
オープンキャンパスに
参加しよう！

第１回

７月26日日	9:30〜15:00
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商 学 部 第 一 部
｛　商学部第一部とは？　｝ ◆模擬講義および基礎学力検査（受講料不要）　

｛　AO入試のチェックポイント　｝

商　学　科
●商学科では、福岡の地の利と伝統をいかし、時代対応力をもち新時代を開拓できる人材の育成をめざしています。
●流通、マーケティング、会計、経営、経済、法律、情報、教養など幅広い学問分野について、理論と実践の両面からバランス良く履修

できるように準備しています。特に産学の連携では、さまざまな企業とタイアップした授業が用意されています。
●教育体制も、若手とベテランの教員を効果的に配置するなど、学習成果を第一に重視した運営を行っています。

観光産業学科
●観光産業は経済活動のグローバル化の進展と人的交流の拡大により、世界的に発展が期待されている産業です。わが国の政策においても、
「観光立国」を積極的に推進しています。

●観光産業学科では、観光ビジネスやホスピタリティ・ビジネスに関する幅広い知識の習得と実践的な学習、そして体験的プログラムを通じ
て「もてなしの心」やコミュニケーション能力を養う教育を行っています。

　観光学の専門科目としての「観光ホスピタリティ・ビジネス」、「観光地域マネジメント」などの科目群に加え、「企業・経済」、「専門外国語」、
「観光研修・実習・インターンシップによるキャリア開発」など、総合的な学習により理論と実務能力を備えた即戦力となる人材の育成を
めざしています。

　　AO入試に出願するには、模擬講義に出席し、レポートを提出しなければなりません。
　　レポートは、模擬講義の内容、将来の夢・希望と志望学科で学ぶことの関連性を受講当日に500字程度にまとめ提出してください。
　　当日は、基礎学力検査（商学科：漢字の読み書き、計算問題　観光産業学科：漢字の読み書き、基礎英語問題）を実施します。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、模擬講義当日［８月29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成27年８月29日（土）
スケジュール 　

実施場所 　九州産業大学１号館

過去の模擬講義テーマ
●「商学の目で学ぶ身近なビジネス」　●「いわゆる『日本的経営』とは」　●「観光とホスピタリティ」　●「観光の魅力、楽しみを考える」　　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年8月31日（月）〜9月4日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート
　（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外
での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピール
できる点を1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観
的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
③検定料

10,000円（平成27年度入試実績）
模擬講義時に配付する本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望
学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込ん
でください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。	

選考方法
●模擬講義終了後に提出されたレポートの内容
●基礎学力検査
●エントリーシートによるエントリー資格、記載の内容
●自己アピール書の内容

一次選考合格発表
平成27年９月25日（金）
選考結果は全員に速達郵便で送付します。合格者には二次選考に必要な
書類を送付します。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着
※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書
　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料

17,000円（平成27年度入試実績）
一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者
氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口
で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。

選考方法
出願書類等を参考に行う面接により、総合的に適性・意欲・可能性を判定
します。なお、面接には、模擬講義実施日に提示されるテーマに関する口頭
発表または口頭試問を含みます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学１号館

合格発表
平成27年10月21日（水）
選考結果は、受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続書
類を送付します。二次選考に合格した場合は、入学を辞退することはできません。

入学手続き
入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

出願にあたっての注意
特別な事情がないにもかかわらずスクーリングを欠席した場合または学部
が指定する入学前教育に取り組まない場合（入学前課題を提出しない場
合を含む）は、合格を取り消すことがあります。

　AO入試アドミッションポリシー　
商学部第一部（商学科・観光産業学科）で学ぶ学問領域への関心と本学で学ぶ明確な意思があるかを確認します。

Step.1
1高校時代の学業・活動や自己アピールと将来の希望、入学後の目標などを明確に持ち合わせているかを確認します。
2本学の模擬講義を受講し、模擬講義の内容、将来の夢・希望と各学科で学ぶことの関連性をまとめたレポートにより
　評価します。
3大学教育に対応できるかどうかの基礎的な学力を学力検査により評価します。

Step.2
与えられたテーマについて自らが調べてまとめ、発表するという「プレゼンテーション能力」の基礎的な資質を評価し、
明確な目的意識と勉学への意欲を併せ持つ人を選抜します。

　商学部第一部が求める学生像　
商学部第一部では、福岡と九州の地の利と伝統を活かし、時代対応力をもち新時代を開拓できる人材の育成を目指して
います。そのため、次のような資質と意欲を持つ学生を積極的に受け入れます。
商学科
◦世の中の動きを敏感にとらえ、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人
◦「ヒト・モノ・カネ・情報」の流れに関心があり、ビジネスに関する専門的な知識・見識を修得しようとする人
◦勉学に真摯に取り組み、努力する習慣を身につけようとする人
◦希望する職業に就くために必要となる実力をつけようとする人

観光産業学科
◦人との交流やサービス業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人
◦自然や文化を愛し、それらとのかかわりを通じて豊かな人間性を習得したい人
◦地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人
◦将来、観光産業やホスピタリティ・ビジネスの分野で活躍したい人

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:15
③模擬講義（学科紹介を含む） 10:20 〜 11:20
④レポート作成 11:30 〜 12:20
⑤基礎学力検査 12:40 〜 13:10

その他
●模擬講義当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、模擬講義当日に配付します。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

まずは模擬講義に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ

6 7

Kyushu Sangyo University  Admission Office 2016



商 学 部 第 一 部
｛　商学部第一部とは？　｝ ◆模擬講義および基礎学力検査（受講料不要）　

｛　AO入試のチェックポイント　｝

商　学　科
●商学科では、福岡の地の利と伝統をいかし、時代対応力をもち新時代を開拓できる人材の育成をめざしています。
●流通、マーケティング、会計、経営、経済、法律、情報、教養など幅広い学問分野について、理論と実践の両面からバランス良く履修

できるように準備しています。特に産学の連携では、さまざまな企業とタイアップした授業が用意されています。
●教育体制も、若手とベテランの教員を効果的に配置するなど、学習成果を第一に重視した運営を行っています。

観光産業学科
●観光産業は経済活動のグローバル化の進展と人的交流の拡大により、世界的に発展が期待されている産業です。わが国の政策においても、
「観光立国」を積極的に推進しています。

●観光産業学科では、観光ビジネスやホスピタリティ・ビジネスに関する幅広い知識の習得と実践的な学習、そして体験的プログラムを通じ
て「もてなしの心」やコミュニケーション能力を養う教育を行っています。

　観光学の専門科目としての「観光ホスピタリティ・ビジネス」、「観光地域マネジメント」などの科目群に加え、「企業・経済」、「専門外国語」、
「観光研修・実習・インターンシップによるキャリア開発」など、総合的な学習により理論と実務能力を備えた即戦力となる人材の育成を
めざしています。

　　AO入試に出願するには、模擬講義に出席し、レポートを提出しなければなりません。
　　レポートは、模擬講義の内容、将来の夢・希望と志望学科で学ぶことの関連性を受講当日に500字程度にまとめ提出してください。
　　当日は、基礎学力検査（商学科：漢字の読み書き、計算問題　観光産業学科：漢字の読み書き、基礎英語問題）を実施します。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、模擬講義当日［８月29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成27年８月29日（土）
スケジュール 　

実施場所 　九州産業大学１号館

過去の模擬講義テーマ
●「商学の目で学ぶ身近なビジネス」　●「いわゆる『日本的経営』とは」　●「観光とホスピタリティ」　●「観光の魅力、楽しみを考える」　　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年8月31日（月）〜9月4日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート
　（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外
での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピール
できる点を1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観
的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
③検定料

10,000円（平成27年度入試実績）
模擬講義時に配付する本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望
学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込ん
でください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。	

選考方法
●模擬講義終了後に提出されたレポートの内容
●基礎学力検査
●エントリーシートによるエントリー資格、記載の内容
●自己アピール書の内容

一次選考合格発表
平成27年９月25日（金）
選考結果は全員に速達郵便で送付します。合格者には二次選考に必要な
書類を送付します。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着
※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書
　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料

17,000円（平成27年度入試実績）
一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者
氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口
で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。

選考方法
出願書類等を参考に行う面接により、総合的に適性・意欲・可能性を判定
します。なお、面接には、模擬講義実施日に提示されるテーマに関する口頭
発表または口頭試問を含みます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学１号館

合格発表
平成27年10月21日（水）
選考結果は、受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続書
類を送付します。二次選考に合格した場合は、入学を辞退することはできません。

入学手続き
入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

出願にあたっての注意
特別な事情がないにもかかわらずスクーリングを欠席した場合または学部
が指定する入学前教育に取り組まない場合（入学前課題を提出しない場
合を含む）は、合格を取り消すことがあります。

　AO入試アドミッションポリシー　
商学部第一部（商学科・観光産業学科）で学ぶ学問領域への関心と本学で学ぶ明確な意思があるかを確認します。

Step.1
1高校時代の学業・活動や自己アピールと将来の希望、入学後の目標などを明確に持ち合わせているかを確認します。
2本学の模擬講義を受講し、模擬講義の内容、将来の夢・希望と各学科で学ぶことの関連性をまとめたレポートにより
　評価します。
3大学教育に対応できるかどうかの基礎的な学力を学力検査により評価します。

Step.2
与えられたテーマについて自らが調べてまとめ、発表するという「プレゼンテーション能力」の基礎的な資質を評価し、
明確な目的意識と勉学への意欲を併せ持つ人を選抜します。

　商学部第一部が求める学生像　
商学部第一部では、福岡と九州の地の利と伝統を活かし、時代対応力をもち新時代を開拓できる人材の育成を目指して
います。そのため、次のような資質と意欲を持つ学生を積極的に受け入れます。
商学科
◦世の中の動きを敏感にとらえ、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人
◦「ヒト・モノ・カネ・情報」の流れに関心があり、ビジネスに関する専門的な知識・見識を修得しようとする人
◦勉学に真摯に取り組み、努力する習慣を身につけようとする人
◦希望する職業に就くために必要となる実力をつけようとする人

観光産業学科
◦人との交流やサービス業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人
◦自然や文化を愛し、それらとのかかわりを通じて豊かな人間性を習得したい人
◦地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人
◦将来、観光産業やホスピタリティ・ビジネスの分野で活躍したい人

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:15
③模擬講義（学科紹介を含む） 10:20 〜 11:20
④レポート作成 11:30 〜 12:20
⑤基礎学力検査 12:40 〜 13:10

その他
●模擬講義当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、模擬講義当日に配付します。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

まずは模擬講義に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ
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経 営 学 部
｛　経営学部とは？　｝

｛　AO入試のチェックポイント　｝

楽しく学べるアクティブラーニング
経営学は組織とそこで活動する人を対象とする学問です。経営学部では、実践力、熱意、豊かな人間性を持った人材を育成するために、
全学年・全セメスター制のフルゼミナールや各種コースでのPBL教育推進など、経営学の理論と実践を統合した学生主体の先進的なカリキュ
ラムを準備しています。

国際経営学科
国際ビジネスコースを設置し、グローバル社会で活躍できる人材、すなわち、異文化理解と語学力を基盤として、地域社会全体の発
展を視野に入れたビジネス・パーソンを養成します。ビジネスの現場で使うことを意識した英語もしくは中国語を学べると同時に、国
際ビジネスに関する調査（たとえば、「なぜ、ディズニーランドは日本で成功したのか」）および事例研究を行います。また、九州と海
外を結ぶ企業経営や、プロジェクトに関する実践的知識も学べます。

産業経営学科
事業開発コースを設置し、つねに社会貢献を意識する起業家マインドを有する人材を育成しています。同コースでは、１年生から４年
生まで全学年の学生が一体となって、商品開発・販売をはじめ、オープンキャンパス、新入生オリエンテーションといった各種学内イ
ベント、さらには地元商店街の活性化プロジェクト等の社会貢献に積極的に取り組んでいます。

両学科共通のコース
会計コースを設置し、税理士や公認会計士などの資格取得を支援します。簿記、
管理会計、財務会計を学ぶことにより、自社だけでなく競合相手の分析もできるよう
になり、より厳密な経営戦略をたて、起業準備および企業再建ができるようになります。

※学部全体として教員免許（国際経営学科は商業、産業経営学科は商業・情報）を含む資格取得の支援などについて、少人数
制のゼミナールで入学から卒業までしっかりサポートする体制を整えています。

　AO入試アドミッションポリシー　
ビジネスを通じて地域社会・国際社会に貢献する目的をもち、そのために本学経営学部で学ぶ明確な意思があるかを確認します。

Step.1
1高校時代の学業・活動での実績や、将来の希望や入学後の目標を明確に持ち合わせているかを、エントリーシートを通じて
確認します。
2本学の模擬講義を受講し、模擬講義の内容を将来の希望や本学部で学ぶ意義に結びつけて理解できるかを、レポートを通じ
て評価します。

Step.2
地域社会・国際社会の問題を自らの課題とし、粘り強く解決する強い目的意識と意欲をもっているか、積極的にコミュニケーショ
ンできる人材であるかを、口頭試問を通じて選抜します。

　経営学部が求める学生像　
次代の即戦力
ビジネスを通じて地域社会・国際社会に貢献する目的を持ち、そのために経営学部で学びたいという明確な意思を持った人材を求めています。
地域社会の問題を自らの課題とし、専門知識を結びつけて粘り強く解決していく過程にこそ、リーダーとしての成長があると信じ、次のような
学生を求めます。

●将来の目標を明確に持ち、その実現のためにビジネスの知識を必要としている人
●これまで資格取得などさまざまな分野（語学、情報、簿記会計など）で積極的に活動しており、その成果を経営学部でさらに高めて
　いきたい人
われわれ経営学部は、このような人材こそ真のリーダーとして成長するものと確信しています。

もっと詳しく経営学部のことについて知りたい方は
“九州産業大学の経営学部ウェブサイト”を
ご覧ください

http://keiei.kyusan-u.ac.jp/

◆模擬講義（受講料不要）　
　　AO入試に出願するには、模擬講義に出席し、レポートを提出しなければなりません。
　　レポートは、模擬講義の内容をまとめ受講当日に作成し提出してください。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、模擬講義当日［８月28日（金）・29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成27年８月28日（金）
　　　　　　平成27年８月29日（土）
　　　　　　※いずれかを受講してください。

スケジュール 　

実施場所 　九州産業大学１号館

過去の模擬講義テーマ
●「最高の組織を作り出すリーダー思考プロセス」　●「管理とは何だろうか」　●「企業の情報システム」　　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年8月31日（月）〜9月4日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート
　（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外
での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピール
できる点を1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観
的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
③検定料

10,000円（平成27年度入試実績）
模擬講義時に配付する本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望
学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込ん
でください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。	

選考方法
●模擬講義終了後に提出されたレポートの内容
●エントリーシートによるエントリー資格、記載の内容
●自己アピール書の内容

一次選考合格発表
平成27年９月25日（金）
選考結果は、全員に速達郵便で送付します。合格者には、二次選考に必要
な書類を送付します。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着
※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書
　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料

17,000円（平成27年度入試実績）
一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者
氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口
で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。

選考方法
出願書類等を参考に行う面接により、総合的に適性・意欲・可能性を判定し
ます。なお、面接にはコミュニケーション能力をはかる口頭試問を含みます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学１号館

合格発表
平成27年10月21日（水）
選考結果は、受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続書
類を送付します。二次選考に合格した場合は、入学を辞退することはできません。

入学手続き
入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:15
③模擬講義 10:20 〜 11:10
④レポート作成 11:20 〜 12:10

その他
●模擬講義当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、模擬講義当日に配付します。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

まずは模擬講義に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ
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経 営 学 部
｛　経営学部とは？　｝

｛　AO入試のチェックポイント　｝

楽しく学べるアクティブラーニング
経営学は組織とそこで活動する人を対象とする学問です。経営学部では、実践力、熱意、豊かな人間性を持った人材を育成するために、
全学年・全セメスター制のフルゼミナールや各種コースでのPBL教育推進など、経営学の理論と実践を統合した学生主体の先進的なカリキュ
ラムを準備しています。

国際経営学科
国際ビジネスコースを設置し、グローバル社会で活躍できる人材、すなわち、異文化理解と語学力を基盤として、地域社会全体の発
展を視野に入れたビジネス・パーソンを養成します。ビジネスの現場で使うことを意識した英語もしくは中国語を学べると同時に、国
際ビジネスに関する調査（たとえば、「なぜ、ディズニーランドは日本で成功したのか」）および事例研究を行います。また、九州と海
外を結ぶ企業経営や、プロジェクトに関する実践的知識も学べます。

産業経営学科
事業開発コースを設置し、つねに社会貢献を意識する起業家マインドを有する人材を育成しています。同コースでは、１年生から４年
生まで全学年の学生が一体となって、商品開発・販売をはじめ、オープンキャンパス、新入生オリエンテーションといった各種学内イ
ベント、さらには地元商店街の活性化プロジェクト等の社会貢献に積極的に取り組んでいます。

両学科共通のコース
会計コースを設置し、税理士や公認会計士などの資格取得を支援します。簿記、
管理会計、財務会計を学ぶことにより、自社だけでなく競合相手の分析もできるよう
になり、より厳密な経営戦略をたて、起業準備および企業再建ができるようになります。

※学部全体として教員免許（国際経営学科は商業、産業経営学科は商業・情報）を含む資格取得の支援などについて、少人数
制のゼミナールで入学から卒業までしっかりサポートする体制を整えています。

　AO入試アドミッションポリシー　
ビジネスを通じて地域社会・国際社会に貢献する目的をもち、そのために本学経営学部で学ぶ明確な意思があるかを確認します。

Step.1
1高校時代の学業・活動での実績や、将来の希望や入学後の目標を明確に持ち合わせているかを、エントリーシートを通じて
確認します。
2本学の模擬講義を受講し、模擬講義の内容を将来の希望や本学部で学ぶ意義に結びつけて理解できるかを、レポートを通じ
て評価します。

Step.2
地域社会・国際社会の問題を自らの課題とし、粘り強く解決する強い目的意識と意欲をもっているか、積極的にコミュニケーショ
ンできる人材であるかを、口頭試問を通じて選抜します。

　経営学部が求める学生像　
次代の即戦力
ビジネスを通じて地域社会・国際社会に貢献する目的を持ち、そのために経営学部で学びたいという明確な意思を持った人材を求めています。
地域社会の問題を自らの課題とし、専門知識を結びつけて粘り強く解決していく過程にこそ、リーダーとしての成長があると信じ、次のような
学生を求めます。

●将来の目標を明確に持ち、その実現のためにビジネスの知識を必要としている人
●これまで資格取得などさまざまな分野（語学、情報、簿記会計など）で積極的に活動しており、その成果を経営学部でさらに高めて
　いきたい人
われわれ経営学部は、このような人材こそ真のリーダーとして成長するものと確信しています。

もっと詳しく経営学部のことについて知りたい方は
“九州産業大学の経営学部ウェブサイト”を
ご覧ください

http://keiei.kyusan-u.ac.jp/

◆模擬講義（受講料不要）　
　　AO入試に出願するには、模擬講義に出席し、レポートを提出しなければなりません。
　　レポートは、模擬講義の内容をまとめ受講当日に作成し提出してください。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、模擬講義当日［８月28日（金）・29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成27年８月28日（金）
　　　　　　平成27年８月29日（土）
　　　　　　※いずれかを受講してください。

スケジュール 　

実施場所 　九州産業大学１号館

過去の模擬講義テーマ
●「最高の組織を作り出すリーダー思考プロセス」　●「管理とは何だろうか」　●「企業の情報システム」　　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年8月31日（月）〜9月4日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート
　（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外
での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピール
できる点を1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観
的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
③検定料

10,000円（平成27年度入試実績）
模擬講義時に配付する本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望
学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込ん
でください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。	

選考方法
●模擬講義終了後に提出されたレポートの内容
●エントリーシートによるエントリー資格、記載の内容
●自己アピール書の内容

一次選考合格発表
平成27年９月25日（金）
選考結果は、全員に速達郵便で送付します。合格者には、二次選考に必要
な書類を送付します。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着
※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書
　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料

17,000円（平成27年度入試実績）
一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者
氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口
で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。

選考方法
出願書類等を参考に行う面接により、総合的に適性・意欲・可能性を判定し
ます。なお、面接にはコミュニケーション能力をはかる口頭試問を含みます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学１号館

合格発表
平成27年10月21日（水）
選考結果は、受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続書
類を送付します。二次選考に合格した場合は、入学を辞退することはできません。

入学手続き
入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:15
③模擬講義 10:20 〜 11:10
④レポート作成 11:20 〜 12:10

その他
●模擬講義当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、模擬講義当日に配付します。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

まずは模擬講義に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ
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情 報 科 学 部
｛　情報科学部とは？　｝

｛　AO入試のチェックポイント　｝

情報科学・情報技術の基礎を確実に身につけ、高い倫理観をもった職業人として社会に貢献する人材の育成および、社会の仕組みや人間
の特徴を知って情報技術を適切に活用できる能力をもった人材の育成を教育目標としています。

カリキュラムの特色
職業選択をイメージできる履修モデルを設けて情報科学・情報技術の教育を行い、これからの情報社会を支える人材、特に、情報に対す
る倫理観や責任感を持ってこれからの情報技術の発展に貢献できる技術者、具体的には、ソフトウェア開発、組込みシステム、ネットワーク
システム、情報システム管理、情報メディア・ＣＧ・コンテンツ開発等の各分野で活躍できる情報技術者を育成します。

　AO入試アドミッションポリシー　

●情報科学部で学ぶ「学問への興味・関心」と「明確な意思」があるかを確認します。
●高校時代の学業・活動や自己アピールと将来の希望、入学後の目標などを明確に持ち合わせているかを確認します。
●論理的な理解力や、レポートの表現力・まとめ方などを評価します。

　情報科学部が求める学生像　
情報科学部の教育研究理念は「社会と人間のためのIT」です。情報科学部では、社会を十分に理解し、社会に本当に必要な情報システ
ムの設計・開発・運用が行える人材や、人間の能力を援助し、快適なヒューマンインターフェース環境を構築できる人材の育成を目指してい
ます。そのため、次のような学生を積極的に受け入れます。

●「情報」や「情報」に関連した事柄に興味・関心がある人
●情報科学、情報技術を学ぶ意欲のある人
●情報技術者としての能力を高め、ＩＴ社会に貢献したい人
●ＩＴによって社会やそこで暮らす人 と々積極的に関わりを持とうとする人

◆模擬講義（受講料不要）　
　　AO入試に出願するには、模擬講義に出席し、レポートを提出しなければなりません。
　　レポートは、模擬講義の内容を600字程度にまとめ受講当日に作成し提出してください。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、模擬講義当日［８月28日（金）・29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成27年８月28日（金）
　　　　　　平成27年８月29日（土）
　　　　　　※いずれかを受講してください。

スケジュール 　

実施場所 　九州産業大学12号館

過去の模擬講義テーマ 　●「コンピュータに問題を解かせる」　●「コンピュータのしくみ」　　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年8月31日（月）〜9月4日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート
　（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外
での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピール
できる点を1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観
的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
③検定料

10,000円（平成27年度入試実績）
模擬講義時に配付する本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望
学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込ん
でください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。	

選考方法
●模擬講義終了後に提出されたレポートの内容
●エントリーシートによるエントリー資格、記載の内容
●自己アピール書の内容

一次選考合格発表
平成27年９月25日（金）
選考結果は、全員に速達郵便で送付します。合格者には、二次選考に必要
な書類を送付します。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着
※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書
　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料

17,000円（平成27年度入試実績）
一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者
氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口
で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。

選考方法
出願書類を参考に行う面接により、総合的に適性・意欲・可能性を判定し
ます。なお、面接には数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ程度）に関する口頭試問を含み
ます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学12号館

合格発表
平成27年10月21日（水）
選考結果は、受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続書
類を送付します。二次選考に合格した場合は、入学を辞退することはできません。

入学手続き
入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:15
③模擬講義（学科紹介を含む） 10:20 〜 11:10
④レポート作成 11:20 〜 12:10

その他
●模擬講義当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、模擬講義当日に配付します。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

必修科目

情報科学総合コース
必修科目

システム開発ができる
エンジニアを目指す
システムエンジニア
システムアドミニストレータ
システムアナリスト
プログラマ

自動車、家電製品などの
組込みシステムエンジニアを目指す
組込みシステムエンジニア
組込みソフトウェアエンジニア
システムLSI技術者

今要望の多い
ネットワークエンジニアを目指す
ネットワークエンジニア
セキュリティエンジニア

教員、情報科学研究者
を目指す
高校教員（情報、数学）
中学校教員（数学）
大学教員、企業研究所

Web,CGデザインなど
コンテンツ分野で活躍したい
Web・CGデザイナー
フィールドエンジニア

情報システム
運用管理者を目指す
システム運用管理技術者
セールスエンジニア
カスタマエンジニア

情報技術応用コース
の学生（履修例）

情報科学総合コース
の学生（履修例）

まずは模擬講義に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ
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情 報 科 学 部
｛　情報科学部とは？　｝

｛　AO入試のチェックポイント　｝

情報科学・情報技術の基礎を確実に身につけ、高い倫理観をもった職業人として社会に貢献する人材の育成および、社会の仕組みや人間
の特徴を知って情報技術を適切に活用できる能力をもった人材の育成を教育目標としています。

カリキュラムの特色
職業選択をイメージできる履修モデルを設けて情報科学・情報技術の教育を行い、これからの情報社会を支える人材、特に、情報に対す
る倫理観や責任感を持ってこれからの情報技術の発展に貢献できる技術者、具体的には、ソフトウェア開発、組込みシステム、ネットワーク
システム、情報システム管理、情報メディア・ＣＧ・コンテンツ開発等の各分野で活躍できる情報技術者を育成します。

　AO入試アドミッションポリシー　

●情報科学部で学ぶ「学問への興味・関心」と「明確な意思」があるかを確認します。
●高校時代の学業・活動や自己アピールと将来の希望、入学後の目標などを明確に持ち合わせているかを確認します。
●論理的な理解力や、レポートの表現力・まとめ方などを評価します。

　情報科学部が求める学生像　
情報科学部の教育研究理念は「社会と人間のためのIT」です。情報科学部では、社会を十分に理解し、社会に本当に必要な情報システ
ムの設計・開発・運用が行える人材や、人間の能力を援助し、快適なヒューマンインターフェース環境を構築できる人材の育成を目指してい
ます。そのため、次のような学生を積極的に受け入れます。

●「情報」や「情報」に関連した事柄に興味・関心がある人
●情報科学、情報技術を学ぶ意欲のある人
●情報技術者としての能力を高め、ＩＴ社会に貢献したい人
●ＩＴによって社会やそこで暮らす人 と々積極的に関わりを持とうとする人

◆模擬講義（受講料不要）　
　　AO入試に出願するには、模擬講義に出席し、レポートを提出しなければなりません。
　　レポートは、模擬講義の内容を600字程度にまとめ受講当日に作成し提出してください。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、模擬講義当日［８月28日（金）・29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成27年８月28日（金）
　　　　　　平成27年８月29日（土）
　　　　　　※いずれかを受講してください。

スケジュール 　

実施場所 　九州産業大学12号館

過去の模擬講義テーマ 　●「コンピュータに問題を解かせる」　●「コンピュータのしくみ」　　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年8月31日（月）〜9月4日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート
　（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外
での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピール
できる点を1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観
的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
③検定料

10,000円（平成27年度入試実績）
模擬講義時に配付する本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望
学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込ん
でください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。	

選考方法
●模擬講義終了後に提出されたレポートの内容
●エントリーシートによるエントリー資格、記載の内容
●自己アピール書の内容

一次選考合格発表
平成27年９月25日（金）
選考結果は、全員に速達郵便で送付します。合格者には、二次選考に必要
な書類を送付します。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着
※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書
　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料

17,000円（平成27年度入試実績）
一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者
氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口
で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。

選考方法
出願書類を参考に行う面接により、総合的に適性・意欲・可能性を判定し
ます。なお、面接には数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ程度）に関する口頭試問を含み
ます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学12号館

合格発表
平成27年10月21日（水）
選考結果は、受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続書
類を送付します。二次選考に合格した場合は、入学を辞退することはできません。

入学手続き
入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:15
③模擬講義（学科紹介を含む） 10:20 〜 11:10
④レポート作成 11:20 〜 12:10

その他
●模擬講義当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、模擬講義当日に配付します。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

必修科目

情報科学総合コース
必修科目

システム開発ができる
エンジニアを目指す
システムエンジニア
システムアドミニストレータ
システムアナリスト
プログラマ

自動車、家電製品などの
組込みシステムエンジニアを目指す
組込みシステムエンジニア
組込みソフトウェアエンジニア
システムLSI技術者

今要望の多い
ネットワークエンジニアを目指す
ネットワークエンジニア
セキュリティエンジニア

教員、情報科学研究者
を目指す
高校教員（情報、数学）
中学校教員（数学）
大学教員、企業研究所

Web,CGデザインなど
コンテンツ分野で活躍したい
Web・CGデザイナー
フィールドエンジニア

情報システム
運用管理者を目指す
システム運用管理技術者
セールスエンジニア
カスタマエンジニア

情報技術応用コース
の学生（履修例）

情報科学総合コース
の学生（履修例）

まずは模擬講義に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ
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工 学 部
｛　工学部とは？　｝

｛　学科紹介　｝

｛　AO入試のチェックポイント　｝

工学部の教育目標は、工学の基礎への深い理解を促し、広い視野と柔軟な発想力および豊かな人間性と実践力を育み、
もって産業界の中核を支え、かつ国際的に通用する人材の育成をめざすことにあります。

これらの目標達成のため、

●実験実習などの体得型実技教育を展開します。
●バイオロボティクス学科、機械工学科、電気情報工学科、都市基盤デザイン工学科、建築学科は、日本技術者教育認定機構（JABEE）
により認定された教育プログラムに基づき、国際的な基準に則した教育を行います。
●基礎学力の修得に向け、工学部付属の基礎教育サポートセンターにて、熱意ある指導・支援を行います。

バイオロボティクス学科
【教育目標】

ロボット、機械装置、電気機器および医療機器等の開発に必
要な機械、電気、情報を中心に学び、幅広い分野で活躍可
能な実践的技術者の育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
①基礎教育と実習・実験科目の充実
②個人指導を重視したチューター制〈少人数担任制〉
③最先端のロボットや医療機器などを使用した実践的教育
④インターンシップ、資格取得、および学生によるロボット研究

サークル活動等の支援

機械工学科
【教育目標】

機械工学は、人の生活と社会の発展を支える科学技術として、
エネルギー、自動車、航空機、環境、医療や福祉など多くの
産業で活用されています。 その専門知識を学び「ものづくり」
に精通し実践できる技術者の育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
①専門の基礎と応用分野の実験・実習による体得的学修
②実践的な学修を通して粘り強く実務にあたる能力の育成
③産業界の中核を支え、国際的にも通用する人材の養成

電気情報工学科
【教育目標】

電気エネルギーや通信システムをはじめとする電気電子工学分
野と情報通信工学分野の教育・研究を行い、現代社会のさま
ざまなニーズに対応し、21世紀の生活を創造できる技術者の
育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
電気電子工学・情報通信工学の基盤となる知識を確実に修
得できるように少人数教育を実践します。３年次から「電気エ
ネルギー系」と「通信システム系」に分かれ、専門を系統立
てて学修し、基礎知識を現実の問題に応用・展開できる能力
を養います。

物質生命化学科
【教育目標】

「生命」「物質」「環境」領域に関わる専門的な知識や技術を
身につけ、将来は技術者・研究者として、医薬品、食品分野、
化学材料、環境関連分野で活躍できる人材の育成をめざして
います。

【カリキュラムの特色】
「生命」「物質」「環境」領域の基盤となる知識や技術を確実
に修得出来るよう少人数かつ系統立てた教育を行います。また、

「生物・環境」と、「物質・環境」系列を設定しており、特
定の領域を重点的に学ぶことも、複数の領域を広く学ぶことも
可能です。

都市基盤デザイン工学科
【教育目標】

実社会で土木構造物、まち・建物、環境・緑化をデザイン・
施工管理する技術者の育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
土木デザイン分野、施工管理分野、まちづくり分野、環境緑
化分野の４分野の基礎科目、専門科目、実験科目、演習・
実習科目で構成されています。

建築学科
【教育目標】

安全で快適な建築や都市を計画・設計し、実際に築き運営し
ていく様々な活動に携わる専門家、すなわち建築家やデザイ
ナー、構造や設備の技術者、施工管理者、住宅産業や不動
産業の営業職、技術系公務員などの育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
工学における一般的・基礎的学習をベースに、建築学の領域
を①計画・歴史②環境・設備③構造・生産の三つの分野に
分け、住居から各種建築、都市・まちづくりまでの幅広い内容
を、効果的かつ体系的に学びます。

住居・インテリア設計学科
【教育目標】

インテリアに強い住宅作家、オフィスやショップの空間設計者、
建築からまちづくりまでを担う建築家、住宅リフォームのアドバ
イザー、集合住宅の管理業務者など、住宅およびインテリアの
専門家の育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
広く建築学一般に関わる学習を基盤としつつ、住居やインテリ
アの設計に必要な構造、材料、設備などの基礎知識の習得に
加え、ＣＡＤ、設計実習、ハウスメーカーでの研修、ワークショッ
プといった実践的教育を行います。

工学部は、入学定員525名、バイオロボティクス学科、機械工学科、電気情報工学科、物質生命化学科、都市基
盤デザイン工学科、建築学科、住居・インテリア設計学科の７学科から構成され、西日本屈指の工学・技術系学部
として、九州地区はもとより広く全国各地から学生が集まっています。
また、日本技術者教育認定機構（JABEE）により認定された教育プログラムに基づき、国際的な基準に則した教育
を行うとともに、実験実習などの体得型実技教育や各種の技術資格の取得の支援を展開しています。工学部付属の
基礎教育サポートセンターでは、基礎学力に不安のある学生を対象に熱意ある指導を行い、勉学意欲を引き出すと
ともに、専門教育に必要な学力の修得を支援しています。

　AO入試アドミッションポリシー　
ＡＯ入試では、工学部で学びたいという目的意識を以下の内容で選抜します。

●模擬講義、模擬実験や相談会に臨む姿勢を通じて勉学に取り組む意欲や積極性を確認します。

●レポートの内容や課題に対する回答を通じて問題解決に必要な素養や適性を評価します。

●与えられた課題に対するプレゼンテーションを通じて課題遂行能力やコミュニケーション能力を評価します。

　工学部が求める学生像　

●科学技術、ものづくりや新たな仕組みづくりに強い関心を持つ人
●身につけた知識や技術を社会に役立てたいという情熱を持つ人
●目的意識とチャレンジ精神をもって時代を切り拓く意志を持つ人
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工 学 部
｛　工学部とは？　｝

｛　学科紹介　｝

｛　AO入試のチェックポイント　｝

工学部の教育目標は、工学の基礎への深い理解を促し、広い視野と柔軟な発想力および豊かな人間性と実践力を育み、
もって産業界の中核を支え、かつ国際的に通用する人材の育成をめざすことにあります。

これらの目標達成のため、

●実験実習などの体得型実技教育を展開します。
●バイオロボティクス学科、機械工学科、電気情報工学科、都市基盤デザイン工学科、建築学科は、日本技術者教育認定機構（JABEE）
により認定された教育プログラムに基づき、国際的な基準に則した教育を行います。
●基礎学力の修得に向け、工学部付属の基礎教育サポートセンターにて、熱意ある指導・支援を行います。

バイオロボティクス学科
【教育目標】

ロボット、機械装置、電気機器および医療機器等の開発に必
要な機械、電気、情報を中心に学び、幅広い分野で活躍可
能な実践的技術者の育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
①基礎教育と実習・実験科目の充実
②個人指導を重視したチューター制〈少人数担任制〉
③最先端のロボットや医療機器などを使用した実践的教育
④インターンシップ、資格取得、および学生によるロボット研究

サークル活動等の支援

機械工学科
【教育目標】

機械工学は、人の生活と社会の発展を支える科学技術として、
エネルギー、自動車、航空機、環境、医療や福祉など多くの
産業で活用されています。 その専門知識を学び「ものづくり」
に精通し実践できる技術者の育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
①専門の基礎と応用分野の実験・実習による体得的学修
②実践的な学修を通して粘り強く実務にあたる能力の育成
③産業界の中核を支え、国際的にも通用する人材の養成

電気情報工学科
【教育目標】

電気エネルギーや通信システムをはじめとする電気電子工学分
野と情報通信工学分野の教育・研究を行い、現代社会のさま
ざまなニーズに対応し、21世紀の生活を創造できる技術者の
育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
電気電子工学・情報通信工学の基盤となる知識を確実に修
得できるように少人数教育を実践します。３年次から「電気エ
ネルギー系」と「通信システム系」に分かれ、専門を系統立
てて学修し、基礎知識を現実の問題に応用・展開できる能力
を養います。

物質生命化学科
【教育目標】

「生命」「物質」「環境」領域に関わる専門的な知識や技術を
身につけ、将来は技術者・研究者として、医薬品、食品分野、
化学材料、環境関連分野で活躍できる人材の育成をめざして
います。

【カリキュラムの特色】
「生命」「物質」「環境」領域の基盤となる知識や技術を確実
に修得出来るよう少人数かつ系統立てた教育を行います。また、

「生物・環境」と、「物質・環境」系列を設定しており、特
定の領域を重点的に学ぶことも、複数の領域を広く学ぶことも
可能です。

都市基盤デザイン工学科
【教育目標】

実社会で土木構造物、まち・建物、環境・緑化をデザイン・
施工管理する技術者の育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
土木デザイン分野、施工管理分野、まちづくり分野、環境緑
化分野の４分野の基礎科目、専門科目、実験科目、演習・
実習科目で構成されています。

建築学科
【教育目標】

安全で快適な建築や都市を計画・設計し、実際に築き運営し
ていく様々な活動に携わる専門家、すなわち建築家やデザイ
ナー、構造や設備の技術者、施工管理者、住宅産業や不動
産業の営業職、技術系公務員などの育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
工学における一般的・基礎的学習をベースに、建築学の領域
を①計画・歴史②環境・設備③構造・生産の三つの分野に
分け、住居から各種建築、都市・まちづくりまでの幅広い内容
を、効果的かつ体系的に学びます。

住居・インテリア設計学科
【教育目標】

インテリアに強い住宅作家、オフィスやショップの空間設計者、
建築からまちづくりまでを担う建築家、住宅リフォームのアドバ
イザー、集合住宅の管理業務者など、住宅およびインテリアの
専門家の育成をめざしています。

【カリキュラムの特色】
広く建築学一般に関わる学習を基盤としつつ、住居やインテリ
アの設計に必要な構造、材料、設備などの基礎知識の習得に
加え、ＣＡＤ、設計実習、ハウスメーカーでの研修、ワークショッ
プといった実践的教育を行います。

工学部は、入学定員525名、バイオロボティクス学科、機械工学科、電気情報工学科、物質生命化学科、都市基
盤デザイン工学科、建築学科、住居・インテリア設計学科の７学科から構成され、西日本屈指の工学・技術系学部
として、九州地区はもとより広く全国各地から学生が集まっています。
また、日本技術者教育認定機構（JABEE）により認定された教育プログラムに基づき、国際的な基準に則した教育
を行うとともに、実験実習などの体得型実技教育や各種の技術資格の取得の支援を展開しています。工学部付属の
基礎教育サポートセンターでは、基礎学力に不安のある学生を対象に熱意ある指導を行い、勉学意欲を引き出すと
ともに、専門教育に必要な学力の修得を支援しています。

　AO入試アドミッションポリシー　
ＡＯ入試では、工学部で学びたいという目的意識を以下の内容で選抜します。

●模擬講義、模擬実験や相談会に臨む姿勢を通じて勉学に取り組む意欲や積極性を確認します。

●レポートの内容や課題に対する回答を通じて問題解決に必要な素養や適性を評価します。

●与えられた課題に対するプレゼンテーションを通じて課題遂行能力やコミュニケーション能力を評価します。

　工学部が求める学生像　

●科学技術、ものづくりや新たな仕組みづくりに強い関心を持つ人
●身につけた知識や技術を社会に役立てたいという情熱を持つ人
●目的意識とチャレンジ精神をもって時代を切り拓く意志を持つ人
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◆模擬講義・模擬実験・相談会（受講料不要）　
　　AO入試に出願するには、15ページの課題を持参のうえ、学科毎に実施される模擬講義・模擬実験・相談会に出席し、
　　レポートを提出しなければなりません。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、模擬講義当日［８月29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成26年８月30日（土）
スケジュール 　

実施場所 　九州産業大学８号館

提出物

①15ページの課題に対する回答を事前に作成し、受講当日に提出してください。
②模擬講義・模擬実験・相談会の内容を600字程度のレポートにまとめ、受講当日、提出してください。レポート用紙は、当日配付します。

過去の模擬講義テーマ
●「未来のロボットについて考えてみよう」　●「電気抵抗の測定」　●「物質や生命の基本である元素とは」　●「土木と建築の境目は何？」　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間　平成27年8月31日（月）〜 9月4日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピールできる点を
1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
※工学部の建築学科および住居・インテリア設計学科については、模擬講義時の相談会を通じて課題に対する回答をどのように変化・発展させたかを示す
新たな回答（A4サイズの用紙１枚）を作成し、自己アピール書と一緒に提出してください。

　③検定料　10,000円（平成27年度入試実績）
模擬講義時に配付する本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」および「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付いたしません。	

選考方法
●模擬講義・模擬実験・相談会等のレポート内容　　●模擬講義・模擬実験・相談会等に臨む姿勢
●自己アピール書の内容（建築学科および住居・インテリア設計学科は、提出された新たな回答を含む）

一次選考合格発表　平成27年９月25日（金）　選考結果は、全員に速達郵便で送付します。合格者には、二次選考に必要な書類を送付します。

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:20
③模擬講義・実験・相談会（学科紹介を含む） 10:30 〜 11:50
④レポート作成 12:00 〜 12:50
※面接時の口頭発表テーマを提示します。

学科 内容
バイオロボティクス学科 模擬実験機械工学科
電気情報工学科 模擬実験（電気回路に関する簡単な実験）

物質生命化学科 模擬実験（中和滴定もしくは顕微鏡による細胞の観察のうち、どちらか一方の実験を当日指定します）
　　　　　※白衣があれば持参してください。

都市基盤デザイン工学科 15ページの課題に関する意見交換会、相談会

建築学科 15ページの課題に対する回答を素材とした
教員との対話・座談・相談会住居・インテリア設計学科

その他
●模擬講義当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、模擬講義当日に配付します。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間　平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料　17,000円（平成27年度入試実績）

一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込んで
ください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」および「日附印」のない場合は一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は返付いたしません。

選考方法
出願書類および一次選考までに提出した書類を参考に行う面接により、総合的に適性・意欲・可能性を判定します。なお、面接には模擬講義等実施日に提示さ
れるテーマに関する口頭発表を含みます。また、機械工学科、電気情報工学科、建築学科、住居・インテリア設計学科の面接には、数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ程度）に
関する口頭試問を含みます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学８号館

合格発表　平成27年10月21日（水）
選考結果は、受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には、合格通知書・入学手続書類を送付します。二次選考に合格した場合は、入学を辞退することはできません。

入学手続き　入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

あなたが入学を希望する学科の欄に記載されている以下の課題を読んで、回答をA4サイズの用紙１枚にまとめ、
８月29日（土）に実施される当該学科の模擬講義・模擬実験・相談会に持参してください。

課題作成要領

▽ A4サイズの用紙１枚にまとめてください。

▽タテ使い、ヨコ使いは自由です。

▽上下左右に20mmの余白を作ってください。

▽うら面の上部に氏名、在籍（出身）高等学校名を記入してください。

▽文章、図、表、イラスト、スケッチ、写真など様々な表現方法を用いて
　よいこととします。

▽文字数は自由です。

学科別テーマ

▽バイオロボティクス学科　未来のロボットまたは生体・医療機器について考えてみよう。

▽機械工学科　機械工学科に入学して、一番勉強したいことを述べてください。

▽電気情報工学科　身の回りのものに電気情報に関する機能を付け加えて、自由な発想で独自の電気製品を考えてください。

▽物質生命化学科　物質生命化学科に入学して、特に勉強してみたい事柄について、記述してください。

▽都市基盤デザイン工学科　地震・豪雨などの自然災害に強いまちづくりについてあなたの考えを述べてください。
▽建築学科

日本は既に高齢社会に突入しました。ひと言に高齢者と言っても、元気に日常生活を送っている人、介護が必要な人、さま
ざまです。今後も高齢化が進むと予想されている日本で、高齢者の住環境はどうあってほしいか、あなたの視点で回答をま
とめてください。

▽住居・インテリア設計学科

　あなたが将来住みたい家はどのような家ですか。デザイン、環境問題、安全性、快適性、利便性、社会性などいろいろな
　見方がありますが、あなたの関心のある視点から回答をまとめてください。

｛　課　題　｝

（おもて）

【タテ使いの例】

（うら）

氏名
高校名20㎜20㎜

まずは模擬講義に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ

14 15

Kyushu Sangyo University  Admission Office 2016



◆模擬講義・模擬実験・相談会（受講料不要）　
　　AO入試に出願するには、15ページの課題を持参のうえ、学科毎に実施される模擬講義・模擬実験・相談会に出席し、
　　レポートを提出しなければなりません。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、模擬講義当日［８月29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成26年８月30日（土）
スケジュール 　

実施場所 　九州産業大学８号館

提出物

①15ページの課題に対する回答を事前に作成し、受講当日に提出してください。
②模擬講義・模擬実験・相談会の内容を600字程度のレポートにまとめ、受講当日、提出してください。レポート用紙は、当日配付します。

過去の模擬講義テーマ
●「未来のロボットについて考えてみよう」　●「電気抵抗の測定」　●「物質や生命の基本である元素とは」　●「土木と建築の境目は何？」　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間　平成27年8月31日（月）〜 9月4日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピールできる点を
1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
※工学部の建築学科および住居・インテリア設計学科については、模擬講義時の相談会を通じて課題に対する回答をどのように変化・発展させたかを示す
新たな回答（A4サイズの用紙１枚）を作成し、自己アピール書と一緒に提出してください。

　③検定料　10,000円（平成27年度入試実績）
模擬講義時に配付する本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」および「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付いたしません。	

選考方法
●模擬講義・模擬実験・相談会等のレポート内容　　●模擬講義・模擬実験・相談会等に臨む姿勢
●自己アピール書の内容（建築学科および住居・インテリア設計学科は、提出された新たな回答を含む）

一次選考合格発表　平成27年９月25日（金）　選考結果は、全員に速達郵便で送付します。合格者には、二次選考に必要な書類を送付します。

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:20
③模擬講義・実験・相談会（学科紹介を含む） 10:30 〜 11:50
④レポート作成 12:00 〜 12:50
※面接時の口頭発表テーマを提示します。

学科 内容
バイオロボティクス学科 模擬実験機械工学科
電気情報工学科 模擬実験（電気回路に関する簡単な実験）

物質生命化学科 模擬実験（中和滴定もしくは顕微鏡による細胞の観察のうち、どちらか一方の実験を当日指定します）
　　　　　※白衣があれば持参してください。

都市基盤デザイン工学科 15ページの課題に関する意見交換会、相談会

建築学科 15ページの課題に対する回答を素材とした
教員との対話・座談・相談会住居・インテリア設計学科

その他
●模擬講義当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、模擬講義当日に配付します。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間　平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料　17,000円（平成27年度入試実績）

一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で払い込んで
ください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」および「日附印」のない場合は一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は返付いたしません。

選考方法
出願書類および一次選考までに提出した書類を参考に行う面接により、総合的に適性・意欲・可能性を判定します。なお、面接には模擬講義等実施日に提示さ
れるテーマに関する口頭発表を含みます。また、機械工学科、電気情報工学科、建築学科、住居・インテリア設計学科の面接には、数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ程度）に
関する口頭試問を含みます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学８号館

合格発表　平成27年10月21日（水）
選考結果は、受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には、合格通知書・入学手続書類を送付します。二次選考に合格した場合は、入学を辞退することはできません。

入学手続き　入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

あなたが入学を希望する学科の欄に記載されている以下の課題を読んで、回答をA4サイズの用紙１枚にまとめ、
８月29日（土）に実施される当該学科の模擬講義・模擬実験・相談会に持参してください。

課題作成要領

▽ A4サイズの用紙１枚にまとめてください。

▽タテ使い、ヨコ使いは自由です。

▽上下左右に20mmの余白を作ってください。

▽うら面の上部に氏名、在籍（出身）高等学校名を記入してください。

▽文章、図、表、イラスト、スケッチ、写真など様々な表現方法を用いて
　よいこととします。

▽文字数は自由です。

学科別テーマ

▽バイオロボティクス学科　未来のロボットまたは生体・医療機器について考えてみよう。

▽機械工学科　機械工学科に入学して、一番勉強したいことを述べてください。

▽電気情報工学科　身の回りのものに電気情報に関する機能を付け加えて、自由な発想で独自の電気製品を考えてください。

▽物質生命化学科　物質生命化学科に入学して、特に勉強してみたい事柄について、記述してください。

▽都市基盤デザイン工学科　地震・豪雨などの自然災害に強いまちづくりについてあなたの考えを述べてください。

▽建築学科
日本は既に高齢社会に突入しました。ひと言に高齢者と言っても、元気に日常生活を送っている人、介護が必要な人、さま
ざまです。今後も高齢化が進むと予想されている日本で、高齢者の住環境はどうあってほしいか、あなたの視点で回答をま
とめてください。

▽住居・インテリア設計学科

　あなたが将来住みたい家はどのような家ですか。デザイン、環境問題、安全性、快適性、利便性、社会性などいろいろな
　見方がありますが、あなたの関心のある視点から回答をまとめてください。

｛　課　題　｝

（おもて）

【タテ使いの例】

（うら）

氏名
高校名20㎜20㎜

まずは模擬講義に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ

14 15

Kyushu Sangyo University  Admission Office 2016



芸 術 表 現 学 科

絵画専攻

立体造形専攻

メディア芸術専攻

生活環境デザイン学科

工芸デザイン専攻

プロダクトデザイン専攻

空間演出デザイン専攻

写真・映像メディア学科
写真専攻

映像メディア専攻

ビジュアルデザイン学科
グラフィックデザイン専攻

イラストレーションデザイン専攻

ソーシャルデザイン学科
情報デザイン専攻

地域ブランド企画専攻

芸 術 学 部
｛　芸術学部とは？　｝

｛　AO入試のチェックポイント　｝

芸術学部は、多様化する新しい時代の要請に応え地域から世界に至る人類社会の発展に貢献するために、芸術表現学科、写真・映像メ
ディア学科、ビジュアルデザイン学科、生活環境デザイン学科、ソーシャルデザイン学科で構成し、「産学一如」の建学の理想のもと地域産
業との連携や国内外の大学との共同研究や人的交流を積極的に推し進め、社会と文化の創造に貢献できるアーティスト、デザイナー、写真
家等のクリエイターや研究者・教育者を養成します。

カリキュラムの特色
社会と文化の創造に貢献できる人材を養成するために、芸
術の各分野における理論と技能を兼ね備え、高い知性と豊
かな感性を持つ専門能力の習得をめざします。
具体的には「芸術に関する基盤的な知識」をいかす「論理
的思考力」「コミュニケーション力」「創造力」「表現力」「実
践力」の5つの能力を実践型の授業で習得していきます。
そのため、基礎教育科目、外国語科目、キャリア科目、専
門科目から構成された体系的な教育科目を用意しており、新
しい時代の要請に応えながら、地域と人類社会の発展に寄
与する人材を育成します。

①基礎から応用までの積み上げ方式
②演習や実習、プロジェクト型活動による徹底した実技指導
③専門性を重視した12の専攻
④一人一人の資質を大切にした少人数教育
⑤最先端の学習・制作環境
⑥各種の資格取得など充実したキャリアサポート

　AO入試アドミッションポリシー　

●芸術学部ＡＯ入試では、「目的意識」と「意欲」が最も大切です。

●高校時代の学業・活動や自己アピールと将来の希望、入学後の目標などを明確に持ち合わせているかを確認します。

●課題レポート・作品の着眼点、分析力、構成力などを評価します。

　芸術学部がもとめる学生像　
芸術の分野で創造的活動を行う人材の育成と、人間性豊かで国際的視野を持った人材を育成するために、次のような学生を受け入れます。

●芸術分野に興味があり、創作意欲のある人
●好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人
●客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人
●将来アーティストやデザイナー、写真家等のクリエイターや研究者･教育者をめざしている人

◆体験授業（受講料不要）　
　　AO入試（Ⅰ期）に出願するには、２専攻以上の体験授業を受講しなければなりません。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、体験授業当日［８月29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成27年８月29日（土）
スケジュール 　

集合場所 　九州産業大学15号館

過去の体験授業テーマ
●「手の描写」　●「直線を用いた単純形態による構成」　●「映像にセリフをつけてみよう」　　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年８月31日（月）〜９月４日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート
　（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外
での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピール
できる点を1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観
的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
③検定料
　不要（一次選考時での検定料振込は必要ありません。）

選考方法
●エントリーシートによるエントリー資格、記載の内容
●自己アピール書の内容

一次選考合格発表
平成27年９月25日（金）
選考結果は、全員に速達郵便で送付します。合格者には、二次選考に必要
な書類を送付します。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着
※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書
　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料

27,000円（平成27年度入試実績）
一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者
氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口
で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。

③課題レポートまたは作品
課題レポート…一次選考合格者に提示します。
作品…一次選考合格者に提示します。

選考方法
面接により総合的に適性・意欲・可能性を判定します。
なお、面接には、作品または論文のプレゼンテーションを含みます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学

合格発表
平成27年10月21日（水）
選考結果は受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続書類
を送付します。二次選考に合格した場合、入学を辞退することはできません。

入学手続き
入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:15
③体験授業１ 10:15 〜 11:00
④体験授業２ 11:15 〜 12:00
　昼食
⑤体験授業３ 13:00 〜 13:45
⑥体験授業４ 14:00 〜 14:45

＊体験授業１〜４は、毎回12専攻同時に開講します。専攻ごと
の授業は全て同じ内容です。（最大４専攻受講可）

その他
●体験授業当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、体験授業当日に配付します。
●体験授業３・４まで受講される方は、昼食時の弁当を持

参してください。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

まずは体験授業に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ
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芸 術 表 現 学 科

絵画専攻

立体造形専攻

メディア芸術専攻

生活環境デザイン学科

工芸デザイン専攻

プロダクトデザイン専攻

空間演出デザイン専攻

写真・映像メディア学科
写真専攻

映像メディア専攻

ビジュアルデザイン学科
グラフィックデザイン専攻

イラストレーションデザイン専攻

ソーシャルデザイン学科
情報デザイン専攻

地域ブランド企画専攻

芸 術 学 部
｛　芸術学部とは？　｝

｛　AO入試のチェックポイント　｝

芸術学部は、多様化する新しい時代の要請に応え地域から世界に至る人類社会の発展に貢献するために、芸術表現学科、写真・映像メ
ディア学科、ビジュアルデザイン学科、生活環境デザイン学科、ソーシャルデザイン学科で構成し、「産学一如」の建学の理想のもと地域産
業との連携や国内外の大学との共同研究や人的交流を積極的に推し進め、社会と文化の創造に貢献できるアーティスト、デザイナー、写真
家等のクリエイターや研究者・教育者を養成します。

カリキュラムの特色
社会と文化の創造に貢献できる人材を養成するために、芸
術の各分野における理論と技能を兼ね備え、高い知性と豊
かな感性を持つ専門能力の習得をめざします。
具体的には「芸術に関する基盤的な知識」をいかす「論理
的思考力」「コミュニケーション力」「創造力」「表現力」「実
践力」の5つの能力を実践型の授業で習得していきます。
そのため、基礎教育科目、外国語科目、キャリア科目、専
門科目から構成された体系的な教育科目を用意しており、新
しい時代の要請に応えながら、地域と人類社会の発展に寄
与する人材を育成します。

①基礎から応用までの積み上げ方式
②演習や実習、プロジェクト型活動による徹底した実技指導
③専門性を重視した12の専攻
④一人一人の資質を大切にした少人数教育
⑤最先端の学習・制作環境
⑥各種の資格取得など充実したキャリアサポート

　AO入試アドミッションポリシー　

●芸術学部ＡＯ入試では、「目的意識」と「意欲」が最も大切です。

●高校時代の学業・活動や自己アピールと将来の希望、入学後の目標などを明確に持ち合わせているかを確認します。

●課題レポート・作品の着眼点、分析力、構成力などを評価します。

　芸術学部がもとめる学生像　
芸術の分野で創造的活動を行う人材の育成と、人間性豊かで国際的視野を持った人材を育成するために、次のような学生を受け入れます。

●芸術分野に興味があり、創作意欲のある人
●好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人
●客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人
●将来アーティストやデザイナー、写真家等のクリエイターや研究者･教育者をめざしている人

◆体験授業（受講料不要）　
　　AO入試（Ⅰ期）に出願するには、２専攻以上の体験授業を受講しなければなりません。

申込期間 　平成27年８月１日（土）〜７日（金）
申込方法 　以下のＡ、Bのいずれかの方法で必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　Ａ．インターネット（推奨）／九州産業大学入試課ホームページにアクセスしてください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
　Ｂ．郵送（ハガキ）／〒813-8503	福岡市東区松香台2-3-1	九州産業大学入試課		宛
　なお、Ｂで申し込みを行う場合は、模擬講義等受講申込書（29ページ）のハガキに必要事項を記入のうえ、申し込んでください。
　※やむを得ない場合は、体験授業当日［８月29日（土）］も実施会場で受講を受けつけます。

実施日 　平成27年８月29日（土）
スケジュール 　

集合場所 　九州産業大学15号館

過去の体験授業テーマ
●「手の描写」　●「直線を用いた単純形態による構成」　●「映像にセリフをつけてみよう」　　ほか

◆一次選考
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年８月31日（月）〜９月４日（金）必着　※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①エントリーシート
　（志願者本人が記入。担任または進路指導部の先生の承認が必要。）
②自己アピール書

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外
での活動内容等もしくは将来の希望、入学後の目標等についてアピール
できる点を1,000字程度でまとめてください。〔賞状、新聞記事等の客観
的資料があれば写し（A4サイズ）を添付しても構いません。〕
③検定料
　不要（一次選考時での検定料振込は必要ありません。）

選考方法
●エントリーシートによるエントリー資格、記載の内容
●自己アピール書の内容

一次選考合格発表
平成27年９月25日（金）
選考結果は、全員に速達郵便で送付します。合格者には、二次選考に必要
な書類を送付します。

◆二次選考（面接）
出願書類と検定料（振替払込受付証明書）を取りそろえ、本学所定のＡＯ
入試出願用封筒にて、必ず書留速達で郵送してください。

出願期間
平成27年９月26日（土）〜10月２日（金）必着
※締切日は窓口へ持込可。（17時まで）

出願書類
①調査書
　出願時点の３カ月以内に高等学校で作成され、厳封されたもの。
②検定料

27,000円（平成27年度入試実績）
一次選考合格発表時に送付された本学所定の振替払込用紙に志願者
氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口
で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めませんので注意してください。「金額」およ
び「日附印」のない場合は、一切受けつけません。また、一度払い込んだ検定料は、返付
いたしません。

③課題レポートまたは作品
課題レポート…一次選考合格者に提示します。
作品…一次選考合格者に提示します。

選考方法
面接により総合的に適性・意欲・可能性を判定します。
なお、面接には、作品または論文のプレゼンテーションを含みます。

試験（面接）日　平成27年10月10日（土）

試験会場　九州産業大学

合格発表
平成27年10月21日（水）
選考結果は受験者全員に速達郵便で送付します。合格者には合格通知書・入学手続書類
を送付します。二次選考に合格した場合、入学を辞退することはできません。

入学手続き
入学金・修学費等納付期限　平成27年12月11日（金）

①受付時間 9:30 〜 10:00
②諸注意 10:10 〜 10:15
③体験授業１ 10:15 〜 11:00
④体験授業２ 11:15 〜 12:00
　昼食
⑤体験授業３ 13:00 〜 13:45
⑥体験授業４ 14:00 〜 14:45

＊体験授業１〜４は、毎回12専攻同時に開講します。専攻ごと
の授業は全て同じ内容です。（最大４専攻受講可）

その他
●体験授業当日は、筆記用具および29ページの写真票に
写真１枚（縦４cm×横３cm、上半身正面脱帽で、　申込前
３カ月以内に撮影したもの）を貼って持参してください。

●事前に写真の裏面に志望学科、氏名を記入しておいてく
ださい。

●一次選考出願書類は、体験授業当日に配付します。
●体験授業３・４まで受講される方は、昼食時の弁当を持

参してください。

本学携帯サイトへは、お
客様と携帯電話会社と
のご契約内容により閲覧
できない場合もあります。

まずは体験授業に参加しよう！

AO入試（Ⅰ期）の流れ
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募集学部・学科および募集人員 注意事項等

出願資格［専願制］

学　部 学科・方式 募集人員 備　　考

商学部第一部
商学科 40名

観光産業学科 20名

経 営 学 部
国際経営学科…Ａ方式、Ｂ方式 15名

Ａ方式：同一学部内での第二志望が可能
Ｂ方式…：…「硬式野球（男子）」、「サッカー（男子）」、「バレーボール（男子）」、

「バスケットボール（男子）」、「空手道（男子・女子）」、「ソフト
テニス（女子）」、「ラグビー（女子）」のいずれかの活動におい
て著しい成績を修め、かつ本学該当サークル部長が認めた者産業経営学科…Ａ方式、Ｂ方式 15名

情 報 科 学 部 情報科学科 15名

工 学 部

バイオロボティクス学科 ３名

機械工学科 ２名

電気情報工学科 ３名

物質生命化学科 ２名

都市基盤デザイン工学科 ３名

建築学科 １名

住居・インテリア設計学科 ３名

芸 術 学 部

芸術表現学科 ９名

写真・映像メディア学科 ８名

ビジュアルデザイン学科 12名

生活環境デザイン学科 11名

ソーシャルデザイン学科 ６名

次のすべてに該当し、各学部が指定する出願資格を満たす者
　1本学での勉学を強く希望し、合格した場合は、必ず入学する者…専願制
　2入学後の学習を効果的にするための課題に意欲的に取り組む意志のある者
　3担任または進路指導部の先生に、AO入試の出願についての承認を得た者
　　なお、過年度に卒業した者は承認不要（承認書不要）

商学部第一部	【評定平均値不問】
　平成28年３月に高等学校（中等教育学校含む）を卒業見込みの者（高等専門学校３年修了見込みの者を含む）

経営学部	【評定平均値不問】
　平成28年３月に高等学校（中等教育学校含む）を卒業見込みの者、もしくは平成27年３月以降に卒業した者
　（高等専門学校３年修了見込みの者、もしくは平成27年３月以降に修了した者を含む）

情報科学部・工学部・芸術学部	【評定平均値不問】
　高等学校（中等教育学校含む）を卒業した者、もしくは平成28年３月卒業見込みの者
　（高等専門学校３年修了の者、もしくは３年修了見込みの者を含む）

⑴出願上の注意
1各出願書類は、志願者自身が楷書で正確に記入してください。
2エントリーシートは電算機処理の原票となります。文字は楷書、数字は算用数字、英字は大文字活字体で正確・明瞭に黒ボールペン
で記入してください。
3入学検定料は、本学所定の振替払込用紙に志願者の氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行の
窓口で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めません。「金額」および郵便局・ゆうちょ銀行の「日附印」がない「振替払込受付証明書」を貼付した出願書類は、一切受けつけません。
　また、一度払い込んだ入学検定料は、返付しません。

　AO入試募集要項Ⅰ期に記載している検定料は、平成27年度入試の実績です。平成28年度の検定料については、模擬講義等実施日、　
　および一次選考合格発表時に通知します。また、ホームページでもお知らせします。

4出願書類に、不足または不備がある場合は、受けつけませんので、注意してください。
5エントリーシートの住所欄には、確実に受信できる住所を都道府県から記入してください。
6出願書類提出後は、志望学部・学科等の変更は一切認めません。また、一度受けつけた書類は返却いたしません。
7身体に障がいまたは疾病があり、修学上、特別の配慮が必要な受験生および日常生活において補聴器、松葉杖、車椅子等を日常的
に使用している受験生は、出願前に本学入試課へお問い合わせください。

⑵受験上の注意
1模擬講義等は、10時までに受付を済ませてください。二次選考時は、決められた時刻までに面接控室に入室し、指定の席に着席して
ください。
2模擬講義等当日は、「写真票」（29ページ）を必ず持参してください。
3公共の交通機関の遅延により、やむを得ず試験遅刻限度時間(試験開始後20分)を過ぎた場合は、ただちに試験本部に申し出てくだ
さい。
4携帯電話等通信機器を所持している場合は、試験室内では必ず電源を切り、カバン等に収めてください。携帯電話等を時計として使
用することはできません。

5試験場においては、係員の指示に従ってください。
6二次選考時は、受験票を必ず携行してください。試験当日に受験票を忘れた場合は、ただちに最寄りの係員に申し出てください。
7面接終了後は、再び面接控室に入室することはできません。
8本学試験場へは、公共の交通機関を利用してください。

⑶受験票について
1受験票は、提出された書類内容に基づき本学で作成し、郵送します。
2受験票を受け取ったら、志望学部・学科、氏名等を確認してください。
　氏名（漢字）は、標準文字（JIS第１・第２水準漢字）で表示します。
3試験日直前になっても受験票が届かない場合は、九州産業大学	入試課（092-673-5550）にお問い合わせください。
4受験票は、入学手続き完了まで保管してください。
※受験票は、一次選考合格者のみに郵送します。模擬講義等および一次選考の受験時には受験票はありません。

⑷合格発表について
1選考結果は、受験者全員に速達郵便にて送付します。合格者には、合格発表日に速達郵便で合格通知書等を発送します。
2学内での掲示による発表は、行いません。
※合否および成績に関する問い合わせには、一切応じません。
※レタックス（電子郵便）による「合格者受験番号一覧表」の送付は行いません。

※…経営学部B方式のサークルについては、平成27年度実績。
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募集学部・学科および募集人員 注意事項等

出願資格［専願制］

学　部 学科・方式 募集人員 備　　考

商学部第一部
商学科 40名

観光産業学科 20名

経 営 学 部
国際経営学科…Ａ方式、Ｂ方式 15名

Ａ方式：同一学部内での第二志望が可能
Ｂ方式…：…「硬式野球（男子）」、「サッカー（男子）」、「バレーボール（男子）」、

「バスケットボール（男子）」、「空手道（男子・女子）」、「ソフト
テニス（女子）」、「ラグビー（女子）」のいずれかの活動におい
て著しい成績を修め、かつ本学該当サークル部長が認めた者産業経営学科…Ａ方式、Ｂ方式 15名

情 報 科 学 部 情報科学科 15名

工 学 部

バイオロボティクス学科 ３名

機械工学科 ２名

電気情報工学科 ３名

物質生命化学科 ２名

都市基盤デザイン工学科 ３名

建築学科 １名

住居・インテリア設計学科 ３名

芸 術 学 部

芸術表現学科 ９名

写真・映像メディア学科 ８名

ビジュアルデザイン学科 12名

生活環境デザイン学科 11名

ソーシャルデザイン学科 ６名

次のすべてに該当し、各学部が指定する出願資格を満たす者
　1本学での勉学を強く希望し、合格した場合は、必ず入学する者…専願制
　2入学後の学習を効果的にするための課題に意欲的に取り組む意志のある者
　3担任または進路指導部の先生に、AO入試の出願についての承認を得た者
　　なお、過年度に卒業した者は承認不要（承認書不要）

商学部第一部	【評定平均値不問】
　平成28年３月に高等学校（中等教育学校含む）を卒業見込みの者（高等専門学校３年修了見込みの者を含む）

経営学部	【評定平均値不問】
　平成28年３月に高等学校（中等教育学校含む）を卒業見込みの者、もしくは平成27年３月以降に卒業した者
　（高等専門学校３年修了見込みの者、もしくは平成27年３月以降に修了した者を含む）

情報科学部・工学部・芸術学部	【評定平均値不問】
　高等学校（中等教育学校含む）を卒業した者、もしくは平成28年３月卒業見込みの者
　（高等専門学校３年修了の者、もしくは３年修了見込みの者を含む）

⑴出願上の注意
1各出願書類は、志願者自身が楷書で正確に記入してください。
2エントリーシートは電算機処理の原票となります。文字は楷書、数字は算用数字、英字は大文字活字体で正確・明瞭に黒ボールペン
で記入してください。
3入学検定料は、本学所定の振替払込用紙に志願者の氏名、志望学部・学科等をもれなく記入し、最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行の
窓口で払い込んでください。
※ATM（現金自動預払機）での振込みは認めません。「金額」および郵便局・ゆうちょ銀行の「日附印」がない「振替払込受付証明書」を貼付した出願書類は、一切受けつけません。
　また、一度払い込んだ入学検定料は、返付しません。

　AO入試募集要項Ⅰ期に記載している検定料は、平成27年度入試の実績です。平成28年度の検定料については、模擬講義等実施日、　
　および一次選考合格発表時に通知します。また、ホームページでもお知らせします。

4出願書類に、不足または不備がある場合は、受けつけませんので、注意してください。
5エントリーシートの住所欄には、確実に受信できる住所を都道府県から記入してください。
6出願書類提出後は、志望学部・学科等の変更は一切認めません。また、一度受けつけた書類は返却いたしません。
7身体に障がいまたは疾病があり、修学上、特別の配慮が必要な受験生および日常生活において補聴器、松葉杖、車椅子等を日常的
に使用している受験生は、出願前に本学入試課へお問い合わせください。

⑵受験上の注意
1模擬講義等は、10時までに受付を済ませてください。二次選考時は、決められた時刻までに面接控室に入室し、指定の席に着席して
ください。
2模擬講義等当日は、「写真票」（29ページ）を必ず持参してください。
3公共の交通機関の遅延により、やむを得ず試験遅刻限度時間(試験開始後20分)を過ぎた場合は、ただちに試験本部に申し出てくだ
さい。
4携帯電話等通信機器を所持している場合は、試験室内では必ず電源を切り、カバン等に収めてください。携帯電話等を時計として使
用することはできません。

5試験場においては、係員の指示に従ってください。
6二次選考時は、受験票を必ず携行してください。試験当日に受験票を忘れた場合は、ただちに最寄りの係員に申し出てください。
7面接終了後は、再び面接控室に入室することはできません。
8本学試験場へは、公共の交通機関を利用してください。

⑶受験票について
1受験票は、提出された書類内容に基づき本学で作成し、郵送します。
2受験票を受け取ったら、志望学部・学科、氏名等を確認してください。
　氏名（漢字）は、標準文字（JIS第１・第２水準漢字）で表示します。
3試験日直前になっても受験票が届かない場合は、九州産業大学	入試課（092-673-5550）にお問い合わせください。
4受験票は、入学手続き完了まで保管してください。
※受験票は、一次選考合格者のみに郵送します。模擬講義等および一次選考の受験時には受験票はありません。

⑷合格発表について
1選考結果は、受験者全員に速達郵便にて送付します。合格者には、合格発表日に速達郵便で合格通知書等を発送します。
2学内での掲示による発表は、行いません。
※合否および成績に関する問い合わせには、一切応じません。
※レタックス（電子郵便）による「合格者受験番号一覧表」の送付は行いません。

※…経営学部B方式のサークルについては、平成27年度実績。
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注意事項等
⑸入学手続きについて
1合格者は、送付される「平成28年度入学手続きのしおり」のとおり、定められた期限までに入学手続きを完了してください。入学手
続き完了とは、	㋑入学金および修学費等納付、	㋺入学手続き書類提出のどちらも完了したことをいいます。定められた期限までに入学
手続きを完了しない場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。

2入学手続き期間
　①入学手続期間は次の通りです。

試験区分 合格発表日 納付期限 書類提出締切期限

AO入試 平成27年10月21日（水） 平成27年12月11日（金） 平成27年12月11日（金）

　（注）⒈入学金および修学費等の納付金は、上記納付期限の15時までに本学指定の銀行口座にお振り込みください。
　　　　⒉入学手続き書類は、上記書類提出締切期限までに本学入試課必着です。
　②納付金は、「入学金・修学費および委託徴収金」を参照してください。

3入学手続き書類
　①書類提出締切日までに必要な書類
　　（i）誓約書・保証書（本学所定用紙）
　　　　保証人は、父母を原則とします。ただし、該当者がいない場合は、近親者でも可能です。
　　（ii）預金口座振替依頼書

ご入学された後の修学費等の納付については、入学者またはご父母の金融機関窓口での煩雑さおよび振込手数料負担を避け
るため、学園に金融機関預金口座を届け出ていただき、そこから口座振替（自動引落し）を行うこととしております。必要事項
をご記入のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。

　②高等学校の卒業式終了後必要な書類
　　高等学校卒業証明書（卒業見込み証明書は不可）は高等学校の卒業式後、至急送付してください。
　　※出願時に既に高等学校（中等教育学校）を卒業している場合は、送付する必要はありません。

4提出先
　〒813-8503	福岡市東区松香台２丁目３番１号		九州産業大学		入試課（092-673-5550）

⑹入学金・修学費および委託徴収金（金額は平成27年度入学者適用、平成28年度入学者は未定です。）

1入学金 （単位：円）

種　別　　　　
学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

入学金 230,000 230,000 230,000 230,000 270,000

2修学費 （単位：円）

種　別　　　　
学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

授業料 603,000 603,000 780,000 780,000 864,000

教育充実費 140,000 140,000 384,250 344,250 392,000

計 743,000 743,000 1,164,250 1,124,250 1,256,000

3委託徴収金 （単位：円）

種　別　　　　　　　学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

入
学
時

学友会入会金 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

学生教育研究
災害傷害保険料 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

毎
年
度

学友会費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

後援会費 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

アルバム代金 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

入学年度合計 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900

４
年
目

同窓会費 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

卒業記念事業費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

（注）１．アルバム代金は、３ヵ年納付。
　　　２．学生教育研究災害傷害保険料は、保険期間の４年分を入学時に一括納付。以降は、毎年度１年分を納付。

4納付区分 （単位：円）

種　別　　　　　　　学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

全納 年間納付額 991,900 991,900 1,413,150 1,373,150 1,544,900

分納
第１回納付額 690,400 690,400 1,023,150 983,150 1,112,900

第２回納付額 301,500 301,500 390,000 390,000 432,000

（注）１．年間納付額は、入学金・修学費・委託徴収金の合計額で、入学年度の総額。
　　　２．第１回納付額は、入学金・授業料の半額・教育充実費・委託徴収金の合計額。
　　　３．第２回納付額は、授業料の半額で、納付期限は10月中旬。

5２年次納付金額 （単位：円）

種　別　　　　　　　学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

修学費および
委託徴収金の合計額 758,000 758,000 1,179,250 1,139,250 1,271,000

（注）１．修学費は、所定の期限までに年額を納付しなければなりません。
　　　　	なお、修学費のうち、授業料については、２回に分けて納付（分納）することができます。
　　　２．納付金の額は、経済情勢その他の変動により、改めることがあります。

⑺フレッシュマン・スカラシップ制度について
AO入試において入学手続きが完了した人は、一般入試（前期日程）で「入学年度から最長４年間の授業料（約240万円＝文
系学部相当額年間約60万円×４年）が免除になる」フレッシュマン・スカラシップ（一般枠）にチャレンジすることができます。（検
定料：１出願につき１万円）
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注意事項等
⑸入学手続きについて
1合格者は、送付される「平成28年度入学手続きのしおり」のとおり、定められた期限までに入学手続きを完了してください。入学手
続き完了とは、	㋑入学金および修学費等納付、	㋺入学手続き書類提出のどちらも完了したことをいいます。定められた期限までに入学
手続きを完了しない場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。

2入学手続き期間
　①入学手続期間は次の通りです。

試験区分 合格発表日 納付期限 書類提出締切期限

AO入試 平成27年10月21日（水） 平成27年12月11日（金） 平成27年12月11日（金）

　（注）⒈入学金および修学費等の納付金は、上記納付期限の15時までに本学指定の銀行口座にお振り込みください。
　　　　⒉入学手続き書類は、上記書類提出締切期限までに本学入試課必着です。
　②納付金は、「入学金・修学費および委託徴収金」を参照してください。

3入学手続き書類
　①書類提出締切日までに必要な書類
　　（i）誓約書・保証書（本学所定用紙）
　　　　保証人は、父母を原則とします。ただし、該当者がいない場合は、近親者でも可能です。
　　（ii）預金口座振替依頼書

ご入学された後の修学費等の納付については、入学者またはご父母の金融機関窓口での煩雑さおよび振込手数料負担を避け
るため、学園に金融機関預金口座を届け出ていただき、そこから口座振替（自動引落し）を行うこととしております。必要事項
をご記入のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。

　②高等学校の卒業式終了後必要な書類
　　高等学校卒業証明書（卒業見込み証明書は不可）は高等学校の卒業式後、至急送付してください。
　　※出願時に既に高等学校（中等教育学校）を卒業している場合は、送付する必要はありません。

4提出先
　〒813-8503	福岡市東区松香台２丁目３番１号		九州産業大学		入試課（092-673-5550）

⑹入学金・修学費および委託徴収金（金額は平成27年度入学者適用、平成28年度入学者は未定です。）

1入学金 （単位：円）

種　別　　　　
学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

入学金 230,000 230,000 230,000 230,000 270,000

2修学費 （単位：円）

種　別　　　　
学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

授業料 603,000 603,000 780,000 780,000 864,000

教育充実費 140,000 140,000 384,250 344,250 392,000

計 743,000 743,000 1,164,250 1,124,250 1,256,000

3委託徴収金 （単位：円）

種　別　　　　　　　学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

入
学
時

学友会入会金 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

学生教育研究
災害傷害保険料 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

毎
年
度

学友会費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

後援会費 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

アルバム代金 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

入学年度合計 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900

４
年
目

同窓会費 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

卒業記念事業費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

（注）１．アルバム代金は、３ヵ年納付。
　　　２．学生教育研究災害傷害保険料は、保険期間の４年分を入学時に一括納付。以降は、毎年度１年分を納付。

4納付区分 （単位：円）

種　別　　　　　　　学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

全納 年間納付額 991,900 991,900 1,413,150 1,373,150 1,544,900

分納
第１回納付額 690,400 690,400 1,023,150 983,150 1,112,900

第２回納付額 301,500 301,500 390,000 390,000 432,000

（注）１．年間納付額は、入学金・修学費・委託徴収金の合計額で、入学年度の総額。
　　　２．第１回納付額は、入学金・授業料の半額・教育充実費・委託徴収金の合計額。
　　　３．第２回納付額は、授業料の半額で、納付期限は10月中旬。

5２年次納付金額 （単位：円）

種　別　　　　　　　学　部 商学部第一部 経営学部 情報科学部 工学部 芸術学部

修学費および
委託徴収金の合計額 758,000 758,000 1,179,250 1,139,250 1,271,000

（注）１．修学費は、所定の期限までに年額を納付しなければなりません。
　　　　	なお、修学費のうち、授業料については、２回に分けて納付（分納）することができます。
　　　２．納付金の額は、経済情勢その他の変動により、改めることがあります。

⑺フレッシュマン・スカラシップ制度について
AO入試において入学手続きが完了した人は、一般入試（前期日程）で「入学年度から最長４年間の授業料（約240万円＝文
系学部相当額年間約60万円×４年）が免除になる」フレッシュマン・スカラシップ（一般枠）にチャレンジすることができます。（検
定料：１出願につき１万円）
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Q	&	A

MAP

Q1　一次選考の時に提出する「自己アピール書」には、どのようなことを書けばよいのですか？
ＡＯ入試に「正解」はありません。あなたの考え方や意欲を評価する入試です。あなたの「これまで」または「これから」を
自分の言葉で精一杯アピールしてください。また、希望する学部のページを参考にしてください。

Q2　一次選考の時に提出する「自己アピール書」に、活動実績を証明する書類を添付しようと
　　　思っているのですが、選考の段階で有利になりますか？

参考資料の一つとしますが、あくまで「これまでの積極的な活動を通して何を得たか」を重視するものなので、添付された書
類自体が審査に直接影響を与えることはありません。なお、資格取得者は合格証の写し（A4サイズ）を添付してください。

Q3　公募制推薦入試のような学校長の推薦書は必要ですか？
ＡＯ入試では、推薦書の提出は不要です。ただし、平成28年３月卒業見込みの場合は、ＡＯ入試に出願することを担任また
は進路指導部の先生に報告したうえで、必ず承認書に必要事項を記入してもらい、提出してください。なお、過年度卒業生
は承認不要です。

Q4　どのような活動内容が評価されるのですか？
さまざまな内容が考えられます。例えば、高等学校在学中のクラブ活動やボランティア活動でも構いません。それぞれに対し
て優劣をつけることはありません。

Q5　ＡＯ入試に不合格となった場合、他の入試に出願できますか？
公募制推薦入試をはじめ、一般入試等すべての入試に出願できます。ただし、入学検定料は、その都度必要となります。

九州産業大学
福岡市東区松香台2-3-1
TEL.092-673-5550

□JR鹿児島本線　九産大前駅下車　徒歩１分
□西 鉄 バ ス　九州産業大学前下車　徒歩２分
□西 鉄 バ ス　九州産業大学南口下車　徒歩２分

出　願　書　類

□　九州産業大学　AO入試（Ⅰ期）
　　エントリーシート

□　自己アピール書

□　写　真　票

□　模擬講義等受講申込書

一 次 選 考 用

福
岡
ヤ
フ
オ
ク
！
ド
ー
ム

九州産業
大学南口

22 23



Q	&	A

MAP

Q1　一次選考の時に提出する「自己アピール書」には、どのようなことを書けばよいのですか？
ＡＯ入試に「正解」はありません。あなたの考え方や意欲を評価する入試です。あなたの「これまで」または「これから」を
自分の言葉で精一杯アピールしてください。また、希望する学部のページを参考にしてください。

Q2　一次選考の時に提出する「自己アピール書」に、活動実績を証明する書類を添付しようと
　　　思っているのですが、選考の段階で有利になりますか？

参考資料の一つとしますが、あくまで「これまでの積極的な活動を通して何を得たか」を重視するものなので、添付された書
類自体が審査に直接影響を与えることはありません。なお、資格取得者は合格証の写し（A4サイズ）を添付してください。

Q3　公募制推薦入試のような学校長の推薦書は必要ですか？
ＡＯ入試では、推薦書の提出は不要です。ただし、平成28年３月卒業見込みの場合は、ＡＯ入試に出願することを担任また
は進路指導部の先生に報告したうえで、必ず承認書に必要事項を記入してもらい、提出してください。なお、過年度卒業生
は承認不要です。

Q4　どのような活動内容が評価されるのですか？
さまざまな内容が考えられます。例えば、高等学校在学中のクラブ活動やボランティア活動でも構いません。それぞれに対し
て優劣をつけることはありません。

Q5　ＡＯ入試に不合格となった場合、他の入試に出願できますか？
公募制推薦入試をはじめ、一般入試等すべての入試に出願できます。ただし、入学検定料は、その都度必要となります。

九州産業大学
福岡市東区松香台2-3-1
TEL.092-673-5550

□JR鹿児島本線　九産大前駅下車　徒歩１分
□西 鉄 バ ス　九州産業大学前下車　徒歩２分
□西 鉄 バ ス　九州産業大学南口下車　徒歩２分

出　願　書　類

□　九州産業大学　AO入試（Ⅰ期）
　　エントリーシート

□　自己アピール書

□　写　真　票

□　模擬講義等受講申込書

一 次 選 考 用

福
岡
ヤ
フ
オ
ク
！
ド
ー
ム

九州産業
大学南口

22 23



〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

※第２志望で選択できない学科を志望した場合は、無効とします。

受付番号
※記入しないこと※記入しないこと

写真貼付欄

１．写真裏面に志望学科と氏
名を書いて、全面のりづけ
すること

２．縱４cm×横３cm

３．カラー、白黒いずれも可

S.昭和

H.平成　　　
年　　　月　　　日生年月日0.　男

1.　女

性　別

　　　　　　　都　道　　　　　　　　
立
　　　　　　　　　　　　　

高等学校　　　　平成
　　　　

年　　　　月
　　卒業

　　　　　　　府　県　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業見込み

※本学で記入

□　1.全日制　　　　□　2.定時制　　　　□　3.通信制　　　　□　9.その他

□　1.普通　　　□　2.理数　　　□　3.商業　　　□　4.工業　　　□　5.総合　　　□　9.その他（　　　　　　　　　）

志願者氏名

フ リ ガ ナ

現　住　所

高校コード

高 校 課 程

高 校 学 科

商学部第一部

A方式

B方式

芸 術 学 部

□　31　商学科　　　　□　32　観光産業学科

履修した芸術科目
（芸術学部志願者のみの記入）

□　大変意欲的　　　　□　意欲的　　　　□　普通

□　国語　　　□　地理歴史　　　□　公民　　　□　数学　　　□　理科　　　□　外国語　　　□　その他（　　　　　　　　　　　）

□　国語　　　□　地理歴史　　　□　公民　　　□　数学　　　□　理科　　　□　外国語　　　□　その他（　　　　　　　　　　　）

□　美術　　　□　音楽　　　□　書道　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　）

□　81　芸術表現学科 □　絵画専攻　　□　立体造形専攻　　□　メディア芸術専攻

□　82　写真・映像メディア学科 □　写真専攻　　□　映像メディア専攻

□　83　ビジュアルデザイン学科 □　グラフィックデザイン専攻　　□　イラストレーションデザイン専攻

□　84　生活環境デザイン学科 □　工芸デザイン専攻　　□　プロダクトデザイン専攻　　□　空間演出デザイン専攻

□　85　ソーシャルデザイン学科 □　情報デザイン専攻　　□　地域ブランド企画専攻

第一志望　　□　51　国際経営学科　　　　□　52　産業経営学科 第二志望　　□　51　国際経営学科　　　　□　52　産業経営学科

□　51　国際経営学科　　　　□　52　産業経営学科

情報科学部 □　61　情報科学科

工 学 部
□

　71　バイオロボティクス学科　　　　
□

　72　機械工学科　　　　
□

　73　電気情報工学科

□
　74　物質生命化学科　　　　

□
　75　都市基盤デザイン工学科　　　　

□
　76　建築学科　　　　

□
　77　住居・インテリア設計学科

志 望 学 部・学 科・専 攻

自 己 申 告 調 書

得意科目（1科目以上）

学習意欲（どれかひとつ）

不得意科目（あれば）

例）サッカー部主将（インターハイ出場）、生徒会長（1年間）、ボランティア活動（3年間）等

例）日本英語検定協会主催実用英語技能検定試験2級　（※資格取得者は必ず合格証の写し［A4サイズ］を添付すること）

九州産業大学 ＡＯ入試（Ⅰ期） エントリーシート

在籍（出身）高校名

九州 産 業 大 学 A O 入 試（Ⅰ期）エントリー承 認 書
学校名

エントリー生徒の氏名

■担当または進路指導の先生へのお願い

■過年度卒業生は、この承認書は不要です。

平成　　　　年　　　　月　　　　　日 承認者　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

上記生徒の九州産業大学 平成28年度AO入試（Ⅰ期）エントリーを承認します。

本学AO入試（Ⅰ期）エントリー希望者について、本人が記載したエントリーシートの内容をご確認いただき、エントリーすることについて

ご承認いただいた場合は、上記承認書に署名・捺印をお願いいたします。

［　□　担任　　□　進路指導　］　 ※該当する□を塗りつぶしてください。

資　　　格
（アピールしたい資格を最大２つまで）

クラブ活動等
（所属クラブ名）

自 宅 電 話 携 帯 電 話 等
TEL（　　　　）　　　 TEL（　　　　）　　　（保護者の携帯電話等日中連絡がとれる電話番号）

１

AO入試（Ⅰ期）は専願制です。

承認書以外はすべて志願者が記入してください。
※全ての項目は黒のボールペンで記入してください。（必須）

※該当する項目の□を■のように塗りつぶしてください。

経営学部
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志願者氏名

受 付 番 号

※記入しないこと

学　部　名

学　科　名

専　攻　名

志 望 学 部・学 科・専 攻

自らが誇りをもって第三者に説明・アピールできる課外活動や学校以外での活動内容等自己アピールできる点、もしくは将来の希望、入学後の
目標等についてアピールできる点を１,０００字程度でまとめてください。自己アピールするうえで賞状、新聞記事等の客観的資料があれば写し
（A4サイズ）を添付しても構いません。なお、エントリーシートに取得資格を記入する場合は、合格証の写し（A4サイズ）を必ず添付してください。

下記活動内容を証明する資料を添付しますか？

学科

専攻

学部

自己アピール書

100

200

300

400

はい いいえ

１

●すべて自筆（黒のボールペン）横書きで記入してください。

（芸術学部のみ記入）
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写 真 票

受講当日に氏名（フリガナ）を記入
し、写真を貼って持参してください

フリガナ

氏名

写真貼付欄
1.　上半身正面脱帽
で出願前３カ月
以内撮影のもの
（タテ4㎝×ヨコ3㎝）

2.　写真の裏面に志
望学科（コース）、
氏名を記入する
こと

3.　写真は全面を貼
付すること

※記入しないこと

芸術学部（８月29日） 

商　学　科 観光産業学科

商学部第一部（８月29日） 

８月28日 国際経営学科 ８月29日 国際経営学科

８月28日 産業経営学科 ８月29日 産業経営学科

経営学部（８月28日・29日）

８月28日 情報科学科 ８月29日 情報科学科

情報科学部（８月28日・29日）

工学部（８月29日） 

※志望学科・専攻および受講希望日を○で囲んでください。

バイオロボティクス学科

物質生命化学科

機 械 工 学 科

住居・インテリア設計学科

都市基盤デザイン工学科

電気情報工学科

芸術表現学科 写真・映像メディア学科 ビジュアルデザイン学科

グラフィックデザイン専攻絵 画 専 攻

メディア芸術専攻

立体造形専攻

写 真 専 攻

映像メディア専攻

生活環境デザイン学科 ソーシャルデザイン学科

工芸デザイン専攻

空間演出デザイン専攻

プロダクトデザイン専攻

情報デザイン専攻

地域ブランド企画専攻

イラストレーションデザイン専攻

建 築 学 科
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1000

模擬講義等受講申込書

申込期間

平成27年８月１日（土）〜７日（金）

申込方法 　
Ａ．インターネット（推奨）
　　九州産業大学入試課ホームページに
　　アクセスしてください。
　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/

Ｂ．郵送（ハガキ）
　　下記のハガキに必要事項を記入のうえ
　　郵送してください。

本学携帯サイトへは、お客様と携帯電話会社とのご契約内容
により閲覧できない場合もあります。

フ	リ	ガ	ナ

氏　　名

性　　別 男 　・　 女 生年月日
昭和　　　　　

年　　　　　月　　　　　日
平成　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　所

〒	 	 	 	−	 	 	 	

電話番号
※自宅

　　　　　−　　　　　−

※保護者の携帯電話等（日中連絡が取れる電話番号）

　　　　　−　　　　　−

在籍（出身）
高等学校

　　　　　　　都　・　道　・　府　・　県　・　私

　　　　　　　　　　　　　　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校

卒　　業
（卒業見込み）

　
平成
　　　　　　

年　　　　　　月　　　　　　日
　　　　卒　　　業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業見込み

志望学科・専攻および受講希望日　　※○を付けてください

商学部第一部
（８月29日）

商学科

芸術学部
（８月29日）

芸術表現学科

絵画専攻

観光産業学科 立体造形専攻

経営学部
（８月28日・29日）

国際経営学科（８月28日） メディア芸術専攻

国際経営学科（８月29日） 写真・映像
メディア学科

写真専攻

産業経営学科（８月28日） 映像メディア専攻

産業経営学科（８月29日） ビジュアル
デザイン学科

グラフィックデザイン専攻

情報科学部
（８月28日・29日）

情報科学科（８月28日） イラストレーションデザイン専攻

情報科学科（８月29日）
生活環境
デザイン学科

工芸デザイン専攻

工学部
（８月29日）

バイオロボティクス学科 プロダクトデザイン専攻

機械工学科 空間演出デザイン専攻

電気情報工学科 ソーシャル
デザイン学科

情報デザイン専攻

物質生命化学科 地域ブランド企画専攻

都市基盤デザイン工学科

建築学科

住居・インテリア設計学科

28 29
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写 真 票

受講当日に氏名（フリガナ）を記入
し、写真を貼って持参してください

フリガナ

氏名

写真貼付欄
1.　上半身正面脱帽
で出願前３カ月
以内撮影のもの
（タテ4㎝×ヨコ3㎝）

2.　写真の裏面に志
望学科（コース）、
氏名を記入する
こと

3.　写真は全面を貼
付すること

※記入しないこと
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商学部第一部（８月29日） 

８月28日 国際経営学科 ８月29日 国際経営学科
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８月28日 情報科学科 ８月29日 情報科学科

情報科学部（８月28日・29日）

工学部（８月29日） 

※志望学科・専攻および受講希望日を○で囲んでください。
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グラフィックデザイン専攻絵 画 専 攻

メディア芸術専攻

立体造形専攻

写 真 専 攻

映像メディア専攻

生活環境デザイン学科 ソーシャルデザイン学科

工芸デザイン専攻

空間演出デザイン専攻

プロダクトデザイン専攻

情報デザイン専攻

地域ブランド企画専攻

イラストレーションデザイン専攻

建 築 学 科

〈
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500

600

700

800

900

1000

模擬講義等受講申込書

申込期間

平成27年８月１日（土）〜７日（金）

申込方法 　
Ａ．インターネット（推奨）
　　九州産業大学入試課ホームページに
　　アクセスしてください。
　　http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/

Ｂ．郵送（ハガキ）
　　下記のハガキに必要事項を記入のうえ
　　郵送してください。

本学携帯サイトへは、お客様と携帯電話会社とのご契約内容
により閲覧できない場合もあります。
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写真専攻
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機械工学科 空間演出デザイン専攻
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郵 便 は が き

福岡市東区松香台二丁目３－１

九州産業大学入試課  行
AO入試（Ⅰ期）模擬講義等受講申込書

お手数ですが
52円分の
切手を貼って
ください

8 1 3 8 5 0 3

九州産業大学入試課

ホームページ http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/

本学携帯サイトへは、お客様と携帯電話会社とのご契約内
容により閲覧できない場合もあります。

●ＡＯ入試（Ⅰ期）のお問い合わせ先


