
編入学試験では、入学後の学修を円滑に進めるため個別単位認定とします。

原則として、出願開始日の１ヵ月前までの単位読替申請を必須化します。

単位読替後に「出願パスワード」をお知らせします。

単位読替えには、最終在籍学校の成績証明書（見込みを含む）および講義要目

（シラバス）等が必要となります。

令和４年11月実施
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編入学選抜

本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　

注）今後、新型コロナウイルス感染症の流行状況や社会的要請に応じ

て、本要項に記載された選抜方法と異なる方法で選抜を実施する場

合があります。なお、変更する際は、本学ホームページで周知しま

すので、必ずご確認をお願いします。

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



本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　

※１．宛名ラベルを印刷し、封筒表紙を市販の角形２号（A4）封筒に貼り付
け郵送してください。宛名ラベルが印刷できない方は、宛名ラベルの
内容を封筒の表面に転記してください。

※２．書類の到着について等の問い合わせは、受け付けておりません。

選抜

10

金融機関ATM(ペイジー)、ネットバンキング、クレジット

2

カードで入学検定料のお支払いが可能です。

※入金完了後、学科、入試種別、試験日、試験会場の変更はできませんので注意
してください。
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出願関係書類

・【推薦書】(出身短期大学等作成)

・【推薦書】(造形短期大学部 学長推薦用)

・【自己アピール文】(出願者自筆)

・作品評価表(造形短期大学部 学長推薦のみ)

入学志願に係る個人情報の取り扱いについて
　出願時の個人情報は、各種入学者選抜に利用します。また、入試結果は志願者の属性等、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提供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り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、責任を持って管理しています。

■九州産業大学の個人情報管理に関する内容（個人情報の開示・訂正・削除等）については、以下へご連絡ください。
　
九州産業大学入試課 　T  E  L：（092）673－5550 ［受付時間］9：00～17：00（土曜、祝日、年末年始等を除く）

　E mail：nyushi@ip.kyusan-u.ac.jp
　U  R  L：https://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/

本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　



アドミッション・ポリシー（入学者の受け入れ方針）

本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

１.九州産業大学のアドミッション・ポリシー（入学者の受け入れ方針）

　九州産業大学は、建学の理想「　　　　　　　」に基づき、広く産業界の期待に応えられる「実践力」

「熱意」「豊かな人間性」をもった人材を育成する教育を行っています。本学の受け入れ方針は次のとおりです。

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　
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本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　
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本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　
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2．募集学部・学科および募集人員

学　　部 学　　科　　等
編　入　学

国 際 文 化 学 部

地 域 共 創 学 部

国 際 文 化 学 科

子 ど も 教 育 学 科

ス ポ ー ツ 健 康 科 学 科

機 械 工 学 科

電 気 工 学 科

生 命 科 学 科

建 築 学 科

住居・インテリア学科

都 市 デ ザ イ ン 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

生活環境デザイン学科

ソーシャルデザイン学科

日 本 文 化 学 科

臨 床 心 理 学 科

経 済 学 部 経 済 学 科

観 光 学 科

商 学 部

経 営 ・ 流 通 学 科

( 経 営 管 理 学 系 )

(流通マーケティング学系)

理 工 学 部

情 報 科 学 科

生 命 科 学 部

人 間 科 学 部

（ 応 用 化 学 コ ー ス ）
（ 生 命 科 学 コ ー ス ）
（ 食 品 科 学 コ ー ス ）

建築都市工学部

芸 術 学 部

（ 絵 画 専 攻
（ 立 体 造 形 専 攻

）
）
）（ メ デ ィ ア 芸 術 専 攻

（ 写 真 専 攻
（ 映 像 メ デ ィ ア 専 攻

）
）

（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）

（ 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

）
）
）

）（ 情 報 デ ザ イ ン 専 攻
（ 地域ブランド企画専攻 ）

一　般
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本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　 （注）商学部は学系、生命科学部はコース、芸術学部は専攻で募集します。

地 域 づ く り 学 科

（ 夜 間 特 別 枠 含 む ）
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3．入試日程

試験区分 事前単位読替 出願登録受付期間 出願締切日 試験日 募集学部・学科 試験地 合格発表日 入学手続締切日

抜
選
学
入
編

推 薦

短大学長

令和４年
原則
令和４年
９月30日（金）まで

原則
令和４年
12月６日㈫まで

11月１日㈫
～11月８日㈫

12:00まで

令和４年
11月８日㈫

必着

令和４年
11月20日㈰

全学部・全学科

全学部・全学科

※

本　学

令和４年
12月１日㈭

令和５年
１月13日㈮
15:00まで

一 般
令和５年
１月６日㈮
～１月12日㈭

12:00まで

令和５年
１月12日㈭

必着

令和５年
１月21日（土）

令和５年
２月22日㈬

〈入学金納付〉
令和５年
３月２日㈭
15:00まで

〈残額納付〉
令和５年
３月9日㈭
15:00まで

社会人

 ※「短大学長」は、芸術学部のみ。

    

4．推薦・造形短期大学部学長推薦

本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　

（注）１．出願書類は出願登録受付期間内の必着です。
 ２．出願締切日に限り、出願書類一式を九州産業大学入試課窓口へ持ち込み可能です（17時まで）。

・推薦編入学選抜

次の(１)から(３)のすべてに該当する者

　 

(１)出身学校の学長、または学校長が学業成績・人物ともに優秀と認めて推薦する者。
　　　　　 　外国の学校においては、出身学校の学長または学部長（学科長）が学業成績・人物ともに優秀と認

　めて推薦する者。
(２)合格した場合、必ず入学する者。
(３)次の①から⑥のいずれかに該当する者。

　①大学の２年次以上の修了（見込み）者で 62単位以上修得（見込み）者。
　②短期大学卒業（見込み）者。
　③高等専門学校卒業（見込み）者。

 ④外国において、学校教育における 14 年以上（日本における通常の課程による学校教育の期間を
　含む）の課程を修了した（または修了見込みの）者で、本学において前項①～③に準ずると認め
　られた者。
⑤学校教育法施行規則附則第７条に該当する者。

 ⑥学校教育法第 132 条に規定する大学編入学資格を有する者。（専修学校の専門課程のうち、文部
　科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者または修了見込みの者。ただし、学校教育法第
　90 条第１項に規定する大学入学資格を有する者に限る。）

 

日本語を母語としない者は、2022年度日本留学試験（第１回）「日本語」の合計が220点以上相当
の学力、もしくは日本語能力試験Ｎ２以上相当の学力を有する者とします。
相当の学力とは
①過去２年の同試験において基準を超えている、または基準に近い点数を獲得しており、それ
　を証明できる場合。
②日本留学試験、日本語能力試験以外の本学が推奨する試験等（2022年実施）において相当す
　る点数を獲得し、それを証明できる場合。
　〈推奨する試験等および相当するレベル〉
　・日本大学連合学力試験（JPUE）Home Edition　　B1以上
　・実用日本語検定（J.TEST） C級以上
　・BJTビジネス日本語能力テストスコア 400点以上
　・JPT 525点以上

　◎いずれの場合も、出願書類の「日本語能力を証明する証明書」として提出してください。

　⑥に該当する者および九州産業大学を卒業した者は、出願前に九州産業大学入試課(TEL:092-673-5550)
まで問い合わせること。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う社会状況を鑑みて、日本語を母語としない者を対象に
　出願資格等を以下のように緩和します。

・造形短期大学部学長推薦編入学選抜

次のすべてに該当する者
(１)令和５年３月九州産業大学造形短期大学部卒業見込みの者。
(２)希望専攻の修得単位及び教職科目に関する科目を除く特別履修生修得単位（いずれも修得見込みを

含む）の読み替え可能単位の合計が、66単位以上の者。
(３)２年次前期までのGPAが原則として2.7以上の者。
(４)合格した場合、必ず入学する者。
(５)九州産業大学芸術学部への九州産業大学造形短期大学部「学長推薦編入学試験」取扱要領に定めて

いる基準を満たしている者。
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(１)選考方法
　各学部とも、次の選考方法により総合的に評価のうえ入学者を決定します。

(２)試験地および試験場
福岡（九州産業大学試験場）のみで実施します。

学　部

芸術学部

国際文化学部

人間科学部

経済学部

商学部

地域共創学部

理工学部

生命科学部

建築都市工学部

書類審査、面接（５０点）
※  面接時に自作作品２点（形式自由）を持参し、プレゼンテーションを行うこと。
※  造形短期大学部学長推薦は、推薦指導教員の作品評価表（本学所定用紙）

を添付すること。　　

選　　考　　方　　法

選考方法および試験場

芸 術 学 部

試験科目・時間

学部
区分

入試種別：推薦編入学選抜

入試種別：造形短期大学部学長推薦編入学選抜

学部

出欠確認・注意事項の説明

出欠確認・注意事項の説明

試験科目・時間

区分

９：３５　〜　１０：００

９：３５　〜　１０：００

面　接

試験時間割（試験場の開場8時30分)

国際文化学部
人 間 科 学 部
経 済 学 部

生 命 科 学 部
建築都市工学部
芸 術 学 部

商 学 部　
地域共創学部
理 工 学 部

注）今後、新型コロナウイルス感染症の流行状況や社会的要請に応じて、本要項に記載された選抜
方法と異なる方法で、選抜を実施する場合があります。

　　なお、変更する際は、本学ホームページで周知しますので、必ずご確認をお願いします。

※自己アピール文（「入学後の抱負」について800字以内）
を出願時に提出すること。

書類審査、面接(５０点）

理工学部・生命科学部・建築都市工学部の面接には、

専門分野の口頭試問を含む。

※

本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　

(１)既修得単位の読み替えは当該学部の基準により行い、読み替え後の単位は、卒業に要する修得単位
として認定されます。

(２)編入年次は原則として３年次とします。
ただし、出身学校で修得した科目（単位）の性格により、２年次編入を指示することがあります。

(３)入学後の学修を円滑に進めるため、個別単位認定とします。
必ず、出願開始日の１ヵ月前までに最終在籍学校の成績証明書（見込みを含む）および講義要目（シ
ラバス）等を準備のうえ、九州産業大学入試課(TEL:092-673-5550)まで問い合わせてください。
単位読替後に「出願パスワード」をお知らせします。

(４)特別履修生、科目等履修生、研究生、高大連携により単位を修得された方は、その成績証明書及びシ
ラバスを併せて提出してください。

１０：００　～ 

面　接
１０：００　～ 
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5．一般・社会人
出願資格

本学は、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、学習意欲が高い人。

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人。

３．特定分野において卓越した能力をもっている人。

【国際文化学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーに従い、一定の学力を有する人材の中から、次の能力と意欲を有する者を選

抜し、本学部の学生として受け入れる。

１．建学の理想と理念を十分に理解したうえで、諸外国と日本の文化理解に興味・関心を抱き、学習意欲の高い人物

２．学問的関心を常に持ち、それを解決・発信する能力を身につけたい人物

《国際文化学科》

国際文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．英語の高度な運用力を身に付け、さらにその他の外国語を習得する意欲のある人

２．諸外国の文化や国際事情を幅広く学びたい人

３．外国語能力や外国文化の知識を活かし、コミュニケーション力を持って広く国際社会で活躍したい人

《日本文化学科》

日本文化学科では、学部の要件に加え、次の能力と意欲を持つ人を受け入れる。

１．日本文化（文学・言葉・民俗・歴史）に関心がある人

２．日本文化について、グローバルな視野から学ぶことに意欲のある人

３．日本文化についての専門的な理解を通して、社会に貢献したいと考える人

【人間科学部】
人間科学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を

行う。

１．建学の理想と理念を理解し、心理、スポーツや健康、幼児教育や保育に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

《臨床心理学科》

臨床心理学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．心理学や精神保健福祉学に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．人の心に寄り添い、適切に援助する態度・技術を学び、社会に貢献したいと考える人

《子ども教育学科》

子ども教育学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．子どもの心身の健やかな成長を、支援するための知識や技能の獲得に、意欲的な人

２．教育や保育の現場に不可欠なコミュニケーション力を、身につけている人

３．保育に関する文化及び技能の獲得に、意欲的な人

《スポーツ健康科学科》

スポーツ健康科学科では、大学及び学部のポリシーに加え、次の能力・意欲をもった人を受け入れる。

１．人間のからだとこころの健康に興味・関心があり、自らの健康や運動能力を高めると共に、多くの人を支えること

に関心をもつ人

２．子どもから高齢者までの人々の幅広いスポーツ活動や地域社会のヘルスプロモーションに関心があり、社会や産業

に貢献したいと考えている人

３．スポーツのもつ文化的価値と意義を理解し、特定の領域、特に競技スポーツ分野において、優れた技能を獲得した

いと考えている人

【経済学部】
経済学部は、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．入学前に経済学を学ぶ上で必要な基礎学力を培うと同時に、地域・日本・世界の経済に関して幅広い関心を持ち、

大学での勉学に積極的に取り組む人。

２．卒業後には経済の知識や資格を生かして地域社会に貢献したい、あるいはグローバルに活躍したいと考え、その実

現に必要な能力を身につけようという意欲を持つ人には、勤労者や社会人も含めた広い世代に門戸を開いている。

【商学部】
商学部では、多様な価値観と幅広い視野を身につけ、企業経営、地域社会、国際社会に主体的に対応できるための基

礎・基本の修得を目指し、理論と実践の両面から学び、学問・文化・言語・価値観の交流に積極的に取り組み、新しい

時代に対応する「生きる力」を発揮し、地域社会に主体的に貢献しようとする次のような学生を積極的に受け入れる。

１．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する人

２．「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・見識を習得しようとする人

３．世の中の動きに対し、旺盛な好奇心を持って、ビジネスを考えようとする人

４．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

５．社会に何らかの形でかかわり貢献したいと思っている人

【地域共創学部】
九州産業大学のアドミッション・ポリシーを受けて、本学部では、次の能力・意欲をもった人材から、基礎的な知識や

適性を多面的・総合的に評価し、入学者の選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、観光や地域の活性化に関心があり、学習意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人 

《観光学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、観光学科のアドミッション・ポリシーを以下のとおり定

めている。

観光学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．人との交流やホスピタリティ産業に関心があり、観光に関する専門的な知識を習得したい人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめる力を身につけたい人

３．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育みたい人

４．地域や郷土を愛し、それらの発展に寄与したい人

《地域づくり学科》

大学及び地域共創学部のアドミッション・ポリシーに基づき、地域づくり学科のアドミッション・ポリシーを以下のと

おり定めている。

地域づくり学科では、上の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．地域の活性化や振興に興味があり、学習意欲が高い人

２．地域の人々との協同活動に不可欠な、コミュニケーション力を身につけたい人

３．自らの意志で積極的かつ頻繁に地域に足を運ぶことをいとわない人

【理工学部】
理工学部に関連する学術分野で、創造的活動を行う人材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る。

１．情報科学・機械工学・電気工学又は情報メカトロニクスに興味がある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自分の考えをまとめることができる人

４．情報メカトロニクスに関連する分野の研究者・教育者を目指している人

《情報科学科》

情報科学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．情報技術や情報数理に強い興味を持っている人

２．情報科学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．情報分野を基盤とした機械工学や電気工学に関心を持ち、多面的な視点から創造活動を行うことを目指す人、修得

した知識を生かして地域社会に貢献したいと考えている人

《機械工学科》

機械工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．機械・自動車・産業用／介護用ロボット・メカトロニクスを含む機械工学に興味がある人

２．機械工学に関する専門知識を身に付けようとする意欲が高く、技術の修得にも積極的に取り組む人

３．学修の成果を機械工学に関連する業務の現場で生かすことで、地域社会に貢献したいと考えている人

《電気工学科》

電気工学科では、学部の要件に加え、次の意欲を持った人を受け入れる。

１．環境と技術の調和、社会的要請及び責任を重んじる人

２．クリーンエネルギー、燃料電池、電気モータ、パワーエレクトロニクス及び超伝導などの電気エネルギーに関心を

持つ人

３．通信ネットワーク、情報処理、ワンセグ及び半導体デバイスなどの通信システムに関心を持つ人

【生命科学部】
生命科学部は、次の能力・意欲を持った人材を積極的に受け入れる。

１．専門分野を学ぶ上で必要となる数学、国語、英語等の基礎学力を有する人

２．化学又は生物学領域の専門分野に興味があり、知識や技術を活かして社会に貢献したいと思っている人

３．広い視野と公平・公正な判断力を養うために、幅広い学問領域についても学習する意欲のある人

４．学内外の様々な活動に対して、協調性を持ちながら積極的に取り組むことのできる人

５．友愛の精神を持って勉学しようとする人

【建築都市工学部】
建築都市工学部は、工学における基礎的知識をベースに、国土から住まいまで連続する空間のあり方を追求する広い視

野を持ち、多様な社会ニーズに応えることのできる実践的能力を有した人材養成のため、次の人材から、基礎的な知識

や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築都市工学に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築都市工学分野において卓越した能力を持っている人

《建築学科》

建築学科では、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建築の設計・計画、建築歴史・意匠、建築構造・材料・構法、建築環境・設備、都市計画に関する学修意欲の高い

人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．建築学分野において卓越した能力を持っている人

《住居・インテリア学科》

住居・インテリア学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．①空間、②住居、③業務系施設のインテリア、④住居系複合施設のインテリア設計に対して強い関心があり、住ま
う空間・働く空間・商空間の在り方、リノベーション、住環境評価に関する学修意欲が高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．住居・インテリア学分野において卓越した能力を持っている人

《都市デザイン工学科》

都市デザイン工学科は、次の人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．持続可能な環境づくりや、災害に強く、安心・安全で美しく住みやすいまちづくりに関する学修意欲の高い人

２．物事を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

３．都市デザイン工学分野において卓越した能力を持っている人

【芸術学部】
芸術学部は、次の能力・資質を持った人材から、基礎的な知識や適性を多面的・総合的に評価し、入学者選抜を行う。

１．建学の理想と理念を理解し、アートやデザインの分野に興味があり、創作意欲のある人

２．好奇心を持ち、何事にも積極的に取り組む人

３．客観的な視点で物事を判断でき、自己を発信できる人

４．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・教育者を目指している人

《芸術表現学科》

芸術表現学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．絵画・立体造形・メディア芸術分野に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術まで、好奇心を持って幅広く探究する人

３．自由で豊かな発想と論理的思考能力を持っている人

４．芸術表現の分野に意欲的に挑戦しアーティスト、クリエイター、教育 ･ 研究者を目指す人

《写真・映像メディア学科》

写真・映像メディア学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．写真や映像メディアの技術に興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的な技法から先端的な技術までを幅広く探求する人

３．芸術性や実用性について、多面的に考察できる能力を持っている人

４．写真のスペシャリストや映像メディアの表現者を目指している人

《ビジュアルデザイン学科》

ビジュアルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．ビジュアルデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．社会におけるビジュアルコミュニケーションの機能や役割を探求する人

３．ビジュアルデザインを多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．グラフィックデザイナーやイラストレーター等のクリエイターを目指している人

《生活環境デザイン学科》

生活環境デザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．工芸、プロダクト、空間演出それぞれのデザインに興味があり、創作意欲のある人

２．伝統的なモノづくりや新たなモノづくりの技術・技法や考え方を探求する人

３．人間の生活環境を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．生活環境デザイン分野のクリエイターを目指している人

《ソーシャルデザイン学科》

ソーシャルデザイン学科は、次の能力・資質を持った人材を積極的に受け入れる。

１．情報伝達やブランド企画構築に興味があり、創作意欲のある人

２．地域産業や地域文化、地域創生の技術・技法を幅広く探求する人

３．地域社会の課題を多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる人

４．ソーシャルデザイン分野のクリエイターやプロデューサーを目指している人　

・社会人編入学選抜

令和５年４月１日時点において、満23歳以上で次の(１)から(６)のいずれに該当する者。
(１)大学卒業者、または大学の２年次以上の修了（見込み）者で62単位以上修得（見込み）者。
(２)短期大学卒業（見込み）者。
(３)高等専門学校卒業（見込み）者。
(４)外国において、学校教育における14年以上（日本における通常の課程による学校教育の期間を含む）の

課程を修了した（または修了見込みの）者で、本学において前項(１)～(３)に準ずると認められた者。
(５)学校教育法施行規則附則第７条に該当する者。
(６)学校教育法第132条に規定する大学編入学資格を有する者。（専修学校の専門課程のうち、文部科学

大臣の定める基準を満たすものを修了した者または修了見込みの者。ただし、学校教育法第90条第１
項に規定する大学入学資格を有する者に限る。）

    なお、日本語を母国語としない者は、財団法人日本国際教育支援協会「日本語能力試験N1レベル
（または１級）」に合格した者、または独立行政法人日本学生支援機構実施の「2022年日本留学試験」
の「日本語（読解・聴解・聴読解）」で合計250点以上取得した者に限る。
(６)に該当する者および九州産業大学を卒業した者は、出願前に九州産業大学入試課(TEL:092-673-5550)
まで問い合わせてください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う社会状況を鑑みて、日本語を母語としない者を対象に
　出願資格等を以下のように緩和します。
日本語を母語としない者は、2022年度日本留学試験(第1回 )「日本語」の合計が220点以上相当の
学力、もしくは日本語能力試験N2以上相当の学力を有する者とします。
相当の学力とは
①過去２年の同試験において基準を超えている、または基準に近い点数を獲得しており、それを証
明できる場合

②日本留学試験、日本語能力試験以外の本学が推奨する試験等（2022年実施）において相当する点
数を獲得し、それを証明できる場合。

　〈推奨する試験等および相当するレベル〉
　・日本大学連合学力試験（JPUE）Home Edition　　B1以上
　・実用日本語検定（J.TEST） C級以上
　・BJTビジネス日本語能力テストスコア 400点以上
　・JPT 525点以上
◎いずれの場合も、出願書類の「日本語能力を証明する証明書」として提出してください。

・一般編入学選抜

 

次の(１)から(６)のいずれかに該当する者。
(１)大学卒業者、または大学の２年次以上の修了（見込み）者で62単位以上修得（見込み）者。
(２)短期大学卒業（見込み）者。
(３)高等専門学校卒業（見込み）者。
(４)外国において、学校教育における14年以上（日本における通常の課程による学校教育の期間を含む）の課

程を修了した（または修了見込みの）者で、本学において前項(１)～(３)に準ずると認められた者。
(５)学校教育法施行規則附則第７条に該当する者。
(６)学校教育法第132条に規定する大学編入学資格を有する者。（専修学校の専門課程のうち、文部科学

大臣の定める基準を満たすものを修了した者または修了見込みの者。ただし、学校教育法第90条第１
項に規定する大学入学資格を有する者に限る。）
なお、日本語を母国語としない者は、財団法人日本国際教育支援協会「日本語能力試験N1レベル
（または１級）」に合格した者、または独立行政法人日本学生支援機構実施の「2022年日本留学試験」
の「日本語（読解・聴解・聴読解）」で合計250点以上取得した者に限る。
(６)に該当する者および九州産業大学を卒業した者は、出願前に九州産業大学入試課(TEL:092-673-5550)
まで問い合わせてください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う社会状況を鑑みて、日本語を母語としない者を対象に
出願資格等を以下のように緩和します。
日本語を母語としない者は、2022年度日本留学試験(第1回 )「日本語」の合計が220点以上相当の
学力、もしくは日本語能力試験N2以上相当の学力を有する者とします。
相当の学力とは
①過去２年の同試験において基準を超えている、または基準に近い点数を獲得しており、それを証
明できる場合

②日本留学試験、日本語能力試験以外の本学が推奨する試験等（2022年実施）において相当する点
数を獲得し、それを証明できる場合。

　〈推奨する試験等および相当するレベル〉
　・日本大学連合学力試験（JPUE）Home Edition　　B1以上
　・実用日本語検定（J.TEST） C級以上
　・BJTビジネス日本語能力テストスコア 400点以上
　・JPT 525点以上
◎いずれの場合も、出願書類の「日本語能力を証明する証明書」として提出してください。
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選抜

国 際 文 化 学 部
人間科学
経済学部
商学部

地域共創学部
理工学部

生命科学部
建築都市工学部

理工学部
生命科学部

建築都市工学部

国際文化学部
人間科学部
経済学部
商学部

地域共創学部

芸術学部

芸術学部

選抜

※生命科学部、建築都市工学部は自己アピール文（「入学後の抱負」
  について800字以内）を出願時に提出すること。

既修得単位の読み替えと編入年次

(１)選考方法

(２)試験地および試験場
福岡（九州産業大学）のみで実施します。
注）今後、新型コロナウイルス感染症の流行状況や社会的要請に応じて、本要項に記載された選抜方

法と異なる方法で、選抜を実施する場合があります。
なお、変更する際は、本学ホームページで周知しますので、必ずご確認をお願いします。

書類審査、面接（50点）、数学（60分/50点）

※国際文化学部、経済学部、地域共創学部は自己アピール文
（「入学後の抱負」について800字以内）を出願時に提出すること。

書類審査、面接（50点）、小論文（60分/50点）

※鉛筆デッサンのモチーフは静物、画用紙(544mm×382mm)を使用する。
※試験当日に持参するものは、「10.受験上の注意」を必ず参照すること。
※用具等を忘れた受験生に対し、貸し出しは一切行いません。

書類審査、面接（50点）
実技試験 鉛筆デッサン３ｈ(180分／100点）、
         または小論文（90分／800字／100点）

書類審査、面接（50点）
※自己アピール文（「入学後の抱負」について800字以内）を出願時に
提出すること。

※理工学部の面接には専門分野および数学の口頭試問、生命科学部・
建築都市工学部の面接には専門分野の口頭試問を含む。

書類審査、面接（50点）
※面接時に自作作品２点（形式自由）を持参し、プレゼンテーションを行うこと。

各学部とも、次の選考方法により総合的に評価のうえ入学者を決定します。

学 　 部 選　　考　　方　　法

学 　 部 選　　考　　方　　法

(１)既修得単位の読み替えは当該学部の基準により行い、読み替え後の単位は、卒業に要する修得単位
として認定されます。

(２)編入年次は原則として３年次とします。
ただし、出身学校で修得した科目（単位）の性格により、２年次編入を指示することがあります。

(３)入学後の学修を円滑に進めるため、個別単位認定とします。
必ず、出願開始日の１ヵ月前までに最終在籍学校の成績証明書（見込みを含む）および講義要目（シ
ラバス）等を準備のうえ、九州産業大学入試課(TEL:092-673-5550)まで問い合わせてください。
単位読替後に「出願パスワード」をお知らせします。

(４)特別履修生、科目等履修生、研究生、高大連携により単位を修得された方は、その成績証明書及びシ
ラバスを併せて提出してください。
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・入試種別:一般編入学選抜

・入試種別:一般編入学選抜

芸術学部

実技試験 小論文

9:35〜10:00

1 3 : 0 0 〜 1 3 : 3 0

9 : 3 5 〜 1 0 : 0 0

昼 食 （ 休 憩 ）

1 3 : 3 0 〜 1 3 : 4 0

10:00〜11:30
小論文

9 : 3 5〜1 0 : 0 0

1 1 : 0 0〜1 1 : 1 0

1 0 : 0 0〜1 1 : 0 0
小論文

11 : 1 0〜
面　接

9 : 3 5〜1 0 : 0 0

1 1 : 0 0〜1 1 : 1 0

1 0 : 0 0〜1 1 : 0 0
数学

1 1 : 1 0〜
面　接

11:30〜11:40

1 1 : 4 0〜
面　接

1 3 : 4 0 〜
面　接

-

-

-

・入試種別:社会人編入学選抜

9:35〜10:00

10:00〜　　
面　接

学部

学部

区分

区分

学部

区分

鉛筆デッサン３ｈ
1 0 : 0 0 〜 1 3 : 0 0

国際文化学部

人間科学部

経済学部

商学部

地域共創学部

理工学部

生命科学部

建築都市工学部

芸術学部

国際文化学部
人間科学部
経済学部
商学部

地域共創学部

理工学部
生命科学部

建築都市工学部

(１)短期大学の卒業延期者

(２)専修学校専門課程の未修了者

(３)大学２年次以上の修了時に６2単位未修得の者

1
時
限

2
時
限

出席確認・問題配付

・注意事項の説明

出席確認・問題配付

・注意事項の説明

出席確認・問題配付

・注意事項の説明

試験科目

時間

試験科目

時間

試験科目

時間

試験科目

時間

試験科目

時間

試験科目

時間

出席確認・

注意事項の説明

出欠確認・

注意事項の説明

出欠確認・

注意事項の説明

1
時
限

2
時
限

3
時
限

− 9 −



※１．一般編入学選抜は、国際文化学部・経済学部・地域共創学部・生命
科学部・建築都市工学部志願者のみ提出してください。

※２．推薦編入学選抜・社会人編入学選抜の芸術学部志願者は、必要あり
ません。

6

7

8

1

3

4

5

2

写真は、出願前の３ヵ月以内に撮影した上半身正面脱帽で背景のない明瞭な

もの（白黒・カラー自由）を提出してください。写真の裏面には、志望学

部・学科、氏名を記入してください。

最終在籍学校長が証明した成績証明書またはこれに該当するものを提出して

ください。卒業見込みの方で、現在履修中の科目があれば、履修中と明記し

てください。また、記載されている氏名が、婚姻その他の理由により、現在

の氏名と異なる場合は、同一人物である事を証明する公的書類を添付してく

ださい。なお、外国の短期大学等を卒業（見込み）の方で、証明書が日本語

以外で記載されたものについては、日本語訳を添えて提出してください。

(注）２、（注）３

最終在籍学校の講義要目（授業内容・授業時間数等が記載されているもの）

またはこれに該当するものを提出してください。

現在、使用中であればコピーでも可能です。(注）２、（注）３

本学所定の「推薦書」を使用し、最終在籍学校長が作成したものを提出してくださ

い。外国の学校においては、出身学校の学長または学部長（学科長）が作成したも

のを提出してください。

なお、外国の短期大学等を卒業（見込み）の方で、推薦書が日本語以外で記載さ

れたものについては、日本語訳を添えて提出してください。

本学所定の様式「自己アピール文」を使用し、出願者自筆のものに限ります。

日本語を母語としない方は、①②③いずれかの書類を提出してください。

なお、原本を当日持参し、面接時に提出してください。

（※出願時までに、取得したものに限ります。）

(注)１.「推薦書」（PDF）、「自己アピール文」（PDF）、「夜間特別枠希望理由書」（PDF）の書式については、九州産業大学ホー

ムページ＞入試情報＞募集要項ダウンロード＞その他資料やフォームから印刷可能です。

２.No.2とNo.3は単位読替の際に提出してください。

３.特別履修生、科目等履修生、研究生、高大連携により単位を修得された方は、その成績証明書及びシラバス

を併せて提出してください。

自己アピール文

顔 写 真
(タテ4cm×ヨコ3cm)

最終在籍学校
の成績証明書

講 義 要 目
(シラバス)

推 薦 書

日本語能力を
証明するもの

(１)出願は、スマートフォンやパソコンからインターネットを使用して出願してください。

(２)入力時に必要となるパスワードは、単位読替後に出願時に必要な「パスワード」をお知らせします。

(３)入学検定料：３２,０００円（九州産業大学造形短期大学部卒業（見込み）者の入学検定料は１８,０００円）

(４)出願書類は、市販の角形2号(A4)封筒に入れ、必ず書留速達で郵送してください。

(５)インターネット出願手続きについては、右図のＱＲコードまたは下記URLを参照してください。

   （URL）https://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/ebook/

(６)出願書類は、次のとおりです。

①財団法人日本国際教育支援協会「日本語能力試験２級（N２レベル以上）」の合

格を証明する書類の写しもしくは独立行政法人日本学生支援機構実施「日本

留学試験」(2022 年度 )の「日本語（読解・聴解・聴読解）」で220点以上取得し

た事を証明する成績通知書の写し。

②過去２年の「日本語能力検定試験」もしくは「日本留学試験」において基準を

超えている、または基準に近い点数を獲得したことを証明する書類の写し。

③「日本語能力試験」もしくは「日本留学試験」以外の本学が推奨する試験等

(2022年実施）において相当する点数を獲得したことを証明する書類の写し。

本学所定の様式「作品評価表」を使用し、推薦指導教員が作成したものを試験当日に
作品と一緒に持参のうえ、提出してください。

本学所定の「夜間特別枠希望理由書」を使用し、出願者の自筆のものを提出してください。

作品評価表

夜間特別枠
希望理由書

(地域づくり学科夜間

 特別枠希望者のみ)

（QRコード）

7．出願手続き
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〈受験上の注意〉

受験上の注意および免責事項（新型コロナウイルス感染症罹患等による追試験について含む）

①鉛筆

②消し具（消しゴム、練り消しゴムなど）　

③680㎜×535㎜のカルトンまたは画板など

④クリップまたは画鋲など

（カルトンや画板にデッサン紙を固定するもの）

⑤スプレー定着液（フィクサチーフ）

①カッターナイフなど

②はかり棒やデスケルなど

③擦筆、ガーゼなど

必ず持参するもの 必要に応じて持参するもの

上記、持参するものを忘れた受験生に対し、貸し出しは一切行いません。

９. Web 受験票の印刷

(１)出願受付完了後にUCARO受験一覧の「受験票・受験番号照会」より、受験票(PDF形式)を印刷してください。
なお、出願直後に「受験票」が表示されることはありません。出願書類を精査後に入試３日前を目処に
表示いたします。

　　※受験票の郵送は行いません。
　　※出願書類に不備がある場合は、受験票の発行はできません。
(２)インターネット出願で出願登録した内容と受験票の内容が異なる場合は、九州産業大学入試課

(TEL:092-673-5550)までお問い合わせください。
(３)顔写真は、出願書類とは別に出願前３ヵ月以内に撮影した上半身正面脱帽で背景のない明瞭なもの

（白黒・カラー自由）を試験当日持参してください。写真の裏面には、受験番号、氏名を記入してください。

(１)試験当日は、印刷した受験票および顔写真を必ず持参してください。試験当日、受験票または顔写真
を忘れた場合は、ただちに試験本部に申し出てください。

(１)出願書類は、不足または不備がある場合は受付できません。募集要項を参照し、必ず確認のうえ出願
してください。

(２)出願後の志望学部・学科（学系・コース・専攻）等の変更は一切認めません。
　　また、一度受け付けた書類は返却いたしません。

(３)理工学部および建築年工学部のJABEE認定プログラムのコースを希望する場合は、入試課(TEL:092-673-5550)
までご連絡ください

(３)試験開始後20分以上遅刻した場合は、受験することができません。

(２)午前９時30分までに指定の試験場に入室し、自分の受験番号の席に着席してください。

(４)公共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。

(６)携帯電話や音の出る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、カバン等に納めてく
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)机の上には、「受験票」「黒鉛筆・シャープペンシル」「消しゴム」「時計（時間機能だけのもの）」以外
の携帯品をおいてはいけません。ただし、ティッシュを使用する場合は、袋から中身を出して使用し
てください。　

(７)定規、コンパス、下敷き、電卓類、ボールペン等の使用は認めません。

　　ただし、芸術学部（鉛筆デッサン３h）を選択した受験生は、次のものを持参してください。

(８)試験時間終了までは退出できません。

(９)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。

(10)試験場においては、係員の指示に従ってください。

(11)試験当日は、弁当等を持参することをおすすめします。

(12)本学試験会場へは、原則として公共の交通機関を利用してください。

(13)受験に際し、疾病や障がい等のために、受験上の配慮を必要とする場合は、各入試の出願に先立ち、

　　入試課までご相談ください。

　　ご相談の内容は受験上の配慮について確認するものであり合否判定とは一切関係ありません。

　　※ご相談がない場合や内容によっては配慮できないことがあります。

　　※出願後の不慮の事故等により特別な配慮が必要となった場合は、早急に入試課までご相談ください。
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(１)不可抗力による事故等について
　　台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、停電、その他不可抗力による事故等や交通機

関の乱れが発生した場合、試験開始時刻の繰下げ、試験の延期等の対応措置をとることがありま
す。ただし、それに伴う受験者の不便、費用、その他の個人的損害については何ら責任を負いま
せん。

(２)感染症罹患した場合等について
　　学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹等）に罹患し

治癒していない場合、他の受験生や監督員等への感染の恐れがあるため、受験をご遠慮ください。
また受験をご遠慮するなどで欠席した場合でも、追試験の実施や入学検定料の返還は行いません。

〈免責事項〉

11．入学試験当日における対応

(１)不測の事態（地震などの自然災害や火災、停電、公共交通機関の遅延等）の発生により、試験開始時刻の

繰り下げや正規の試験時間を確保するための試験時間の延長、それらを理由とした休憩時間の調整な

どの措置をとることがあります。

(２) その他緊急の対応を必要とする事項などにつきましては、その詳細を本学ホームページに掲載します。

また、試験当日の緊急連絡等については、出願前に登録いただいたメールアドレスに送信する場合が

あります。

(３)新型コロナウイルス感染症罹患等による追試験について
　　受験者本人が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、または濃厚接触者として隔離等の措置

により受験できない場合は追試験を受験することができます。追試験の詳細については最終ページ
でご確認ください。

　(１)次のことをすると不正行為になります。不正行為を行った場合は、その場で受験の中止と退室を指示

      され、それ以後の受験はできなくなります。また、全ての教科・科目の成績を無効とします。

　(ア)志願票、受験票、解答用紙へ故意に虚偽の記入（受験票に本人以外の写真を貼ることや解答用紙

      に本人以外の氏名・受験番号を記入するなど。）をすること。

　(イ)カンニング（試験の教科・科目に関するメモやコピーなどを机上等に置いたり見たりすること、

      参考書の内容や他の受験者の解答等を見ること、他の人から答えを教わることなど。）をすること。

　(ウ)他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。

　(エ)配付された問題冊子を、その試験が終了する前に試験室から持ち出すこと。

　(オ)解答用紙を試験室から持ち出すこと。

　(カ)「解答はじめ。」の指示前に、問題冊子を開いたり解答を始めること。

　(キ)試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子

      機器類を使用すること。

　(ク)試験時間中に、指定された文具以外を使用すること。

　(ケ)「解答やめ。鉛筆や消しゴムを置いて問題冊子を閉じてください。」の指示等に従わず、鉛筆や

      消しゴムを持っていたり解答を続けること。

　(２)上記(１)以外にも、次のことをすると、不正行為となることがあります。指示に従わず、不正行為と

      認定された場合の取り扱いは、⑴と同様です。

　(ア)試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の電子機器類や電卓等の補助具、

      参考書をかばん等にしまわず、身に付けていたり手に持っていること。

　(イ)試験時間中に、携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・振動音など）を長時間鳴らすなど、

      試験の進行に影響を与えること。

　(ウ)試験に関することについて、自身や他の受験者を利するような虚偽の申出をすること。

　(エ)試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。

　(オ)試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。

　(カ)その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

12.不正行為について
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　(１)選考結果は、インターネット上の「UCARO」で合否照会と合格通知書の印刷ができます。

合格通知書等は発送しません。

　(２)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。

　(３)学内での掲示による発表は行いません。

13.合格発表

14．入学手続き

(２)入学手続期間

　①入学手続期間は次のとおりです。

　②納付金額については、「１５.入学金・修学費および委託徴収金」を参照してください。

(３)入学手続きに必要な書類

　　①　最終学校卒業証明書または退学証明書（卒業見込み証明書は不可）
　令和５年３月９日(木)までに送付してください。３月９日以降に卒業する者は、出身学校の卒業式
　終了後、至急送付してください。

　　②　最終学校成績証明書
　令和５年３月９日(木)までに送付してください。３月９日以降に卒業する者は、出身学校の卒業式
　終了後、至急送付してください。

(５)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　行　(TEL:092-673-5550)

（注）入学金および修学費等納付金は、上記納付期限までにお支払いください。

試験区分

造形短期大学部学長推薦編入学選抜

推薦編入学選抜

一般編入学選抜

社会人編入学選抜

※上記①～②の書類を指定の期日までに提出できない場合は、必ず事前に入試課へ連絡し、必ず
　令和５年３月22日(水)までに、送付してください。

(４)入学手続完了後やむを得ない事情により本学入学を辞退する場合は、令和５年３月31日(金)17時<必着>

　　までに所定の手続きを完了すれば、納付金(授業料、教育充実費、委託徴収金)を返付いたします。

　　なお、提出期限後は一切受付できません。

　　合格者は、定められた期日までに入学手続を完了してください。入学手続完了とは、㋑入学金および修

学費等納付、㋺入学手続登録すべてが完了したことをいいます。定められた期日までに入学手続を完了

しない場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。

(１)

令和５年２月22日㈬

令和４年12月１日㈭

合格発表日

〈入学金納付〉

令和５年３月２日㈭
15：00まで

〈修学費および委託徴収金納付〉

令和５年３月９日㈭
15：00まで

入学手続期限

令和５年１月13日㈮
15：00まで

※入試ガイドP15「インターネット出願の流れ」　合格発表を確認してください15
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15．入学金・修学費および委託徴収金

（単位：円）

種別

学部
国際文化
学部

人間科学部
経済学部 商学部

地域共創学部
理工学部 生命科

学部
建築都市
工学部 芸術学部

臨床心理
学科

子ども教育
学科

スポーツ
健康科学科

観光学科
地域づくり学科

地域づくり学科
（夜間特別枠）

授業料 690,000 680,000 740,000 770,000 690,000 690,000 690,000 340,000 890,000 890,000 890,000 950,000

教育充実費 170,000 190,000 270,000 360,000 170,000 170,000 170,000 80,000 420,000 440,000 400,000 450,000

計 860,000 870,000 1,010,000 1,130,000 860,000 860,000 860,000 420,000 1,310,000 1,330,000 1,290,000 1,400,000

（単位：円）

種別　

学部
国際文化
学部

人間科学部
経済学部 商学部

地域共創学部
理工学部 生命科

学部
建築都市
工学部 芸術学部

臨床心理
学科

子ども
教育学科

スポーツ
健康科学科

観光学科
地域づくり学科

地域づくり学科
（夜間特別枠）

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 1,000 1,000 1,000 1,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,000 8,000 8,000 8,000 8,000

（注）１．学生教育研究災害傷害保険料は、保険期間の2年分を入学時に一括納付。　　２．アルバム代金、同窓会費、卒業記念事業費は、４年次のみ納付。　　

（単位：円）

種別　　

学部
国際文化
学部

人間科学部
経済学部 商学部

地域共創学部
理工学部 生命科

学部
建築都市
工学部 芸術学部

臨床心理
学科

子ども
教育学科

スポーツ
健康科学科

観光学科
地域づくり学科

地域づくり学科
（夜間特別枠）

1,075,000 1,085,000 1,225,000 1,345,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 493,350 1,615,000

645,000 650,000 720,000 780,000 645,000 645,000 645,000 283,350 915,000

全納 年間納付額

分納
第１回納付額

第２回納付額 430,000 435,000 505,000 565,000 430,000 430,000 430,000 210,000

1,525,000

870,000

655,000

1,545,000

880,000

665,000

1,505,000

860,000

645,000 700,000

（注）九州産業大学短形短期大学部卒業（見込み）者は、入学金を徴収いたしません。

（注）１．入学年度年間納付額は、入学金・修学費・委託徴収金の合計額。　　２．第１回納付額は、入学金・年間授業料の半額・年間教育充実費の半額・委託徴収金の合計額。

３．第２回納付額は、年間授業料の半額・年間教育充実費の半額の合計額で、納付期限は１０月中旬。

（単位：円）

種別

学部
国際文化
学部

人間科学部
経済学部 商学部

地域共創学部
理工学部 生命科

学部
建築都市
工学部 芸術学部

臨床心理
学科

子ども
教育学科

スポーツ
健康科学科

観光学科
地域づくり学科

地域づくり学科
（夜間特別枠）

修学費および
委託徴収金の
合計

908,000 918,000 1,058,000 1,178,000 908,000 908,000 908,000 467,000 1,358,000 1,578,000 1,338,000 1,448,000

（注）１．修学費は、所定の期日までに納付しなければなりません。なお、修学費は、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。
　　上記の金額は、令和５年度入学者適用金額です。
３．納付金額は編入する年次により、異なる場合があります。

（単位：円）

種別

学部 国際文化
学部

人間科学部
経済学部 商学部

地域共創学部
理工学部 生命科

学部
建築都市
工学部 芸術学部

臨床心理
学科

子ども教育
学科

スポーツ
健康科学科

観光学科
地域づくり学科

地域づくり学科
（夜間特別枠）

入学金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 60,000 200,000 200,000 200,000 200,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 13,200 15,000 15,000 15,000 15,000

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

9,000

時
学
入 学友会入会金

学生教育研究
災害傷害保険料

度
年
毎

学友会費

後援会費

入学年度合計

次
年
４

同窓会費

卒業記念事業費

アルバム代金 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

3委託徴収金

4納付区分（3年次編入）（2年次編入となった際は別途通知します。）

54年次納付額

2修学費

1入学金

− 14 −



16．試験場案内

試　験　場

九州産業大学

電話番号

０９２－６７３－５５５０（入試課直通）福岡市東区松香台２－３－１

所　在　地

天神

博多駅

中洲

香椎東香椎東

九州産業大学

香椎東

県

■交通案内図

百
道
ラ
ン
プ

姪浜

西新

大濠公園

至佐賀

福岡都市高速道路

博多湾

天神

中州
川端

博多駅

九産大前

西鉄香椎

名島

貝塚

貝塚ランプ

九州産業大学
南口

香椎東
ランプ

香椎

千早
箱崎

吉塚

至北九州

福岡インター

粕屋
ランプ

空港口
ランプ

福岡空港

福岡空港

九州自動車道

太宰府インター

国道３号線

至北九州

博多駅東
ランプ

至熊本

福
岡
タ
ワ
ー

九州産業大学

天
神
北
ラ
ン
プ

千
代
県
庁
口

東
比
恵

鹿
児
島
本
線

J
R

●JR鹿児島本線「九州産業駅」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

●西鉄バス「唐の原」下車　　　　　　徒歩２分

JR線

西鉄貝塚線

西鉄バス

市営地下鉄

守

8 号館

3号館

学生食堂
1号館1階

九州産業大学
南口バス停

本  館

1 号館

2号館

正門

キャリア支援
センター

J R 鹿 児 島 本 線

九州産業大学前バス停

国道 495 号線

図書館

学生食堂
中央会館 1階

柿右衛門様式窯
( 構築物 )

( 美術館 )

(アートギャラリー )

20 号館 A

20 号館 B

19 号館

16 号館

15 号館
18 号館

工房棟

至 西 戸 崎 北門 守

中央会館

至 小 倉

九産大前
駅

唐の原
バス停

17 号館
23 号館

窯駐車場

駐車場

駐輪場

国 

道 

３ 

号 

線

至  

福  

岡

駐輪場

駐
輪
場

試験会場
案内図設置場所 試験会場

案内図設置場所

ゴルフ練習場
テニスコート

10号館
11号館

9号館

7号館

競技場倉庫

陸上競技場

球技場

学友会棟学友会棟北駐車場

22号館

12号館

駐車場

駐車場

大楠
アリーナ
2020

オープン
イノベーションセンター

■学内案内図
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受　験
番　号 ７

※この欄は記入しないこと。

（推薦編入学選抜）

志望する学部を○で囲んでください。

  国際文化学部 ・人間科学部 ・ 経済学部 ・ 商学部 ・ 地域共創学部 ・

  理工学部 ・ 生命科学部 ・ 建築都市工学部 ・ 芸術学部

志 望
学 部

推　　薦　　書

令和 年 月 日

九州産業大学長　殿

学 校 名

学 校 長 名

所 在 地

下記学生を貴大学推薦編入学選抜志願者として適格と認め推薦いたします。

記

以上

氏名
フリガナ

（令和５年度）

印





※この欄は記入しないこと。

専攻

令和

選抜

（令和５年度）

貴大学推薦編入学選抜募集要項の出願資格に基づき、次の者を適格と認め、ここに推薦します。

九州産業大学造形短期大学部

所在地　福岡市東区松香台２-３-１

学　長

学科芸術学部





【裏面あり】

200

400

600

九州産業大学長  殿

　　　　 年　　 月　　 日

志 望 学 部
学 　 　 科

短期大学等名

フリガナ

氏　　名

生年月日 年 月 日生

【自己アピール文】

「入学後の抱負」を含めて800字以内〔楷書（横書き）〕で記入してください。

●すべて自筆（ペンまたはボールペン）で記入してください。

受　験
番　号 ７

※この欄は記入しないこと。

（編入学選抜）

学部 学科

学系・コース・専攻

（令和５年度）



700

800

600



寸法

※この欄は記入しないこと。（令和５年度）

選抜

志望学部・
学科（専攻）

志 願 者 氏 名

作 品 題 名

制 作 期 間

評 価 欄





○新型コロナウイルス感染症罹患等による追試験について

　新型コロナウイルス感染症罹患等により受験できない場合は、診断書等をご準備の上、追試験の
　申請を行ってください。

※申請については、最初に九州産業大学入試課までお問い合わせください。(TEL:092-673-5550)

試験種別 追試験日程 試験内容 合格発表日 申請締切日

編入学選抜

（推薦、造形短期大

学部学長推薦）

令和４年11月20日（日）

17:00
変更なし令和４年12月10日（土） 令和４年12月19日（月）

編入学選抜
（一般） 令和５年１月21日（土）

17:00

面接と口頭試問

変更なし

令和５年３月８日（水） 令和５年３月17日（金）

（社会人）



九州産業大学入試課
〒813-8503 福岡市東区松香台二丁目3番1号

TEL 092-673-5550（直通） 　FAX 092-673-5988（直通）

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。

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

●入試のお問い合わせ先


