
2023 年度 福岡工業大学 

外国人留学生選抜 実施要項 

１ 募集人員（各学科若干名） 

☆入学生（1年次）及び編入学生（3年次）

【工学部】電子情報工学科 生命環境化学科 知能機械工学科 電気工学科

【情報工学部】情報工学科 情報通信工学科 情報ｼｽﾃﾑ工学科 ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科

【社会環境学部】社会環境学科

※工学部･情報工学部の編入学の場合、単位認定の都合で 1年次入学または 2年次編入学となる場合

があります。

２ 出願資格 日本国籍を有しない者で、以下の条件を満たす者 

  【工学部・情報工学部】 

2022年度日本留学試験の「日本語」、「理科（出題言語は日本語）」、「数学（コース 2）（出題言語

は日本語）」を受験している者で、下記 入学生・編入学生 の条件のうち、いずれか１つを満たし

ている者。 

【社会環境学部】 

2022年度日本留学試験の「日本語」、「総合科目（出題言語は日本語）」を受験している者で、 

下記 入学生・編入学生の条件のうち、いずれか１つを満たしている者。 

◆入学生

(1)外国において、学校教育における 12年に相当する教育課程を修了した者（終了見込みを含む）、

またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 

(2)文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者

(3)文部科学大臣の指定した者

(4)スイス民法典に基づく財団法人国際バカロレア資格を有する者

(5)ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者

(6)文部科学省の高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者

(7)その他本学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

◆編入学生

編入前の大学において取得した単位の確認が必要になります。事前にお問い合わせください。 

(1)外国において、学校教育における 14年に相当する教育課程を修了した者(終了見込みを含む)、

またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

(2)文部科学大臣の指定した者

(3)その他本学において、短大を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
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３ 願書受付期間 

2023年 1月 6日（金） ～ 1月 12日（木）   必着 

 

４ 出願手続き 

志願者は下記の出願書類及び受験料を所定の期日までに提出してください。 

(1)入学願書                         【様式 1】 

(2)履歴書 （日本語学校等も記入）              【様式 2】 

(3)在学中の学費ならびに生活費を負担する者の承諾書      【様式 3】 

(4)日本語作文                        【様式 4】 

(5)高等学校以上最終学歴までの卒業証明書 

(6)高等学校以上最終学歴までの成績証明書 

(7)日本留学試験成績通知書のコピー (A4) 

(8)受験料   30,000円  （一旦納入した受験料は返却しない。） 

 ※郵便為替を無記名のまま同封ください。 ただし、大学へ持参する場合は現金納付可。 

 ※日本国外からの送金については事前にメールでご相談ください。 

 ●（1）、（2）、（3）、（4）の出願書類はホームページからダウンロードできます。 

 

５ 選考方法 

 志願者の入学または編入学の選考は、出願書類の審査、日本留学試験（理系または文系）の得点及び面

接の評価で行います。 

◇試験日時          2023年 1 月 27日（金） 

                      面接 14：00 ～    （面接は志望学科において行います。）  

◇試験場      本学 

※編入学の年次は、認定科目の単位数で決められます。 

 

６ 合否の通知 

◇合格発表   2023年 2 月 13日 （月）午後 

  合格者には、合格通知及び入学手続書類一式を、志願票に記入された住所に郵送します。 

また、合格者受験番号表を本学のホームページ上で公開します。 

★ http://www.fit.ac.jp/ 

 

７ 入学手続き 

   合格通知書を受け取った者は 2023年 2月 17日（金）までに入学手続き書類及び入学金を納入し、入

学手続きを済ませてください。  

その他の書類の提出および授業料等学納金（前後期分納可）の納入は 2023年 3月 15日（水）までに

完了してください。 

 

※ 入学許可証は授業料（前期分）を納入し、申請した者に発行します。 
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８ 納入金 

【工学部・情報工学部】                        （単位：円） 

 入学金 授業料 施設設備費 実験実習費 図書費 学生厚生費 学生諸費 合  計 

入学生 200,000 895,000 270,000 90,000 10,000 20,000 81,300 1,566,300 

3年次編入生 200,000 895,000 270,000 90,000 10,000 20,000 55,750 1,540,750 

 

【社会環境学部】                           （単位：円） 

 入学金 授業料 施設設備費 実験実習費 図書費 学生厚生費 学生諸費 合  計 

入学生 200,000 705,000 170,000 - 10,000 20,000 81,300 1,186,300 

3年次編入生 200,000 705,000 170,000 - 10,000 20,000 55,750 1,160,750 

 

◇ 入学金・授業料等とも納入期限後はいかなる理由があっても受付いたしませんのでご注意ください。 

◇ 入学を辞退する場合は定められた期日までに「入学辞退届」を提出ください。 

◇ 入学生の納入金額は 2022 年度を示しています。2023 年度は変更になることがあります。 

◇ 私費留学生の授業料半額免除について 

   本学では、出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「留学」という在留資格により、本学に入学 

し教育を受ける外国人留学生に対し、2 年次以降成績優秀者に「授業料半額免除制度」があります。 

詳細は、学生課（092-606-0654）へお尋ねください。 

 

９ 注意事項 

 出願書類の願書、履歴書、日本語作文は必ず志願者自身が書いてください。 

日本国外居住者の在留資格認定証明書の申請については、必要があれば入学手続時にご相談ください。 

 

［入試の最新情報について］ 

入試に関する情報については、昨今の情勢を見て変更する場合があります。最新の情報については、大学の  

ホームページにて確認してください。 

■福岡工業大学入試情報 … https://www.fit.ac.jp/nyushi/ 

 

 

《 書類提出及び問い合わせ先 》 

福岡工業大学   入試課 

〒811-0295   福岡市東区和白東 3丁目 30番 1号 

             TEL 092-606-0634 (直)  FAX 092-606-7895    

                          E-MAIL: nyushi@fit.ac.jp 

  Department of Admission 

        Fukuoka Institute of Technology 

         3-30-1，Wajiro-Higashi，Higashi-ku，Fukuoka， 

         811-0295  JAPAN 
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                2023 年度 福岡工業大学            【様式１】 
外国人留学生入学選抜 入学願書 

APPLICATION FOR ADMISSION TO FUKUOKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 
記入上の注意：志願者自身が日本語または英語で記入すること。 
N．B．： Entries must be filled out in Japanese or English by the applicant him/herself. 
 

             ↓どちらかに◯印をつけてください 

志望学科 
Desired Department 

入学生 
志望学科   ： 
 

編入学生 
志望学科   ： 
 

 

試験の種別 
Kind of Examination 

受験年度 
Year of Taking the Examination 

受験番号 
Examinee's Number 

日本留学試験（EJU） 
□ 日本語 
□ 理科（出題言語：日本語） 
□ 総合科目（出題言語：日本語） 
□ 数学（コース２） 

（出題言語：日本語） 

年   
（year）   

A．6 月   B．11 月 
 

 
 FUKUOKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

                     

フリガナ  
氏 名 

Full Name 
 

ローマ字 
In Roman Letters 

 

国 籍 
Nationality 

 

生年月日 
Date of Birth 

       年     月     日 
（year）   （month）   （day） 

性 別 
Sex 

男      女 
Male     Female 

現住所 
Present Address 

※海外在住者は 
アルファベットにて記載 

〒  

電話 
Phone 

 Email Address 

写 真 
Photo 

 
 

（4cm×3cm） 
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 履 歴 書                 【様式 2】 
PERSONAL HISTORY 

 
記入上の注意：小学校から始めて、すべての履歴を年代順に記入すること 
N．B．： List， in chronological order， all your background starting with elementary school. 

学校名およびその他 
Name of School and others 

所在地 
Location 

期間 
Period of Attendance 

  
年   月～  年   月 

（year）（month）（year）（month） 

  
年   月～  年   月 

（year）（month）（year）（month） 

  
年   月～  年   月 

（year）（month）（year）（month） 

  
年   月～  年   月 

（year）（month）（year）（month） 

  
年   月～  年   月 

（year）（month）（year）（month） 

  
年   月～  年   月 

（year）（month）（year）（month） 

  
年   月～  年   月 

（year）（month）（year）（month） 

 
       在学中の学費ならびに生活費を負担する者の承諾書       【様式 3】 
LETTER OF CONSENT ISSUED BY THE PERSON WHO PAYS SCHOOL AND LIVING EXPENSES 

上記志願者の福岡工業大学に在学中の学費及び生活費を負担することを承諾します。 
I consent to pay the above mentioned applicant's school and living expenses while he/she stays at 
Fukuoka Institute of Technology as a Foreign Student． 
氏名 
Full Name 

署名 
Signature 

住所 
Address 

電話 
Phone 

勤務先 
Employer 

地位 
Position 

勤務先住所 
Location 

電話 
Phone 

本人との関係 
Relationship to the Student 

日付 
Date 

 
FUKUOKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
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                     日本語作文                【様式 4】 
JAPANESE COMPOSITION 

 

記入上の注意：下記のテーマについて志願者の自筆によって作文すること。 
N．B．： A composition must be handwritten by the applicant him/herself on the following theme.

 No.1 
氏  名 

Full Name 
 

【 テーマ 】  私が福岡工業大学を志望した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUKUOKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

6



No.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUKUOKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
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