
2023年度 入学者選抜試験

種別 エントリー期間 事前面談期間 出願期間 試験日 合格発表

前期

中期

後期

  8月16日|火|～   8月31日|水|

11月  1日|火|～ 11月15日|火|

12月  1日|木|～ 12月15日|木|

   9月15日|木|～    9月30日|金|

11月24日|木|～ 12月   5日|月|  必着

   1月   6日|金|～    1月26日|木|

10月15日|土|

12月10日|土|

   2月   5日|日|

11月   1日|火|

12月21日|水|

  2月22日|水|

試験会場

本学 おばせキャンパス：工学部

本学 小倉キャンパス：デザイン学部

手続締切

<一次>12月  9日|金|　<二次>  1月27日|金|

<一次>  1月13日|金|　<二次>  1月27日|金|  

<一次>   3月   9日|木|　<二次>  3月20日|月|

総合型選抜　　　　　　　　　　　　｜総合･多様型選抜

● 総合システム工学科・建築学科　＝　数学Ⅰ  /  試験時間：60分（1科目）　　　● 情報デザイン学科　＝　数学Ⅰ・小論文から1科目選択  /  試験時間：60分（1科目）
● 出願前に事前エントリーした後、アドミッションオフィサーと面談　　● 本学が指定する「模擬講義動画（オンライン）」を受講後、「自己エントリー」を入力　　　● 調査書　　● 面接

基礎学力検査
評  価  項  目

2023年

種別 出願期間 試験日 合格発表

前期

後期

11月  1日|火|～ 11月10日|木|

   1月  6日|金|～   1月26日|木|

11月19日|土|

   2月   5日|日|

   12月  1日|木|

    2月22日|水|

学校推薦型選抜　※奨学生制度あり　　　　｜ 指定校推薦選抜　｜ものづくり推薦選抜　｜デザイン推薦選抜

● 総合システム工学科・建築学科　＝　数学Ⅰ  /  試験時間：60分（1科目）　　　● 情報デザイン学科　＝　数学Ⅰ・小論文から1科目選択  /  試験時間：60分（1科目）

●本学が指定する「模擬講義動画（オンライン）」を受講後、「自己エントリー」を入力　 　● 推薦書、調査書、学習成績の状況3.0以上（指定校推薦は3.2以上）　
● 指定校：面接　　● ものづくり推薦：資格取得証明や大会に関する書類など提出、プレゼンテーション　　● デザイン推薦：ポートフォリオなど提出、プレゼンテーション

基礎学力検査
評  価  項  目

2023年

指定校推薦選抜 / 一般推薦選抜｜特別奨学生選抜
   奨学生選抜は2月5日|日|に『学力試験』を実施
　● 数学  ：  数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ(「ベクトル」「数列」)
　● 英語  ：  コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

合否判定は
基礎学力検査
で選考

種別 出願期間 試験日 合格発表

前期

後期

2月  4日|土|・2月  5日|日|

3月  8日|水|

2月22日|水|

3月17日|金|

一般選抜　※奨学生制度あり　　

学力試験において「数学」「英語」の2教科を選択し受験した方で、成績上位
者は授業料が減免となる特別奨学生または奨学生（就学サポート）として採
用します。

一般選抜｜特別奨学生選抜

2023年

① 数学  ：  数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ(「ベクトル」「数列」)　② 英語  ：  コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ  /  試験時間：各60分（2教科）
※情報デザイン学科は ①数学　②英語　③小論文（①②③から2教科選択）　　※「小論文」を選択した場合は、特別奨学生選抜の対象者として選考されません。

● 自己エントリー　　● 調査書　　◎ 面接は「筆記＋面接型」の受験者のみ　　※前期の試験日は出願時に選択（両日とも受験することも可能）

学  力  試  験

評  価  項  目

種別 出願期間 試験日 合格発表

前期

後期

  1月  6日|金|～  2月  2日|木|  必着

  2月22日|水|～  3月  2日|木|  必着

1月14日|土|・1月15日|日|
※共通テスト

2月22日|水|

3月17日|金|

<一次>   3月   9日|木|　<二次>  3月20日|月|

　　　　　　　3月24日|金|

大学入学共通テスト利用一般選抜　※奨学生制度あり　　

成績上位者は、授業料が減免となる特別奨学生または奨学生（就学サポー
ト）として採用いたします。（志望学部を問わず、数学と他高得点2教科
［計3教科］で選考します。）

共通テスト利用｜特別奨学生選抜

大学入学共通テストの総点で選考　　◎ 工学部＝数学(必須)、他高得点2教科　　◎ デザイン学部＝高得点3教科　＜配点：3教科300点＞学  力  試  験 ● 自己エントリー　　● 調査書　　評  価  項  目

2023年

※大学独自の個別試験は課しません。

種別 出願期間 試験日 合格発表

― 11月24日|木|～ 12月  5日|月|必着 12月10日|土|   12月21日|水|

学校推薦型選抜　※奨学生制度あり　　　　｜ 一般推薦選抜　｜スポーツ推薦選抜　

● 総合システム工学科・建築学科　＝　数学Ⅰ  /  試験時間：60分（1科目）　　　● 情報デザイン学科　＝　数学Ⅰ・小論文から1科目選択  /  試験時間：60分（1科目）

● 本学が指定する「模擬講義動画（オンライン）」を受講後、「自己エントリー」を入力（※模擬講義受講はスポーツ推薦選抜のみ）　 ● 推薦書、調査書、学習成績の状況3.0以上　　● 面接

基礎学力検査
評  価  項  目

    || スポーツ推薦選抜 対象種目 ||　※実技評価あり

　硬式野球、バレーボール、バドミントン、サッカー、卓球、ソフトテニス、弓道

手続締切

手続締切

手続締切

手続締切

試験会場

試験会場

試験会場

<一次>12月  9日|金|　<二次>  1月27日|金|

<一次>   3月   9日|木|　<二次>  3月20日|月|

<一次>  1月13日|金|　<二次>  1月27日|金|  

<一次>   3月   9日|木|　<二次>  3月20日|月|

　　　　　　　3月24日|金|

本学 おばせキャンパス：工学部　　本学 小倉キャンパス：デザイン学部

那覇（11月19日、2月5日）　博多（2月5日）　山口（2月5日）　大分（2月5日）

本学 おばせキャンパス：工学部　　本学 小倉キャンパス：デザイン学部

本学 おばせキャンパス：工学部　　本学 小倉キャンパス：デザイン学部

博多（2月5日）　山口（2月5日）　大分（2月5日）　那覇（2月5日）　

※那覇・博多・山口・大分会場は指定校推薦選抜のみ実施

  8月24日|水|～    9月10日|土|

11月   9日|水|～ 11月19日|土|

12月   7日|水|～ 12月17日|土|

　　　　　　　　［2022年7月30日作成］
　変更になる場合がありますので詳細は
　入学者選抜試験要項をご確認ください

  1月  6日|金|～  1月26日|木|  　 

  2月22日|水|～  3月  2日|木| 必着

※一般推薦選抜の特別奨学生選抜（試験日：2 月5 日）は開催されるすべての試験会場から選択可


