
オープンキャンパス参加者だけ
オープンキャンパス参加者だけ

特典も盛りだくさん！
特典も盛りだくさん！ オープンキャンパスの日程は

学校案内パンフレットまたは
ホームページにてご確認ください。

県名 エリア 金額 県名 エリア 金額

福　岡
福岡市 1,000円

熊　本

熊本県 5,000円

福岡県 2,000円 人吉・水俣 10,000円

佐　賀 佐賀県 3,000円 天草 10,000円

長　崎

長崎県 5,000円
鹿児島

鹿児島県 10,000円

壱岐・平戸 8,000円 鹿児島県離島 15,000円

対馬・五島 13,000円 沖　縄 沖縄県 15,000円

大　分

大分県 5,000円 山　口 山口県 6,000円

日田 3,000円 広　島 広島県 10,000円

佐伯・竹田 8,000円 島　根 島根県 10,000円

宮　崎 宮崎県 10,000円 その他 その他 10,000円

※オープンキャンパス参加予約が必要です。（前日までに要予約）

◎生徒手帳など、本人確認の提示が必要です。

現役高校生に交通費を一部支給

成績優秀特待生試験の過去問題プレゼント特典

02

フチガミオリジナルグッズプレゼント特典

03

入学選考料が 一部免除に！特典

01

入学選考料免除【最大20,000円免除】
●来校型オープンキャンパス
　本人参加（1回）　　　：10,000円免除 ※最大2回まで
　保護者参加（1回のみ）：10,000円免除 ※1回のみ

●オンラインオープンキャンパス
　本人（1回のみ）：10,000円免除

参加者全員に入学選考料が一部免除に、一般入学の面接が免
除になる『エデュケーションカード』をプレゼント！オープ
ンキャンパスに参加するだけでとってもお得な特典GET！

入寮体験宿泊プランあり（要電話予約）
※オープンキャンパス参加予約が必要です。（要電話予約）
※オープンキャンパス開催日当日、または前日に宿泊が可能です。

1泊2日・朝夕の食事付き



入学希望学科
決　定

出願方法
決　定

出　願

選　考

合否通知
（2 週間以内）

入学金・学費等 
振込・入学手続

教材費・入学式
案　内

教材費振込
（2 月～ 3 月）

入　学
（4 月）

設置学科

診療情報管理科（3年制） こどもみらい科（3年制）
医療秘書科（2年制）
医療事務科（1年制）

〈医療系〉 〈保育系〉

入学制度

●実教学園AO入学  P.03・04　　●指定校推薦入学  P.03　　●一般入学  P.03

出願方法

入学願書郵送
＊ 入学選考料は、指定の振込用紙、または銀行ATMからお支払いください。
　※振込用紙は、りそな銀行以外でも利用できます。
　※ゆうちょ銀行から現金でのお振込みはできません。 振込み可能な口座が必要です。
＊ 振込用紙の「振込金受取書」または振込証明書（ご利用明細書）のコピーを入学願書の裏面に貼付

してください。

入学願書持参
本校の窓口（入試課）にて受け付けます。
＊入学選考料は、入学願書提出時に窓口にてお支払いください。
　※学校休校日がございますので、予めご確認ください。

●入学金 50,000円 （全学科共通）

医療系 保育系

学　科

診療情報管理科
【職業実践専門課程】

３年制
30名・男女

医療秘書科
【職業実践専門課程】

２年制
30名・男女

医療事務科

１年制
20名・男女

こどもみらい科
【職業実践専門課程】

３年制
20名・男女

授業料 650,000円 600,000円 550,000円 330,000円

施設費 250,000円 250,000円 250,000円 200,000円

初年度
合　計 900,000円 850,000円 800,000円 530,000円　※1

2分割納入
550,000円 350,000円 550,000円 300,000円 500,000円 300,000円 350,000円 180,000円第１回

（入学手続時）
第２回
(7月）

教材費

1年目 約205,000円 約170,000円 約200,000円 約103,000円

2年目 約159,000円 約130,000円 ー 約54,000円

3年目 約196,000円 ー ー 約71,000円

診療情報管理科は、「日本福祉大学通信教育部」を併修することができ、在学中と卒業後を含めた4年間に大学の所定の単位を修得すれば、 
4年制大学卒業の学位である「学士」を取得できます。

542,800円
（4年間合計）

○年度、併修内容等により金額は異なります。　 ※学費は年度によって変更になる場合があります。
○ スクーリング受講、実習等にかかる交通費、宿泊費、食費等については別途各自負担となります。

こどもみらい科は、近畿大学九州短期大学通信教育部の同時入学が必須になります。3年間に所定の単位を修得すれば、『保育士・幼稚園教諭・ 
社会福祉主事任用資格』の資格を取得することができます。また短期大学の卒業資格「短期大学士」の称号を得ることができます。

１年次 ２年次 ３年次
281,200円 237,850円 143,203円

選考科・入学金・授業料 
教材費・スクーリング受講料等

授業料・教材費
実習費・スクーリング等

授業料・教材費・スクーリング
実習費・資格申請費・同窓会費等

662,253円
（3年間合計）

○年度、実習・教材費等により金額は異なります。　 ○入学時、進級時に本校よりご請求いたします。　 ○年度によって変動する場合があります。
○ スクーリング受講、実習等にかかる交通費、宿泊費、食費等については別途各自負担となります。 （2022年度）

こどもみらい科〔必修〕/（近畿大学九州短期大学通信教育部）
※1

診療情報管理科〔希望者のみ〕/（日本福祉大学通信教育部）

１．学費は年間一括全納を原則としますが、年2回の分納も可能です。
　　分納をご希望の方は、第1回支払の納入金を入学手続時にお支払いください。第2回納入期限は7月中旬です。
２．教材費（教科書代・材料費・実習費・研修費・行事費・同窓会費及び検定費等）は実費負担で、入学手続時、
　　進級時に別途納入いただきます。学科・コース・学年により金額は異なります。※年度により変動する場合があります。
３．授業料・施設費は、進級時にも納入していただきます。
　　止むを得ず、2023年3月18日(土)までに入学を辞退される場合は、
　　入学金以外の学費は返還いたします。なお、出願時の選考料及び
　　入学金については、いかなる場合も返還できません。

学
費
に
つ
い
て 　必修科目の検定費は、

　すべて教材費に含みます。

※詳しくは入試課までお問い合せください。

入学選考料
最大20,000円免除

オープンキャンパスのオープンキャンパスの
参加特典参加特典

（教材費；2022年度）

学費振込・入学手続　＊手続き等でご不明な点があればお問い合せください

合格者には合格書類を郵送いたします。
１． 合格者は、指定の期日（合格通知より2週間以内）までに最寄りの銀行にて学費等を納入してく

ださい。振込用紙は、りそな銀行以外でも利用できます。
　　＊ゆうちょ銀行から現金でのお振込みはできません。振込み可能な口座が必要です。

２． 銀行振込で学費等を納入した場合、銀行発行の振込金受取書をもって学費等領収証に代えます。

３． 指定の期日までに手続きが完了できない場合は、入学を取り消す場合があります。
　　＊手続きができない事情等がございましたら、
　　　入試課までご連絡ください。 Ｉ入 試 課 Ｉ  　　　0120-449-419

同時入学併修

出願から入学までの流れ 募集学科・学費

最大
20,000円
免除

実教学園AO入学
指定校推薦入学
一 般 入 学

0円 5,000円

フチガミ特待生制度
指定校推薦入学・
一般入学の希望者

※ 「指定校推薦入学・一般入学」の 
入学選考料は必要ありません

入学選考料について入学選考料について

入学選考料

20,000円
特待生選考料

25,000円
最大

20,000円
免除
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実教学園AO入学（高校3年生対象）

入学願書
出願資格

①本校を専願であること
②高等学校の3年生（2023年3月卒業見込）
③評定平均値3.0以上
④オープンキャンパスに参加しAO入学面談を受けて受験認定された方

入学選考料

出願書類 ○入学願書〔P.10〕　　　　○出身高等学校 調査書 ※調査書が間に合わない場合は、後日提出してください。
○実教学園AO入学 受験認定証　　　○1,000円分の切手

選考方法
○書類選考（出身高等学校 調査書）
○実教学園AO入学 志望理由書
○実教学園AO入学面談

「フチガミ特待生制度」、「フチガミサポート制度」は、利用できません。

特　典
診療情報管理科　学費150,000円免除　　医療事務科　　　学費  50,000円免除
医療秘書科　　　学費100,000円免除　　こどもみらい科　学費  50,000円免除

実教学園AO入学制度は、本校への入学を希望する志の高い方の意欲に応える特待生制度です（高校3年生対象）。
★「フチガミ特待生制度」、「フチガミサポート制度」との併用はできません。
※指定校推薦入学ではありません。

■本校が求める学生の人物像（アドミッション・ポリシー）
○本校の教育内容や教育方針をよく理解し、医療・福祉分野で活躍し、社会に貢献したいと強く希望する人。
○医療・保育分野に深く興味、関心がある人。
○明るく、生き生きと前向きに努力を続ける人。

『実教学園AO入学 志望理由書（エントリー）』を提出（P.12）
本校までご郵送いただくか、オープンキャンパス参加当日にご提出ください。

■エントリー期間：2022年7月1日(金)～10月22日(土）必着
※高等学校の担任または進路指導部の先生の確認（サイン）が必要です。

①エントリー（書類提出）

④実教学園 AO 入学 入学願書出願
■出願期間：2022年9月1日(木)～10月31日(月）必着
※出願書類に、『実教学園AO入学 受験認定証』を同封し、出願してください。
※出願期間を過ぎると認定証は無効になりますのでご注意ください。

③実教学園 AO 入学面談 オープンキャンパス開催日に『AO入学面談』ができます。

②『実教学園 AO 入学 受験認定証』の発行
『実教学園AO入学 志望理由書（エントリー）』をもとに選考し、
認定者には、『実教学園AO入学 受験認定証』を発行いたします。
※2022年10月31日（月）まで有効

入学制度一覧 実教学園AO入学制度

入学制度 実教学園AO入学
（高校3年生対象）

指定校推薦入学
（高校3年生対象） 一般入学

入学願書
出願資格

①本校を専願であること
② 高等学校の３年生
   （2023年3月卒業見込）
③評定平均値3.0以上
④ オープンキャンパスに参加しAO入学

面談を受けて受験認定された方

① 本校を専願であること
② 本校が指定した高等学校から推薦を
　された方（2023年3月卒業見込）
③ 評定平均値3.0以上
④ 学業・人物ともに優秀で高等学校長
　の推薦を受けられる方

① 高等学校、中等教育学校、専門学校、
短期大学、大学の卒業者（卒業見込可）

②上記と同等以上の学力を有する方

特　　典

診療情報管理科　学費150,000円免除
医療秘書科　　　学費100,000円免除
医療事務科　　　学費  50,000円免除
こどもみらい科　学費  50,000円免除

診療情報管理科　学費50,000円免除
医療秘書科　　　学費50,000円免除
医療事務科　　　学費30,000円免除
こどもみらい科　学費50,000円免除

ー

入学願書受付

2022年9月1日(木)～
2022年10月31日(月) 必着
※締め切り日にご注意ください。
※出願の前にエントリーが必要です。

2022年10月1日(土)～
2022年12月17日(土) 必着
※フチガミ特待生制度を受験の場合は
　2022年12月10日(土) 必着
※締め切り日にご注意ください。

2022年10月1日(土)～
2023年3月18日(土) 必着
※ フチガミ特待生制度を受験の場合は
　2023年3月11日(土) 必着
※面接試験日は各自に通知します。

入学選考料

選考方法

○書類選考（出身高等学校 調査書）
○ 実教学園AO入学  志望理由書
○実教学園AO入学面談
　　　　　　　　　　　　　　　 P.04

○書類選考（出身高等学校 調査書）
※ 書類選考後、必要に応じて面接を行う場合

があります。

○書類選考（出身高等学校 調査書）
○ 面接試験
　（オープンキャンパス参加者は免除）
※ 書類選考後、必要に応じて面接を行う場合

があります。

出願書類

○入学願書〔P.10〕
○実教学園ＡＯ入学　受験認定証
○出身高等学校 調査書
※ 調査書が間に合わない場合は後日提出

してください。
○1,000円分の切手

○入学願書〔P.10〕
※指定校推薦入学　入学願書
※指定校推薦入学　推薦書
○出身高等学校 調査書
○1,000円分の切手
※ 必要書類は、各高等学校（進路）関係者様

あてに郵送させていただいております。
※進路指導室・担任の先生へお尋ねください。

○入学願書〔P.10〕
○必要書類（①～③のいずれか１つ）
　①出身高等学校調査書
　② 専門学校、短期大学、大学の卒業証

明書(卒業見込証明書)と成績証明書
　③ 高等学校卒業程度認定試験合格証明

書と成績証明書
○1,000円分の切手

合格発表 試験日・書類選考から２週間以内に郵送にて通知します。

希
望
者
の
み
一
つ
だ
け

フチガミ
特待生制度 ー

①成績優秀特待生制度
②資格取得特待生制度 P.05

①成績優秀特待生制度
②資格取得特待生制度 P.05

③再進学応援制度

フチガミ
サポート制度 ー

Ⓐ離島サポート制度
Ⓑファミリーサポート制度　 P.07

Ⓐ離島サポート制度
Ⓑファミリーサポート制度　 P.07

指定校推薦入学・一般入学の受験者は「フチガミ特待生制度①、②、③」と「フチガミサポート制度Ⓐ、Ⓑ」の制度の中から1つを希望する 
ことができます。
※ 「フチガミ特待生制度①、②、③」を受験する場合は、特待生選考料が25,000円になります。その際は、入学選考料（20,000円）は必要あり

ません。 ※詳しくは入試課までお問い合せください。

【申し込みから入学までの流れ】

「ＡＯ入学面談」日程（オープンキャンパスの開催日に行います。）

7月2日(土)、7月16日(土)、7月24日(日)、7月31日(日)、
8月7日(日)、8月13日(土)、8月20日(土)、8月27日(土)、
9月3日(土)、9月17日(土)、10月1日(土)、10月22日(土)

面談の希望日は、ホームページの
オープンキャンパス予約フォーム、
またはお電話でご予約ください。

オープンキャンパス
参加の場合

最大20,000円免除 

● 来校型／本人参加（1回）：10,000円免除（最大2回まで）
　　　　　保護者参加（1回のみ）：10,000円免除
●オンライン／本人参加（1回のみ）：10,000円免除

20,000円

オープンキャンパス
参加の場合

最大20,000円免除 

● 来校型／本人参加（1回）：10,000円免除（最大2回まで）
　　　　　保護者参加（1回のみ）：10,000円免除
●オンライン／本人参加（1回のみ）：10,000円免除

20,000円
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フチガミ特待生制度は、下記の3つです。①、②、③のいずれかを選択することができます。
この制度を利用する場合は、特待生選考料が必要です。出願資格によって利用可能な制度は異なります。
★フチガミサポート制度（Ⓐ 、Ⓑ）との併用はできません。※実教学園AO入学受験者は、受験できません。
※本校を専願している方が対象です。※中途退学者を除き返還義務はありません。※免除は1年次のみの金額です。

① 一覧表に記載されている資格・検定が対象になります。 ▶フチガミ特待生制度
② 合格証のコピーを、入学願書に同封してください。 ②資格取得特待生制度
③ 複数の資格・検定を取得している場合は、一番高い免除額をお選びください。
　（※複数の合算は適用になりません。）
④ 入学願書の出願時のみ、申請が認められます。出願後の変更はできません。

出願資格 ○指定校推薦入学・一般入学の受験者
○本校を専願であること

選考方法
○書類選考（出身高等学校 調査書）
○筆記試験〔総合問題（国語・数学・英語）〕
○面接試験

特　　典

本校の選考基準により判定、採用されます。

　  ①60万円免除　②30万円免除
　  ③20万円免除　④10万円免除
　  ⑤ 5 万円免除　⑥ 3 万円免除

　  ①30万円免除　②15万円免除
　  ③10万円免除　④ 5 万円免除
　  ⑤ 3 万円免除

※ 1年次のみの免除金額です。入学金は免除になりません。

出願資格 ○指定校推薦入学・一般入学の受験者
○本校を専願であること

選考方法

○書類選考（出身高等学校 調査書）
○合格証のコピー（入学願書に添付）
※ 対象の資格はP.06にてご確認ください。
　資格の種類によって免除額は異なります。
　複数取得の方は、免除額が最大のものが1つ対象になります。

特　　典

本校の選考基準により判定、採用されます。

［医療系］ 学費 最大10万円免除
［保育系］ 学費 最大5万円免除

※ 1年次のみの免除金額です。入学金は免除になりません。

①成績優秀特待生制度 ②資格取得特待生制度
筆記試験・面接試験において成績が優秀である方に対し、学費を 
免除する制度です。

本校の指定している資格（P.06）、または同等の資格取得者に対し 
学費を免除する制度です。

【
医
療
系
】
【
保
育
系
】

P.06

※試験時間等は、受験票でご確認ください。　　※締切日は必着です。

2023年度　入学選考日程・入学願書出願締切
[フチガミ特待生制度試験]

【指定校推薦入学(第4回まで)・一般入学】
入学選考日 入学願書到着締切日

第1回 10月15日(土) 10月  8日(土)

第2回 11月  5日(土) 10月29日(土)

第3回 11月26日(土) 11月19日(土)

第4回 12月17日(土) 12月10日(土)

第5回 1月14日(土) 1月  7日(土)

第6回 2月11日(土) 2月  4日(土)

第7回 2月25日(土) 2月18日(土)

第8回 3月18日(土) 3月11日(土)

2022年

2023年

2022年

2023年

P.05

〈医療系〉【診療情報管理科・医療秘書科・医療事務科】　〈保育系〉【こどもみらい科】

【商業分野】 〈医療系〉 〈保育系〉
全国商業高等学校協会　１級検定三種目以上合格者 10 5
日本商工会議所 簿記検定　２級 10 5
全国商業高等学校協会 簿記実務検定　１級 5 2
全国商業高等学校協会 商業経済検定　１級 5 2
全国経理教育協会 簿記能力検定　１級 5 2
全国経理教育協会 電卓計算能力検定　１級 3 1
実務技能検定協会 秘書検定　２級 3 1

【コンピュータ分野】
独立行政法人情報処理推進機構 ＩＴパスポート試験 10 5
全国商業高等学校協会 情報処理検定 ビジネス情報部門（プログラミング部門）   １級 5 2
全国商業高等学校協会 情報処理検定 ビジネス情報部門（ビジネス情報部門）   １級 5 2
全国商業高等学校協会 ビジネス文書実務検定　１級 5 2
全国工業高等学校長協会 情報技術検定　１級 5 2
全国工業高等学校長協会 情報技術検定　２級 5 2
日本情報処理検定協会 情報処理技能検定試験 表計算　１級 3 1
日本情報処理検定協会 情報処理技能検定試験 データベース　１級 3 1

【保育福祉分野】
全国高等学校家庭科教育振興会 保育技術検定　１級 3 5
介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー　２級） 3 2

【語学分野】
日本英語検定協会 実用英語技能検定　２級 10 5
日本英語検定協会 実用英語技能検定　準２級 5 2
全国商業高等学校協会 英語検定　１級 5 2

【医療事務分野】
医療事務検定　２級 （主催問わず） 3 1
全日医研協会 医療事務検定　３級 3 1

【その他】
全国高等学校家庭科教育振興会 食物調理技術検定　１級 5 2
全国高等学校家庭科教育振興会 被服製作技術検定　１級 5 2
財団法人日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定　２級 5 2
日本数学検定協会 数学検定　２級 5 2

（万円）

フチガミ特待生制度 フチガミ特待生制度
②資格取得特待生制度 対象資格一覧

※ 選考にもれた場合は、指定校推薦入学・一般入学で再選考しますので、再受験す
る必要はありません。

※ 選考にもれた場合は、指定校推薦入学・一般入学で再選考しますので、再受験す
る必要はありません。

③再進学応援制度

出願資格

◯一般入学の受験者
◯専門学校、短期大学、
　大学の卒業者（卒業見込可）、退学者
◯社会人経験者
◯本校を専願であること

選考方法
○書類選考
○『再進学応援制度 志望理由書』
※入試課までご連絡ください。
※必要に応じて面接を行う場合があります。

特　　典

本校の選考基準により判定、採用されます。

［医療系］ 学費5万円免除
［保育系］ 学費3万円免除

※ 1年次のみの免除金額です。入学金は免除になりません。

専門学校、短期大学、大学卒業者（卒業見込可）、退学者・社会人経
験者などで、本校にて専門知識を習得する明確な意志を持つ方に対
して学費を免除する制度です。

※ 選考にもれた場合は、一般入学で再選考しますので、再受験する必要はありません。

※一覧表に記載されていない資格・検定は、『入試課』にご相談ください。

入学願書受付 フチガミ特待生制度
受験の場合

●指定校推薦入学　2022年10月1日(土) ～ 2022年12月10日(土) 必着
●一般入学　　　　2022年10月1日(土) ～ 2023年  3月11日(土) 必着

特待生
選考料

※指定校推薦入学・一般入学の入学選考料（20,000円）は必要ありません。

オープンキャンパス
参加の場合

最大20,000円免除 

● 来校型／本人参加（1回）：10,000円免除（最大2回まで）
　　　　　保護者参加（1回のみ）：10,000円免除
●オンライン／本人参加（1回のみ）：10,000円免除25,000円
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フチガミサポート制度は、下記の2つです。対象者の方はⒶ、Ⓑのいずれか1つを利用できます。
★フチガミ特待生制度（①、②、③）との併用はできません。※実教学園AO入学受験者は、利用できません。
※本校を専願している方が対象です。 ※中途退学者を除き返還義務はありません。 ※免除は1年次のみの免除金額です。

離島サポート制度Ⓐ ファミリーサポート制度Ⓑ

対 象 者
壱岐･対馬･平戸･五島･天草
鹿児島県離島･奄美･沖縄県ほか
に在住の方

特　　典

▶診療情報管理科　学費10万円免除

▶医療秘書科　　　学費5万円免除

▶医療事務科　　　学費5万円免除

▶こどもみらい科　学費5万円免除

対 象 者 本校の在校生・卒業生に、
親子・兄弟姉妹等がいる方

特　　典

▶診療情報管理科　学費10万円免除

▶医療秘書科　　　学費5万円免除

▶医療事務科　　　学費5万円免除

▶こどもみらい科　学費5万円免除

離島在住者で本校にて専門知識を習得する明確な意志を持つ方に対し、
学費を免除する制度です。

本校の在校生・卒業生に、親子・兄弟姉妹等がいる方に対し、学費を
免除する制度です。

＊詳細は入試課までお問い合せください。

フチガミサポート制度

本校の卒業生や在校生・関係者の紹介により出願する方は、フチガミ在校生・卒業生紹介制度を利用できます。
★フチガミ特待生制度または、フチガミサポート制度との併用ができます。
※本校を専願している方が対象です。※中途退学者を除き返還義務はありません。

対 象 者 本校の卒業生や在校生・関係者等の紹介がある方

特　　典 〔全学科〕奨学金として 学費2万円免除

提出書類
『フチガミ在校生・卒業生紹介制度 申込書』を入試課よりお取り寄せいただき、必要事項を記入した上、
入学願書に添付して出願してください。
※紹介者のサインが必要です。

フチガミ在校生・卒業生紹介制度

本校の進級生で、在学中の学力・人物ともに優秀と認められた方は、選考により、進級時に次年度の学費が免除される制度です。

対 象 者 診療情報管理科、医療秘書科、こどもみらい科の進級生

選考項目 ◯成績　◯出席状況　◯授業態度　◯自己推薦文

特　　典
本校の選考基準により判定、採用されます。

［医療系］　①60万円免除　②30万円免除　③20万円免除　④10万円免除　⑤ 5 万円免除
［保育系］　①30万円免除　②15万円免除　③10万円免除　④ 5 万円免除　⑤ 3 万円免除
※当該年次のみです。

フチガミ進級生・奨学金制度

フチガミの学費納入は、一括または二分割を原則としていますが、ご家庭の経済状況に合わせて月額で分割納入ができるサポート制度も設けて
います。この制度は、日本学生支援機構の奨学金を利用される方のみが利用できます。（原則月額5万円以上）
※ご希望の方は『フチガミ学費分割サポート制度要項』を必ずご確認ください。※入試課にご相談ください。

日本学生支援機構の「貸与奨学金」は、経済的理由により修学が困難である優れた学生に対し貸与（貸付）されるもので、貸与が終了した後、
必ず返還しなくてはなりません。
奨学金の貸与を受ける必要性、適正な金額、返還時の負担のことを十分考慮のうえ申込みをしてください。

学生が経済的理由により進学を断念することのないよう、返還義務のない給付奨学金と授業料
減免の支援を受けることにより進学を後押しするものです。貸与奨学金と併せて利用できます。

対 象 者 ○日本学生支援機構の奨学金を利用される方（原則月額5万円以上）
○本校にて事前に審査を行い、面談（本人と保護者）の結果、採用された方

概　　要

○金利はかかりません。
○在学中に学費合計を所定の分割回数で割り、毎月口座振替で納入します。
○分割の対象は授業料・施設費のみとなります。
　（入学金・教材費等は入学前に一括でお支払いいただきます。）
○毎年、年間事務手数料16,500円が必要です。
○この制度にプラスして他の制度も利用可能です。

※詳しくは入試課までお問い合せください。

日本学生支援機構奨学金制度

高等教育の修学支援新制度

フチガミ学費分割サポート制度

各種学費サポート制度

●高等学校在学中の予約申込について
高等学校在学中に奨学金の予約申込ができます。
※詳しくは高等学校の担当の先生にお尋ねください。

申込資格

2023年3月に高等学校等を卒業予定の方 在学する学校の担当の先生にお尋ねください。

高等学校等を卒業後2年以内の方
（大学等に入学したことがある方は除く） 卒業した学校を通して申込みを行ってください。

国の「高等学校卒業程度認定試験」に合格した方
（大学等に入学したことがある方は除く）
または科目合格者で機構の定める基準に該当する方

日本学生支援機構へ直接お申込みください。
 貸与・給付部 採用課 予約採用係
 TEL.03-6743-6704

●フチガミ入学後の在学採用の申込について
毎年4月に定期採用として募集を行います。
奨学金には第一種奨学金（無利息）と第二種奨学金（有利息）および給付奨学金があり、それぞれに推薦基準があります。
給付奨学金については、秋にも募集がある予定です。
※事務局までお問い合せください。

予約申込専用
問合せ先

日本学生支援機構ホームページ
https://www.jasso.go.jp/
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ご利用
いただける方

融資の対象となる学校に入学・在学する学生の保護者様で、年間収入が規定の金額以内の方
※詳しくは教育ローンコールセンターへお尋ねください。※ご親族などでもご利用できる場合があります。

ご融資額 学生1名につき、350万円以内（融資限度額内で重複して利用可能）

用　途
学校納付金、受験にかかった費用（受験料、交通費等）、入在学のための住居費用（敷金、家賃等）、教科書代、  
パソコン購入費、通学費用、学生の国民年金保険料など
※今後1年間に必要となる費用が融資の対象となります。
※入学資金については、入学される月の翌月末までのお取り扱いになります。

ご返済期間 15年以内（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭の学生については18年以内）

保　証 (公財)教育資金融資保証基金（保証料が必要です） ※連帯保証人による保証も可能です。

お問い合せ先 教育ローンコールセンター　　TEL 0570-008656
（受付時間 月～金9：00～21：00 土曜日9：00～17：00）　ホームページ https://www.jfc.go.jp/

国の教育ローン（日本政策金融公庫）

●母子寡婦福祉資金（修学資金、就学支度資金）
　母子家庭、または寡婦を対象とした貸付制度です。
　※詳しくは、市町村窓口にお問い合せください。

●生活福祉資金（修学費、就学支度費）
　低所得者や高齢者、障がい者を対象とした貸付制度です。
　※日本学生支援機構奨学金と併用できない場合があります。
　※保証人等の要件があります。
　※詳しくは市町村窓口、社会福祉協議会にお問い合せください。

その他公的修学資金支援制度等

受験番号

受付年月日入 学 願 書
入学制度 □ 実教学園ＡO入学　　　　　　□ 指定校推薦入学　　　　　　□ 一般入学

　  （高校３年生のみ）　　　　　　　　　　　　   （高校３年生のみ）

志望学科

□ 診療情報管理科　　（３年制）　※日本福祉大学通信教育部の併修を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□希望する　　□希望しない

□ 医療秘書科　　　　（２年制）

□ 医療事務科　　　　（１年制）

□ こどもみらい科　　（３年制）

写真
（３ｃｍ ×４ｃｍ）

貼付
撮影３ヶ月以内のもの

（　　　　　 年　　月撮影）

本
　
　
人

フリガナ
男
・
女

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生
　　　　　　　　　　　　　（満　　　歳）氏　名

※自署

フリガナ

現住所

電話番号 ［携帯電話］　　　　　　−　　　　　　　　− ［自宅］　　　　　　−　　　　　　　　−

保 

護 

者

フリガナ 　　　　　　　　　　　　　自宅（　　　　　）　　　　−

＊保護者の住所と TEL は、本人の住所と異なる場合のみご記入ください

氏　名
※自署

電話番号 ［携帯電話］　　　　　　−　　　　　　　　− ［勤務先等］　　　　　　　　−　　　　　　　　−

※昼間に連絡が取れる番号をご記入ください。

学　　歴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学・短期大学　　　　　　　　　　　　　　　学部
　　　　　　　　　

県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高認（旧大検）　（　　　）年（　　　）月合格

※通信制高校の方は、キャンパス名・校舎名もご記入ください (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
西暦　　　　　　　　年　　　　　月　　卒業見込・卒業 担任名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先生

希
望
者
の
み
一
つ
だ
け
※

フチガミ
特  待  生
制　　度

□①成績優秀特待生制度　　■入学選考希望日／第　　　回　　　月　　　日　　　 ＊募集要項 P05 参照

□②資格取得特待生制度 □③再進学応援制度

フチガミ
サポート
制　　度

□Ⓐ離島サポート制度　〔□壱岐　□対馬　□平戸　□五島　□天草　□鹿児島県離島　□奄美　□沖縄県〕

□Ⓑファミリーサポート制度　（氏名　　　　　　　　　　　　　／関係　　　　　　　　　　　）
　［　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　（　　　　年卒業）・（　　　　年生）在学中］

フチガミ紹介制度 □フチガミ在校生・卒業生紹介制度　＊別紙「フチガミ在校生・卒業生紹介制度― 申込書 ―」を添付してください。

□にチェックを入れてください。

＊合格証のコピーを
　添付してください。

＊「再進学応援制度 志望理由書」を
　同封してください。

※指定校推薦入学・一般入学の方が一つだけ選択することができます。
注）ボールペンで記入してください（消えるボールペンは不可）。
　　誤って記入した場合は二重線を引き、訂正印を押してください。 学校長 副校長 学科統括 事務長 入試課長

2023年度版

2023年度入学生用
学校長　  吉田　登志子　殿

※詳しくは入試課までお問い合せください。

本校が提携している信販会社の教育ローンです。ご来店不要、必要書類は学校交付の書類のみの簡単な手続きでご利用いただけます。
また、学校提携による優遇された手数料なので安心です。ご利用者の経済状況に合わせて、月々に無理なく返済することができます。

フチガミの提携教育ローン

●オリエントコーポレーション
   「学費サポートプラン」

お問合せ先 ―――――――――――――――――――――
株式会社オリエントコーポレーション 学費サポートデスク
TEL 0120-517-325（フリーダイヤル）

（受付時間／9：30～17：30 ※土日祝日は除く）

●ジャックス
   「教育ローン」

お問合せ先 ―――――――――――――――――――――
株式会社ジャックス コンシュマーデスク
TEL 0120-338-817（フリーダイヤル）

（受付時間／10：00～19：00 平日・土日祝日）
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実教学園AO入学 志望理由書(エントリー)
　2022　年　　　　月　　　　日　

〔実教学園AO入学・指定校推薦入学・一般入学〕

オープンキャンパス参加者
「エデュケーションカード」

振込金受取書

〈貼　付〉

〈貼　付〉 ※ 入学選考料は、指定の振込用紙、または銀行ATM
からお支払いください。振込用紙は、りそな銀行以
外でも利用できます。

※ 振込用紙の「振込金受取書」または振込証明書（ご
利用明細書）のコピーを貼り付けてください。

※ ゆうちょ銀行から現金でのお振込みはできません。 
振込み可能な口座が必要です。

一番はじめに
本校を何で
知りましたか

本校を
選んだ理由

オープンキャンパス
（学校説明会）や
ガイダンスに
参加したことは
ありますか

□　参加した

□　参加していない

□　会場ガイダンスでの説明会に参加した …………… （　　　年　　 月頃）

　　　（会場名：　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　）

□　高校内での説明会やキャリア教育授業に参加した…（　　　年　　 月頃）

□　オープンキャンパスに参加した………………………（　　　年　　 月頃）

□　個別相談会に参加した ……………………………… （　　　年　　 月頃）

・下記のアンケートにご記入ください。

該当するものにすべて
チェックをつけてください。

該当するものにすべて
チェックをつけてください。

１つだけチェックを
つけてください。

□　先生の指導により

□　家族の勧めにより

□　先輩・知人の勧めにより

□　資格取得のため

□　就職に有利なため

□　交通の便がいい

□　校舎施設・設備が充実しているため

□　教育内容が充実しているため

□　学費が低額のため

□　その他（　　　　　　　　　　　）

□　進学ガイドブックや進学ネット　　　　　□　進路の先生や担任の先生からの紹介

　（誌名もしくはネット：　　　　　　　）　□　学校内の掲示ポスターや資料で

□　進学相談会、学校内説明会など　　　　　□　友人　□　先輩

□　本校からのダイレクトメールや　　　　　□　親　　□　知人

　　資料をもらって （　　 ）月頃　　　　　  □　その他

□　学校ホームページ　　 □　LINE　　 □　Instagram　　 □　Facebook

学校長　　吉田　登志子　殿

学校法人　実教学園

〔高等学校3年生対象〕

学校長 副校長 学科統括 事務長 入試課長

2023年度版

2023年度入学生用

□チェックを入れてください

注）ボールペンで記入してください。（消えるボールペンは不可）
　　誤って記入した場合は二重線を引き、訂正印を押してください。

志 望 学 科 　□ 診療情報管理科　　□ 医療秘書科　　□ 医療事務科　　□ こどもみらい科
　　　　　　　  （3年制）　　　　　　  （2年制）　　　　　　  （1年制）　　　　　　   　　（3年制）

高等学校名 　　　　　　　　　県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  高等学校　 3 　年

フリガナ 性　　別 男　・　女

氏　　　名
※自署 生年月日

 西暦

　　　　　　年　　　月　　　日

フリガナ

現　住　所

電話番号 携帯番号 ―　　　　　― 自　　宅 ―　　　　　―

■エントリー期間：2022年7月1日〜2022年10月22日必着

□チェックを入れてください。
□オープンキャンパスに参加しました。
□実教学園ＡＯ入学にエントリーすることについて、高校の先生に相談をしました。

高 等 学 校
担 当 者 名 役　　職 氏　　名

電話番号 ―　　　　　　― ＊高等学校の担任の先生や進路指導担当の先生に
　確認のサインをお願いします。

■実教学園 AO 入学　面談開催日
◎希望する面談日に チェックを入れてください。

　□７月２日(土)　　　　　　□７月１６日(土)　　　　　　□７月２４日(日)　　　　　　□７月３１日(日)
　□８月７日(日)　　　　　　□８月１３日(土)　　　　　　□８月２０日(土)　　　　　　□８月２７日(土)
　□９月３日(土)　　　　　　□９月１７日(土)　　　　　　□１０月１日(土)　　　　　　□１０月２２日(土)



出願書類一覧

※ 指定校推薦入学の必要出願書類は、各高等学校（進路指導部）関係者様あてに、5月頃に郵送させていただいております。
　進路指導室・担任の先生へお尋ねください。また、高等学校に書類がない場合は、入試課までご連絡ください。
※指定校推薦入学の入学願書は、この「募集要項2023」P.10の入学願書を使用できます。

実教学園AO入学 
（高校3年生対象）

指定校推薦入学 
（高校3年生対象） 一般入学

■入学願書（入学選考料 振込金受取書添付） ● ※ ●

■指定校推薦入学 推薦書 − ※ −

■必要書類（①～③のいずれか１つ）
　①出身高等学校調査書（高校3年生対象） ● ● ⃝

　②高等学校、専門学校、短期大学、大学
　　卒業証明書（卒業見込証明書）・成績証明書 − − ⃝

　③高等学校卒業程度認定試験
　　合格証明書・成績証明書 − − ⃝

■1,000円分の切手（合否通知郵送代・簡易書類・速達等） ● ● ●

ひとり暮らしマンション・
学生寮の住居紹介

①本校を選んだ理由

志 望 学 科 　□ 診療情報管理科　　□ 医療秘書科　　□ 医療事務科　　□ こどもみらい科
　　　　　　　  （3年制）　　　　　　  （2年制）　　　　　　  （1年制）　　　　　　　　   （3年制）

氏　　　名 高等学校名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校

②志望学科を選んだ理由

③将来の展望や目標

④高校生活で頑張ったこと（部活動、資格取得など）

本校へ徒歩で通学できる、ひとり暮らし用マンションなどをご紹介いたします。『三好不動産 スマイルプラザ 
天神店』との提携により、オープンキャンパス参加の時などを利用して現地にご案内いたします。
※詳しくは、ホームページやパンフレット等をご確認ください。

三好不動産 スマイルプラザ 天神店／TEL092-781-1000

ひとり暮らし
マンション

オープンキャンパス時に
内覧することができます！

要電話予約

実教学園 AO入学　2023年版

2023年度入学生用

実教学園ＡＯ入学　志望理由書（エントリー）

遠隔地からの入学者のために、本校提携の学生寮があります。はじめてのひとり暮らしにとって保護者の方々
にも安心していただけます。
※詳しくは、ホームページやパンフレット等をご確認ください。

学 生 寮

【交通アクセス】地下鉄空港線（天神～西新）7分 ＋ 『西新駅』下車～下記の学生寮まで徒歩約7分

男・女学生マンション 女子寮 男子寮

Dorm*N
［ドーム西新］

福岡市早良区西新

CLOVER HOUSE
［クローバーハウス］

福岡市早良区西新

BLUEBERRY HOUSE
［ブルーベリーハウス］

福岡市早良区西新

童夢 入寮管理事務局／   0120-77-8874

【交通アクセス】学校まで…徒歩で約９分～17分、自転車で約５分～10分

女子学生会館

ドーミー福岡２
福岡市中央区平尾

男女学生会館（女性専用フロア有）

ドーミー平尾駅前
福岡市中央区白金

男女学生会館（女性専用フロア有）

ドーミー天神南
福岡市中央区渡辺通

共立メンテナンス 福岡事務局／   0120-88-4921
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