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入学者受入方針（アドミッションポリシー）

１　教育学部

　教育学部では，幅広い教養と豊かな人間性を備え，地域の未来を担う子どもの乳児期から

児童期までの発達・成長を総合的に捉え，一人ひとりの子どもを尊重した指導・支援ができ

る実践的指導力を備えた教育者・保育者を育成することを目標としています。このため教育

学部では，次のような人を積極的に受け入れます。

【求める学生像】

○ 教育者や保育者をめざす強い意志と熱意を持

　ち，そのために必要な基礎的な学力を備え，自

　らの人間性や力量を高めていく意欲のある人

○ 子どもたちの成長や発達に関わることに使命

　感を持ち，子どもたちの未来のために働くこと

　にやりがいや生きがいを感じることの出来る人

○ 子育てに関わる地域の多様な人々とのコミュ

　ニケーションを図り，地域の人々と連携し協力

　しながら教育・保育現場の課題に熱意を持って

　取り組んでいくことの出来る人

【入学者選抜の基本方針】

○ 社会人入試では，小論文及び面接の結果に重点　　　　　　

　をおいて入学者を選抜する。

○ 私費外国人留学生選抜では，日本留学試験によ　

　る学力の評価とともに，小論文及び面接の結果

　に重点をおいて入学者を選抜する。

【入学者に期待する学力等】
○ 高等学校で履修する各教科について基礎的な学力を十分に身に付けていること。

○ 現代社会の課題について幅広い関心を持ち，関連する一般的な知識や理解力を身に付けていること。

○ 自らの向上をめざして主体的に学習や実践に取り組む態度や姿勢を身に付けていること。

２　都市経営学部

　都市経営学部では，都市の計画・デザイン，都市の経済・経営，都市における共生・開発

についての総合的な知識や素養を備え，幅広い視野と柔軟な思考力，国際感覚や豊かなコミュ

ニケーション能力を持って，持続可能な社会の構築に向けた企業の活性化や地域社会の再生

等の課題に創造的に寄与できる人材を育成することを目的としています。このため都市経営

学部では，次のような人を積極的に受け入れます。

【求める学生像】

○ 社会の変化や世界の動きに関心があり，地域

　社会の課題やあり方に幅広い関心と興味を持っ

　て，専門的・実践的な力量を高めていく意欲の

　ある人

○ 地域社会や人々の暮らしに関わることに使命

　感を持ち，地域社会の向上や活性化のために働

　くことにやりがいや生きがいを感じることの出

　来る人

○ 地域づくりやまちづくりに関わる人々とのコ

　ミュニケーションを図り，地域の人々と連携し

　ながら地域の課題に熱意を持って取り組んでい

　くことの出来る人

【入学者選抜の基本方針】

○ 社会人入試では，小論文及び面接の結果に重点

　をおいて入学者を選抜する。

○ 私費外国人留学生選抜では，日本留学試験によ

　る学力の評価とともに，小論文及び面接の結果

　に重点をおいて入学者を選抜する。

【入学者に期待する学力等】
○ 高等学校で履修する各教科について基礎的な学力を十分に身に付けていること。

○ 現代社会の課題について幅広い関心を持ち，関連する一般的な知識や理解力を身に付けていること。

○ 自らの向上をめざして主体的に学習や実践に取り組む態度や姿勢を身に付けていること。

－１－

共通事項



Ⅰ　入学定員，募集人員及び日程等

１　入学定員及び募集人員　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

２　入学者選抜日程

－２－

【注】教育学部児童教育学科は，コースごとに募集を行います。

　　 社会人入試及び私費外国人留学生選抜の募集人員は，一般選抜の募集人員の内数とし　

　　 ます。

３　障がい等のある入学志願者の出願について

　障がい等のある入学志願者で，受験上及び修学上特別な配慮を必要とする場合は，2022

年 ( 令和 4年 )12 月 9 日（金）までに事前相談をしてください。また，体幹及び両上下肢の

機能障がいが著しい人で，代筆解答を希望する場合は，できるだけ早い時期にご相談くださ

い。事前相談の期限後であっても，受験上及び修学上特別な配慮が必要となった場合は，そ

の時点で速やかに申し出てください。

　事前相談は，福山市立大学入学試験実施本部（０８４−９９９−１１１３）へお願いします。

共通事項

選抜区分 出願期間 試験日 合格発表 入学手続

社会人入試

私費外国人
留学生選抜

2023年
(令和5年)
3月6日(月)

2023年
(令和5年)

3月13日(月)
～3月15日(水)

2023年
(令和5年)

1月23日(月)
～2月1日(水)

2023年
(令和5年)

2月25日(土)

前期
日程

後期
日程

100 90 70 20 10

教育コース 50 45 35 10 5

保育コース 50 45 35 10 5

150 135 105 30 15 若干名 若干名

250 225 175 50 25 若干名 若干名

学部・学科等
入学
定員

各選抜区分における募集人員

一般
選抜

内訳
学校推薦
型選抜

社会人
入試

私費外国人
留学生選抜

都 市 経 営 学 部
都 市 経 営 学 科

合　計

若干名 若干名

教 育 学 部
児 童 教 育 学 科



１　出願資格

－３－

　2023 年 ( 令和 5 年 )3 月 31 日までに満 21 歳に達し，通算 3 年以上の社会人経験を有す

る者（注１）のうち，次のいずれかに該当する者

ア　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び 2023 年 ( 令和 5年 )3

　月 31 日までに卒業見込みの者

イ　通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2023 年 ( 令和 5年 )3 月 31 日ま

　でに修了見込みの者

ウ　外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者及び 2023 年 ( 令和 5年 )3

　月 31 日までに修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

エ　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の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及び 2023 年 ( 令和 5年 )3 月 31 日までに修了見込みの者

オ　専修学校の高等課程（修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定める

　基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

　る日以降に修了した者及び 2023 年 ( 令和 5年 )3 月 31 日までに修了見込みの者

カ　文部科学大臣の指定した者

キ　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規

　程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）及び 2023 年 ( 令和 5年 )3 月 31 日ま　

　でに合格見込みの者

【注１】　定時制，夜間，通信制の学校以外の学校（大学を含む。）の在学期間は，社会人

　　　としての経験年数に含まない。

Ⅱ　社会人入試学生募集要項

２　出願手続

　（１）出願期間

ＷＥＢ出願登録及び

入学検定料の支払い期間

2023 年 ( 令和 5年 )1 月 23 日（月）

                ～ 2 月 1 日（水）午後 5時

ＷＥＢ出願登録後の

出願書類の提出期間

2023 年 ( 令和 5年 )1 月 23 日（月）

                ～ 2 月 1 日（水）午後 5時【必着】

　出願は，本学ホームページからインターネット出願（以下，「ＷＥＢ出願」とする。）

により受付します。

社会人入試



－４－

　（２）ＷＥＢ出願登録前の事前準備について

パソコン等の利用環境

【PC 利用時推奨ブラウザ】

・Microsoft Edge 最新版，・Google Chrome 最新版

・Mozilla Firefox 最新版，・Apple Safari 最新版

※ブラウザのタブ機能を使用して，複数のタブで同時に申

　込操作を行いますと，選択した内容が他のタブに引き継

　がれてしまう等の不具合が発生する場合があります。複

　数タブでの同時申込操作は控えてください。

PDF 表示・印刷ソフト

ウェア

出願書類等 PDF 書類の表示・印刷にはアドビシステムズ社

が配布している Adobe Reader が必要です。

以下のサイトリンクより用意してください。（無償）

https://get.adobe.com/jp/reader/

メールアドレスの用意

及び設定

入学願書等をプリントアウトするため，パソコンで使用で

きるメールアドレスを推奨しています。

なお，ドメイン指定受信を設定されている方は，次のドメ

イン【@e-apply.jp】からのメールを受信できるように設定

を追加してください。

本人写真（データ）

出願には志願者本人の顔写真データ（jpeg, png, bitmap, 

gif）が必要です。

無背景・上半身・無帽・正面向きで，出願前３ヶ月以内に

撮影した鮮明な写真データを用意してください。ファイル

のサイズは１０ＭＢまでとします。

入学後に学生証の顔写真データとしても使用しますので，

学校の制服等は避けてください。

なお，出願写真として適切でないと判断された場合は，再

提出となる場合があります。

カラープリンター及び

印刷用紙

志願票等を出力するため，A4 普通紙にカラー印刷すること

ができるカラープリンターが必要です。印刷用紙とともに

用意してください。

※印刷条件に適合してなければ，公共施設やコンビニエン

　スストアの印刷サービスを利用しても構いません。（個人

　情報の取扱いには十分注意してください。）

出願用封筒 角形 2号 (24cm × 33.2cm) を用意してください。

入学検定料
入学検定料は 17,000 円を用意してください。

WEB 出願サイトの指示に従って支払ってください。

調査書
出願資格によって提出書類が異なりますので，「（４）出願

書類」を確認してください。

社会人入試



　（３）出願方法

－５－

手順１ マイページの登録

本学ホームページ (https://www.fcu.ac.jp/)

から WEB 出願サイト (https://e-apply.jp/ds/

fcu/) にアクセスし必要事項を入力して登録を

行ってください。

手順２ 出願内容の登録
WEB 出願サイトの画面に従って必要事項を入力

して登録を行ってください。

手順３ 入学検定料の支払い
WEB 出願サイトの指示に従って入学検定料

(17,000 円 )を支払ってください。

手順４ 出願書類の印刷
出願内容の登録，入学検定料の支払い後に志願

票を WEB 出願サイトより印刷してください。

手順５ 出願書類の提出

志願者は用意した角形２号封筒に WEB 出願サイ

トより印刷した宛名シートを貼り付けて，志願

票とその他の必要書類を同封して，簡易書留速

達郵便で郵送をしてください。直接持参しても

受理しません。

提出先は巻末の「入試に関する問い合わせ先」

です。

※出願期間以降に到着した書類については，

　2023 年（令和 5年）1月 31 日（火）消印の

　ものまで受理をします。郵便事情等を考慮の

　上，余裕をもって発送してください。

　（４）出願書類

書　類　等 備　考

志　願　票
WEB 出願サイトで出願内容の登録，入学検定料の支払い後に印刷できま

す。A4・片面印刷をして，提出してください。

調　査　書

①　出身学校長が作成，厳封してください。

②　高等学校卒業程度認定試験合格者（大学入学資格検定合格者を含

　む。）は，合格成績証明書をもって調査書に代えます。

　　なお，高等学校に在学したことのある者は，在学中の調査書も提

　出してください。（調査書を提出できない場合は，成績証明書を提出

　してください。）

③　出願資格のイ又はエに該当する者は，高等学校が作成する調査書

　に準じて作成したものを提出してください。

④　出願資格のウ，オ又はカに該当する者は，成績証明書等を提出し

　てください。

⑤　その他，卒業後，一定の期間を経過し，出身学校から調査書が発

　行されない場合，廃校又は被災等の事情により，出身学校長の調査

　書を提出できない場合は，調査書に代わるもの（成績通知書など）

　を提出してください。

※　外国語で書かれたものには日本語訳を添付してください。

社会人入試



－６－

志願理由書 本学ホームページへ掲載した様式により，志願者本人が作成してくだ

さい。なお，志願理由書については，自筆で記入してください。履歴

書は，記入例（18 ページ）を参照してください。
履　歴　書

宛名シート WEB 出願サイトから A4・片面でカラー印刷をしてください。

出願用封筒

用意した角形 2号封筒に，宛名シートを表面に貼り付け，上記の必要

書類を同封し，巻末の「入試に関する問い合わせ先」まで簡易書留速

達郵便扱いで郵送をしてください。

　（５）出願上の注意事項

　ア　出願書類に不備がある場合は受理できませんので，出願の際には十分確認してくださ

　　い。

　イ　出願書類受理後は，記載事項の変更は認めません。ただし，住所，連絡先等に変更

　　があった場合は，速やかに福山市立大学入学試験実施本部（０８４−９９９−１１１３）

　　へ連絡してください。

　ウ　受理した出願書類は，返還しません。

　エ　出願書類の記載と相違する事実が発見された場合，入学許可後であっても入学を取り

　　消すことがあります。

　（６）受験票のダウンロード・印刷

　　　出願期間受付終了後，受験票のダウンロードが可能になりましたら，出願時に登録し

　　たメールアドレスへ通知します。受験票は必ず A4 用紙にカラー印刷をして，試験当日

　　に持参をしてください。

　ア　受験票を印刷後，記載内容を必ず確認してください。出願登録した内容と異なってい

　　る場合は速やかに福山市立大学入学試験実施本部（０８４－９９９－１１１３）へ連絡

　　してください。

　イ 　合格発表及び入学手続において受験票が必要となりますので，必ず印刷して入学試験

実施後も大切に保管してください。

　（７）個人情報の利用について

　　　本学では，出願書類から取得した個人情報及び入学試験の実施により取得した個人情

　　報について，次の目的でのみ利用します。

　ア　入学者の選抜に関する業務，今後の入学者選抜方法及び学生募集・広報活動の改善に

　　資するための分析資料として利用します。

　イ　入学者については，入学後の修学指導業務，学生支援業務及び授業料徴収業務等に利

　　用します。

３　入学者選抜方法

　　大学入学共通テストを免除し，出願書類の内容，小論文及び面接の結果を総合して判定

　します。

社会人入試
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４　試験の実施日程・時間割及び試験場

５　受験上の注意事項
ア　試験当日の来場は，公共交通機関を利用してください。試験場までの交通手段を事前に確

　認し，可能であれば下見をしてください。ただし，建物内の下見はできません。

イ　試験当日は，「本学の受験票」を必ず持参してください。紛失又は忘れた場合には，早めに

　係員に申し出て，仮受験票の交付を受けてください。

ウ　午後 1時までに掲示により指定された試験室に入室してください。

エ　試験（小論文）開始時刻に遅れたときは，開始時刻後 20 分以内の遅刻に限り受験を認めま

　すので，監督者の指示に従ってください。ただし，検査時間の延長はしません。

オ　小論文又は面接のいずれか一方でも受験しなかった場合は失格とします。

カ　試験室で使用できるものは，黒鉛筆（和歌・格言等が印刷されているものは不可。），鉛筆

　キャップ，　シャープペンシル，プラスチック製の消しゴム，鉛筆削り（電動式・大型のもの・

　ナイフ類は不可。），時計（辞書，電卓，端末等の機能があるもの，それらの機能の有無が判

　別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものは不可。），眼鏡，ハンカチ，

　目薬，ティッシュペーパー（袋又は箱から中身だけ取り出したもの。）です。

　　これら以外のものを特に使用したい者は，試験監督者の許可を受けてください。

キ　定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。），コンパス，電卓，そろばん，グラフ用紙等の

　補助具や携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末，タブレット端末，電子辞書，IC レコー

　ダー，イヤホン，音楽プレーヤー等の電子機器類は使用できません。

　　音の出る機器や携帯電話等は試験室に入る前にアラームの設定を解除し，電源を切ってカ

　バンに入れてください。マナーモードでの使用も認めません。また，携帯電話等を時計代わ

　りに使用することも認めません。呼び出し音（マナーモードも含む。）が鳴った場合は，本人

　の了解を得ずにカバンを室外へ持ち出します。

ク　「耳せん」は監督者の指示等が聞き取れないことがあるので，使用できません。

ケ　試験時間中に日常的な生活騒音等（監督者の巡回による足音・監督業務上必要な打合せなど，

　航空機・自動車・風雨・空調の音など，周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など，

　携帯電話や時計等の短時間の鳴動，周囲の建物のチャイム音など）が発生した場合でも救済

　措置は行いません。

コ　不正行為（17 ページ参照）があると認められた受験者には，直ちに受験を停止させ，退出

　を命じます。この場合，当該受験は失格とします。

サ　問い合わせは，福山市立大学入学試験実施本部（０８４−９９９−１１１３）へお願いします。

検 査 期 日 2023 年（令和 5年）2月 25 日（土）

時　間　割

13:00 までに入室 諸注意

13:00 13:15 14:30

小論文 休憩

14:15

面接

※面接は受験番号順とは限りません。面接方法や各受験者の面接開始時間は当日伝えま

　す。面接が終了した受験者から順次退出していただきます。

試　験　場

福山市立大学港町キャンパス

所　在　地

福山市港町二丁目 19 番 1 号

（16 ページ試験場案内参照）

社会人入試
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Ⅲ　私費外国人留学生選抜学生募集要項

１　出願資格

次のすべてに該当する者

ア　日本の国籍を有しない者（日本の永住許可を得ている者を除く。）

イ　外国において，学校教育における 12 年の課程を修了した者及び 2023 年 ( 令和 5年 )3

　月 31 日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

　（次のいずれかに該当する者を含む。）

　（1）スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格　

　　　を有する者

　（2）フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者

　（3）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るアビトゥア資格を有する者

ウ　出入国管理及び難民認定法別表第一の四に定める大学入学に支障のない在留資格「留

　学」を有する者又は入学までに取得できる見込みの者

エ　独立行政法人日本学生支援機構が実施する 2022 年度第 1回又は第 2回の日本留学試

　験において，本学が指定する試験科目（別表参照）を受験し，出題科目「日本語」の「読

　解」・「聴解・聴読解」の合計得点が 210 点以上の者

オ　（英語を母語としない者のみ）ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ）又はＴＯＥＩＣ（公　

　開テスト）を 2021 年 ( 令和 3年 )2 月 1 日以後に受験した者（TOEFL Offi cial Score

　Report を送付する場合のコード：DI コード 7313，Department コード 00）

　○別表【日本留学試験の本学が指定する試験科目】

志願する学部・学科 日本留学試験

学　部 学　科 出題言語 受験を要する科目

教育学部
都市経営学部

児童教育学科
都市経営学科

日本語 日本語・総合科目

私費外国人留学生選抜

２　出願手続

　（１）出願期間

ＷＥＢ出願登録及び

入学検定料の支払い期間

2023 年 ( 令和 5年 )1 月 23 日（月）

　　　　　　　　～ 2月 1日（水）午後 5時

ＷＥＢ出願登録後の

出願書類の提出期間

2023 年 ( 令和 5年 )1 月 23 日（月）

                ～ 2 月 1 日（水）午後 5時【必着】

　出願は，本学ホームページからインターネット出願（以下，「ＷＥＢ出願」とする。）

により受付します。
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　（２）ＷＥＢ出願登録前の事前準備について

パソコン等の利用環境

【PC 利用時推奨ブラウザ】

・Microsoft Edge 最新版，・Google Chrome 最新版

・Mozilla Firefox 最新版，・Apple Safari 最新版

※ブラウザのタブ機能を使用して，複数のタブで同時に

　申込操作を行いますと，選択した内容が他のタブに引

　き継がれてしまう等の不具合が発生する場合がありま

　す。複数タブでの同時申込操作は控えてください。

PDF 表示・印刷ソフトウェ

ア

出願書類等 PDF 書類の表示・印刷にはアドビシステムズ

社が配布している Adobe Reader が必要です。

以下のサイトリンクより用意してください。（無償）

https://get.adobe.com/jp/reader/

メールアドレスの用意及

び設定

入学願書等をプリントアウトするため，パソコンで使用

できるメールアドレスを推奨しています。

なお，ドメイン指定受信を設定されている方は，次のド

メイン【@e-apply.jp】からのメールを受信できるように

設定を追加してください。

本人写真（データ）

出願には志願者本人の顔写真データ（jpeg, png, 

bitmap, gif）が必要です。

無背景・上半身・無帽・正面向きで，出願前３ヶ月以内

に撮影した鮮明な写真データを用意してください。ファ

イルのサイズは１０ＭＢまでとします。

入学後に学生証の顔写真データとしても使用しますので，

学校の制服等は避けてください。

なお，出願写真として適切でないと判断された場合は，

再提出となる場合があります。

カラープリンター及び印

刷用紙

志願票等を出力するため，A4 普通紙にカラー印刷するこ

とができるカラープリンターが必要です。印刷用紙とと

もに用意してください。

※印刷条件に適合してなければ，公共施設やコンビニエ

　ンスストアの印刷サービスを利用しても構いません。

　（個人情報の取扱いには十分注意してください。）

出願用封筒 角形 2号 (24cm × 33.2cm) を用意してください。

入学検定料
入学検定料は 17,000 円を用意してください。

WEB 出願サイトの指示に従って支払ってください。

最終出身学校の卒業（見

込み）証明書及び成績証

明書

「（４）出願書類」を確認してください。

住民記載事項証明書

日本留学試験の受験票及

び成績確認書または成績

通知書（写し）

ＴＯＥＦＬ，ＴＯＩＥＣ

のスコア

私費外国人留学生選抜
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　（３）出願方法

手順１ マイページの登録

本学ホームページ (https://www.fcu.ac.jp/)

からＷＥＢ出願サイト (https://e-apply.jp/

ds/fcu/) にアクセスし必要事項を入力して登

録を行ってください。

手順２ 出願内容の登録
WEB 出願サイトの画面に従って必要事項を入力

して登録を行ってください。

手順３ 入学検定料の支払い
WEB 出願サイトの指示に従って入学検定料

（17,000 円）を支払ってください。

手順４ 出願書類の印刷
出願内容の登録，入学検定料の支払い後に志

願票を WEB 出願サイトより印刷してください。

手順５ 出願書類の提出

志願者は用意した角形２号封筒に WEB 出願サ

イトより印刷した宛名シートを貼り付けて，

志願票とその他の必要書類を同封して，簡易

書留速達郵便で郵送をしてください。直接持

参しても受理しません。

提出先は巻末の「入試に関する問い合わせ先」

です。

※出願期間以降に到着した書類については，

　2023 年（令和 5年）1月 31 日（火）消印の

　ものまで受理をします。郵便事情等を考慮

　の上，余裕をもって発送してください。

私費外国人留学生選抜
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　（４）出願書類

書　類　等 備　考

志　願　票
WEB 出願サイトで出願内容の登録，入学検定料の支払い後に印刷

できます。A4・片面印刷をして，提出してください。

最終出身学校の卒

業（見込み）証明

書及び成績証明書

出願資格イに該当する者は，最終出身学校の卒業（見込み）証

明書及び成績証明書，又は当該課程を修了又は修了見込みを証

明する書類，又は検定の合格証書の写し，出願資格イ（１）に

該当する者は，国際バカロレア資格証書の写し及びその最終試

験の成績証明書，出願資格イ（２）に該当する者は，バカロレ

ア資格証書の写し及びバカロレア資格試験成績証明書，出願資

格イ（３）に該当する者は，アビトゥア資格取得者に授与され

る一般的大学入学資格証明書の写しを提出してください。

また，それぞれの日本語訳を添付してください。

住民記載事項証明

書

市区町村長の発行のもので，国籍，在留資格及び住民日を明記

したものを提出してください。在留資格がない者は，パスポー

トの写し（名前，生年月日，性別，発行国が記載された部分）

を提出してください。

日本留学試験の受

験票及び成績確認

書または成績通知

書（写し）

独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験におい

て，2022 年度第 1回又は第 2回実施回の受験票及び成績確認書

または成績通知書の写しを提出してください。

ＴＯＥＦＬ，ＴＯ

ＩＥＣのスコア

英語を母語としない者は，2021 年 ( 令和 3年 )2 月 1 日以後に受

験したＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ）の Offi cial Score Report 又は本人

宛てスコアレポート（原本）若しくはＴＯＥＩＣ（公開テスト）

の公式認定証（原本）を提出してください。

なお，本人宛てスコア原本については本学で確認，写しを取得後，

返却します。（返却の際は，封筒の大きさ（長形 3号）に折りた

たみます。）

返信用封筒

（長形 3号）

ＴＯＥＦＬ，ＴＯＩＥＣの本人宛てスコア原本を提出する方は，

返送先の郵便番号，住所，志願者名を明記し，４０４円分の切

手を貼ってください。

志願理由書 本学ホームページへ掲載した様式により，志願者本人が作成し

てください。なお，志願理由書については，自筆で記入してく

ださい。履歴書は，記入例（19 ページ）を参照してください。
履　歴　書

宛名シート WEB 出願サイトから A4・片面でカラー印刷をしてください。

出願用封筒

用意した角形 2号封筒に，宛名シートを表面に貼り付け，上記

の必要書類を同封し，巻末の「入試に関する問い合わせ先」ま

で簡易書留速達郵便扱いで郵送をしてください。

私費外国人留学生選抜
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　（５）出願上の注意事項

　ア　出願書類に不備がある場合は受理できませんので，出願の際には十分確認してくださ

　　い。

　イ　出願書類受理後は，記載事項の変更は認めません。ただし，住所，連絡先等に変更

　　があった場合は，速やかに福山市立大学入学試験実施本部（０８４−９９９−１１１３）

　　へ連絡してください。

　ウ　受理した出願書類は，ＴＯＥＦＬ，ＴＯＥＩＣの本人宛てスコア原本以外は返還しま

　　せん。

　エ　出願書類の記載と相違する事実が発見された場合，入学許可後であっても入学を取り

　　消すことがあります。

　（６）受験票のダウンロード・印刷

　　　出願期間受付終了後，受験票のダウンロードが可能になりましたら，出願時に登録し

　　たメールアドレスへ通知します。受験票は必ず A4 用紙にカラー印刷をして，試験当日

　　に持参をしてください。

　ア　受験票を印刷後，記載内容を必ず確認してください。出願登録した内容と異なってい

　　る場合は速やかに福山市立大学入学試験実施本部（０８４－９９９－１１１３）へ連絡

　　してください。

　イ 　合格発表及び入学手続において受験票が必要となりますので，必ず印刷して入学試験

実施後も大切に保管してください。

　（７）個人情報の利用について

　　　本学では，出願書類から取得した個人情報及び入学試験の実施により取得した個人情

　　報について，次の目的でのみ利用します。

　ア　入学者の選抜に関する業務，今後の入学者選抜方法及び学生募集・広報活動の改善に

　　資するための分析資料として利用します。

　イ　入学者については，入学後の修学指導業務，学生支援業務及び授業料徴収業務等に利

　　用します。

３　入学者選抜方法
　　大学入学共通テストを免除し，出願書類の内容，日本留学試験の成績，ＴＯＥＦＬ又は

　ＴＯＩＥＣのスコア，日本語による小論文及び面接の結果を総合して判定します。

検 査 期 日 2023 年（令和 5年）2月 25 日（土）

時　間　割

13:00 までに入室 諸注意

13:00 13:15 14:30

小論文 休憩

14:15

面接

※面接は受験番号順とは限りません。面接方法や各受験者の面接開始時間は当日伝えま

　す。面接が終了した受験者から順次退出していただきます。

試　験　場

福山市立大学港町キャンパス

所　在　地

福山市港町二丁目 19 番 1 号

（16 ページ試験場案内参照）

４　試験の実施日程・時間割及び試験場

私費外国人留学生選抜
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５　受験上の注意事項

ア　試験当日の来場は，公共交通機関を利用してください。試験場までの交通手段を事　

　前に確認し，可能であれば下見をしてください。ただし，建物内の下見はできません。

イ　試験当日は，「本学の受験票」を必ず持参してください。紛失又は忘れた場合には，

　　早めに係員に申し出て，仮受験票の交付を受けてください。

ウ　午後 1時までに掲示により指定された試験室に入室してください。

エ　試験（小論文）開始時刻に遅れたときは，開始時刻後 20 分以内の遅刻に限り受験を

　認めますので，監督者の指示に従ってください。ただし，検査時間の延長はしません。

オ　小論文又は面接のいずれか一方でも受験しなかった場合は失格とします。

カ　試験室で使用できるものは，黒鉛筆（和歌・格言等が印刷されているものは不可。），

　鉛筆キャップ，　シャープペンシル，プラスチック製の消しゴム，鉛筆削り（電動式・

　大型のもの・ナイフ類は不可。），時計（辞書，電卓，端末等の機能があるもの，それ

　らの機能の有無が判別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型の　　　

　ものは不可。），眼鏡，ハンカチ，目薬，ティッシュペーパー（袋又は箱から中身だけ

　取り出したもの。）です。

　　これら以外のものを特に使用したい者は，試験監督者の許可を受けてください。

キ　定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。），コンパス，電卓，そろばん，グラフ用

　紙等の補助具や携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末，タブレット端末，電

　子辞書，IC レコーダー，イヤホン，音楽プレーヤー等の電子機器類は使用できません。

　　音の出る機器や携帯電話等は試験室に入る前にアラームの設定を解除し，電源を切っ

　てカバンに入れてください。マナーモードでの使用も認めません。また，携帯電話等

　を時計代わりに使用することも認めません。呼び出し音（マナーモードも含む。）が鳴っ

　た場合は，本人の了解を得ずにカバンを室外へ持ち出します。

ク　「耳せん」は監督者の指示等が聞き取れないことがあるので，使用できません。

ケ　試験時間中に日常的な生活騒音等（監督者の巡回による足音・監督業務上必要な

　打合せなど，航空機・自動車・風雨・空調の音など，周囲の受験者の咳・くしゃみ・

　鼻をすする音など，携帯電話や時計等の短時間の鳴動，周囲の建物のチャイム音など）

　が発生した場合でも救済措置は行いません。

コ　不正行為（17 ページ参照）があると認められた受験者には，直ちに受験を停止させ，

　退出を命じます。この場合，当該受験は失格とします。

サ　問い合わせは，福山市立大学入学試験実施本部（０８４−９９９−１１１３）へお願

　いします。

私費外国人留学生選抜
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Ⅳ　合格発表

2023 年（令和 5年）3月 6日（月）午前１０：００

ア　本学ホームページ (https://www.fcu.ac.jp/) に掲載します。

イ　合格者には，合格通知書を郵送します。

ウ　合否結果の電話等による照会には一切応じません。

Ⅴ　入学検定料の返還について

　出願後，一旦受理した入学検定料は返還しません。

　ただし，次のいずれかに該当する場合は，入学検定料の返還請求をすることができます。

　返還の請求は福山市立大学入学試験実施本部（０８４−９９９−１１１３）へお問い合わせ

ください。

　ア　入学検定料を払い込んだが，出願しなかった（出願書類を提出しなかった）場合

　イ　出願資格を有していないため出願書類が受理されなかった場合

　ウ　入学検定料を誤って二重に払い込んだ場合

Ⅵ　入学手続・納付金等

１　入学手続

（１）入学手続期間

2023 年（令和 5年）3月 13 日（月）～ 15 日（水）【締切日当日までの消印有効】

○直接持参の場合の手続場所

〒７２１－０９６４

　広島県福山市港町二丁目19番1号（福山市立大学事務局内）

　　　　福山市立大学入学試験実施本部

　電　話：０８４－９９９－１１１３

（３）入学手続上の注意事項

ア　入学手続期間内に所定の手続を完了しない者は，入学を辞退したものとして取り扱い

　ます。

イ　必要な書類がすべてそろっていない場合は受付できませんので，書類の提出の際には

　十分確認してください。

ウ　一度受付した入学手続書類及び入学料は返還しません。

（２）入学手続方法

ア　入学手続の詳細及び必要な書類は，別途直接，合格者宛てに郵送します。

イ　入学手続時には，本学の受験票の提示と，入学料等の納付が必要となります。

ウ　直接持参又は簡易書留速達郵便扱いにより郵送してください。

エ　直接持参の場合は，午前 9時から午後 5時まで受け付けます。

オ　直接持参の場合でも，納付金等はあらかじめ銀行等金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）

　で払い込んでください。

共通事項
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２　納付金等

（１）入学料

福山市内の者 ２５３，８００円

福山市内以外の者 ４２３，０００円

※福山市内の者とは，次のいずれかに該当する者をいいます。

　ア　本人が 2023 年 ( 令和 5年 )4 月 1 日時点において，既に 1年以上福山市内に住

　　所を有する者

　イ　配偶者又は 1親等の親族が，2023 年 ( 令和 5年 )4 月 1 日時点において，既に

　　1年以上福山市内に住所を有する者

（２）その他入学手続時に必要な納付金

福山市立大学教育振興会会費 ５０，０００円（４年間分）

（３）入学後に必要な納付金

授　業　料 年間　５３５，８００円

ア　授業料の改定があれば，改定後の金額が適用されます。

イ　授業料のほか，実習費，教材費等が別途必要となります。

ウ　授業料又は入学料の減免制度があります。

　　・大学等における修学の支援に関する法律（以下「法」という。）に規定する基準を

　　　満たす者

　　・法に規定する在留資格等を満たさない者で法の基準に準じる者

　　・災害等又は疾病，倒産，失業その他急変的事情により収入が著しく減じた場合

エ　授業料の徴収を猶予する制度があります。

　　・上記ウに準じる者又は一時的に学費の納付が困難であると認められる場合

３　奨学金等

　独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金貸与制度等があります。

　また，本学の私費外国人留学生に対しては，福山葦陽ライオンズクラブによる福山市立大

学私費外国人留学生育英奨学金制度があります。

４　アパート等

　本学が運営する学生用宿舎はありませんが，大学生協で大学周辺の物件情報を紹介してい

ます。詳しくは，大学生協にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

福山市立大学生活協同組合　電話：084-973-5533

共通事項
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Ⅶ　試験場案内

国
道
182
号

福山東警察署

至神辺

至岡山至広島

芦
田
川

交番

大型商業施設

リーデンローズ

国道 2号

国
道
313
号

国
道
182
号

ローズコム

ばら公園

市役所
郵便局

福山城

JR 山陽本線

JR 山陽本線・山陽新幹線

緑町公園

入江大橋
ローズアリーナ

GS

福山駅

管理棟

食堂

駐輪場

中庭
（3F）

（1F）

研究棟
内港

図
書
館「福山市立大学」

バス停

正
門福山

みなと公園

「手城入口」バス停

港町交番

コンビニ

JR
福
塩
線

○公共交通機関のご案内

　ＪＲ福山駅南口バスのりば②番のりば

　　中国バス　手城経由鋼管病院行（8分）

　　　　　　　「福山市立大学」下車，徒歩 0分，片道 180 円

　　　　　　　「手城入口」下車，徒歩 2分，片道 170 円

　　

　　【問い合わせ先】

　　 株式会社中国バス　本社：084-953-5391　福山営業所：084-953-1951

　　 ※必ず公共交通機関をご利用ください。

共通事項
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Ⅷ　不正行為

　①　次のことをすると不正行為になります。

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　

　とや解答用紙等に本人以外の名前・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・科目に関係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，教科書，参考書，辞書等の書籍類の内容を見ること，他の受験者の答

　案等を見ること，他の人から答えを教わること。）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　試験時間中に，問題冊子を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。」の指示の前に，問題冊子を開いたり解答を始めること。

キ　試験時間中に，定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。），コンパス，電卓，そろ

　ばん，グラフ用紙等の補助具を使用すること。

ク　試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末，タブレット端末，

　電子辞書，IC レコーダー，イヤホン，音楽プレーヤー等の電子機器類を使用すること。

ケ　「解答やめ。」の指示に従わず，筆記用具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。

ア　試験時間中に，定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。），コンパス，電卓，そ　

　ろばん，グラフ用紙等の補助具や携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末，　

　タブレット端末，電子辞書，IC レコーダー，イヤホン，音楽プレーヤー等の電子機

　器類，教科書，参考書，辞書等の書籍類をカバン等にしまわず，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（着信音・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，自身や他の受験者が有利にな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。

共通事項



－１８－

教育

福山　 　　　花子

1979

福山市立○○中学校卒業

広島県立◇◇高等学校普通科入学

広島県立◇◇高等学校普通科卒業

○○会社入社（営業課配属）

○○会社退社（自己都合による）

医療法人△△会□□医院入社（医療事務）（現在に至る）

3

4

3

4

3

4

31

1

31

1

31

1

8 8 43

フクヤマ ハナコ

児童教育 教育

出 願 時（記 入

日）の 満 年 齢

を記入

共
通
事
項

1995

1995

1998

1998

2001

2010

Ⅶ　出願書類記入要領

１　社会人入試履歴書記入例

社会人入試
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教育

中

中国 中国語 留学

◆◆高等中学校

福　　 　　　市大

2004

2022

350 650

9 20 2023 4 19

6

2016

2016

2019

2019

2022

2022

6

9

6

9

6

10

8 8 18

フク シダイ

児童教育 保育

２　私費外国人留学生選抜履歴書記入例

2022

中国△△市△△小学校卒業

中国△△市△△初等中学校入学

中国△△市△△初等中学校卒業

中国◆◆高等中学校入学

中国◆◆高等中学校卒業

××日本語学校入学（現在に至る，2023 年 3 月修了見込）

３つの出願資格欄

のうち，該当する

いずれかに記入

該当の項目を○で囲み，

添付した証明書の成績

を転記

出願時（記入日）の満

年齢を記入

私費外国人留学生選抜
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Ⅹ　問い合わせ先

【入試に関する問い合わせ先】

 〒７２１−０９６４

　 広島県福山市港町二丁目 19 番 1 号（福山市立大学事務局内）

　　　　 福山市立大学入学試験実施本部

　 電　話　０８４−９９９−１１１３

　 ＦＡＸ　０８４−９２８−１２４８

　 E-Mail　nyushi@fcu.ac.jp

【ＷＥＢ出願サイトの操作方法・入学検定料支払方法に関する問い合わせ先】

 「学び・教育」出願・申込サービス　サポートセンター（株式会社ディスコ）

電話　０１２０－２０２－０７９

（平日１０：００～１８：００　※出願期間中は２４時間対応）

E-Mail  cvs-web@disc.co.jp

（平日１０：００～１７：００）

共通事項
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