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〒814-0193 福岡市早良区田村2-15-1　福岡歯科大学学務課入試係
TEL.092-801-1885（直通）　FAX.092-801-0427
●ホームページURL http://www.fdcnet.ac.jp　●E-mail  nyushi@college.fdcnet.ac.jp
●携帯電話及びスマートフォン用ホームページURL  http://www.fdcnet.ac.jp/col/deviceselect.html

問合せ先 ▲携帯電話からの
アクセスは
こちらから！

福岡歯科大学福岡歯科大学

福岡歯科大学
区分

合格発表日

入学手続
期間

試験会場

募集定員

願書
受付期間
試験日

H30.10.2（火）

H30.10.4（木）
～10.17（水）

H30.11.22（木）
～12.5（水）

H31.3.25（月）
～3.29（金）

H30.11.22（木）
～12.5（水）H31.2.8（金）～2.21（木） H31.3.11（月）～3.20（水）

約11名

H30.9.30（日）

H30.9.3（月）～
9.26（水）必着

AO入試Ⅰ期

H30.11.20（火）

約12名

H30.11.18（日）

H30.11.1（木）～
11.14（水）必着

推薦・指定校推薦
入試

約49名

福岡歯科大学・東京試験場

H31.2.6（水）午後5時

H31.2.3（日）

H31.1.4（金）～1.30（水）必着（※1）

一般入試A日程

約5名

センター試験
利用入試Ⅰ期

約12名

H31.3.7（木）午後5時

H31.3.5（火） H30.11.18（日）

H30.11.20（火）

H31.2.4（月）～3.1（金）必着

一般入試B日程

約2名

センター試験
利用入試Ⅱ期

学士等
編入学試験

約2名 約2名

H31.3.22（金）

H31.3.21（木・祝）

H31.3.4（月）～
3.18（月）必着

H30.11.1（木）～
11.14（水）必着

AO入試Ⅱ期

福岡医療短期大学

福岡看護大学
（※1）東京試験会は平成31年1月28日（月）必着

〒814-0193 福岡市早良区田村2-15-1 福岡看護大学 学生・入試課
TEL.092-801-0486（直通） 　FAX.092-801-0412
●ホームページURL  https://www.fdcnet.ac.jp/ncol/
●E-mail  knyushi@college.fdcnet.ac.jp

問合せ先 ▲携帯電話からの
アクセスは
こちらから！

指定校推薦及び
公募推薦入試 社会人入試 一般入試

A日程
センター試験
利用入試Ⅰ期

一般入試
B日程

センター試験
利用入試Ⅱ期

募集定員 約35名（指定校含む） 約2名

願書受付期間
（最終日の16時必着） H30.10.29（月）～11.9（金）

H30.11.26（月）

H30.12.10（月） H31.3.22（金）一次：H31.2.28（木） 二次：H31.3.8（金）

合格発表日

入学手続締切日

試験会場

試験日

福岡看護大学福岡看護大学 ーー

H30.11.17（土）

約50名 約5名

H31.1.7（月）～1.29（火）

H31.2.15（金）

H31.2.7（木） 大学独自の試験は課さない H31.3.7（木） 大学独自の試験は課さない

約5名 約3名

H31.2.12（火）～2.28（木）

H31.3.14（木）

平成31年度 入学試験日程

編集・発行／福岡学園広報・受験者対策委員会 広報誌編集部  〒814-0193 福岡県福岡市早良区田村2-15-1   TEL 092-801-0411（企画課：内線509）
平成30年7月20日発行

〒814-0193 福岡市早良区田村2-15-1　福岡医療短期大学入試係　
TEL.092-801-0439（直通）　 FAX.092-801-4473
●ホームページURL  http://www.fdcnet.ac.jp/jcol/　●E-mail  gakumuj@college.fdcnet.ac.jp
●携帯電話用ホームページURL  http://www.fdcnet.ac.jp/sp/jcol/

問合せ先 ▲携帯電話からの
アクセスは
こちらから！

【注】ＡＯ入学試験については、希望により上記以外の日程で実施することがあります。詳細は入試係までお問合せください。

区分
歯科衛生学科

指定校 公 募 A日程 B日程
一般入学試験推薦入学試験

一般入学試験推薦入学試験

募集定員 約25名 約5名 約10名 約5名

区分
保健福祉学科

指定校 公 募 A日程 B日程

募集定員 約10名 約2名 約2名 約1名
願書
受付期間

H30.11.1（木）～
11.15（木）

H31.1.15（火）～
1.30（水）

H31.2.4（月）～
2.20（水）

H30.11.12（月）～
11.29（木）

H31.2.18（月）～
3.6（水）

合格発表日

試験会場

試験日

福岡医療短期大学

H30.11.22（木） H31.2.7（木） H31.2.28（木）

H30.11.17（土） H31.2.1（金） H31.2.22（金）

区分
歯科衛生学科 AO入学試験Ⅰ期 社会人AO

入学試験Ⅰ期
AO入学試験Ⅱ期 社会人AO

入学試験Ⅱ期

募集定員 約20名 若干名 約5名 若干名

区分
保健福祉学科 AO入学試験Ⅰ期 社会人AO

入学試験Ⅰ期
AO入学試験Ⅱ期 社会人AO

入学試験Ⅱ期

募集定員 約10名 若干名 約7名 若干名

願書
受付期間

H30.9.27（木）～
10.11（木）

合格発表日

試験会場

試験日

福岡医療短期大学

H30.10.18（木）

H30.10.13（土）

H30.8.6（月）～
8.22（水）

H30.10.4（木）

H30.8.24（金）

AO入学試験Ⅲ期 社会人AO
入学試験Ⅲ期

AO入学試験Ⅳ期 社会人AO
入学試験Ⅳ期

約5名 若干名 約5名 若干名

AO入学試験Ⅲ期 社会人ＡＯ
入学試験Ⅲ期

AO入学試験Ⅳ期 社会人AO
入学試験Ⅳ期

約3名 若干名 約5名 若干名

H31.3.1（金）～
3.13（水）

H31.3.20（水）

H31.3.15（金）

H30.12.3（月）～
12.13（木）

H30.12.20（木）

H30.12.15（土）

専攻科・口腔保健衛生学専攻

福岡医療短期大学

H30.12.6（木）

約3名

二次募集

H31.3.13（水）

H30.12.1（土） H31.3.8（金）

約2名

三次募集

H30.9.10（月）～
9.27（木）

H30.10.4（木）

H30.9.29（土）

約15名

一次募集

7月5日以降、西日本を襲った記録的な豪雨により、被災された皆様方に心よりお見舞い
申し上げますと共に、被災地の一日も早い復旧と復興をお祈り申し上げます。豪雨により被害に遭われた皆様へ




