
〈九州西部地域大学・短期大学連合産学官連携プラットフォーム【QSP】〉

QSP共同入学者選抜試験 ｢地域創生支援リーダー育成入試｣ 
□✓ ３大学で共同の入学試験を実施！
□✓ 試験は大学入学共通テスト利用入試！
□✓ 授業料は国公立大学と同額！
□✓ 入学後は地域優良企業と連携した就職プログラムに参加！
□✓ 卒業後は長崎の地域創生の担い手に！

　九州西部地域大学・短期大学連合産学官連携プラットフォーム（QSP）では、2021（令和３）年度入学者選抜から本事
業加盟の３大学（長崎ウエスレヤン大学、長崎外国語大学、長崎国際大学）共同による入学者選抜 ｢地域創生支援リーダー
育成入試｣ を実施します。
　この入試の目的は、少子化が進む長崎県における地域創生のリーダーを育成することです。「大学卒業後に長崎県内の企業
等に就職し、地域創生のリーダーになることを希望する者」を３大学が共同で募集し、共同で入学者選抜を実施したうえ、
入学後は「地域創生支援リーダー育成奨学生」として国公立大学とほぼ同額の授業料（※）で就学しながら、長崎県の優良
企業と連携した「地域創生支援リーダー育成プログラム」に参加することになります。
　プログラムへの参加を通じて、長崎の活性化に貢献する意思を深め、企業で活躍できるスキルを獲得し、卒業後は長崎県
の企業等でその能力を存分に発揮していただくことになります。
　「大学で学んだことを地元に還元したい」、「地元を元気にしたい」という熱意を持った受験生を歓迎します。

１．参加大学
　長崎ウエスレヤン大学／長崎外国語大学／長崎国際大学
２．志願者の要件
●以下のすべての項目に該当する者
◇長崎県在住者、または長崎県内高等学校卒業見込及び卒業者。
　あるいは保護者もしくは保証人が長崎県在住者
◇経済的事情により就学が困難で、主たる家計支持者が給与所得者の場合は収入金額が年804万円以下、給与
所得者以外の場合は所得金額が年396万円以下であること
◇大学卒業後は、長崎県内に本社または事業所を置く企業、団体、自治体に就職を希望し、在学中は原則的に
　「地域創生支援リーダー育成プログラム（裏面参照）」に参加する者

３．出願方法
●願書受付期間　令和３年１月６日(水) ～ 29日(金)
●上記の３大学のうち、入学を希望する各大学に申請して下さい。
●出願はネット出願となります。
●出願書類は各大学の様式となります。詳しくは出願予定大学にお問合せください。
●大学間の併願はできません（但し各大学の学部内併願は可能です）。
４．対象学部・学科・募集定員
●各大学により異なります。詳しくは内側のページをご覧ください。
５．検定料・年間授業料
●検定料、及び入学後の年間授業料は各大学共通です。
●検定料 12,000円
●年間授業料　535,800円
６．選抜方法
●試験方式　大学入学共通テスト利用（科目は出願先により異なります。詳しくは内側のページをご覧ください）
●願書受付　令和３年１月６日(水) ～ 29日(金)
●合格発表　令和３年２月20日(土)
●入学手続　（1次）令和３年３月10日(水)〆切　　（２次）令和３年３月22日(月)〆切
７．お問合せ先
●長崎ウエスレヤン大学	 入試広報課（☎ 0957-26-0044）
●長崎外国語大学 入試広報課（☎ 095-840-2022）
●長崎国際大学 入試・募集センター（☎ 0956-39-2020）
●QSP事務局 （☎ 0956-39-2020）

「地域創生支援リーダー育成プログラム」とは？

　皆さんが大学卒業後に「地域創生支援リーダー」になってもらうために、入学後は「地域創生支援
リーダー育成プログラム」に参加していただくことになります。このプログラムは、長崎県の地域
優良企業と連携して行うもので、以下のようなイベントへの参画を通じて、地域の企業への理解を深め、
長崎地域の発展に貢献できる幅広いスキルを獲得していくことを目指します。

【プログラム例】
対象年次 実施プログラム 概 要

1年次 企業魅力発見
バスツアー

地域企業の見学や、採用担当者・若手社員の方とのフリー
トークなどで交流を深め、「地域企業で働くとはどういう
ことか」を考える機会にします。将来なりたいものをイ
メージするうえできっと役に立つはずです。
時期：10～12月

2年次 企業魅力発見
インターンシップ

1 ～ 2週間程度のインターンシップ（就業体験）により、
地域企業で働く現場を体験します。将来働くうえで自分
に足りないものを見つけるチャンスです！
時期：８～９月

3年次 合同グループ面接講座

本格的な就職活動の開始を前に、就活試験でポピュラーな
グループ面接の対策講座を行います。地域企業の現役の
人事担当者の方から直接指導を受けることができるほか、
他大学の学生と交流しながら情報交換できます。
時期：11月頃

4年次 就職活動体験談
発表会

内定を獲得して就活を終えたら、自分が就活で体験して
きた苦労や喜び、アドバイスを後輩に向けて話していた
だきます。社会人になる前に仕事についての考えをまと
めておけば、自分自身にとってもプラスになります！
時期：11月頃

全学年 企業魅力発見
意見交換会

このほかに、全学年を対象として地域企業の人事担当者・
若手社員との交流会を定期的に実施します。
時期：５～６月頃、１～２月頃

※以上は現在の予定です。実際のプログラムは変更される可能性があります。

九州西部地域大学・短期大学連合産学官連携プラットフォーム
https://www1.niu.ac.jp/platform/（長崎国際大学HP）

長崎ウエスレヤン大学　http://www.wesleyan.ac.jp/
※長崎ウエスレヤン大学は、2021年４月に「鎮西学院大学」へと名称変更します。

長崎外国語大学　　　　http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/

長崎国際大学 https://www1.niu.ac.jp/



長崎国際大学の建学の理念と教育目標 

 本学は「人間尊重を基本理念に、よりよい人間関係とホスピタリティの探求・実現、並びに文化と健康を大切
にする社会の建設に貢献する教育・研究」を建学の理念に掲げ、「専門知識と技能に加えて、知性、感性、人間性
の備わった人材の育成」「地域から愛され、地域社会に貢献できる人材の育成」「異文化を理解し国際社会に貢献
できる人材の育成」の 3 点を教育目標としています。 
 

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針） 

長崎国際大学 

 本学は理念に掲げる人材を育成するために、本学の教育方針を理解し、それを素直に受け入れて主体的に学修
を進めることができる次のような入学者を求めています。 
① 高等教育の履修内容を幅広く獲得している人。ただし、学科によっては特に深い習得を求められる分野が加

わります。 
② 高等学校までの知識・技能を活用して、学校内外の課題解決内容に取り組んだ経験がある人。 
③ ボランティア活動等を通して、社会的な課題に取り組んだ経験がある人。 
④ 日本文化や書物から多くの学びを得た人、あるいはその学びを身に付けたいと考えている人。 
⑤ 学びたい学部・学科があり、そこで獲得した能力・態度を社会で生かしたいと考えている人。 
⑥ 大学での履修を円滑に進めるために、自己の不足する能力の向上に入学前から取り組むことができる人。 
 
人間社会学部／国際観光学科 

 本学科では、本学の理念に掲げる人材を育成するために、本学の教育方針を理解し、それを受け入れ、主体的
に学修を進めることができる次のような入学者を求めています。 
① 高等教育の履修内容を幅広く獲得している人。このために本学科では、入学者選抜試験の学力検査として「学

生募集要項」に記載している科目を用います。 
② 高等学校までの知識・技能を活用して、学内外の課題解決に取り組んだ経験がある人。 
③ スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動等を通して学校内外の社会的な課題に取り組んだ経験がある人。 
④ 日本文化や書物から多くの学びを得た人、あるいはその学びを身に付けたいと考えている人。 
⑤ 国際観光学科の学びである観光産業・事業、国際交流、スポーツによる地域貢献、まちづくり等に関心があ

り、そこで獲得した能力・態度を社会で生かしたいという強い希望を持っている人。 
⑥ 大学での履修を円滑に進めるために、自己の不足する能力の向上に、入学前から取り組むことができる人。 
 
人間社会学部／社会福祉学科 

 本学科では、大学アドミッション・ポリシーを基本精神として踏まえた上で、本学科のディプロマ・ポリシー
に掲げる人物を育成するために、教育方針を理解し、主体的に学修を進めることができる入学者を求めています。 
① 高等教育の履修内容を幅広く獲得している人。このために本学科では、入学者選抜試験の学力検査として「学

生募集要項」に記載している科目を用います。 
② 学級活動、部活動、ボランティア活動、スポーツ活動などを通して、周囲の大人や友人と協力して課題に取

り組んだ経験のある人。 
③ 学習意欲について、本学科で開講する社会福祉やその関連領域において、自分の専門基盤を作る勉強がした

い人。 
④ 未来の夢について、福祉関連機関、民間企業や公務員を目指すなど、しっかりと将来設計を考えている人。 



⑤ 短大や専門学校からの編入学、他の学問領域からの転向を希望する人。 
⑥ 社会人入学を広く受け入れます。社会経験を、国際社会、及び地域社会の活性化に向けて、将来、活かした

い人。 
⑦ 大学での履修を円滑に進めるために、自己の不足する能力の向上に、入学前から取り組むことができる人。 
 
健康管理学部／健康栄養学科 

 本学科では、本学の理念に掲げる人材を育成するために、本学の教育方針を理解し、それを素直に受け入れて
主体的に学修を進めることができる次のような入学者を求めています。 
① 高等教育の履修内容を幅広く獲得している人。このために本学科では、入学者選抜試験の学力検査として「学

生募集要項」に記載している科目を用います。 
② 高等学校までの知識・技能を活用して課題解決を行った経験がある人。 
③ ボランティア活動等を通して学校内外の社会的な課題に取り組んだ経験のある人。 
④ 自己の不足する能力向上のために、入学前から粘り強く取り組むことができ、失敗に屈せず、自分を成長さ

せようとする人。 
⑤ 食や健康に関する出来事やそれらに関わる専門職に興味があり、大学で得た能力・態度を社会で生かし管理

栄養士として活動したいという強い希望を持っている人。 
 
薬学部／薬学科 

 本学科では、本学の基本理念である「人間尊重」を理解する医療人（薬剤師）を育成するために、本学の教育
方針を理解し、将来医療に従事する者として非喫煙を含め自らの健康に留意するとともに、主体的に学修を進め
ることができる学生を求めています。また、入学後の学修において、化学系薬学、生物系薬学、物理系薬学の 3
つが基礎的な分野となることから、「化学」「生物」「物理」の基礎をしっかり学習しておくことが重要です。した
がって、大学での履修を円滑にするために、学力の維持または向上に入学前から取り組む必要があります。 
① 高等教育の履修内容を幅広く、積極的に学習している人。このために本学科では、入学者選抜試験の学力検

査として「学生募集要項」に記載している科目を用います。 
② 他者への思いやりを持ち、ボランティア活動や課外活動等を通して社会に奉仕することができる人。 
③ 社会においては、まわりの意見に耳を傾け、協調して行動できる人。 
④ 進歩著しい医療の世界で必要な、絶えず学び続ける強い意志と向上心を持っている人。 
⑤ 地域医療に貢献することに関心や意欲を持っている人。 
⑥ 大学で獲得した知識や能力を医療の発展に活かしたいと考えている人。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



大切なお知らせ 

 

（１）出願書類に係る個人情報の取扱いについて 

 本学では、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）を遵守し、長崎国際大学個人情報保護
規程に基づき、出願者の個人情報の利用、保護、管理を行います。出願書類に記載された個人情報については、
入学試験にかかわる事務連絡、入学検定用・入学金・その他納付金などの入金情報に利用することを予めご了承
ください。なお、原則として提出された個人情報は、第三者に開示または提供することはありません。 
 
（２）高等教育の修学支援新制度について 

 高等教育の修学支援新制度（以下、支援金）の採用候補者となっている場合でも、入学金や前期納付金は定め
られた入学手続き日までに納入されることが原則です。本学に入学後、支援金の区分が確定して国から交付され
るタイミングで、支援金はそのまま返金いたします。 
 
（３）出願要件・出願資格 

次の出願要件を全て満たし、かつ出願資格のいずれかを満たしたうえで、令和 3 年度大学入学共通テストにお
いて本学の指定する教科・科目を受験した者（全学部学科で共通）。 

〈出願要件〉 
１．長崎県内在住者または長崎県内高等学校卒業見込及び卒業者。あるいは保護者又は保証人が長崎県在住者。 
2．経済的事情により就学が困難で、家計基準が日本学生支援機構の条件を満たす者。 
3．大学卒業後は、長崎県内に本社または事業所を置く企業、団体、自治体に就職を希望し、在学中は「地域創

生支援リーダー育成プログラム（域内就職促進事業プログラム）」に参加する者。 
〈出願資格〉 

１．日本の高等学校（中等教育学校の後期課程含む）を卒業した者、および 2021年 3月までに卒業見込みの者。 
２．日本において、通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、および 2021年 3月までに修了見込みの者。 
３．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、および 2021年 3月までに修了見込みの者。また

はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの。 
４．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、および 2021年 3月までに修了見込みの者。 
５．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、および 2021年 3月までに修了見込みの者。 
６．文部科学大臣が指定した者。 
７．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（旧規定による大学入学資格検定に合格

した者を含む。）、および 2021年 3月 31日までに合格見込みの者で、2021年 4月 1日現在で満 18歳以上の者。 
 
（４）出願方法と入学検定料 

出願方法は Web 出願に限ります。入学検定料はどの学部学科も 12,000 円で共通です。 

 
（５）繰上合格制度について 

入学予定者に欠員がある場合に限り、繰上合格を行う場合があります。その候補者には、合格発表時に繰上合
格の候補者である旨の通知書を入学試験結果に代えて送付します。繰上合格が実施される場合、候補者への電話
連絡（入学志願票に記入された電話番号）を行い、入学の意思確認を行います。 



確認の結果、入学意思が確認された候補者に対し「合格通知」および「入学手続要項」を送付します。候補者
による繰上合格の辞退や電話が不通の場合は、繰上合格の資格を失効しますので予めご了承ください。繰上合格
は必ず実施されるものではなく、通知があっても候補者に必ず連絡がいくことを保証するものではありません。
この件に関する問い合わせには応じません。 

 
（６）減免奨学生制度（日本学生支援機構に基づく家計基準の条件） 

志願者本人の主たる家計支持者（父母などの親権者、未成年後見人、またはこれに代わる者。別生計の者は非
該当）の収入金額が、以下の①または②の基準であれば対象となります。出願の際、入学志願票の減免奨学生制
度申請欄に必ず押印し、以下の該当する書類のコピーを提出してください。 
①主たる家計支持者が給与所得の場合 
 直近の「給与所得の源泉徴収票」の支払金額が 8,040,000 円以下（10,000円未満切り捨て） 
②主たる家計支持者が給与所得以外の場合 
 直近の「所得税の確定申告書Ｂ(控)」の所得金額が 3,960,000 円以下（10,000 円未満切り捨て） 

 入試の結果、その成績が優秀であると認められる場合「減免奨学生」として選出され、入学金または授業料が
減免されます。また、減免奨学生として入学した後、本人が減免申請を年度ごとに行う必要があり、減免率は入
学後の学業成績その他の結果に基づいて「昇格」「降格」「取消」となる場合があります。 
 
（７）入学後（1年次）に購入するものと金額の目安について〔2020年度実績〕 

○全学部共通 
１．教科書 30,000～60,000 円（学部や履修科目によって幅があります） 

２．茶道〈必修〉セット 3,000 円 （袱紗
ふくさ

ばさみ・袱紗・菓子切り・懐紙
かいし

・扇子） 

３．ノートパソコン（大学推奨モデル 8GB） 126,000 円（iiyama） 172,800円（富士通） 
  個人所有のものがあれば購入不要、ただし学内利用の場合は有料ウイルス対策ソフトのインストール必須。 
 
○健康管理学部 
 ・被服セット 13,800円 調理服（エプロン、パンツ、帽子、コックコート）、調理靴、実験用白衣 
 ・関数電卓 1,530 円  ・包丁セット 7,000 円 
 
○薬学部 
 ・白衣、上履き、関数電卓、保護眼鏡、実習ノート 計 15,200円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



入学試験実施要項 

人間社会学部／国際観光学科

 

●地域創生支援リーダー育成入試 社会福祉学科を第二志望に併願可 

募集人員 若干名 
出願期間 2021年 1 月 6 日(水)～1 月 29 日（金）必着 
試 験 日 本学独自の学力検査なし 

選抜方法 

令和 3 年度大学入学共通テスト 3 教科 3 科目と調査書の総合判定 
 3 教科 3 科目以上受験した場合は、高得点の 3 科目を合否判定に使用する。 
 配点－3教科 300 点満点。外国語は 100 点に換算。地理歴史・公民の組み合わせ不可。 
 また、過年度の大学入試センター試験の成績は利用できない。 
 
【令和 3 年度大学入学共通テスト 利用教科・科目】 

〇国語〔『国語（近代以降の文章）』〕 

〇地理歴史・公民（「世界史 A」「世界史 B」「日本史A」「日本史 B」「地理A」「地理 B」「現代社会」「倫理」 

『政治・経済』『倫理、政治・経済』から 1科目） 

〇数学（「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学 B』『簿記・会計』『情報関係基礎』から 1 科目） 

〇理科〔「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から 2 科目合算で 1 科目（配点 100 点）、 

    または「物理」「化学」「生物」「地学」から 1 科目〕 

〇外国語〔『英語（リスニング含む）』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』から 1 科目〕 

合格発表 2021年 2 月 20 日(土)  ※本学の一般合格または減免奨学生 BCD 合格の場合もあり 

入学手続 

一次手続締切：2021 年 3 月 10 日(水)必着 
二次手続締切：2021 年 3 月 22 日(月)必着 
○一次手続：入学手続書類の提出〈必須〉と入学金の納入（入学金免除者を除く） 
◎二次手続：入学金を除く前期納付金および学生支援費等の納入 

 
●入学金・学費その他の納付金〔2021 年度予定〕 

 地域創生 

リーダー 

本学 

一般合格 

本学減免奨学生Ｂ 

(授業料 50％免除) 

本学減免奨学生Ｃ 

(授業料 25％免除) 

本学減免奨学生Ｄ 

(入学金 100％免除) 

備考 

入学金 \250,000 \250,000 \250,000 \250,000 \0 一次手続で納付 

 

前 

期 

授業料 \267,900 \325,000 \162,500 \243,750 \325,000 二次手続で納付 

教育充実費 － \130,000 \130,000 \130,000 \130,000 

学生支援費等 \34,660 \34,660 \34,660 \34,660 \34,660 

前期合計 \302,560 \489,660 \327,160 \408,410 \489,660 

後 

期 

授業料 \267,900 \325,000 \162,500 \243,750 \325,000 入学年度の 10 月

末日までに納付 教育充実費 － \130,000 \130,000 \130,000 \130,000 

後期合計 \267,900 \455,000 \292,500 \373,750 \455,000 

入学年度合計 \820,460 \1,194,660 \869,660 \1,032,160 \944,660  

 
 
 
 



入学試験実施要項 

人間社会学部／社会福祉学科

 

●地域創生支援リーダー育成入試 国際観光学科を第二志望に併願可 

募集人員 若干名 
出願期間 2021年 1 月 6 日(水)～1 月 29 日（金）必着 
試 験 日 本学独自の学力検査なし 

選抜方法 

令和 3 年度大学入学共通テスト 3 教科 3 科目と調査書の総合判定 
 『国語（近代以降の文章）』必須。そのほか 2 教科 2 科目以上受験した場合は、高得点の 2科目
を合否判定に使用する。 
 配点－3教科 300 点満点。外国語は 100 点に換算。地理歴史・公民の組み合わせ不可。 
 また、過年度の大学入試センター試験の成績は利用できない。 
 
【令和 3 年度大学入学共通テスト 利用教科・科目】 
〇国語〔『国語（近代以降の文章）』〕《必須》 

〇地理歴史・公民（「世界史 A」「世界史 B」「日本史A」「日本史 B」「地理A」「地理 B」「現代社会」「倫理」 

『政治・経済』『倫理、政治・経済』から 1科目） 

〇数学（「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学 B』『簿記・会計』『情報関係基礎』から 1 科目） 

〇理科〔「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から 2 科目合算で 1 科目（配点 100 点）、 

    または「物理」「化学」「生物」「地学」から 1 科目〕 

〇外国語〔『英語（リスニング含む）』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』から 1 科目〕 

合格発表 2021年 2 月 20 日(土)  ※本学の一般合格または減免奨学生 BCD 合格の場合もあり 

入学手続 

一次手続締切：2021 年 3 月 10 日(水)必着 
二次手続締切：2021 年 3 月 22 日(月)必着 
○一次手続：入学手続書類の提出〈必須〉と入学金の納入（入学金免除者を除く） 
◎二次手続：入学金を除く前期納付金および学生支援費等の納入 

 
●入学金・学費その他の納付金〔2021 年度予定〕 

 地域創生 

リーダー 

本学 

一般合格 

本学減免奨学生Ｂ 

(授業料 50％免除) 

本学減免奨学生Ｃ 

(授業料 25％免除) 

本学減免奨学生Ｄ 

(入学金 100％免除) 

備考 

入学金 \250,000 \250,000 \250,000 \250,000 \0 一次手続で納付 

 

前 

期 

授業料 \267,900 \325,000 \162,500 \243,750 \325,000 二次手続で納付 

教育充実費 － \130,000 \130,000 \130,000 \130,000 

学生支援費等 \34,660 \34,660 \34,660 \34,660 \34,660 

前期合計 \302,560 \489,660 \327,160 \408,410 \489,660 

後 

期 

授業料 \267,900 \325,000 \162,500 \243,750 \325,000 入学年度の 10 月

末日までに納付 教育充実費 － \130,000 \130,000 \130,000 \130,000 

後期合計 \267,900 \455,000 \292,500 \373,750 \455,000 

入学年度合計 \820,460 \1,194,660 \869,660 \1,032,160 \944,660  

 
 
 



入学試験実施要項 

健康管理学部／健康栄養学科

 

●地域創生支援リーダー育成入試 

募集人員 若干名 
出願期間 2021年 1 月 6 日(水)～1 月 29 日（金）必着 
試 験 日 本学独自の学力検査なし 

選抜方法 

令和 3 年度大学入学共通テスト 3 科目と調査書の総合判定 
◇外国語『英語（リスニング含む）』《必須》 
◇理科《選択必須》「化学」「生物」から 1 科目。または「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」 
         から 2 科目合算して 1 科目とする。理科 2科目の利用可。 

  配点－3 科目 300 点満点。外国語は 100 点に換算。 
  選択科目、選択必須科目は高得点科目を合否判定に利用する。 

また、過年度の大学入試センター試験の成績は利用できない。 
 
【令和 3 年度大学入学共通テスト 利用教科・科目】 

〇国語〔『国語（近代以降の文章）』〕 

〇数学（「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学 B』『簿記・会計』『情報関係基礎』から 1 科目） 

〇理科〔「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から 2科目合算で 1 科目（配点 100 点）、 

    または「化学」「生物」から 1科目。理科の 2科目利用可〕 

〇外国語〔『英語（リスニング含む）』〕《必須》 

合格発表 2021年 2 月 20 日(土)  ※本学の一般合格または減免奨学生 BCD 合格の場合もあり 

入学手続 

一次手続締切：2021 年 3 月 10 日(水)必着 
二次手続締切：2021 年 3 月 22 日(月)必着 
○一次手続：入学手続書類の提出〈必須〉と入学金の納入（入学金免除者を除く） 
◎二次手続：入学金を除く前期納付金および学生支援費等の納入 

 
●入学金・学費その他の納付金〔2021 年度予定〕 

 地域創生 

リーダー 

本学 

一般合格 

本学減免奨学生Ｂ 

(授業料 50％免除) 

本学減免奨学生Ｃ 

(授業料 25％免除) 

本学減免奨学生Ｄ 

(入学金 100％免除) 

備考 

入学金 \250,000 \250,000 \250,000 \250,000 \0 一次手続で納付 

 

前 

期 

授業料 \267,900 \335,000 \167,500 \251,250 \335,000 二次手続で納付 

教育充実費 － \175,000 \175,000 \175,000 \175,000 

学生支援費等 \34,730 \34,730 \34,730 \34,730 \34,730 

前期合計 \302,630 \544,730 \377,230 \460,980 \544,730 

後 

期 

授業料 \267,900 \335,000 \167,500 \251,250 \335,000 入学年度の10月

末日までに納付 教育充実費 － \175,000 \175,000 \175,000 \175,000 

後期合計 \267,900 \510,000 \342,500 \426,250 \510,000 

入学年度合計 \820,530 \1,304,730 \969,730 \1,137,230 \1,054,730  

 
 
 



入学試験実施要項 

薬学部／薬学科

 

●地域創生支援リーダー育成入試 

募集人員 若干名 
出願期間 2021年 1 月 6 日(水)～1 月 29 日（金）必着 
試 験 日 本学独自の学力検査なし 

選抜方法 

令和 3 年度大学入学共通テスト 5 科目と調査書の総合判定 
◇数学『数学Ⅰ・数学Ａ』《必須》 『数学Ⅱ・数学Ｂ』《必須》 
◇理科「化学」《必須》 「物理」または「生物」から 1 科目《選択必須》 
◇国語『国語（近代以降の文章）』《必須》 
◇外国語『英語（リスニング含む）』《必須》 

  配点－4 教科 6 科目 700 点満点。 
また、過年度の大学入試センター試験の成績は利用できない。 

 
【令和 3 年度大学入学共通テスト 利用教科・科目】 

〇国語〔『国語（近代以降の文章）』〕《必須》 

〇数学（『数学Ⅰ・数学 A』『数学Ⅱ・数学 B』）《2科目必須》 

〇理科〔「化学」《必須》 「物理」「生物」から 1 科目《選択必須》〕 

〇外国語〔『英語（リスニング含む）』〕《必須》 

合格発表 2021年 2 月 20 日(土)   ※本学の一般合格または減免奨学生 SABCD の場合もあり 

入学手続 

一次手続締切：2021 年 3 月 10 日(水)必着 
二次手続締切：2021 年 3 月 22 日(月)必着 
○一次手続：入学手続書類の提出〈必須〉と入学金の納入（入学金免除者を除く） 
◎二次手続：入学金を除く前期納付金および学生支援費等の納入 

 
●入学金・学費その他の納付金〔2021 年度予定〕 

 地域創生 

リーダー 

本学 

一般合格 

本学減免奨学生Ｓ 

(授業料 100％免除) 

本学減免奨学生Ａ 

(授業料 75％免除) 

本学減免奨学生Ｂ 

(授業料 50％免除) 

本学減免奨学生Ｃ 

(授業料 25％免除) 

本学減免奨学生Ｄ 

(入学金 100％免除) 

備考 

入学金 \250,000 \250,000 \250,000 \250,000 \250,000 \250,000 \0 一次手続で納付 

 

前 

期 

授業料 \267,900 \600,000 \0 \150,000 \300,000 \450,000 \600,000  

二次手続で納付 

 

教育充実費 － \350,000 \350,000 \350,000 \350,000 \350,000 \350,000 

学生支援費等 \36,840 \36,840 \36,840 \36,840 \36,840 \36,840 \36,840 

前期合計 \304,740 \986,840 \386,840 \536,840 \686,840 \836,840 \986,840 

後 

期 

授業料 \267,900 \600,000 \0 \150,000 \300,000 \450,000 \600,000 入学年度の 10 月

末日までに納付 教育充実費 － \350,000 \350,000 \350,000 \350,000 \350,000 \350,000 

後期合計 \267,900 \950,000 \350,000 \500,000 \650,000 \800,000 \950,000 

入学年度合計 \822,640 \2,186,840 \986,840 \1,286,840 \1,586,840 \1,886,840 \1,936,840  

 ※上記以外に、2~5年次の期間に一括または分割で実務実習費を徴収します（前年度実績 640,000円程度）。 

 

 

 



出願書類等について（全学部共通） 

 
（A）入学志願票〔本学所定様式〕 

   各欄を正確に記入すること。減免奨学生制度申請欄に必ず押印すること。 
 
（B）写真票〔本学所定様式〕 

   写真（カラー）貼付（縦４㎝×横３㎝）。上半身脱帽、正面向３ヵ月以内に撮影した鮮明なもの。 
   写真の裏面には必ず氏名を記入すること。 
 
（C）受験票〔本学所定様式〕 

   裏面記入の必要なし。 
 
調査書 

   出身学校長が証明した調査書（３ヵ月以内に発行され厳封したもの）。 
卒業後 5 年以上経過、あるいは廃校や被災その他の事情により出身学校が発行できない場合は、卒業証明
書もしくは成績通信簿などを提出すること。高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定試験）の場合
は、「合格証明書」「合格成績証明書」または「合格見込成績証明書」を同封すること。 

 
志望理由書〔本学所定様式〕 

   長崎国際大学出願用のもの。欄が不足する場合はコピーして使用すること。資料等ある場合は添付すること。 
   本人が自筆で記入すること（ワープロ書き不可）。 
 
出身学校の卒業証明書 

   高等学校等の既卒者は、卒業した学校の卒業証明書を同封すること。 
 

成績請求票 

   大学入学共通テストの書類にある「成績請求票」を(Ａ)志願票に必ず貼付すること。 
 
 
 

○地域創生支援リーダー育成入試の合格者となった場合、一次手続で以下の提出を求めます。 

 

1）出願要件を証明するもの 

   ①長崎県内の高等学校を卒業または卒業見込みの場合 
    卒業証明書（現役生は在籍高校の卒業式後に提出、既卒者で出願時に提出の場合は不要） 
 

②志願者本人が長崎県内在住の場合 
    住民票など志願者本人が長崎県内に住所を置くことを公的に証明するもの。 

 
③保護者または保証人が長崎県在住者の場合 
住民票など保護者等が長崎県内に住所を置くことを公的に証明するもの。 

 
2）日本学生支援機構が示す家計基準の証明書類 

   ①主たる家計支持者が給与所得の場合 
      直近の「給与所得の源泉徴収票」のコピー 

支払金額が 8,040,000円以下（10,000円未満切り捨て） 
②主たる家計支持者が給与所得以外の場合 

          直近の「所得税の確定申告書Ｂ(控)」のコピー 
所得金額が 3,960,000円以下（10,000円未満切り捨て） 
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