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九州歯科大学憲章

１．前文

　平成 26 年に創立 100 周年を迎えた九州歯科大学は、次なる世紀に向けて患者中心の歯科医療を提供で
きる人材の育成を第一義に掲げ、全人的歯科医学教育活動を展開します。
　新たな大学づくりに踏み出すにあたり、ここに「九州歯科大学憲章」を掲げ、学生、教員、職員の３者
が一体となって、理念の共有と目標の実現を目指します。

２．九州歯科大学の基本理念

　九州歯科大学の基本理念を以下のとおり定め、九州歯科大学がどのような人材の養成、社会貢献、およ
び研究活動を展開するのかをここに明らかにします。

高度な専門性を持った
歯科医療人の育成

地域医療の
中核的役割を果たす

歯科医学を支える
研究の推進

３．教育研究目標

　九州歯科大学は、基本理念の実現に向けて、以下のような教育・研究を行います。
　１．�プロフェッションとしての人間性、豊かな教養、専門知識および技能の備わった歯科医療人を育成

する。
　２．科学的情報を正しく解釈し、根拠に基づいた歯科保健医療活動が行える人材を育成する。
　３．全身の健康という視点に立ち、いかなる社会構造の変化にも対応できる歯科医療人を育成する。
　４．多職種と連携し、歯科保健医療を通じて地域社会に貢献することができる歯科医療人を育成する。
　５．�国際連携交流活動を強化し、国際的な視野に立って歯科保健医療活動が行える人材の育成を推進す

る。
　６．学際領域の学問分野と協働し、地域社会の発展に寄与する国際的な研究を展開する。



歯学部　歯学科

＜求める学生像（アドミッション・ポリシー）＞

１．歯学及び歯科医療の修得に必要な幅広い基礎知識及び教養を備えている人（知識・教養）
２�．�論理的思考能力、判断能力及び問題解決能力を備え、自ら新しい課題に意欲的に取り組もうとする人
（思考力・判断力）

３．豊かな人間性とコミュニケーション能力を有し、主体的に多様な人々と協働できる人（表現力・協働性）
４．歯学及び歯科医療について明確な目的意識を持ち、生涯を通じて学修意欲を持続できる人（意欲）
５．歯科医師として地域住民の健康増進に貢献しようという強い意欲を持った人（地域貢献）
６．歯科医療活動により国際社会に貢献しようという強い意欲を持った人（国際貢献）

＜入学前に学修すべきこと＞

　数学、理科（物理、化学、生物）、語学についての十分な基礎学力、さらには論理的思考力や表現力、
主体的に学修に取り組む姿勢などを身に付けておくこと。また、歯科医療を取りまく社会情勢についても
学んでおくことが望ましい。

＜入学者選抜の基本方針＞

　求める学生像のうち、大学入学共通テストで「知識・教養」、「思考力・判断力」を、小論文で「知識・教養」、
「思考力・判断力」、「表現力・協働性」を評価します。また、面接では「知識・教養」、「思考力・判断力」、
「表現力・協働性」、「意欲」、「地域貢献」、「国際貢献」を評価します。

入学者選抜方法における評価項目（選抜方法と求める学生像の関係性）

学力を構成する
三つの要素

知識・技能
思考力・判断力・表現力等　／
主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度

　　��　　求める学生像

選抜方法
知識・教養

思考力
判断力

表現力
協働性

意欲 地域貢献 国際貢献

大学入学共通テスト ○ ○

選抜種目
小論文 ○ ○ ○

面接 ○ ○ ○ ○ ○ ○



歯学部　口腔保健学科

＜求める学生像（アドミッション・ポリシー）＞

１．口腔保健学教育を受けるために必要な幅広い基礎知識及び教養を備えている人（知識・教養）
２�．�論理的思考能力、判断能力及び問題解決能力を備え、自ら新しい課題に意欲的に取り組む人（思考力・
判断力）

３．豊かな人間性とコミュニケーション能力を有し、主体的に多様な人々と協働できる人（表現力・協働性）
４．口腔保健及び保健医療福祉に強い目的意識を持ち、生涯を通じて学修意欲を持続できる人（意欲）
５．歯科衛生士として地域住民の健康増進に貢献しようという強い意欲を持った人（地域貢献）
６．口腔保健活動により国際社会に貢献しようという強い意欲を持った人（国際貢献）

＜入学前に学修すべきこと＞

　数学、理科（生物基礎、化学基礎等）、語学についての十分な基礎学力、さらには論理的思考力や表現力、
主体的に学修に取り組む姿勢などを身に付けておくこと。また、歯科医療を取りまく社会情勢についても
学んでおくことが望ましい。

＜入学者選抜の基本方針＞

　求める学生像のうち、大学入学共通テストで「知識・教養」、「思考力・判断力」を、小論文で「知識・教養」、
「思考力・判断力」、「表現力・協働性」を評価します。また、面接では「知識・教養」、「思考力・判断力」、
「表現力・協働性」、「意欲」、「地域貢献」、「国際貢献」を評価します。

入学者選抜方法における評価項目（選抜方法と求める学生像の関係性）

学力を構成する
三つの要素

知識・技能
思考力・判断力・表現力等　／
主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度

　　��　　求める学生像

選抜方法
知識・教養

思考力
判断力

表現力
協働性

意欲 地域貢献 国際貢献

大学入学共通テスト ○ ○

選抜種目
小論文 ○ ○ ○

面接 ○ ○ ○ ○ ○ ○



2023 年度　九州歯科大学学校推薦型選抜学生募集要項

今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により、本募集要項に記載している内容に変更が生じた場合
は、本学ホームページの新着情報でお知らせします。

第１　趣　旨
　九州歯科大学では、本学の理念に基づくアドミッション・ポリシーにふさわしい方々を求めています。
　そのため、高等学校における学業成績や課外活動などをもとに将来歯科医療人となるにふさわしい資
質と学力を具えた方々を選抜することを目的として、意欲、能力、適性等の視点から学校推薦型選抜を
行います。

第２　学部・学科及び学生募集人員

学部・学科 募集人員

歯学部
歯学科 ５名

口腔保健学科 ３名

第３　高等学校長の推薦人員
　高等学校（中等教育学校を含む。：以下同じ）１校あたりの推薦人数は、歯学科は２名以内、口腔保
健学科は１名とします。

－ 1－



第４　出　願
１　出願要件

　○  歯学部歯学科

　　高等学校を 2023 年３月に卒業見込みで、かつ次の要件を全て満たす者
　⑴�　高等学校が作成する調査書の「全体の学習成績の状況（評定平均値）」が 4.3 以上の者で、出身高
等学校長が、将来歯科医療人（歯科医師・歯学研究者等）になるにふさわしい資質と学力を具えた
人物として責任を持って推薦できる者

　⑵　次のいずれかに該当する者
　　①　福岡県内に所在する高等学校を 2023（令和５）年３月に卒業見込みの者
　　②�　福岡県外に所在する高等学校を 2023（令和５）年３月に卒業見込みの者で、2022（令和４）年

３月１日から福岡県内に引き続き住所を有する者
　⑶　本学への志望動機が明確であり、勉学に対する真摯な姿勢を有している者
　⑷　本学が掲げるアドミッション・ポリシー（求める学生像）を良く理解している者
　⑸　合格した場合、入学を確約できる者
　⑹　高等学校において次の科目を履修又は履修見込みの者
　　・「数学Ⅲ」
　　・「コミュニケーション英語Ⅰ」、「コミュニケーション英語Ⅱ」、「コミュニケーション英語Ⅲ」、
　　　「英語表現Ⅰ」、「英語表現Ⅱ」の全て
　　※ なお、これらの履修内容について高等学校における科目名称が異なる場合は、調査書の備考欄に

本学指定の履修内容と相違ない旨の記載が必要になりますのでご注意ください。

　⑺　令和５年度大学入学共通テストのうち、本学が指定する５教科７科目を受験する見込みの者

　○  歯学部口腔保健学科

　　高等学校を 2023 年３月に卒業見込みで、かつ次の要件を全て満たす者
　⑴�　高等学校が作成する調査書の「全体の学習成績の状況（評定平均値）」が 3.8 以上の者で、出身高
等学校長が、将来歯科医療人（歯科衛生士等）になるにふさわしい資質と学力を具えた人物として
責任を持って推薦できる者

　⑵　次のいずれかに該当する者
　　①　福岡県内に所在する高等学校を 2023（令和５）年３月に卒業見込みの者
　　②�　福岡県外に所在する高等学校を 2023（令和５）年３月に卒業見込みの者で、2022（令和４）年

３月１日から福岡県内に引き続き住所を有する者
　⑶　本学への志望動機が明確であり、勉学に対する真摯な姿勢を有している者
　⑷　本学が掲げるアドミッション・ポリシー（求める学生像）を良く理解している者
　⑸　合格した場合、入学を確約できる者
　⑹　高等学校において次の科目を履修又は履修見込みの者
　　・「コミュニケーション英語Ⅰ」、「コミュニケーション英語Ⅱ」、「コミュニケーション英語Ⅲ」、
　　　「英語表現Ⅰ」、「英語表現Ⅱ」の全て
　　※ なお、これらの履修内容について高等学校における科目名称が異なる場合は、調査書の備考欄に

本学指定の履修内容と相違ない旨の記載が必要になりますのでご注意ください。

　⑺　令和５年度大学入学共通テストのうち、本学が指定する５教科７科目を受験する見込みの者
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２　出願手続

　⑴　出願書類等一覧

　　※出願書類の記入にあたっては、全て黒の油性筆記具を使用してください。

書�　類�　等 提出該当者 摘　　　　　　　　　要

１
入� 学� 志� 願� 票
（写真票・受験票）

全　員 本学所定の用紙に必要事項を記入してください。

２
写　　　　　 真
（　２　枚　）

全　員

縦４㎝×横３㎝、正面上半身、脱帽で、出願前３か月以内
に撮影したもの（入学試験当日に眼鏡を使用する者は眼鏡
を着用したもの）を、入学志願票の所定の欄に貼り付けて
ください。
その際、写真の裏面には氏名と志望学科を記載してくださ
い。

３ 調　　査　　書 全　員

高等学校長が最終学年直近の記録を記載したものを作成
し、封印したものを提出してください。�その際、出願要
件の履修科目名称が異なる場合、１　出願要件 (6) の※の
記載にご注意ください。

４ 志� 願� 理� 由� 書 全　員
所定の用紙（様式１）により提出してください。様式は、
本学ホームページからダウンロードしたものを利用できま
す。

５ 学� 校� 推� 薦� 書 全　員
高等学校長が所定の用紙（様式２）により作成し、封印し
たものを提出してください。様式は、本学ホームページか
らダウンロードしたものを利用できます。

６
「受験票在中」
と印刷した封筒

全　員
ア　本学所定の封筒（「受験票在中」と印刷があるもの。）
イ　�封筒には郵便番号、住所・氏名を記入し、674 円分の
切手を貼付してください。

７
あ� て� 名� 票
（シール）

全　員
合格通知の発送に使用しますので、通知が確実に届く宛先
（住所）を記入してください。

８ 住民票の謄本

福岡県外の高
等学校を卒業
見込みで住民
票が福岡県内
にある者

受験者本人が記載された住民票（マイナンバーの記載がな
いもの）を提出してください。
※�１　出願要件⑵②の要件を確認するため必要となりま
す。本籍地の記載は不要です。

９
入� 学� 検� 定� 料
（17,000 円）

全　員

要項添付の払込取扱票を用い、ゆうちょ銀行の窓口又はＡ
ＴＭから納付手続きを行ってください。
※�振込後の「振替払込請求書兼受領証」又は「ご利用明細書」
の写し（コピー）を、入学志願票の裏面の所定の欄に貼
り付けてください。
※�令和３年８月 11 日からの大雨により被災された方につ
いては、「入学検定料免除」の措置があります。詳細に
ついては、本学ホームページをご確認ください。
　（http://www.kyu-dent.ac.jp）
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⑵　出願にあたっての留意事項

　①�　出願書類は、「出願書類等一覧」の順にクリップ等で止め、この要項に添付している所定の封
筒に入れ、提出してください。

　②　出願書類に不備がある場合には、受理しないことがありますので十分注意してください。
　③�　一旦受理した出願書類及び入学検定料は、いかなる理由があっても返還いたしません。
　④�　「４�志願理由書」及び「５�学校推薦書」については、本学ホームページから様式をダウンロー
ドして使用しても構いません。その場合でも「４�志願理由書」は、必ず黒の油性筆記具で自書し
てください。

　⑤�　このほか、大学入試センターが 12 月中旬から下旬にかけて送付する「�推薦�令和５共通テスト
成績請求票（国公立推薦型用）」が必要となります。詳細については、選抜試験の際にお知らせ
します。

⑶　出願書類の受付

　［受付期間］　2022 年 11 月１日（火）から 2022 年 11 月 10 日（木）まで〈期限厳守〉

　［受付時間］　午前８時 30 分から午後５時まで

　　　　　　　ただし、土曜・日曜及び祝日は受付できません。
　※�郵送の場合は、本学所定の封筒を使用し、「書留速達郵便」で受付期間終了日の午後５時までに
必ず到着するように送付してください。受付期間、受付時間を経過したものについては受理でき
ません。

⑷　出願書類の送付（提出）先

　〒 803－8580　北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号
　　　　　　　��九州歯科大学　学生支援・研究支援課（学校推薦型選抜担当）

３　受験票及び受験者心得の送付

　出願書類を受理したときは、「受験票」及び受験についての詳細を記載した「受験者心得」を 2022
年 11 月 16 日（水）に発送する予定です。11 月 18 日 ( 金 ) までに受験票等が到着しない場合は、下記
にお問い合わせください。
　　　　　　　　九州歯科大学　学生支援・研究支援課　電話（093）582 － 1131（代）

４　障害等のある入学志願者との事前相談

　本学に入学を志願する者で、障害（学校教育法施行令第 22 条の３に定める障害の程度）がある者は、
受験上及び修学上特別な配慮を必要とすることがありますので、2022 年 10 月 25 日（火 ) までに本学
に申し出てください。
　〒 803－8580　北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号
　　　　　　　��九州歯科大学　学生支援・研究支援課　電話（093）582－1131（代）
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第５　入学者選抜方法

○  歯学部歯学科

１　日程及び試験場

⑴　日程

試　験　年　月　日 選抜種目 試　験　時　間

2022 年 11 月 26 日（土）

小論文 ９：30 ～ 11：00 90 分

面　接
（個人面接）

12：00 ～ 17：30 頃
１人 10 分程度を
２回実施

⑵　試験場

　九州歯科大学
　　〒 803－8580　北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号
　　＊詳細は、受験票発送時に送付する「受験者心得」に記載します。

２　選抜種目の内容・配点

選抜種目 内　容 配点

小論文 設問に対する論述を行います。 100

面　接
個人面接
※参考資料として調査書等の出願書類を利用します。

100

○�面接では、歯科医学や生命科学への関心、学修意欲、医療人として必要なコミュニケーション能力
や協調性、問題解決能力などを総合的に評価します。
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３　大学入学共通テストの教科・科目・配点

教　科 科　　　目 科�目�選�択�の�方�法 配点

国　語 『国語』� 必　　　須 200

地理歴史 「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」 左記の７科目のうちから１科目を選択
２科目受験している場合は
第１解答科目を採用する。�

100
公　民

「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、
『倫理、政治・経済』

数　学
『数学Ⅰ・数学A』 必　　　須 100

『数学Ⅱ・数学B』 必　　　須 100

理　科 「物理」、「化学」、「生物」 左記の３科目のうちから２科目を選択 200

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 必　　　須 200

配点合計 900

【留意事項】
�１　「理科」については、２科目の合計です。
�２　「外国語」（英語）については、リーディング（100 点満点）とリスニング（100 点満点）の合計です。

４　選抜方法

　合格者は、本学が指定する大学入学共通テストの科目の合計得点が 590 点以上の受験者の中から、
選抜種目（小論文・面接）の成績を総合的に判定して成績上位順に決定します。
　なお、本学が課す選抜種目及び大学入学共通テストの教科・科目のうち、１つでも受験しなかった
者は、合否判定対象になりません。
　また、選抜種目の成績が同点の場合は、大学入学共通テストの得点が高い方を上位とします。

※　面接について
　�　面接の結果、著しく適性を欠くと判断された場合は、他の選抜結果及び大学入学共通テストの成
績にかかわらず不合格とすることがあります。
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○  歯学部口腔保健学科

１　日程及び試験場

⑴　日程

試　験　年　月　日 選抜種目 試　験　時　間

2022 年 11 月 26 日（土）

小論文 ９：30 ～ 11：00 90 分

面　接
（個人面接）

12：00 ～ 17：30 頃
１人 10 分程度を
２回実施

⑵　試験場

　九州歯科大学
　　〒 803－8580　北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号
　　＊詳細は、受験票発送時に送付する「受験者心得」に記載します。

２　選抜種目の内容・配点

選抜種目 内　容 配　点

小論文 設問に対する論述を行います。 100

面　接
個人面接
※参考資料として調査書等の出願書類を利用します。

100

○�面接では、歯科医学や生命科学への関心、学修意欲、医療人として必要なコミュニケーション能力
や協調性、問題解決能力などを総合的に評価します。
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　３　大学入学共通テストの教科・科目・配点

教　科 科　　　目 科�目�選�択�の�方�法 配点

国　語 『国語』� 必　　　須 200

地理歴史 「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」 左記の７科目のうちから１科目を選択
２科目受験している場合は
第１解答科目を採用する。

100
公　民

「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、
『倫理、政治・経済』

数　学

「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学A』 左記の２科目のうちから１科目を選択 100

「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学B』、
『簿記・会計』、『情報関係基礎』

左記の４科目のうちから１科目を選択 100

理　科
「物理基礎」（「物理」）
「化学基礎」（「化学」）
「生物基礎」（「生物」）

　左記の基礎を付した３科目のうちから
２科目を選択
　ただし、「基礎を付していない科目」
を２科目選択した場合は、「基礎を付し
た科目」を選択したものとみなす。
　（【留意事項】１～３を参照）

100

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 必　　　須 200

配点合計 800

　【留意事項】
　　１�　「基礎を付した科目」とは、物理基礎、化学基礎、生物基礎を指します。「基礎を付していない科

目」とは、物理、化学、生物を指します。
　　２�　理科については、基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎）のうち２科目を選択した

場合、各科目 50 点満点の合計 100 点満点です。基礎を付していない科目（物理、化学、生物）の
うちから２科目を選択した場合、合計 200 点満点を 100 点満点に換算して利用します。

　　３�　基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎）のうち２科目と基礎を付していない科目（物
理、化学、生物）のうち１科目を受験した場合、基礎を付した科目２科目の合計得点を採用します。

　　４　「外国語」（英語）については、リーディング（100 点満点）とリスニング（100 点満点）の合計です。
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４　選抜方法

　�　合格者は、本学が指定する大学入学共通テストの科目の合計得点が 420 点以上の受験者の中から、
選抜種目（小論文・面接）の成績を総合的に判定して成績上位順に決定します。
　�　なお、本学が課す選抜種目及び大学入学共通テストの教科・科目のうち、１つでも受験しなかった
者は、合否判定対象になりません。
　　また、選抜種目の成績が同点の場合は、大学入学共通テストの得点が高い方を上位とします。

　※　面接について
　　�　面接の結果、著しく適性を欠くと判断された場合は、他の選抜結果及び大学入学共通テストの成
績にかかわらず不合格とすることがあります。

第６　不正行為について
①�　次のことをすると不正行為となります。不正行為を行った場合は、その場で受験の中止と退室を
指示され、それ以後の受験はできなくなります。また、受験した全ての選抜種目の成績を無効とし
ます。

ア�．志願票、受験票・写真票、解答用紙へ故意に虚偽の記入（受験票・写真票に本人以外の写真を
貼ることや解答用紙に本人以外の氏名・受験番号を記入するなど。）をすること。
イ�．カンニング（カンニングペーパー、教科書、参考書、辞書等を見ること、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など。）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�．配付された問題用紙を、その試験時間が終了する前に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、問題用紙を扱ったり解答を始めること。
キ�．試験時間中に、机の上に置けるもの以外を使用すること。
ク�．携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類を使
用すること。
ケ�．「解答をやめてください。」の指示に従わず、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。指示等に従わず、不正行為
と認定された場合の取扱いは、①と同様です。

ア�．試験時間中に、机の上に置けるもの以外をかばん等にしまわず、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・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。

※小論文試験時間中、机の上に置けるもの（受験票除く）
　黒鉛筆・シャープペンシル（H、2H等の薄いものは不可）、鉛筆キャップ、消しゴム、鉛筆削り（電
動式を除く）、時計（時計機能だけのもの）、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー（袋から取り出し
たもの）、目薬
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第７　合格者の発表
合�格�者�発�表�予�定�日�時 発�表�方�法

2023 年２月９日（木）正午
本学本館玄関前に合格者の受験番号を掲示するとともに、
合格者には合格通知書を郵送します。

○�本学ホームページでも、正午以降、準備が整い次第掲載を行います。ただし、公式の合格発表につ
いては、必ず本学の掲示又は合格通知書で確認してください。
○�学校推薦型選抜で合格した者は、本学の一般選抜及び他の国公立大学（独自日程で入学者選抜試験
を行う公立大学・学部を除く。以下同じ。）を受験しても、合格にはなりません。
　�ただし、特別の事情があり、2023 年２月 20 日（月）までに推薦高等学校長から「学校推薦型選抜
入学辞退願」が提出され、本学学長が入学辞退を許可した者は、この限りではありません。
○学校推薦型選抜で合格した者は、必ず入学又は入学辞退の手続きを行ってください。
○電話等による合否の問い合わせには一切応じません。
○合格者が募集人員に満たない場合、その欠員は一般選抜（前期日程）の募集人員に含めます。

第８　入学手続
１�　入学手続は、合格通知に同封した書類を確認のうえ、2023 年２月 10 日（金）から２月 20 日（月）
までに完了してください。
　　期間内に入学手続を完了しない場合は、入学辞退者として取り扱います。
　�　なお、１つの国公立大学に入学手続を行った者は、これを辞退して他の国公立大学に入学手続を行
うことはできません。

２�　入学手続には、大学入学共通テストの受験票の提出が必要です。提出された大学入学共通テストの
受験票に、本学に入学手続完了済みであることを示す押印を行います。

３�　不着、遅配、読み違い等を理由とした入学手続締切後の手続は、一切認められませんので、十分注
意してください。
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第９　入学料及び授業料等
１　入学料　　［県内の者］282,000 円　　　［県外の者］520,000 円　
２　授業料　　　年　額　�535,800 円　　　［前・後期に分納］
　�　１、２の額は 2022 年度の「公立大学法人九州歯科大学の授業料等に関する規程」に定めるもので
あり、2023 年度の額及び納入方法は「入学案内」に詳細に記載します（在学中に授業料の額の改定が
行われた場合には、改定後の授業料の額が適用されます）。
　�　入学料の納入は入学手続期間内に行ってください。なお、納入した入学料は事情のいかんを問わず
返還できません。

３　県内、県外の者の取扱いについて
　⑴　「県内の者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
　　①�　入学しようとする者（以下「入学者」という。）が、福岡県内に所在する高等学校を卒業又は

卒業見込みである
　　②�　入学者が、福岡県外に所在する高等学校を卒業又は卒業見込みで、2022（令和４）年３月１日

から引き続き福岡県内に住所を有する
　⑵　「県外の者」とは、⑴に該当しない者をいいます。
４　入学料及び授業料の減免について
　⑴�　本学は高等教育の修学支援新制度の対象機関となっていますので、法令で定める所得等の要件を
満たす者は入学料・授業料の減免を受けることができます。詳しくは、文部科学省のホームページ
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm をご覧ください。

　⑵�　令和３年８月 11 日からの大雨被災者については、次のいずれかに該当すれば入学料を免除され
る場合があります。

　　①�　生計の主たる維持者の所有する自宅家屋の全壊、大規模半壊又は半壊の場合
　　②�　生計の主たる維持者の死亡又は行方不明の場合　等
　　�　詳しくは、ホームページをご覧いただくか、本学学生支援・研究支援課（電話（093）582－1131
（代））にお問い合わせください。

５　授業料の分割納付について
　�　授業料の一括納付が困難な場合、分割で納付できる制度があります。詳しくは、ホームページをご
覧いただくか、本学学生支援・研究支援課（電話（093）582－1131（代））にお問い合わせください。
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第 10　個人情報の取扱いについて
１�　出願時に提出された氏名、住所、その他の個人情報については、「入学者選抜（出願処理、選抜試
験実施）」、「合格発表」及び「入学手続」等の入試業務を行うために使用します。
　�　なお、入学者については、「教務関係（学籍管理、修学指導等）」、「学生支援関係（健康管理、授業
料免除、奨学金申請、就職支援等）」及び「授業料徴収に関する業務」を行うために使用します。

２�　国公立大学の分離分割方式による合格及び追加合格決定業務を円滑に行うため、氏名及び大学入学
共通テストの受験番号に限って、合否及び入学手続等に関する個人情報が、独立行政法人大学入試セ
ンター及び併願先の国公立大学に送られます。

３�　入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は、入試結果の集計・分析、入学者選抜方法の改善及び
学習指導のために使用します。

４　１～３以外の目的のための個人情報の利用、あるいは本学の関係職員以外への提供は行いません。

第 11　入学試験結果の簡易開示について
　学校推薦型選抜の結果については、本人の申請により2023年４月17日（月）から2023年５月15日（月）
まで、本学学生支援・研究支援課において簡易開示（閲覧）を行います。土曜、日曜、祝日以外の午前
９時から午後５時まで受け付けます。申請者は本人であることを証明する書類（受験票等）を持参して
ください。なお、電話等による開示請求には一切応じません。

第 12　総合型選抜との併願について
　本学が実施する総合型選抜に出願している場合（第１次選抜の不合格者を含む。）でも学校推薦型選
抜に出願することができます。本学の総合型選抜と併願した場合、合否判定においては学校推薦型選抜
を優先し、学校推薦型選抜で合格した者は、総合型選抜の合否判定の対象としません。
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第 13　本学への交通アクセス等
裏表紙の「九州歯科大学の位置及び交通機関 ( 地図 )」を参照のこと

　⑴　ＪＲ「小倉駅」から ･･････ 西鉄バス

　　①　小倉駅バスセンター　４番乗り場
　　　　［22］　�系統　「西鉄黒崎バスセンター」ゆき　　　　　　　　　　
　　　　［23］　�系統　「ジアウトレット北九州」ゆき
　　　　［26］　�系統　「北九州パレス前」ゆき� � � � 『歯大前』下車

　　　　［43］　�系統　「八幡駅」「スピナラソリエ高見店前」ゆき� � 【所要時間約 25 分】

　　　　［46］　�系統　「八幡東ニュータウン」ゆき
　　　　［143］　系統　「香月営業所」ゆき　　

　　②　小倉駅入口バス停����������������������������������������������
　　　　［１］　�系統　「西鉄黒崎バスセンター」、「折尾駅」ゆき� �

『到津三又路』下車�　　　　［７］　�系統　「鞘ヶ谷方面」ゆき� � � � �
徒歩３分　　　　　　　［７Ｍ］系統　「鞘ヶ谷方面」ゆき　� � � �

【所要時間約 20 分】 　　　　［特快］系統　「西鉄黒崎バスセンター」ゆき

　⑵　ＪＲ「八幡駅」から ･･････ 西鉄バス

　　①　八幡駅入口第一バス停
　　　　［22］　�系統　「砂津」ゆき�� � � � � 『歯大前』下車

　　　　［43］　�系統　「小倉駅バスセンター」ゆき��� � � 【所要時間約 30 分】

　　　　［１］　�系統　「砂津」ゆき�� � � � � 『到津三又路』下車

　　　　［特快］系統　「砂津」ゆき�� � � � �
徒歩３分

� � � � � � � � � �
【所要時間約 25 分】

　　②　八幡駅入口第二バス停　　　　　　� � � � 『歯大前』下車

　　　　［22］　�系統　「砂津」ゆき　� � � � � 【所要時間約 30 分】

　⑶　ＪＲ「南小倉駅」から

　　①　徒歩� � � � � � � � 【所要時間約 15 分】

　　②　南小倉駅前バス停 ･･････ 西鉄バス
　　　　［22］　�系統　「西鉄黒崎バスセンター」ゆき
　　　　［23］　�系統　「ジアウトレット北九州」ゆき� � � 『歯大前』下車

　　　　［26］　�系統　「北九州パレス前」ゆき　� � � � 【所要時間約５分】

　　　　［43］　�系統　「八幡駅」「スピナラソリエ高見店前」ゆき
������

※ 2022 年７月現在の情報です。
※本学の駐車場は附属病院の患者様用ですので、受験の際はご利用できません。
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出　願　書　類　所　定　用　紙
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出願書類作成上の注意

１　切り取り線以外は、切り取らないでください。
２　記入にあたっては、黒の油性筆記具を使用し、正確に自書してください。
３　※欄には、記入しないでください。
４　フリガナは、カタカナで記入してください。
５　氏名は、住民票に記載されている氏名を正確に記入してください。
６　生年月日欄の年齢は、2023 年４月１日現在で記入してください。
７　志願する学科等の選択項目は、該当事項を○で囲んでください。
８　各票の記入にあたっては、次の事項に留意し、もれなく正確に記入してください。
　⑴　志願票・写真票・受験票

　　�　写真票と受験票に貼付する写真は、同一のものを使用して、裏面に氏名と志望学科を記入しておい
てください。なお、入学試験当日に眼鏡を使用する者は、眼鏡を着用して撮影した写真を使用してく
ださい。

　⑵　志願理由書

　　�　九州歯科大学を志願する理由について、自書により 800 字程度で記述してください。
　　�　様式は、本学ホームページからダウンロードしたものを利用できます。その場合、Ａ４サイズ１枚
として提出してください。

　⑶　学校推薦書

　　�　「推薦書記入上の注意」を確認の上、作成してください。
　　�　様式は、本学ホームページからダウンロードしたものを利用できます。その場合、Ａ４サイズ両面
として提出してください。

　⑷　あて名票（シール）

　　�　合格通知が確実に届く住所、氏名、郵便番号を記入してください。なお、団地・アパート等の場合
は、棟番号、戸番を入れ、間借りしている者は、「○○様方」と詳しく記入してください。

　　�　また、出願後に転居された場合は、すみやかに届け出てください。
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