巻末資料 7 福岡工業大学 2009 年度（平成 21 年度）入学試験概要
◆募集学部・学科
工学部
情報工学部
社会環境学部

【電子情報工学科・・・ 80 名
【情報工学科・・・・・120 名
【社会環境学科・・・・150 名】

生命環境科学科・・・80 名
情報通信工学科・・・80 名

知能機械工学科・・・・100 名
情報システム工学科・・ 80 名

電気工学科・・・・・・・・・80 名】
システムマネジメント学科・・60 名】

◆募集概要
特別推薦入試

一般推薦入試

一般入学試験

種別
項目

出願期間

試験期日

前期

後期

（普通科、専門・総合）

A 方式入試【工学部・情報工学部】

A 方式入試【社会環境学部】

大学入試センター試験利用（C 方式）
前期日程

大学入試センター試験利用（C 方式）
後期日程

平成 21 年1 月 7 日（水）
↓
平成 21 年1 月 27 日（火）
（消印有効）

平成 21 年2 月 12 日（木）
↓
平成 21 年3 月 4 日（水）
（消印有効）

本学独自の試験は行わない。

本学独自の試験は行わない。

平成 20 年10 月27 日（月）
↓
平成 20 年10 月31 日（金）
（消印有効）

平成 21 年2 月 23 日（月）
↓
平成 21 年3 月 5 日（木）
（必着）

平成 21 年3 月 6 日（金）
↓
平成 21 年3 月 23 日（月）
（必着）

平成 20 年11 月13 日（木）
↓
平成 20 年11 月26 日（水）
（消印有効）

平成 21 年1 月 7 日（水）
↓
平成 21 年1 月 27 日（火）
（消印有効）

平成 21 年1 月 7 日（水）
↓
平成 21 年1 月 27 日（火）
（消印有効）

平成 20 年11 月 8 日（土）

平成 21 年3 月 9 日（月）

平成 21 年3 月 25 日（水）

平成 20 年12 月 7 日（日）

平成 21 年2 月 9 日（月）
電子情報工学科
電気工学科
情報工学科
システムマネジメント学科

平成 21 年2 月 10 日（火）
社会環境学科

・スポーツ有能者入試
・有資格者入試
・指定校制入試
・附属高校生入試

【工学部・情報工学部】
・普通科入試
・専門・総合学科入試
【社会環境学部】
・一般推薦入試

●小論文（30 分）
（スポーツ、有資格者）
テーマ提示型、400 字
●面接（グループ面接）
●実技テスト（スポーツ）

●面接

●面接

平成 21 年2 月 10 日（火）
生命環境科学科
知能機械工学科
情報通信工学科
情報システム工学科

【工学部・情報工学部】
●数学（100 点・90 分）
●国語（100 点・90 分）
●基礎能力（100 点・60 分）
〔数Ⅰ、数Ⅱ、数A、（数Ⅲと数B から1）〕
〔国語（現代文）〕
必須科目…数Ⅰ
数 B は「ベクトル」、「数列」から出題する。
選択科目…数A「場合の数と確率」
※システムマネジメント学科を志望する者のみ、数Ⅲと ●英語（100 点・60 分）
選択科目…数Ⅱ「図形と方程式」
数 B を除いて選択することもできる。
（英Ⅰ・英Ⅱ）
選択科目…数Ⅱ「三角関数、
指数関数と対数関数」 ●英語（100 点・60 分）
●地歴、公民（100 点・60 分）
※出題形式は必須から6 問、選択の3 分野から
（英Ⅰ・英Ⅱ）
各 2 問、合計 12 問出題し、必須の 6 問と選
択の 6 問の中から 4 問の合計 10 問を解答す ●理科又は公民（100 点・60 分）
る。
理科は〔（物Ⅰ・物Ⅱ）又は（化Ⅰ・化Ⅱ）
又は（生物Ⅰ・生物Ⅱ）〕◆詳細は備考欄
【社会環境学部】
公民は（現代社会）

入試科目

●基礎能力（100 点・60 分）
小論文（作文）
課題提示型、600 字

〔世界史B、日本史B、地理B、現代社会から
1 科目〕

【工学部・情報工学部】
●数学
（数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数B、
工、情から1）

●国語、外国語から1
●理科、（地歴・公民）から1
※地歴・公民は、システムマネジメント学科
のみ

【社会環境学部】
●国語
●外国語
●地歴、公民、数学、理科から1
※以上3 教科
国、外（英語はリスニングを含む）は
100 点換算

※生物は、生命環境科学科志望の者のみ
※公民はシステムマネジメント学科志望の者のみ

【工学部・情報工学部】
●数学①から1
数学②（工学部は「簿記・会計」を除く）
から 1
国語、外国語、理科、（地歴・公民）
から 1
以上 3 科目から2
※地歴・公民は、システムマネジメント学科
のみ

【社会環境学部】
●国語、外国語、地歴、公民から2
※国、外（英語はリスニングを含む）は
100 点換算

試験場

本学のみ

本学のみ

本学のみ

本学 広島 松山 長崎 熊本 大分
宮崎 鹿児島 那覇

本学 広島 周南 松山 佐賀 長崎
熊本 大分 宮崎 鹿児島 那覇

本学 広島 周南 松山 佐賀 長崎
熊本 大分 宮崎 鹿児島 那覇

合格発表日

平成 20 年11 月14 日（金）

平成 21 年3 月 13 日（金）

平成 21 年3 月 27 日（金）

平成 20 年12 月12 日（金）

平成 21 年2 月 20 日（金）

平成 21 年2 月 20 日（金）

平成 21 年2 月 7 日（土）

平成 21 年3 月 13 日（金）

入学手続き
締切日

平成 20 年12 月19 日（金）

平成 21 年3 月 26 日（木）

平成 21 年3 月 31 日（火）

平成 20 年12 月19 日（金）

平成 21 年2 月 27 日（金）

平成 21 年2 月 27 日（金）

平成 21 年2 月 13 日（金）

平成 21 年3 月 26 日（木）

募集人員

85 名

若干名

若干名

246 名

215 名

45 名

217 名

22 名

備考

・スポーツ・・・・・・・・・・・若干名 ・自己推薦とする。（学校長の推薦は不要）
【工学部・情報工学部】
原則として現役
・普通科入試・・・・・・・122 名
評定平均値3.0 以上
・評定平均値（工学部・情報工学部）
1 浪まで可
かつ、数学（国語）評定値3.0 以上
普通科 ：評定平均値3.4 以上
普通科 ：評定平均値3.0 以上
または数学の評定平均値3.4 以上
総合学科：評定平均値3.2 以上
・有資格者・・・・・・・・・・・若干名
総合学科：評定平均値3.6 以上
※専門科目15 単位未満
資格を有する者で数学（国語）の
または（全体3.4 以上かつ数学3.8 以上）
評定値 3.2 以上
専門科 ：評定平均値3.8 以上
・専門・総合学科入試・・・ 84 名
※（国語）は社会環境学部
または（全体3.6 以上かつ数学または専門4.0 以上）
1 浪まで可
専門科 ：評定平均値3.2 以上
・指定校制（工学部・情報工学部）‥61 名 ・評定平均値（社会環境学部）
総合学科：評定平均値3.2 以上
普通科 ：評定平均値3.4 以上
※専門科目15 単位以上
・指定校制（社会環境学部）・・・・24 名
または国語の評定平均値3.4 以上
総合学科：評定平均値3.6 以上
【社会環境学部】
※出願条件は、指定校のみ提示
または（全体3.4 以上かつ国語3.8 以上）
・一般推薦入試・・・・・・ 40 名
専門科 ：評定平均値3.8 以上
1 浪まで可
または（全体3.6 以上かつ国語4.0 以上）
評定平均値3.0 以上

全入試とも専願
受験料 30,000 円

専願
受験料 30,000 円

9 日・10 日両日受験可
C 方式との併願可

C 方式との併願可
・社会環境学部・・・45 名

・工学部・・・・・105 名
・情報工学部・・・110 名
・同一試験日内で工学部・情報工学部の学科の中
から第二志望学科を志望できる。

C 方式においては3 学部 9 学科すべて
併願可
A 方式との併願可

C 方式においては3 学部 9 学科すべて
併願可
A 方式との併願可

・工学部・・・・・・95 名
・情報工学部・・・・86 名
・社会環境学部・・・36 名

・工学部・・・・・・8 名
・情報工学部・・・・9 名
・社会環境学部・・・5 名

◆追加合格発表
平成 21 年2 月 20 日（金）

◆追加合格発表
平成 21 年3 月 27 日（金）

受験料 15,000 円（2 学科出願可）

受験料 15,000 円（2 学科出願可）

◆理科の出題範囲
・物理Ⅱ
「原子と原子核」を除く。
・化学Ⅱ
「物質の構造と状態」、「反応速度と化学平
衡」の 2 つの範囲からのみ出題する。
・生物Ⅱ
選択分野は除く。

※大阪会場廃止

※大阪会場廃止

※大阪会場廃止

いずれの入試も併願可
受験料 30,000 円

受験料 30,000 円

受験料 30,000 円
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