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編入学選抜を受験するにあたっての留意事項
入学及び単位認定について
（1） 入学時期は令和5年4月とし、入学年次は選抜試験に合格し、入学手続をした年次となります。
（2） 編入学後の修業年限については、編入学前に修得した単位（既修得単位）の認定状況により、3年次編入
学は2年、2年次編入学は3年を超える場合があります。

「診療情報管理士」の受験資格について （医療福祉経営学科）
｢診療情報管理士｣の受験資格を取得するためには、本学において３年間の在籍が必要となります。編入学した
年次によっては、４年次までに受験資格が得られない場合があります。

選抜試験及び入学手続における個人情報の取扱い
選抜試験及び入学手続における個人情報は、福知山市個人情報保護条例に則り、次のとおり取扱います。
（１）出願書類に記載された個人情報については、
①選抜試験実施、②合格発表、③入学手続、④これらに付随

する業務を行うために利用します。
（２）選抜試験の成績については、
入学者選抜方法等における調査・研究、分析を行うために利用します。

出願手続
１ 出願方法
Web出願サイトを利用して出願内容を登録し、入学検定料を支払いの上、「志願票」をA4サイズでカラー印刷してくだ
さい。なお、同時に印刷される「宛名シート」を市販の封筒（角２サイズ）の表面に貼り、志願票と出願書類を封入の上、
必ず簡易書留を速達で出願期間内に郵送してください（持参不可）。出願締切日の消印有効です。Web出願サイトは出願
開始日の一週間程度前から利用ができます。利用方法については２～５ページを参照してください。

２ 入学検定料

17,000 円

入学検定料等の支払いは４ページを参照してください。

３ 出願上の注意

（１） 出願書類に不備がある場合は、受け付けることができませんので、十分注意してください。
（２） 出願後の選抜区分、志望学科の変更等は一切認めません。ただし、出願書類に記入した住所等に変更が生じた場合は、直
ちに本学入試係ヘ申し出てください。
（３） 一度提出された書類は、いかなる理由があっても返還しません。

４ 併願等について

学科の併願はできません。又、２年次、３年次編入学選抜の併願もできません。

５ 受験及び修学上の配慮について
障害や疾病等で、受験及び修学上特別な配慮を希望する志願者とは、受験上の配慮内容について本学と事前協議を行うこと
にしています。出願開始日の2週間程度前までに、本学入試係宛に連絡の上、次の事項を記載した申請書類（様式は問わな
い）を送付してください。
（１） 出願予定者の氏名・住所・連絡先電話番号・出身学校・志望学科・選抜区分等

（２） 障害や疾病等の種類・程度がわかる書類
状況を説明する書類、医師の診断書、障害者手帳等
（３） 受験上特別な配慮を希望する事項
受験時に座席の配慮が必要な場合についても申請を行ってください。また、小論文試験問題においてカラー刷りの図表
による出題の可能性があります。色覚異常等がある者についても、申請を行ってください。
（４） 修学上特別な配慮を希望する事項
（５） 出身学校等における特別な配慮に関する状況
（６） 日常生活の状況
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Web出願システム利用の流れ
出願完了までの流れは、以下の通りです

事前準備

出願サイトに
アクセス

マイページの
登録

出願内容の
登録

入学検定料の
支払い

必要書類の
郵送

出願
完了

受験票の
印刷

事前準備
インターネットに接続されたパソコン、プリンターなど
を用意してください。
志願票以外の出願書類 ※ は、発行まで時間を要する場
合があります。早めに準備を始め、出願前には必ず手
元にあるようにしておいてください。

各種書類
各種書類

写真
（顔写真データ）

Web出願サイトにアクセス
Web出願
サイト

https://e-apply.jp/ds/fukuchiyama/

または、

大学
ホームページ

https://www.fukuchiyama.ac.jp/admission/webentry/

からアクセス

マイページの登録
画面の手順に従って、必要事項を入力してマイページ登録を行ってください。
なお、マイページの登録がお済みの方は、STEP４に進んでください。

①初めて登録する方は
から
ログインしてください。
マイページ登録

②メールアドレスの登録を行って
仮登録メールを送信
を
クリックしてください。

③ユーザー登録画面から
ログインページへ を
クリックしてください。

④登録したメールアドレスに
初期パスワードと
本登録用URLが届きます。
※＠e-apply.jpのドメインからのメール
を受信できるように設定してください。

⑤ログイン画面から
登録したメールアドレスと④で
届いた『初期パスワード』にて
ログイン
を
クリックしてください。

⑥初期パスワードの変更を
行ってください。
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⑦表示された個人情報を入力して
次へ
を
クリックしてください。

⑧個人情報を確認して
この内容で登録する を
クリックしてください。

⑨登録完了となります。
を

マイページへ

クリックしてください。

⑩上記ページが表示されたら
マイページ登録は完了です。
※出願受付中の場合のみ、

ボタンをクリックすると出願手続に進めます。
出願手続きを行う
登録期間外の場合は、
これより先に進めませんので
ログアウト ボタンをおしてください。

出願内容の登録
画面の手順や留意事項を必ず確認して、画面に従って必要事項を入力してください。

①マイページログイン後の
出願手続きを行う
ボタン
から登録画面へ

②選抜区分選択と留意事項の
確認

⑤個人情報（氏名・住所等）の
入力

⑥出願内容の確認

③志望学科の選択

④顔写真のアップロード
写真選択へ

ボタンをクリックし

写真を選択します。

⑦申込登録完了
引き続き支払う

⑧入学検定料の支払い方法
ボタンを

クリックし検定料のお支払い画面へ。

●コンビニエンスストア
●ペイジー対応銀行ATM
●ネットバンキング ●クレジットカード

⑨出願に必要な書類PDF
（イメージ）

※検定料納入後に出力可能となります。

入学検定料の支払い方法で「コンビニエンスストア」または「ペイジー対応銀行ATM」を選択された方は、支払い方法の
選択後に表示されるお支払いに必要な番号を下記メモ欄に控えたうえ、通知された「お支払い期限」内にコンビニエンス
ストアまたはペイジー対応銀行ATMにてお支払いください。
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、ペイジー対応銀行ATMの場合

セブン-イレブンの場合
払込票番号
メモ
（13桁）

お客様番号
メモ
（11桁）
確認番号
メモ
（6桁）

デイリーヤマザキ、セイコーマートの場合
オンライン決済
番号メモ
（11桁）

収納機関番号
（5桁）

5 8 0 2 1

※収納機関番号は、
ペイジーで
お支払いの際に必要となります。

申込登録完了後に確認メールが送信されます。メールを受信制限している場合は、送信元（@e-apply.jp）からのメール受信を
許可してください。 ※確認メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる場合がありますので、注意してください。

申込登録完了後は、登録内容の修正・変更ができませんので誤入力のないよう注意してください。ただし、入学検定料支払い前であれば正しい出願
内容で再登録することで、実質的な修正が可能です。
※「入学検定料の支払い方法」でクレジットカードを選択した場合は、出願登録と同時に支払いが完了しますので注意してください。
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入学検定料の支払い
クレジットカードでの支払い

ネットバンキングでの支払い
出願内容の登録後、
ご利用画面からそのまま各金融
機 関 の ペ ージへ 遷 移します の で 、画 面 の 指 示に
従って操作し、お支払いください。

出願内容の登録時に選択し、支払いができます。
【ご利用可能なクレジットカード】
VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

※決済する口座がネットバンキング契約されていることが必要です

出願登録時に支払い完了

Webで手続き完了

コンビニエンスストアでの支払い

ペイジー対応銀行ATMでの支払い

出願内容の登録後に表示されるお支払いに必要な番号を控えて、
コンビニエンスストアでお支払いください。
●店頭端末を利用して支払い可能

●レジで支払い可能

Loppi

出 願 内 容 の 登 録 後に表 示される
お支払いに必要な番号を控えて、
ペイジー対応銀行ATMにて画面の
指示に従って操作のうえお支払い
ください。
※利用可能な銀行は
「支払い方法選択」画面で確認してください。

マルチコピー機

各コンビニ端末画面・ATMの画面表示に従って必要な情報を入力し、
内容を確認してから入学検定料を支払ってください。

コンビニエンスストア

銀行ATM

セブン-イレブン

デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストアー

ローソン
ミニストップ

店頭レジ

店頭レジ

Loppi

レジで
「インターネット代金
支払い」
と伝える

レジで
「オンライン決済」
と
伝える

「各種番号をお持ち
の方」を選択

「お客様番号
（11桁）」入力
「払込票番号
（13桁）」を伝える

ファミリーマート

セイコーマート

Pay-easy
利用ATM

マルチコピー機

店頭レジ

ペイジー対応銀行ATM

「代金支払い/チャージ

レジで
「インターネット代金
支払い」
と伝える

「税金・料金払い
込み」などを選択

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

収納機関番号
「58021」
を入力

（コンビニでお支払い
Payment/Charge）
」

を選択

「お客様番号
（11桁）」入力

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える
「マルチペイメント
サービス」を選択

「お客様番号
（11桁）」入力

レジで検定料を現金で支払う※

「確認番号（6桁）」
入力

「確認番号（6桁）」
入力

「確認番号（6桁）」
入力

支払い内容確認

支払い内容確認

支払い内容確認

発券された申込券（受付票）
をレジへ持参し、
検定料を現金で支払う※
申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて
支払ってください。

取扱明細書兼領収書を必ず受け取る

領収書（レシート形式）
を必ず受け取る

レジで検定料を
現金で支払う※

「現金」
「キャッシュ
カード」を選択し
支払う※

ご利用明細書を
必ず受け取る

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する場合、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。
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必要書類の印刷と郵送
出願登録、入学検定料の支払後にダウンロードできる書類を印刷し、その他の必要書類と併せて出願期間内に郵
便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送してください。※出願締切日消印有効。
出願書類
志願票

その他書類

志願票

宛名シート

送付先

〒620-0886

京都府福知山市字堀3370
福知山公立大学 入試係 行

出願書類提出用宛名シート
市販の角形2号封筒
（24㎝×33.2㎝）
に貼り付けて作成

■出願書類
（1）志願をする選抜区分の詳細ページに記載している出願書類を同封してください。
（2）出願期間内に郵送することで出願完了となります。Web出願サイトを登録しただけでは出願は完了しませんので
注意してください。

「Web志願票」の印刷方法
志願票（印刷） の
⑴ マイページに表示された
ボタンをクリックしてください。

⑵ お支払いが正常に完了すると
志願票（印刷） のボタンがクリックできる
ようになりWeb志願票の出力ができます。

〈出願完了〉
出願時の
注意点

出願はWeb出願サイトでの登録完了後、入学検定料を支払い、必要書類を郵送して完了となります。
登録が完了しても出願書類の提出期限に書類が届かなければ出願を受理できませんので注意してください。
Web出願は24時間可能です。ただし、出願登録は出願締切日23時まで、入学検定料の支払いは出願締切日まで（営業時間はコンビニエンスストアや
ATMなど、施設によって異なります）、必要書類の郵送は出願締切日消印有効です。ゆとりを持った出願を心がけてください。

受験票の印刷
各選抜の出願期間締切後、1週間程度でマイページから受験票がダウン
ロードできるようになります。必ず印刷し、試験当日持参してください
（※郵送はしません）。
※受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへ
メールで通知します。

【印刷に関する注意事項】受験票は必ずA4用紙に片面印刷にしてください。
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受験票
氏名：○○○○

選抜：×××選抜

受験上の注意
１ 受験票

（1） 本学受験票は、web出願サイトからダウンロードし、試験当日に必ず持参してください。詳細は５ページを確認して
ください。
（2） 受験票を忘れたり紛失したりした場合は、試験開始前に係員へ申し出て「仮受験票」の交付を受けてください。
（3） 離席する場合は、受験票を必ず携行してください。なお、本学受験票は成績開示請求の際に必要となりますので、受験
後も大切に保管してください。

２ 試験会場の下見

試験会場の場所、交通所要時間等を事前に確認してください。試験会場の下見はできますが、入場はしないようにしてください。

３ 試験会場への入場

（1） 試験当日は、入室可能時間から試験会場へ入場できます。状況により、入室可能時間を早める可能性があります。
（2） 試験室入室後、指定席着席時間までに席に着席し、受験票を机上の受験番号票の手前に置いてください。
（3） 試験開始後30分以上遅刻した場合は、受験することができません。なお、試験当日に交通機関の事故、災害等やむを
得ない事情により遅刻した場合は、特別措置を講ずることがあります。やむを得ない事情により遅刻する可能性がある
場合は、指定席着席時間までに本学入試係に電話連絡してください（0773－24－7100）。
（4） 携帯電話等の電子機器は、試験室に入る前に必ず電源を切っておいてください。また、これらを時計として使用するこ
とは認めません。
（5） 試験会場では、試験監督者及び係員の指示に従ってください。入退場時の混雑を避けるため、係員が誘導を行う場合も
あります。
（6） 受験に際しては必ずマスクを持参してください。会場では、マスクの着用を義務付けます。マスクの着用が困難な場合は出願
時に本学入試係まで連絡をしてください。また、消毒液を試験会場内に設置しますので、必ず手指消毒を行ってください。

４ 試験中の注意

（1） 机の上には、受験票、黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り（小型で手動式のもの）、時計（辞書、電卓、通
信等の機能があるものや、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－、大型のもの
を除く）以外のものを置かないでください。
（2） 下敷、定規、コンパス、そろばん、電卓、通信機器等の使用はできません。
（3） 時計のアラ－ム機能は必ず解除してください。
（4） 試験中に試験監督者への質問や気分が悪くなった場合は、黙って挙手してください。
（5） 試験開始後は、試験が終了するまで退室できません。
（6） 試験監督の指示に従えない、カンニング、許可されていないものを机等に置く、通信機器の使用、他の受験者の迷惑と
なるような行為を行った場合等は不正行為となります。不正行為が認められた場合は、試験を無効とします。

５ その他の注意・要請事項

（1） 試験会場では、必要な場所以外には立ち入らないでください。
（2） 受験者の付添者は、本学が許可した者を除き、試験会場内への入場はできません。また、試験会場への自動車・バイ
ク・自転車等による入構はできません。ただし、試験会場への送迎に限り、本学の駐車場を利用できます。
（3） 試験会場周辺でアンケ－ト調査等があっても、本学とは一切関係がありません。
（4） 宿泊が必要な場合は各自で手配してください。
（5） ｢新しい生活様式」等を実践し、体調管理に心がけてください。発熱や咳等の症状がある場合は予め医療機関で受診を行
うようにしてください。
（6） 試験当日は試験会場の入場までに、必ず各自で検温を行うようにしてください。
（7） 他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断において予防接種を受けておくことを推奨します。
（8） 試験会場の換気等を行うことがあるため、上着等暖かい服装を持参してください。
（9） 試験欠席による追試験や、新型コロナウイルス感染症等に関する詳細は12～13ページを確認してください。

６ 試験当日の所持品

試験当日は以下のものが必要となりますので、忘れ物がないか必ず確認してください。
・ 本学受験票
・ 筆記用具（黒鉛筆、消しゴム、鉛筆削り等）
・ マスク
・ 時計（辞書、電卓、通信等の機能があるものや、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、大型のものを除く）
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２年次編入学
１ 選抜日程
出願期間

試験日

１1月１日（火）～11月６日（日）

２ 募集人員

地域経営学科
医療福祉経営学科

11月19日（土）

合格発表日

入学手続期間

12月２日（金）

12月 ５ 日（月）～
12月 ９ 日 （金）

若干名
若干名

３ 出願資格
下記の（１）～（４）のいずれかを満たす者
（1）大学を卒業した者又は学士の学位を有する者、及び令和５年３月までに大学を卒業又は学士の学位を授与される見込み
の者
（2）短期大学又は高等専門学校を卒業した者、及び令和５年３月に卒業見込みの者
（3）専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であること、その他文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る）を修了し
た者、及び令和５年３月に修了見込みの者（学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条に規定する者に限る）
（4）他の大学に１年以上在学又は令和５年３月までに１年以上在学（予定含む。ただし、休学期間を除く）し、30単位以上
修得した者、及び令和５年３月までに修得見込みの者

４ 出願書類

（1）志願票 ※Web出願サイトに登録し、印刷してください。
志願票の最終出身校欄には、学校の名称及び学部・学科名等を記入してください。
（2）志願理由書 ※本学ホームページからダウンロードしてください。PC入力可。
本学への志願理由を400字以内で記入してください。入学後の履修指導の参考として活用します。
（3）出身学校等の成績証明書（出身学校の様式）
令和５年３月までに修得見込みの科目については、履修状況を証明するものを添付してください。
出身学校等の卒業証明書（卒業見込証明書）又は在学証明書（出身学校の様式）
（4）
卒業見込みの場合は、在学証明書ではなく卒業見込証明書を提出してください。

５ 選抜方法

試験会場：福知山公立大学（〒620-0886 京都府福知山市字堀3370）

小論文試験で合否判定します。

選抜方法

内容

配点

小論文

現代社会の課題についての資料（文章（英文を含む）や図表等）を基にした
出題により、理解力、思考力、表現力を総合的に評価する。

100点

６ 試験時間割
8時10分

9時30分

10時00分～11時30分

入室可能時間

指定席に着席

小論文

・ 受付等は行いませんので、９時30分までに指定された席に着席してください。
・ 着席後は机上の受験番号票の手前に本学受験票を置いてください。
・ 試験開始後30分までの遅刻に限り受験を認めます。30分以上遅刻した場合は受験を認めません。

7

３年次編入学
１ 選抜日程
出願期間

試験日

１1月１日（火）～11月６日（日）

２ 募集人員

地域経営学科
医療福祉経営学科

11月19日（土）

合格発表日

入学手続期間

12月２日（金）

12月５日（月）～
12月９日（金）

5名
2名

３ 出願資格
下記の（１）～（４）のいずれかを満たす者
（1）大学を卒業した者又は学士の学位を有する者、及び令和５年３月までに大学を卒業又は学士の学位を授与される見込み
の者
（2）短期大学又は高等専門学校を卒業した者、及び令和５年３月に卒業見込みの者
（3）専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であること、その他文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る）を修了し
た者、及び令和５年３月に修了見込みの者（学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条に規定する者に限る）
（4）他の大学に２年以上在学又は令和５年３月までに２年以上在学（予定含む。ただし、休学期間を除く）し、62単位以上
修得した者、及び令和５年３月までに修得見込みの者

４ 出願書類

（1）志願票 ※Web出願サイトに登録し、印刷してください。
志願票の最終出身校欄には、学校の名称及び学部・学科名等を記入してください。
（2）志願理由書 ※本学ホームページからダウンロードしてください。PC入力可。
本学への志願理由を400字以内で記入してください。入学後の履修指導の参考として活用します。
（3）出身学校等の成績証明書（出身学校の様式）
令和５年３月までに修得見込みの科目については、履修状況を証明するものを添付してください。
出身学校等の卒業証明書（卒業見込証明書）又は在学証明書（出身学校の様式）
（4）
卒業見込みの場合は、在学証明書ではなく卒業見込証明書を提出してください。

５ 選抜方法

試験会場：福知山公立大学（〒620-0886 京都府福知山市字堀3370）

小論文試験で合否判定します。

選抜方法

内容

配点

小論文

現代社会の課題についての資料（文章（英文を含む）や図表等）を基にした
出題により、理解力、思考力、表現力を総合的に評価する。

100点

６ 試験時間割
8時10分

9時30分

10時00分～11時30分

入室可能時間

指定席に着席

小論文

・ 受付等は行いませんので、９時30分までに指定された席に着席してください。
・ 着席後は机上の受験番号票の手前に本学受験票を置いてください。
・ 試験開始後30分までの遅刻に限り受験を認めます。30分以上遅刻した場合は受験を認めません。
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合格発表
１ 発表方法

（１）ホームページによる掲載
合格発表日当日の13時00分に、本学ホームページにて「合格者受験番号一覧表」を掲載します。
（２）合格者への資料の送付
合格者には、合格発表日当日、本人宛に合格通知書及び入学手続書類を速達郵便で発送します。合格発表日の翌々日まで
に届かない場合は、本学入試係までお問い合わせください。なお、不合格者への通知は行いません。
（３）電話等による合否の問い合わせについては一切応じません。

２ 欠員補充の方法

合格者の入学手続の結果、大幅な欠員が生じた場合に限り合格者を追加することがあります。なお、前もって追加合格予定者

としての通知は行いません。
（１）追加合格を実施する場合に限り、令和４年12月14日（水）中に、本学ホームページに掲載します。
（２）令和４年12月15日（木）以降、該当者へ志願票に記載されている連絡先に電話で追加合格の通知を行います。その際、最
初の電話連絡から１時間以内に速やかに入学意思の確認ができる者（志願者本人又は責任をもって返答のできる者）が対応
してください。
（３）最初の電話連絡から1時間以内に不在や入学意思の確認ができない場合は、追加合格とはしません。
（４）追加合格者の発表は行いません。また、追加合格通知についての問い合わせには一切応じません。

選抜の個人成績開示
令和５年度の編入学選抜については、受験者本人から申請があった場合に限り、当該受験者の個人成績を以下の方法で開示
します。

１ 開示内容

個人の得点

２ 申請受付期間
３ 申請者

令和５年５月１日（月）～５月31日（水）

※期間内の消印有効です。

受験者本人に限ります。(代理人による申請は認めません）

４ 申請方法

※郵送のみの申請となります。

本学あてに下記の書類等を郵送してください。(必ず受験者本人が申し込んでください）
①申請書（申請期間前に本学ホームページに様式を掲載します）
②長形３号サイズの返信用封筒（404円分の切手を貼り、受験者本人の郵便番号、住所、氏名を明記したもの）
③本学受験票の原本
※本学の受験票を紛失した場合、成績開示の申請はできません。

５ 開示方法

申請受付期間終了後に指定された住所ヘ簡易書留にて郵送します。
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入学手続
１ 入学手続
（１）合格者には、合格通知書とともに入学手続書類を送付します。
（２）合格者で入学意思のある者は、入学手続期間内に次の手続を完了してください。
(ア）入学手続書類の提出
(イ）入学金の納入

※学納金については次ページを参照してください。

（３）入学手続期間内に手続を完了しない場合は、入学を辞退したものとみなし、入学を許可しません。
（４）一旦提出された書類及び納入された入学金は、いかなる理由があっても返還しません。
（５）入学手続に関する詳細は、入学手続書類を送付する際にお知らせします。

２ 入学手続締切日
入学手続締切日を定めています。締切日までに入学手続を行ってください。

３ 入学金の納入方法
合格者ヘ送付する所定の振込依頼書により、最寄りの銀行、信用金庫等から「電信扱」で振り込んでください（ゆうちょ銀
行からの振り込みはできません）。なお、ATM（現金自動預払機）を使って振り込みをしないようにしてください。

４ 入学辞退
入学手続完了者で、入学を辞退する場合は、必ず本学入試係まで連絡の上、入学辞退届を令和５年３月31日（金）までに
到着するように提出してください。入学辞退届は本学ホームページからダウンロードできます。なお、この場合、入学金の
返還は行いません。また、令和５年４月以降に入学辞退届を受領しても、入学辞退者としては取り扱いませんので注意して
ください。

５ 入学取り消し
入学時に学校教育法に定める大学編入学資格を満たさない場合は、入学許可を取り消します。
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初年度納入金
１ 学納金
学納金は下表のとおりです。入学金は入学手続時のみの納入となります。授業料等の納入については入学手続時にご案内しま
す。在学中に授業料が改定された場合には、改定後の授業料が適用されます。

入学金

授業料

実践･実習教育費

入学手続時

282,000 円

－

－

前学期分
（毎年 4 月末納入）

－

267,900 円

20,000 円

後学期分
（毎年 9 月末納入）

－

267,900 円

20,000 円

２ 諸経費
上記学納金以外に学生教育研究災害傷害保険、教育後援会費、学友会費を初年度前学期に徴収します。徴収額は編入年次に
応じて異なります。合格通知の際に案内します。

３ 福知山公立大学入学支援交付金について（前年度実績、福知山市民のみ対象）
入学者又は本人の配偶者もしくは本人の一親等の尊属が、入学の日の１年前から引き続き福知山市に住所を有する方は、入
学金の1/3相当額（94,000円）を還付します。ただし、以下４の高等教育の修学支援新制度で給付奨学生となり、入学金
の減免を受ける場合は、該当となりません。
当制度は、この期間に福知山市に住所を有していた証明書（住民票等）の提出が必要になります。詳細は本学入学後に案内
します。なお、本交付金は福知山市の議決を経て決定するものであり、内容は予告なく変更する場合があります。

４ 高等教育の修学支援新制度による学納金の減免及び猶予について
現在在学中の学校等において日本学生支援機構の給付奨学生となっている方で入学金の減免を受けたことがない場合には、
所定の手続きにより、入学金を減免し、その納入期間を入学後の６月下旬まで猶予します。また、授業料についても同様に
減免及び猶予します。現在給付奨学生となっていない方でも、入学後に申し込みを行い給付奨学生となった場合は、同様の
措置を行います（入学金は還付）。詳細は合格通知の際に案内します。
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よくある質問
１ 過去問題について
Q 小論文試験の過去問題を見ることはできますか？
Ａ 本学で実施した試験問題はホームページで公開しています。

２ 出願について
Q 出願期間は締切日の必着ですか、消印有効ですか？
Ａ 締切日の消印有効です。

３ Web 出願サイトについて
Q スマートフォンやタブレットで利用ができますか？
Ａ 利用できます。
Q 選抜区分を間違えました。どうしたらよいですか？
Ａ 入学検定料の入金前は、新たに出願内容の登録をしてください。
入学検定料の入金後に間違いが判明した場合は、本学入試係まで連絡をしてください。なお、出願書類郵送後の
変更は一切できません。
Q 志願票を印刷後に名前や住所等の間違いに気づきました。どうしたらよいですか？
Ａ 本学入試係まで連絡をしてください。

４ 入学検定料について
Q 入学検定料の返金はできますか？
Ａ 以下の場合に限り返金措置を行います。本学入試係までお問い合わせください。
・入学検定料を振り込んだが、出願しなかった。
・出願したが、受験資格に該当しなかった（無資格者）。

５ 受験票について
Q 受験票はいつ頃からダウンロードできますか？
Ａ 概ね出願期間終了後１週間程度の予定です。ダウンロードができる状態となったら、Web出願サイトに登録した
メールアドレス宛に通知を行います。

６ 試験当日について
Q 試験会場の開場時間は何時ですか？
Ａ 入室可能時間と同時刻です。
Q 試験を欠席する場合はどうしたらよいですか。また、追試験等はありますか？
Ａ 自己都合による欠席の場合、連絡は不要です。新型コロナウイルス感染症等により受験が困難な場合には追試験の
申請ができます。詳細は13ページを確認してください。

７ 新型コロナウイルス感染症等に関する対応について
Q 新型コロナウイルス感染症等に関して、何か特別な措置等はありますか？
Ａ 詳細は13ページを確認してください。
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新型コロナウイルス感染症等に関する対応について
本学の新型コロナウイルス感染症等への対応として、令和４年６月３日文部科学省発出の「令和５年度大学入学者選抜実施要
項｣に記載の「令和５年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」に準じ、今年
度の試験や追試験を行います。

１ 試験実施について

受験者の方は６ページ「受験上の注意」を必ず確認し、試験に臨んでください。

２ 追試験の設定及び申請方法について
新型コロナウイルス感染症等により受験が困難な受験者※について、小論文試験終了時刻である11時30分までに、本人も
しくはその保護者等から本学入試係に電話連絡があった場合に限り、追試験の申請ができます（0773-24-7100）。申請方
法については別途ホームページで案内を行います。なお、追試験の申請には、「受験が困難な理由」を記載した医師の診断
書等を提出していただきますので、予め取得しておいてください。なお、感染拡大リスクや医療提供体制の逼迫状況等によ
り提出が困難な場合は、本学入試係まで問い合わせてください。
※・新型コロナウイルスに罹患し、試験日に療養中の者
・試験の前から継続して発熱や咳等の症状がある者
・試験当日の検温で37.5度以上の発熱や咳等の症状がある者、又は37.5度までの熱はないものの発熱や咳等の症状があ
る者

等

なお、無症状の濃厚接触者は、受験を認める場合があるので、本学入試係まで問い合わせてください。
また、予め予想できた事象により受験が困難となった場合は、追試験を認めないことがあります。

３ 追試験に関する日程及び選抜方法等
試験日

合格発表日

入学手続期間

12 月３ 日（土）

12 月 16 日（金）

12 月 19 日（月）～ 12 月 23日（金）

・試験会場は本学会場とします。
・試験当日は各選抜区分とも9時30分に指定席に着席し、10時00分～11時30分の間で小論文試験を行います。
・選抜方法や合否判定方法については、変更はありません。
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本学へのアクセス

JR京都駅からJR福知山駅まで
最短75分
JR大阪駅からJR福知山駅まで
最短90分
三宮バスターミナルから
福知山駅前（北口）まで
高速バスで90分

JR福知山線･JR山陰本線｢福知山｣駅より
･福知山駅北口より京都交通バス堀循環線にて｢平和公園下｣ (地図上の■印)下車､徒歩4分。
･福知山駅南口よりタクシーにて約5分､徒歩にて約25分｡

福知山公立大学
〒620-0886
T E L
F A X
E-mail
U R L

入試係

京都府福知山市字堀3370
0773-24-7100
0773-24-7170
admission@fukuchiyama.ac.jp
https://www.fukuchiyama.ac.jp/

