
一般選抜(A方式) 

 

【中村学園大学 流通科学部 流通科学科】 

１． 募集人員 

 

 

 

 

２．出願資格 

一般選抜（A方式） 

①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和4年3月卒業見込みの者 
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和4年3月修了見込みの者 
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和4
年3月31日までにこれに該当する見込みの者 

 

３．日程および選考  

一般選抜（A方式） 

出願期間  令和4年1月6日(木)～1月14日(金)   

試験日 令和4年2月1日(火) 

試験科目 
(下記参照) 

Ⅰ.国  語 ＋ 選択科目（1科目） ※下記参照 
（国語総合（漢文を除く）） 

10：00～12：00 120分 

Ⅱ.英  語 
（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ） 

13：15～14：15 60分 

試験会場 本学 (福岡)・北九州・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 

選考方法 3科目の合計得点(各科目100点、300点満点)による。 

合格発表 

令和4年2月21日（月） 
合格者のみ、合格通知を郵送する。また、インターネット（スマートフォン・パソコン）を利用した合否案内
システム、及び本学公式ホームページでも行う。なお、本学内での掲示は行わない。 
【注】本学への電話等による合否の問い合わせには一切応じない。 

■選択科目－下記の中から1科目を選択 
◎数学〔数学Ⅰ･Ⅱ、数学A〕◎世界史〔世界史B〕◎日本史〔日本史B〕◎地理〔地理B〕◎政治・経済 

■「流通科学部」を第1志望とする場合、「短期大学部キャリア開発学科」の第2志望を認める。 

※入試日程（試験日・出願期間等）については、現時点での予定であり、変更になる可能性があります。 

令和3年7月頃に本学ホームページで公開する「令和4年度入学試験要項」をご確認ください。 
  

入試種別 
一般選抜 
(A方式) 

募集人員 85名 



一般選抜(B方式) 

 

【中村学園大学 流通科学部 流通科学科】 

１.募集人員 

 

 

 

 

 

２．出願資格 

一般選抜（B方式） 

①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和4年3月卒業見込みの者 
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和4年3月修了見込みの者 
③学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和 4
年3月31日までにこれに該当する見込みの者 

 

３．日程および選考  

一般選抜（B方式） 

出願期間 令和4年1月6日(木)～1月21日(金)  

試験日 令和4年2月6日(日) 

試験科目 
(下記参照) 

Ⅰ.国  語 ＋ 選択科目（1科目） ※下記参照 
（国語総合（漢文を除く）） 

10：00～12：00 120分 

Ⅱ.英   語 
（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ） 

13：15～14：15 60分 

試験会場 本学 (福岡) 

選考方法 3科目の合計得点(各科目100点、300点満点)による。 

合格発表 

令和4年2月21日（月） 
合格者のみ、合格通知を郵送する。また、インターネット（スマートフォン・パソコン）を利用した合否案
内システム、及び本学公式ホームページでも行う。なお、本学内での掲示は行わない。 
【注】本学への電話等による合否の問い合わせには一切応じない。 

■選択科目－下記の中から1科目を選択 
◎数学〔数学Ⅰ･Ⅱ、数学A〕◎世界史〔世界史B〕◎日本史〔日本史B〕◎地理〔地理B〕◎政治・経済 

※入試日程（試験日・出願期間等）については、現時点での予定であり、変更になる可能性があります。 

令和3年7月頃に本学ホームページで公開する「令和4年度入学試験要項」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

入試種別 
一般選抜 
（B方式) 

募集人員 10名 



一般選抜(グローバル人材育成選抜) 

 

【中村学園大学 流通科学部 流通科学科】 

１.募集人員 

【入学後の支援】 

本選抜を経て入学し、入学後の成績条件を満たした者に対

して、「流通科学部海外留学スカラーシップ※制度により、

海外協定校への派遣留学を支援する。 

※スカラーシップ … 奨学金（本制度では返済不要。支援内容の

詳細は下記【海外留学スカラーシップ(奨学金)制度】を参照） 

 

２．出願資格 

次の(1)及び(2)～(4)のいずれかの要件を満たす者。 
(1)下記の英語資格・検定試験の級またはスコア以上の資格を有する者。（CEFR B1以上） 

資格 

実用英語 
技能検定 
(S-CBT・

S-Interview含む) 

GTEC 
TOEFL 
iBT 

TOEIC 
L&R＋S&W 

IELTS 
(Academic 
Module) 

TEAP 
TEAP 
CBT 

Cambridge 
English 

級・ 
スコア 

2級かつ 
CSE1,950 

960 42 1150 4.0 225 420 140以上 

※級・スコアは、2019年度実施以降に受験したものを有効とする。 

※何れも「4技能（読む・聞く・話す・書く）」を評価したものに限る。技能ごとの基準は無い。 

※TOEIC L&R/TOEIC S&Wについては、TOEIC S&Wのスコアを2.5倍にして合算とする。 

※スコアはオフィシャルスコアに限る。 

※資格・検定試験主催団体が内容・難易度等を変更した場合は、上表が変更される場合があります（令和4年度入学 

試験要項にて確認してください）。 

(2)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和4年3月卒業見込みの者。 

(3)通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和4年3月修了見込みの者。 

(4)学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び 

令和4年3月31日までにこれに該当する見込みの者。 

３．出願書類 

①入学志願票（インターネット出願にて登録後、普通紙Ａ４サイズで出力 ※写真貼付 ②調査書  

③英語の資格・検定試験のスコアを証明する書類 ④志望理由書（本学所定様式：インターネット出願ページより出力） 

 

４．日程および選考  

一般選抜（グローバル人材育成選抜） 

出願期間 令和4年1月6日(木)～1月21日(金)  

試験日 令和4年2月6日(日) ※一般選抜Ｂ方式と同一日 

試験科目 
(下記参照) 

Ⅰ.国  語 ＋ 選択科目（1科目） ※下記参照 
（国語総合（漢文を除く）） 

10：00～12：00 120分 

Ⅱ.英   語 
（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ） 

13：15～14：15 60分 

試験会場 本学 (福岡) 

選考方法 
3科目の合計得点(各科目100点、350点満点)による。 
※英語は傾斜配点方式により、英語の得点（100点満点）を1.5倍（150点満点）に換算する 

合格発表 

令和4年2月21日（月） 
合格者のみ、合格通知を郵送する。また、インターネット（スマートフォン・パソコン）を利用した合否案
内システム、及び本学公式ホームページでも行う。なお、本学内での掲示は行わない。 
【注】本学への電話等による合否の問い合わせには一切応じない。 

■選択科目－下記の中から1科目を選択 
◎数学（数学Ⅰ・Ⅱ、数学A）◎世界史（世界史B）◎日本史（日本史B）◎地理（地理B）◎政治・経済 

入試種別 
一般選抜 

（グローバル人材育成選抜) 

募集人員 3名 



※「グローバル人材育成選抜」において合格基準に達しなかった場合でも、「流通科学部一般選抜Ｂ方式」の合格基準（英
語は一般選抜(B方式)と同一配点で判定）に達している場合は、「一般選抜Ｂ方式」の学部合格となる場合がある。 

※「グローバル人材育成選抜」と「一般選抜Ａ方式」を併願受験し両方合格した者で、「一般選抜Ａ方式」の特待奨学金
候補者となった者は特待奨学金を優先する。なお、入学後に海外留学スカラーシップ制度による奨学金を申し込むこ
とは可能（但し選考あり）。 

 
【海外留学スカラーシップ（奨学金）制度】 

(1)派遣先（協定校） 
アメリカ合衆国：University of Delaware（デラウェア州） 
アメリカ合衆国： University of Arkansas at Little Rock（アーカンソー州） 
アメリカ合衆国 ：University of Hawaii Kapíolani Community College（ハワイ州） 
アメリカ合衆国： University of Guam（グアム） 
オーストラリア：Swinburne University of Technology（ビクトリア州メルボルン） 
中華人民共和国：中国人民大学商学院（北京市） 
        華東師範大学（上海市） 
台湾     ：長栄大学（台南市） 
アメリカ合衆国：玄奘大学（新竹市） 
大韓民国   ：釜山大学校（釜山市） 
アメリカ合衆国：東元大学校（広州市） 
アメリカ合衆国：全北大学校（全州市） 
※派遣先は入学後変更になることがある。 

  (2)派遣期間 大学2年次または3年次の後学期から原則1年間とする。 
  (3)派遣のための成績条件 
     本学が定める入学時からの累積修得単位数の基準を満たすこと（2年次生は1年次の修得単位数40単位以上、

3年次生は2年次までの修得単位数80単位以上）。 
     また、上記単位について総合GPAが3.0以上であることが望ましい。 
     ※GPA（Grade Point Average）とは学修の成果を示す指標で最高値は4.0。 

(4)支援内容 
【スカラーＡ】派遣期間1年間 

1) 海 外 渡 航 旅 費： 実費全額（パスポート、ビザ申請料は除く） 
2) 留 学 先 授 業 料： 全額支給（ただし、120万円を上限とする） 

  (5)単位認定 
     留学先で修得した単位は、授業内容、時間数など換算の上、帰国後本学単位として認定することがある。 

(6)在学の取り扱い 
   留学期間は在学として取り扱う。（修業年数に算入されるため4年間で卒業可能） 

  



一般選抜(後期) 

 

【中村学園大学 流通科学部 流通科学科】 

１.募集人員 

 

 

 

 

２．出願資格 

一般選抜（後期） 

①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和4年3月卒業見込みの者 
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和4年3月修了見込みの者 
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和4
年3月31日までにこれに該当する見込みの者 

 

３．日程および選考  

一般選抜（後期） 

出願期間  令和4年2月15日(火)～2月25日(金)   

試験日 令和4年3月4日(金) 

試験科目 
(下記参照) 

Ⅰ. 英   語 
（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ） 

10：00～11：00 60分 

Ⅱ.選択科目（1科目） ※下記参照 11：45～12：45 60分 

試験会場 本学 (福岡) 

選考方法 2科目の合計得点(各科目100点、200点満点)による。 

合格発表 

令和4年3月10日（木） 
合格者のみ、合格通知を郵送する。また、インターネット（スマートフォン・パソコン）を利用した合否案内
システム、及び本学公式ホームページでも行う。なお、本学内での掲示は行わない。 
【注】本学への電話等による合否の問い合わせには一切応じない。 

■選択科目－下記の中から1科目を選択 
◎国語〔国語総合（漢文を除く）〕◎数学〔数学Ⅰ･Ⅱ、数学A〕 

■「流通科学部」を第1志望とする場合、「短期大学部キャリア開発学科」の第2志望を認める。 

※入試日程（試験日・出願期間等）については、現時点での予定であり、変更になる可能性があります。 

令和3年7月頃に本学ホームページで公開する「令和4年度入学試験要項」をご確認ください。 
 

入試種別 
一般選抜 
(後期) 

募集人員 5名 


