


専門学校　北九州自動車大学校



専門学校　北九州自動車大学校

10
11
12
13
14
15
16
17

18

１ 募集学科・修業年限・募集定員

２ 受験資格

３ 校納金

学科名・コース名

一級自動車整備科

１．高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ）を２０２０年３月卒業見込みの者。
２．高等学校卒業者。
３．高等専門学校における所定の３ヵ年の課程を修了した者、または修了見込みの者。
４．通常の課程による１２年の学校教育を修了した者、または修了見込みの者。
５．その他文部科学省令により上記と同等以上の学力があると認められた者。

１．入 学 金　　５０，０００円

２．年間学費

※上記金額は2020年４月入学者から適用予定です。
※学費の支払時期は、一年次前期のみ入学手続時となりますが、通常は前期分が４月、後期分が９月
　です。
※上記の他に、テキスト・実習服・工具・安全靴代等が別途必要となります。（１6０,０００円程度）

４年

２年

２年

男・女

男・女

男・女

５０名

１００名

２５名
二級自動車整備科

自動車整備士コース

二輪自動車整備士コース

修業年限 募集定員

（単位：円）

学 　 　 科

一
級
自
動
車
整
備
科

一
年
・
二
年

三
年
・
四
年

二
級
自
動
車
整
備
科

学年 区　分 授　業　料 実 験 実 習 費 教 育 充 実 費 計 合　　  計
（　年　額　）

前　期

前　期

後　期

後　期

３００，０００

３００，０００

３００，０００

３００，０００

１００，０００

１００，０００

１００，０００

１００，０００

４５０，０００

４５０，０００

９００，０００

９００，０００

４５０，０００

４５０，０００

５０，０００

５０，０００

５０，０００

５０，０００

４ 受験にあたって

１．入学願書の受付は、２０１９年１０月１日（火）から開始します。
　　※ＡＯ入学試験については、上記入学願書受付開始日と異なります。
２．第１志望で不合格となった場合は、第２志望にて再選考します。
３．定員に達した場合、募集を締め切る場合があります。
４．不合格の方は、一般入学試験もしくはＡＯ入学試験で再受験することができます。
　　再受験の場合、調査書または卒業証明書および成績証明書は不要です。
　　ただし、特待生試験は再受験できません。
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５ 学費サポート制度・奨学金制度・教育貸付

　学業・人物ともに優秀な方を支援する制度で、特待生試験を受験していただきます。特待生試験結果
が優秀であった合格者に対して適用となります。詳細は５ページをご覧ください。

　将来、自動車整備士として活躍したい方を支援するため、公的な奨学金制度や本校独自の学費サポー
ト制度があります。

特待生制度

　受験生本人もしくは、受験生のご両親・兄弟・姉妹（２親等以内）の方が本校・グループ校（※注）
の卒業生（卒園生）もしくは在校生（同時入学も含む）である場合に適用されます。
　入学試験に合格した後に本校より申請用紙をお送りします。認定されますと、１年後期学費から実験
実習費（１００,０００円）が奨学金として減額されます。

　（※注）で ん き 幼 稚 園　・　希望が丘高等学校（福岡県中間市）
　　　　　北九州電気専門学校　・　九州電機短期大学

グループ校奨学金制度

　経済的理由により修学が困難であると認められる方に対して貸与されます。入学後の５月頃に日本学
生支援機構からの連絡により、申し込み手続きとなります。（採用には人数制限があるのでご注意くだ
さい。）
　また、高等学校在学中に奨学金の予約申し込みも可能です。予約申し込みにつきましては、高等学校
の奨学金担当の先生に早めにご相談ください。

　その他詳細につきましては、日本学生支援機構のホームページをご覧になるか直接お問い合わせくだ
さい。
　〔ＵＲＬ〕 ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ｊａｓｓｏ．ｇｏ．ｊｐ/ｓｈｏｇａｋｕｋｉｎ/

日本学生支援機構奨学金

　全国で２万人以上の女性がメカニックとして活躍しています。将来、自動車整備士として活躍する女
子入学生を支援する制度で、女子入学者全員に適用されます。
　１年後期学費から実験実習費（１００,０００円）が奨学金として減額されます。

女子奨学金制度

　日本政策金融公庫の「国の教育ローン」、九州労働金庫の教育ローンの融資を受けることが決定され
た方は、在学期間中（休学・留年した年は対象外）の利子相当額を、年間５０,０００円の上限額で奨
学金として援助します。詳細は本校入試事務室（０１２０－３１５－０９４）までご相談ください。

利子補填奨学金制度

２

専門学校　北九州自動車大学校

■学費サポート制度≪本校独自の制度≫■

■奨学金制度■

種　　　類

第一種奨学金（無利子）

第二種奨学金（有利子）

入学時特別増額貸与奨学金
（有利子）

１万円単位で、２万から１２万円までの範囲から選択

１０万・２０万・３０万・４０万・５０万円から選択

自宅通学

自宅外通学

２万・３万・４万・５万３千円から選択

２万・３万・４万・５万・６万円から選択

月　　　　　　額

注１）第二種の利子は年３％が上限です。
注２）入学時特別増額貸与奨学金は、基本的には「日本政策金融公庫の国の教育ローン」が
　　　借りられなかった人が対象となります。

【２０２０年度　予定】

　校納金の一時的な経済的負担を軽減するため、簡単な手続きでご利用いただける分割制度を、㈱オリ
エントコーポレーションと提携し、『学費サポートプラン』としてご案内しております。Ｗｅｂ上でお申
し込みが完結する最短５営業日で契約を完了することができます。
　本校ホームページからお申し込み・商品内容の確認ができます。

　専門学校北九州自動車大学校ホーム＞入学情報・奨学金等＞奨学金・給付金＞各種奨学金・教育ロー
ン制度＞学費サポートプラン（オリコ）

　学納金は直接学校に振込みされますので保護者様は振込不要です。
　ライフプランにあわせて①ステップアップ払い（在学期間中元金据置）②通常払いが選択できます。
　お問い合わせ先：学費サポートデスク ０１２０－５１７－３２５　お問い合わせ時間 ９：３０～１７：３０

学費サポートプラン（オリコ）

　企業が提供している奨学金制度です。本校卒業後に、奨学金を受けた企業への就職が前提となりま
す。在学中に給付を受ける制度や、卒業後に手当として給付される制度などがあります。就職し、その
企業で決められた年数働くと、企業への返済義務が免除される場合もあります。
　詳しくは、本校入試事務室（０１２０－３１５－０９４）までお問い合わせください。

企業奨学金

３

　詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫　国民生活事業の各支店までお問い合わせください。
　〔ＵＲＬ〕 ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ｊｆｃ．ｇｏ．ｊｐ/
〔教育ローンセンター〕ナビダイヤル　０５７０－００８６５６
※ナビダイヤルがご利用いただけない場合、電話番号 ０３－５３２１－８６５６ にお願いします。

　入学金や授業料、教科書代、アパートの敷金・家賃など入学時や在学中に必要となる資金に利用で
き、元金返済の据置期間もあるローンです。
　詳細は、お近くの九州ろうきんの各店舗にお問い合わせください。
　〔ＵＲＬ〕 ｈｔｔｐ：// ｋｙｕｓｙｕ．ｒｏｋｉｎ．ｏｒ．ｊｐ/

九州労働金庫（九州ろうきん）の教育ローン

　入学金や授業料、教科書代、アパートの敷金・家賃など入学時や在学中に必要となる資金を融資する
公的な制度として、日本政策金融公庫　国民生活事業の「国の教育ローン」があります。融資金額は、
３５０万円以内、返済期間は１５年以内です。（交通遺児家庭、母子家庭または世帯年収２００万円以
内の方は１８年以内）

国の教育ローン（日本政策金融公庫　国民生活事業）

専門学校　北九州自動車大学校

■教育貸付■

〔ＵＲＬ〕 ｈｔｔｐs：//www.kamc.ac.jp/
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　詳細は、お近くの九州ろうきんの各店舗にお問い合わせください。
　〔ＵＲＬ〕 ｈｔｔｐ：// ｋｙｕｓｙｕ．ｒｏｋｉｎ．ｏｒ．ｊｐ/

九州労働金庫（九州ろうきん）の教育ローン

　入学金や授業料、教科書代、アパートの敷金・家賃など入学時や在学中に必要となる資金を融資する
公的な制度として、日本政策金融公庫　国民生活事業の「国の教育ローン」があります。融資金額は、
３５０万円以内、返済期間は１５年以内です。（交通遺児家庭、母子家庭または世帯年収２００万円以
内の方は１８年以内）

国の教育ローン（日本政策金融公庫　国民生活事業）

専門学校　北九州自動車大学校

■教育貸付■

〔ＵＲＬ〕 ｈｔｔｐs：//www.kamc.ac.jp/
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　本校同窓生（卒業生）からの紹介で受験される方を対象に受験料を軽減します。入学願書裏面の同窓
生紹介受験料軽減制度欄に、紹介を受けた同窓生の卒業年月・学科・氏名・住所・電話番号をご記入く
ださい。全入試区分が対象です。

同窓生紹介者受験料軽減制度

●それぞれの制度の重複は可能ですが、軽減額の上限は２０,０００円です。
●入学試験受験後に受験料軽減制度の適用はできません。

【受験料軽減制度の注意点】

【受験料の軽減額　各制度　１０,０００円　軽減】

●受験料の軽減について

　本校が主催するオープンキャンパスに１回以上参加した方を対象に受験料を軽減します。
　　　・現役高校生で高校在学中に一度でもオープンキャンパスに参加した方
　　　・高校を卒業した方で、２０１９年度オープンキャンパスに参加した方
　入学願書裏面のオープンキャンパス参加者受験料軽減制度欄に参加した年月日をご記入ください。全
入試区分が対象です。

　オープンキャンパスに参加した方や、早期入学試験受験者を対象に受験料を軽減します。また、本校同
窓生からの紹介で受験する場合にも受験料が軽減されます。
　「受験料の軽減」に該当する受験生の方は、受験料納入時に軽減制度が適用されます。
　受験料２０，０００円から軽減された金額を納入してください。
　なお、軽減した結果、受験料が０円になった場合は、受験料を納入する必要はありません。
　納入金額が不明な場合は、本校入試事務室（０１２０－３１５－０９４）までご相談ください。

オープンキャンパス参加者受験料軽減制度

　１０月～１２月に実施される入学試験受験者を対象に受験料を軽減します。希望する試験日で判断
し、適用となります。
　ＡＯ入学試験受験者も１２月までに出願される方が対象となります。

早期入学試験受験者受験料軽減制度

６ 受験料について
　受験料は、希望する入学試験の出願締切日までに、以下のいずれかの方法で納入してください。
　受験料は全入試区分ともに２０，０００円です。受験料には軽減制度がありますので、よくご確認の上、
納入してください。

【受験料の納入方法】
　　①現金を窓口（本校入試事務室）にて納入する。
　　　※窓口受付　月～金曜日（祝祭日を除く）　９：００～１７：００
　　②同封の郵便振込票もしくは郵便局備え付けの振込票（青色）を使用して郵便局にて納入する。
　　（必ず出願者名を記入してください）

※手数料は出願者の負担となります。
※領収書の添付は必要ありません。
※一旦納入された受験料は、理由の如何にかかわらず返金いたしません。

払込口座番号

加入者名 口座番号

学校法人ぜんりょう学園 ０１７６０－１－７８２７４

専門学校　北九州自動車大学校

7 特待生試験

特待生ランク Ｓ Ａ Ｂ

免除額（１ヶ年分） ３００,０００円 ２００,０００円 １００,０００円

　特待生試験は２０１９年１２月１８日（水）までに出願される全入試区分（留学生以外）が対象とな
ります。入学願書の特待生試験欄の「希望する」に○印をつけて出願してください。
　特待生試験は、入学試験において合格となり、特待生試験結果が優秀であった方について、下記ラン
クで学費が減額されます。

受験資格

募集人員

試験会場

①2019年12月18日（水）までに指定校推薦・学校推薦・一般入学試験に出願する者
②ＡＯ入学試験において出願許可を受け、2019年12月18日（水）までに出願手続を
　行う者

２５名程度（両学科あわせて）

　筆　　記　　数学・国語　合計６０分
　面　　接

　本　　校

試験科目

【１回目】　２０１９年１０月１２日（土）　第１回入学試験日
【２回目】　２０１９年１１月１６日（土）　第２回入学試験日
【３回目】　２０１９年１２月２１日（土）　第３回入学試験日

※免除（１ヶ年分）は、前期・後期に分けて行います。

５

【特待生ランク】

【試験日】

【受験資格・募集人員・試験科目・試験会場】

【特待生制度の留意点】

①特待生に採用された方であっても、在学中の成績等により資格を失う場合があります。
②特待生に不採用もしくは特待生試験を受けていない方であっても、入学後の成績等が特に
　優秀な学生は、次年度において特待生の資格を得ることができます。
③特待生試験は再受験できません。

専門学校　北九州自動車大学校
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６

8 指定校推薦入学試験

第１回

第２回

試　験　日

2019年１０月１2日（土）

2019年１１月１6日（土）

合格発表日
　手続締切日
①：入学金納入期限
②：前期校納金納入期限

①２０１９年１１月 １日（金）

②２０２０年 １月１７日（金）

①２０１９年１２月 ６日（金）

②２０２０年 １月１７日（金）

２０１９年１０月１７日（木）

２０１９年１１月２１日（木）

出願締切日
（郵送の場合、消印有効）

２０１９年１０月 ９日（水）

２０１９年１１月１３日（水）

受験資格

試験日程

【試験開始時間　１０：００】

高等学校（中等教育学校を含む）を２０２０年３月卒業見込みの者で高等学校ごとに指定され
た基準を満たす者
※基準については、高等学校の先生にお尋ねください。

提出書類

試験科目

（１）入　学　願　書
　　巻末の入学願書に必要事項を記入の上、提出してください。（１６ページを参照）

（２）調　　査　　書
　　高等学校で交付される調査書を１部提出してください。

（４）受　　験　　料
　　２０,０００円

（納入方法については、４ページを参照）

（３）指定校推薦書
　　高等学校の先生にお尋ねください。

書類審査

専　願

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験

７

9 学校推薦入学試験 専　願

受験資格
試験日程

【試験開始時間　１０：００】

高等学校（中等教育学校を含む）を２０２０年３月卒業見込みの者で高等学校長が推薦した者

提出書類

試験科目

試験会場

（１）入　学　願　書
　　巻末の入学願書に必要事項を記入の上、提出してください。（１６ページを参照）

（２）調　　査　　書
　　高等学校で交付される調査書を１部提出してください。

（４）受　　験　　料
　　２０,０００円

（納入方法については、４ページを参照）

（３）学 校 推 薦 書
　　巻末の推薦書を提出してください。

面　　接

　本　　校

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験

第１回

第２回

第３回

試　験　日

２０１９年１０月１２日（土）

２０１９年１１月１６日（土）

２０１９年１２月２１日（土）

合格発表日 ①：入学金納入期限
②：前期校納金納入期限

①２０１９年１１月 １日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０１９年１２月 ６日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０２０年 １月１７日（金）
②２０２０年 ２月 ７日（金）

２０１９年１０月１７日（木）

２０１９年１１月２１日（木）

２０１９年１２月２６日（木）

出願締切日
（郵送の場合、消印有効）

２０１９年１０月 ９日（水）

２０１９年１１月１３日（水）

第４回 ２０２０年 １月１８日（土）
①２０２０年 ２月 ７日（金）
②２０２０年 ３月 ６日（金）２０２０年 １月２３日（木）２０２０年 １月１５日（水）

第５回 ２０２０年 ２月１５日（土） ２０２０年 ２月２０日（木）２０２０年 ２月１２日（水）

２０１９年１２月１８日（水）

第６回 ２０２０年 ３月 ７日（土） ２０２０年 ３月１２日（木）２０２０年 ３月 ４日（水）

第７回 ２０２０年 ３月２１日（土）

２０２０年 ３月１９日（木）

２０２０年 ３月 ６日（金）

２０２０年 ３月２７日（金）２０２０年 ３月２１日（土）２０２０年 ３月１８日（水）

手続締切日
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試験会場

（１）入　学　願　書
　　巻末の入学願書に必要事項を記入の上、提出してください。（１６ページを参照）

（２）調　　査　　書
　　高等学校で交付される調査書を１部提出してください。

（４）受　　験　　料
　　２０,０００円

（納入方法については、４ページを参照）

（３）学 校 推 薦 書
　　巻末の推薦書を提出してください。

面　　接

　本　　校

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験

第１回

第２回

第３回

試　験　日

２０１９年１０月１２日（土）

２０１９年１１月１６日（土）

２０１９年１２月２１日（土）

合格発表日 ①：入学金納入期限
②：前期校納金納入期限

①２０１９年１１月 １日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０１９年１２月 ６日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０２０年 １月１７日（金）
②２０２０年 ２月 ７日（金）

２０１９年１０月１７日（木）

２０１９年１１月２１日（木）

２０１９年１２月２６日（木）

出願締切日
（郵送の場合、消印有効）

２０１９年１０月 ９日（水）

２０１９年１１月１３日（水）

第４回 ２０２０年 １月１８日（土）
①２０２０年 ２月 ７日（金）
②２０２０年 ３月 ６日（金）２０２０年 １月２３日（木）２０２０年 １月１５日（水）

第５回 ２０２０年 ２月１５日（土） ２０２０年 ２月２０日（木）２０２０年 ２月１２日（水）

２０１９年１２月１８日（水）

第６回 ２０２０年 ３月 ７日（土） ２０２０年 ３月１２日（木）２０２０年 ３月 ４日（水）

第７回 ２０２０年 ３月２１日（土）

２０２０年 ３月１９日（木）

２０２０年 ３月 ６日（金）

２０２０年 ３月２７日（金）２０２０年 ３月２１日（土）２０２０年 ３月１８日（水）

手続締切日
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１０ 一般入学試験
受験資格
試験日程

高等学校（中等教育学校を含む）を２０２０年３月卒業見込みの者

提出書類 （１）入　学　願　書
　巻末の入学願書に必要事項を記入の上、提出してください。（１６ページを参照）

　２０,０００円

　出身高等学校で交付される調査書を１部提出してください。
（２）出身高等学校調査書

（３）受　　験　　料（納入方法については、４ページを参照）

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験

試験科目

試験会場

面　　接

　本　　校

【試験開始時間　１０：００】

第１回

第２回

第３回

試　験　日

２０１９年１０月１２日（土）

２０１９年１１月１６日（土）

２０１９年１２月２１日（土）

合格発表日 ①：入学金納入期限
②：前期校納金納入期限

①２０１９年１１月 １日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０１９年１２月 ６日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０２０年 １月１７日（金）
②２０２０年 ２月 ７日（金）

２０１９年１０月１７日（木）

２０１９年１１月２１日（木）

２０１９年１２月２６日（木）

出願締切日
（郵送の場合、消印有効）

２０１９年１０月 ９日（水）

２０１９年１１月１３日（水）

第４回 ２０２０年 １月１８日（土）
①２０２０年 ２月 ７日（金）
②２０２０年 ３月 ６日（金）２０２０年 １月２３日（木）２０２０年 １月１５日（水）

第５回 ２０２０年 ２月１５日（土） ２０２０年 ２月２０日（木）２０２０年 ２月１２日（水）

２０１９年１２月１８日（水）

第６回 ２０２０年 ３月 ７日（土） ２０２０年 ３月１２日（木）２０２０年 ３月 ４日（水）

第７回 ２０２０年 ３月２１日（土）

２０２０年 ３月１９日（木）

２０２０年 ３月 ６日（金）

２０２０年 ３月２７日（金）２０２０年 ３月２１日（土）２０２０年 ３月１８日（水）

手続締切日

９

ＡＯ（アドミッションオフィス）入学試験とは
　この制度は、あなたの個性・意欲・適性を充分に生かすための入試制度で、本校入学相談員との面
談結果を用いて合否を判定する試験制度です。

（Ａ）ＡＯ入学試験にエントリーする

（Ｂ）面談を実施

（Ｂ）面談終了後、本校にて出願許可判定を実施

（Ｃ）出願許可書が発行されたら、入学願書を提出

（Ｃ）本校において書類審査

入学試験に合格！！

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験
１１ ＡＯ入学試験

（Ａ）ＡＯ入試エントリー
①エントリー方法
　希望者は巻末のエントリーシートに必要事項を記入して、本校入試事務室まで提出してください。
②エントリー資格
　高等学校（中等教育学校を含む）を２０２０年３月卒業見込みの者（担任の先生の同意が必要）

③エントリー期間

（Ｂ）面 談 ・ 相 談

エントリー期間
２０１９年 ７月 １日（月）～２０２０年 ３月１７日（火）

※福岡県外の高等学校に在籍している方は、
２０１９年６月１日（土）からエントリー開始です。

面　談　期　間
２０１９年 ７月 １日（月）～２０２０年 ３月２１日（土）

※福岡県外の高等学校に在籍している方は、
２０１９年６月１日（土）から面談開始です。

①面談期間
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１０ 一般入学試験
受験資格
試験日程

高等学校（中等教育学校を含む）を２０２０年３月卒業見込みの者

提出書類 （１）入　学　願　書
　巻末の入学願書に必要事項を記入の上、提出してください。（１６ページを参照）

　２０,０００円

　出身高等学校で交付される調査書を１部提出してください。
（２）出身高等学校調査書

（３）受　　験　　料（納入方法については、４ページを参照）

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験

試験科目

試験会場

面　　接

　本　　校

【試験開始時間　１０：００】

第１回

第２回

第３回

試　験　日

２０１９年１０月１２日（土）

２０１９年１１月１６日（土）

２０１９年１２月２１日（土）

合格発表日 ①：入学金納入期限
②：前期校納金納入期限

①２０１９年１１月 １日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０１９年１２月 ６日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０２０年 １月１７日（金）
②２０２０年 ２月 ７日（金）

２０１９年１０月１７日（木）

２０１９年１１月２１日（木）

２０１９年１２月２６日（木）

出願締切日
（郵送の場合、消印有効）

２０１９年１０月 ９日（水）

２０１９年１１月１３日（水）

第４回 ２０２０年 １月１８日（土）
①２０２０年 ２月 ７日（金）
②２０２０年 ３月 ６日（金）２０２０年 １月２３日（木）２０２０年 １月１５日（水）

第５回 ２０２０年 ２月１５日（土） ２０２０年 ２月２０日（木）２０２０年 ２月１２日（水）

２０１９年１２月１８日（水）

第６回 ２０２０年 ３月 ７日（土） ２０２０年 ３月１２日（木）２０２０年 ３月 ４日（水）

第７回 ２０２０年 ３月２１日（土）

２０２０年 ３月１９日（木）

２０２０年 ３月 ６日（金）

２０２０年 ３月２７日（金）２０２０年 ３月２１日（土）２０２０年 ３月１８日（水）

手続締切日

９

ＡＯ（アドミッションオフィス）入学試験とは
　この制度は、あなたの個性・意欲・適性を充分に生かすための入試制度で、本校入学相談員との面
談結果を用いて合否を判定する試験制度です。

（Ａ）ＡＯ入学試験にエントリーする

（Ｂ）面談を実施

（Ｂ）面談終了後、本校にて出願許可判定を実施

（Ｃ）出願許可書が発行されたら、入学願書を提出

（Ｃ）本校において書類審査

入学試験に合格！！

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験
１１ ＡＯ入学試験

（Ａ）ＡＯ入試エントリー
①エントリー方法
　希望者は巻末のエントリーシートに必要事項を記入して、本校入試事務室まで提出してください。
②エントリー資格
　高等学校（中等教育学校を含む）を２０２０年３月卒業見込みの者（担任の先生の同意が必要）

③エントリー期間

（Ｂ）面 談 ・ 相 談

エントリー期間
２０１９年 ７月 １日（月）～２０２０年 ３月１７日（火）

※福岡県外の高等学校に在籍している方は、
２０１９年６月１日（土）からエントリー開始です。

面　談　期　間
２０１９年 ７月 １日（月）～２０２０年 ３月２１日（土）

※福岡県外の高等学校に在籍している方は、
２０１９年６月１日（土）から面談開始です。

①面談期間
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②エントリーシートが本校に届いた後、日時・場所をあなたと相談します。

③面談は入学相談員と行います。その時の内容は
　・あなたは本校でどのような勉強をしたいのか？
　・あなたはどのような将来像を描いているのか？
　などについてです。

　面談には保護者の方が同席されることを歓迎します。奨学金の適用、校納金支払い方法など経済
的問題の解決に向けた話し合いもこの場で行えます。

④もし、あなたにまだ疑問点や質問などが残っている場合には、次の面談を行います。面談は本校が
あなたの個性・適性・意欲を充分に確認できるまで行い、同時にあなたが本校の教育内容に充分納
得できるまで何度でも行います。

⑤相談員があなたに入学してもらいたい、さらにあなたが納得して本校に入学したいとなった場合、
本校から「ＡＯ入試出願許可書」を発行します。その後は、次の（Ｃ）出願に沿って手続を行って
ください。

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験

③出願に必要な書類
・入学願書
巻末の入学願書に必要事項を記入の上、写真１枚を貼付して提出してください。（１６ページを参
照）　裏面のアンケートにも記入してください。

・出身高等学校調査書
　高等学校で交付される調査書を１部提出してください。

④受験料（納入方法については、４ページを参照）
　２０,０００円

（Ｃ）出 　 願

①出願資格
「ＡＯ入試出願許可書」を交付された者

②試験日程

出願期間

選考方法 書類審査
合格発表日 ２０１９年 ９月 ２日（月）～２０２０年 ３月３１日（火）
入学手続締切日 合格発表後２週間以内

２０１９年 ８月 １日（木）～２０２０年 ３月２１日（土）

専門学校　北九州自動車大学校

11

１2 一般入学試験
受験資格

試験日程

【試験開始時間　１０：００】

①高等学校卒業者
②高等専門学校における所定の３ヵ年の課程を修了した者、または修了見込みの者
③通常の課程による１２年の学校教育を修了した者、または修了見込みの者
④その他文部科学省令により上記と同等以上の学力があると認められた者

提出書類 （１）入　学　願　書
　巻末の入学願書に必要事項を記入の上、提出してください。（１６ページを参照）

　出身高等学校で交付される調査書を１部提出してください。調査書が提出できない
　場合は、卒業証明書と成績証明書を１部ずつ提出してください。
　高等学校卒業程度認定試験または大学入学資格検定の合格者は合格証明書を１部提
　出してください。

（２）出身高等学校調査書

（３）受　　験　　料（納入方法については、４ページを参照）

現役高校生以外の受験

試験科目

試験会場

　　２０,０００円

面　　接

　本　　校

第１回

第２回

第３回

試　験　日

２０１９年１０月１２日（土）

２０１９年１１月１６日（土）

２０１９年１２月２１日（土）

合格発表日 ①：入学金納入期限
②：前期校納金納入期限

①２０１９年１１月 １日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０１９年１２月 ６日（金）
②２０２０年 １月１７日（金）

①２０２０年 １月１７日（金）
②２０２０年 ２月 ７日（金）

２０１９年１０月１７日（木）

２０１９年１１月２１日（木）

２０１９年１２月２６日（木）

出願締切日
（郵送の場合、消印有効）

２０１９年１０月 ９日（水）

２０１９年１１月１３日（水）

第４回 ２０２０年 １月１８日（土）
①２０２０年 ２月 ７日（金）
②２０２０年 ３月 ６日（金）２０２０年 １月２３日（木）２０２０年 １月１５日（水）

第５回 ２０２０年 ２月１５日（土） ２０２０年 ２月２０日（木）２０２０年 ２月１２日（水）

２０１９年１２月１８日（水）

第６回 ２０２０年 ３月 ７日（土） ２０２０年 ３月１２日（木）２０２０年 ３月 ４日（水）

第７回 ２０２０年 ３月２１日（土）

２０２０年 ３月１９日（木）

２０２０年 ３月 ６日（金）

２０２０年 ３月２７日（金）２０２０年 ３月２１日（土）２０２０年 ３月１８日（水）

手続締切日
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②エントリーシートが本校に届いた後、日時・場所をあなたと相談します。

③面談は入学相談員と行います。その時の内容は
　・あなたは本校でどのような勉強をしたいのか？
　・あなたはどのような将来像を描いているのか？
　などについてです。

　面談には保護者の方が同席されることを歓迎します。奨学金の適用、校納金支払い方法など経済
的問題の解決に向けた話し合いもこの場で行えます。

④もし、あなたにまだ疑問点や質問などが残っている場合には、次の面談を行います。面談は本校が
あなたの個性・適性・意欲を充分に確認できるまで行い、同時にあなたが本校の教育内容に充分納
得できるまで何度でも行います。

⑤相談員があなたに入学してもらいたい、さらにあなたが納得して本校に入学したいとなった場合、
本校から「ＡＯ入試出願許可書」を発行します。その後は、次の（Ｃ）出願に沿って手続を行って
ください。

専門学校　北九州自動車大学校

高校生の受験

③出願に必要な書類
・入学願書
巻末の入学願書に必要事項を記入の上、写真１枚を貼付して提出してください。（１６ページを参
照）　裏面のアンケートにも記入してください。

・出身高等学校調査書
　高等学校で交付される調査書を１部提出してください。

④受験料（納入方法については、４ページを参照）
　２０,０００円

（Ｃ）出 　 願

①出願資格
「ＡＯ入試出願許可書」を交付された者

②試験日程

出願期間

選考方法 書類審査
合格発表日 ２０１９年 ９月 ２日（月）～２０２０年 ３月３１日（火）

入学手続締切日 合格発表後２週間以内

２０１９年 ８月 １日（木）～２０２０年 ３月２１日（土）

専門学校　北九州自動車大学校
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１2 一般入学試験
受験資格

試験日程

【試験開始時間　１０：００】

①高等学校卒業者
②高等専門学校における所定の３ヵ年の課程を修了した者、または修了見込みの者
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専門学校　北九州自動車大学校

ＡＯ（アドミッションオフィス）入学試験とは
　この制度は、あなたの個性・意欲・適性を充分に生かすための入試制度で、本校入学相談員との面
談結果を用いて合否を判定する試験制度です。

（Ａ）ＡＯ入学試験にエントリーする

（Ｂ）面談を実施

（Ｂ）面談終了後、本校にて出願許可判定を実施

（Ｃ）出願許可書が発行されたら、入学願書を提出

（Ｃ）本校において書類審査

入学試験に合格！！

現役高校生以外の受験
１3 ＡＯ入学試験

（Ａ）ＡＯ入試エントリー
①エントリー方法
　希望者は巻末のエントリーシートに必要事項を記入して、本校入試事務室まで提出してください。
　また、ホームページからも申し込みができます。

②エントリー資格（下記に挙げるいずれかの資格をお持ちの方）
　・高等学校卒業者
　・高等専門学校における所定の３ヵ年の課程を修了した者、または修了見込みの者
　・通常の課程による１２年の学校教育を修了した者、または修了見込みの者
　・その他文部科学省令により上記と同等以上の学力があると認められた者

③エントリー期間

（Ｂ）面 談 ・ 相 談

エントリー期間 ２０１９年 ４月１２日（金）～２０２０年 ３月１７日（火）

面　談　期　間 ２０１９年 ４月１２日（金）～２０２０年 ３月２１日（土）

①面談期間
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現役高校生以外の受験
②エントリーシートが本校に届いた後、日時・場所をあなたと相談します。

③面談は入学相談員と行います。その時の内容は
　・あなたは本校でどのような勉強をしたいのか？
　・あなたはどのような将来像を描いているのか？
　などについてです。

　面談には保護者の方が同席されることを歓迎します。奨学金の適用、校納金支払い方法など経済
的問題の解決に向けた話し合いもこの場で行えます。

④もし、あなたにまだ疑問点や質問などが残っている場合には、次の面談を行います。面談は本校が
あなたの個性・適性・意欲を充分に確認できるまで行い、同時にあなたが本校の教育内容に充分納
得できるまで何度でも行います。

⑤相談員があなたに入学してもらいたい、さらにあなたが納得して本校に入学したいとなった場合、
本校から「ＡＯ入試出願許可書」を発行します。その後は、次の（Ｃ）出願に沿って手続を行って
ください。

③出願に必要な書類
・入学願書
巻末の入学願書に必要事項を記入の上、写真１枚を貼付して提出してください。（１６ページを参
照）　裏面のアンケートにも記入してください。

・出身高等学校調査書
出身高等学校で交付される調査書を１部提出してください。調査書が提出できない場合は、卒業
証明書と成績証明書を１部ずつ提出してください。
高等学校卒業程度認定試験または大学入学資格検定の合格者は合格証明書を１部提出してくださ
い。

④受験料（納入方法については、４ページを参照）
　２０,０００円

（Ｃ）出 　 願

①出願資格
「ＡＯ入試出願許可書」を交付された者

②試験日程

出願期間

選考方法 書類審査
合格発表日 出願日から１週間以内
入学手続締切日 合格発表後２週間以内

２０１９年 ６月 １日（土）～２０２０年 ３月２７日（金）
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１4 試験当日の注意事項
１．受験票を必ず持参してください。
２．試験会場には試験開始３０分前までに入場してください。交通事情を考慮して時間に充分余裕を
もって行動し、試験会場の場所については地図を確認するなどして事前準備を万全にしてください。
３．試験会場では、携帯電話等の通信機器の電源を必ず切って、バッグ（カバン）等の中にしまってく
ださい。
４．試験開始後１０分以上遅刻した場合は受験できません。ただし、交通機関の事故またはやむを得な
い事由により、試験開始後１０分以上遅刻した方は、その旨を申し出てください。

１5 合格発表
　試験結果は合格発表日に合否結果通知書を郵送にて受験者全員に通知します。
　電話による合否の問い合わせには応じられません。

１6 入学手続
１．合格者には、入学手続に必要な書類を郵送します。
２．入学金及び前期校納金を締切日までに納入の上、入学手続を完了してください。納入方法は入学手
続書類に記載しています。
３．期日までに手続を完了できない場合はご連絡ください。連絡がないときは合格を取消す場合がありま
す。
４．留意事項
　　一旦受け付けた書類ならびに校納金は返還しません。
　ただし、２０２０年３月３１日（火）までに文書で入学辞退を届け出た方については、入学金を除
いた校納金を返還します。

共通事項
専門学校　北九州自動車大学校
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１7 その他
（１）留学生等の受験について
　当該国（日本国以外）の学校教育制度（注）で所定の教育を修了もしくは一定期間受けた方は、「留学生
等」と称し、本校の入学試験を受験できます。下記の〔受験資格Ａ〕及び〔受験資格Ｂ〕を満たしてい
る方は、別冊の「留学生募集要項」を確認して、必要書類を添えて本校入試事務室まで提出してくださ
い。
（注）制度上正規の学校教育であって、日本国の１２年間の学校教育（小学校６年間・中学校３年間・高等学校３
年間）と同等の学校教育を指す。

　　受験資格
　　〔受験資格Ａ〕（学校教育課程に関すること）
　　　下記のいずれかの条件を満たす方。またはこれに準ずる方。
　　　①当該国の学校教育制度の課程年数（日本国学校教育制度の所定の課程を修了した年数も含む）

の合計が12年以上（見込み）の方で、2020年3月31日までにその全ての課程が修了する（見込
みの）方。または、当該国における大学入学資格を有する（見込みの）方。

　　　②中途退学等の理由で学校教育制度の課程を修了していない場合でも、日本国の高等学校卒業程
度認定試験または当該国の高等学校卒業程度認定試験に合格した方は、18歳に達している場合
に限り、受験資格を有します。

　　〔受験資格Ｂ〕（学校教育課程以外に関すること）
　　　下記のすべての条件を満たす方。（下記の条件を満たさない方は、本校入試事務室にご相談くだ
　　　さい）
　　　①日本語能力試験 Ｎ３以上、または日本語能力試験 Ｎ３と同等以上の日本語能力を有すること

を日本語学校が日本語能力証明書として発行できる方。
　　　②日本国内の日本語教育機関に6ヶ月以上在籍し、在留資格は「留学」で2020年3月卒業見込みの

方
　　　③日本語学校における出席率が９０％以上の方
　　　④日本において就学するための学費及び生活費を準備できる方
　　試験科目　　筆　　記　　日本語　
　　　　　　　　面　　接　
　　試験日程　2019年10月12日（土）
　　受入人数　５名程度

（２）企業等の推薦を受けて受験する方
　企業等に所属している方・将来入社することが決まっている方は、企業等の推薦を受けて、本校の受
験条件のもと入学試験を受験することができます。対象となる方は、入試事務室までご相談ください。

　　受験資格　
　　　受験資格を満たす方（１ページを参照）で、企業等に在職している方、もしくは将来入社するこ
とが決まっている方

　　必要書類　
　　　推薦を受ける企業等からの書類
　　　　①企業等の所属部署または人事担当責任者等の推薦書
　　　　②本校卒業生の入社実績がない企業等からの場合は、企業等の概要がわかる資料（会社案内、

業務報告書等）
　　　　③企業等からの支援（企業奨学金等）を受ける場合は、校納金等の納入計画書
　　試験科目　　面　　接　
　　受入人数　若 干 名
　　受 験 料　無　　料

共通事項
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に限り、受験資格を有します。

　　〔受験資格Ｂ〕（学校教育課程以外に関すること）
　　　下記のすべての条件を満たす方。（下記の条件を満たさない方は、本校入試事務室にご相談くだ
　　　さい）
　　　①日本語能力試験 Ｎ３以上、または日本語能力試験 Ｎ３と同等以上の日本語能力を有すること

を日本語学校が日本語能力証明書として発行できる方。
　　　②日本国内の日本語教育機関に6ヶ月以上在籍し、在留資格は「留学」で2020年3月卒業見込みの

方
　　　③日本語学校における出席率が９０％以上の方
　　　④日本において就学するための学費及び生活費を準備できる方
　　試験科目　　筆　　記　　日本語　
　　　　　　　　面　　接　
　　試験日程　2019年10月12日（土）
　　受入人数　５名程度

（２）企業等の推薦を受けて受験する方
　企業等に所属している方・将来入社することが決まっている方は、企業等の推薦を受けて、本校の受
験条件のもと入学試験を受験することができます。対象となる方は、入試事務室までご相談ください。

　　受験資格　
　　　受験資格を満たす方（１ページを参照）で、企業等に在職している方、もしくは将来入社するこ
とが決まっている方

　　必要書類　
　　　推薦を受ける企業等からの書類
　　　　①企業等の所属部署または人事担当責任者等の推薦書
　　　　②本校卒業生の入社実績がない企業等からの場合は、企業等の概要がわかる資料（会社案内、

業務報告書等）
　　　　③企業等からの支援（企業奨学金等）を受ける場合は、校納金等の納入計画書
　　試験科目　　面　　接　
　　受入人数　若 干 名
　　受 験 料　無　　料

共通事項
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１8 願書記入例
・写真を貼付してください。（たて４ｃｍ×よこ３ｃｍ）
・ボールペン（黒）で記入してください。
・数字は算用数字（１，２，３，…）で記入してください。
・裏面のアンケートにも記入してください。
① 試験日 を記入してください。
② 試験区分 に○印を記入してください。
③ 志望学科・コース（第１志望・第２志望）を選択してください。
④ 特待生試験 の希望の有無を選択してください。
⑤ 受験料軽減制度（オープンキャンパス参加者・同窓生紹介者）に必要事項を記入して
　 ください。

専門学校　北九州自動車大学校
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専門学校　北九州自動車大学校AO入学試験エントリーシート
記入日：西暦　　　　　年　　　月　　　日

メールアドレス ＠

連　　絡　　先

現　　住　　所

氏　　　　　名

希望面談日調査
月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ 土 ・（　　　月　　　日）

生　年　月　日

ふ　り　が　な

入学資格

【高校生ＡＯエントリー者は、下記の欄に担任の先生の同意（署名・捺印）を受けてください】
※担任教員記入欄

高等学校
中等教育学校　　　年　　組担任

上記の者のＡＯ入学試験エントリーに同意します。
西暦　　　　年　　月　　日

志望学科・コ ー ス

（該当欄に記入）

（面談を受けやすい曜日に○を記入
　希望日がある場合は月日を記入）

（○を記入）

合　格

専 門 学 校 科　在学中・卒業

高 等 学 校
中等教育学校

部
科

自宅電話 携帯電話（　　　　）　　　－ －　　　－

西暦　　　　　　　年　　　　月　　　　日生（　　　　才）

一級自動車整備科

二級自動車整備科　　自動車整備士コース

二級自動車整備科　　二輪自動車整備士コース

〒　　　-

性別 男　・　女

高等学校卒業程度認定試験
大 学 入 学 資 格 検 定

印

高等専門学校
修了・修了見込
卒業・卒業見込

科

科　卒業・卒業見込
（全・定・通）

西暦　　　　年　　月

西暦　　　　年　　月

西暦　　　　年　　月

西暦　　　　年　　月

西暦　　　　年　　月

大 　 　 学
短 期 大 学

在学中・卒業



自己ＰＲ

あなたが本校に関心
を持った理由、または
入学を希望する理由
（複数選択可）

１．先生からの勧め　　　２．家族からの勧め　　３．友人・知人からの紹介
４．資格の合格率が良い　５．就職率が良い　　　６．伝統がある
７．通学に便利　　　　　８．施設・設備が充実
９．オープンキャンパスに参加した
１０．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．就職　　　　　　２．大学へ編入　　　　　３．大学院へ進学

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本校卒業後の
希望進路

本校に対しての
質問や相談等








