
■１年次の学費等一覧
第１回学費納入

合格通知発行日から１０日以内
第2回学費納入

20２3年３月24日（金）

学 科・コ ー ス・専 攻
入学金
（入学時のみ）
①

授業料
（年額）
②

施設維持費
（年額）
③

①～③の
合計
A

総合演習費
（年額）
④

キャリア教育振興費
（年額）
⑤

④⑤の
合計
B

A+Bの
総合計

柔道整復科
（３年制/昼間）

鍼灸科
（３年制/昼間）

アスレティックトレーナーコース
（３０名）

100,000 760,000 150,000 1,010,000 200,000 50,000 250,000 1,260,000

100,000 1,000,000 150,000 1,250,000 200,000 50,000 250,000 1,500,000

スポーツトレーナーコース

プロスポーツAIトレーナーコース

スポーツマネジメントテクノロジーコース

美容スポーツコース（3０名）
 ・ 美容専攻
 ・ スポーツ専攻

午前集中コース
（6０名）

午前集中コース
（3０名）

柔整スポーツコース
（3０名）

200,000 1,200,000 150,000 1,550,000 300,000 50,000 350,000 1,900,000

救急救命公務員科
（３５名/3年制/昼間）

300,000 965,000 150,000 1,415,000 250,000 50,000 300,000 1,715,000

理学療法科
（８０名/4年制/昼間）

300,000 895,000 150,000 1,345,000 200,000 50,000 250,000 1,595,000

作業療法科
（４０名/4年制/昼間）

300,000 895,000 150,000 1,345,000 200,000 50,000 250,000 1,595,000

歯科衛生士科
（４０名/3年制/昼間）

200,000 655,000 150,000 1,005,000 200,000 50,000 250,000 1,255,000

看護科
（４０名/3年制/昼間）

200,000 865,000 150,000 1,215,000 200,000 50,000 250,000 1,465,000

くすり登録販売者コース

美容アドバイザーコース

調剤薬局コース

薬業科
（40名/2年制/昼間）

100,000 690,000 100,000 890,000 200,000 50,000 250,000 1,140,000

スポーツ科学科
（80名/2年制/昼間）

スポーツマネジメント
テクノロジー科
（20名/4年制/昼間）

200,000 1,000,000 150,000 1,350,000 300,000 50,000 350,000 1,700,000

200,000 950,000 150,000 1,300,000 200,000 50,000 250,000 1,550,000

200,000 1,050,000 150,000 1,400,000 200,000 50,000 250,000 1,650,000

【左記の表④⑤について】
納入期限　20２3年3月24日（金）

⑤ キャリア教育振興費

文部科学省や経済産業省のガイドラインに基づき、
産学連携教育のもと、社会人・職業人として自立する
ために必要な能力（計画力、問題解決能力、創造力、
チームワーク、コミュニケーション力等々）や職
業観、勤労観を形成・向上させるための実践教育を
導入し、更にインターンシップ等を通して就職に直結
させています。

④ 総合演習費

実習、演習、イベントの企画・制作・運営など、業界の
協力を得て企業の視点に立った体験型学習に特化
した実学教育システムを展開しています。

納入期限　20２3年3月24日（金）※20２3年2月下旬に納入金額の詳細をお知らせいたします。
［学費等一覧以外に下記が別途必要になります。］ 

●教本・教材費
（約90,000～430,000円・１年次にかかる費用で、各学科・コース・専攻により異なります。）
本校では、業界の動きに合わせ、毎年カリキュラムの見直しが行われています。
そのため、カリキュラム決定後の1月に、教本・教材費が確定します。
※2年次以降に別途教本教材費が必要となる可能性があります。

●健康管理費 （22,000円･年額）
総合的な健康診断や、傷害保険などが含まれます。

●語学留学費用 ※スポーツマネジメントテクノロジー科対象
スポーツマネジメントテクノロジー科における語学留学費用は別途必要となります。語学留学費用の詳細に関しては
入学事務局までお問い合わせください。

●海外実学研修積立金（100,000円）
海外実学研修は１年次（柔道整復科・鍼灸科・理学療法科・作業療法科・歯科衛生士科・看護科は２年次予定）に授業の
一環として実施します。参加費用は各学科によって金額が異なり、総額410,000から450,000円前後で渡航手
続き時に残額を納めていただきます。
※燃油サーチャージなどにより金額が変更になる場合がございます。
※万が一、不参加の場合は、進級時の学費（授業料）に充当します。
※国際情勢により実施できない場合は、進級時の学費（授業料）に充当します。

※やむなく入学を辞退される場合、20２3年３月３１日（金）までに入学辞退手続きを完了された方には、入学金を除き、納入された学費等を返還いた
します。４月１日以降は、最高裁判例に基づき、一旦納入された入学金、授業料、施設維持費、総合演習費、キャリア教育振興費等は返金できません。

２年次以降の年間学費等

延納・分納など学費に関するご相談は、入学事務局（0120-717-261）まで

※実習費用として歯科衛生士科（2年次 30,000円・3年次 30,000円）、理学療法科・作業療法科（3年次 250,000円・4年次 250,000円）が、総合演習費に加算
されています。（上記金額は2021年実績）※健康管理費（22,000円）は各年次毎に必要となります。※卒業年次に卒業関連費（45,000円）が別途必要となります。
※国家試験や資格取得のための検定料等につきましては、別途必要となります。また外部での実習・演習の際の交通費等につきましては、実費必要な場合があります。

各進級時に必要な経費は、毎年１２月下旬頃にご案内いたします。

+ =

合　計
総合演習費、

キャリア教育振興費
の費用

合　計授業料 施設維持費

1,545,000500,0001,045,000895,000 150,000理学療法科（3年次・4年次）

1,265,000250,0001,015,000865,000 150,000看護科

1,295,000250,0001,045,000895,000 150,000作業療法科（２年次）

1,350,000250,0001,100,000950,000 150,000柔道整復科（午前集中コース）

1,450,000250,0001,200,0001,050,000 150,000柔道整復科（柔整スポーツコース）

1,500,000350,0001,150,0001,000,000 150,000鍼灸科（午前集中コース）

1,700,000350,0001,350,0001,200,000 150,000鍼灸科（美容スポーツコース ・ 美容専攻

 
 ・ スポーツ専攻）

1,415,000300,0001,115,000965,000 150,000救急救命公務員科

1,260,000250,0001,010,000860,000 150,000スポーツ科学科

1,500,000250,0001,250,0001,100,000 150,000スポーツマネジメントテクノロジー科

学科・コース・専攻

1,140,000250,000890,000790,000 100,000薬業科

1,545,000500,0001,045,000895,000 150,000作業療法科（3年次・4年次）

1,295,000250,0001,045,000895,000 150,000理学療法科（２年次）

805,000655,000 150,000歯科衛生士科 1,085,000280,000

福岡医健·スポーツ専門学校は、令和元年９月２０日付で
高等教育の修学支援新制度の対象機関となりました。
詳細については、入学事務局（0120-717-261）まで
お問い合わせください。

高等教育修学支援新制度について

医療専門課程

文化・教養専門課程

スポーツビジネスコース

スポーツインストラクターコース

トータルビューティーコース

ボディメイキングトレーナーコース

学科／コース・専攻一覧／学費一覧
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既修得単位認定制度
大学・短期大学・専門学校の専門課程において既に履修した授業科目（基礎分野・専門基礎分野）で、本校のカリキュラムと
同一授業科目もしくは、授業内容が同一のものである場合、本校の開設されている授業科目の単位数で認定される場合
があります。認定された単位・科目に対し授業料を一部免除します（２年次以降の学費より）。
また学校長が判断した場合、授業科目が同一でない場合も単位を認定することがあります。

申請書類をもとに単位認定委員会
にて審査します。シラバス等がなく、
教育内容が検討出来ない場合は
直接面談によるヒアリングにより
審査する場合があります。

単位認定確定後、本校より単位認定
通知書類を送付いたします。

基本的要件として、カリキュラム、
シラバスを検討し、次の全ての項目
を満たす場合、単位を認定します。
①�授業時間数
②�単位数
③�教育内容
授業時間数、単位数、教育内容に
不一致がある場合、カリキュラム、
シラバスを検討し審査します。

①�既修得単位認定申請書（本校所定書式）
②�該当校の成績証明書及びシラバス
③�その他本校が必要と認めた書類

大学・短期大学・専門学校において単位認定された
科目が対象となります。

厚生労働大臣指定の医療国家資格養成校等におい
て成績判定「B以上」（100〜80点）の科目に限り
申請が可能となります。

心理学・生物学・情報科学・保健体育・外国語等

解剖学・生理学・病理学・公衆衛生・医療概論等

対象分野・科目

入学手続き完了後、
既修得単位認定申請を行います。

STEP

１ 審査〜通知
STEP

２ 入学〜進級
STEP

3

単位認定審査

単位認定通知
申請書類

基礎分野

専門基礎分野

基礎分野科目（例）

専門基礎分野科目（例）

単位認定された科目は聴講して再学習する
ことも可能です。但し再学習する場合、原則
毎回出席して下さい。

入学（授業開始）

基礎分野

各年度進級時に前年度認定科目数に応じて
学費を免除します。

進　級
学費免除

単位認定

仮認定された科目については、各学期末
試験、進級試験等により合格した段階で
最終の単位認定を行います。万が一、仮認定
科目の最終成績判定が「D」（５９点以下）
の場合、単位認定されず、学費の免除も
ありません。また専門基礎分野は国家試験
に出題される科目になりますので、受講を
お勧めいたします。

専門基礎分野 仮単位認定（要受講）

入 

学

詳しくは、別冊「学費サポートのご案内」をご覧ください。

・ 融資には審査があり、場合によっては借入できないことがあります。　・ 審査には必要書類をお願いすることがあります。

■対　　象／本校に入学・在学される方の保護者
■融�資�額／学生１名につき３５０万円以内
■返済期間／１５年以内（据置期間含む）
■利　　率／1.66%

お問合わせ 教育ローンコールセンター

TEL.0570-008656

日本政策金融公庫の教育ローン学費や生活費をいろいろな条件で借りることができます。
国の教育ローン低利な公的教育ローン制度です。
※ボーナス時の増額返済を併用することもできます。�※融資額・返済期間は、いろいろあります。�
※利率は固定金利ですが、金融情勢により申込み時の利率と異なる場合があります。

教育ローン一覧  ※2020年10月1日現在

学費や教材費などをいろいろな条件で借りることができます。
銀行系教育ローン 低利で手続きも簡単な教育ローン制度です。

※�ボーナス時の増額返済を併用することもできます。�
※�融資額・返済期間は、いろいろあります。�
※�利率は変動金利ですので、金融情勢により、借入期間中に利率が
変動する場合があります。

■対　　象／本校に入学、在学される方の保護者
■融 資 額／本校に納める学費（諸経費含む）の範囲内　■金利／年3.475%（変動制）
■対　　象／本校に入学·在学される方の保護者
■融 資 額／10万以上300万以内　■金利／3.475%（変動金利方式）、4.15%（固定金利方式）

三井住友銀行

みずほ銀行

学費を無理なく借りることができます。
信販系教育ローン比較的、手続きが簡単なのが特徴です。

※�ボーナス時の増額返済を併用することもできます。�
※�融資額、返済期間は、いろいろあります。�
※�利率は固定金利ですが、金融情勢により申込み時の利率と異なる
場合があります。

■対　　象／本校に入学・在学される方の保護者
■融 資 額／４万円〜５００万円
■融資期間／最長１０年まで（元金返済据置期間を含む）
■利　　率／3.0%

お問合わせ　SMBCファイナンスサービス（株）

           TEL.050-3827-0375

SMBCファイナンスサービス（株）
■対　　象／本校に入学・在学される方の保護者
■融 資 額／１０万円〜５００万円
■融資期間／お借入金額により異なります。
■利　　率／3.0%

お問合わせ　（株）オリエントコーポレーション学費サポートデスク

                    0120-517-325

（株）オリエントコーポレーション
■対　　象／本校に入学・在学される方の保護者
■融 資 額／３万円以上５００万円以内
■融資期間／最長１5年（６回〜１８０回）
■利　　率／3.0%

お問合わせ　（株）ジャックス

                    0120-338-817

（株）ジャックス

日本学生支援機構奨学金制度について（貸与型）

※1 給与所得者……源泉徴収票の支払金額（税込）　※2 給与所得以外…確定申告書の所得金額（税込）

※変更になる場合があります。

出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められる者。特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められる者。
学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者。高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記のいずれかに準ずると認められる者。

1,124
1,169

自宅
自宅外

4人
716
761

1,370
1,460

自宅
5人

自宅外
962

1,052

世帯の
年収・所得の
上限額の目安

世帯人数 通学形態 給与所得※1 
（万円）

給与所得以外※2
（万円）

世帯人数 通学形態 給与所得※1 
（万円）

給与所得以外※2
（万円）

本校に入学しますと、自立した学生さんを援助する日本学生支援機構の奨学金制度に申し込むことができます。高校在学中に採用されなかった人でも、入学後再度応募が可能です。
日本学生支援機構にはさまざまな利点があります。

奨学金は①第一種奨学金（無利子）と②第二種奨学金（有利子）の２種類があります。

①第一種奨学金（無利子） 2021年10月1日現在

②第二種奨学金（有利子） 2021年10月1日現在

※併せて、「入学時特別増額貸与奨学金」制度もあります。 2022年度入学者・在学採用の場合（予定）

（1万円単位）から選択

募集に関して

貸与始期

学　力

家　計

次の中から選択でき、貸与中に金額変更が可能。 選択枠：20,000円～120,000円

日本学生支援機構が定めた収入基準額以下であること。

入学後、申込者の希望の月から可能。（採用決定時期は6月～7月頃ですが、4月に遡り、貸与することも可能です。）
※学校によって採用時期が異なります。詳細は各校の奨学金担当者までお問い合わせください。

準
基
込
申

貸与月額

※1給与所得者……源泉徴収票の支払金額（税込）　※2 給与所得以外…確定申告書の所得金額（税込）

高等学校または専修学校高等課程最終2カ年の平均が3.2以上。※予約採用の場合3.5以上。
高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記に準ずる者。※住民税非課税世帯の場合、評定平均値に満たない者でも進学後、特に優れた学習成績を修める見込みがあれば申込可能。
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674

世帯の
年収・所得の
上限額の目安

世帯人数 通学形態 給与所得※1 
（万円）

給与所得以外※2
（万円） 世帯人数 通学形態 給与所得※1 

（万円）
給与所得以外※2

（万円）

※併せて、「入学時特別増額貸与奨学金」制度もあります。

★の最高月額については、世帯の年収が一定額以下の方のみ選択可。

2022年度入学者・在学採用の場合（予定）

※変更になる場合があります。

募集に関して

貸与始期

学　力

家　計

自宅通学53，000円★・自宅外通学（50，000円、60，000円★）　※通学方法問わず20，000円、30，000円、40，000円を選択することができます。

日本学生支援機構が定めた収入基準額以下であること。

4月

準
基
込
申

貸与月額

1．保護者の学費の負担が軽減できます。
2．在学中は無利子です。

3．返還は卒業後 6ヶ月は据え置きで仕事が安定してから始まります。
4．第一種、第二種のいずれか、もしくは両方が利用できます。

奨学金の手続きの流れ ※入学前には貸与されません。
※奨学金採用には審査があります。

学

　
　入

高等学校に申込み
（高校３年生の4月～7月頃）

進学届提出
（4月）

予 約
採 用 出 願 合 格 振込開始

（４～6月頃）

出 願 合 格 振込開始
（6～7月頃）

校内説明会後
申込み
（4月）

入学前予約採用
※詳しくは高等学校に
　お尋ねください。

入学後在学採用

予約採用
申込例

※詳しくは進学先に
　お問い合わせください。

が
額
定
月
毎

す
ま
れ
ま
込
り
振

4月～7月頃予約採用申込みは高校3年生の

申込窓口は、
各高等学校です。
申込締切は高校によって
異なりますので、早めに

高校の先生にご相談ください。

❶ 予約採用のお知らせや書類が高校に届いています。

❸ 記入した申込用紙を高校の先生に提出します。

❷ 申込用紙を担任の先生もしくは
　 奨学金担当の先生にもらって記入します。

予約採用候補者
決定通知

決定した学校に
採用決定通知の提出と
インターネットによる
進学届の提出

本校への書類の提出を行います。

予約奨学金の
採用通知が
あります。

高校3年生の4月～7月頃 10～12月 4～5月 4～6月

高校3年生の募集時期を過ぎると入学後、進学先での申込みとなります。

本 採 用
奨学金の
振込開始❹ インターネットで申込み後、マイナンバー関係書類を

　 日本学生支援機構へ提出します。

面接 志望校
入学後

高等学校卒業後2年以内で、これまで大学・短大・専修学校専門課程に入学したことがなければ、出身高校を通して予約採用を
申請できます。出身高校に確認をしましょう。

福岡医健は「給付型奨学金」+「授業料減免」の対象機関です。
◎給付型奨学金等の修学支援制度につきましては、日本学生支援機構のホームページをご参照下さい。
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