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2020年度留学生特別選抜入試について
募 集 人 員 全学部全学科　各回　各学科　若干名

出 願 資 格

次の１～５のすべての条件を満たす者
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本国の永住許可を得ていないもの
２．外国において通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者（2020年３月31日までに修了見込みの者を含む）、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。

ただし、12年の課程のうち、日本の学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校に在学した期間が通算３年以内である場合も資格を有するものとする。 
※ 日本にある外国人学校や文部科学大臣が認定した在外教育施設に在学した場合は、その在学期間を日本の学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
に在学した者と同様に扱います。

３．入学時までに出入国管理及び難民認定法において「留学」の在留資格を取得できる者
４．日本語での授業を受けるのに差し支えない程度の日本語能力を有する者
５．独立行政法人日本学生支援機構による「日本留学試験」を2018年６月から2019年11月の間に受験している者（必ず「日本語」を受験していること）
　　※日本留学試験を複数回受験している場合は、いずれか１回分を志願者が選択してください。
　　※日本留学試験を受験できない日本以外の国から出願をする場合は、出願前２年以内に「日本語能力試験」のN2以上を受験し、
　　　その成績を証明する書類を提出できる者に限り出願を認めます（日本留学試験が実施されていない国に在住している者に限る）。

日本留学試験の詳細は日本学生支援機構へ
ホームページ：https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/
TEL：0570-55-0585　FAX：042-649-9569　E-mail：eju@sdcj.co.jp

◆保健医療学部、医療福祉学部、薬学部／福岡看護学部、福岡保健医療学部

試 験 日

９月 9/14（土）
出願期間
［消印有効］

９月  8/27（火）～9/6（金）

試験地

保健医療学部
医療福祉学部
薬学部

大田原

利用可能な
日本留学試験

９月
2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか11月 11/10（日） 11月 10/23（水）～11/1（金）

11月２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日

９月 9/24（火）13：00
入学手続期間
［消印有効］

９月 9/24（火）～10/4（金） 福岡看護学部 福　岡
２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか11月 11/19（火）13：00 11月 11/19（火）～11/29（金）
福岡保健医療学部 大　川２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔９月もしくは11月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

◆成田看護学部、成田保健医療学部／小田原保健医療学部

試 験 日
11月 11/10（日） 出願期間

［消印有効］

11月 10/23（水）～11/1（金）

試験地

成田看護学部
成田保健医療学部

成　田
利用可能な
日本留学試験

11月 2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日
11月 11/19（火）13：00 入学手続期間

［消印有効］

11月 11/19（火）～11/29（金） 小田原
保健医療学部 小田原 ２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔11月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

◆赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

試 験 日
９月 9/14（土） 出願期間

［消印有効］

９月 8/27（火）～9/6（金）

試験地
赤坂心理・医療福祉
マネジメント学部 東　京

利用可能な
日本留学試験

９月 2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日
９月 9/24（火）13：00 入学手続期間

［消印有効］

９月 9/24（火）～10/4（金）
２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔９月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

選 抜 方 法

出願書類と日本留学試験および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。
※日本留学試験で、日本語以外の科目を受験している場合はその得点も合否判定の参考とします。
●小論文（600字以内）　60分　段階評価
●個人面接　約15分～30分　段階評価

入学検定料 30,000円
（薬学部35,000円）

※入試の詳細は必ず「2020年度学生募集要項」を確認してください。　※医学部の入試情報については、ホームページ、医学部学生募集要項などで確認してください。

多彩な支援で留学生をバックアップ
◆私費外国人留学生の授業料を50％減免
※実験実習費（実習・文献費）、施設設備費（施設費）、諸会費等は除きます。

◆医療費補助　※別途教育後援会費が必要です。

大田原キャンパス内に併設されたクリニックのほか、大学
指定の病院を利用した場合、医療費の一部を補助します。　

◆留学生向け奨学金
留学生を対象とした、民間団体や自治体からのさまざまな奨学金制度があります。
・私費外国人留学生学習奨励費（日本学生支援機構）・大田原市外国人留学生奨学金（大田原市）
・あしぎん国際交流財団奨学金（大田原キャンパスのみ）
・ロータリー米山記念奨学会奨学金（大田原・成田・小田原キャンパスのみ指定校）　など

◆日本語授業
留学生の日本語が上達するように、日本語教師が留学生を対象とした
授業を担当します。

◆大学院の入学金を免除
学部を卒業後、本学大学院に進学する場合、大学院の入学金を免除します。

◆多くの国際交流イベントを実施
国際交流パーティー、留学生交流会、大学祭、遠足など。

◆大田原キャンパス
〒324̶8501　栃木県大田原市北金丸2600̶1
TEL 0287-24-3200（入試事務室）
学　部 学　科

保 健 医 療 学 部 看護学科／理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科
視機能療法学科／放射線・情報科学科

医 療 福 祉 学 部
医療福祉・マネジメント学科
・社会福祉コース・精神保健福祉コース・介護福祉コース
・診療情報管理コース・医療福祉マネジメントコース

薬 学 部 薬学科（６年制）

＜交通＞東京駅から新幹線で約70分（那須塩原駅下車）＋スクールバスで約20分

◆大川キャンパス
〒831̶8501　福岡県大川市榎津137̶1　TEL 0944-89-2000（九州地区入試事務室）

学　部 学　科

福岡保健医療学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科

＜交通＞西鉄福岡駅から特急電車で約45分（西鉄柳川駅下車）＋バスで約20分　佐賀駅からバスで約30分

◆福岡キャンパス
〒814̶0001　福岡県福岡市早良区百道浜1-7-4（１号館）
TEL 0944-89-2000（九州地区入試事務室）
学　部 学　科

福 岡 看 護 学 部 看護学科

＜交通＞西鉄バス「医師会館・ソフトリサーチパーク前」から徒歩１分
　　　　福岡市地下鉄「西新駅」から徒歩15分

◆小田原キャンパス（本校舎・城内校舎）
〒250̶8588　神奈川県小田原市城山1̶2̶25（本校舎）
TEL 0465-21-0361（入試事務室）

学　部 学　科

小田原保健医療学部 看護学科／理学療法学科／作業療法学科

＜交通＞東京駅から新幹線で約35分（小田原駅下車）＋徒歩３分
　　　　新宿駅から小田急線特急で約70分（小田原駅下車）＋徒歩３分
　　　　城内校舎は本校舎から徒歩約８分

◆成田キャンパス
〒286-8686　千葉県成田市公津の杜4-3
TEL 0476-20-7810（入試事務統括センター）
学　部 学　科

医 学 部 医学科

成 田 看 護 学 部 看護学科

成田保健医療学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科

＜交通＞東京駅からJR線・京成本線で約70分（公津の杜駅下車）＋徒歩1分

◆東京赤坂キャンパス
〒107-8402　東京都港区赤坂4-1-26
TEL 03-5574-3903（入試事務室）

学　部 学　科

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 心理学科／医療マネジメント学科

学部・学科のご紹介
医療福祉の専門職を養成する「日本初の医療福祉の総合大学」として、1995年に栃木県大田原市に開学した本学は、現在、千葉県成田市、東京都港区、神奈川
県小田原市、福岡県福岡市・大川市にもキャンパスを展開し、大学院まで含めると約8,300人の学生が学ぶ大学です。かつてない少子高齢化が進む中で「医療福
祉分野の充実」を図るため、高度な専門知識や技術とともに、人間としての豊かさや幅広さをあわせもった医療福祉専門職のエキスパートを養成しています。

大田原キャンパス・国際
交流室

◆大田原市外国人留学生奨学金
学部生に年間12万円の奨学金が給付されます。

４年間の給付総額は48万円（薬学部は72万円）で、返済不要です。

◆市営バスが無料に
大田原市より市営バスの無料乗車証が提供されます。
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大 田 原 市 の サ ポ ー ト 体 制

大田原キャンパス全景
大田原市営バス

看護実習風景

大田原キャンパス・カフェテリア

ウェイ リンユさん（台湾）
保健医療学部
作業療法学科１年（2019年度入学）

私は高校時代に幼児保育科で勉強し
ていたため、細かい手作業が得意で
す。また、人間の発展学や健康につ
いて授業で学んでいました。
好きなことを活かしたいと思い、作

業療法士を目指して、半年前に国際医療福祉大学の別科で日
本語を勉強しました。作業療法の患者さんに対して、私が力
になって患者さんの望んでいる生活を助けてあげたいと思い
ます。この大学は様々な医療の専門分野があるので、日本人
の学生と留学生の交流の機会がたくさんあり勉強になります。

在学生の声

※大田原市在住で、大田原キャンパスに
在籍する留学生のみが対象

充実した教育環境7
◆豊富な関連施設と充実した実習環境
本学は５つの附属病院と多くの附属関連施設を擁するほか、全国に約600か所の学外
実習施設を整備。充実した臨床実習により、卒業後、即戦力として活躍できる就業力を
育みます。

◆各分野の第一人者による教育
医療福祉の現場で豊富な経験を積み、また、各専門分野の最新の知識、技術を熟知し
たスペシャリストで教授陣を構成。さらに、少人数制教育で、生きた医療福祉のノウ
ハウを提供します。

◆大学院への進学
学部を卒業後、本学の大学院で学び、修士号や博士号を取得することができます。また、教員や研究者な
どをめざすこともできます。

国際医療福祉大学病院（栃木県） 国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）

国際医療福祉大学市川病院（千葉県） 国際医療福祉大学三田病院（東京都）

国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）

国際医療福祉大学グループの介護福祉士特別奨学金制度
「介護福祉士」国家試験合格を目指す、東南アジアの学生向けの特別奨学金。国際医療福祉大学グループの、大川看護福
祉専門学校（福岡県）で２年間就学し、国家資格合格後はグループ施設で就職。入学金、授業料、教材費などを給付。住
居補助などあり。
＊詳しくは６月中旬以降にウエブサイトでご確認ください。
　https://admissions.iuhw.ac.jp/internationalstudents/certifi edcareworkerscholarship.html



はじめまして、

国際医療福祉大学です。

医師
「くすり」が製薬企業でつくられ、医

療機関や薬局を経て、患者さんの手

元に届くまでのさまざまな過程で、

「くすり」の管理や調剤、服薬指導な

どを行います。

⇒薬学科
　（大田原）

身体機能に障害を持つ人を対象に、

立ったり歩いたりする基本的動作能

力の回復や維持、障害の悪化を予防

するための運動の指導や、電気･温

熱などの物理療法を行います。

⇒理学療法学科
　（大田原・成田・小田原・大川）

身体または精神に障害を持つ

人がいきいきとした生活を送

れるように、作業活動を用い

て応用的動作能力や社会的適

応能力の回復を図ります。

⇒作業療法学科
　（大田原・成田・小田原・大川）

ことばや聞こえなどの障害に

より、コミュニケーションに

問題を持つ人を支援する専門

職です。また「嚥
えん

下
げ

（飲み込み）

の障害」を持つ人の支援も行

い、乳幼児から高齢者まで幅

広い人たちを対象とします。

⇒言語聴覚学科
　（大田原・成田・大川）

さまざまな眼科検査や斜視・

弱視の訓練指導に携わる眼の

スペシャリストです。視力や

視野・超音波・電気生理・眼底

撮影などの眼科領域における

一般検査のほとんどを担当し

ます。

⇒視機能療法学科
　（大田原）

臨床検査技師は、心電図や超

音波・脳波・MRI・血液の検査

や分析を行い、病気の診断や

治療方針に関わる重要な情報

を提供する仕事です。先端医

療を支える重要な専門職で

す。

⇒医学検査学科
　（成田・大川）

介護福祉士は、ケアワーカー

と呼ばれることもあります。

日常生活に支障のあるお年寄

りや障害者を介護したり、介

護にあたっている家族などに

適切なアドバイスを行ったり

する仕事です。

⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

留学生のための「留学生特別選抜入試」を複数回実施
本学は、医療福祉分野で留学生向けの入試を行っている日本でも数少ない大学です。今年度は９月・11月・２月に試験を行います。 

大田原 

 小田原 

理学療法士

1

就業ビザ（医療）が取得可能な国家資格をめざせる
国際医療福祉大学でめざせる資格は、どれも現代の医療福祉の現場には欠かせないプロフェッショナルとして誇りを持って働ける

素晴らしい仕事です。さまざまな資格のなかから、自分のめざす道に合うものを見つけましょう。

◆本学で取得をめざせる国家資格等

2

社会福祉士
心身の障害や、環境上の理由に

より、社会的支援を求めるさま

ざまな人に対して、社会サービ

スについての情報提供・相談・

福祉サービス利用上のマネジ

メントを行い、自立した生活を

支援する福祉の専門職です。
⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

介護福祉士 診療情報管理士
治療内容や検査記録などが書

かれた診療録（カルテ）を管

理する仕事です。医療現場で

カルテの電子化が進んでいる

現在、データ管理や活用にお

ける診療情報管理士の役割は

増大しています。

⇒医療福祉・マネジメント学科（大田原）
　医療マネジメント学科（赤坂）

看護師とは
患者さんの療養生活のお世話やサ

ポート、医師の診療や検査の補助な

どを行います。

保健師とは
保健所・市町村などで病気に対する

相談や、健康生活を保つための教育・

指導を行う専門職です。

⇒看護学科（大田原・成田・小田原・福岡）

薬剤師 看護師・保健師

作業療法士

精神保健福祉士 公認心理師
精神に障害を持つ人やその家

族に、助言や指導、日常生活に

適応するための訓練などを行

い、その人らしい暮らしを実

現できるようにサポートする

仕事です。主に医療機関や社

会復帰施設などに勤務します。

⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

2015年にできた新しい国家

資格です。心理学に関する専

門的な知識と技術を持ち、医

療機関、福祉施設、教育機関、

企業などで心の健康増進に貢

献する仕事の専門職です。

⇒心理学科
　（赤坂）

臨床検査技師言語聴覚士 視能訓練士 診療放射線技師
放射線を用いたX線装置・CT

装置・MRI装置・超音波装置

などの画像診断装置を使用し

て、病気の早期発見、精密診

断、治療に貢献する専門性の

高い医療従事者です。

⇒放射線・情報科学科
　（大田原）

医療
ビザ

医療
ビザ

国際医療福祉大学がわかる

保健医療学部・医療福祉学部・薬学部 ９月 2019/9/14（土） 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

成田看護学部・成田保健医療学部 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 ９月 2019/9/14（土） ２月 2020/2/3（月）

小田原保健医療学部 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

福岡看護学部・福岡保健医療学部 ９月 2019/9/14（土） 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

医療
ビザ

医療
ビザ

医療
ビザ

介護
ビザ

※就業ビザ（医療）の対象ではない資格についても、多くの留学生が本学卒業後、人文・国際ビザなどを取得して医療機関等で働いています。
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◆本学留学生合格実績（累計）
資格名 合格者数（受験者数）

看 護 師 27名（34名）

理 学 療 法 士 28名（29名）

作 業 療 法 士 4名（  6名）

診 療 放 射 線 技 師 5名（  8名）

薬 剤 師 1名（  2名）

※順位は、４年制大学（薬学部は６年制大学）養成校（通信教育課程を除く）
における2018年度卒業生実績。
※介護福祉士の全国合格率は、介護福祉士養成施設（大学・専門学校）の合格率。

全国トップクラスの国家試験合格率
本学の各種国家試験対策はきわめて実践的で、全国トップクラスの合格率や、合格者数全国１位をマークするなど、就職への

パスポートとなるライセンス取得を万全の体制で支援しています。

◆本学合格率＆全国合格率（2018年度卒業生実績）
資格名 学部・学科 合格率（%） 合格者数順位

看 護 師

（全　国） 89.3

保健医療学部 看護学科 98.5 全国８位（129名）

小田原保健医療学部 看護学科 98.7

福岡看護学部 看護学科 98.0

保 健 師

（全　国） 81.8

保健医療学部 看護学科 93.2

小田原保健医療学部 看護学科 100
福岡看護学部 看護学科 100

理 学
療 法 士

（全　国） 85.8

保健医療学部 理学療法学科 97.8 全国５位（91名）

小田原保健医療学部 理学療法学科 100
福岡保健医療学部 理学療法学科 99.0 全国２位（98名）

作 業
療 法 士

（全　国） 71.3

保健医療学部 作業療法学科 97.0 全国１位（97名）

小田原保健医療学部 作業療法学科 95.1

福岡保健医療学部 作業療法学科 100 全国６位（43名）

言 語
聴 覚 士

（全　国） 68.9

保健医療学部 言語聴覚学科 91.0 全国１位（71名）

福岡保健医療学部 言語聴覚学科 97.8 全国２位（45名）

視 能
訓 練 士

（全　国） 98.2

保健医療学部 視機能療法学科 100 全国３位（43名）

診療放射線
技 師

（全　国） 79.2

保健医療学部 放射線・情報科学科 91.7 全国２位（99名）

資格名 学部・学科 合格率（%） 合格者数順位

臨床検査
技 師

（全　国） 75.2

福岡保健医療学部 医学検査学科 96.3 全国７位（77名）

社 会
福 祉 士

（全　国） 28.9

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 72.3
全国８位（73名）
合格率全国１位
（受験者数100人以上の大学）

精神保健
福 祉 士

（全　国） 62.7

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 94.4 全国１位（34名）

介 護

福 祉 士

（全　国） 83.7

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 100

薬 剤 師
（全　国） 70.9

薬学部 薬学科 97.3 合格率全国２位
（私立大学）

医療
ビザ

けがや病気で苦しむ患者さんの診

察・治療を行い、回復を促すことが

基本的な仕事です。

まだ解明されていない病気に対する

治療法などの研究も行います。

病院や診療所など医療機関に勤務す

る臨床医と大学などで研究を行う研

究医があります。

⇒医学科（成田）

医療
ビザ

圧倒的な求人数。日本で、母国で、就職が可能6

卒業生の声

高齢化が進む日中両国の医療福祉の現場で力になりたいと思い、高い医療技

術が修得できる国際医療福祉大学で理学療法を学ぼうと決めました。入学当

初は、専門領域の勉強や語学、大学生活に不安がありましたが、先生方の熱

心な指導や、各種奨学金による経済的なサポート等、勉学・生活面にいたる

手厚い支援のおかげで、充実した４年間を過ごすことができました。現在は

理学療法士としてグループ系列病院に勤務しながら、大学院に進学し、より

専門性の高い知識の修得に励んでいます。国際医療福祉大学は、在学中はも

ちろん、就職、大学院進学といった卒後のフォローアップも充実していると

ころが大きな魅力です。

2018年度に本学に寄せられた求人数は、就職希望者1,372人に対し、全学科合わせて95,791人（学生１人当たり約70人の

求人）。全国の医療機関や福祉施設、自治体、一般企業等、幅広い業種から求人が寄せられています。

鄭飛（テイヒ）さん（中国）

福岡保健医療学部　理学療法学科（2015年度卒業）

【勤務先】　2016年度～国際医療福祉大学市川病院勤務

　母国での就職

社会の高齢化は、
世界中で急速に進んでいます
医療福祉分野の仕事は、今後、世界中でさらに
必要とされる仕事です。本学で身につけた知識
や技能を母国で生かすことができます。

　日本での就職

資格を取ると、日本での就職に
有利です！
今までに卒業した留学生92名のうち、48名が日
本の医療機関等に就職しています。
また、大学院に進学した留学生も23名います。

私費外国人留学生への授業料減免制度について
＜入学までに「留学」の在留資格が取得可能な私費外国人留学生は、授業料が減免される制度があります。＞ 
 「留学」の在留資格を取得した私費外国人留学生※で次のいずれかに該当する場合は、経済的理由により授業料の納入が困難であると認められるため、授業料減免
制度（授業料を50%免除）の適用を受けることができます。
１．１か月あたりの仕送りの額（入学金、授業料等の学生納付金は除く）が、平均90,000円以下の場合
２．扶養親族と同居している場合は、当該扶養親族の年収が500万円以下の場合
※入学までに「留学」の在留資格が取得可能な者を含みます。
◎以下の項目に該当する場合は、原則として私費外国人留学生授業料減免制度の適用を受けることができません。
　１．国費外国人留学生制度実施要項に定める国費外国人留学生および外国政府の派遣する留学生
　２．企業、病院、奨学金団体等により授業料が負担される者
◎授業料減免制度の適用期間は、本学で定める修業年限とします。
◎ 入学後の学科内における成績順位が、２年連続で下位10%に入った場合は、翌年度以降の減免を取り消します。また、本学が減免措置の継続が適当でないと判
断した場合は、減免率の引下げや減免の取り消しとなる場合があります。
◎ 学生納付金は分割納入とし、入学手続時は下記の表にある納入額を振り込んでいただきます。授業料の減免は、入学後（毎年次６月頃）に審査を行い、審査結果
により確定した学生納付金額を８月頃に本人に通知しますので、通知に従って手続きを行ってください。

＜留学生の学生納付金一覧＞　（ ）カッコ内は授業料50％減免後の金額 単位：円

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

保健医療学部
（放射線・情報科学科を除く）

小田原保健医療学部
（看護学科を除く）

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 350,000 1,125,000 1,600,000

（1,150,000） 6,100,000
（4,300,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 350,000 925,000 1,500,000

（1,050,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

保健医療学部
（放射線・情報科学科）

小田原保健医療学部（看護学科）
福岡看護学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 360,000 1,135,000 1,610,000

（1,160,000） 6,140,000
（4,340,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 360,000 935,000 1,510,000

（1,060,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

成田看護学部

成田保健医療学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 300,000 1,075,000 1,550,000

（1,100,000） 5,900,000
（4,100,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 300,000 875,000 1,450,000

（1,000,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実習・文献費 施設費 合　計 年度合計 ４年間総額

医療福祉学部

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

初年度
入学手続時 200,000 350,000 15,000 130,000 695,000 1,060,000

（710,000） 4,120,000
（2,720,000）

９月 ｜ 350,000 15,000 ｜ 365,000

２年次以降
３月 ｜ 350,000 95,000 130,000 575,000 1,020,000

（670,000）９月 ｜ 350,000 95,000 ｜ 445,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ６年間総額

薬学部

初年度
入学手続時 300,000 550,000 25,000 300,000 1,175,000 1,750,000

（1,200,000） 9,900,000
（6,600,000）

９月 ｜ 550,000 25,000 ｜ 575,000

２年次以降
３月 ｜ 550,000 115,000 300,000 965,000 1,630,000

（1,080,000）９月 ｜ 550,000 115,000 ｜ 665,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

福岡保健医療学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 200,000 975,000 1,450,000

（1,000,000） 5,650,000
（3,850,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 100,000 300,000 850,000 1,400,000

(950,000)９月 ｜ 450,000 100,000 ｜ 550,000

※初年度の学生納付金（入学金・授業料・実験実習費（実習・文献費）・施設設備費（施設費））は、入学手続期間内に納入してください。
※各学部とも上記以外に、教育後援会年会費として毎年次30,000円が必要です。＊１
※教科書代、臨床実習に関わる費用（交通費・宿泊費・予防接種代等）および国家試験対策（資格試験対策）に関わる費用等が別途必要です。
※ 保健医療学部、成田看護学部、小田原保健医療学部、福岡看護学部の看護学科保健師履修コース（選択制・定数あり）を履修する場合には、履修決定後に50,000円の履修費が別途必
要となります。

※小田原保健医療学部看護学科の養護教諭一種免許状課程（選択制）を履修する場合には、４年間で60,000円の履修費が別途必要となります。
※ 「海外保健福祉事情」を履修する場合は、海外研修のための費用が別途必要です。なお、成田看護学部、成田保健医療学部、福岡看護学部、福岡保健医療学部では履修が必須のた
め、上記以外に毎年次50,000円（4年次を除く・福岡保健医療学部は３、４年次を除く)の積立が必要です。

※入学金はいかなる理由があっても返還しません。
※医学部の学生納付金情報については、医学部学生募集要項か医学部ホームページを確認してください。
＊１  「国際医療福祉大学教育後援会」とは、全学生対象の傷害保険にかかる保険料の全額負担、本学関連医療機関等で受診する際の保険診療費の負担、学内行事・部活動等への助成、「国際医療福祉大学学生支
援基金奨学金」の資金拠出など、教育および福利厚生に対する支援を目的として、本学の在学生の保護者で組織される団体です。

私費外国人留学生への授業料50％減免制度について3

関連職種連携教育4
ひとりの患者さんや利用者の方に対して、複数の医療福祉専門職が連携・協力して治療や

ケアにあたる「チーム医療・チームケア」は現代の医療福祉のキーワード。本学では関連

職種連携教育（Interprofessional Education）により「チーム医療・チームケア」の考え

方やスキルを身につけます。学科の枠を超え専門職連携を学ぶ、医療福祉の総合大学なら

ではのカリキュラムです。

留学生の出身国・地域と在籍状況
（2019年度 学部・大学院合計）

◆出身国・地域別内訳
■ 中国 94名

■ ベトナム 26名

■ 韓国 15名

■ 台湾 14名

■ モンゴル 14名

■ ミャンマー 13名

■ インドネシア 5名

■ カンボジア 4名

■ バングラデシュ 2名

■ マレーシア 2名

■ アメリカ 1名

■ オーストラリア 1名

■ ネパール 1名

■ ラオス 1名

48％

14％

8％

7％

3％

7％

7％

1％2％
0.5％ 0.5％0.5％ 0.5％

1％



はじめまして、

国際医療福祉大学です。

医師
「くすり」が製薬企業でつくられ、医

療機関や薬局を経て、患者さんの手

元に届くまでのさまざまな過程で、

「くすり」の管理や調剤、服薬指導な

どを行います。

⇒薬学科
　（大田原）

身体機能に障害を持つ人を対象に、

立ったり歩いたりする基本的動作能

力の回復や維持、障害の悪化を予防

するための運動の指導や、電気･温

熱などの物理療法を行います。

⇒理学療法学科
　（大田原・成田・小田原・大川）

身体または精神に障害を持つ

人がいきいきとした生活を送

れるように、作業活動を用い

て応用的動作能力や社会的適

応能力の回復を図ります。

⇒作業療法学科
　（大田原・成田・小田原・大川）

ことばや聞こえなどの障害に

より、コミュニケーションに

問題を持つ人を支援する専門

職です。また「嚥
えん

下
げ

（飲み込み）

の障害」を持つ人の支援も行

い、乳幼児から高齢者まで幅

広い人たちを対象とします。

⇒言語聴覚学科
　（大田原・成田・大川）

さまざまな眼科検査や斜視・

弱視の訓練指導に携わる眼の

スペシャリストです。視力や

視野・超音波・電気生理・眼底

撮影などの眼科領域における

一般検査のほとんどを担当し

ます。

⇒視機能療法学科
　（大田原）

臨床検査技師は、心電図や超

音波・脳波・MRI・血液の検査

や分析を行い、病気の診断や

治療方針に関わる重要な情報

を提供する仕事です。先端医

療を支える重要な専門職で

す。

⇒医学検査学科
　（成田・大川）

介護福祉士は、ケアワーカー

と呼ばれることもあります。

日常生活に支障のあるお年寄

りや障害者を介護したり、介

護にあたっている家族などに

適切なアドバイスを行ったり

する仕事です。

⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

留学生のための「留学生特別選抜入試」を複数回実施
本学は、医療福祉分野で留学生向けの入試を行っている日本でも数少ない大学です。今年度は９月・11月・２月に試験を行います。 

大田原 

 小田原 

理学療法士

1

就業ビザ（医療）が取得可能な国家資格をめざせる
国際医療福祉大学でめざせる資格は、どれも現代の医療福祉の現場には欠かせないプロフェッショナルとして誇りを持って働ける

素晴らしい仕事です。さまざまな資格のなかから、自分のめざす道に合うものを見つけましょう。

◆本学で取得をめざせる国家資格等

2

社会福祉士
心身の障害や、環境上の理由に

より、社会的支援を求めるさま

ざまな人に対して、社会サービ

スについての情報提供・相談・

福祉サービス利用上のマネジ

メントを行い、自立した生活を

支援する福祉の専門職です。
⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

介護福祉士 診療情報管理士
治療内容や検査記録などが書

かれた診療録（カルテ）を管

理する仕事です。医療現場で

カルテの電子化が進んでいる

現在、データ管理や活用にお

ける診療情報管理士の役割は

増大しています。

⇒医療福祉・マネジメント学科（大田原）
　医療マネジメント学科（赤坂）

看護師とは
患者さんの療養生活のお世話やサ

ポート、医師の診療や検査の補助な

どを行います。

保健師とは
保健所・市町村などで病気に対する

相談や、健康生活を保つための教育・

指導を行う専門職です。

⇒看護学科（大田原・成田・小田原・福岡）

薬剤師 看護師・保健師

作業療法士

精神保健福祉士 公認心理師
精神に障害を持つ人やその家

族に、助言や指導、日常生活に

適応するための訓練などを行

い、その人らしい暮らしを実

現できるようにサポートする

仕事です。主に医療機関や社

会復帰施設などに勤務します。

⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

2015年にできた新しい国家

資格です。心理学に関する専

門的な知識と技術を持ち、医

療機関、福祉施設、教育機関、

企業などで心の健康増進に貢

献する仕事の専門職です。

⇒心理学科
　（赤坂）

臨床検査技師言語聴覚士 視能訓練士 診療放射線技師
放射線を用いたX線装置・CT

装置・MRI装置・超音波装置

などの画像診断装置を使用し

て、病気の早期発見、精密診

断、治療に貢献する専門性の

高い医療従事者です。

⇒放射線・情報科学科
　（大田原）

医療
ビザ

医療
ビザ

国際医療福祉大学がわかる

保健医療学部・医療福祉学部・薬学部 ９月 2019/9/14（土） 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

成田看護学部・成田保健医療学部 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 ９月 2019/9/14（土） ２月 2020/2/3（月）

小田原保健医療学部 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

福岡看護学部・福岡保健医療学部 ９月 2019/9/14（土） 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

医療
ビザ

医療
ビザ

医療
ビザ

介護
ビザ

※就業ビザ（医療）の対象ではない資格についても、多くの留学生が本学卒業後、人文・国際ビザなどを取得して医療機関等で働いています。
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◆本学留学生合格実績（累計）
資格名 合格者数（受験者数）

看 護 師 27名（34名）

理 学 療 法 士 28名（29名）

作 業 療 法 士 4名（  6名）

診 療 放 射 線 技 師 5名（  8名）

薬 剤 師 1名（  2名）

※順位は、４年制大学（薬学部は６年制大学）養成校（通信教育課程を除く）
における2018年度卒業生実績。
※介護福祉士の全国合格率は、介護福祉士養成施設（大学・専門学校）の合格率。

全国トップクラスの国家試験合格率
本学の各種国家試験対策はきわめて実践的で、全国トップクラスの合格率や、合格者数全国１位をマークするなど、就職への

パスポートとなるライセンス取得を万全の体制で支援しています。

◆本学合格率＆全国合格率（2018年度卒業生実績）
資格名 学部・学科 合格率（%） 合格者数順位

看 護 師

（全　国） 89.3

保健医療学部 看護学科 98.5 全国８位（129名）

小田原保健医療学部 看護学科 98.7

福岡看護学部 看護学科 98.0

保 健 師

（全　国） 81.8

保健医療学部 看護学科 93.2

小田原保健医療学部 看護学科 100
福岡看護学部 看護学科 100

理 学
療 法 士

（全　国） 85.8

保健医療学部 理学療法学科 97.8 全国５位（91名）

小田原保健医療学部 理学療法学科 100
福岡保健医療学部 理学療法学科 99.0 全国２位（98名）

作 業
療 法 士

（全　国） 71.3

保健医療学部 作業療法学科 97.0 全国１位（97名）

小田原保健医療学部 作業療法学科 95.1

福岡保健医療学部 作業療法学科 100 全国６位（43名）

言 語
聴 覚 士

（全　国） 68.9

保健医療学部 言語聴覚学科 91.0 全国１位（71名）

福岡保健医療学部 言語聴覚学科 97.8 全国２位（45名）

視 能
訓 練 士

（全　国） 98.2

保健医療学部 視機能療法学科 100 全国３位（43名）

診療放射線
技 師

（全　国） 79.2

保健医療学部 放射線・情報科学科 91.7 全国２位（99名）

資格名 学部・学科 合格率（%） 合格者数順位

臨床検査
技 師

（全　国） 75.2

福岡保健医療学部 医学検査学科 96.3 全国７位（77名）

社 会
福 祉 士

（全　国） 28.9

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 72.3
全国８位（73名）
合格率全国１位
（受験者数100人以上の大学）

精神保健
福 祉 士

（全　国） 62.7

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 94.4 全国１位（34名）

介 護

福 祉 士

（全　国） 83.7

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 100

薬 剤 師
（全　国） 70.9

薬学部 薬学科 97.3 合格率全国２位
（私立大学）

医療
ビザ

けがや病気で苦しむ患者さんの診

察・治療を行い、回復を促すことが

基本的な仕事です。

まだ解明されていない病気に対する

治療法などの研究も行います。

病院や診療所など医療機関に勤務す

る臨床医と大学などで研究を行う研

究医があります。

⇒医学科（成田）

医療
ビザ

圧倒的な求人数。日本で、母国で、就職が可能6

卒業生の声

高齢化が進む日中両国の医療福祉の現場で力になりたいと思い、高い医療技

術が修得できる国際医療福祉大学で理学療法を学ぼうと決めました。入学当

初は、専門領域の勉強や語学、大学生活に不安がありましたが、先生方の熱

心な指導や、各種奨学金による経済的なサポート等、勉学・生活面にいたる

手厚い支援のおかげで、充実した４年間を過ごすことができました。現在は

理学療法士としてグループ系列病院に勤務しながら、大学院に進学し、より

専門性の高い知識の修得に励んでいます。国際医療福祉大学は、在学中はも

ちろん、就職、大学院進学といった卒後のフォローアップも充実していると

ころが大きな魅力です。

2018年度に本学に寄せられた求人数は、就職希望者1,372人に対し、全学科合わせて95,791人（学生１人当たり約70人の

求人）。全国の医療機関や福祉施設、自治体、一般企業等、幅広い業種から求人が寄せられています。

鄭飛（テイヒ）さん（中国）

福岡保健医療学部　理学療法学科（2015年度卒業）

【勤務先】　2016年度～国際医療福祉大学市川病院勤務

　母国での就職

社会の高齢化は、
世界中で急速に進んでいます
医療福祉分野の仕事は、今後、世界中でさらに
必要とされる仕事です。本学で身につけた知識
や技能を母国で生かすことができます。

　日本での就職

資格を取ると、日本での就職に
有利です！
今までに卒業した留学生92名のうち、48名が日
本の医療機関等に就職しています。
また、大学院に進学した留学生も23名います。

私費外国人留学生への授業料減免制度について
＜入学までに「留学」の在留資格が取得可能な私費外国人留学生は、授業料が減免される制度があります。＞ 
 「留学」の在留資格を取得した私費外国人留学生※で次のいずれかに該当する場合は、経済的理由により授業料の納入が困難であると認められるため、授業料減免
制度（授業料を50%免除）の適用を受けることができます。
１．１か月あたりの仕送りの額（入学金、授業料等の学生納付金は除く）が、平均90,000円以下の場合
２．扶養親族と同居している場合は、当該扶養親族の年収が500万円以下の場合
※入学までに「留学」の在留資格が取得可能な者を含みます。
◎以下の項目に該当する場合は、原則として私費外国人留学生授業料減免制度の適用を受けることができません。
　１．国費外国人留学生制度実施要項に定める国費外国人留学生および外国政府の派遣する留学生
　２．企業、病院、奨学金団体等により授業料が負担される者
◎授業料減免制度の適用期間は、本学で定める修業年限とします。
◎ 入学後の学科内における成績順位が、２年連続で下位10%に入った場合は、翌年度以降の減免を取り消します。また、本学が減免措置の継続が適当でないと判
断した場合は、減免率の引下げや減免の取り消しとなる場合があります。
◎ 学生納付金は分割納入とし、入学手続時は下記の表にある納入額を振り込んでいただきます。授業料の減免は、入学後（毎年次６月頃）に審査を行い、審査結果
により確定した学生納付金額を８月頃に本人に通知しますので、通知に従って手続きを行ってください。

＜留学生の学生納付金一覧＞　（ ）カッコ内は授業料50％減免後の金額 単位：円

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

保健医療学部
（放射線・情報科学科を除く）

小田原保健医療学部
（看護学科を除く）

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 350,000 1,125,000 1,600,000

（1,150,000） 6,100,000
（4,300,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 350,000 925,000 1,500,000

（1,050,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

保健医療学部
（放射線・情報科学科）

小田原保健医療学部（看護学科）
福岡看護学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 360,000 1,135,000 1,610,000

（1,160,000） 6,140,000
（4,340,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 360,000 935,000 1,510,000

（1,060,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

成田看護学部

成田保健医療学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 300,000 1,075,000 1,550,000

（1,100,000） 5,900,000
（4,100,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 300,000 875,000 1,450,000

（1,000,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実習・文献費 施設費 合　計 年度合計 ４年間総額

医療福祉学部

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

初年度
入学手続時 200,000 350,000 15,000 130,000 695,000 1,060,000

（710,000） 4,120,000
（2,720,000）

９月 ｜ 350,000 15,000 ｜ 365,000

２年次以降
３月 ｜ 350,000 95,000 130,000 575,000 1,020,000

（670,000）９月 ｜ 350,000 95,000 ｜ 445,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ６年間総額

薬学部

初年度
入学手続時 300,000 550,000 25,000 300,000 1,175,000 1,750,000

（1,200,000） 9,900,000
（6,600,000）

９月 ｜ 550,000 25,000 ｜ 575,000

２年次以降
３月 ｜ 550,000 115,000 300,000 965,000 1,630,000

（1,080,000）９月 ｜ 550,000 115,000 ｜ 665,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

福岡保健医療学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 200,000 975,000 1,450,000

（1,000,000） 5,650,000
（3,850,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 100,000 300,000 850,000 1,400,000

(950,000)９月 ｜ 450,000 100,000 ｜ 550,000

※初年度の学生納付金（入学金・授業料・実験実習費（実習・文献費）・施設設備費（施設費））は、入学手続期間内に納入してください。
※各学部とも上記以外に、教育後援会年会費として毎年次30,000円が必要です。＊１
※教科書代、臨床実習に関わる費用（交通費・宿泊費・予防接種代等）および国家試験対策（資格試験対策）に関わる費用等が別途必要です。
※ 保健医療学部、成田看護学部、小田原保健医療学部、福岡看護学部の看護学科保健師履修コース（選択制・定数あり）を履修する場合には、履修決定後に50,000円の履修費が別途必
要となります。
※小田原保健医療学部看護学科の養護教諭一種免許状課程（選択制）を履修する場合には、４年間で60,000円の履修費が別途必要となります。
※ 「海外保健福祉事情」を履修する場合は、海外研修のための費用が別途必要です。なお、成田看護学部、成田保健医療学部、福岡看護学部、福岡保健医療学部では履修が必須のた
め、上記以外に毎年次50,000円（4年次を除く・福岡保健医療学部は３、４年次を除く)の積立が必要です。

※入学金はいかなる理由があっても返還しません。
※医学部の学生納付金情報については、医学部学生募集要項か医学部ホームページを確認してください。
＊１  「国際医療福祉大学教育後援会」とは、全学生対象の傷害保険にかかる保険料の全額負担、本学関連医療機関等で受診する際の保険診療費の負担、学内行事・部活動等への助成、「国際医療福祉大学学生支
援基金奨学金」の資金拠出など、教育および福利厚生に対する支援を目的として、本学の在学生の保護者で組織される団体です。

私費外国人留学生への授業料50％減免制度について3

関連職種連携教育4
ひとりの患者さんや利用者の方に対して、複数の医療福祉専門職が連携・協力して治療や

ケアにあたる「チーム医療・チームケア」は現代の医療福祉のキーワード。本学では関連

職種連携教育（Interprofessional Education）により「チーム医療・チームケア」の考え

方やスキルを身につけます。学科の枠を超え専門職連携を学ぶ、医療福祉の総合大学なら

ではのカリキュラムです。

留学生の出身国・地域と在籍状況
（2019年度 学部・大学院合計）

◆出身国・地域別内訳
■ 中国 94名

■ ベトナム 26名

■ 韓国 15名

■ 台湾 14名

■ モンゴル 14名

■ ミャンマー 13名

■ インドネシア 5名

■ カンボジア 4名

■ バングラデシュ 2名

■ マレーシア 2名

■ アメリカ 1名

■ オーストラリア 1名

■ ネパール 1名

■ ラオス 1名

48％

14％

8％

7％

3％

7％

7％

1％2％
0.5％ 0.5％0.5％ 0.5％

1％



はじめまして、

国際医療福祉大学です。

医師
「くすり」が製薬企業でつくられ、医

療機関や薬局を経て、患者さんの手

元に届くまでのさまざまな過程で、

「くすり」の管理や調剤、服薬指導な

どを行います。

⇒薬学科
　（大田原）

身体機能に障害を持つ人を対象に、

立ったり歩いたりする基本的動作能

力の回復や維持、障害の悪化を予防

するための運動の指導や、電気･温

熱などの物理療法を行います。

⇒理学療法学科
　（大田原・成田・小田原・大川）

身体または精神に障害を持つ

人がいきいきとした生活を送

れるように、作業活動を用い

て応用的動作能力や社会的適

応能力の回復を図ります。

⇒作業療法学科
　（大田原・成田・小田原・大川）

ことばや聞こえなどの障害に

より、コミュニケーションに

問題を持つ人を支援する専門

職です。また「嚥
えん

下
げ

（飲み込み）

の障害」を持つ人の支援も行

い、乳幼児から高齢者まで幅

広い人たちを対象とします。

⇒言語聴覚学科
　（大田原・成田・大川）

さまざまな眼科検査や斜視・

弱視の訓練指導に携わる眼の

スペシャリストです。視力や

視野・超音波・電気生理・眼底

撮影などの眼科領域における

一般検査のほとんどを担当し

ます。

⇒視機能療法学科
　（大田原）

臨床検査技師は、心電図や超

音波・脳波・MRI・血液の検査

や分析を行い、病気の診断や

治療方針に関わる重要な情報

を提供する仕事です。先端医

療を支える重要な専門職で

す。

⇒医学検査学科
　（成田・大川）

介護福祉士は、ケアワーカー

と呼ばれることもあります。

日常生活に支障のあるお年寄

りや障害者を介護したり、介

護にあたっている家族などに

適切なアドバイスを行ったり

する仕事です。

⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

留学生のための「留学生特別選抜入試」を複数回実施
本学は、医療福祉分野で留学生向けの入試を行っている日本でも数少ない大学です。今年度は９月・11月・２月に試験を行います。 

大田原 

 小田原 

理学療法士

1

就業ビザ（医療）が取得可能な国家資格をめざせる
国際医療福祉大学でめざせる資格は、どれも現代の医療福祉の現場には欠かせないプロフェッショナルとして誇りを持って働ける

素晴らしい仕事です。さまざまな資格のなかから、自分のめざす道に合うものを見つけましょう。

◆本学で取得をめざせる国家資格等

2

社会福祉士
心身の障害や、環境上の理由に

より、社会的支援を求めるさま

ざまな人に対して、社会サービ

スについての情報提供・相談・

福祉サービス利用上のマネジ

メントを行い、自立した生活を

支援する福祉の専門職です。
⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

介護福祉士 診療情報管理士
治療内容や検査記録などが書

かれた診療録（カルテ）を管

理する仕事です。医療現場で

カルテの電子化が進んでいる

現在、データ管理や活用にお

ける診療情報管理士の役割は

増大しています。

⇒医療福祉・マネジメント学科（大田原）
　医療マネジメント学科（赤坂）

看護師とは
患者さんの療養生活のお世話やサ

ポート、医師の診療や検査の補助な

どを行います。

保健師とは
保健所・市町村などで病気に対する

相談や、健康生活を保つための教育・

指導を行う専門職です。

⇒看護学科（大田原・成田・小田原・福岡）

薬剤師 看護師・保健師

作業療法士

精神保健福祉士 公認心理師
精神に障害を持つ人やその家

族に、助言や指導、日常生活に

適応するための訓練などを行

い、その人らしい暮らしを実

現できるようにサポートする

仕事です。主に医療機関や社

会復帰施設などに勤務します。

⇒医療福祉・マネジメント学科
　（大田原）

2015年にできた新しい国家

資格です。心理学に関する専

門的な知識と技術を持ち、医

療機関、福祉施設、教育機関、

企業などで心の健康増進に貢

献する仕事の専門職です。

⇒心理学科
　（赤坂）

臨床検査技師言語聴覚士 視能訓練士 診療放射線技師
放射線を用いたX線装置・CT

装置・MRI装置・超音波装置

などの画像診断装置を使用し

て、病気の早期発見、精密診

断、治療に貢献する専門性の

高い医療従事者です。

⇒放射線・情報科学科
　（大田原）

医療
ビザ

医療
ビザ

国際医療福祉大学がわかる

保健医療学部・医療福祉学部・薬学部 ９月 2019/9/14（土） 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

成田看護学部・成田保健医療学部 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 ９月 2019/9/14（土） ２月 2020/2/3（月）

小田原保健医療学部 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

福岡看護学部・福岡保健医療学部 ９月 2019/9/14（土） 11月 2019/11/10（日） ２月 2020/2/3（月）

医療
ビザ

医療
ビザ

医療
ビザ

介護
ビザ

※就業ビザ（医療）の対象ではない資格についても、多くの留学生が本学卒業後、人文・国際ビザなどを取得して医療機関等で働いています。

5

◆本学留学生合格実績（累計）
資格名 合格者数（受験者数）

看 護 師 27名（34名）

理 学 療 法 士 28名（29名）

作 業 療 法 士 4名（  6名）

診 療 放 射 線 技 師 5名（  8名）

薬 剤 師 1名（  2名）

※順位は、４年制大学（薬学部は６年制大学）養成校（通信教育課程を除く）
における2018年度卒業生実績。
※介護福祉士の全国合格率は、介護福祉士養成施設（大学・専門学校）の合格率。

全国トップクラスの国家試験合格率
本学の各種国家試験対策はきわめて実践的で、全国トップクラスの合格率や、合格者数全国１位をマークするなど、就職への

パスポートとなるライセンス取得を万全の体制で支援しています。

◆本学合格率＆全国合格率（2018年度卒業生実績）
資格名 学部・学科 合格率（%） 合格者数順位

看 護 師

（全　国） 89.3

保健医療学部 看護学科 98.5 全国８位（129名）

小田原保健医療学部 看護学科 98.7

福岡看護学部 看護学科 98.0

保 健 師

（全　国） 81.8

保健医療学部 看護学科 93.2

小田原保健医療学部 看護学科 100
福岡看護学部 看護学科 100

理 学
療 法 士

（全　国） 85.8

保健医療学部 理学療法学科 97.8 全国５位（91名）

小田原保健医療学部 理学療法学科 100
福岡保健医療学部 理学療法学科 99.0 全国２位（98名）

作 業
療 法 士

（全　国） 71.3

保健医療学部 作業療法学科 97.0 全国１位（97名）

小田原保健医療学部 作業療法学科 95.1

福岡保健医療学部 作業療法学科 100 全国６位（43名）

言 語
聴 覚 士

（全　国） 68.9

保健医療学部 言語聴覚学科 91.0 全国１位（71名）

福岡保健医療学部 言語聴覚学科 97.8 全国２位（45名）

視 能
訓 練 士

（全　国） 98.2

保健医療学部 視機能療法学科 100 全国３位（43名）

診療放射線
技 師

（全　国） 79.2

保健医療学部 放射線・情報科学科 91.7 全国２位（99名）

資格名 学部・学科 合格率（%） 合格者数順位

臨床検査
技 師

（全　国） 75.2

福岡保健医療学部 医学検査学科 96.3 全国７位（77名）

社 会
福 祉 士

（全　国） 28.9

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 72.3
全国８位（73名）
合格率全国１位
（受験者数100人以上の大学）

精神保健
福 祉 士

（全　国） 62.7

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 94.4 全国１位（34名）

介 護

福 祉 士

（全　国） 83.7

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 100

薬 剤 師
（全　国） 70.9

薬学部 薬学科 97.3 合格率全国２位
（私立大学）

医療
ビザ

けがや病気で苦しむ患者さんの診

察・治療を行い、回復を促すことが

基本的な仕事です。

まだ解明されていない病気に対する

治療法などの研究も行います。

病院や診療所など医療機関に勤務す

る臨床医と大学などで研究を行う研

究医があります。

⇒医学科（成田）

医療
ビザ

圧倒的な求人数。日本で、母国で、就職が可能6

卒業生の声

高齢化が進む日中両国の医療福祉の現場で力になりたいと思い、高い医療技

術が修得できる国際医療福祉大学で理学療法を学ぼうと決めました。入学当

初は、専門領域の勉強や語学、大学生活に不安がありましたが、先生方の熱

心な指導や、各種奨学金による経済的なサポート等、勉学・生活面にいたる

手厚い支援のおかげで、充実した４年間を過ごすことができました。現在は

理学療法士としてグループ系列病院に勤務しながら、大学院に進学し、より

専門性の高い知識の修得に励んでいます。国際医療福祉大学は、在学中はも

ちろん、就職、大学院進学といった卒後のフォローアップも充実していると

ころが大きな魅力です。

2018年度に本学に寄せられた求人数は、就職希望者1,372人に対し、全学科合わせて95,791人（学生１人当たり約70人の

求人）。全国の医療機関や福祉施設、自治体、一般企業等、幅広い業種から求人が寄せられています。

鄭飛（テイヒ）さん（中国）

福岡保健医療学部　理学療法学科（2015年度卒業）

【勤務先】　2016年度～国際医療福祉大学市川病院勤務

　母国での就職

社会の高齢化は、
世界中で急速に進んでいます
医療福祉分野の仕事は、今後、世界中でさらに
必要とされる仕事です。本学で身につけた知識
や技能を母国で生かすことができます。

　日本での就職

資格を取ると、日本での就職に
有利です！
今までに卒業した留学生92名のうち、48名が日
本の医療機関等に就職しています。
また、大学院に進学した留学生も23名います。

私費外国人留学生への授業料減免制度について
＜入学までに「留学」の在留資格が取得可能な私費外国人留学生は、授業料が減免される制度があります。＞ 
 「留学」の在留資格を取得した私費外国人留学生※で次のいずれかに該当する場合は、経済的理由により授業料の納入が困難であると認められるため、授業料減免
制度（授業料を50%免除）の適用を受けることができます。
１．１か月あたりの仕送りの額（入学金、授業料等の学生納付金は除く）が、平均90,000円以下の場合
２．扶養親族と同居している場合は、当該扶養親族の年収が500万円以下の場合
※入学までに「留学」の在留資格が取得可能な者を含みます。
◎以下の項目に該当する場合は、原則として私費外国人留学生授業料減免制度の適用を受けることができません。
　１．国費外国人留学生制度実施要項に定める国費外国人留学生および外国政府の派遣する留学生
　２．企業、病院、奨学金団体等により授業料が負担される者
◎授業料減免制度の適用期間は、本学で定める修業年限とします。
◎ 入学後の学科内における成績順位が、２年連続で下位10%に入った場合は、翌年度以降の減免を取り消します。また、本学が減免措置の継続が適当でないと判
断した場合は、減免率の引下げや減免の取り消しとなる場合があります。
◎ 学生納付金は分割納入とし、入学手続時は下記の表にある納入額を振り込んでいただきます。授業料の減免は、入学後（毎年次６月頃）に審査を行い、審査結果
により確定した学生納付金額を８月頃に本人に通知しますので、通知に従って手続きを行ってください。

＜留学生の学生納付金一覧＞　（ ）カッコ内は授業料50％減免後の金額 単位：円

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

保健医療学部
（放射線・情報科学科を除く）

小田原保健医療学部
（看護学科を除く）

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 350,000 1,125,000 1,600,000

（1,150,000） 6,100,000
（4,300,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 350,000 925,000 1,500,000

（1,050,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

保健医療学部
（放射線・情報科学科）

小田原保健医療学部（看護学科）
福岡看護学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 360,000 1,135,000 1,610,000

（1,160,000） 6,140,000
（4,340,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 360,000 935,000 1,510,000

（1,060,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

成田看護学部

成田保健医療学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 300,000 1,075,000 1,550,000

（1,100,000） 5,900,000
（4,100,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 125,000 300,000 875,000 1,450,000

（1,000,000）９月 ｜ 450,000 125,000 ｜ 575,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実習・文献費 施設費 合　計 年度合計 ４年間総額

医療福祉学部

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

初年度
入学手続時 200,000 350,000 15,000 130,000 695,000 1,060,000

（710,000） 4,120,000
（2,720,000）

９月 ｜ 350,000 15,000 ｜ 365,000

２年次以降
３月 ｜ 350,000 95,000 130,000 575,000 1,020,000

（670,000）９月 ｜ 350,000 95,000 ｜ 445,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ６年間総額

薬学部

初年度
入学手続時 300,000 550,000 25,000 300,000 1,175,000 1,750,000

（1,200,000） 9,900,000
（6,600,000）

９月 ｜ 550,000 25,000 ｜ 575,000

２年次以降
３月 ｜ 550,000 115,000 300,000 965,000 1,630,000

（1,080,000）９月 ｜ 550,000 115,000 ｜ 665,000

学　　　部 学　年 納入時期 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計 年度合計 ４年間総額

福岡保健医療学部

初年度
入学手続時 300,000 450,000 25,000 200,000 975,000 1,450,000

（1,000,000） 5,650,000
（3,850,000）

９月 ｜ 450,000 25,000 ｜ 475,000

２年次以降
３月 ｜ 450,000 100,000 300,000 850,000 1,400,000

(950,000)９月 ｜ 450,000 100,000 ｜ 550,000

※初年度の学生納付金（入学金・授業料・実験実習費（実習・文献費）・施設設備費（施設費））は、入学手続期間内に納入してください。
※各学部とも上記以外に、教育後援会年会費として毎年次30,000円が必要です。＊１
※教科書代、臨床実習に関わる費用（交通費・宿泊費・予防接種代等）および国家試験対策（資格試験対策）に関わる費用等が別途必要です。
※ 保健医療学部、成田看護学部、小田原保健医療学部、福岡看護学部の看護学科保健師履修コース（選択制・定数あり）を履修する場合には、履修決定後に50,000円の履修費が別途必
要となります。

※小田原保健医療学部看護学科の養護教諭一種免許状課程（選択制）を履修する場合には、４年間で60,000円の履修費が別途必要となります。
※ 「海外保健福祉事情」を履修する場合は、海外研修のための費用が別途必要です。なお、成田看護学部、成田保健医療学部、福岡看護学部、福岡保健医療学部では履修が必須のた
め、上記以外に毎年次50,000円（4年次を除く・福岡保健医療学部は３、４年次を除く)の積立が必要です。

※入学金はいかなる理由があっても返還しません。
※医学部の学生納付金情報については、医学部学生募集要項か医学部ホームページを確認してください。
＊１  「国際医療福祉大学教育後援会」とは、全学生対象の傷害保険にかかる保険料の全額負担、本学関連医療機関等で受診する際の保険診療費の負担、学内行事・部活動等への助成、「国際医療福祉大学学生支
援基金奨学金」の資金拠出など、教育および福利厚生に対する支援を目的として、本学の在学生の保護者で組織される団体です。

私費外国人留学生への授業料50％減免制度について3

関連職種連携教育4
ひとりの患者さんや利用者の方に対して、複数の医療福祉専門職が連携・協力して治療や

ケアにあたる「チーム医療・チームケア」は現代の医療福祉のキーワード。本学では関連

職種連携教育（Interprofessional Education）により「チーム医療・チームケア」の考え

方やスキルを身につけます。学科の枠を超え専門職連携を学ぶ、医療福祉の総合大学なら

ではのカリキュラムです。

留学生の出身国・地域と在籍状況
（2019年度 学部・大学院合計）

◆出身国・地域別内訳
■ 中国 94名

■ ベトナム 26名

■ 韓国 15名

■ 台湾 14名

■ モンゴル 14名

■ ミャンマー 13名

■ インドネシア 5名

■ カンボジア 4名

■ バングラデシュ 2名

■ マレーシア 2名

■ アメリカ 1名

■ オーストラリア 1名

■ ネパール 1名

■ ラオス 1名

48％

14％

8％

7％

3％

7％

7％

1％2％
0.5％ 0.5％0.5％ 0.5％

1％
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【東京赤坂キャンパス】赤坂心理・医療福祉マネジメント学部　【小田原キャンパス】小田原保健医療学部

【福岡キャンパス】福岡看護学部 【大川キャンパス】福岡保健医療学部

留学生のための入試ガイド 2020

190702500

2020年度留学生特別選抜入試について
募 集 人 員 全学部全学科　各回　各学科　若干名

出 願 資 格

次の１～５のすべての条件を満たす者
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本国の永住許可を得ていないもの
２．外国において通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者（2020年３月31日までに修了見込みの者を含む）、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。

ただし、12年の課程のうち、日本の学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校に在学した期間が通算３年以内である場合も資格を有するものとする。 
※ 日本にある外国人学校や文部科学大臣が認定した在外教育施設に在学した場合は、その在学期間を日本の学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
に在学した者と同様に扱います。

３．入学時までに出入国管理及び難民認定法において「留学」の在留資格を取得できる者
４．日本語での授業を受けるのに差し支えない程度の日本語能力を有する者
５．独立行政法人日本学生支援機構による「日本留学試験」を2018年６月から2019年11月の間に受験している者（必ず「日本語」を受験していること）
　　※日本留学試験を複数回受験している場合は、いずれか１回分を志願者が選択してください。
　　※日本留学試験を受験できない日本以外の国から出願をする場合は、出願前２年以内に「日本語能力試験」のN2以上を受験し、
　　　その成績を証明する書類を提出できる者に限り出願を認めます（日本留学試験が実施されていない国に在住している者に限る）。

日本留学試験の詳細は日本学生支援機構へ
ホームページ：https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/
TEL：0570-55-0585　FAX：042-649-9569　E-mail：eju@sdcj.co.jp

◆保健医療学部、医療福祉学部、薬学部／福岡看護学部、福岡保健医療学部

試 験 日

９月 9/14（土）
出願期間
［消印有効］

９月  8/27（火）～9/6（金）

試験地

保健医療学部
医療福祉学部
薬学部

大田原

利用可能な
日本留学試験

９月
2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか11月 11/10（日） 11月 10/23（水）～11/1（金）

11月２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日

９月 9/24（火）13：00
入学手続期間
［消印有効］

９月 9/24（火）～10/4（金） 福岡看護学部 福　岡
２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか11月 11/19（火）13：00 11月 11/19（火）～11/29（金）
福岡保健医療学部 大　川２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔９月もしくは11月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

◆成田看護学部、成田保健医療学部／小田原保健医療学部

試 験 日
11月 11/10（日） 出願期間

［消印有効］

11月 10/23（水）～11/1（金）

試験地

成田看護学部
成田保健医療学部

成　田
利用可能な
日本留学試験

11月 2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日
11月 11/19（火）13：00 入学手続期間

［消印有効］

11月 11/19（火）～11/29（金） 小田原
保健医療学部 小田原 ２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔11月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

◆赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

試 験 日
９月 9/14（土） 出願期間

［消印有効］

９月 8/27（火）～9/6（金）

試験地
赤坂心理・医療福祉
マネジメント学部 東　京

利用可能な
日本留学試験

９月 2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日
９月 9/24（火）13：00 入学手続期間

［消印有効］

９月 9/24（火）～10/4（金）
２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔９月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

選 抜 方 法

出願書類と日本留学試験および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。
※日本留学試験で、日本語以外の科目を受験している場合はその得点も合否判定の参考とします。
●小論文（600字以内）　60分　段階評価
●個人面接　約15分～30分　段階評価

入学検定料 30,000円
（薬学部35,000円）

※入試の詳細は必ず「2020年度学生募集要項」を確認してください。　※医学部の入試情報については、ホームページ、医学部学生募集要項などで確認してください。

多彩な支援で留学生をバックアップ
◆私費外国人留学生の授業料を50％減免
※実験実習費（実習・文献費）、施設設備費（施設費）、諸会費等は除きます。

◆医療費補助　※別途教育後援会費が必要です。

大田原キャンパス内に併設されたクリニックのほか、大学
指定の病院を利用した場合、医療費の一部を補助します。　

◆留学生向け奨学金
留学生を対象とした、民間団体や自治体からのさまざまな奨学金制度があります。
・私費外国人留学生学習奨励費（日本学生支援機構）・大田原市外国人留学生奨学金（大田原市）
・あしぎん国際交流財団奨学金（大田原キャンパスのみ）
・ロータリー米山記念奨学会奨学金（大田原・成田・小田原キャンパスのみ指定校）　など

◆日本語授業
留学生の日本語が上達するように、日本語教師が留学生を対象とした
授業を担当します。

◆大学院の入学金を免除
学部を卒業後、本学大学院に進学する場合、大学院の入学金を免除します。

◆多くの国際交流イベントを実施
国際交流パーティー、留学生交流会、大学祭、遠足など。

◆大田原キャンパス
〒324̶8501　栃木県大田原市北金丸2600̶1
TEL 0287-24-3200（入試事務室）
学　部 学　科

保 健 医 療 学 部 看護学科／理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科
視機能療法学科／放射線・情報科学科

医 療 福 祉 学 部
医療福祉・マネジメント学科
・社会福祉コース・精神保健福祉コース・介護福祉コース
・診療情報管理コース・医療福祉マネジメントコース

薬 学 部 薬学科（６年制）

＜交通＞東京駅から新幹線で約70分（那須塩原駅下車）＋スクールバスで約20分

◆大川キャンパス
〒831̶8501　福岡県大川市榎津137̶1　TEL 0944-89-2000（九州地区入試事務室）

学　部 学　科

福岡保健医療学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科

＜交通＞西鉄福岡駅から特急電車で約45分（西鉄柳川駅下車）＋バスで約20分　佐賀駅からバスで約30分

◆福岡キャンパス
〒814̶0001　福岡県福岡市早良区百道浜1-7-4（１号館）
TEL 0944-89-2000（九州地区入試事務室）
学　部 学　科

福 岡 看 護 学 部 看護学科

＜交通＞西鉄バス「医師会館・ソフトリサーチパーク前」から徒歩１分
　　　　福岡市地下鉄「西新駅」から徒歩15分

◆小田原キャンパス（本校舎・城内校舎）
〒250̶8588　神奈川県小田原市城山1̶2̶25（本校舎）
TEL 0465-21-0361（入試事務室）

学　部 学　科

小田原保健医療学部 看護学科／理学療法学科／作業療法学科

＜交通＞東京駅から新幹線で約35分（小田原駅下車）＋徒歩３分
　　　　新宿駅から小田急線特急で約70分（小田原駅下車）＋徒歩３分
　　　　城内校舎は本校舎から徒歩約８分

◆成田キャンパス
〒286-8686　千葉県成田市公津の杜4-3
TEL 0476-20-7810（入試事務統括センター）
学　部 学　科

医 学 部 医学科

成 田 看 護 学 部 看護学科

成田保健医療学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科

＜交通＞東京駅からJR線・京成本線で約70分（公津の杜駅下車）＋徒歩1分

◆東京赤坂キャンパス
〒107-8402　東京都港区赤坂4-1-26
TEL 03-5574-3903（入試事務室）

学　部 学　科

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 心理学科／医療マネジメント学科

学部・学科のご紹介
医療福祉の専門職を養成する「日本初の医療福祉の総合大学」として、1995年に栃木県大田原市に開学した本学は、現在、千葉県成田市、東京都港区、神奈川
県小田原市、福岡県福岡市・大川市にもキャンパスを展開し、大学院まで含めると約8,300人の学生が学ぶ大学です。かつてない少子高齢化が進む中で「医療福
祉分野の充実」を図るため、高度な専門知識や技術とともに、人間としての豊かさや幅広さをあわせもった医療福祉専門職のエキスパートを養成しています。

大田原キャンパス・国際
交流室

◆大田原市外国人留学生奨学金
学部生に年間12万円の奨学金が給付されます。

４年間の給付総額は48万円（薬学部は72万円）で、返済不要です。

◆市営バスが無料に
大田原市より市営バスの無料乗車証が提供されます。
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大 田 原 市 の サ ポ ー ト 体 制

大田原キャンパス全景
大田原市営バス

看護実習風景

大田原キャンパス・カフェテリア

ウェイ リンユさん（台湾）
保健医療学部
作業療法学科１年（2019年度入学）

私は高校時代に幼児保育科で勉強し
ていたため、細かい手作業が得意で
す。また、人間の発展学や健康につ
いて授業で学んでいました。
好きなことを活かしたいと思い、作

業療法士を目指して、半年前に国際医療福祉大学の別科で日
本語を勉強しました。作業療法の患者さんに対して、私が力
になって患者さんの望んでいる生活を助けてあげたいと思い
ます。この大学は様々な医療の専門分野があるので、日本人
の学生と留学生の交流の機会がたくさんあり勉強になります。

在学生の声

※大田原市在住で、大田原キャンパスに
在籍する留学生のみが対象

充実した教育環境7
◆豊富な関連施設と充実した実習環境
本学は５つの附属病院と多くの附属関連施設を擁するほか、全国に約600か所の学外
実習施設を整備。充実した臨床実習により、卒業後、即戦力として活躍できる就業力を
育みます。

◆各分野の第一人者による教育
医療福祉の現場で豊富な経験を積み、また、各専門分野の最新の知識、技術を熟知し
たスペシャリストで教授陣を構成。さらに、少人数制教育で、生きた医療福祉のノウ
ハウを提供します。

◆大学院への進学
学部を卒業後、本学の大学院で学び、修士号や博士号を取得することができます。また、教員や研究者な
どをめざすこともできます。

国際医療福祉大学病院（栃木県） 国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）

国際医療福祉大学市川病院（千葉県） 国際医療福祉大学三田病院（東京都）

国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）

国際医療福祉大学グループの介護福祉士特別奨学金制度
「介護福祉士」国家試験合格を目指す、東南アジアの学生向けの特別奨学金。国際医療福祉大学グループの、大川看護福
祉専門学校（福岡県）で２年間就学し、国家資格合格後はグループ施設で就職。入学金、授業料、教材費などを給付。住
居補助などあり。
＊詳しくは６月中旬以降にウエブサイトでご確認ください。
　https://admissions.iuhw.ac.jp/internationalstudents/certifi edcareworkerscholarship.html
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募 集 人 員 全学部全学科　各回　各学科　若干名

出 願 資 格

次の１～５のすべての条件を満たす者
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本国の永住許可を得ていないもの
２．外国において通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者（2020年３月31日までに修了見込みの者を含む）、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。

ただし、12年の課程のうち、日本の学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校に在学した期間が通算３年以内である場合も資格を有するものとする。 
※ 日本にある外国人学校や文部科学大臣が認定した在外教育施設に在学した場合は、その在学期間を日本の学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
に在学した者と同様に扱います。

３．入学時までに出入国管理及び難民認定法において「留学」の在留資格を取得できる者
４．日本語での授業を受けるのに差し支えない程度の日本語能力を有する者
５．独立行政法人日本学生支援機構による「日本留学試験」を2018年６月から2019年11月の間に受験している者（必ず「日本語」を受験していること）
　　※日本留学試験を複数回受験している場合は、いずれか１回分を志願者が選択してください。
　　※日本留学試験を受験できない日本以外の国から出願をする場合は、出願前２年以内に「日本語能力試験」のN2以上を受験し、
　　　その成績を証明する書類を提出できる者に限り出願を認めます（日本留学試験が実施されていない国に在住している者に限る）。

日本留学試験の詳細は日本学生支援機構へ
ホームページ：https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/
TEL：0570-55-0585　FAX：042-649-9569　E-mail：eju@sdcj.co.jp

◆保健医療学部、医療福祉学部、薬学部／福岡看護学部、福岡保健医療学部

試 験 日

９月 9/14（土）
出願期間
［消印有効］

９月  8/27（火）～9/6（金）

試験地

保健医療学部
医療福祉学部
薬学部

大田原

利用可能な
日本留学試験

９月
2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか11月 11/10（日） 11月 10/23（水）～11/1（金）

11月２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日

９月 9/24（火）13：00
入学手続期間
［消印有効］

９月 9/24（火）～10/4（金） 福岡看護学部 福　岡
２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか11月 11/19（火）13：00 11月 11/19（火）～11/29（金）
福岡保健医療学部 大　川２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔９月もしくは11月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

◆成田看護学部、成田保健医療学部／小田原保健医療学部

試 験 日
11月 11/10（日） 出願期間

［消印有効］

11月 10/23（水）～11/1（金）

試験地

成田看護学部
成田保健医療学部

成　田
利用可能な
日本留学試験

11月 2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日
11月 11/19（火）13：00 入学手続期間

［消印有効］

11月 11/19（火）～11/29（金） 小田原
保健医療学部 小田原 ２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔11月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

◆赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

試 験 日
９月 9/14（土） 出願期間

［消印有効］

９月 8/27（火）～9/6（金）

試験地
赤坂心理・医療福祉
マネジメント学部 東　京

利用可能な
日本留学試験

９月 2018年６月、2018年11月、
2019年６月のいずれか２月 2/3（月） ２月 12/24（火）～1/17（金）

合格発表日
９月 9/24（火）13：00 入学手続期間

［消印有効］

９月 9/24（火）～10/4（金）
２月 2018年６月、2018年11月、

2019年６月、2019年11月のいずれか２月 2/10（月）13：00 ２月 2/10（月）～2/20（木）

※日本国外に居住し、日本の在留資格を有していない方は必ず〔９月〕実施の入試に出願してください。〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
　また、在留資格「短期滞在」の方も〔２月〕実施の入試に出願することはできません。
※海外から出願書類を郵送する場合は、出願期間開始日までに必ず入試事務統括センターに連絡してください。

選 抜 方 法

出願書類と日本留学試験および以下の科目の結果を総合して合否を判定します。
※日本留学試験で、日本語以外の科目を受験している場合はその得点も合否判定の参考とします。
●小論文（600字以内）　60分　段階評価
●個人面接　約15分～30分　段階評価

入学検定料 30,000円
（薬学部35,000円）

※入試の詳細は必ず「2020年度学生募集要項」を確認してください。　※医学部の入試情報については、ホームページ、医学部学生募集要項などで確認してください。

多彩な支援で留学生をバックアップ
◆私費外国人留学生の授業料を50％減免
※実験実習費（実習・文献費）、施設設備費（施設費）、諸会費等は除きます。

◆医療費補助　※別途教育後援会費が必要です。

大田原キャンパス内に併設されたクリニックのほか、大学
指定の病院を利用した場合、医療費の一部を補助します。　

◆留学生向け奨学金
留学生を対象とした、民間団体や自治体からのさまざまな奨学金制度があります。
・私費外国人留学生学習奨励費（日本学生支援機構）・大田原市外国人留学生奨学金（大田原市）
・あしぎん国際交流財団奨学金（大田原キャンパスのみ）
・ロータリー米山記念奨学会奨学金（大田原・成田・小田原キャンパスのみ指定校）　など

◆日本語授業
留学生の日本語が上達するように、日本語教師が留学生を対象とした
授業を担当します。

◆大学院の入学金を免除
学部を卒業後、本学大学院に進学する場合、大学院の入学金を免除します。

◆多くの国際交流イベントを実施
国際交流パーティー、留学生交流会、大学祭、遠足など。

◆大田原キャンパス
〒324̶8501　栃木県大田原市北金丸2600̶1
TEL 0287-24-3200（入試事務室）
学　部 学　科

保 健 医 療 学 部 看護学科／理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科
視機能療法学科／放射線・情報科学科

医 療 福 祉 学 部
医療福祉・マネジメント学科
・社会福祉コース・精神保健福祉コース・介護福祉コース
・診療情報管理コース・医療福祉マネジメントコース

薬 学 部 薬学科（６年制）

＜交通＞東京駅から新幹線で約70分（那須塩原駅下車）＋スクールバスで約20分

◆大川キャンパス
〒831̶8501　福岡県大川市榎津137̶1　TEL 0944-89-2000（九州地区入試事務室）

学　部 学　科

福岡保健医療学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科

＜交通＞西鉄福岡駅から特急電車で約45分（西鉄柳川駅下車）＋バスで約20分　佐賀駅からバスで約30分

◆福岡キャンパス
〒814̶0001　福岡県福岡市早良区百道浜1-7-4（１号館）
TEL 0944-89-2000（九州地区入試事務室）
学　部 学　科

福 岡 看 護 学 部 看護学科

＜交通＞西鉄バス「医師会館・ソフトリサーチパーク前」から徒歩１分
　　　　福岡市地下鉄「西新駅」から徒歩15分

◆小田原キャンパス（本校舎・城内校舎）
〒250̶8588　神奈川県小田原市城山1̶2̶25（本校舎）
TEL 0465-21-0361（入試事務室）

学　部 学　科

小田原保健医療学部 看護学科／理学療法学科／作業療法学科

＜交通＞東京駅から新幹線で約35分（小田原駅下車）＋徒歩３分
　　　　新宿駅から小田急線特急で約70分（小田原駅下車）＋徒歩３分
　　　　城内校舎は本校舎から徒歩約８分

◆成田キャンパス
〒286-8686　千葉県成田市公津の杜4-3
TEL 0476-20-7810（入試事務統括センター）
学　部 学　科

医 学 部 医学科

成 田 看 護 学 部 看護学科

成田保健医療学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科

＜交通＞東京駅からJR線・京成本線で約70分（公津の杜駅下車）＋徒歩1分

◆東京赤坂キャンパス
〒107-8402　東京都港区赤坂4-1-26
TEL 03-5574-3903（入試事務室）

学　部 学　科

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 心理学科／医療マネジメント学科

学部・学科のご紹介
医療福祉の専門職を養成する「日本初の医療福祉の総合大学」として、1995年に栃木県大田原市に開学した本学は、現在、千葉県成田市、東京都港区、神奈川
県小田原市、福岡県福岡市・大川市にもキャンパスを展開し、大学院まで含めると約8,300人の学生が学ぶ大学です。かつてない少子高齢化が進む中で「医療福
祉分野の充実」を図るため、高度な専門知識や技術とともに、人間としての豊かさや幅広さをあわせもった医療福祉専門職のエキスパートを養成しています。

大田原キャンパス・国際
交流室

◆大田原市外国人留学生奨学金
学部生に年間12万円の奨学金が給付されます。

４年間の給付総額は48万円（薬学部は72万円）で、返済不要です。

◆市営バスが無料に
大田原市より市営バスの無料乗車証が提供されます。
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大 田 原 市 の サ ポ ー ト 体 制

大田原キャンパス全景
大田原市営バス

看護実習風景

大田原キャンパス・カフェテリア

ウェイ リンユさん（台湾）
保健医療学部
作業療法学科１年（2019年度入学）

私は高校時代に幼児保育科で勉強し
ていたため、細かい手作業が得意で
す。また、人間の発展学や健康につ
いて授業で学んでいました。
好きなことを活かしたいと思い、作

業療法士を目指して、半年前に国際医療福祉大学の別科で日
本語を勉強しました。作業療法の患者さんに対して、私が力
になって患者さんの望んでいる生活を助けてあげたいと思い
ます。この大学は様々な医療の専門分野があるので、日本人
の学生と留学生の交流の機会がたくさんあり勉強になります。

在学生の声

※大田原市在住で、大田原キャンパスに
在籍する留学生のみが対象

充実した教育環境7
◆豊富な関連施設と充実した実習環境
本学は５つの附属病院と多くの附属関連施設を擁するほか、全国に約600か所の学外
実習施設を整備。充実した臨床実習により、卒業後、即戦力として活躍できる就業力を
育みます。

◆各分野の第一人者による教育
医療福祉の現場で豊富な経験を積み、また、各専門分野の最新の知識、技術を熟知し
たスペシャリストで教授陣を構成。さらに、少人数制教育で、生きた医療福祉のノウ
ハウを提供します。

◆大学院への進学
学部を卒業後、本学の大学院で学び、修士号や博士号を取得することができます。また、教員や研究者な
どをめざすこともできます。

国際医療福祉大学病院（栃木県） 国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）

国際医療福祉大学市川病院（千葉県） 国際医療福祉大学三田病院（東京都）

国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）

国際医療福祉大学グループの介護福祉士特別奨学金制度
「介護福祉士」国家試験合格を目指す、東南アジアの学生向けの特別奨学金。国際医療福祉大学グループの、大川看護福
祉専門学校（福岡県）で２年間就学し、国家資格合格後はグループ施設で就職。入学金、授業料、教材費などを給付。住
居補助などあり。
＊詳しくは６月中旬以降にウエブサイトでご確認ください。
　https://admissions.iuhw.ac.jp/internationalstudents/certifi edcareworkerscholarship.html


