
介護福祉特別専攻科 ［2年制］
高齢者や障害を持つ方の日常生活を支援する、
介護のスペシャリストを養成

2023年4月開設
●  介護福祉特別専攻科説明会
 4／22（土）、5／27（土）、6／24（土）

●  個別見学会
 平日開催 10:00～17:00 ※（60分程度） 最終受付16:00

参加方法：対面／予約制  　

介護福祉士の仕事内容や介護福祉特別専攻科のカリキュラム、
入試情報、学生生活についてなど、様々な疑問にお答えします。

イベントの開催日時や内容は変更する場合があります。最新情報は本学ホームページをご確認ください。

●  OPEN CAMPUS
 2023年　6／4（日）、8／6（日）、8／19（土）
 2024年　3／17（日）

【お問い合わせ】
国際医療福祉大学成田キャンパス 広報
TEL.0476-20-7705　
E-mail：naritakoho@iuhw.ac.jp　

東
関
東
自
動
車
道

京成成田駅
空港第2
ビル駅

JR成田駅
成田IC

新空港自動車道

公津の杜駅 芝山千代田駅

東成田駅
成田空港駅

京成本線

学生寮 「公津の杜ハイツ」

ファミリー
マート

太平洋クラブ
成田コース

国際医療福祉大学成田病院

成田老年医療福祉センター（予定地）
成田キャンパス

JR東京駅
JR船橋駅/京成船橋駅 経由 

約70分

京
成
本
線 

公
津
の
杜
駅

京成本線特急
約65分京成上野駅

京成津田沼駅 経由 
約60分京成千葉駅

JR成田駅/京成成田駅 経由 
約60分

京成本線
約14分

JR我孫子駅

成田空港駅

駅
前

成
田
キ
ャ
ン
パ
ス

【成田キャンパスへのアクセス】
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最新情報をお届け

URL： https://narita.iuhw.ac.jp/



高齢者や障害を持つ方の日常生活を支援する、
国内外で活躍できる介護福祉士を養成
高齢化社会の急速な進展に伴い、日本では介護人材の需要が拡大し、2025年には約55万人、
年間にすると約6万人の確保が必要とされています。本学ではこの社会のニーズを踏まえ、
2023年4月、成田キャンパスに介護福祉特別専攻科を開設いたしました。2年間の課程で
介護福祉士（国家資格）の取得をめざします。

大田原キャンパスで
培った実績を継承 100%

2022年度
介護福祉士
国家試験合格率
（大田原キャンパス）

全国合格率75.6％*

＊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
国際医療福祉大学成田キャンパス

介護福祉士の仕事

高齢者の方から元気をもらっています

お風呂や食事のサポート、ご入居されている方には就寝の準備など、生活のさまざまな
場面での支援を担当しています。「昨日のテレビ、見た？」のような会話で和んでいただく
にも、利用者様の興味のあることや性格、表情などをゆっくり時間をかけて知っていく
ことが大切です。また長く接するうちに、身体の微細な変化に気がつくようにもなります。
利用者お一人おひとりを、日々少しずつわかっていくことが、この仕事の喜びです。

介護福祉特別専攻科の特長

介護福祉特別専攻科長 
松山 美紀

手塚 望希さん
特別養護老人ホーム／障害者支援施設 新宿けやき園勤務
国際医療福祉大学大田原キャンパス 医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科卒業

特別専攻科長からのメッセージ
介護福祉特別専攻科は、超高齢社会に欠かすことができない介護福祉士を養成する専攻科です。
介護分野の資格の中で、介護福祉士は唯一の国家資格です。
介護福祉士は、日常生活を営むことが困難な高齢者や障害がある方の生活を支援する専門職
です。施設や自宅でその人らしい生活が送れるように支援し、ご家族等の相談に応じたり、
介護の指導を行います。高齢者や障害のある方が心豊かな気持ちで生活するための専門職
として、介護福祉士は介助技術だけでなく、専門知識を修得したエキスパートといえます。
高齢者や障害をもつ方 と々過ごす日々は、毎日が変化に富んでいて、新たな発見や充実感が
あり、大きなやりがいを感じることができる仕事だとも言えます。
本特別専攻科は、２年間で介護を取り巻く社会のしくみや介護を必要とする人のこころと
からだのしくみについて学ぶとともに、実際の介護技術を修得します。
経験豊富な教員がきめ細やかな指導を行っていきます。
最先端の学修環境のもとで、福祉現場から求められるエキスパートになりませんか。

淑徳大学大学院修士課程修了
（社会福祉学専攻）、介護福祉士・
介護支援専門員として従事。
2023年に本学に入職。2023年
4月より現職。

充実の実習環境
臨床実習は関連福祉施設を中心に実施し、
豊富な経験と実績を持つ専門分野の
教員が直接指導

国際医療福祉大学は1995年に
日本初の医療福祉の総合大学
として栃木県大田原市に開学
しました。
現在、全国に5つのキャンパスが
あり、32,000人の卒業生が
医療福祉分野で活躍しています。
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国際都市・成田に立地、
通学が便利
キャンパスは、都心からのアクセスもよい
京成本線「公津の杜」駅前

多様なグループ関連福祉施設、
安心の就職
進路選択の幅が広く就職しやすい環境、
経験豊富な教員が就職対策を徹底指導

手厚い学費等のサポート
本学独自の奨学金制度による学費サポート
に加え、学生寮や家賃補助制度も用意

1 2
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6年連続

介護福祉士は日常生活を営むことが困難な高齢者や障害を持つ方の生活を支援する専門職です。
施設や自宅で自立した生活が送れるよう支援し、家族などの相談に応じたり介護の指導を行います。
医療との連携が求められる現在、技術だけでなく専門知識を有する職種として重要視されています。

仕 事 内 容

仕 事 の 魅 力 高齢者の方や障害を持つ方たちと過ごす時間は、毎日が変化に富んでいて新たな発見や充実感が
あります。また、利用者の方との出会いを通して学び、自分を磨き、人として成長できる仕事です。
そして一番の魅力は、利用者の方からの「ありがとう」という感謝の言葉や笑顔です。これは、
人の日常に関わる究極のサービス業ともいえる、介護職の仕事でしか味わえない独特の魅力です。

主な活躍の場所 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、障害者支援施設、グループホーム、デイサービスセンター、
在宅介護サービス事業所、自治体など
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介護福祉特別専攻科で学ぶ2年
■ １年次から講義と実習の両方を行い、実際の現場での
実習を通して学びを深めます。
・講義：介護と取り巻く社会制度・心理学・栄養学・調理・
リハビリテーション論・医学一般の知識など、専門知識
を学びます。
・実習：介護のための専門技術を学びます。全国に関連
施設が多数あり、福祉施設を中心に臨床実習を行います。

■ 専門職をめざす方を応援する、さまざまな経済的サポート
を用意しています。

■ 毎年就職率100％を実現している本学のノウハウを生かし、
資格取得から就職まで一貫してサポートします。

昼 間
2年制

実践的な介護福祉のスキルを身につけられるよう、本学は附属病院をはじめ、多くの福祉施設が
あります。それらの施設で充実した介護実習を行うことができます。

幅広い実習施設

時間割例（1年次）

【栃木県】 にしなすの総合在宅ケアセンター、しおや総合在宅ケアセンター など　※福岡県内にも多数ありその他の福祉施設

定 員
40名

取得可能な資格

介護福祉士（国家資格）
国家試験受験資格

人間と社会

人間の尊厳と自立
人間関係とコミュニケーション

社会の理解Ⅰ
人間学・国際関係論・統計学・生物学

4科目のうち3科目選択必修

社会の理解Ⅱ

介　　護

介護の基本Ⅰ
介護のコミュニケーションⅠ

生活環境支援技術
日常生活支援技術Ⅰ・Ⅱ
家事生活支援技術
介護過程論
介護過程演習Ⅰ
介護総合演習Ⅰ

介護実習Ⅰ - A・B *

介護の基本Ⅱ・Ⅲ
介護のコミュニケーションⅡ

生活技術総論
日常生活支援技術Ⅲ
ターミナルケアの介護
介護過程演習Ⅱ・Ⅲ
介護総合演習Ⅱ
介護実習Ⅱ

こころとからだのしくみ

こころとからだのしくみⅠ・Ⅱ
発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱ
認知症の理解Ⅰ
障害の理解Ⅰ・Ⅱ

こころとからだのしくみⅢ
認知症の理解Ⅱ

医療的ケア

医療的ケアⅠ 医療的ケアⅡ

1年次 2年次

＊： 介護実習Ⅰはグループ施設の協力のもとに行います。
 実習期間はAが7月上旬～9月上旬の12日間、Bが2月～3月の24日間です。

● 前 期 月 火 水 木 金

1　  9:00～10:30 日本語①
（留学生対象） 障害の理解Ⅰ 日本語②

（留学生対象）
こころと

からだのしくみ Ⅱ

2　10:40～12:10 生活環境支援技術 こころと
からだのしくみ Ⅰ 人間の尊厳と自立 介護過程論 生物学

3　13:00～14:30 日常生活支援技術 Ⅰ 介護の基本 Ⅰ 人間関係と
コミュニケーション 発達と老化の理解 Ⅰ 介護の

コミュニケーション Ⅰ

4　14:40～16:10 日常生活支援技術 Ⅱ 介護総合演習 Ⅰ 介護過程演習 Ⅰ

● 後 期 月 火 水 木 金

1　  9:00～10:30 日本語①
（留学生対象）

人間関係と
コミュニケーション 障害の理解 Ⅱ こころと

からだのしくみ Ⅱ 介護過程論

2　10:40～12:10 認知症の理解 Ⅰ 発達と老化の理解 Ⅱ 統計学 社会の理解 Ⅰ 家事生活支援技術

3　13:00～14:30 介護の基本 Ⅰ 人間学 日常生活支援技術 Ⅰ 国際関係論 介護過程演習 Ⅰ

4　14:40～16:10 介護総合演習 Ⅰ 日常生活支援技術 Ⅱ

国際医療福祉リハビリテーションセンター
（栃木県・大田原市）

グループホーム青山
（東京都・港区）

特別養護老人ホーム／障害者支援施設
新宿けやき園 （東京都・新宿区）

国際医療福祉大学成田病院
（千葉県・成田市）

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）
国際医療福祉大学成田病院 （千葉県）
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）

〈6つの附属病院〉

○介護老人保健施設 ○障害者支援施設 ○グループホーム

○病 院 ○特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム 栃の実荘
（栃木県・那須塩原市）

特別養護老人ホーム おおたわら風花苑
（栃木県・大田原市）

介護医療院／介護老人保健施設 
マロニエ苑（栃木県・那須塩原市）

※この時間割は例であり、変更になる可能性があります。



成田老年医療福祉センター
特別養護老人ホーム／介護老人保健施設

入試情報
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充実した奨学金制度 
～学費・寮費などの経済的負担を軽減する多様な制度～

介護福祉士の就職先は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、障害者支援施設、グループホーム、デイサービスセンター、
在宅介護サービス事業所、自治体など幅広い選択肢があります。

就職につよい大学 ～さまざまなサポート体制～

受験に関する
詳細はコチラ

本学には多様なグループ関連福祉施設もあり、2024年度には成田市内に、
成田老年医療福祉センターを新設します。

完成イメージ

2024年
オープン予定

施設の特長 ・ 隣接する国際医療福祉大学成田病院のバックアップ体制 
・ 万全の感染対策設計
・ 在宅ケアの拠点としての機能も強化 
・ ICTを活用し職員の業務負担を軽減

● 入試日程

【専願制】
総合型選抜

（エントリー制AO入試）

エントリー
手続き期間

【第１回】２０２３年５月１０日（水）～２０２３年５月１８日（木） ※面談日：５月２７日(土)
【第２回】２０２３年７月１２日（水）～２０２３年７月２０日（木） ※面談日：７月２９日(土)
【第３回】２０２３年９月１３日（水）～２０２３年９月２１日（木） ※面談日：９月３０日(土)

出願期間
【第１回】２０２３年  ６月  ７日（水）～２０２３年  ６月１５日（木）
【第２回】２０２３年  ８月  ９日（水）～２０２３年  ８月１７日（木）
【第３回】２０２３年１０月１１日（水）～２０２３年１０月１９日（木）

試験日・試験地 （個別学力試験等は実施しません）

合格発表 【第１回】２０２３年６月２６日（月）　【第２回】２０２３年８月２８日（月）　【第３回】２０２３年１１月１日（水）

試験科目 書類審査

【専願制】

学校推薦型選抜
（公募制 /指定校制※）

出願期間

【第１回】２０２３年１１月　１日（水）～２０２３年１１月　９日（木）
【第２回】２０２３年１１月２８日（火）～２０２３年１２月　７日（木）
【第３回】２０２３年１２月１９日（火）～２０２４年　１月１１日（木）
【第４回】２０２４年　２月１３日（火）～２０２４年　２月２２日（木）

試験日・試験地
【第１回】２０２３年１１月２５日（土） 【第２回】２０２３年１２月１６日（土）
【第３回】２０２４年　１月３１日（水） 【第４回】２０２４年　３月　２日（土） 試験地／本学成田キャンパス

合格発表
【第１回】２０２３年１２月   １日（金） 【第２回】２０２２年１２月２５日（月）
【第３回】２０２４年　２月   ７日（水） 【第４回】２０２４年　３月　８日（金）

試験科目 個人面接、書類審査

一般選抜

出願期間

【第１回】２０２３年１１月　１日（水）～２０２３年１１月　９日（木）
【第２回】２０２３年１１月２８日（火）～２０２３年１２月　７日（木）
【第３回】２０２３年１２月１９日（火）～２０２４年　１月１１日（木）
【第４回】２０２４年　２月１３日（火）～２０２４年　２月２２日（木）

試験日・試験地
【第１回】２０２３年１１月２５日（土） 【第２回】２０２３年１２月１６日（土）
【第３回】２０２４年　１月３１日（水） 【第４回】２０２４年　３月　２日（土） 試験地／本学成田キャンパス

合格発表
【第１回】２０２３年１２月   １日（金） 【第２回】２０２２年１２月２５日（月）
【第３回】２０２４年　２月   ７日（水） 【第４回】２０２４年　３月　８日（金）

試験科目 個人面接、書類審査

留学生特別選抜

出願期間

【第１回】２０２３年１１月　１日（水）～２０２３年１１月　９日（木）
【第２回】２０２３年１１月２８日（火）～２０２３年１２月　７日（木）
【第３回】２０２３年１２月１９日（火）～２０２４年 １月１１日（木）
【第４回】２０２４年　２月１３日（火）～２０２４年 ２月２２日（木）

試験日・試験地
【第１回】２０２３年１１月２５日（土） 【第２回】２０２３年１２月１６日（土）
【第３回】２０２４年　１月３１日（水） 【第４回】２０２４年　３月　２日（土） 試験地／本学成田キャンパス

合格発表
【第１回】２０２３年１２月　１日（金） 【第２回】２０２２年１２月２５日（月）
【第３回】２０２４年　２月　７日（水） 【第４回】２０２４年　３月　８日（金）

試験科目 個人面接、書類審査

※指定校制による学校推薦型選抜の詳細は、各指定校宛に直接通知します。

● 学生納付金 （単位：円）

● 奨学金制度

本学に入学された方は千葉県介護福祉等修学資金貸付制度（最大168万円）などを活用することができます

千葉県介護福祉等修学資金貸付制度のご利用により、
学費のご負担は0になります

学 年 入学金 授業料 実習・文献費 施設費 年度合計 2年間合計

初年度 150,000 500,000 100,000 150,000 900,000
1,650,000

2年度 ̶ 500,000 100,000 150,000 750,000

対　象 千葉県内に住所を有する介護福祉士養成校の学生

貸付額

○ 学　　　費 ・・・・・・・・・・・     5 万円 /月（2年間最大120万円） 
○ 入学準備金 ・・・・・・・・・・・20万円（初回のみ）
○ 就職準備金 ・・・・・・・・・・・20万円（最終回のみ） 
○ 国家試験受験対策費用 ・・     4 万円（2年上限）

※卒業後1年以内に介護福祉士の登録を行い、県内の施設で5年間介護等の業務に従事することで、貸付金の返還が免除されます。

奨学金
給付額：30万円／年（2年間合計60万円）
条　件：修了後、グループ内介護福祉施設で介護福祉士として2年間勤務


