国際医療福祉大学 進路セミナー
& 2020年度入試説明会

「キャリアデザイン
を考えよう」
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参加無料・要予約

お申込
方法は
裏面に！

当日参加も可能！

【会場】宇都宮東武ホテルグランデ
〒320-0033 栃木県宇都宮市本町5-12

プログラム

ゲストスピーカー 上条百里奈さん 介護福祉士・モデル

「人を支える仕事の、本当の魅力をお話しします」
介護の職場体験
に感銘を受け「この
仕事に就こう」と決
心したのは中学２年
生のとき。高校在学

Photo

中にホームヘルパー
2級の資格を取得
し、福祉の短大に進
学しました。介護福
祉士の資格を取得し
て卒業後は介護老

人保健施設に就職しましたが、2010年日本介護福祉学会に参
加した帰りに、モデル事務所にスカウトされて介護福祉士とモデ
ルの二足のわらじを履くことに。
「介護に興味のない人にも関心
を持ってもらいたくて」。現在、
テレビやブログなどを通じて介護
の魅力を発信しています。

司会進行
藤田 真奈（とちぎテレビアナウンサー）
大阪出身です。持ち前の関西魂で、参加
されたみなさんがもっと元気になって
お帰りになるような司会をめざします

同会場にて

同時開催
13：00〜16：30
予約不要・
入退場自由

主催者挨拶と大学・大田原キャンパスの紹介

●13：00〜13：15
（15分） 新井田 孝裕
（副学長・保健医療学部長・視機能療法学科長）

特別講演
「私が選んだ天職〜介護に携わって気づいたこと」
●13：15〜14：00
（45分）
ゲストスピーカー：上条 百里奈さん
（介護福祉士・モデル）

パネルディスカッション
「医療福祉の仕事と学びを発見しよう」
●14：00〜14：45（45分）

PART 1 「人を支える保健医療の仕事」
（大田原キャンパス 保健医療学部の紹介）

パネリスト：久保 晃
（理学療法学科長）/谷口 敬道
（作業療法学科長）/
阿部 晶子
（言語聴覚学科長）/新井田 孝裕（視機能療法学科長）
●14：45〜15：30
（45分）

PART 2 「新時代に必要とされる医療福祉の人材」
（医療福祉学部の紹介）
パネリスト：田中 秀一(医療福祉学部長）/
小林 雅彦（医療福祉・マネジメント学科長）/卒業生2名

2020年度入試説明と
「AO／推薦入試対策講座」
●15：30〜16：00（30分）

MINI OPEN CAMPUS 2019
在学生がみなさんをお待ちしています！ ミニオープンキャンパス

ミニオープンキャンパスだけの参加も歓迎。
全学科教員（医学部をのぞく）が、個別相談をお受けします！
医療福祉に興味のある人も、これから進路を決める人も、
保護者の方もお待ちしています。
資料閲覧・配布コーナーも用意しています。

◆国際医療福祉大学って
どんな大学？
◆入試科目や対策は？
◆医療福祉専門職の将来性は？
◆めざせる国家資格は？

参加特典 ※医学部除く
●高校推薦入試
一般常識試験
過去問題（抜粋資料）
●赤本

〔主催〕国際医療福祉大学、下野新聞社
〔後援〕栃木県、
（社福）栃木県社会福祉協議会

国際医療福祉大学について

1995年、日本初の医療福祉の総合大学 として開学しました。2017年、
成田キャンパスに医学部を開設、
2018年、
東京都港区に東京赤坂キャンパスを開設し、現在、全国に６キャンパスを構え、10学部・24学科※1を擁する総合大
学となりました。5つの附属病院※2をはじめ多くの附属・関連施設が強力にバックアップする環境で、
「チーム医療・
2020年4月、成田保健医療学部 放射線・情報科学科を開設予定（設置届出書類提出中）
チームケア」の精神とスキルをしっかりと身につけます。 ※1
※2 2020年4月、国際医療福祉大学 成田病院を開設予定

大田原キャンパス 保健医療学部について

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・情報科学科の、
６つの学科で構成
されます。各分野の第一人者による少人数制での直接指導と万全の体制で、全国トップクラスの国家試験合格率と、
圧倒的な求人数・就職率を誇ります。

看
護
師
●理 学 療 法 士
●言 語 聴 覚 士
●診療放射線技師
●

圧倒的な国家試験合格率！

98.5％（全国合格率89.3％） ●保 健 師 93.2％（全国合格率81.8％）
97.8％（全国合格率85.8％） ●作 業 療 法 士 97.0％（全国合格率71.3％）
91.0％（全国合格率68.9％） ●視 能 訓 練 士 1 0 0％（全国合格率98.2％）
94.3％（全国合格率79.2％）
合格者数全国１位［97名］★

合格者数全国１位［71名］★

5年連続100％

医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科について

これまで病院、福祉施設のみならず、行政など多様な分野に多くの優秀な人材を輩出してきました。とくに地元での
１ランク上の就職を応援します。介護福祉士をめざす人には手厚い奨学金で、保育士試験受験者には少人数性の受
験対策ゼミを設けて応援します。そして、
がんばる人には、
２つの国家資格取得を応援します。

圧倒的な国家試験・資格試験合格率！

過去20年のノウハウを駆使する受験指導。手厚い指導による、資格試験の高い合格率には定評があります。

社 会 福 祉 士 75.2％（全国合格率29.9％） ●精神保健福祉士 94.4％（全国合格率62.7％）
●介 護 福 祉 士 10 0％
（全国合格率83.7％） ●診療情報管理士 92.9％
（全国合格率52.4％）
合格者数全国１位［34名］★

合格率全国１位★

●

※本学合格率は2019年3月卒業生の実績。診療情報管理士は2018年度実績。

＊社会福祉士は受験者100人以上の大学

詳細は大学ホームページへ。https://www.iuhw.ac.jp/
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参 加 申し込 み 方 法

締め切り

2019年5月24日
（金）必着

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
『聴講券』が必要です。当日受付にて
『聴講券』
をご提示のうえ、
ご入場いただきます。
※入場にはセミナー係から郵送する
※応募者の個人情報は、
『聴講券』
の発送目的に使用するほか、共催である国際医療福祉大学からの資料送付に使用することがあります。
『聴講券』
に意思表示をお願いいたします。

インターネットで

栃木県庁

モバイルで

■ハガキ／〒320-8686 宇都宮市昭和1-8-11
下野新聞社 営業局 業務推進部「国際医療福祉大学セミナー」
係
■FAX／028-625-1132(24時間受付）

東武百貨店

二荒山神社

MEGA
ドン・キホーテ

大いちょう

宇都宮
市役所

中央
郵便局
NHK
宇都宮
城址公園

NTT

東北本線

①氏名
（フリガナ） ②年齢 ③性別 ④〒住所 ⑤電話番号 ⑥ご職業・学校名
（学年）
⑦手話通訳・車椅子ご利用の有無等をご記入のうえ、下記までハガキまたはFAXを
お送りください。
同行者がいる場合は参加される方全員を同様に記入してください。

大和証券

みずほ銀行

東武宇都宮駅

ハガキ・FAXで

栃木県総合
文化センター

宇都宮東武ホテル
グランデ

JR宇都宮駅

国際医療福祉大学ホームページ
（https://www.iuhw.ac.jp/）
の
「キャンパ
ス説明会・進路セミナー＆個別進学相談会」
からお申し込みができます。
また、
下野新聞ホームページ
「SOON」
（https://www.shimotsuke.co.jp/）
からも受け付けいたします。
トップページの
「国際医療福祉大学セミナー」
を
クリックしていただくと申し込みフォームが表示されます。

八幡山
公園

❶JR宇都宮駅西口から関東バスにて5分、東武駅前バス停下車、徒歩1分
❷東武宇都宮駅東口から徒歩5分
❸東北自動車道宇都宮インターから約20分、鹿沼インターから約20分

宇都宮市本町5-12

Tel.028- 627- 0111

お問い合わせ 下野新聞社 営業局 業務推進部「国際医療福祉大学セミナー」係 TEL.028-625-1104（土日祝を除く9：00〜18：00）

詳しい大学案内をご希望の方はこちらからお申込みいただけます

