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授業料一部免除と本学独自の奨学金制度

国際医療福祉大学グループの主な医療福祉施設

介護福祉コース履修者は授業料の一部が免除されます（年間10万円、4年間で40万円）。
さらに以下3つの本学独自の奨学金も用意しています。

お問い合わせ： 国際医療福祉大学 大田原キャンパス入試広報室
 〒324-8501　栃木県大田原市北金丸2600-1
 TEL.0287-24-3200　E-mail：nyushi@iuhw.ac.jp

❷国際医療福祉大学介護福祉コース修学支援奨学金 本学の関連施設への就職を希望される方に奨学金を貸与します。
  卒業後、条件を満たせば奨学金の返還は免除されます。

区分 貸与額 奨学金の返還が免除となる条件

栃木県内関連施設
就職希望者

年間 300,000 円× 4年間＝ 1,200,000 円
卒業後、介護福祉士として本学が指定する栃木県内の施設に 3年間勤務した場合に、
奨学金の返還が免除されます。

東京都・千葉県 関連施設
就職希望者

年間 960,000 円× 4年間＝ 3,840,000 円
卒業後、介護福祉士として本学が指定する東京都、または千葉県内の施設に 5年間
勤務した場合に、奨学金の返還が免除されます。

❸ 入寮者特別奨学金　遠方から進学する学生のための、学生寮のサポート制度です。

〈介護福祉士修学資金等貸付事業〉
各都道府県では介護福祉士の人材確保を目的として、将来介護福祉士の業務に従事しようとする方を対象に修学資金を貸与する制度があります。
国際医療福祉大学介護福祉コース修学支援奨学金と栃木県の本制度を併用することで、学費の全額をカバーすることが可能となります。卒業後、
介護福祉士として5年間、本学の関連施設で勤務した場合は、本学、栃木県の奨学金の返還が全額免除されます。

※貸付事業は各都道府県により貸与額・制度が異なります。

国際医療福祉リハビリテーションセンター
（大田原キャンパスに併設）

にしなすの総合在宅ケアセンター
（栃木県那須塩原市）

介護養護老人ホーム おおたわら風花苑
（大田原キャンパスに併設）

しおや総合在宅ケアセンター
（栃木県矢板市）

介護老人保健施設 マロニエ苑
（栃木県那須塩原市）

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）

特別養護老人ホーム 栃の実荘
（栃木県那須塩原市）

グループホーム青山
（東京都港区）

成田老年医療福祉センター
（千葉県成田市）※2024年4月開設予定

おおたわら総合在宅ケアセンタ－
（大田原キャンパスに併設）

【栃木県の例】

入学準備金（初回） 学 費 国家試験受験対策費（最終回） 就職準備金（最終回） 4年間総額

200,000 円
50,000 円／月

（4年間 240万円）
40,000 円 200,000 円 2,840,000 円

「特待奨学生」を選抜する入試の上位合格者を対象に、授業料の50%または30%に相当する額を奨学金として在学中
の4年間給付します（奨学金は授業料に振り替えます）。奨学金返還の義務は一切ありません。

医療福祉・マネジメント学科 区分 奨学金給付額（4年間） 授業料 (4年間） 学生納付金 4年間総額 *

介護福祉コース履修者

一般入学者 ー 2,400,000 円 3,720,000 円

特待奨学生A（授業料 50％給付） 1,200,000 円 1,200,000 円 2,520,000 円

特待奨学生B（授業料 30％給付） 720,000 円 1,680,000 円 3,000,000 円

介護福祉コース以外の履修者 一般入学者 － 2,800,000 円 4,120,000 円

* 学生納付金 4年間総額には入学金、実習・文献費、施設費を含みます。  

❶ 特待奨学生奨学金

大田原キャンパス

介護福祉士国家試験合格率 ・・・・・・・・100%
就職率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100%

医療福祉学部
医療福祉・マネジメント学科
介護福祉コース

今、必要とされる介護のスペシャリスト
「介護福祉士」を養成

5年連続

対 象 貸与額 奨学金の返還が免除となる条件

若草寮
入寮希望者

寮費 15,000 円／月を
免除：寮費無料

（4年間で 720,000 円）

卒業後、介護福祉士として本学が指定する施設に 2年間勤務した場合に、
奨学金の返還が免除されます。「国際医療福祉大学介護福祉コース修学
支援奨学金」との併用可。併用する場合は対象となる奨学金の返還免除
就業年限に 2年間を加えた年数が返還免除就業年限となります。

学生寮・若草寮（栃木県大田原市）



なぜ今、『介護福祉士』が必要なのでしょうか
日本は65歳以上の高齢者が4人に1人、人口の25％を超える超高齢社会
です。今後さらに介護人材の不足が予想され、その対策としてカギとなるの
が介護福祉士です。介護福祉士は、介護関係の資格のなかで唯一の国家
資格。介護の質を向上させつつ超高齢社会に対応するには、専門性の高い
介護福祉士を中心とした介護スタッフを構成することが必要です。
介護はこれまで生活面の支援の仕事と捉えられていました。しかし現在で
は身体と心の状況を分析し、計画的なケアを展開することも求められ、介
護の専門化が進んでいます。またご家族に、自立支援に向けた具体的な技
術を指導・助言することも介護福祉士の大きな役割です。さらに介護現場
で働く人の教育や指導を行うリーダーの役割も期待されています。
高い倫理観を身につけ、専門的な知識と技術、そして実践的な経験を持つ
介護福祉士は、介護の分野においてますます必要とされる職種です。

国際医療福祉大学 介護福祉コースの特長

介護を必要とする高齢者や障害を持つ人など、日常生活を営むことが困難な方に、衣服の着脱・食事・排泄・入浴
などの支援を行います。また自立した生活が送れるように、計画的なケアの検討や家族への介護の指導を行うほ
か、現場の責任者として、ホームヘルパーをはじめとするほかのスタッフに指示や指導なども行います。

介護保険に関するスペシャリストである「介護支援専門員（ケアマネージャー）」や、ホームヘルパーの指導や教育、
スケジュール管理を行う「サービス提供責任者」などにキャリアアップできます。また本学の介護福祉コースでは、
介護福祉士と社会福祉士の両方の国家資格を取得することも可能なので、介護現場での実務経験を生かし
相談員として活躍することもできます。

主に高齢者分野と障害者分野に分かれます。高齢者分野は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特別養護
老人ホームなどの入居型介護施設や訪問介護事業、デイサービスなどです。障害者分野の場合は、身体障害者
施設等の社会福祉施設などがあります。また公務員として公立の施設や行政機関などもでも活躍できます。

介護を通して利用者の方の生き生きとした姿を近くで見たり、ともに喜び合ったりできるのが魅力です。また
利用者の方やご家族の方から感謝の言葉をいただいたときは、やりがいを感じることができます。介護は技術や
知識が日々進歩していくため、経験を積みながらスキルアップすることができます。

『介護福祉士』の仕事

● 教員メッセージ

仕事内容

仕事の魅力

主な活躍の場所

キャリアアップ

介護福祉士は「お世話」でも「介護」でもない、「介護福祉」を
実践し医療的な行為も実施できる専門職です。
本学ではキャンパス内の学びだけでなく、充実した大学グループ
の施設でたくさん学ぶことができる環境にあることが魅力で
あり特色です。
医学部をはじめ、医療と福祉の専門職を養成する大学で
「幅広い介護福祉」を学び、「介護福祉とは何か」一緒に楽しみ
ながら考えましょう。

畠山 博之 講師
介護福祉コース主任

〈プロフィール〉
特別養護老人ホームでケアワーカー、主任生活指導員として従事。「歯がある高齢者は
転ぶことが少ない」ことに気づき、その要因を探るために歯科大学で研究（東北大学大学院
歯学研究科修士課程修了、修士〈口腔科学〉）。その後、教員として東北文化学園大学、
東北大学歯学部を経て、本学着任。

● 在学生メッセージ ● 卒業生メッセージ

自宅で祖母の介護をしていたことから
介護の世界に興味を持ち、正しい介護の
知識・技術を学んで社会貢献ができる
仕事に就きたい考え、介護福祉士を
めざそうと思いました。国際医療福祉大学
に進学を決めた理由は自宅から通える
ことと、介護福祉士以外にも社会福祉士とのダブルライセンスを
取得することが可能だったからです。
この大学の魅力は国家試験の合格率が高いだけでなく、実践的で
高いレベルの授業を受けることができるところです。また学生の
知識欲と探究心に先生が全力で応えてくれる環境が、一番の
魅力だと感じています。将来は大学で学んだことを発揮して、一人
でも多くの方に幸せを感じてもらえるような介護がしたいと考えて
います。

吉成 早百合 さん 介護福祉コース3年 
栃木県立大田原女子高等学校出身

本学を卒業後、介護の必要な方が入所
している施設で勤務しています。現在の
仕事は利用者の方のお食事やトイレ、
お風呂などの生活をサポートするだけで
なく、施設にいても自宅と同じように楽しい時間を過ごせるように、
一緒にお散歩やレクレーションなども行っています。またケア
マネージャーやご家族と連絡をとりながら、最適な環境をご提供
するための調整を行うことも介護福祉士の仕事です。
介護で一番大切なことは、安全に、安心して施設で過ごしてもらうた
めに利用者の方に寄り添い、信頼関係を築くことです。これからも
コミュニケーションを大切にして、利用者の方が生き生きと生活で
きる場所をつくっていきたいと思います。

本田 若菜 さん （2018年度卒業）
勤務先： 特別養護老人ホーム
 おおたわら風花苑
宇都宮短期大学附属高等学校出身

■ 社会福祉士との
 ダブルライセンス取得が可能
4年間の学びのなかで介護福祉士になるための知識や技術は
もちろん、一般教養をはじめ医療や福祉に関する学びが充実して
います。
社会福祉士の取得も
可能なカリキュラムと
なっていて、介護福祉士
と社会福祉士の国家
資格ダブルライセンス
がめざせます。

1 ■関連職種連携教育
本学独自の「関連職種連携教育」は、学部・学科の垣根を越えた
チームを編成し、実践しながら、医療福祉の現場で不可欠な
「チーム医療・チームケア」
を学びます。
ほかの職種を理解すること
で多職種が協働して行う
チームワークのノウハウを
修得すると同時に、自分が
めざす職種が果たす役割の
理解を深めます。

3

■豊富な実習施設
大田原キャンパスの敷地内にある複数の医療福祉施設をはじめ、
本学グループには全国に豊富な医療福祉施設があり、ここで
充実した臨床実習を行うことができます。また各施設には多く
の卒業生が働いているため、安心して実習に臨めます。

2 ■国家試験合格率・就職率100％を実現

100% 全国合格率65.3％*

2021年度介護福祉士国家試験合格率（大田原キャンパス）

5年連続
100% ＊ 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

学内実習（入浴介助）

学内実習（ベッド上での移動介助）

医療福祉施設を併設する大田原キャンパス

4
国家試験に向けた対策は手厚く、介護福祉士国家試験の合格率は、
2017年度から5年連続で100％を達成しています。
就職についてもサポート体制を整え、毎年、就職率100％を実現
しています。

■奨学金制度が充実5
介護福祉コースでは、学費の一部免除をはじめ、本学独自の
多彩な奨学金を用意しています。奨学金の返還が免除となる
制度も導入し、「学びたい」気持ちをバックアップします。

▶詳細は裏表紙をご確認ください。

介護
福祉士

社会
福祉士＋

ダブルライセンス取得

国際医療福祉大学
金丸こども園

特別養護老人ホーム
おおたわら風花苑

児童心理治療施設
那須こどもの家

国際医療福祉
リハビリテーション
センター

国際医療福祉大学
クリニック

おおたわら
総合在宅ケアセンター


