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問い合わせ先

住所

フリーダイヤル

E-mail
HP

〒814-0001 
福岡県福岡市早良区百道浜3-6-40

0120-05-5931　(月～土/9:00～17:00)

nyushi@takagigakuen.ac.jp
https：//fiuhw.takagigakuen.ac.jp/

FAX 092-832-1167

TEL 092-832-1200

アクセス

◎地下鉄空港線「藤崎」駅から西鉄バスで約4分、「ももち浜クリニックゾーン前」下車、徒歩約2分
　（徒歩の場合、「藤崎」駅から約15分）
◎西鉄天神大牟田線「西鉄福岡（天神）」駅から西鉄バスで約15分、
　「福岡タワー（TNC放送会館前）」「福岡タワー南口」下車、徒歩約5分
◎JR鹿児島本線「博多」駅から西鉄バスで約23分、
　「福岡タワー（TNC放送会館前）」「福岡タワー南口」下車、徒歩約5分
◎福岡空港から西鉄バスで約43分、「福岡タワー（TNC放送会館前）」「福岡タワー南口」下車、徒歩約5分
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■言語聴覚専攻科 ■医療学部（理学療法学科/作業療法学科/視能訓練学科）
■看護学部（看護学科）
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福岡国際医療福祉大学（本館）
■医療学部
■言語聴覚専攻科
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福岡国際医療福祉大学
看護学部2号館

福岡国際医療福祉大学
看護学部1号館
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MESSAGE

Fukuoka International University of Health and Welfare

「アジアの玄関口」福岡市シーサイドももちに位置した、
高度な看護・リハビリテーションを総合的に学べる大学です。

学長
今 泉　勉

新しい大学で君の可能性にチャレンジしよう

1973年九州大学医学部卒業。卒業後直ちに
渡米。米国で7年間卒後臨床研修、専門医教育
を受け、米国医師免許、米国内科専門医、米国
循環器専門医の資格を取得。バージニア州立
医科大学アシスタントプロフェッサーを経て
1984年より九州大学医学部循環器内科
講師。1994年より久留米大学医学部心臓・
血管内科主任教授に就任。2015年4月より
福岡国際医療福祉学院学院長。2016年4月
より国際医療福祉大学大学院副大学院長。
2018年4月より国際医療福祉大学名誉教授。
2019年4月より福岡国際医療福祉大学学長。

PROFILE

　2年前若者に人気のシーサイドももちに新しく福岡市初のリハビリテーション系の大学が誕生しました。

本年度は看護学部も新設され、西日本屈指の医療系総合大学となります。本大学は高度に専門・分化した医療に

対応できるのみでなく、豊かな教養を備えたリーダーの育成を目指しています。また、私を含め海外経験豊富な

教授陣を揃え、グローバルに活躍できる人材育成を目指しています。日本・世界での高齢社会の到来、そして

今、新型コロナウィルス感染症蔓延により、医療に対するニーズは益々高まっています。のみならず、医学・医療系

の学問は今後大きな発展が期待されます。例えば、看護では感染症専門看護や、麻酔看護など益々看護の

専門性が求められ、理学療法学では、ロボット工学との連携、作業療法学では、認知症の増加に伴い、脳の働き

と手の動きに焦点を当てた人工知能研究が注目をあび、また視機能訓練学ではe-sportsの流行に伴い、

“視覚”に関する研究など、従来の概念にとらわれない新しい刺激的な学問が目白押しです。このような分野に、

若い君たちの創造性が求められています。本大学で学んで、君の可能性にチャレンジしようではありませんか。

勿論、当グループの国試合格率や就職率は日本のトップクラスです。卒業後は医療のみでなく産業界や教育界、

行政でも活躍が期待されます。さあ、福岡市というお洒落な都市でstudent lifeを楽しみ、君たちの将来に

希望・夢を膨らせましょう。

　現在、超高齢社会に向けて医療需要の増大や地域包括ケアシステムの構築といったリハビリテーション医療を取り巻く
環境は大きく変化しており、それらを担う高度な知識を持った医療専門職がますます必要とされています。アジアの玄関口
である福岡市では、グローバルな視点をもった保健・医療サービスの提供や政策の立案に携わる医療従事者の養成が求め
られており、今後は隣接するアジア諸国においてもリハビリテーション専門職の需要が高まると見込まれています。こうした
状況下、政令指定都市である福岡市およびその近郊にはこれまでリハビリテーション専門職を養成する4年制大学がなかったことから、より実践的で高度な
知識を持った医療専門職の人材を養成するため、2019年4月、福岡市で初めてとなるリハビリテーション専門職養成の4年制大学を新設しました。
　また、2021年4月には、グループの学校法人国際医療福祉大学から福岡看護学部を移管し、新たに「看護学部看護学科」を開設いたしました。以前の
学修環境を継承しつつ、他職種の学科と一体となることによって、「チーム医療・チームケア」の学びを更に深めることができると期待しています。
　看護学部を含め、本学のキャンパスは美しい景観と都市機能を併せ持った「ももち浜地区」にあり、「教育・医療・福祉」が一体となった教育環境に立地して
います。この恵まれた環境のなか、経験豊かな教育陣のもと、日本の医療福祉分野の教育をリードしてきた国際医療福祉大学と密接に連携を図りながら、
きめ細かく質の高い教育と研究の実践をめざしてまいります。
　さらに、これまでグループが培ってきた医療専門職養成の実績や教育方針をさらに発展させ、より高度な知識と応用能力を修得した人材を育成するべく、
豊かな人間性を育むリベラルアーツに重きを置いたカリキュラムを編成し、コミュニケーション能力や問題解決能力、各分野に関する科学的・創造的思考や
リスクマネジメント能力の向上をめざした教育に力を入れております。
　今後とも、西日本地区の医療を支えながら、「チーム医療・チームケア」に貢献できるメディカルスタッフの養成をめざし、教職員一丸となって取り組んで
まいりますので、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

理事長
高 木　邦 格

国際的な視野を持ち、次世代のリーダーとなり得る
医療専門職を養成します

福岡国際医療福
祉
大
学6つの

魅力
1 知識と経験豊富な教授陣

各分野のトップクラスの教授陣、
国内外の第一線で活躍する
教員たちが直接指導。
 

福岡国際医療福祉大学特任教授
国際医療福祉大学大学院教授

日本言語聴覚士協会会長
深 浦  順 一

4 万全の国家試験対策と就職サポート体制
トップクラスの実績を誇る姉妹校・国際医療福祉大学との連携による
万全の国家試験対策・就職支援。

2 充実の学内設備と
グループ関連医療福祉施設
隣接する福岡山王病院など
充実のグループ関連医療福祉施設と連携。
学内およびグループ施設には最新の教育設備。

5 海外研修プログラム
8つの国と地域におよぶ学術交流協定の
締結先（大学や病院・施設）で約２週間の
海外研修を実施（選択制）。

3 関連職種連携教育
本学の教育目標「チーム医療・チームケア」を
学ぶ本学独自のカリキュラム。

6 少人数制によるきめ細かい指導と
充実した語学教育
担任制や、学科・学年を超えたアドバイザー制による、
きめ細かい指導。国際的なコミュニケーション能力を高める、
少人数クラス編成による、充実した語学教育。

──　建学の精神　──

「生命の尊厳、生命の平等」
病める人も、障害を持つ人も、健常な人も、

互いを認め合って暮らせる「共に生きる社会」の実現をめざす。

──　教育目標　──
①「チーム医療・チームケア」に貢献できる専門性の高い人材を養成する。  

②保健・医療・福祉分野の高度化・専門化に対応できるとともに、それぞれの分野で指導者となり得る人材を養成する。 

③国内はもとより国際社会でも活躍できる、総合的な臨床能力をもった人材を養成する。

④知識や技術に偏向しない、バランスのとれた豊かな人間性とコミュニケーション能力を持った人材を養成する。

⑤時代のニーズに適合し、地域医療にも貢献できる、実践力のある人材を養成する。

Fukuoka city

Fukuoka International 
University of Health and Welfare
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C O N T E N T S

02

国内はもとより国際社会で活躍できる、
総合的な臨床能力を持った人材を養成するため、

各分野トップクラスの教育陣による
少人数制のきめ細かな指導、
充実した語学教育と国際交流等、
魅力的な学修環境を整えています。

01



●医療専門職の資格を取って、人の役に立つ仕事をしたい。

●大学での他分野の学識、社会人としての経験を生かしたい。

●人とのコミュニケーションを大事にした仕事に就きたい。

●第二の人生のために、資格取得にチャレンジしたい。

●保育士や教員、理学療法士、作業療法士等の資格にプラスして、

　言語・コミュニケーション・摂食嚥下機能に関する勉強を行い、

　専門性を極めたい。

生きることに価値をもたらす、話すこと、聴くこと、解ること、食べることに携わることができる

のが言語聴覚士です。近年、脳機能と言語の関係が解明されています。脳画像を読み取り、

会話能力と結びつけて解釈できる力が求められます。また、ことばや読み書きの力を把握

するために知能検査を代表として、様々な心理系の検査が実施できる力も求められます。

言語聴覚士は幅広い知識と技能を持ち、乳幼児から高齢者まで幅広く対象とします。医療や

福祉関係機関、学校や保育園、放課後デイ施設など多様な場で活躍が期待されます。気持ちを

伝えたり食事が取れるようになったりすることは何よりの喜びです。言語聴覚士は、間違いなく

やりがいのある仕事です。多くの方に仲間になっていただきたいと願っています。

2年間で、言語、聴覚、認知、嚥下の機能獲得や
回復を高度にサポートする言語聴覚士を育成

専攻科長
平島  ユイ子

人間の尊厳、「ことば」の回復を図る

①ことば、②聞こえ、③声や発声、④食べる（噛む・飲み込む）の障害は、生まれつきのものから病気やけがによるものまで原因は様々で、

小児から高齢者まで幅広く対象とします。脳卒中による高次脳機能障害では、失語症など言語機能の回復のみならず、認知症など、

その人の生き方や尊厳を守るためのリハビリテーションの有効性も認められています。

高齢社会でニーズが高まる専門職

言語聴覚士は、日本では1997年に法制化された国家資格です。超高齢社会となり、老齢期の脳卒中などの後遺症による失語症や

嚥下（えんげ）障害、認知症が増えており、言語聴覚療法を必要とする人は全国で650万人以上と言われる中、有資格者は現在

3.3万人しかおらず、明らかに不足しています。今後、ますます社会的ニーズが高まります。

医療福祉分野のほか、教育、企業、さらに、ボイストレーナーとして活躍

医療のみならず、教育や福祉の分野でも、言語聴覚士が求められています。医療機関（病院・クリニック）、リハビリテーションセンター、

介護保険施設、保健所・保健センター、福祉施設、教育機関（特別支援学校、ことばの教室）、補聴器・福祉機器メーカー、NPO法人、

ボイストレーナーなど活躍の場は広がっています。

こんな方におすすめ

これまで大学で学んだこと、社会経験を生かして
ますます活躍が期待される「言語聴覚士」をめざそう

広島大学学校教育学部卒業、福岡教育大学大学院教育学研究
科修士課程修了、国際医療福祉大学保健医療学博士課程
修了。
小学校教諭、特別支援学校教諭、難聴言語通級指導教室教諭、
国際医療福祉大学福岡保健医療学部客員教授などを経て、
現職。
日本教育オーディオロジー研究会理事

PROFILE

MESSAGE

いろいろなキャリアの学生が言語聴覚士をめざしています

◎小脳出血でマヒが残り「食べる」ことがまっ
たくできなかった母が、リハビリテーションで
少し食べられるようになったときは、本人は
もちろん家族もとてもうれしかったです。患者
さんの人生の楽しみをサポートできる言語
聴覚士になりたいと思います。

◎仕事でインタビューしたパラリンピック選手の
「もっと早くに言語聴覚士と出会えていたら、
話すこともラクだったのに」という言葉が忘れ
られず、これまでの経験をだれかのために役立
てることができるかもしれないと考え、言語
聴覚士をめざしています。

◎私自身、話すことが苦手で、うまく言葉が
出てこなかったりするので、言語聴覚専攻科で
改善する方法を学び、同じように苦しんでいる
人の助けになれたら良いなと考えました。

◎児童発達支援の施設や放課後デイサービスで
働くうちに、コミュニケーションに問題のある
子どもたちをもっと支援したいと考えるように
なりました。子どもたちの成長を支える言語
聴覚士をめざしています。

◎大学4年の就職活動中に、障害を持つ子ども
たちの生活を支援したいと言語聴覚士の仕事
に興味を持ちました。患者さんの心に寄り添う
言語聴覚士をめざしています。

◎品質管理の仕事を以前はしていたのですが、日ごろ
から、会社の将来や何の資格も持たない自分自身
に不安を感じていました。そこで、やりがいのある
医療福祉の国家資格を取ろうと入学を決めました。
自信と責任を持って仕事にあたり、患者さんに信頼
していただける言語聴覚士になりたいと思います。

言語聴覚士とは

1期生の声

0403

はなす

食べる

きく

わかる

失語症
発声発語
障害

咀嚼障害
嚥下障害

これらの障害を
持つ方に

検査、訓練、指導、
援助を行う

聴覚障害

言語発達障害
発達障害
認知症
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社会人もしくは大学卒業見込みの方が対象の

言語聴覚専攻科では、既に大学で学んだこと

や社会経験を最大限に生かして、最短の２年で

言語聴覚士の国家試験合格をめざせます。

専門基礎科目から専門科目へと系統的に学ぶ

分かりやすいカリキュラムが特長で、他分野

からの進学者でも無理なく必要な知識や技

術を修得できます。

言語聴覚専攻科の特色■

2年間で言語聴覚士をめざす

柳川療育センターには、外来部門と入所部門があります。外来部門では近隣の

未就学児に対して週2回、入所部門では利用者様に対しては毎日、リハビリテー

ションを行っています。外来部門で子どもたちの成長を観察できたときや、入所

部門で、今まで心を開いてくれなかった利用者様がこれまでにない反応を示して

くださったときは、この仕事を選んでよかったなと思います。この仕事のおもし

ろいところは、訓練の対象者の言語レベルが同じだとしても、特性が違えば、訓練の

仕方や支援の方法が違うということ。言語聴覚士として深い知識と高いスキルが

求められるため、私は、グループ内外の勉強会や学会へ積極的に参加するととも

に、その体験をどう利用者様へ還元していくかを常に考えるようにしています。

今は小児分野を担当していますが、成人分野へも興味があるので、今後、積極的に

勉強会等に参加し、言語聴覚のジェネラリストをめざして、情報を発信できる力を

つけていきたいと思っています。

1
POINT

これからの言語聴覚士には、自閉症や学習障害、

ＡＤＨＤ（注意欠如多動性障害）といった幼少期

からの指導が必要な障害、発達障害に対しても

評価訓練する力が求められます。本専攻科では、

心理検査、発達検査、言語検査などの発達、

言語に関わる検査や訓練の技法修得のため

のカリキュラムを取り入れ、小児言語分野の

教育を充実させています。

ニーズが高まる
小児言語分野の教育が充実

2
POINT

脳卒中による高次脳機能障害や認知症など

では、失語症など言語機能の回復のみならず、

その人の生き方や尊厳を守るためのリハビ

リテーションの有効性が認められています。

本専攻科では、脳画像を読み取り、会話能力

と結び付けて解釈する力、心理系の検査を

実施する力を育て、言語聴覚療法の実践を

科学的に評価し研鑽できる人材を養成します。

人間の尊厳、ことばの回復を図る
スペシャリストを養成

3
POINT

アドミッション・ポリシー
（入学者受入れの方針）

①言語聴覚の分野で活躍したいという目的意識

が明確であり、何事にも自主的に取り組む

ことができる者

②基本的倫理観を持つ者

③各専門知識を学び応用するために必要な

基礎学力を有している者

④海外の保健・医療・福祉、特に言語聴覚療法に

興味を持つ者

ディプロマ・ポリシー
（卒業認定・学位授与の方針）

①基本的倫理を理解し、豊かな教養と高い

専門能力を用いて、時代のニーズや地域で

起こっている課題を理解することができる。

②他職種の役割を理解し、対象者や利用者に

共感しながらチーム医療・チームケアが実践

でき、コミュニケーションと生活の質の維持・

向上に貢献できる。

③言語聴覚療法を実践できるとともに、指導者・

教育者となり得る基礎的能力を身につける。

④国際化に対応した幅広い知識・技術を学修し、

国際的視点を持つことができる。

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）

①「生命の尊厳、生命の平等」という基本的倫理

を基に言語聴覚療法の実践に必要な、基礎的

及び専門的な知識・技術を学修するための

授業科目を開設する。

②保健・医療・福祉分野における関連職種の

役割を理解しチーム医療・チームケアが実践

でき、対象者のコミュニケーションと生活の

質の維持・向上に貢献できる能力を身につける

ための授業科目を開設する。

③国際的な視点に立ち、言語聴覚療法を学修

できる授業を実施する。

言語聴覚士として活躍中！

医 療 学 校

企 業

行 政

福 祉

介 護

活躍のフィールド

●病院（リハビリテーション科、
　耳鼻咽喉科、小児科、
　形成外科、口腔外科）ほか

●障害福祉センター
●小児療育センター ●通園施設
●放課後デイサービスほか

●老人保健施設

●通級指導教室
●特別支援学校
　（聴覚障害・知的障害・肢体不自由）ほか

●補聴器メーカー
●人工内耳メーカーほか

●福祉課　●保健所　●福祉相談所
●地域包括支援センターほか

河崎 昇太 さん
柳川療育センター　リハビリテーション室

言語聴覚専攻科
Postgraduate Speech and Hearing Sciences Course 定 員 

40名大卒者対象
（大学卒業見込み者）

２年課程

言語聴覚士
（国家試験受験資格）

取得可能な資格

言語聴覚士は、言語、聴覚、認知、嚥下に困難がある方を対象に、それらの獲得や回復をサポートします。

医学的な最新の知識や技能をもとに言語聴覚療法を実践し、それを科学的に評価し、自己の技能を高めることが

できる人材を育てます。

言語聴覚専攻科の
養成する人材

本学の最大の特長が、急性期・回復期・維持期の各病院や日本有数の規模を誇る療育施設、医療福祉施設など、他に類を見ない充実の

グループ施設がある点です。これらの施設が言語聴覚専攻科の教育・研究・実習を強力にバックアップするので、施設見学や実習を通して、

言語聴覚士の役割をどこよりも実践的に学べます。



●精神医学
●形成外科学
●臨床歯科医学・口腔外科学
●音声言語・聴覚医学
●中枢神経機能学
●生涯発達心理学
●学習・認知心理学
●心理測定法Ⅰ
●心理測定法Ⅱ

●言語学
●音声学
●音声情報処理学・
　聴覚心理学
●言語発達学
●リハビリテーション入門
●リハビリテーション概論
●リハビリテーション概論演習

【必修】
●医学総論
●解剖学
●生理学
●病理学
●内科学
●小児科学
●リハビリテーション医学
●耳鼻咽喉科学
●臨床神経学

●摂食・嚥下障害学Ⅰ（基礎）
●聴覚障害学Ⅰ
●聴覚障害学Ⅱ
●聴覚障害学Ⅲ
●聴覚障害学Ⅳ

【必修】
●言語聴覚障害学概論
●言語聴覚障害学演習Ⅰ
●言語聴覚障害学演習Ⅱ
●言語聴覚障害診断学
●失語症・高次脳機能障害学
●失語症学
●失語症学演習

【選択】●海外保健福祉事情Ⅰ（講義）

●高次脳機能障害学
●成人言語障害学演習
●言語発達障害学Ⅰ
●言語発達障害学Ⅱ
●言語発達障害学演習Ⅰ
●発声発語障害学
●運動障害性構音障害学Ⅰ（基礎）

通常の言語発達を基に聴覚障害児の言語力を

評価し、発達段階に応じた聴覚検査を用いて補聴器

や人工内耳の装用状況を把握し、言語コミュニ

ケーション能力を育てるための訓練プログラムを

立案します。聴覚以外の発達障害や知的障害を

併せ持つ場合の対応についても学修します。

失語症や認知症、摂食嚥下障害を抱えた症例に

対する訓練や指導を自分たちで考え、報告

します。学修した評価方法を基に問題を探索し、

指導方法を考え、訓練や指導の効果を検証

できる力を育てます。

成人言語障害学演習 小児聴覚障害学Ⅱ（応用）
中島　康平 さん （東洋大学卒）　
言語聴覚専攻科　2年

言語、聴覚、嚥下に加えて、認知症や発達障害に対する言語聴覚療法についても、医学的知見に基づいた幅広い知識が学修

できるよう系統的に科目を配置しています。

２年間の学修の流れ■

特色ある授業（演習・実習）■

1週間の時間割例■

言語・聴覚・脳機能について
理解しやすい科目配置

　1年次の前期では、解剖学や内科学など言語聴覚士に必要な医学的な知識を身に付ける

ための講義が中心です。後期になると演習科目が増え、症例の情報から患者さんの状態を

分析するなど前期で身に付けた知識を実際に使う機会が増えてきます。

　印象的だった授業は、「成人言語障害学演習」の授業です。言語障害を抱える症例の情報

をもとに患者さんのコミュニケーションの状態を把握し、目標を達成するためにはどのような

方法で訓練を行うべきかを学生間で一から考える実践的な講義でした。

　この講義では、実際の臨床場面をイメージでき、言語聴覚士の専門性について深く学ぶ

ことができました。また、実際の患者さんに検査やリハビリテーションを適切に行うためには

どんな勉強が必要なのかを改めて認識しました。

　本専攻科の魅力は講義の中で学ぶだけではなく、得た知識を実際に使いながら学ぶこと

ができる点だと思います。

　社会人経験を持つ方も多くクラス全体的に勉強に対するモチベーションが高く、今までの

経験からそれぞれの得意分野があり、お互いに協力しながら勉強することができるのも本専

攻科の魅力です。この充実した環境の中、国家資格を取得し、患者さんの笑顔を引き出せる

言語聴覚士になりたいです。

症例をもとにした実践的な講義。
修得した知識を、すぐに実践できる充実した環境です。

在学生のコメント

専門基礎科目

専門科目

【必修】
●臨床心理学
●社会保障制度論・医療関連法規

専門基礎科目

【必修】
●言語聴覚障害学特論Ⅰ
●言語聴覚障害学特論Ⅱ
●言語聴覚障害学研究法概論
●言語発達障害学演習Ⅱ
●音声障害学
●運動障害性構音障害学Ⅱ（応用）
●器質性構音障害学

●機能性構音障害学
●摂食・嚥下障害学Ⅱ（応用）
●吃音学
●小児聴覚障害学Ⅰ（基礎）
●小児聴覚障害学Ⅱ（応用）
●臨床実習

専門科目

１年次 行き届いたアドバイザー制度のもとで
言語聴覚療法の基本から専門までを修得します。

2年次 言語聴覚療法の専門領域をまとめ
臨床実習に臨みます。

0807

月 火 水 木 金 土
リハビリテーション入門

医学概論

生理学

臨床歯科医学・
口腔外科学

生涯発達心理学

リハビリテーション概論

失語症・
高次脳機能障害学

病理学

内科学

失語症学

中枢神経機能学

聴覚障害学Ⅰ

─

─

─

─

─

リハビリテーション概論

失語症・
高次脳機能障害学

言語発達障害学Ⅰ聴覚障害学Ⅱ

心理測定法Ⅰ

リハビリテーション演習

学習・認知心理学 解剖学

音声学

音声情報処理・
聴覚心理学

1時限
9：00～10：30

2時限
10：40～12：10

3時限
13：00～14：30

4時限
14：40～16：10

5時限
16：20～17：50



専門のキャリア支援担当と教員で就職をサポート
グループ関連施設の人事担当者が採用のポイントを説明会で解説

全国から寄せられる言語聴覚士の求人数は驚きの数。高齢者から乳幼児までの幅広い年齢層の方を対象とし、音声や言語、聴覚、認知、嚥
下と多様な分野に言語聴覚士が関わっているためです。専攻科では、学生自身のこれまでのキャリアを考慮し、どういった分野で働きたいか
という思いを大切にし、普段の講義や実習で生かしていきます。学生の多くは、医療福祉の経験がありません。そこで、1年次から医療や福
祉、教育関連施設の見学や体験を行い、先輩言語聴覚士の働く姿を見る中で自身の将来像や就職先を考えていきます。また、キャリア支援
担当職員と教員がひとり一人に合った丁寧な相談や支援を実施し就職をサポートします。

本学はトップクラスの国家試験合格率を誇る国際医療福祉大学の姉妹校です。国際医療福祉大学は2020年度においても全学部・学科で
全国合格率を大きく上回っています。この高い国家試験合格率のノウハウを生かし国家試験合格率100％をめざします。

トップクラスの国家試験合格率を誇る姉妹校「国際医療福祉大学」のノウハウを生かす

 学生
カウンセリング

その他のサポート

グループ施設利用

オリエンテーションやグループ活動の
施設として、湯布院セミナーハウスと
アミティ湯布高原が利用できます。

学生が無料で利用できる「学生相談
室」を設置しています。カウンセラー
（臨床心理士）が学生の悩みを聞き、
問題解決のお手伝いをします。

関連病院での
医療費サポート 

キャンパスに隣接する福岡山王病
院をはじめグループ関連施設で学生
が診療や入院など受診したときは、教
育後援会費から診療費の補助が受け
られます。

きめ細かなサポート 国際医療福祉大学大学院
～一人ひとりを大切にした教育から就職支援まで～

国際医療福祉大学 大学院／主な分野・専攻紹介

国際医療福祉大学大学院でキャリアアップ

◎最先端の高度な技能を備えた専門職へ　◎新しい知識や技術を創出し、未来を拓く研究者・教育者へ

医療福祉学研究科・保健医療学専攻
高度な知識技能と指導管理能力をもつ臨床の指導者、研究者、教育者の
育成に力を注いでいます。修了後に大学教員に採用された人もいます。
言語、聴覚、発声発語、摂食嚥下の全領域の研究が可能で、実績ある教員
が指導します。

言語聴覚分野
修士課程2年間

博士課程3年間

社会人でも学びやすい、国際医療福祉大学大学院の特長

1 カリキュラム
多くの授業を平日夕方以降と土曜日に開講。
eラーニングシステムを用いたＶＯＤ授業、夏期・冬期や日曜日の集中講義も充実しています。

2 同時双方向遠隔授業
テレビ会議方式を用いた遠隔授業システムで、
音声や映像、パソコンのファイル情報がリアルタイムで共有できます。

3 全国に７つのキャンパスを展開
全国に７つのキャンパスを開設。それぞれのキャンパスを
遠隔授業システムで繋ぎ、遠隔地からの授業も不便なく受講できます。

４ 福岡キャンパスで学べる
同時双方向遠隔授業システムの導入により、
福岡市百道浜にある国際医療福祉大学大学院の福岡キャンパスで学ぶことが可能です。

５ グループ内奨学金制度
本学は国際医療福祉大学大学院と姉妹校です。大学院進学にあたっては入学金免除、
グループ施設勤務者への奨学金制度を受けられるなどの優遇措置があります。

　私は患者さんへ貢献するべく、国立大医学部の研究室（生命科学科神経病理学教室）で中枢神経疾患における新規治療薬開発
の基礎研究を行ってきました。しかし、研究はマウスの行動解析や顕微鏡をのぞく作業が多く、患者さんに貢献できているのか
疑問を感じていました。そんな時に言語聴覚士の先生と出会い、言語聴覚士がコミュニケーションを重視して臨床へ貢献している
ことを学びました。これは私の望んでいた仕事であると感じたので、福岡国際医療福祉大学の言語聴覚専攻科への進学を決め
ました。しかし、前大学で培った神経解剖学や神経病理学の知識、研究姿勢のブランクを生みたくありませんでした。そこで、治療薬
開発とは違う側面から研究を行い、これまでの経験を活かして直接的な患者さんのサポートを可能にする国際医療福祉大学
大学院への同時進学を選択しました。
　これまでの研究を活用して、より臨床的な研究者へと飛躍できる。そして、最短で言語聴覚士の国家資格取得をめざせる福岡国際
医療福祉大学と、姉妹校である大学院との連携システムはとても魅力的です。

先輩の声

言語聴覚専攻科で学びながら大学院でさらなるスキルアップ!言語聴覚専攻科で学びながら大学院でさらなるスキルアップ!

国家試験対策・支援国家試験対策・支援

万全の就職サポート体制万全の就職サポート体制
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理学療法学分野
修士課程2年間

博士課程3年間

作業療法学分野
修士課程2年間

博士課程3年間

視機能療法学分野
修士課程2年間

博士課程3年間

看護学分野
修士課程2年間

博士課程3年間

医学研究科・医学専攻

基礎医学研究分野 社会医学研究分野 臨床医学研究分野

博士課程4年間医学研究科・公衆衛生学専攻 修士課程2年間

リハビリテーション学分野
修士課程2年間

博士課程3年間

医療福祉教育・管理分野
修士課程1年間（課題研究論文コース）

修士課程2年間（修士論文コース）

博士課程3年間（博士論文コース）

同時双方向
遠隔授業

大田原
キャンパス
（栃木県大田原市）

成田
キャンパス
（千葉県成田市）

福岡
キャンパス
（福岡県福岡市）

大川
キャンパス
（福岡県大川市）

東京赤坂
キャンパス
（東京都港区）

熱海
キャンパス
（静岡県熱海市）

小田原
キャンパス
（神奈川県小田原市）

国際医療福祉大学大学院 言語聴覚分野・言語聴覚障害領域
福岡国際医療福祉大学言語聴覚専攻科　2年  赤沢悠依

福岡国際医療福祉大学 理学療法学科 作業療法学科 視能訓練学科 看護学科 言語聴覚専攻科/

国際医療学分野 医療福祉管理学分野 疫学・社会医学分野

「医学部卒業の経験を生かし、言語聴覚専攻科と大学院への同時進学を決意」

定期的な模擬試験を行います。
模擬試験を通して自分の実力を
知り、苦手分野や課題を発見して
いきます。

POINT2
模擬試験の実施

POINT1

国家試験頻出問題のポイントを
解説します。実績ある講師の
解説で弱点が補強できます。
経験豊富な教員が学修ポイント
を指導します。

国家試験対策講座を開講

　本学の姉妹校である国際医療福祉大学大学院は、仕事を持つ社会人が学べるようにさまざまな配慮をした、他に類をみないユニークな
大学院です。また、社会のニーズをいち早く察知した新しい専攻や分野を次々に開設しているのも特長です。福岡国際医療福祉
大学の卒業生が大学院に進学する際は、入学金免除、グループ内奨学金などの優遇もあります。卒業大学での経験によっては、
福岡国際医療福祉大学の言語聴覚専攻科に在学しながら、国際医療福祉大学大学院で、より専門性を高めることもできます。

2021年3月に1期生を輩出し、
万全の国家試験対策により高い国家試験合格率を達成しました。

88.2%言語聴覚士
国家試験合格率

※2020年度(1期生)実績
69.4%
（全国合格率）



CAMPUS GUIDE

6F女子トイレ 男子トイレ
暗室2

暗室3暗室1
眼科
実習室情報処理室

ロッカー室

視能訓練
実習室

シールドルーム

教室

女子トイレ 男子トイレ
防音室

防音室

防音室
検査室観察室訓練室

教室

教材
作成室

言語聴覚専攻科
基礎実習室 教室

ADL（日常動作訓練）室 教室

5F

4F女子トイレ 男子トイレ動作解析室
機能訓練室
治療室
水治室

金工室
木工室

装具加工室
教室

3F基礎実習室
基礎医学実習室

レクリエーション室 共同実験室

女子トイレ 男子トイレ

ロッカー室

教室

眼科実習室暗室

情報処理室

6F

検査室

防音室

5F

使い勝手のよいパウダールーム

教室からの眺めはオーシャンビュー

その他

IT教室 織物・手工芸室

体育館（ももちアスリーナ）

2F

1F

2F

体育館（ももちアスリーナ）

陶工室
絵画室

織物・手工芸室

女子トイレ

女子トイレ

男子トイレ

女子トイレ

男子トイレ

ロッカー室

IT教室

教室

基礎医学実習室

3F

図書館 学生ラウンジ

学生食堂（M's cafe） テニスコート

面談室

校舎の外の風景（オブジェ）

1F

装具加工室

機能訓練室

ADL（日常動作訓練）室

4F

キャンパスガイド

学生食堂で
人気の日替定食は
毎日2種類提供。
カレーや麺類など
メニューも豊富です!

学生ホール
事務室

面談室

教員室

図書館

学生ラウンジ

テニスコート 女子トイレ

男子トイレ

学生食堂
（M’s Cafe）

福岡国際医療福祉大学のキャンパスは、学生の皆さんの“学生生活の質”（Quality of Campus Life）を大切にするという考えに基づいて作られています。
校舎には最新鋭の設備のある学修環境はもちろん、アメニティ～快適さを配慮した生活環境が整っています。
このため、毎日を快適に過ごしながら学修に集中することができます。

学内施設（本館）学内施設（本館）
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専攻科・学部同時開催日程

専攻科単独開催日程

オープンキャンパス Open Campus

専攻科説明会（地方会場） University Briefing Session

5月29日（土）
2021年

6月26日（土） 
2021年

9月25日（土）
2021年

11月13日（土）
2021年

12月25日（土）
2021年

2月26日（土）
2022年

3月12日（土）
2022年2022年 2022年

◎大学概要説明　◎学科紹介　◎入試ガイダンス　◎個別説明会　◎当日参加された方にはオリジナルキャンパスグッズプレゼント
※お友達や保護者の同伴の参加もOK
※お申込み方法等の詳細は本学Webサイトをご確認ください。
※開催日、会場は変更になる場合があります。最新の情報は本学Webサイトをご確認ください。

7月11日（日）
2021年

8月21日（土）
2021年

8月8日（日）
2021年

12月4日（土）
2021年

時間　①15：00～16：30  ②18：00～19：30
　　　　 ※印のある日程は14：30より現役学生との懇談会を開催
〈主な内容〉
◎大学概要説明
◎学科紹介
◎体験授業
◎個別説明会
◎当日参加された方には
　オリジナルキャンパスグッズプレゼント
※お友達や保護者の同伴の参加もOK
※事前に予約が必要です。詳細は本学Webサイトをご確認ください。
※開催日、内容については変更になる場合があります。最新の情報は本学Webサイトをご確認ください。
※新型コロナウィルス感染症の影響で当日本学へお越しになれない方は、Web を使用した遠隔での説明にも対応致します。
　本学会場での参加が難しい場合は、参加お申し込み時に「遠隔での説明希望」とお伝えください。

〈体験授業〉
①聞こえのしくみと聴力検査の体験　　　　②難聴の人との関わり方と補聴器体験
③子どもの発音検査と指導　　　　　　　　④子どもの言葉の検査と言葉の獲得
⑤嚥下のしくみと嚥下食つくり　　　　　　 ⑥認知症の人の特徴と検査体験
⑦声の出るしくみと声の出ない方への支援　⑧遂行機能検査と訓練
⑨認知症と認知訓練　　　　　　　　　　　⑩聞き取り能力と聞こえの訓練

鹿児島 山口大分 長崎

次のいずれかの条件を満たす者

1. ４年制大学を卒業した者、または2022年3月末までに卒業見込みの者

2. 学校教育法第104条第7項の規定により、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者、

　 または2022年3月末までに学士の学位を授与される見込みのある者

3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者、または2022年3月末までに修了見込みの者

4. 専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で

　 文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者、または2022年3月末までに修了見込みの者

5. 文部科学大臣の指定した者

早期に合格して入学を決めた方には、専任教員による入学前指導を実施します（希望者のみ対象、費用負担なし）。

希望者には、専門分野に関する学修課題を提示し、入学までの間に専任教員による定期的な添削・個別指導を行います。

この特典により、早期に入学を決めた方から、確実な資格取得を目指して、いち早く学修をスタートさせることが可能です。

1.選考方法／出願書類および個人面接

2.選考日・試験地

3 . 入学検定料／３０，０００円

単位：円

入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 年度合計

1,500,000

1,500,000

2年間総額

3,000,000
300,000

300,000

0

300,000

900,000

900,000

300,000

納付時期

初年度

２年次

※入学定員に達した場合、その時点で募集を終了することがあります。

専攻科 募集人員

言語聴覚専攻科 40名

※出願資格など入学者選考に関する詳細は、「福岡国際医療福祉大学 言語聴覚専攻科 2022募集要項」をご覧ください。

選考区分 選考日 試験地 出願期間［消印有効］ 合格発表日

2021年6月28日（月）

8月  8日（日）

9月11日（土）

6月14日（月）～  6月23日（水）

7月19日（月）～  8月  3日（火）

7月  2日（金）13：00

8月13日（金）13：00

入学者
選考

福岡

福岡

10月16日（土） 9月22日（水）～10月  6日（水） 11月  1日（月）13：00福岡

11月20日（土） 11月  1日（月）～11月11日（木） 12月  1日（水）13：00福岡

12月12日（日） 11月22日（月）～12月  7日（火）

12月24日（金）～1月19日（水）

12月17日（金）13：00福岡

2022年  2月  1日（火）
2月12日（土）13：00

福岡2月  2日（水）

2月14日（月）～2月24日（木） 3月11日（金）13：00

福岡・山口・長崎
大分・鹿児島

3月  4日（金） 福岡

3月19日（土） 3月  1日（火）～3月15日（火） 3月23日（水）13：00福岡

8月23日（月）～  9月  6日（月） 9月17日（金）13：00福岡

第1回

第2回

第1回

第2回

第2回

第3回

第1回

第3回

第4回

第3回

I期

Ⅱ期

Ⅲ期
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入学者選考要項と日程入学者選考要項と日程

8月7日（土）
2021年

10月30日（土）
2021年

募集人員

入学者選考

出願資格

学生納付金

早期入学決定者特典

2月5日（土）1月15日（土）

※ ※

※※

※

時間　10：00～11：30
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