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進路をイメージした3つのコースで
専門知識を深めていきます。
臨床の場で活躍するための「臨床栄養コース」、産業の場で活躍す
るための「食品開発コース」、教育・福祉の場で活躍するための「栄
養教諭食育コース」から、進路や興味に応じて選択でき、実務経験
豊富な教員が実践的な教育を行います。

1

スタートアッププログラムを通して
のびしろを伸ばすベースをつくります。
高等学校とは異なる大学での学びを理解し、自主学習へと導く学科独
自のプログラムです。授業外の時間に行う課題や復習は、教員との距離
を近づける機会にもなっています。また新しい仲間とのコミュニティづく
りを後押しするなど、のびしろを伸ばすベースづくりに力を入れています。

2

3

トータルヘルスの考えを社会で広く実践・
発信できる専門性を身につけます。
子どもから高齢者、就労者の方など、だれもが生き生きと過ごすこと
のできる社会のために、健康科学の基礎知識を修得し、健康・安全・
環境に関わる「トータルヘルス」の考えを実践・発信できる専門性を
身につけます。

1

子どものメンタルヘルス対策やストレスの
緩和を担う養護教諭を育成します。
近年、学校における児童・生徒のこころのケアが、ますます重要視さ
れています。子どもの心身の健康管理に加えて、看護の基礎技術や
心理の専門知識などを備え、教職員や保護者などと連携できる養
護教諭をめざします。

2

卒業後も定期的に研究会に集い
知見を高め合っています。
プロフェッショナルとして活躍するためには、卒業後も学び続けなくては
なりません。そこで卒業生が互いを高め合う場として「栄養士・管理栄養
士研究会」を発足させ、症例研究や研究発表、講演会などを行っていま
す。教員が豊富な臨床経験を活かし、卒業生の相談にも応じています。

学内外での多彩な実践の機会から
理論と結びつけ、現場力を養います。
学内での実習や演習の充実をはじめ、学外での看護臨床実習や
養護実習、教育実習、インターンシップなど多彩なアクティブラー
ニングが、学生ののびしろを最大限に伸ばし、希望の進路へ導き
ます。

3

次代のソーシャルワーカーに
求められる確かな力を身につけます。
利用者の方や住民の方との出会いや感動を大切にする「ここ
ろ」と、そこから生まれるそれぞれの「おもい」をもとに、人の幸
せや社会の豊かさに貢献できる「かたち」を生み出す「ちから」
（福祉マインド）を育みます。

将来の地域福祉をリードするため
幅広い領域を学んだ専門家をめざします。
福祉をはじめ、医療や産業、教育など幅広い領域を学びます。そ
こから地域社会が抱える問題と立ち向かい、解決法を考え抜く
力を養います。将来の地域福祉活動をリードできる専門家に必
要な知識・技能をしっかり身につけます。

科学的根拠にもとづいた心理学を
最新の研究分野まで幅広く学びます。
データや実験にもとづいて、人のこころや行動を分析・理解す
るサイエンス「心理科学」を学ぶほか、こころの健康維持・増進
のための「健康・医療心理学」「ポジティブ心理学」といった新
分野にも挑戦します。

心理系学部ならではの深い学びと
実践力を育む授業科目が魅力です。
“学問”として「心理学」を研究しているため、専門性の高い心理
学の専任教員から学べるのが魅力です。医師、公認心理師、精
神保健福祉士など、国家資格をもつ教員に加え児童相談所や
医療現場など実務に長けた教員から学べます。

実習や地域と連携したプロジェクトで、
福祉の現場に必要な主体性を育てます。
社会福祉施設や相談機関と連携した学外実習やプロジェクト
を用意しています。この経験の積み重ねが、学生ののびしろを大
きく伸ばし、主体的に福祉の現場と関わる積極性を育みます。

「心のエキスパート」として
職場で活躍する道をひらきます。
福祉の総合大学だからこそ提供できる５領域に関連する授業や
充実した実習を通して、心理学の将来を担うことができる人材
を養成します。
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関西福祉科学大学
学校法人  玉手山学園

お問い合わせ
資料請求先

［入試広報部］

学園総合体育館

関西福祉科学大学

関西福祉科学大学

〒582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘3丁目11番1号
直通TEL 072-978-0676　FAX 072-978-0377
https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/

3学部4学科
※社会人選抜（専願制）を実施しています。　※保健医療学部、教育学部に関しては編入学制度を実施しておりません。

社会福祉学部

主な取得資格・免許

●社会福祉士（国家試験受験資格）

●社会福祉主事任用資格★

Q&A編入学に
ついての

募集定員

20名
社会福祉学科

心理科学部

募集定員

10名
心理科学科

取 得可能な資 格

●日本心理学会認定「認定心理士」
●日本健康心理学会認定「認定健康心理士」
●社会福祉主事任用資格★

既修得単位の認定について教えてください。

本学では、分野を問わず編入学前の大学や短期大学などで修得した単
位を科目読替（既修得科目を本学科目に読替）したものを含め、3年次編

入学と同時に60単位を一括認定します。（卒業要件単位は124単位です。）

Q

A
科目の読替について教えてください。

読替については、入学後に出身校の成績証明書をもとに行います。本学
科目と時間数や内容がほぼ同等であると本学が認定した場合に読替を

認めます。認定の際に、既取得の教職免許状、各資格証明書の写しやシラバスな
どの提出を求める場合もあります。ただし、社会福祉学科と心理科学科の専門科
目などについての読替は行わない場合がありますので、詳しくは入試広報部まで
お問い合わせください。

Q

A

健康福祉学部

主な取得資格・免許

●養護教諭一種免許状※　●第一種衛生管理者
●准学校心理士 ●日本健康心理学会認定「認定健康心理士」
●社会福祉主事任用資格★

募集定員

10名

健康科学科
健康福祉学部

募集定員

5名

福祉栄養学科

関西福祉科学大学へのアクセス

学費・実習費等（2023年度予定）

本学へのアクセス

【入学金・学費】

パーソナル相談会
月～金（土・日・祝祭日を除く）

9:30～18:00

来学型
オープンキャンパス

■社会福祉学部 社会福祉学科 ■心理科学部 心理科学科 ■健康福祉学部 健康科学科

「どうしよう?! オープンキャンパスに行けない…」でも大丈夫 !! 事前予約制

事前予約制

 オープンキャンパス、パーソナル相談会の詳細はホームページでご確認ください。WEB

年間を通じて、平日にパーソナル相談会を実施しています。
直接大学に来る事のできない方の為にWebによる相談も受け付けています。
大学の概要や学科説明、入試制度まで丁寧に個別相談に応じます。

【お問い合わせ・お申し込み】入試広報部 TEL.072-978-0676［直通］（受付時間/月～金 9:30～17:30）

費　用 金　額 備　考

入学時のみ200,000円入　　 学　 　金

900,000円授　 業　 料（年）

200,000円教 育 充 実 費（年）
春学期・秋学期の2期に分納

費　用 金　額 備　考

入学時のみ200,000円入　　 学　 　金

1,100,000円授　 業　 料（年）

150,000円教 育 充 実 費（年）
春学期・秋学期の2期に分納

■健康福祉学部 福祉栄養学科

●近鉄大阪線「河内国分（関西福祉科学大学前）」（急行停車）駅下車　徒歩約12分 
●近鉄大阪線「大阪教育大前」（準急停車）駅下車  徒歩約10分
●JR大和路線「高井田」駅下車  徒歩約25分  スクールバス約10分
●近鉄南大阪線「古市」駅下車  スクールバス約20分

※学友会費［入会金2,000円、年会費6,000円（2期に分納）］、教育後援会費［年会費20,000円（2期に分納）］を代理徴収します。
※卒業年次に、同窓会費（入会金5,000円、終身会費10,000円）を別途代理徴収します。
※経済情勢により上記金額を変更する場合があります。
※本学では入学前の寄付金制度はありません。入学後、寄付金を募集する時はすべて任意での取り扱いとなります。

主な取得資格・免許

●管理栄養士（国家試験受験資格）※
●栄養士
●フードスペシャリスト（受験資格）
●社会福祉主事任用資格★
※管理栄養士（国家試験受験資格）については、Q&Aを参照してください。

福祉栄養学科に編入学希望です。管理栄養士国家試験受験資格

を取得したいのですが、可能ですか? また、食品衛生監視員およ

び食品衛生管理者任用資格も取得できますか?

出身校で取得した栄養士または管理栄養士指定科目の単位を、卒業必
修科目・管理栄養士国家試験受験資格必修科目の単位として認定でき

ない場合は、卒業および受験資格取得に3年以上を要する場合があります。また、
「食品衛生監視員」および「食品衛生管理者」任用資格を取得できる方は、出
身校が食品衛生管理者等養成施設として認可を受けているかどうか、および、
認可を受けている出身校での単位の取得状況によります。詳しくは、入試広報
部までお問い合わせください。

Q

A

健康科学科に編入学希望です。養護教諭二種免許状をもっている

のですが、編入学後2年間で養護教諭一種免許状を取得すること

は可能ですか？また、養護実習を再履修する必要がありますか?

「養護教諭二種免許状」既取得者、もしくは2023年3月取得見込者は
編入学後2年間で取得が可能です。「養護教諭二種免許状」未取得者

は、編入学後3年間を要する場合があります。また、養護実習については本学で
再度履修する必要があります。詳しくは入試広報部までお問い合わせください。
＊免許状取得に必要な単位認定の状況によって免許申請が個別申請になる場合があります。
＊「養護教諭一種免許状」の取得を卒業するための条件とはしておりません。

Q

A

「なりたい自分がある」「夢中になれるものを見つけたい」そんな、自分の未来への強い想いは、人を大きく成長させます。

関西福祉科学大学（福科大）は、あなたの“想い”と真剣に向き合って、一緒にそれを実現する大学です。

福祉の総合大学として、各分野の高度な専門教育と、人と関わり支援する仕事に必要なコミュニケーション能力や、

豊かな人間性を高めるための教養教育で、一人ひとりの“想い”を実現させます。

最寄り駅からのアクセス
●近鉄大阪線「河内国分（関西福祉科学大学前）」駅
●JR大和路線「高井田」駅  ●近鉄大阪線「大阪教育大前」駅
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この想い、実現する。
社会で
実践する

〔注〕各学科とも、履修上の都合により複数の資格を同時に取得できないことがあります。
★社会福祉主事とは、福祉事務所現業員（ケースワーカー）として任用される者に要求される資格（任用資格）であり、社会福祉施設職員などの資格に準用されています。
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7/24日 8/11　　
8/28日 12/18日

※時間や内容等の詳細は
　本学ホームページを
　ご確認ください。

※養護教諭一種免許状については、Q&Aを参照してください。

木・祝

2023年度
3年次編入学

心理科学部

心理科学科

社会福祉学部

社会福祉学科

健康福祉学部

健康科学科
福祉栄養学科

関西福祉科学大学

※公認心理師国家試験受験資格の学部要件取得をめざす場合は、編入学後３年以上
　を要します。
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充実した実習を通して、心理学の将来を担うことができる人材
を養成します。

2023年度 関西福祉科学大学_3年次編入学パンフ表

関西福祉科学大学
学校法人  玉手山学園

お問い合わせ
資料請求先

［入試広報部］

学園総合体育館

関西福祉科学大学

関西福祉科学大学

〒582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘3丁目11番1号
直通TEL 072-978-0676　FAX 072-978-0377
https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/

3学部4学科
※社会人選抜（専願制）を実施しています。　※保健医療学部、教育学部に関しては編入学制度を実施しておりません。

社会福祉学部

主な取得資格・免許

●社会福祉士（国家試験受験資格）

●社会福祉主事任用資格★

Q&A編入学に
ついての

募集定員

20名
社会福祉学科

心理科学部

募集定員

10名
心理科学科

取 得可能な資 格

●日本心理学会認定「認定心理士」
●日本健康心理学会認定「認定健康心理士」
●社会福祉主事任用資格★

既修得単位の認定について教えてください。

本学では、分野を問わず編入学前の大学や短期大学などで修得した単
位を科目読替（既修得科目を本学科目に読替）したものを含め、3年次編

入学と同時に60単位を一括認定します。（卒業要件単位は124単位です。）

Q

A
科目の読替について教えてください。

読替については、入学後に出身校の成績証明書をもとに行います。本学
科目と時間数や内容がほぼ同等であると本学が認定した場合に読替を

認めます。認定の際に、既取得の教職免許状、各資格証明書の写しやシラバスな
どの提出を求める場合もあります。ただし、社会福祉学科と心理科学科の専門科
目などについての読替は行わない場合がありますので、詳しくは入試広報部まで
お問い合わせください。

Q

A

健康福祉学部

主な取得資格・免許

●養護教諭一種免許状※　●第一種衛生管理者
●准学校心理士 ●日本健康心理学会認定「認定健康心理士」
●社会福祉主事任用資格★

募集定員

10名

健康科学科
健康福祉学部

募集定員

5名

福祉栄養学科

関西福祉科学大学へのアクセス

学費・実習費等（2023年度予定）

本学へのアクセス

【入学金・学費】

パーソナル相談会
月～金（土・日・祝祭日を除く）

9:30～18:00

来学型
オープンキャンパス

■社会福祉学部 社会福祉学科 ■心理科学部 心理科学科 ■健康福祉学部 健康科学科

「どうしよう?! オープンキャンパスに行けない…」でも大丈夫 !! 事前予約制

事前予約制

 オープンキャンパス、パーソナル相談会の詳細はホームページでご確認ください。WEB

年間を通じて、平日にパーソナル相談会を実施しています。
直接大学に来る事のできない方の為にWebによる相談も受け付けています。
大学の概要や学科説明、入試制度まで丁寧に個別相談に応じます。

【お問い合わせ・お申し込み】入試広報部 TEL.072-978-0676［直通］（受付時間/月～金 9:30～17:30）

費　用 金　額 備　考

入学時のみ200,000円入　　 学　 　金

900,000円授　 業　 料（年）

200,000円教 育 充 実 費（年）
春学期・秋学期の2期に分納

費　用 金　額 備　考

入学時のみ200,000円入　　 学　 　金

1,100,000円授　 業　 料（年）

150,000円教 育 充 実 費（年）
春学期・秋学期の2期に分納

■健康福祉学部 福祉栄養学科

●近鉄大阪線「河内国分（関西福祉科学大学前）」（急行停車）駅下車　徒歩約12分 
●近鉄大阪線「大阪教育大前」（準急停車）駅下車  徒歩約10分
●JR大和路線「高井田」駅下車  徒歩約25分  スクールバス約10分
●近鉄南大阪線「古市」駅下車  スクールバス約20分

※学友会費［入会金2,000円、年会費6,000円（2期に分納）］、教育後援会費［年会費20,000円（2期に分納）］を代理徴収します。
※卒業年次に、同窓会費（入会金5,000円、終身会費10,000円）を別途代理徴収します。
※経済情勢により上記金額を変更する場合があります。
※本学では入学前の寄付金制度はありません。入学後、寄付金を募集する時はすべて任意での取り扱いとなります。

主な取得資格・免許

●管理栄養士（国家試験受験資格）※
●栄養士
●フードスペシャリスト（受験資格）
●社会福祉主事任用資格★
※管理栄養士（国家試験受験資格）については、Q&Aを参照してください。

福祉栄養学科に編入学希望です。管理栄養士国家試験受験資格

を取得したいのですが、可能ですか? また、食品衛生監視員およ

び食品衛生管理者任用資格も取得できますか?

出身校で取得した栄養士または管理栄養士指定科目の単位を、卒業必
修科目・管理栄養士国家試験受験資格必修科目の単位として認定でき

ない場合は、卒業および受験資格取得に3年以上を要する場合があります。また、
「食品衛生監視員」および「食品衛生管理者」任用資格を取得できる方は、出
身校が食品衛生管理者等養成施設として認可を受けているかどうか、および、
認可を受けている出身校での単位の取得状況によります。詳しくは、入試広報
部までお問い合わせください。

Q

A

健康科学科に編入学希望です。養護教諭二種免許状をもっている

のですが、編入学後2年間で養護教諭一種免許状を取得すること

は可能ですか？また、養護実習を再履修する必要がありますか?

「養護教諭二種免許状」既取得者、もしくは2023年3月取得見込者は
編入学後2年間で取得が可能です。「養護教諭二種免許状」未取得者

は、編入学後3年間を要する場合があります。また、養護実習については本学で
再度履修する必要があります。詳しくは入試広報部までお問い合わせください。
＊免許状取得に必要な単位認定の状況によって免許申請が個別申請になる場合があります。
＊「養護教諭一種免許状」の取得を卒業するための条件とはしておりません。

Q

A

「なりたい自分がある」「夢中になれるものを見つけたい」そんな、自分の未来への強い想いは、人を大きく成長させます。

関西福祉科学大学（福科大）は、あなたの“想い”と真剣に向き合って、一緒にそれを実現する大学です。

福祉の総合大学として、各分野の高度な専門教育と、人と関わり支援する仕事に必要なコミュニケーション能力や、

豊かな人間性を高めるための教養教育で、一人ひとりの“想い”を実現させます。

最寄り駅からのアクセス
●近鉄大阪線「河内国分（関西福祉科学大学前）」駅
●JR大和路線「高井田」駅  ●近鉄大阪線「大阪教育大前」駅
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この想い、実現する。
社会で
実践する

〔注〕各学科とも、履修上の都合により複数の資格を同時に取得できないことがあります。
★社会福祉主事とは、福祉事務所現業員（ケースワーカー）として任用される者に要求される資格（任用資格）であり、社会福祉施設職員などの資格に準用されています。
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7/24日 8/11　　
8/28日 12/18日

※時間や内容等の詳細は
　本学ホームページを
　ご確認ください。

※養護教諭一種免許状については、Q&Aを参照してください。

木・祝

2023年度
3年次編入学

心理科学部

心理科学科

社会福祉学部

社会福祉学科

健康福祉学部

健康科学科
福祉栄養学科

関西福祉科学大学

※公認心理師国家試験受験資格の学部要件取得をめざす場合は、編入学後３年以上
　を要します。
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1

2

3

進路をイメージした3つのコースで
専門知識を深めていきます。
臨床の場で活躍するための「臨床栄養コース」、産業の場で活躍す
るための「食品開発コース」、教育・福祉の場で活躍するための「栄
養教諭食育コース」から、進路や興味に応じて選択でき、実務経験
豊富な教員が実践的な教育を行います。

1

スタートアッププログラムを通して
のびしろを伸ばすベースをつくります。
高等学校とは異なる大学での学びを理解し、自主学習へと導く学科独
自のプログラムです。授業外の時間に行う課題や復習は、教員との距離
を近づける機会にもなっています。また新しい仲間とのコミュニティづく
りを後押しするなど、のびしろを伸ばすベースづくりに力を入れています。

2

3

トータルヘルスの考えを社会で広く実践・
発信できる専門性を身につけます。
子どもから高齢者、就労者の方など、だれもが生き生きと過ごすこと
のできる社会のために、健康科学の基礎知識を修得し、健康・安全・
環境に関わる「トータルヘルス」の考えを実践・発信できる専門性を
身につけます。

1

子どものメンタルヘルス対策やストレスの
緩和を担う養護教諭を育成します。
近年、学校における児童・生徒のこころのケアが、ますます重要視さ
れています。子どもの心身の健康管理に加えて、看護の基礎技術や
心理の専門知識などを備え、教職員や保護者などと連携できる養
護教諭をめざします。

2

卒業後も定期的に研究会に集い
知見を高め合っています。
プロフェッショナルとして活躍するためには、卒業後も学び続けなくては
なりません。そこで卒業生が互いを高め合う場として「栄養士・管理栄養
士研究会」を発足させ、症例研究や研究発表、講演会などを行っていま
す。教員が豊富な臨床経験を活かし、卒業生の相談にも応じています。

学内外での多彩な実践の機会から
理論と結びつけ、現場力を養います。
学内での実習や演習の充実をはじめ、学外での看護臨床実習や
養護実習、教育実習、インターンシップなど多彩なアクティブラー
ニングが、学生ののびしろを最大限に伸ばし、希望の進路へ導き
ます。

3

次代のソーシャルワーカーに
求められる確かな力を身につけます。
利用者の方や住民の方との出会いや感動を大切にする「ここ
ろ」と、そこから生まれるそれぞれの「おもい」をもとに、人の幸
せや社会の豊かさに貢献できる「かたち」を生み出す「ちから」
（福祉マインド）を育みます。

将来の地域福祉をリードするため
幅広い領域を学んだ専門家をめざします。
福祉をはじめ、医療や産業、教育など幅広い領域を学びます。そ
こから地域社会が抱える問題と立ち向かい、解決法を考え抜く
力を養います。将来の地域福祉活動をリードできる専門家に必
要な知識・技能をしっかり身につけます。

科学的根拠にもとづいた心理学を
最新の研究分野まで幅広く学びます。
データや実験にもとづいて、人のこころや行動を分析・理解す
るサイエンス「心理科学」を学ぶほか、こころの健康維持・増進
のための「健康・医療心理学」「ポジティブ心理学」といった新
分野にも挑戦します。

心理系学部ならではの深い学びと
実践力を育む授業科目が魅力です。
“学問”として「心理学」を研究しているため、専門性の高い心理
学の専任教員から学べるのが魅力です。医師、公認心理師、精
神保健福祉士など、国家資格をもつ教員に加え児童相談所や
医療現場など実務に長けた教員から学べます。

実習や地域と連携したプロジェクトで、
福祉の現場に必要な主体性を育てます。
社会福祉施設や相談機関と連携した学外実習やプロジェクト
を用意しています。この経験の積み重ねが、学生ののびしろを大
きく伸ばし、主体的に福祉の現場と関わる積極性を育みます。

「心のエキスパート」として
職場で活躍する道をひらきます。
福祉の総合大学だからこそ提供できる５領域に関連する授業や
充実した実習を通して、心理学の将来を担うことができる人材
を養成します。

2023年度 関西福祉科学大学_3年次編入学パンフ表

関西福祉科学大学
学校法人  玉手山学園

お問い合わせ
資料請求先

［入試広報部］

学園総合体育館

関西福祉科学大学

関西福祉科学大学

〒582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘3丁目11番1号
直通TEL 072-978-0676　FAX 072-978-0377
https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/

3学部4学科
※社会人選抜（専願制）を実施しています。　※保健医療学部、教育学部に関しては編入学制度を実施しておりません。

社会福祉学部

主な取得資格・免許

●社会福祉士（国家試験受験資格）

●社会福祉主事任用資格★

Q&A編入学に
ついての

募集定員

20名
社会福祉学科

心理科学部

募集定員

10名
心理科学科

取 得可能な資 格

●日本心理学会認定「認定心理士」
●日本健康心理学会認定「認定健康心理士」
●社会福祉主事任用資格★

既修得単位の認定について教えてください。

本学では、分野を問わず編入学前の大学や短期大学などで修得した単
位を科目読替（既修得科目を本学科目に読替）したものを含め、3年次編

入学と同時に60単位を一括認定します。（卒業要件単位は124単位です。）

Q

A
科目の読替について教えてください。

読替については、入学後に出身校の成績証明書をもとに行います。本学
科目と時間数や内容がほぼ同等であると本学が認定した場合に読替を

認めます。認定の際に、既取得の教職免許状、各資格証明書の写しやシラバスな
どの提出を求める場合もあります。ただし、社会福祉学科と心理科学科の専門科
目などについての読替は行わない場合がありますので、詳しくは入試広報部まで
お問い合わせください。

Q

A

健康福祉学部

主な取得資格・免許

●養護教諭一種免許状※　●第一種衛生管理者
●准学校心理士 ●日本健康心理学会認定「認定健康心理士」
●社会福祉主事任用資格★

募集定員

10名

健康科学科
健康福祉学部

募集定員

5名

福祉栄養学科

関西福祉科学大学へのアクセス

学費・実習費等（2023年度予定）

本学へのアクセス

【入学金・学費】

パーソナル相談会
月～金（土・日・祝祭日を除く）

9:30～18:00

来学型
オープンキャンパス

■社会福祉学部 社会福祉学科 ■心理科学部 心理科学科 ■健康福祉学部 健康科学科

「どうしよう?! オープンキャンパスに行けない…」でも大丈夫 !! 事前予約制

事前予約制

 オープンキャンパス、パーソナル相談会の詳細はホームページでご確認ください。WEB

年間を通じて、平日にパーソナル相談会を実施しています。
直接大学に来る事のできない方の為にWebによる相談も受け付けています。
大学の概要や学科説明、入試制度まで丁寧に個別相談に応じます。

【お問い合わせ・お申し込み】入試広報部 TEL.072-978-0676［直通］（受付時間/月～金 9:30～17:30）

費　用 金　額 備　考

入学時のみ200,000円入　　 学　 　金

900,000円授　 業　 料（年）

200,000円教 育 充 実 費（年）
春学期・秋学期の2期に分納

費　用 金　額 備　考

入学時のみ200,000円入　　 学　 　金

1,100,000円授　 業　 料（年）

150,000円教 育 充 実 費（年）
春学期・秋学期の2期に分納

■健康福祉学部 福祉栄養学科

●近鉄大阪線「河内国分（関西福祉科学大学前）」（急行停車）駅下車　徒歩約12分 
●近鉄大阪線「大阪教育大前」（準急停車）駅下車  徒歩約10分
●JR大和路線「高井田」駅下車  徒歩約25分  スクールバス約10分
●近鉄南大阪線「古市」駅下車  スクールバス約20分

※学友会費［入会金2,000円、年会費6,000円（2期に分納）］、教育後援会費［年会費20,000円（2期に分納）］を代理徴収します。
※卒業年次に、同窓会費（入会金5,000円、終身会費10,000円）を別途代理徴収します。
※経済情勢により上記金額を変更する場合があります。
※本学では入学前の寄付金制度はありません。入学後、寄付金を募集する時はすべて任意での取り扱いとなります。

主な取得資格・免許

●管理栄養士（国家試験受験資格）※
●栄養士
●フードスペシャリスト（受験資格）
●社会福祉主事任用資格★
※管理栄養士（国家試験受験資格）については、Q&Aを参照してください。

福祉栄養学科に編入学希望です。管理栄養士国家試験受験資格

を取得したいのですが、可能ですか? また、食品衛生監視員およ

び食品衛生管理者任用資格も取得できますか?

出身校で取得した栄養士または管理栄養士指定科目の単位を、卒業必
修科目・管理栄養士国家試験受験資格必修科目の単位として認定でき

ない場合は、卒業および受験資格取得に3年以上を要する場合があります。また、
「食品衛生監視員」および「食品衛生管理者」任用資格を取得できる方は、出
身校が食品衛生管理者等養成施設として認可を受けているかどうか、および、
認可を受けている出身校での単位の取得状況によります。詳しくは、入試広報
部までお問い合わせください。

Q

A

健康科学科に編入学希望です。養護教諭二種免許状をもっている

のですが、編入学後2年間で養護教諭一種免許状を取得すること

は可能ですか？また、養護実習を再履修する必要がありますか?

「養護教諭二種免許状」既取得者、もしくは2023年3月取得見込者は
編入学後2年間で取得が可能です。「養護教諭二種免許状」未取得者

は、編入学後3年間を要する場合があります。また、養護実習については本学で
再度履修する必要があります。詳しくは入試広報部までお問い合わせください。
＊免許状取得に必要な単位認定の状況によって免許申請が個別申請になる場合があります。
＊「養護教諭一種免許状」の取得を卒業するための条件とはしておりません。

Q

A

「なりたい自分がある」「夢中になれるものを見つけたい」そんな、自分の未来への強い想いは、人を大きく成長させます。

関西福祉科学大学（福科大）は、あなたの“想い”と真剣に向き合って、一緒にそれを実現する大学です。

福祉の総合大学として、各分野の高度な専門教育と、人と関わり支援する仕事に必要なコミュニケーション能力や、

豊かな人間性を高めるための教養教育で、一人ひとりの“想い”を実現させます。

最寄り駅からのアクセス
●近鉄大阪線「河内国分（関西福祉科学大学前）」駅
●JR大和路線「高井田」駅  ●近鉄大阪線「大阪教育大前」駅
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高井田

この想い、実現する。
社会で
実践する

〔注〕各学科とも、履修上の都合により複数の資格を同時に取得できないことがあります。
★社会福祉主事とは、福祉事務所現業員（ケースワーカー）として任用される者に要求される資格（任用資格）であり、社会福祉施設職員などの資格に準用されています。

7/10日 7/23土2022
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7/24日 8/11　　
8/28日 12/18日

※時間や内容等の詳細は
　本学ホームページを
　ご確認ください。

※養護教諭一種免許状については、Q&Aを参照してください。

木・祝

2023年度
3年次編入学

心理科学部

心理科学科

社会福祉学部

社会福祉学科

健康福祉学部

健康科学科
福祉栄養学科

関西福祉科学大学

※公認心理師国家試験受験資格の学部要件取得をめざす場合は、編入学後３年以上
　を要します。
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履修について 入試概要就職サポート体制 資格取得サポート

過去7年の社会福祉士国家試験合格者数

（2022年3月卒業生）

第34回
合 格 者 数 実　績

46名 24位全国

第32回 74名 9位全国

第31回 63名 16位全国

第30回 81名 10位全国

第29回 65名 14位全国

第28回 81名 9位全国

2１年連続 大阪府 1位
編入学後卒業までの履修要件

1. 卒業要件の必修科目とその単位数は、各学科によって異なります。
2. 卒業要件の必修科目は、編入学生も同様です。ただし、読替え認定された科目は履修する必要がありません。
3. 編入学生については、年間・学期の履修登録制限はありません。（可能な限り履修できます。）
4. 出身校で履修した単位の認定については60単位を上限とします。
5. 編入学後、各自の志向（目標とする資格取得などの要件）に合わせて履修計画を立ててください。
　 ただし、健康福祉学部については以下のことにご注意ください。

※就職率は、（就職決定者÷就職希望者）×100となっており、2022年5月1日現在のデータとなります。

分野を問わず、60単位一括認定

公務員試験対策講座
公務員試験の受験希望者を対象にしたガイダンスを実施。その
後も年間を通して試験対策講座が定期的に開かれます。

資格試験対策講座

本学の主な資格取得サポート

社会福祉学科

目標とする資格試験の合格に向けて、必要となる基礎知識の
修得と学力アップをめざした講座を実施します。

教員採用試験対策講座
教員採用試験の受験希望者を対象にしたガイダンスを実施。
試験や面接の対策などを行います。

国家試験対策講座
国家資格取得をめざす学生を対象に、平日講座、夏期集中
講座、直前対策講座など多数の試験対策講座を実施します。

編入生からのメッセージ

人々の健康に関することを学び、健康マネジメント
のできる養護教諭を目指して取り組みました。

Message From Transfer Student

本学卒業
最低単位数

編入学時
一括認定

健康福祉学部について

「養護教諭一種免許状」取得希望の場合
・「養護教諭二種免許状」既取得者、もしくは2023年3月取得見込みの者は編入学後2年間で取得が可能です。
・「養護教諭二種免許状」未取得者は、編入学後3年間を要する場合があります。

出身校で取得した栄養士または管理栄養士指定科目の単位を、卒業必修科目・管理栄養士国家試験受験資格
必修科目の単位として認定できない場合は、卒業および受験資格取得に3年以上を要する場合があります。

※免許状取得に必要な単位認定の状況によって免許申請が個別申請になる場合があります。
※健康科学科は「養護教諭一種免許状」取得を卒業するための条件とはしておりません。

★健康科学科、福祉栄養学科の出願希望者は、上記のことが考えられますので、出願前に入試広報部（072-978-0676）までお問い合わせください。

※保健医療学部、教育学部に関しては編入学制度を実施しておりません。

ご不明な点は入試広報部（TEL:072-978-0676）までお問い合わせください。

小 　論　 文
英 　　　 語

専  門  科  目
面 　　　 接

600字～800字
英文の日本語訳、要約、内容理解に関する総合理解。
英和辞書のみ1冊使用可。但し和英辞書が含まれたものや電子辞書類は使用不可。
生理学、生化学、食品学、基礎栄養学を含む栄養の領域。
一人ずつ行います。

…
…

…
…

小論文型または英語型のいずれかを選択

2022年 10月 7日（金） 2023年 3月 9日（木）

【小論文型】
小論文（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～

【英語型】
英　語（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～

【専門科目・英語型】
英　語（70分）
専門科目（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～12:10
13:00～

合格者出身学校一覧 （2018～2022年度）

124単位 60単位
（全学科共通）

健康科
学科

健康福祉学部
健康科学科卒業

入 試 区 分 前期・後期

学 部 学 科
社会福祉学部 心理科学部

社会福祉学科 心理科学科

健康福祉学部

健康科学科 福祉栄養学科

選考型
試験科目と

当日のスケジュール

春学期授業料等
納入締切日

2022年 9月22日（木） 2023年 2月24日（金）入学金納入締切日

2022年 9月16日（金） 2023年 2月17日（金）合否通知発送日

2022年 9月10日（土） 2023年 2月 11日（土・祝）選　考　日

定　員

2022年 8月19日（金）～
9月 2日（金）

2023年 1月20日（金）～
2月 3日（金）

出願
期間

郵送
（必着）

試　験　場 関　西　福　祉　科　学　大　学

試 験 内 容

■選考方法 ［一般募集］［社会人募集］

選 考 区 分

選 考 区 分

前　期

募　集　人　員

社会福祉学部 心理科学部

社会福祉学科 心理科学科

健康福祉学部

健康科学科 福祉栄養学科

20名 10名 10名 5名

前　期 10名 5名 5名 3名

後　期 10名 5名 5名 2名

後　期

■日程等一覧 ［一般募集］［社会人募集］

■出願資格

試験日程等2

募集学科・募集人員1

［一般募集］
①大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者または2023年3月卒業見込みの者
②大学に2年以上在学し、62単位以上取得した者、もしくは2023年3月に2年以上在学し、かつ62単位以上取得見込みの者
③高等学校または中等教育学校を卒業後、学校教育法第132条の規定による、専修学校の専門課程を修了の者または2023年3月修了見込みの者
④高等学校または中等教育学校の専攻科の課程（修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす課程に限る）を修了した者または
　2023年3月修了見込みの者（ただし学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る）。
⑤その他上記と同等の学力があると本学が認めた者。

［社会人募集］本学を専願とする者で次に該当する者
①一般募集の出願資格を満たし、かつ入学時までに2年以上の社会人経験を有する者（専業主婦・家事手伝いを含む。専門学校、各種学校、大学などの在学期間は含まない。）
②志望学科に対する明確な志向を有する者

福祉栄養
学科

注

大　学　院

大　　　学

短　　　大
（短期大学部含む）

専 門 学 校

大阪教育大学

北海道科学、早稲田、東京福祉、びわこ学院、成安造形、龍谷、京都橘、藍野、千里金蘭、梅花女子、
大阪工業、関西外国語、関西学院

関西女子、大阪夕陽丘学園、三重、京都文教、大阪城南女子、大阪健康福祉、大阪千代田、堺女子、
関西外国語、四條畷学園、神戸女子、武庫川女子大学、豊岡、湊川、鹿児島純心女子

関西社会福祉、大阪国際福祉、大阪社会福祉、大阪医療技術学園、大阪市立看護、辻学園栄養、
日本歯科学院

養護教諭になりたい、人々の健康に関することを学びた
いと思い、編入学を決意しました。当初は環境の変化に
不安を感じることもありましたが、あたたかい教職員や友
人たちのおかげですぐに打ち解けることができました。ま
た、専門的な講義のほかに、教員採用試験対策模試やグ
ループワークなどを通して友人たちと切磋琢磨し、充実し
た日々を過ごすことができました。教員採用試験に向け、
3年生から勉強を始め、合格を目指して取り組みました。
福科大は様々な夢を実現することが可能な大学です。是
非皆さんも足を運んでみてください。

関西福祉科学大学では、個別相談を中心にさまざ
まな就職支援を展開しており、毎年、高い就職率
を実現しています。学生たちの就職先は、一般企
業はもちろん、福祉施設や医療機関、教育機関な
ど、さまざまな業界・分野に広がっています。

卒業生の8割近くが、福
祉関係の施設や企業に
就職しました。業界問わ
ず、福祉や医療など大学
で身につけた知識と技術
を活かせる分野への就職
を実現させています。

独自の対策講座や模擬試験、グループ別学習を行い、毎年、多くの合格者を輩
出しています。第34回社会福祉士国家試験の合格者数（通信制大学・専門学校
を除く）は、46名で全国第24位、大阪府下で21年連続No.1に輝きました。

個別相談体制で
就職活動をバックアップ。

キャリアコンサルタント

1
就職活動を目前に控えた学生から、何からは
じめればよいのかわからないといった相談も
多く寄せられます。本学では、このような就
職全般についての質問や相談に、キャリアコ
ンサルタントが「個別相談体制」で応じ、学生
一人ひとりの希望に叶った就職の実現に向け
て支援しています。

専門性を就職に活かせるように
学科別の担当者を配置。

学科別担当者

2
学生の皆さんが学科で学んだ専門性を就職
活動で十分に発揮できるよう、学科ごとに担
当者を配置しています。学生との面談の際に
は、業界研究の方法や面接時の自己PR方法
など、個人の適性や志望、学科の特長に合わ
せて丁寧に指導しています。

外部講師や先輩を招いて
仕事のやりがいを紹介。

学科別就職ガイダンス

3
学科の学びを活かせる業種や職種を理解し
たうえで就職活動に臨めるよう、学科別の就
職ガイダンスを開催しています。ガイダンスで
は、外部講師や業界で活躍する先輩たちを招
いての講演会やパネルディスカッション、内定
を獲得した4年生による就活体験発表などを
行っています。

「養護教諭採用試験対策委員会」を中心として、教員採
用試験合格をめざす在学生・卒業生にサポートを行うと
ともに、養護教諭をめざす学生の皆さんによる自主的
な勉強サークルで、同じ夢を持った学生が切磋琢磨し
て採用試験対策に励んでおり、毎年、全国各地に教員採
用試験合格者を輩出し、その数は400名を超えました。

「食品会社で働く」という夢へ一歩でも
近づきたいと思い、福科大を選びました。

健康福祉学部
福祉栄養学科4年

私は「食品会社で働く」という夢に一歩でも近づけると思い福
科大に編入学を決めました。夢のために学ぶ目的がはっきりし
ている私にとって、わかりやすく食品開発・食育コースが存在
し専門性のある学習ができるのは魅力的でした。また、企業と
連携した実験・実習といった実績があり、実践的な学びが得ら
れるというのも編入学を決意した理由です。福科大は国家試
験対策も充実しており合格率も高く、管理栄養士の資格を取
得できるよう仲間と切磋琢磨していける環境があります。卒業
後は実践・専門教育で得た知識、管理栄養士の資格を生かし
て夢を実現し、食品開発に携われるようになりたいです。

社会福祉技術を活用し、難病や障がいを
持つ子どもの成長を支援していきたいです。

社会福祉学部
社会福祉学科4年

私は難病や障がいを抱えた子どもへの支援に興味を持っていまし
た。短期大学で参加した障がい児施設での実習を通して、社会福
祉の重要性を実感したことでもっと深く学びたいと思い、様々な福
祉分野の先生がいらっしゃる福科大への編入学を決意しました。
ゼミ演習では「自己を知ることが他者への理解・支援につながる」
という教えの下で、自分が考える自分、他のメンバーから見た自分、
といったようにいろいろな角度から自分をみつめるということをし
ています。「福祉」の中でも子育て支援や高齢者、障がい者福祉、
医療福祉など多くの分野があり、福科大にはそれぞれの分野を専
門とする先生がいらっしゃるため、幅広い学びの機会があります。

自分の学びたい心理学について、より
専門的に学びを深めることができます。

心理科学部
心理科学科3年

編入学前は主に心理学について学んでいました。司法分野の心理
職として勤務経験のある先生のもとで自分の学びたい心理学につ
いて、より専門的に学びを深めることができると思い心理科学科
への編入学を決意しました。研究演習の授業では、同じ目標を持
つゼミ生たちと家族心理学や犯罪心理学の分野を中心に学ぶ中
で、新しい考え方を発見することができます。将来は、非行少年の
アセスメントを行う矯正心理専門職を目指しています。先生方か
ら公務員試験に関するアドバイスをいただきながら、授業時間外
の試験対策にも取り組んでいます。福科大は、「なりたい自分にな
る」ために目標に向かって全力で取り組むことができる大学です。

本学全体
就職率

就　職　率
合格実績 98.1%

98.5%

97.0% 1年次からスタートする管理栄養士国家試験対策プ
ログラムは、4年次で最高潮を迎えます。学科の総力
をあげての対策講座、模擬試験、集中講座などによ
り、万全のサポート体制を整えています。その結果、
全国平均を大きく上回る高い合格率を維持し続けて
います。また、第36回管理栄養士国家試験（2022年
2月27日実施）では、新卒受験者53名が合格し、
98.1%の合格率を達成しました。

2022年3月 卒業生実績

社会福祉士国家試験
合格者数

就 職 実 績 公立学校教員採用試験合格者数
（養護教諭）

管理栄養士国家試験

平林 諒大さん
出身校
藍野大学

安田 彩乃さん
出身校
大阪夕陽丘学園短期大学

馬淵 ほのかさん
出身校
大阪城南女子短期大学

稲葉 楓花さん
出身校
大阪医療技術学園専門学校

年次からスタ トする管理栄養士国家試験対策プ

全国平均92.9%（管理栄養士養成課程 新卒）
全国平均65.1%（全受験者）

▼進学者数4名
　（進学希望者4名中）

業種別
就職先

福祉施設等
63.3%

病院
6.3%

企業
21.1%

その他 1.5%

公務員
7.8%

心理科学科

企業に就職する卒業生が多
く、児童指導員や、福祉関係
の職員など多種多様な業
種で内定しました。体験型
の学びやボランティアの中
で成長し、様々な分野で活
躍することができます。

就　職　率

95.1%

▼進学者数6名
　（進学希望者6名中）

業種別
就職先

福祉施設等
31.0%

病院
7.0%

企業
51.7%

公務員
10.3%

健康科学科

6割近くの就職希望者が、
希望職種である養護教諭
として幼稚園や小・中・高等
学校に採用されています。
また第一種衛生管理者の
資格を取得して企業などで
活躍する卒業生もいます。

就　職　率

100%

▼進学者数1名
　（進学希望者1名中）

業種別
就職先

教員
63.7%

企業
18.2%

福祉施設等
14.5%

病院 3.6%

福祉栄養学科

多くの卒業生が身につけ
た専門知識を活かし、病
院や福祉関係、企業関係
などに就職しています。
管理栄養士を中心に、
MRなど多岐にわたる職
種で活躍しています。

就　職　率

100%

業種別
就職先 病院

9.0%

企業
（一般）
23.8%

企業
（食・医薬）
9.0%

企業
（給食会社）
37.3%

教員 1.5%

福祉施設
17.9%

その他 1.5%

第33回 42名 28位全国

※既卒含む

試験年度 2018年度

合格者数 35名
2019年度

34名
2020年度

25名
2021年度

13名
2022年度

25名

過去5年の教員採用試験（養護教諭）合格者数の推移 ※既卒含む

内　

訳
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履修について 入試概要就職サポート体制 資格取得サポート

過去7年の社会福祉士国家試験合格者数

（2022年3月卒業生）

第34回
合 格 者 数 実　績

46名 24位全国

第32回 74名 9位全国

第31回 63名 16位全国

第30回 81名 10位全国

第29回 65名 14位全国

第28回 81名 9位全国

2１年連続 大阪府 1位
編入学後卒業までの履修要件

1. 卒業要件の必修科目とその単位数は、各学科によって異なります。
2. 卒業要件の必修科目は、編入学生も同様です。ただし、読替え認定された科目は履修する必要がありません。
3. 編入学生については、年間・学期の履修登録制限はありません。（可能な限り履修できます。）
4. 出身校で履修した単位の認定については60単位を上限とします。
5. 編入学後、各自の志向（目標とする資格取得などの要件）に合わせて履修計画を立ててください。
　 ただし、健康福祉学部については以下のことにご注意ください。

※就職率は、（就職決定者÷就職希望者）×100となっており、2022年5月1日現在のデータとなります。

分野を問わず、60単位一括認定

公務員試験対策講座
公務員試験の受験希望者を対象にしたガイダンスを実施。その
後も年間を通して試験対策講座が定期的に開かれます。

資格試験対策講座

本学の主な資格取得サポート

社会福祉学科

目標とする資格試験の合格に向けて、必要となる基礎知識の
修得と学力アップをめざした講座を実施します。

教員採用試験対策講座
教員採用試験の受験希望者を対象にしたガイダンスを実施。
試験や面接の対策などを行います。

国家試験対策講座
国家資格取得をめざす学生を対象に、平日講座、夏期集中
講座、直前対策講座など多数の試験対策講座を実施します。

編入生からのメッセージ

人々の健康に関することを学び、健康マネジメント
のできる養護教諭を目指して取り組みました。

Message From Transfer Student

本学卒業
最低単位数

編入学時
一括認定

健康福祉学部について

「養護教諭一種免許状」取得希望の場合
・「養護教諭二種免許状」既取得者、もしくは2023年3月取得見込みの者は編入学後2年間で取得が可能です。
・「養護教諭二種免許状」未取得者は、編入学後3年間を要する場合があります。

出身校で取得した栄養士または管理栄養士指定科目の単位を、卒業必修科目・管理栄養士国家試験受験資格
必修科目の単位として認定できない場合は、卒業および受験資格取得に3年以上を要する場合があります。

※免許状取得に必要な単位認定の状況によって免許申請が個別申請になる場合があります。
※健康科学科は「養護教諭一種免許状」取得を卒業するための条件とはしておりません。

★健康科学科、福祉栄養学科の出願希望者は、上記のことが考えられますので、出願前に入試広報部（072-978-0676）までお問い合わせください。

※保健医療学部、教育学部に関しては編入学制度を実施しておりません。

ご不明な点は入試広報部（TEL:072-978-0676）までお問い合わせください。

小 　論　 文
英 　　　 語

専  門  科  目
面 　　　 接

600字～800字
英文の日本語訳、要約、内容理解に関する総合理解。
英和辞書のみ1冊使用可。但し和英辞書が含まれたものや電子辞書類は使用不可。
生理学、生化学、食品学、基礎栄養学を含む栄養の領域。
一人ずつ行います。

…
…

…
…

小論文型または英語型のいずれかを選択

2022年 10月 7日（金） 2023年 3月 9日（木）

【小論文型】
小論文（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～

【英語型】
英　語（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～

【専門科目・英語型】
英　語（70分）
専門科目（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～12:10
13:00～

合格者出身学校一覧 （2018～2022年度）

124単位 60単位
（全学科共通）

健康科
学科

健康福祉学部
健康科学科卒業

入 試 区 分 前期・後期

学 部 学 科
社会福祉学部 心理科学部

社会福祉学科 心理科学科

健康福祉学部

健康科学科 福祉栄養学科

選考型
試験科目と

当日のスケジュール

春学期授業料等
納入締切日

2022年 9月22日（木） 2023年 2月24日（金）入学金納入締切日

2022年 9月16日（金） 2023年 2月17日（金）合否通知発送日

2022年 9月10日（土） 2023年 2月 11日（土・祝）選　考　日

定　員

2022年 8月19日（金）～
9月 2日（金）

2023年 1月20日（金）～
2月 3日（金）

出願
期間

郵送
（必着）

試　験　場 関　西　福　祉　科　学　大　学

試 験 内 容

■選考方法 ［一般募集］［社会人募集］

選 考 区 分

選 考 区 分

前　期

募　集　人　員

社会福祉学部 心理科学部

社会福祉学科 心理科学科

健康福祉学部

健康科学科 福祉栄養学科

20名 10名 10名 5名

前　期 10名 5名 5名 3名

後　期 10名 5名 5名 2名

後　期

■日程等一覧 ［一般募集］［社会人募集］

■出願資格

試験日程等2

募集学科・募集人員1

［一般募集］
①大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者または2023年3月卒業見込みの者
②大学に2年以上在学し、62単位以上取得した者、もしくは2023年3月に2年以上在学し、かつ62単位以上取得見込みの者
③高等学校または中等教育学校を卒業後、学校教育法第132条の規定による、専修学校の専門課程を修了の者または2023年3月修了見込みの者
④高等学校または中等教育学校の専攻科の課程（修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす課程に限る）を修了した者または
　2023年3月修了見込みの者（ただし学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る）。
⑤その他上記と同等の学力があると本学が認めた者。

［社会人募集］本学を専願とする者で次に該当する者
①一般募集の出願資格を満たし、かつ入学時までに2年以上の社会人経験を有する者（専業主婦・家事手伝いを含む。専門学校、各種学校、大学などの在学期間は含まない。）
②志望学科に対する明確な志向を有する者

福祉栄養
学科

注

大　学　院

大　　　学

短　　　大
（短期大学部含む）

専 門 学 校

大阪教育大学

北海道科学、早稲田、東京福祉、びわこ学院、成安造形、龍谷、京都橘、藍野、千里金蘭、梅花女子、
大阪工業、関西外国語、関西学院

関西女子、大阪夕陽丘学園、三重、京都文教、大阪城南女子、大阪健康福祉、大阪千代田、堺女子、
関西外国語、四條畷学園、神戸女子、武庫川女子大学、豊岡、湊川、鹿児島純心女子

関西社会福祉、大阪国際福祉、大阪社会福祉、大阪医療技術学園、大阪市立看護、辻学園栄養、
日本歯科学院

養護教諭になりたい、人々の健康に関することを学びた
いと思い、編入学を決意しました。当初は環境の変化に
不安を感じることもありましたが、あたたかい教職員や友
人たちのおかげですぐに打ち解けることができました。ま
た、専門的な講義のほかに、教員採用試験対策模試やグ
ループワークなどを通して友人たちと切磋琢磨し、充実し
た日々を過ごすことができました。教員採用試験に向け、
3年生から勉強を始め、合格を目指して取り組みました。
福科大は様々な夢を実現することが可能な大学です。是
非皆さんも足を運んでみてください。

関西福祉科学大学では、個別相談を中心にさまざ
まな就職支援を展開しており、毎年、高い就職率
を実現しています。学生たちの就職先は、一般企
業はもちろん、福祉施設や医療機関、教育機関な
ど、さまざまな業界・分野に広がっています。

卒業生の8割近くが、福
祉関係の施設や企業に
就職しました。業界問わ
ず、福祉や医療など大学
で身につけた知識と技術
を活かせる分野への就職
を実現させています。

独自の対策講座や模擬試験、グループ別学習を行い、毎年、多くの合格者を輩
出しています。第34回社会福祉士国家試験の合格者数（通信制大学・専門学校
を除く）は、46名で全国第24位、大阪府下で21年連続No.1に輝きました。

個別相談体制で
就職活動をバックアップ。

キャリアコンサルタント

1
就職活動を目前に控えた学生から、何からは
じめればよいのかわからないといった相談も
多く寄せられます。本学では、このような就
職全般についての質問や相談に、キャリアコ
ンサルタントが「個別相談体制」で応じ、学生
一人ひとりの希望に叶った就職の実現に向け
て支援しています。

専門性を就職に活かせるように
学科別の担当者を配置。

学科別担当者

2
学生の皆さんが学科で学んだ専門性を就職
活動で十分に発揮できるよう、学科ごとに担
当者を配置しています。学生との面談の際に
は、業界研究の方法や面接時の自己PR方法
など、個人の適性や志望、学科の特長に合わ
せて丁寧に指導しています。

外部講師や先輩を招いて
仕事のやりがいを紹介。

学科別就職ガイダンス

3
学科の学びを活かせる業種や職種を理解し
たうえで就職活動に臨めるよう、学科別の就
職ガイダンスを開催しています。ガイダンスで
は、外部講師や業界で活躍する先輩たちを招
いての講演会やパネルディスカッション、内定
を獲得した4年生による就活体験発表などを
行っています。

「養護教諭採用試験対策委員会」を中心として、教員採
用試験合格をめざす在学生・卒業生にサポートを行うと
ともに、養護教諭をめざす学生の皆さんによる自主的
な勉強サークルで、同じ夢を持った学生が切磋琢磨し
て採用試験対策に励んでおり、毎年、全国各地に教員採
用試験合格者を輩出し、その数は400名を超えました。

「食品会社で働く」という夢へ一歩でも
近づきたいと思い、福科大を選びました。

健康福祉学部
福祉栄養学科4年

私は「食品会社で働く」という夢に一歩でも近づけると思い福
科大に編入学を決めました。夢のために学ぶ目的がはっきりし
ている私にとって、わかりやすく食品開発・食育コースが存在
し専門性のある学習ができるのは魅力的でした。また、企業と
連携した実験・実習といった実績があり、実践的な学びが得ら
れるというのも編入学を決意した理由です。福科大は国家試
験対策も充実しており合格率も高く、管理栄養士の資格を取
得できるよう仲間と切磋琢磨していける環境があります。卒業
後は実践・専門教育で得た知識、管理栄養士の資格を生かし
て夢を実現し、食品開発に携われるようになりたいです。

社会福祉技術を活用し、難病や障がいを
持つ子どもの成長を支援していきたいです。

社会福祉学部
社会福祉学科4年

私は難病や障がいを抱えた子どもへの支援に興味を持っていまし
た。短期大学で参加した障がい児施設での実習を通して、社会福
祉の重要性を実感したことでもっと深く学びたいと思い、様々な福
祉分野の先生がいらっしゃる福科大への編入学を決意しました。
ゼミ演習では「自己を知ることが他者への理解・支援につながる」
という教えの下で、自分が考える自分、他のメンバーから見た自分、
といったようにいろいろな角度から自分をみつめるということをし
ています。「福祉」の中でも子育て支援や高齢者、障がい者福祉、
医療福祉など多くの分野があり、福科大にはそれぞれの分野を専
門とする先生がいらっしゃるため、幅広い学びの機会があります。

自分の学びたい心理学について、より
専門的に学びを深めることができます。

心理科学部
心理科学科3年

編入学前は主に心理学について学んでいました。司法分野の心理
職として勤務経験のある先生のもとで自分の学びたい心理学につ
いて、より専門的に学びを深めることができると思い心理科学科
への編入学を決意しました。研究演習の授業では、同じ目標を持
つゼミ生たちと家族心理学や犯罪心理学の分野を中心に学ぶ中
で、新しい考え方を発見することができます。将来は、非行少年の
アセスメントを行う矯正心理専門職を目指しています。先生方か
ら公務員試験に関するアドバイスをいただきながら、授業時間外
の試験対策にも取り組んでいます。福科大は、「なりたい自分にな
る」ために目標に向かって全力で取り組むことができる大学です。

本学全体
就職率

就　職　率
合格実績 98.1%

98.5%

97.0% 1年次からスタートする管理栄養士国家試験対策プ
ログラムは、4年次で最高潮を迎えます。学科の総力
をあげての対策講座、模擬試験、集中講座などによ
り、万全のサポート体制を整えています。その結果、
全国平均を大きく上回る高い合格率を維持し続けて
います。また、第36回管理栄養士国家試験（2022年
2月27日実施）では、新卒受験者53名が合格し、
98.1%の合格率を達成しました。

2022年3月 卒業生実績

社会福祉士国家試験
合格者数

就 職 実 績 公立学校教員採用試験合格者数
（養護教諭）

管理栄養士国家試験

平林 諒大さん
出身校
藍野大学

安田 彩乃さん
出身校
大阪夕陽丘学園短期大学

馬淵 ほのかさん
出身校
大阪城南女子短期大学

稲葉 楓花さん
出身校
大阪医療技術学園専門学校

年次からスタ トする管理栄養士国家試験対策プ

全国平均92.9%（管理栄養士養成課程 新卒）
全国平均65.1%（全受験者）

▼進学者数4名
　（進学希望者4名中）

業種別
就職先

福祉施設等
63.3%

病院
6.3%

企業
21.1%

その他 1.5%

公務員
7.8%

心理科学科

企業に就職する卒業生が多
く、児童指導員や、福祉関係
の職員など多種多様な業
種で内定しました。体験型
の学びやボランティアの中
で成長し、様々な分野で活
躍することができます。

就　職　率

95.1%
▼進学者数6名

　（進学希望者6名中）

業種別
就職先

福祉施設等
31.0%

病院
7.0%

企業
51.7%

公務員
10.3%

健康科学科

6割近くの就職希望者が、
希望職種である養護教諭
として幼稚園や小・中・高等
学校に採用されています。
また第一種衛生管理者の
資格を取得して企業などで
活躍する卒業生もいます。

就　職　率

100%

▼進学者数1名
　（進学希望者1名中）

業種別
就職先

教員
63.7%

企業
18.2%

福祉施設等
14.5%

病院 3.6%

福祉栄養学科

多くの卒業生が身につけ
た専門知識を活かし、病
院や福祉関係、企業関係
などに就職しています。
管理栄養士を中心に、
MRなど多岐にわたる職
種で活躍しています。

就　職　率

100%

業種別
就職先 病院

9.0%

企業
（一般）
23.8%

企業
（食・医薬）
9.0%

企業
（給食会社）
37.3%

教員 1.5%

福祉施設
17.9%

その他 1.5%

第33回 42名 28位全国

※既卒含む

試験年度 2018年度

合格者数 35名
2019年度

34名
2020年度

25名
2021年度

13名
2022年度

25名

過去5年の教員採用試験（養護教諭）合格者数の推移 ※既卒含む

内　

訳
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履修について 入試概要就職サポート体制 資格取得サポート

過去7年の社会福祉士国家試験合格者数

（2022年3月卒業生）

第34回
合 格 者 数 実　績

46名 24位全国

第32回 74名 9位全国

第31回 63名 16位全国

第30回 81名 10位全国

第29回 65名 14位全国

第28回 81名 9位全国

2１年連続 大阪府 1位
編入学後卒業までの履修要件

1. 卒業要件の必修科目とその単位数は、各学科によって異なります。
2. 卒業要件の必修科目は、編入学生も同様です。ただし、読替え認定された科目は履修する必要がありません。
3. 編入学生については、年間・学期の履修登録制限はありません。（可能な限り履修できます。）
4. 出身校で履修した単位の認定については60単位を上限とします。
5. 編入学後、各自の志向（目標とする資格取得などの要件）に合わせて履修計画を立ててください。
　 ただし、健康福祉学部については以下のことにご注意ください。

※就職率は、（就職決定者÷就職希望者）×100となっており、2022年5月1日現在のデータとなります。

分野を問わず、60単位一括認定

公務員試験対策講座
公務員試験の受験希望者を対象にしたガイダンスを実施。その
後も年間を通して試験対策講座が定期的に開かれます。

資格試験対策講座

本学の主な資格取得サポート

社会福祉学科

目標とする資格試験の合格に向けて、必要となる基礎知識の
修得と学力アップをめざした講座を実施します。

教員採用試験対策講座
教員採用試験の受験希望者を対象にしたガイダンスを実施。
試験や面接の対策などを行います。

国家試験対策講座
国家資格取得をめざす学生を対象に、平日講座、夏期集中
講座、直前対策講座など多数の試験対策講座を実施します。

編入生からのメッセージ

人々の健康に関することを学び、健康マネジメント
のできる養護教諭を目指して取り組みました。

Message From Transfer Student

本学卒業
最低単位数

編入学時
一括認定

健康福祉学部について

「養護教諭一種免許状」取得希望の場合
・「養護教諭二種免許状」既取得者、もしくは2023年3月取得見込みの者は編入学後2年間で取得が可能です。
・「養護教諭二種免許状」未取得者は、編入学後3年間を要する場合があります。

出身校で取得した栄養士または管理栄養士指定科目の単位を、卒業必修科目・管理栄養士国家試験受験資格
必修科目の単位として認定できない場合は、卒業および受験資格取得に3年以上を要する場合があります。

※免許状取得に必要な単位認定の状況によって免許申請が個別申請になる場合があります。
※健康科学科は「養護教諭一種免許状」取得を卒業するための条件とはしておりません。

★健康科学科、福祉栄養学科の出願希望者は、上記のことが考えられますので、出願前に入試広報部（072-978-0676）までお問い合わせください。

※保健医療学部、教育学部に関しては編入学制度を実施しておりません。

ご不明な点は入試広報部（TEL:072-978-0676）までお問い合わせください。

小 　論　 文
英 　　　 語

専  門  科  目
面 　　　 接

600字～800字
英文の日本語訳、要約、内容理解に関する総合理解。
英和辞書のみ1冊使用可。但し和英辞書が含まれたものや電子辞書類は使用不可。
生理学、生化学、食品学、基礎栄養学を含む栄養の領域。
一人ずつ行います。

…
…

…
…

小論文型または英語型のいずれかを選択

2022年 10月 7日（金） 2023年 3月 9日（木）

【小論文型】
小論文（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～

【英語型】
英　語（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～

【専門科目・英語型】
英　語（70分）
専門科目（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～12:10
13:00～

合格者出身学校一覧 （2018～2022年度）

124単位 60単位
（全学科共通）

健康科
学科

健康福祉学部
健康科学科卒業

入 試 区 分 前期・後期

学 部 学 科
社会福祉学部 心理科学部

社会福祉学科 心理科学科

健康福祉学部

健康科学科 福祉栄養学科

選考型
試験科目と

当日のスケジュール

春学期授業料等
納入締切日

2022年 9月22日（木） 2023年 2月24日（金）入学金納入締切日

2022年 9月16日（金） 2023年 2月17日（金）合否通知発送日

2022年 9月10日（土） 2023年 2月 11日（土・祝）選　考　日

定　員

2022年 8月19日（金）～
9月 2日（金）

2023年 1月20日（金）～
2月 3日（金）

出願
期間

郵送
（必着）

試　験　場 関　西　福　祉　科　学　大　学

試 験 内 容

■選考方法 ［一般募集］［社会人募集］

選 考 区 分

選 考 区 分

前　期

募　集　人　員

社会福祉学部 心理科学部

社会福祉学科 心理科学科

健康福祉学部

健康科学科 福祉栄養学科

20名 10名 10名 5名

前　期 10名 5名 5名 3名

後　期 10名 5名 5名 2名

後　期

■日程等一覧 ［一般募集］［社会人募集］

■出願資格

試験日程等2

募集学科・募集人員1

［一般募集］
①大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者または2023年3月卒業見込みの者
②大学に2年以上在学し、62単位以上取得した者、もしくは2023年3月に2年以上在学し、かつ62単位以上取得見込みの者
③高等学校または中等教育学校を卒業後、学校教育法第132条の規定による、専修学校の専門課程を修了の者または2023年3月修了見込みの者
④高等学校または中等教育学校の専攻科の課程（修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす課程に限る）を修了した者または
　2023年3月修了見込みの者（ただし学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る）。
⑤その他上記と同等の学力があると本学が認めた者。

［社会人募集］本学を専願とする者で次に該当する者
①一般募集の出願資格を満たし、かつ入学時までに2年以上の社会人経験を有する者（専業主婦・家事手伝いを含む。専門学校、各種学校、大学などの在学期間は含まない。）
②志望学科に対する明確な志向を有する者

福祉栄養
学科

注

大　学　院

大　　　学

短　　　大
（短期大学部含む）

専 門 学 校

大阪教育大学

北海道科学、早稲田、東京福祉、びわこ学院、成安造形、龍谷、京都橘、藍野、千里金蘭、梅花女子、
大阪工業、関西外国語、関西学院

関西女子、大阪夕陽丘学園、三重、京都文教、大阪城南女子、大阪健康福祉、大阪千代田、堺女子、
関西外国語、四條畷学園、神戸女子、武庫川女子大学、豊岡、湊川、鹿児島純心女子

関西社会福祉、大阪国際福祉、大阪社会福祉、大阪医療技術学園、大阪市立看護、辻学園栄養、
日本歯科学院

養護教諭になりたい、人々の健康に関することを学びた
いと思い、編入学を決意しました。当初は環境の変化に
不安を感じることもありましたが、あたたかい教職員や友
人たちのおかげですぐに打ち解けることができました。ま
た、専門的な講義のほかに、教員採用試験対策模試やグ
ループワークなどを通して友人たちと切磋琢磨し、充実し
た日々を過ごすことができました。教員採用試験に向け、
3年生から勉強を始め、合格を目指して取り組みました。
福科大は様々な夢を実現することが可能な大学です。是
非皆さんも足を運んでみてください。

関西福祉科学大学では、個別相談を中心にさまざ
まな就職支援を展開しており、毎年、高い就職率
を実現しています。学生たちの就職先は、一般企
業はもちろん、福祉施設や医療機関、教育機関な
ど、さまざまな業界・分野に広がっています。

卒業生の8割近くが、福
祉関係の施設や企業に
就職しました。業界問わ
ず、福祉や医療など大学
で身につけた知識と技術
を活かせる分野への就職
を実現させています。

独自の対策講座や模擬試験、グループ別学習を行い、毎年、多くの合格者を輩
出しています。第34回社会福祉士国家試験の合格者数（通信制大学・専門学校
を除く）は、46名で全国第24位、大阪府下で21年連続No.1に輝きました。

個別相談体制で
就職活動をバックアップ。

キャリアコンサルタント

1
就職活動を目前に控えた学生から、何からは
じめればよいのかわからないといった相談も
多く寄せられます。本学では、このような就
職全般についての質問や相談に、キャリアコ
ンサルタントが「個別相談体制」で応じ、学生
一人ひとりの希望に叶った就職の実現に向け
て支援しています。

専門性を就職に活かせるように
学科別の担当者を配置。

学科別担当者

2
学生の皆さんが学科で学んだ専門性を就職
活動で十分に発揮できるよう、学科ごとに担
当者を配置しています。学生との面談の際に
は、業界研究の方法や面接時の自己PR方法
など、個人の適性や志望、学科の特長に合わ
せて丁寧に指導しています。

外部講師や先輩を招いて
仕事のやりがいを紹介。

学科別就職ガイダンス

3
学科の学びを活かせる業種や職種を理解し
たうえで就職活動に臨めるよう、学科別の就
職ガイダンスを開催しています。ガイダンスで
は、外部講師や業界で活躍する先輩たちを招
いての講演会やパネルディスカッション、内定
を獲得した4年生による就活体験発表などを
行っています。

「養護教諭採用試験対策委員会」を中心として、教員採
用試験合格をめざす在学生・卒業生にサポートを行うと
ともに、養護教諭をめざす学生の皆さんによる自主的
な勉強サークルで、同じ夢を持った学生が切磋琢磨し
て採用試験対策に励んでおり、毎年、全国各地に教員採
用試験合格者を輩出し、その数は400名を超えました。

「食品会社で働く」という夢へ一歩でも
近づきたいと思い、福科大を選びました。

健康福祉学部
福祉栄養学科4年

私は「食品会社で働く」という夢に一歩でも近づけると思い福
科大に編入学を決めました。夢のために学ぶ目的がはっきりし
ている私にとって、わかりやすく食品開発・食育コースが存在
し専門性のある学習ができるのは魅力的でした。また、企業と
連携した実験・実習といった実績があり、実践的な学びが得ら
れるというのも編入学を決意した理由です。福科大は国家試
験対策も充実しており合格率も高く、管理栄養士の資格を取
得できるよう仲間と切磋琢磨していける環境があります。卒業
後は実践・専門教育で得た知識、管理栄養士の資格を生かし
て夢を実現し、食品開発に携われるようになりたいです。

社会福祉技術を活用し、難病や障がいを
持つ子どもの成長を支援していきたいです。

社会福祉学部
社会福祉学科4年

私は難病や障がいを抱えた子どもへの支援に興味を持っていまし
た。短期大学で参加した障がい児施設での実習を通して、社会福
祉の重要性を実感したことでもっと深く学びたいと思い、様々な福
祉分野の先生がいらっしゃる福科大への編入学を決意しました。
ゼミ演習では「自己を知ることが他者への理解・支援につながる」
という教えの下で、自分が考える自分、他のメンバーから見た自分、
といったようにいろいろな角度から自分をみつめるということをし
ています。「福祉」の中でも子育て支援や高齢者、障がい者福祉、
医療福祉など多くの分野があり、福科大にはそれぞれの分野を専
門とする先生がいらっしゃるため、幅広い学びの機会があります。

自分の学びたい心理学について、より
専門的に学びを深めることができます。

心理科学部
心理科学科3年

編入学前は主に心理学について学んでいました。司法分野の心理
職として勤務経験のある先生のもとで自分の学びたい心理学につ
いて、より専門的に学びを深めることができると思い心理科学科
への編入学を決意しました。研究演習の授業では、同じ目標を持
つゼミ生たちと家族心理学や犯罪心理学の分野を中心に学ぶ中
で、新しい考え方を発見することができます。将来は、非行少年の
アセスメントを行う矯正心理専門職を目指しています。先生方か
ら公務員試験に関するアドバイスをいただきながら、授業時間外
の試験対策にも取り組んでいます。福科大は、「なりたい自分にな
る」ために目標に向かって全力で取り組むことができる大学です。

本学全体
就職率

就　職　率
合格実績 98.1%

98.5%

97.0% 1年次からスタートする管理栄養士国家試験対策プ
ログラムは、4年次で最高潮を迎えます。学科の総力
をあげての対策講座、模擬試験、集中講座などによ
り、万全のサポート体制を整えています。その結果、
全国平均を大きく上回る高い合格率を維持し続けて
います。また、第36回管理栄養士国家試験（2022年
2月27日実施）では、新卒受験者53名が合格し、
98.1%の合格率を達成しました。

2022年3月 卒業生実績

社会福祉士国家試験
合格者数

就 職 実 績 公立学校教員採用試験合格者数
（養護教諭）

管理栄養士国家試験

平林 諒大さん
出身校
藍野大学

安田 彩乃さん
出身校
大阪夕陽丘学園短期大学

馬淵 ほのかさん
出身校
大阪城南女子短期大学

稲葉 楓花さん
出身校
大阪医療技術学園専門学校

年次からスタ トする管理栄養士国家試験対策プ

全国平均92.9%（管理栄養士養成課程 新卒）
全国平均65.1%（全受験者）

▼進学者数4名
　（進学希望者4名中）

業種別
就職先

福祉施設等
63.3%

病院
6.3%

企業
21.1%

その他 1.5%

公務員
7.8%

心理科学科

企業に就職する卒業生が多
く、児童指導員や、福祉関係
の職員など多種多様な業
種で内定しました。体験型
の学びやボランティアの中
で成長し、様々な分野で活
躍することができます。

就　職　率

95.1%

▼進学者数6名
　（進学希望者6名中）

業種別
就職先

福祉施設等
31.0%

病院
7.0%

企業
51.7%

公務員
10.3%

健康科学科

6割近くの就職希望者が、
希望職種である養護教諭
として幼稚園や小・中・高等
学校に採用されています。
また第一種衛生管理者の
資格を取得して企業などで
活躍する卒業生もいます。

就　職　率

100%

▼進学者数1名
　（進学希望者1名中）

業種別
就職先

教員
63.7%

企業
18.2%

福祉施設等
14.5%

病院 3.6%

福祉栄養学科

多くの卒業生が身につけ
た専門知識を活かし、病
院や福祉関係、企業関係
などに就職しています。
管理栄養士を中心に、
MRなど多岐にわたる職
種で活躍しています。

就　職　率

100%

業種別
就職先 病院

9.0%

企業
（一般）
23.8%

企業
（食・医薬）
9.0%

企業
（給食会社）
37.3%

教員 1.5%

福祉施設
17.9%

その他 1.5%

第33回 42名 28位全国

※既卒含む

試験年度 2018年度

合格者数 35名
2019年度

34名
2020年度

25名
2021年度

13名
2022年度

25名

過去5年の教員採用試験（養護教諭）合格者数の推移 ※既卒含む

内　

訳



2023年度 関西福祉科学大学_3年次編入学パンフ裏

履修について 入試概要就職サポート体制 資格取得サポート

過去7年の社会福祉士国家試験合格者数

（2022年3月卒業生）

第34回
合 格 者 数 実　績

46名 24位全国

第32回 74名 9位全国

第31回 63名 16位全国

第30回 81名 10位全国

第29回 65名 14位全国

第28回 81名 9位全国

2１年連続 大阪府 1位
編入学後卒業までの履修要件

1. 卒業要件の必修科目とその単位数は、各学科によって異なります。
2. 卒業要件の必修科目は、編入学生も同様です。ただし、読替え認定された科目は履修する必要がありません。
3. 編入学生については、年間・学期の履修登録制限はありません。（可能な限り履修できます。）
4. 出身校で履修した単位の認定については60単位を上限とします。
5. 編入学後、各自の志向（目標とする資格取得などの要件）に合わせて履修計画を立ててください。
　 ただし、健康福祉学部については以下のことにご注意ください。

※就職率は、（就職決定者÷就職希望者）×100となっており、2022年5月1日現在のデータとなります。

分野を問わず、60単位一括認定

公務員試験対策講座
公務員試験の受験希望者を対象にしたガイダンスを実施。その
後も年間を通して試験対策講座が定期的に開かれます。

資格試験対策講座

本学の主な資格取得サポート

社会福祉学科

目標とする資格試験の合格に向けて、必要となる基礎知識の
修得と学力アップをめざした講座を実施します。

教員採用試験対策講座
教員採用試験の受験希望者を対象にしたガイダンスを実施。
試験や面接の対策などを行います。

国家試験対策講座
国家資格取得をめざす学生を対象に、平日講座、夏期集中
講座、直前対策講座など多数の試験対策講座を実施します。

編入生からのメッセージ

人々の健康に関することを学び、健康マネジメント
のできる養護教諭を目指して取り組みました。

Message From Transfer Student

本学卒業
最低単位数

編入学時
一括認定

健康福祉学部について

「養護教諭一種免許状」取得希望の場合
・「養護教諭二種免許状」既取得者、もしくは2023年3月取得見込みの者は編入学後2年間で取得が可能です。
・「養護教諭二種免許状」未取得者は、編入学後3年間を要する場合があります。

出身校で取得した栄養士または管理栄養士指定科目の単位を、卒業必修科目・管理栄養士国家試験受験資格
必修科目の単位として認定できない場合は、卒業および受験資格取得に3年以上を要する場合があります。

※免許状取得に必要な単位認定の状況によって免許申請が個別申請になる場合があります。
※健康科学科は「養護教諭一種免許状」取得を卒業するための条件とはしておりません。

★健康科学科、福祉栄養学科の出願希望者は、上記のことが考えられますので、出願前に入試広報部（072-978-0676）までお問い合わせください。

※保健医療学部、教育学部に関しては編入学制度を実施しておりません。

ご不明な点は入試広報部（TEL:072-978-0676）までお問い合わせください。

小 　論　 文
英 　　　 語

専  門  科  目
面 　　　 接

600字～800字
英文の日本語訳、要約、内容理解に関する総合理解。
英和辞書のみ1冊使用可。但し和英辞書が含まれたものや電子辞書類は使用不可。
生理学、生化学、食品学、基礎栄養学を含む栄養の領域。
一人ずつ行います。

…
…

…
…

小論文型または英語型のいずれかを選択

2022年 10月 7日（金） 2023年 3月 9日（木）

【小論文型】
小論文（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～

【英語型】
英　語（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～

【専門科目・英語型】
英　語（70分）
専門科目（70分）
面　接

9:30～10:40
11:00～12:10
13:00～

合格者出身学校一覧 （2018～2022年度）

124単位 60単位
（全学科共通）

健康科
学科

健康福祉学部
健康科学科卒業

入 試 区 分 前期・後期

学 部 学 科
社会福祉学部 心理科学部

社会福祉学科 心理科学科

健康福祉学部

健康科学科 福祉栄養学科

選考型
試験科目と

当日のスケジュール

春学期授業料等
納入締切日

2022年 9月22日（木） 2023年 2月24日（金）入学金納入締切日

2022年 9月16日（金） 2023年 2月17日（金）合否通知発送日

2022年 9月10日（土） 2023年 2月 11日（土・祝）選　考　日

定　員

2022年 8月19日（金）～
9月 2日（金）

2023年 1月20日（金）～
2月 3日（金）

出願
期間

郵送
（必着）

試　験　場 関　西　福　祉　科　学　大　学

試 験 内 容

■選考方法 ［一般募集］［社会人募集］

選 考 区 分

選 考 区 分

前　期

募　集　人　員

社会福祉学部 心理科学部

社会福祉学科 心理科学科

健康福祉学部

健康科学科 福祉栄養学科

20名 10名 10名 5名

前　期 10名 5名 5名 3名

後　期 10名 5名 5名 2名

後　期

■日程等一覧 ［一般募集］［社会人募集］

■出願資格

試験日程等2

募集学科・募集人員1

［一般募集］
①大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者または2023年3月卒業見込みの者
②大学に2年以上在学し、62単位以上取得した者、もしくは2023年3月に2年以上在学し、かつ62単位以上取得見込みの者
③高等学校または中等教育学校を卒業後、学校教育法第132条の規定による、専修学校の専門課程を修了の者または2023年3月修了見込みの者
④高等学校または中等教育学校の専攻科の課程（修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす課程に限る）を修了した者または
　2023年3月修了見込みの者（ただし学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る）。
⑤その他上記と同等の学力があると本学が認めた者。

［社会人募集］本学を専願とする者で次に該当する者
①一般募集の出願資格を満たし、かつ入学時までに2年以上の社会人経験を有する者（専業主婦・家事手伝いを含む。専門学校、各種学校、大学などの在学期間は含まない。）
②志望学科に対する明確な志向を有する者

福祉栄養
学科

注

大　学　院

大　　　学

短　　　大
（短期大学部含む）

専 門 学 校

大阪教育大学

北海道科学、早稲田、東京福祉、びわこ学院、成安造形、龍谷、京都橘、藍野、千里金蘭、梅花女子、
大阪工業、関西外国語、関西学院

関西女子、大阪夕陽丘学園、三重、京都文教、大阪城南女子、大阪健康福祉、大阪千代田、堺女子、
関西外国語、四條畷学園、神戸女子、武庫川女子大学、豊岡、湊川、鹿児島純心女子

関西社会福祉、大阪国際福祉、大阪社会福祉、大阪医療技術学園、大阪市立看護、辻学園栄養、
日本歯科学院

養護教諭になりたい、人々の健康に関することを学びた
いと思い、編入学を決意しました。当初は環境の変化に
不安を感じることもありましたが、あたたかい教職員や友
人たちのおかげですぐに打ち解けることができました。ま
た、専門的な講義のほかに、教員採用試験対策模試やグ
ループワークなどを通して友人たちと切磋琢磨し、充実し
た日々を過ごすことができました。教員採用試験に向け、
3年生から勉強を始め、合格を目指して取り組みました。
福科大は様々な夢を実現することが可能な大学です。是
非皆さんも足を運んでみてください。

関西福祉科学大学では、個別相談を中心にさまざ
まな就職支援を展開しており、毎年、高い就職率
を実現しています。学生たちの就職先は、一般企
業はもちろん、福祉施設や医療機関、教育機関な
ど、さまざまな業界・分野に広がっています。

卒業生の8割近くが、福
祉関係の施設や企業に
就職しました。業界問わ
ず、福祉や医療など大学
で身につけた知識と技術
を活かせる分野への就職
を実現させています。

独自の対策講座や模擬試験、グループ別学習を行い、毎年、多くの合格者を輩
出しています。第34回社会福祉士国家試験の合格者数（通信制大学・専門学校
を除く）は、46名で全国第24位、大阪府下で21年連続No.1に輝きました。

個別相談体制で
就職活動をバックアップ。

キャリアコンサルタント

1
就職活動を目前に控えた学生から、何からは
じめればよいのかわからないといった相談も
多く寄せられます。本学では、このような就
職全般についての質問や相談に、キャリアコ
ンサルタントが「個別相談体制」で応じ、学生
一人ひとりの希望に叶った就職の実現に向け
て支援しています。

専門性を就職に活かせるように
学科別の担当者を配置。

学科別担当者

2
学生の皆さんが学科で学んだ専門性を就職
活動で十分に発揮できるよう、学科ごとに担
当者を配置しています。学生との面談の際に
は、業界研究の方法や面接時の自己PR方法
など、個人の適性や志望、学科の特長に合わ
せて丁寧に指導しています。

外部講師や先輩を招いて
仕事のやりがいを紹介。

学科別就職ガイダンス

3
学科の学びを活かせる業種や職種を理解し
たうえで就職活動に臨めるよう、学科別の就
職ガイダンスを開催しています。ガイダンスで
は、外部講師や業界で活躍する先輩たちを招
いての講演会やパネルディスカッション、内定
を獲得した4年生による就活体験発表などを
行っています。

「養護教諭採用試験対策委員会」を中心として、教員採
用試験合格をめざす在学生・卒業生にサポートを行うと
ともに、養護教諭をめざす学生の皆さんによる自主的
な勉強サークルで、同じ夢を持った学生が切磋琢磨し
て採用試験対策に励んでおり、毎年、全国各地に教員採
用試験合格者を輩出し、その数は400名を超えました。

「食品会社で働く」という夢へ一歩でも
近づきたいと思い、福科大を選びました。

健康福祉学部
福祉栄養学科4年

私は「食品会社で働く」という夢に一歩でも近づけると思い福
科大に編入学を決めました。夢のために学ぶ目的がはっきりし
ている私にとって、わかりやすく食品開発・食育コースが存在
し専門性のある学習ができるのは魅力的でした。また、企業と
連携した実験・実習といった実績があり、実践的な学びが得ら
れるというのも編入学を決意した理由です。福科大は国家試
験対策も充実しており合格率も高く、管理栄養士の資格を取
得できるよう仲間と切磋琢磨していける環境があります。卒業
後は実践・専門教育で得た知識、管理栄養士の資格を生かし
て夢を実現し、食品開発に携われるようになりたいです。

社会福祉技術を活用し、難病や障がいを
持つ子どもの成長を支援していきたいです。

社会福祉学部
社会福祉学科4年

私は難病や障がいを抱えた子どもへの支援に興味を持っていまし
た。短期大学で参加した障がい児施設での実習を通して、社会福
祉の重要性を実感したことでもっと深く学びたいと思い、様々な福
祉分野の先生がいらっしゃる福科大への編入学を決意しました。
ゼミ演習では「自己を知ることが他者への理解・支援につながる」
という教えの下で、自分が考える自分、他のメンバーから見た自分、
といったようにいろいろな角度から自分をみつめるということをし
ています。「福祉」の中でも子育て支援や高齢者、障がい者福祉、
医療福祉など多くの分野があり、福科大にはそれぞれの分野を専
門とする先生がいらっしゃるため、幅広い学びの機会があります。

自分の学びたい心理学について、より
専門的に学びを深めることができます。

心理科学部
心理科学科3年

編入学前は主に心理学について学んでいました。司法分野の心理
職として勤務経験のある先生のもとで自分の学びたい心理学につ
いて、より専門的に学びを深めることができると思い心理科学科
への編入学を決意しました。研究演習の授業では、同じ目標を持
つゼミ生たちと家族心理学や犯罪心理学の分野を中心に学ぶ中
で、新しい考え方を発見することができます。将来は、非行少年の
アセスメントを行う矯正心理専門職を目指しています。先生方か
ら公務員試験に関するアドバイスをいただきながら、授業時間外
の試験対策にも取り組んでいます。福科大は、「なりたい自分にな
る」ために目標に向かって全力で取り組むことができる大学です。

本学全体
就職率

就　職　率
合格実績 98.1%

98.5%

97.0% 1年次からスタートする管理栄養士国家試験対策プ
ログラムは、4年次で最高潮を迎えます。学科の総力
をあげての対策講座、模擬試験、集中講座などによ
り、万全のサポート体制を整えています。その結果、
全国平均を大きく上回る高い合格率を維持し続けて
います。また、第36回管理栄養士国家試験（2022年
2月27日実施）では、新卒受験者53名が合格し、
98.1%の合格率を達成しました。

2022年3月 卒業生実績

社会福祉士国家試験
合格者数

就 職 実 績 公立学校教員採用試験合格者数
（養護教諭）

管理栄養士国家試験

平林 諒大さん
出身校
藍野大学

安田 彩乃さん
出身校
大阪夕陽丘学園短期大学

馬淵 ほのかさん
出身校
大阪城南女子短期大学

稲葉 楓花さん
出身校
大阪医療技術学園専門学校

年次からスタ トする管理栄養士国家試験対策プ

全国平均92.9%（管理栄養士養成課程 新卒）
全国平均65.1%（全受験者）

▼進学者数4名
　（進学希望者4名中）

業種別
就職先

福祉施設等
63.3%

病院
6.3%

企業
21.1%

その他 1.5%

公務員
7.8%

心理科学科

企業に就職する卒業生が多
く、児童指導員や、福祉関係
の職員など多種多様な業
種で内定しました。体験型
の学びやボランティアの中
で成長し、様々な分野で活
躍することができます。

就　職　率

95.1%

▼進学者数6名
　（進学希望者6名中）

業種別
就職先

福祉施設等
31.0%

病院
7.0%

企業
51.7%

公務員
10.3%

健康科学科

6割近くの就職希望者が、
希望職種である養護教諭
として幼稚園や小・中・高等
学校に採用されています。
また第一種衛生管理者の
資格を取得して企業などで
活躍する卒業生もいます。

就　職　率

100%

▼進学者数1名
　（進学希望者1名中）

業種別
就職先

教員
63.7%

企業
18.2%

福祉施設等
14.5%

病院 3.6%

福祉栄養学科

多くの卒業生が身につけ
た専門知識を活かし、病
院や福祉関係、企業関係
などに就職しています。
管理栄養士を中心に、
MRなど多岐にわたる職
種で活躍しています。

就　職　率

100%

業種別
就職先 病院

9.0%

企業
（一般）
23.8%

企業
（食・医薬）
9.0%

企業
（給食会社）
37.3%

教員 1.5%

福祉施設
17.9%

その他 1.5%

第33回 42名 28位全国

※既卒含む

試験年度 2018年度

合格者数 35名
2019年度

34名
2020年度

25名
2021年度

13名
2022年度

25名

過去5年の教員採用試験（養護教諭）合格者数の推移 ※既卒含む
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進路をイメージした3つのコースで
専門知識を深めていきます。
臨床の場で活躍するための「臨床栄養コース」、産業の場で活躍す
るための「食品開発コース」、教育・福祉の場で活躍するための「栄
養教諭食育コース」から、進路や興味に応じて選択でき、実務経験
豊富な教員が実践的な教育を行います。

1

スタートアッププログラムを通して
のびしろを伸ばすベースをつくります。
高等学校とは異なる大学での学びを理解し、自主学習へと導く学科独
自のプログラムです。授業外の時間に行う課題や復習は、教員との距離
を近づける機会にもなっています。また新しい仲間とのコミュニティづく
りを後押しするなど、のびしろを伸ばすベースづくりに力を入れています。

2

3

トータルヘルスの考えを社会で広く実践・
発信できる専門性を身につけます。
子どもから高齢者、就労者の方など、だれもが生き生きと過ごすこと
のできる社会のために、健康科学の基礎知識を修得し、健康・安全・
環境に関わる「トータルヘルス」の考えを実践・発信できる専門性を
身につけます。

1

子どものメンタルヘルス対策やストレスの
緩和を担う養護教諭を育成します。
近年、学校における児童・生徒のこころのケアが、ますます重要視さ
れています。子どもの心身の健康管理に加えて、看護の基礎技術や
心理の専門知識などを備え、教職員や保護者などと連携できる養
護教諭をめざします。

2

卒業後も定期的に研究会に集い
知見を高め合っています。
プロフェッショナルとして活躍するためには、卒業後も学び続けなくては
なりません。そこで卒業生が互いを高め合う場として「栄養士・管理栄養
士研究会」を発足させ、症例研究や研究発表、講演会などを行っていま
す。教員が豊富な臨床経験を活かし、卒業生の相談にも応じています。

学内外での多彩な実践の機会から
理論と結びつけ、現場力を養います。
学内での実習や演習の充実をはじめ、学外での看護臨床実習や
養護実習、教育実習、インターンシップなど多彩なアクティブラー
ニングが、学生ののびしろを最大限に伸ばし、希望の進路へ導き
ます。

3

次代のソーシャルワーカーに
求められる確かな力を身につけます。
利用者の方や住民の方との出会いや感動を大切にする「ここ
ろ」と、そこから生まれるそれぞれの「おもい」をもとに、人の幸
せや社会の豊かさに貢献できる「かたち」を生み出す「ちから」
（福祉マインド）を育みます。

将来の地域福祉をリードするため
幅広い領域を学んだ専門家をめざします。
福祉をはじめ、医療や産業、教育など幅広い領域を学びます。そ
こから地域社会が抱える問題と立ち向かい、解決法を考え抜く
力を養います。将来の地域福祉活動をリードできる専門家に必
要な知識・技能をしっかり身につけます。

科学的根拠にもとづいた心理学を
最新の研究分野まで幅広く学びます。
データや実験にもとづいて、人のこころや行動を分析・理解す
るサイエンス「心理科学」を学ぶほか、こころの健康維持・増進
のための「健康・医療心理学」「ポジティブ心理学」といった新
分野にも挑戦します。

心理系学部ならではの深い学びと
実践力を育む授業科目が魅力です。
“学問”として「心理学」を研究しているため、専門性の高い心理
学の専任教員から学べるのが魅力です。医師、公認心理師、精
神保健福祉士など、国家資格をもつ教員に加え児童相談所や
医療現場など実務に長けた教員から学べます。

実習や地域と連携したプロジェクトで、
福祉の現場に必要な主体性を育てます。
社会福祉施設や相談機関と連携した学外実習やプロジェクト
を用意しています。この経験の積み重ねが、学生ののびしろを大
きく伸ばし、主体的に福祉の現場と関わる積極性を育みます。

「心のエキスパート」として
職場で活躍する道をひらきます。
福祉の総合大学だからこそ提供できる５領域に関連する授業や
充実した実習を通して、心理学の将来を担うことができる人材
を養成します。

2023年度 関西福祉科学大学_3年次編入学パンフ表

関西福祉科学大学
学校法人  玉手山学園

お問い合わせ
資料請求先

［入試広報部］

学園総合体育館

関西福祉科学大学

関西福祉科学大学

〒582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘3丁目11番1号
直通TEL 072-978-0676　FAX 072-978-0377
https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/

3学部4学科
※社会人選抜（専願制）を実施しています。　※保健医療学部、教育学部に関しては編入学制度を実施しておりません。

社会福祉学部

主な取得資格・免許

●社会福祉士（国家試験受験資格）

●社会福祉主事任用資格★

Q&A編入学に
ついての

募集定員

20名
社会福祉学科

心理科学部

募集定員

10名
心理科学科

取 得可能な資 格

●日本心理学会認定「認定心理士」
●日本健康心理学会認定「認定健康心理士」
●社会福祉主事任用資格★

既修得単位の認定について教えてください。

本学では、分野を問わず編入学前の大学や短期大学などで修得した単
位を科目読替（既修得科目を本学科目に読替）したものを含め、3年次編

入学と同時に60単位を一括認定します。（卒業要件単位は124単位です。）

Q

A
科目の読替について教えてください。

読替については、入学後に出身校の成績証明書をもとに行います。本学
科目と時間数や内容がほぼ同等であると本学が認定した場合に読替を

認めます。認定の際に、既取得の教職免許状、各資格証明書の写しやシラバスな
どの提出を求める場合もあります。ただし、社会福祉学科と心理科学科の専門科
目などについての読替は行わない場合がありますので、詳しくは入試広報部まで
お問い合わせください。

Q

A

健康福祉学部

主な取得資格・免許

●養護教諭一種免許状※　●第一種衛生管理者
●准学校心理士 ●日本健康心理学会認定「認定健康心理士」
●社会福祉主事任用資格★

募集定員

10名

健康科学科
健康福祉学部

募集定員

5名

福祉栄養学科

関西福祉科学大学へのアクセス

学費・実習費等（2023年度予定）

本学へのアクセス

【入学金・学費】

パーソナル相談会
月～金（土・日・祝祭日を除く）

9:30～18:00

来学型
オープンキャンパス

■社会福祉学部 社会福祉学科 ■心理科学部 心理科学科 ■健康福祉学部 健康科学科

「どうしよう?! オープンキャンパスに行けない…」でも大丈夫 !! 事前予約制

事前予約制

 オープンキャンパス、パーソナル相談会の詳細はホームページでご確認ください。WEB

年間を通じて、平日にパーソナル相談会を実施しています。
直接大学に来る事のできない方の為にWebによる相談も受け付けています。
大学の概要や学科説明、入試制度まで丁寧に個別相談に応じます。

【お問い合わせ・お申し込み】入試広報部 TEL.072-978-0676［直通］（受付時間/月～金 9:30～17:30）

費　用 金　額 備　考

入学時のみ200,000円入　　 学　 　金

900,000円授　 業　 料（年）

200,000円教 育 充 実 費（年）
春学期・秋学期の2期に分納

費　用 金　額 備　考

入学時のみ200,000円入　　 学　 　金

1,100,000円授　 業　 料（年）

150,000円教 育 充 実 費（年）
春学期・秋学期の2期に分納

■健康福祉学部 福祉栄養学科

●近鉄大阪線「河内国分（関西福祉科学大学前）」（急行停車）駅下車　徒歩約12分 
●近鉄大阪線「大阪教育大前」（準急停車）駅下車  徒歩約10分
●JR大和路線「高井田」駅下車  徒歩約25分  スクールバス約10分
●近鉄南大阪線「古市」駅下車  スクールバス約20分

※学友会費［入会金2,000円、年会費6,000円（2期に分納）］、教育後援会費［年会費20,000円（2期に分納）］を代理徴収します。
※卒業年次に、同窓会費（入会金5,000円、終身会費10,000円）を別途代理徴収します。
※経済情勢により上記金額を変更する場合があります。
※本学では入学前の寄付金制度はありません。入学後、寄付金を募集する時はすべて任意での取り扱いとなります。

主な取得資格・免許

●管理栄養士（国家試験受験資格）※
●栄養士
●フードスペシャリスト（受験資格）
●社会福祉主事任用資格★
※管理栄養士（国家試験受験資格）については、Q&Aを参照してください。

福祉栄養学科に編入学希望です。管理栄養士国家試験受験資格

を取得したいのですが、可能ですか? また、食品衛生監視員およ

び食品衛生管理者任用資格も取得できますか?

出身校で取得した栄養士または管理栄養士指定科目の単位を、卒業必
修科目・管理栄養士国家試験受験資格必修科目の単位として認定でき

ない場合は、卒業および受験資格取得に3年以上を要する場合があります。また、
「食品衛生監視員」および「食品衛生管理者」任用資格を取得できる方は、出
身校が食品衛生管理者等養成施設として認可を受けているかどうか、および、
認可を受けている出身校での単位の取得状況によります。詳しくは、入試広報
部までお問い合わせください。

Q

A

健康科学科に編入学希望です。養護教諭二種免許状をもっている

のですが、編入学後2年間で養護教諭一種免許状を取得すること

は可能ですか？また、養護実習を再履修する必要がありますか?

「養護教諭二種免許状」既取得者、もしくは2023年3月取得見込者は
編入学後2年間で取得が可能です。「養護教諭二種免許状」未取得者

は、編入学後3年間を要する場合があります。また、養護実習については本学で
再度履修する必要があります。詳しくは入試広報部までお問い合わせください。
＊免許状取得に必要な単位認定の状況によって免許申請が個別申請になる場合があります。
＊「養護教諭一種免許状」の取得を卒業するための条件とはしておりません。

Q

A

「なりたい自分がある」「夢中になれるものを見つけたい」そんな、自分の未来への強い想いは、人を大きく成長させます。

関西福祉科学大学（福科大）は、あなたの“想い”と真剣に向き合って、一緒にそれを実現する大学です。

福祉の総合大学として、各分野の高度な専門教育と、人と関わり支援する仕事に必要なコミュニケーション能力や、

豊かな人間性を高めるための教養教育で、一人ひとりの“想い”を実現させます。

最寄り駅からのアクセス
●近鉄大阪線「河内国分（関西福祉科学大学前）」駅
●JR大和路線「高井田」駅  ●近鉄大阪線「大阪教育大前」駅
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高井田

この想い、実現する。
社会で
実践する

〔注〕各学科とも、履修上の都合により複数の資格を同時に取得できないことがあります。
★社会福祉主事とは、福祉事務所現業員（ケースワーカー）として任用される者に要求される資格（任用資格）であり、社会福祉施設職員などの資格に準用されています。
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7/24日 8/11　　
8/28日 12/18日

※時間や内容等の詳細は
　本学ホームページを
　ご確認ください。

※養護教諭一種免許状については、Q&Aを参照してください。

木・祝

2023年度
3年次編入学

心理科学部

心理科学科

社会福祉学部

社会福祉学科

健康福祉学部

健康科学科
福祉栄養学科

関西福祉科学大学

※公認心理師国家試験受験資格の学部要件取得をめざす場合は、編入学後３年以上
　を要します。




