
 

 

 

 

２０２１（令和３）年度 

武蔵野大学 

別科（介護福祉士養成課程） 

 

 
 

 

 

 

 

2021年4月入学 

一期募集： 2020年10月 1日（木） ～ 10月16日（金） 

二期募集： 2020年11月20日（金） ～ 12月 4日（金） 

三期募集： 2021年 1月22日（金） ～  2月 5日（金） 

四期募集： 2021年 2月19日（金） ～  3月 5日（金） 

※状況により記載されている内容は変更となる場合があります。 

※定員に達した場合、早期に募集を締め切る場合があります。 

 
 

 

個人情報取扱について  
出願書類にご記入いただいた個人情報は、入学試験の実施および学籍管

理業務、ならびに個人を特定できない形式による統計処理を行うためにの

み利用し、他のいかなる利用にも供することはありません。 

 出願期間  

入学試験要項 
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■ 武蔵野大学について 
武蔵野大学は、教育基本法及び学校教育法に準拠し、かつ、仏教精神を根幹として学識、情操、品性ともにすぐれた人格を養い、「アクテ

ィブな知」を備え、創造的に思考・表現することのできる人材を育成し、一人ひとりの幸せ、世界の幸せに貢献していきます。 

 

■ 別科（介護福祉士養成課程）設置に至る背景 
日本では、来る 2025 年、介護に携わる人材が 50 万人不足するといわれています。この状況に鑑み、政府は 2018 年 12 月、入管難民法

を改正し、新たな在留資格「特定技能」を制定、2019 年 4 月より、介護に従事する人材を、5 年間で 5 万人以上受け入れる予定です。 

一方、介護の現場を見てみると、急激に進む外国人人材の受入に対応する為の体制ができているとは言えず、日本語、英語、中国語、ベ

トナム語などを母国語とする人たちとのコミュニケーション能力を持った、中間管理人材の早期育成が課題であるとされています。 

この状況に鑑み、武蔵野大学では、2020 年 4 月から、多様な言語の方々が従事する介護施設において、中間管理者として活躍できる介

護福祉士を養成する、専門課程を武蔵野キャンパスに開設しました。 

 

■ アドミッションポリシー 
武蔵野大学の建学の精神、基本目標を理解するとともに、本学の人材育成方針に共感し、教育課程に積極的に取り組む姿勢を持った者

の入学を期待します。 

本学別科が学生に求める条件は、次の 4 点です。 

１）介護分野に関心を持ち、かつ、将来介護福祉士として介護の実践、発展に向けて活動する意思を持つ者 

２）科学的・論理的思考ができ、介護福祉学における疑問や課題の解決に向けて努力を惜しまない者 

３）将来、多様な言語の方々が従事する介護施設においてのリーダーとなれる資質を持つ者 

４）高い倫理観を有し、介護や地域に貢献する意思と責任感を持つ者 

 

＜期待する能力： 知識・専門性＞ 
・教育目的に相応しい知識を備えていること 

 

＜期待する姿勢： 関心・態度・人格＞ 

・他者と自己を理解し、自発的に踏み出す意思を持つこと 

 

＜期待する能力： 思考力・判断力＞ 

・課題を多角的にとらえ、創造的に考える意思を持つこと 

 

＜期待する能力： 実践的スキル・表現＞ 

・多様な人々のなかで、自らを考え表現・発信する意思を持つこと 

 

＜期待する能力： 多国籍の人たちとのコミュニケーション能力＞ 

・日本語、英語、中国語、ベトナム語などを母国語とする人たちとのコミュニケーション能力 

 

■ 課程内容 
① 授業 

介護福祉士の国家資格取得を目的として、関連する法令・省令・指針等に基づいた授業カリキュラムを提供します。また、外国人留学生

には、補助教材を準備するなど、介護福祉士の国家資格取得に向けて全面的にサポートします。 
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② 修業年限 

4月からの2年間です。 

 

③ 修了要件 

本学別科（介護福祉士養成課程）で定められた科目を履修し、すべての単位を修得した者に本別科課程の修了を認定します。 

 

④ 修了後の進路 

本学別科（介護福祉士養成課程）で習得した専門的スキルや多文化への理解を積極的に進める柔軟性と積極性を活かして、日本語、

英語、中国語、ベトナム語などを母国語とする人たちが働く介護業界で、活躍する事が期待されます。 

※介護福祉士の資格の件 

「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成 29 年度（第 30 回）から、養成施設ルートが介護福祉士国家試験の受験資格となり

ました。なお、養成施設を令和 8 年度末までに卒業する方は、卒業後 5 年の間は、国家試験を受験しなくても、または、合格しなくても、介護

福祉士になることができます。この間に国家試験に合格するか、卒業後 5 年間続けて介護等の業務に従事することで、5 年経過後も介護福

祉士の登録を継続することができます。令和 9 年度以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になるこ

とはできません 
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課程名称 武蔵野大学別科（介護福祉士養成課程） 

募集定員 40 名 

入学時期 2021（令和 3）年 4 月入学   

出願資格 
下記①～④のいずれかの条件を満たす者。 

①  高等学校（特別支援学校の高等部を含む。以下同じ）もしくは中等教育学校を卒業した者及び2021（令和3）年3月

卒業見込みの者 

② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021（令和3）年3月修了見込みの者 

③ 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2021（令和3）年3月31日までにこれに該当する

見込みの者で次の（1）～（5）のいずれかに該当する者 

（1） 外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び2021（令和3）年3月31日までに修了見込みの者

又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 

（2） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教

育施設の当該課程を修了した者及び2021（令和3）年3月31日までに修了見込みの者 

（3） 文部科学大臣の指定した者 

（4） 文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定に合格した者を含む）及び

2021（令和3）年3月31日までに合格見込みの者で、2021（令和3）年4月1日までに18歳に達する者 

（5） 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

2021（令和3）年4月1日までに18歳に達する者 

④ 外国籍の者は現在の在留資格が「留学」、本学の別科生として「留学」を取得できる者、または本学別科で就学する

ことが認められる在留資格を有している者で、次の（1）～（2）に該当する者 

(1) 次の(a)～(c)のいずれかに該当する者 

（a） 日本国の内外を問わず学校教育における12年以上の課程を修了した者（2021（令和3）年3月までに修了見

込みの者、（「飛級」により通常の課程を12年未満で修了した者を含む） 

（b） 外国における12年の教育課程修了相当の学力認定試験に合格し、2021（令和3）年3月31日までに18歳に

達する者 

（c） 外国における12年未満の教育課程を修了した者で、文部科学大臣が指定する準備教育課程を修了（見込

み）した者 

   (2) 本学在学中の学費・生活費を支弁する能力を有する者 

※日本国外に居住し在留資格「留学」を新たに取得する必要がある外国籍の者は四期募集までに応募すること 
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募集日程 【2021年 4月入学募集】 

一期募集 

出願開始 2020年10月 １日（木） 

出願締切 
2020年10月16日（金） 

※郵便事情に関わらず必着 

試験日 2020年10月25日（日） 

発表日 2020年10月29日（木） 

入学手続期間 2020年10月30日（金）～2020年11月13日（金） 

二期募集 

出願開始 2020年11月20日（金） 

出願締切 
2020年12月 4日（金） 

※郵便事情に関わらず必着 

試験日 2020年12月13日（日） 

発表日 2020年12月17日（木） 

入学手続期間 2020年12月18日（金）～2021年 1月15日（金） 

三期募集 

出願開始 2021年 1月 22日（金） 

出願締切 
2021年 2月 5日（金） 

※郵便事情に関わらず必着 

試験日 2021年 2月14日（日） 

発表日 2021年 2月18日（木） 

入学手続期間 2021年 2月19日（金）～2021年 3月 5日（金） 

四期募集 

出願開始 2021年 2月19日（金） 

出願締切 
2021年 3月 5日（金） 

※郵便事情に関わらず必着 

試験日          2021年 3月13日（土）[試験日注意] 

発表日 2021年 3月18日（木） 

入学手続期間 2021年 3月19日（金）～2021年 3月26日（金） 

※日本国外に居住し在留資格「留学」を新たに取得する必要がある外国籍の者は二期募集までに応募すること 

※なお、定員に達した場合、早期に募集を締め切る場合があります。 

試験場 武蔵野大学武蔵野キャンパス（住所：東京都西東京市新町一丁目１番20号） 

※状況により試験はオンラインにより行う場合がある。 

選考方法 書類審査、面接等により総合的に評価し、入学者を選抜する。 

１）書類審査  入学願書、志望理由書、最終出身学校の成績証明書、日本語能力を証明する書類等の出願書類により

介護に携わる意思、熱意、適性、能力を評価する。 

        ※提出された書類内容によっては、別途試験を課す場合がある。 

２）面   接  介護人材に不可欠な倫理観、責任感等の人物面を評価する。 

        ※状況により面接はオンラインにより行う場合がある。 
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出願手続 Ａ） 出願方法 

所定の書類を郵送してください。 

※入学検定料が期間内に振込まれていても、出願書類を提出されない場合は、原則として出願を受理しません。 

 

Ｂ） 出願費用 

入学検定料 25,000円 

 

< 振込先口座 > 

下記の本学所定の入金口座にお振込みください。手数料は自己負担でお願いします。 

銀行名 三菱UFJ銀行（0005） 

支店名 吉祥寺駅前支店（365） 

口座種類 普通  

口座番号 1145555 

口座名義 
学校法人武蔵野大学  

ガク）ムサシノダイガク 

備 考 欄 受験者の氏名（カタカナまたは英語名） 

 

 国外から入金する場合は、入金時に下記の情報をご記入下さい。 

Beneficiary Bank MUFG Bank, LTD. 

Branch Name Kichijoji-Ekimae Branch 

SWIFT code BOTKJPJT 

Account Number 365-1145555 

Beneficiary Name Musashino Daigaku 

Address 1-15-2 Kichijojihoncho Musashino-shi Tokyo Japan 180-0004 

Remarks (Full Name of Examinee)  

 

< 書類送付先 >郵送に際しては、国内からは簡易書留、海外からはEMSを必ず使用して下さい。 

 

日本 国内 ： 武蔵野大学 武蔵野学部事務室 介護別科事務 

〒202-8585 東京都西東京市新町一丁目１番20号 

TEL・FAX： 042-468-9747（火～金、10:00～15:00） 

 

以下の国・地域に在住されている方は、該当する国・地域の宛先へ出願書類を郵送して下さい。なお、以下の国・地域

以外に在住されている方は日本の書類送付先へ書類を郵送して下さい。 

 

香     港 ： 武藏野大學別科 招生辦公室（香港） 

香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場 605室 TEL：+852-3153-1433 

 

台     湾 ： 武藏野大學別科 招生辦公室（臺湾） 

台北市中正區羅斯福路1段10號3樓 TEL： +886-2-23930220 

 

フィリピン  ： Musashino University Special Course Admission Office (Philippines) 

Unit 3E, Osmeña Building, 1991 A. Mabini Street, Barangay 701, Malate, Manila TEL：+63-8247-3023   

 

注意事項 

郵送上のトラブルで書類の未着や遅配が発生した場合でも、本学では一切責任を負いませんのでご了承ください。 
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出願書類 ◎：全員提出  △：該当者のみ提出 

  提出書類 注意事項 提出 

1 入学願書 

・本学指定のものを提出すること。 

 

・願書に記載されている所定サイズの顔写真を添付。 

（3 ヶ月以内に撮影したもの） 

◎ 

2 志望理由書 ・本学指定のものを提出すること。 ◎ 

3 写真（3 枚） 

・出願から 3 ヶ月以内に撮影したもの。縦 4cm × 横

3cm。無背景。カラー、白黒いずれも可。裏面に氏名

を記載して、封筒に封入すること。 

◎ 

4 
最終出身学校卒業（見

込）証明書 

・最終出身学校が発行した卒業証明書または卒業見

込証明書の原本または卒業証書の原本とコピー（卒

業証書原本は確認後返却）。 

 

・卒業証明書または卒業見込証明書の原本または卒

業証書の原本とコピーをいずれも提出できない場合

は卒業した学校または公証役場等が証明した書類

（Certificated True Copy）を提出すること。 

◎ 

5 入学検定料の振込証明 
・入学検定料を振り込んだ際の証明書控えのコピー

を提出すること。 
◎ 

6 
最終出身学校成績証明

書 

・最終出身学校が発行した在学中に修得した全ての

成績が記載された成績証明書の原本。 

 

・原本を提出できない場合は卒業した学校または公

証役場等が証明した書類（Certificated True Copy）を

提出すること。 

◎ 

 
高等学校卒業程度認定

試験合格（見込）証明書 

【出願資格③（4）に該当する者】 

・高等学校卒業程度認定試験合格（見込）証明書の

原本を提出すること。 

△ 

7 
日本語能力を証明する書

類 

【出願資格④に該当する者】 

・日本語が母語でない者は日本語の資格検定試験

（JLPT、JLCAT 等）の資格証明書の原本もしくはコピ

ーを提出すること。 

△ 

8 
日本語学校成績証明書

および出席状況証明書 

【出願資格④に該当する者】 

・日本語学校に就学中または就学していたことがある

者については、成績証明書および出席状況証明書の

原本を提出すること。 

 

△ 
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9 パスポートのコピー 

【出願資格④に該当する者】 

・氏名、生年月日、写真、性別、国籍、ビザ、在留資

格、出入国スタンプが記載されているページ全てのコ

ピーを提出すること。 

△ 

10 在留カードのコピー 
【出願資格④に該当する者】 

・在留カードの両面のコピーを提出すること。 
△ 

11 飛級を証明する書類 

【出願資格④に該当する者】 

・出身学校が発行した原本で、飛級により 12 年未満

で修了したこと（または修了見込であること）が証明さ

れているものを提出すること。 

△ 

12 

外国における 12 年の教

育課程修了相当の学力

認定試験の合格証明書 

【出願資格④に該当する者】 

・高等学校を中退の場合、高等学校在学時の成績証

明書（出身高等学校が発行した原本）もあわせて提

出すること。 

△ 

13 
準備教育課程修了（見

込）証明書 

【出願資格④に該当する者】 

・文部科学大臣の指定する施設において、日本の大

学に入学するための準備教育課程を修了した者は、

修了（見込）証明書の原本を提出すること。 

△ 

14 その他 

【所定の書類以外に自己アピールできる書類がある

者】 

・任意の書類（介護に関わる資格・勤務実績等）を提

出すること。 

△ 

＜注意事項＞ 

・出願書類の内、直筆によるものは、黒のボールペンを使用し、丁寧に記入すること。 

・返却を希望する書類には「返却希望」と書いた付箋等を添付すること。「返却希望」を明記していない提出書類は、一切

返却できないため、あらかじめ全てコピーをとっておくこと。 

・書類によっては返却ができない場合もあるので、返却を希望する書類がある場合は事前に問い合わせること。 

・印鑑は、シャチハタなどのゴム印は不可。 

・出願書類について、後日虚偽の事実が発見された場合は、合格し入学手続を完了していても、入学を取り消す。 

・原則、日本語・英語以外の言語で作成されている書類には日本語の翻訳を添付すること。 

※翻訳には翻訳日、翻訳者名、法人名が記載され、署名/押印があること。 

 

合格発表 合格発表日に受験者宛に選抜試験結果通知書を発送します。また、合格者には入学手続に必要な書類一式も同封し

ます。 
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入学手続 Ａ） 入学手続方法 

合格発表の際に同封される案内に従って、所定の金額をお振込みの上、必要な書類を事務局へ提出してください。 

 

< 振込先口座 > 

下記の本学所定の入金口座にお振込みください。手数料は自己負担でお願いします。 

銀行名 三菱UFJ銀行（0005） 

支店名 吉祥寺駅前支店（365） 

口座種類 普通  

口座番号 1145555 

口座名義 
学校法人武蔵野大学  

ガク）ムサシノダイガク 

備 考 欄 受験者の氏名（カタカナまたは英語名） 

 

 なお、国外から入金する場合は、入金時に下記の情報をご記入下さい。 

Beneficiary Bank MUFG Bank, LTD. 

Branch Name Kichijoji-Ekimae Branch 

SWIFT code BOTKJPJT 

Account Number 365-1145555 

Beneficiary Name Musashino Daigaku 

Address 1-15-2 Kichijojihoncho Musashino-shi Tokyo Japan 180-0004 

Remarks (Full Name of Examinee)  

 

 

< 書類送付先 >郵送に際しては、国内からは簡易書留、海外からはEMSを必ず使用して下さい。 

日本 国内 ： 武蔵野大学 武蔵野学部事務室 介護別科事務 

〒202-8585 東京都西東京市新町一丁目１番20号 

TEL・FAX： 042-468-9747（火～金、10:00～15:00） 

 

 

下記の国・地域に在住されている方は該当する国・地域の事務局へ書類を郵送して下さい。なお、下記以外の海外に在

住されている方は日本の事務局へ書類を郵送して下さい。 

 

香     港 ： 武藏野大學別科 招生辦公室（香港） 

香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場 605室 TEL：+852-3153-1433 

 

台     湾 ： 武藏野大學別科 招生辦公室（臺湾） 

台北市中正區羅斯福路1段10號3樓 TEL： +886-2-23930220 

 

フィリピン  ： Musashino University Special Course Admission Office (Philippines) 

Unit 3E, Osmeña Building, 1991 A. Mabini Street, Barangay 701, Malate, Manila TEL：+63-8247-3023 

 

Ｂ） 入学手続期間 

合格通知書にて個別に通知します。 

 

C） 注意事項 

・所定の金額については後述する「学費および諸費」を参照ください。 

・所定の手続期間を過ぎると手続はできません。手続期間内に所定の金額の納入がない場合は入学の意志がないもの

とみなします。 

・一度受理した手続書類および納入金（銀行手数料等諸費を含む）は原則として返還できません。 

・提出された入学手続書類について記載事項に虚偽の事実が発見された場合、入学を取り消します。 

・郵送上のトラブルで書類の未着や遅配が発生した場合でも、本学では一切責任を負いませんのでご了承ください。 
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入学許可

書の発行 
所定の手続完了後、「入学許可書」を発行します。 

入学辞退 手続完了後の入学辞退者に対する納入金の返還は原則できません。 

やむをえない事情により入学を辞退される場合、または「留学」の在留資格がおりなかった場合は2021（令和3）年3月31

日までに合格通知時に案内する所定の手続きを終えた場合、入学金を除く学費等を返還します。手順ならびに書類の

不備がある場合は受け付けできません。 



MUSASHINO UNIVERSITY 
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学費 

および 

諸費 

【2021年4月入学】 （2年制） 

入学金 200,000円 

授業料 

１年次 1,000,000円 

（1学期250,000円、2学期250,000円、3学期250,000円、4学期250,000円） 

２年次 1,000,000円 

（1学期250,000円、2学期250,000円、3学期250,000円、4学期250,000円） 

保険料 16,000円（変動する可能性があります） 

実習費 
１年次 100,000円 

２年次 100,000円 

初年度納入金合計 1,316,000円（入学手続時納入金合計 566,000円） 

備考 

※教科書副教材代が別途掛かります。 

※実習の期間が延長となった場合は、別途費用が発生する可能性がありま

す。 
 

入学手 

続時納 

入金の 

一部 

延納に 

ついて 

入学手続時納入金（合計 566,000 円）は各募集時期の入学手続期間内で納入ください。ただし、一期、二期募集での入

学者は、入学手続時納入金の内、入学金（200,000 円）を除いた、1 学期授業料（250,000 円）、保険料（16,000 円）、１年

次実習費（100,000 円）、合計 366,000 円の延納を 2021 年 3 月 5 日まで認めます。所定の用紙（合格発表の際に渡され

る書類に同封）にて手続きください。 

 入学金（200,000 円）は、各募集時期の入学手続期間内で納入ください。延納は認められません。受験された期の入学

手続期間内にお支払いください。 

入学後 

2学期 

以降の 

授業料 

延納に 

ついて 

経済的に修学が困難な場合や、その他やむを得ない事由のため期限内に納入できない場合は、本学所定の手続きを

行うことにより、審査の上、延納を認めます。 

住居に 

ついて 

希望する者には、本学別科が提携寮を紹介できます。入居時費用 20 万円、家賃月 7～8 万円です。 

※自炊型の寮となります。 
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■介護福祉士等修学資金貸付に関して 

介護福祉士の国家資格の取得を目指す学生の就学をサポートするため、東京都社会福祉協議会が運営する「介護福祉士等修学資金貸

付」への申請が可能です。 

「介護福祉士等修学資金貸付」が認められた方は、所定の手続きを取ることにより、本学別科（介護福祉士養成課程）修了後、連続して５

年間社会福祉協議会が指定する施設で介護福祉士として介護業務等に従事することで“全額返還免除”となります。 

 

※申請に関しては、保証人が必要です。保証人は、日本国籍を有するか、日本に永住できる等の東京都社会福祉協議会が指定する諸条

件を満たす個人の方、または介護福祉施設の法人の長の方が保証人になれます。現在、介護福祉施設でアルバイトをされている方は、当

該施設に介護福祉士等修学資金貸付の保証人についてご相談ください。介護福祉施設を運営している法人の長に保証人になっていただけ

る場合、その旨願書にご記入ください。 

 

※なお、本学別科（介護福祉士養成課程）は 2020（令和 2 年）年 4 月開設のため、東京都社会福祉協議会のリーフレットに記載されている

都内介護福祉士養成施設一覧（令和元年 9 月 1 日現在）には入っておりません。 

 

 
 

 

問い合わ

せ先 

日本 国内 ： 武蔵野大学 武蔵野学部事務室 介護別科事務 

〒202-8585 東京都西東京市新町一丁目１番20号 

TEL・FAX： 042-468-9747（火～金、10:00～15:00） 

bekka-kaigo@musashino-u.ac.jp 

 

＜海外事務局＞ 

香     港 ： 武藏野大學別科 招生辦公室（香港） 

香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場 605室 TEL：+852-3153-1433 

 

台     湾 ： 武藏野大學別科 招生辦公室（臺湾） 

台北市中正區羅斯福路1段10號3樓 TEL： +886-2-23930220 

 

フィリピン  ： Musashino University Special Course Admission Office (Philippines) 

Unit 3E, Osmeña Building, 1991 A. Mabini Street, Barangay 701, Malate, Manila TEL：+63-8247-3023 




