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《1》受験資格                                                   

本校の受験資格は、以下のいずれかの条件を満たすことが必要となります。 

① 高等学校を卒業した者または入学年の 3月に高等学校を卒業見込みの者 

② 外国において学校教育における 12年間の課程を修了し 18 歳に達した者 

③ 文部科学省の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び見込みの者 

④ 修業年限が 3年以上の専修学校の高等課程で、文部科学大臣が指定した学校を修了

した者 

⑤ 外国人留学生の受験資格については別に定める（本校へお問い合わせください。） 

 

《2》課程、修業年限、入学定員                         

課程 修業年限 入学定員 

昼間課程 2年 40名 

 

《３》出願から合格発表までの流れ                        

１ 入試日程及び合格発表  

入試日程は以下のとおりです。最初の数回の募集で定員に達した場合、以降の募集

が行われないこともありますので、出願前にホームページや電話でご確認をお願いし

ます。合格通知は、入学試験終了後 10日以内に、文書で本人並びに高等学校長宛（令

和 3年 3月に高等学校を卒業見込の者）に通知します。 

尚、電話やメールでの問い合わせに対しては対応できません。 

[出願期間] 令和 4年 10月下旬～令和 5年 3月下旬（※留学生は 3月初旬まで） 

[入学試験] 入学試験の日程は随時設定します。 

[試験当日] 8：30～受付 9：00～試験開始 

[試験会場] 豊心福祉学園 

２ 試験内容  

入学願書等による書類審査及び入学試験科目の結果を踏まえて選考が行われます。 

試験科目 試 験 内 容 試 験 時 間 

筆記試験 作文 9:00 〜 10:00 

面接試験 面接（個別ないし集団） 10:15 〜  

３ 入学検定料  

 入学試験に伴う費用は 10,000 円です。支払方法について 4 頁をご参照ください。 

４ 入学試験会場  

本校の校舎となります。学校の所在地については、13頁の地図をご参照ください。 
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《4》入学試験に関する留意事項                   

受験時の心得は以下のとおりです。 

（１）受験者は試験開始30分前に集合してください。 

（２）筆記試験開始後20分が経過した後の試験会場への入室は認められません。 

（３）筆記試験開始後30分が経過しなければ、退室は認められません。 

（４）受験票は必ず持参のうえ、机上に置いてください。 

（５）その他、机上に置くことができるものは以下のものです。 

鉛筆、シャープペン、消しゴム、時計 

（６）上履きを持参してください。 

（７）試験時間中は携帯電話・タブレット等の電源は切ってください。 

（８）受験者の人数によって、面接試験の終了が午後にずれる可能性があります。 

（９）入学試験の結果につきましては、本人及び高等学校長宛（令和4年3月に高等学

校を卒業見込の者）に文書で合否を通知いたします（郵送）。入学試験の結果に

関する電話での問い合わせには、一切お答えできませんので、あらかじめご了

承ください。 
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《5》出願手続き                       

チェック 出願書類一覧 

□ 入学願書（証明写真添付） 

□ 受験票（証明写真添付） 

□ 出身高等学校調査書 

□ 出身高等学校卒業証明書（令和4年度卒業見込の者は不要） 

□ 自己紹介書（令和4年3月までに卒業した者） 

□ 入学検定料払込受領証（写し） 

＊願書送付の郵送代（切手代）につきましては自己負担となります。 

※願書の送付（提出）にあたっては、同封している所定の封筒をご使用ください。 

尚、受験票につきましては、本人宛で現住所に送付いたします。 

 

【出願書類提出先】 

〒885-0044  

宮崎県都城市安久町 4966 番地 5 

社会福祉法人 豊の里 豊心福祉学園  宛 
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 入学願書 

本校所定の用紙に黒ないし青ボールペンで記入のうえ、3ヶ月以内に撮影した上

半身無帽の写真（縦4㎝×横3㎝ 裏面には氏名を明記）を添付します。 

 受験票（入学願書から切り取らないでください） 

本校所定の用紙に自筆で記入のうえ、入学願書と同一の写真を添付します。 

 出身高等学校調査書 

出身高等学校が作成した調査書を提出してください（開封無効）。なお、高等学

校卒業程度認定試験に合格した人は合格成績証明書を提出してください。 

 出身高等学校卒業証明書 

令和4年度卒業見込みの人は提出不要です。高等学校卒業程度認定試験に合格し

た人は合格証明書を提出してください。 

 自己紹介書 

令和4年3月までに高等学校を卒業した人（書式自由 パソコン使用可 履歴書可）。 

 入学検定料払込受領証（写し） 

入学検定料（10,000円）は別添の電信扱振込依頼票に必要事項を記入し、指定の

金融機関で払込みを行ったうえで、受領証の写しを入学願書裏の検定料払込受領証

の写し添付欄に貼ってください。手数料は自己負担となります。 

金融機関の名称 宮崎第一信用金庫 

支店名 都城営業部 

預金の種類 普通預金 

口座番号 1219439 

口座名義 社会福祉法人 豊の里 理事長 清水由紀子 
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《6》入学金、授業料等                           

（単位：円） 

項 目 1年次年額 2年次年額 合 計 

入学金 150,000  150,000 

授業料 490,000 490,000 980,000 

施設管理費 130,000 130,000 260,000 

実験実習費 15,000 45,000 60,000 

教材費 40,000 10,000 50,000 

合 計 825,000 675,000 1,500,000 

（１）入学手続時に入学金を含めた1年次年額（825,000円）を納入して頂きます。 

（２）入学手続時に一括納入（1,500,000円）頂くことも可能です。 

（３）分割納入を希望される場合は、個別にご相談ください。 

（４）上記金額を納入後、入学前に入学辞退の意思表示を行った場合には、入学金、

教材費相当分の授業料と振込手数料を控除した残額を返還します。 

（５）上記金額には、実習服や健康診断（検便を含む）、卒業アルバム、介護福祉士

国家試験受験に要する費用等は含まれておりません（ご注意ください）。 
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《7》奨学金等                           

［ 社会福祉法人豊の里特別奨学金制度 ］ 

豊の里に就職後、５年間は返済が猶予され、勤続５年で入学金・授業料の全額が

返済免除される特別奨学金制度です。（詳細は別紙参照） 

 

［ 宮崎県育英資金 ］ 

向学心に富み、優れた素質を有しながら経済的理由により修学が困難な者に対し、

学校長の推薦に基づいて修学資金の貸付が行われます。 

（1） 貸 付 額 [自宅通学]  月額52,000円  月額39,000円  月額26,000円 

[自宅外通学] 月額59,000円  月額45,000円  月額30,000円 

（2） 募集期間 在学採用については、3月（入学後）から4月下旬 

緊急採用（生計維持者の失職・死亡・病気、あるいは災害による

家計急変等が対象）については随時 

（3） 申請方法 本校を通じて手続きを行います。 

 

[ 宮崎県介護福祉士修学資金等貸付制度 ] 

宮崎県社会福祉協議会（以下、「県社協」という。）では、介護福祉士を目指す者

に対し、修学資金の貸付を実施しています。 

養成施設卒業後１年以内に介護福祉士登録を行い、宮崎県内の施設・事業所等で

５年間継続して介護をはじめとする返還免除対象業務に従事した場合、返還が全額

免除されます。 

(1)貸付額            

① 月 額  50,000円以内 

② 入学準備金  200,000円以内（貸付の初回） 

③ 就職準備金  200,000円以内（卒業時） 

④ 国家試験受験対策費用  40,000円（一年度あたり） 

⑤ 生活費加算  月額30,000円以内（生活保護受給世帯のみ対象） 

(2)貸付期間  養成施設に在学する期間 

(3)申請方法  [入学前] 申請者→宮崎県社会福祉協議会 

[入学後] 申請者→本校→宮崎県社会福祉協議会 

(4)募集期間  ［新 規］ 貸付を受けようとする年度の4月初旬（又は入学後）～4月末日 

［継 続］ 貸付を受けようとする年度の前年度の2月初旬～2月末日 
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[ 宮崎県母子父子寡婦福祉資金 ] 

母子家庭、父子家庭の子等を対象として、無利子もしくは低利で資金の貸付制度

を利用できます。 

(1)修学資金貸付      自宅通学  月額  89,000円（上限） 

               自宅外通学 月額 126,500円（上限） 

(2)就学支度資金貸付  自宅通学  580,000円（上限） 

                     自宅外通学 590,000円（上限） 

(3)申請方法  貸付相談・申請については、以下の窓口に直接お問い合わせ下さい。 

① 宮崎市に居住の場合 

宮崎市子育て支援課 0985-21-1765 

② 宮崎市以外に居住の場合 

お近くの福祉こどもセンターまたは市役所の児童扶養担当課、 

宮崎県こども家庭課 0985-26-7041 

 

[ 生活福祉資金 ] 

県の社会福祉協議会を実施主体として、低所得世帯、障害者世帯等世帯単位に修

学資金の貸付を行っています。日本学生支援機構の奨学金申請が認可されなかった

場合、あるいは認可額が修学に不足する場合に、利用が可能となることがあります。 

 

[ 教育ローン ] 

国の教育ローン（日本政策金融公庫）や、金融機関等の教育ローンの利用を希望

される場合は、事務局で紹介します。 
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《8》取得できる資格                        

※取得できる資格：介護福祉士（国家資格） 

介護福祉士国家資格の取得方法には、3つのルート（実務経験ルート、福祉系高校ル

ート、養成施設ルート）があり、本校の場合は養成施設ルートに該当します。 

養成施設ルートの場合、所定のカリキュラムを履修し、必要な単位を取得のうえ、5

年間の期限付きで介護福祉士資格が取得できます。そしてこの期限内に国家試験に合

格するか、もしくは 5年間介護現場で勤務することにより、正式に介護福祉士とし認

定されることになります。但し、令和 9年度卒業生より国家試験の受験が義務化され

るため、必ず合格しなければ介護福祉士を取得することができません。 

［養成施設ルート図］ 

 

（出典）公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 
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《9》授業科目、時間割                       

1 授業科目（予定） 

Ⅰ人間と社会 

 ○介護における尊厳と自立    ○人間関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ・Ⅱ  ○社会の理解Ⅰ・Ⅱ 

○道徳教育          ○現代社会・生活文化      ○家庭福祉論 

Ⅱ介護 

 ○介護の基本Ⅰ・Ⅱ   ○ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術Ⅰ・Ⅱ      ○生活支援技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

 ○介護過程Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ  ○介護総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ  ○介護実習Ⅰ・Ⅱ 

Ⅲこころとからだのしくみ 

 ○発達と老化の理解   ○認知症の理解    ○障害の理解 

○こころとからだのしくみ 

Ⅳ医療的ケア 

 ○医療的ケア概論    ○医療的ケア演習 

Ⅴ独自開講科目 

 ○職業人講話 

2 時間割（例） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

１限目 

9：00～9：50 
障害の理解 生活支援技術Ⅱ 発達と老化の理解 介護の基本Ⅱ こころとからだのしくみ 

2 限目 

10： 00～ 10： 50 
障害の理解 生活支援技術Ⅱ 発達と老化の理解 介護の基本Ⅱ こころとからだのしくみ 

3 限目 

11：00～11：50 
認知症の理解 介護総合演習Ⅱ 生活支援技術Ⅲ 

コミュニケーション 

技術Ⅱ 
社会の理解Ⅰ 

4 限目 

13： 00～ 13： 50 
認知症の理解 社会の理解Ⅰ 生活支援技術Ⅲ 

コミュニケーション 

技術Ⅱ 
生活支援技術Ⅱ 

5 限目 

14： 00～ 14： 50 
生活支援技術Ⅰ 医療的ケア概論 こころとからだのしくみ 介護過程Ⅱ 生活支援技術Ⅱ 

6 限目 

15： 00～ 15： 50 
生活支援技術Ⅰ 医療的ケア概論 こころとからだのしくみ 介護過程Ⅱ 介護総合演習Ⅱ 
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《10》年間スケジュール（予定）                     

 

月 １年次 月 ２年次

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

1 1

2 2

3 3
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《11》実習予定施設一覧                       
 

 施設名 法人名 住所 

1 特別養護老人ﾎｰﾑ 豊望園 (福)豊の里 都城市安久町 4995番地 1 

2 豊望園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾎｰﾑ (福)豊の里 都城市下長飯町 1640番地 

3 豊望園ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ (福)豊の里 都城市下長飯町 1640番地 

4 五十市ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ばら苑 (福)豊の里 都城市鷹尾 4 丁目 4389番地 

5 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 2 ﾕﾆｯﾄ さつき (福)豊の里 北諸県郡三股町樺山 4845番地 8 

6 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 2 ﾕﾆｯﾄ ひまわり (福)豊の里 都城市蓑原町 1839番地 9 

7 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 2 ﾕﾆｯﾄ しらゆり (福)豊の里 都城市安久町 4966番地 2 

8 老人短期入所施設 あやめ苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ (福)豊の里 都城市早水町 3389番地 2 

9 老人短期入所施設 あやめ苑 (福)豊の里 都城市早水町 3389番地 2 

10 特別養護老人ﾎｰﾑ 財部寿豊苑 (福)豊友の里 曽於市財部町下財部 2061 番地 1 

11 地域密着型介護老人福祉施設 豊明苑 (福)豊の里 都城市蓑原町 1846番地 1 

12 地域密着型小規模多機能居宅介護 豊明苑 (福)豊の里 都城市蓑原町 1846番地 1 

13 デイサービスよかとこ鷹尾 (有)Ｆ＆Ｋウェルフェアサービス 都城市鷹尾 1 丁目 25街区 1 号 

14 養護老人ﾎｰﾑ 清風園 (福) 常陽社会福祉事業団 都城市南横市町 4000番地 

15 特別養護老人ﾎｰﾑ 白寿園 (福) 常陽社会福祉事業団 都城市庄内町 8673番地 

16 特別養護老人ﾎｰﾑ 寿楽園 (福)黒潮会 串間市大字西方 4341番地 1 

17 養護老人ﾎｰﾑ 望峰園 (福) 常陽社会福祉事業団 都城市安久町 5209番地 1 

18 介護老人保健施設こんにちわｾﾝﾀｰ（入所） (医) 魁成会 都城市牟田町 4街区 10号 

19 介護老人保健施設こんにちわｾﾝﾀｰ（通所） (医) 魁成会 都城市牟田町 4街区 10号 

20 特別養護老人ﾎｰﾑ 皇寿園 (福) 日向更生ｾﾝﾀｰ 宮崎市阿波岐原町前浜 4276-650 

21 皇寿園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ (福) 日向更生ｾﾝﾀｰ 宮崎市阿波岐原町前浜 4276-710 

22 皇寿園在宅ｹｱｾﾝﾀｰ (福) 日向更生ｾﾝﾀｰ 宮崎市阿波岐原町前浜 4276-650 

23 特別養護老人ﾎｰﾑ 恵寿苑 (福) 恵愛会 都城市太郎坊町 563番地 1 

24 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ めぐみ (福) 恵愛会 都城市太郎坊町 563番地 2 

25 小規模多機能ﾎｰﾑ 一休庵いわよし (福) 恵愛会 都城市郡元町 217番地 1 

26 恵寿苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ (福) 恵愛会 都城市太郎坊町 563番地 1 

27 恵寿苑訪問介護事業所 (福) 恵愛会 都城市太郎坊町 563番地 1 

28 ｹｱﾊｳｽ わかば (福) 大淀福祉会 都城市上長飯町 2683番地 3 

29 特別養護老人ﾎｰﾑ わかば (福) 大淀福祉会 都城市上長飯町 2687番地 1 

30 介護付有料老人ﾎｰﾑ けあらいふ正寿の都 (株)西日本福祉ｻｰﾋﾞｽ研究所 都城市北原町 21街区 16号 

31 特別養護老人ﾎｰﾑ 霧島荘 (福)宮崎県社会福祉事業団 都城市山之口町花木 2302-1 

32 特別養護老人ﾎｰﾑ ほほえみの園 (福) スマイリングパーク 都城市丸谷町 4670番地 

33 特別養護老人ﾎｰﾑ あさぎり園 (福) あさぎり福祉会 都城市山田町中霧島 2546番地 6 
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 施設名 法人名 住所 

34 あさぎり園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ (福) あさぎり福祉会 都城市山田町中霧島 2546番地 6 

35 あさぎり園訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ (福) あさぎり福祉会 都城市山田町中霧島 2546番地 6 

36 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 朝霧 (福) あさぎり福祉会 都城市山田町中霧島 2531番地 7 

37 あさぎり園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 2号館 (福) あさぎり福祉会 都城市高城町大井出 1049番地 

38 障害者支援施設 ﾊｯﾋﾟｰﾋﾙ (福) 奨禮会 都城市乙房町 2194 番地 1 

39 障害者支援施設 乙房苑 (福) 奨禮会 都城市乙房町 2191 番地 3 

40 生活介護事業所 乙房苑 (福) 奨禮会 都城市乙房町 2191 番地 3 

41 特別養護老人ﾎｰﾑ 高城園 (福) 観音の里 都城市高城町穂満坊 3416番地 

42 都城市福祉作業所 (福）共友会 都城市横市町 5281番地 1 

43 障害者支援施設 みどり園 (福）博愛会 都城市蓑原町 1656番地 1 

44 障害児入所施設 高千穂学園 (福）宮崎県社会福祉事業団 都城市都原町 7171 

45 就労支援ｻｰﾋﾞｽ 給食ｾﾝﾀｰＡ型 (福) キャンバスの会 都城市南鷹尾町 13-2 

46 就労支援ｻｰﾋﾞｽ 給食ｾﾝﾀｰＢ型 (福) キャンバスの会 都城市南鷹尾町 13-2 

47 就労支援ｻｰﾋﾞｽ ﾘﾈﾝ早水Ａ型 (福) キャンバスの会 都城市早水町 32-8 

48 就労支援ｻｰﾋﾞｽ ﾘﾈﾝ早水Ｂ型 (福) キャンバスの会 都城市早水町 32-8 

49 就労支援ｻｰﾋﾞｽ ﾘﾈﾝ都北Ａ型 (福) キャンバスの会 都城市都北町 3628-1 

50 就労支援ｻｰﾋﾞｽ ﾘﾈﾝ年見Ａ型 (福) キャンバスの会 都城市早水町 13-8-4 

51 地域活動支援ｾﾝﾀｰ なみき (福) キャンバスの会 都城市年見町 30-1-2-1 

52 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 なのはな村 (福) なのはな村 都城市一万城町 82号 4番 

53 ホームヘルパーステーションさきがけ (医) 魁成会 都城市松元町 15街区 10号 

54    

55    

56    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

《12》個人情報の取扱                        

出願の際に提出される書類に記載されている個人情報は、入学試験及び入学に必要

な手続きに関することのみに使用いたします。 

 

《13》本校所在地                          

 

＊宮崎自動車道 都城 ICより車で 30分程度 

＊日豊本線   都城駅より車で 10分程度 

        西都城駅より車で 8分程度 

＊宮崎交通バス 都城駅より路線バス 

33番・路線名「安久温泉」 34番・路線名「安久温泉（中郷中学校経由）」

【藤田
つ だ

口
ぐち

】バス停下車（所要時間 13分） 徒歩 10分 

※希望者については、送迎に関する相談にも応じます。詳細については、本校まで 

お問い合わせください（TEL:0986-39-6951「豊心福祉学園」） 

tel:0986-39-6951

