
http://www.can.ac.jp 

=2019年度= 

介護実務者研修科  
=介護職員「初任者」研修講座も開講= 

学校法人中村学園 

静岡福祉医療専門学校 

1.ライフスタイルに合わせて 
   選べる開始時期 
 
コースⅠ：6月3日(月)～12月2日(月) 
コースⅡ：7月1日(月)～12月31日(火) 
コースⅢ：8月26日(月)～2月25日(火) 
コースⅣ：10月1日(火)～3月31日(火) 

2.教育訓練給付金制度によ    
   り、自己負担額の20％   
   を給付 
※一定の要件を満たす 
 雇用保険を受ける在職者 
 または離職者が対象 

3.介護職員初任者研修 
   からの取得も可能！ 
 
ゼロからでも無理なく 
介護分野が学べる 
実務者研修取得にも有利！ 

働きながらでも無理なく 
通信教育とスクーリングで 

「介護福祉士」の国家資格を取得 

通信教育 
 
 

自宅学習が基本となり、通学
（スクーリング）は、たった
７日間。自分の都合に合わせ
て、無理なく学習することが
可能です。E-レポート形式と
いうインターネットを使った
課題提出・質問提出により、
自宅でも職場でも、隙間時間
を使って納得いくまで学習す

ることができます。 



入学金・受講料 

既取得資格名 
(研修時間) 

入学金 授業料 教材費 合計(税込) 

無資格者 
(464時間) 

¥10,000 ¥130,000 ¥13,824 ¥153,824 

初任者研修修了者 
(334時間) 

¥10,000 ¥100,000 ¥13,824 ¥123,824 

訪問介護養成 
研修修了者 

3級課程 
(434時間) 

¥10,000 ¥120,000 ¥13,824 ¥143,824 

2級課程 
(334時間) 

¥10,000 ¥100,000 ¥13,824 ¥123,824 

1級課程 
(109時間) 

¥10,000 ¥90,000 ¥5,184 ¥105,184 

基礎研修修了者(64時間) ¥10,000 ¥30,000 ¥3,024 ¥43,024 

インターネットを使った形式なので働きながら
でも簡単に自宅学習。職場でも隙間時間をフル
活用できます。課題提出や質問はインターネッ
トを使ってらくらく送信。 

1.自宅学習（通信教育） 

介護課程Ⅲと医療的ケアは本学にて授業を受け
ていただきます。介護課程Ⅲで5日間、医療的
ケアで２日間、合計7日間のスクーリングを実
施します。 

2.スクーリング（対面授業） 

本番と同じ時間帯での模試を2回実施。 
介護の基本、コミュニケーション技術、生活支
援技術、発達と老化の理解など本番の筆記試験
と同等の内容です。本学講師による解説・アド
バイスを受けられますので弱点克服や勉強方法
の開拓、自信の構築につながります。 

４.「介護福祉士」国家試験対策講座 
                                                                            (オプション) 

初任者研修+実務者研修 
お得なセット講座 

■学費に関する規定 

②既納の学費等は返還しません。 

③教材費は指定する物品をすでに所持している場
合、一部免除になります。 

④スクーリング授業による補講が必要であると評
価された場合は、補講1時限あたり¥3,240を別途
徴収します。 

※国の教育訓練給付金制度適用研修により自己
負担額の20％が給付される場合があります。 

①入学金及び受講登録費の有効期限は6か月
です。6か月を超えた場合は追加料金が発生
します。 
※最長1年まで(延長料：¥10,800) 

開講予定日程と受講内容 
各期コースごと初回に受講オリエン
テーションを開催します。 
学習方法、スクーリング日程の説明、
教材の配布などを行いますので必ず
ご参加ください。 

CHECK‼ 

コース名 定員 期間 

コースⅠ 40名 6/3(月)～12/2(月) 

コースⅡ 40名 7/1(月)～12/31(火) 

コースⅢ 40名 8/26(月)～2/25(火) 

コースⅣ 40名 10/1(火)～3/31(火) 

「介護職員初任者研修」は介護の仕事に就くための入
門資格。福祉に初めて関わる方でもわかりやすく、介
護現場で働く上で必要なスキルが身に付きます。この
資格を取得することで介護実務者研修科受講の際、
464時間のうち130時間が受講免除となります。 
訪問介護・福祉施設・病院等、就職の幅が広がります。 
     初任者研修受講料：４９,６８０円（税込） 

セットで受講する方 
今だけ応援キャンペーン実施中 

初任者研修49,680円+ 
実務者研修123,824円 
=173,504（税込）が 

¥130,000(税込)！ 

はじめて介護現場で働く方にイチ押し！ 
着実なスキルアップ・ステップアップを 
目指している方必見！ 

３.一般教育訓練給付制度 
教育訓練終了後、１ヶ月以内にハローワークへ
支給申請をすることで、受講生本人負担受講料
の約２０％に相当する額（１０万円が限度額）
が返金されます。 
（雇用保険をうける在職者または離職者） 
 

５.介護職員初任者研修講座（入門講座） 

25％ 

OFF 



履修科目 履修方法 

履修時間数(一コマ60分授業) 

既取得資格 
介護職員
基礎研修
修了者 無資格者 

初任者研
修修了者 

訪問介護養成研修修了者 

3級 2級 1級 

人間と社会 

人間の尊厳と自立 通信授業 ５ 免除 免除 免除 免除 免除 

社会の理解Ⅰ 通信授業 ５ 免除 免除 免除 免除 免除 

社会の理解Ⅱ 通信授業 30 30 30 30 免除 免除 

介護 

介護の基本Ⅰ 通信授業 10 免除 10 免除 免除 免除 

介護の基本Ⅱ 通信授業 20 20 20 免除 免除 免除 

コミュニケーション技術 通信授業 20 20 20 20 免除 免除 

生活支援技術Ⅰ 通信授業 20 免除 免除 免除 免除 免除 

生活支援技術Ⅱ 通信授業 20 免除 30 免除 免除 免除 

介護課程Ⅰ 通信授業 20 免除 20 免除 免除 免除 

介護課程Ⅱ 通信授業 25 25 25 25 免除 免除 

介護課程Ⅲ スクーリング 45 45 45 45 45 免除 

こころと 
からだのしくみ 

発達と老化の理解Ⅰ 通信授業 10 10 10 10 免除 免除 

発達と老化の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除 免除 

認知症の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 10 10 免除 免除 

認知症の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除 免除 

障がいの理解Ⅰ 通信授業 10 免除 10 10 免除 免除 

障がいの理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除 免除 

こころとからだのしくみⅠ 通信授業 20 免除 20 免除 免除 免除 

こころとからだのしくみⅡ 通信授業 60 60 60 60 免除 免除 

医療的ケア 

医療的ケア 通信授業 50 50 50 50 50 50 

医療的ケア演習 スクーリング 14 14 14 14 14 14 

通信授業数 405 275 375 275 50 50 

スクーリング時間数 59 59 59 59 59 14 

合計履修時間数 464時間 334時間 434時間 334時間 109時間 64時間 

履修科目表(既取得資格によって履修科目免除) 

ますます進むわが国の超高齢社会に不可欠な「介護福祉
士」。有資格者の基礎能力の向上と地位・待遇の改善の
ため、受験取得には介護実務経験3年以上に加え「介護実
務者研修」の受講が義務化されました。この研修では介
護について高度な知識を体系的に、6か月にわたって学ぶ
ので、専門的な知識をしっかり理解できます。また研修
後「国家試験対策講座」を実施します。 

「介護福祉士」の受験資格が変わりました 

■国家資格取得までの流れ 

必要書類 
・受講申込書 
・身分証明書(運転免許証、健康保険証等のコピー) 
・現在お持ちの資格証コピー 

申込方法 

郵送 申込期限最終日必着 

窓口持参 
受付時間 
平日：9時～17時 
土曜：9時半～14時半(第1,3のみ) 

①実務者研修受講申込  … 左記の必要書類を提出してください 

                 ※〚受講希望〛前月第１週必着で「申込書」をお願いします 

②受講決定通知受取   … 入学金等の納付確認後「受講許可証」を送付します。 

③受講         … 通信授業、スクーリングの実施 

④修了認定       … 受講科目終了後「終了認定証」を発行します 

⑤国家試験対策特別講座 … 希望者のみ 

⑥国家試験受験     … 毎年1月下旬ごろ 

⑦合格発表       … 毎年3月下旬ごろ 



学校法人中村学園 

静岡福祉医療専門学校 

中村学園専門学校総合インフォメーション 
〒422-8061 静岡市駿河区森下町4-25 
TEL 054-280-0173 FAX 054-280-0174 
E-mail info@can.ac.jp 
学校説明会、体験入学等のお問い合わせは、上記までご連絡ください。 

資料請求 

24時間 
受付中！ 

免除科目により授業料減額 

訪問介護研修1・2・3級課程など、すでに保有してい

る資格の種類によって免除科目があり、受講時間数が

異なります。また免除科目の範囲に応じて受講料が減

額されます。 

確かな職業教育実績 

創立以来、抜群の就職決定率の実績は地域社会からの

信頼の証でもあります。豊富な知識と経験をもとに

「介護実務者研修科」を開講します。医療、介護、福

祉の専門学校が実施する研修ですので安心です。 

「介護実務者研修科」 
 を受講するメリット 

働きながら学べます 

通学学習は最大でも7日間のみ。インターネットを

使った学習がメインなので、6か月のほとんどは時間

や場所を選ばず、好きな場所で好きな時間に行えます。 

教育訓練給付金制度 

厚生労働省による社会人向けのスキルアップ、再就職

支援のための給付制度です。初回の方は受講開始まで

に通算2年以上の雇用保険の被保険者期間があれば受

給できます(２回目以降の方は通算１０年以上)。 

※詳しくは直接お問い合わせいただくか、厚生労働省

HPをご確認ください。 

一般社団法人KJKは、全国の介護福祉士養成施設校（専門学校・大

学・短大）で構成されています。現在、７０校を超える会員校が加盟

し、どこにいても統一した、質の高い学習が可能です。この強い連携

により、一人一人に合った手厚い指導が行き届き、各試験合格にも自

信を持って指導を行うことができます。加盟校の一つである本学も静

岡県内・県外から受講することができ、実務者研修修了後は、介護福

祉士国家試験対策講座、ケアマネジャー対策講座、社会福祉士国家試

験対策講座等、対策講座も充実しています。 

本学は一般社団法人KJK会員校です。 
(旧介護福祉士実務者研修センター) 

充実の設備！ 
バリアフリー 

森下町キャンパス！ 

mailto:info@can.ac.jp

