
月 日（曜日） 時　間
　９月２６日（土） 9：00～1１：00

２月２８日（日）
12：00～13：00

（1時間）

３月２８日（日）
9：00～16：00

（6時間）
第１回 スクーリング（介護過程Ⅲ）

４月１０日（土）
9：00～16：00

（6時間）
第２回 スクーリング（介護過程Ⅲ）

４月２４日（土）
9：00～16：00

（6時間）
第３回 スクーリング（介護過程Ⅲ）

５月　８日（土）
9：00～16：00

（6時間）
第４回 スクーリング（介護過程Ⅲ）

５月２２日（土）
9：00～16：00

（6時間）
第５回 スクーリング（介護過程Ⅲ）

６月　５日（土）
9：00～16：00

（6時間）
第６回 スクーリング（介護過程Ⅲ）

６月１９日（土）
9：00～16：00

（6時間）
第７回 スクーリング（介護過程Ⅲ）

７月１０日（土）
9：00～16：00

（6時間）
第８回

スクーリング（介護過程Ⅲ）
　　　　　※修了テスト含む

８月２１日（土）
9：00～1８：00

（予定）
第９回 医療的ケア　演習①

８月２９日（日）
9：00～1８：00

（予定）
第１０回 医療的ケア　演習②／修了式

※介護職員基礎研修の資格取得者以外（無資格含む）の方は、スクーリングは①～⑨及び

　医療的ケア演習⑨～⑩の２日間の受講が必要です。

※介護職員基礎研修修了の方は、医療的ケア演習（２日間）のみの受講となります。

⑦

⑧

医療的ケア演習 ２日間

⑨

⑩

④

⑤

⑥

令和３年２月度　介護福祉士実務者研修カリキュラム

２月開講コース

オリテン・介護課程Ⅲ

№ 教　科　名

ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝ 　開講式／オリエンテーション

①

②

③

曜

コース



株式会社西日本医療福祉総合センター
福祉人材養成センター　行
FAX  093-244-0787

 ふりがな

 ふりがな

〒　　　　　－

（　　）
（　　）

　ふりがな

・受講後、介護系の就職希望　（  　　）

（　）勤務先の紹介 （　）知人の紹介

（　）当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ （　）当社からのFAXやDM

（　）パコラ等の広報紙 （　）資料請求サイト

受付日 受付番号 センター処理欄

令和　　年　　月　　日

㈱西日本医療福祉総合センター

【R3年 2月開講】　介護福祉士実務者研修　受講申込書

氏 名

生年
月日 　　　昭和　・　平成　　　年　　　月　　　日　（満　　　歳）　　　男　・　女

自宅
住所

※送付物が届かない場合もありますのでアパート等の名称など、できるだけ詳しくご記入下さい。

自宅
TEL

携帯
TEL

取得
資格
及び
受講
料金

○介護職員基礎研修修了　　　（受講料：３０，０００円） （　　）
○ヘルパー１級修了　　　　　（受講料：６０，０００円） （　　）
○ヘルパー２級修了　　　　　（受講料：８１，５００円）

○介護職員初任者研修修了　　（受講料：８１，５００円）

○無資格　　　　　　　　　（受講料：１１２，５００円） （　　）
お支払
方法

１回払い　・　２回払い　・　３回払い   ※ お支払いは、上記料金に消費税10％を加えた金額になります。
  ※ 入金方法等については受講申込後に受講決定書・学則等を
　　送付致しますので詳しくはそちらでご確認下さい。４回払い　・　５回払い　・　６回払い

教育訓練給付
制度の利用

（     利用する  　・  　利用しない 　）

※教育訓練給付制度は、雇用保険に加入されている方等が対象です。詳しくは事務局へお尋ね下さい。

研修の一部が
免除になる研修

・喀痰吸引等研修修了（　　）※１号または２号研修のみ　　・認知症実践者研修修了（　　）
　※取得資格や研修内容によっては、免除にならない場合もありますのでご了承下さい。

自宅学習選択 　WEB学習コース（　　　　） 　課題（筆記）学習コース（　　　　）

勤務先
名称

勤務先
への連絡 可 不可

勤務先
住所

〒　　　　　－

勤務先
TEL

勤務先
ＦＡＸ

有料託児所 　※レーベンキッズ（託児所）の利用のしおりを送付希望（　　　）

※申し込みの際は資格証の写しを添付してください。（無資格者除く）

（　）内は、該当するものに○を記入して下さい。

受講後の
就職希望

車両
ナン
バー

この講座を
どうやって知
りましたか？※お車でお越しになる方は必ず

車両ナンバーをご記入ください。 （　）その他 (      　　　　　　　　　　　　　　　　　  )

印



□　２回払い

□　２回払い

□　３回払い

□　２回払い

□　３回払い

□　２回払い

□　３回払い

※ 入金方法・期日につきましては、受講申込後に「受講決定書・学則等」を

　　送付致しますので詳しくはそちらでご確認ください。

●介護職員基礎研修修了者　受講料　３２，４００円（税込）

介護福祉士実務者研修　受講料分納　確認表

１回目：３４，８００円 ２回目：３０，０００円

１回目：２２，４００円 １回目：１０，０００円

●訪問介護員１級修了者　　　受講料：６４，８００円（税込）

●介護職員初任者研修（ヘルパー２級）修了者　　　受講料：８８，０２０円（税込）

１回目：３４，８００円 ２回目：１５，０００円 ３回目：１５，０００円

□　４回払い
１回目：１９，８００円 ２回目：１５，０００円 ３回目：１５，０００円

４回目：１５，０００円

１回目：４８，０２０円 ２回目：４０，０００円

１回目：３８，０２０円 ２回目：２５，０００円 ３回目：２５，０００円

□　４回払い
１回目：２８，０２０円 ２回目：２０，０００円 ３回目：２０，０００円

４回目：２０，０００円

□　５回払い
１回目：２８，０２０円 ２回目：１５，０００円 ３回目：１５，０００円

４回目：１５，０００円 ５回目：１５，０００円

●無資格者　　　受講料：１２１，５００円（税込）

□　６回払い
１回目：１８，０２０円 ２回目：１５，０００円 ３回目：１５，０００円

４回目：１５，０００円 ５回目：１５，０００円 ６回目：１０，０００円

１回目：６１，５００円 ２回目：６０，０００円

１回目：４１，５００円 ２回目：４０，０００円 ３回目：４０，０００円

□　４回払い
１回目：３１，５００円 ２回目：３０，０００円 ３回目：３０，０００円

４回目：３０，０００円

□　５回払い
１回目：３１，５００円 ２回目：３０，０００円 ３回目：２０，０００円

４回目：２０，０００円 ５回目：２０，０００円

□　６回払い
１回目：２１，５００円 ２回目：２０，０００円 ３回目：２０，０００円

４回目：２０，０００円 ５回目：２０，０００円 ６回目：２０，０００円

１級 ２級 ３級

人間の尊厳と自立 5 免除 免除 免除 免除 免除

社会の理解Ⅰ 5 免除 免除 免除 免除 免除

社会の理解Ⅱ 30 免除 免除

介護の基本Ⅰ 10 免除 免除 免除 免除

介護の基本Ⅱ 20 免除 免除 免除

コミュニケーション技術 20 免除 免除

生活支援技術Ⅰ 20 免除 免除 免除 免除 免除

生活支援技術Ⅱ 30 免除 免除 免除 免除

介護過程Ⅰ 20 免除 免除 免除 免除

介護過程Ⅱ 25 免除 免除

介護過程Ⅲ（スクーリング） 45
スクー
リング

スクー
リング

スクー
リング

スクー
リング

免除

発達と老化の理解Ⅰ 10 免除 免除

発達と老化の理解Ⅱ 20 免除 免除

認知症の理解Ⅰ 10 免除 免除 免除
認知症実

践者研修

認知症の理解Ⅱ 20 免除 免除
認知症実

践者研修

障害の理解Ⅰ 10 免除 免除 免除

障害の理解Ⅱ 20 免除 免除

こころとからだのしくみⅠ 20 免除 免除 免除 免除

こころとからだのしくみⅡ 60 免除 免除

医療的ケア ５０(※1)
喀痰吸引
等研修

介護福祉士実務者研修
受講時間数 450 320 95 320 420 50

※１　医療的ケアは５０時間とは別に演習（スクーリング）を修了する必要があります。

※２　スクーリングは介護過程Ⅲ及び医療的ケアの演習のみで、それ以外は全て自宅学習です。

※３　介護課程Ⅰ・Ⅱの課題を提出しなければ介護過程Ⅲのスクーリングは受講できません。

介護福祉士実務者研修　保有資格別免除科目一覧（別紙）

実務者研修

受講時間数

（無資格者）

介護職員
初任者研修

訪問介護員養成研修 介護職員
基礎研修

その他
全国研修

カリキュラム



雇用保険

1年以上
20％

受講料の・・・・

受講料の

20％を

支給（最大10万
円まで）

一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し、

修了した場合。修了時点までに、実際に支払った学費の、概ね２０％

相当が支給される制度です。（上限10万円まで）

受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間が３年以上、（初めて支

給を受けようとする方については１年以上）あることなど一定の要件を満たし、厚生

労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した雇用保険の一般被保険者

（在職者）又は一般被保険者であった方（離職者）。※離職者は離職１年以内。

教育訓練施設（当社）にお支払された受講料の、概ね20％に相当する額となり
ます。※ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、４千円を超えない場合は支給されません。
※詳しくは、最寄りのハローワークへご確認ください。

【ハローワーク】 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html





西日本医療福祉総合センターでは、法人様からの要請や個人の方からも、

講座受講を希望している方々が大勢いらっしゃることを受け、コロナ禍ではありますが

できる限り講座を行う方向にと考えております。

講座の性質上、３密「密閉、密集、密着」の状況が発生しやすい為、開催にあたっては

消毒、環境整備等、最大限の配慮と準備をいたします。

受講生の皆様におかれましても、受講に際しては、下記の点を徹底していただくよう

ご協力をお願い致します。

なお、無理に受講せずに、受講を延期したいご希望は遠慮なくご相談ください。

　◆ 講座期間中は、常に手洗い・うがい・消毒・マスク着用・検温をする。

　◆ 講座期間中は、職場・生活の中からできる限り「３密（密閉・密集・密着）」を避ける。

　◆ 熱や咳がある、嗅覚や味覚がおかしい、息切れがする等の体調が悪い場合は、

　　 無理して参加せず、後日振替で受講する。（受講中の体調不良に関しても同様）

　◆ 同居家族・職場の利用者様や同僚に感染疑いがある場合や、PCR検査・抗原検査等を行った

　 　場合、感染疑いのある場所に行った、感染疑いのある人と会った等の場合も 無理して参加せずに

　　 後日振替受講をする。（感染拡大防止のご理解の上、情報をお伝えください。）

  　 ※振替受講に関しては、ご相談の上、日時等を決めさせていただきます。

　◆ ご自宅にて、外出前に、検温をする。

　◆ 手洗い・うがい・マスク着用

　◆ 外気温にかかわらず、教室は常に換気をしておりますので衣服にて調整をしてください。

　◆ 到着後、入室前に、消毒・検温をする。 教室から出入りする際には、必ず手消毒をする

当日、37.5度以上の発熱・咳・鼻水くしゃみ等、体調不良の様子がある場合は、受講をお断り

頂くご相談をします。ご了解ください。

また、今後の状況によっては、急遽休講の判断をさせていただく場合がございます。

（※休講の場合は、ご連絡いたします。）

万が一、感染が発覚した場合は追跡調査ができるように、ご協力をお願い致します。

開催にあたり何よりも大事なことは、

感染者を一人も出さずに受講いただけるよう、受講生、講師、スタッフが感染対策の意識を持ち

『感染しない、させない』行動を徹底して行うことです。

体調不良・感染の疑いのある場合は、無理をせずお休みいただくことを重ね重ねお願いします。

また、日頃の体調管理を行っていただきますようご留意お願い致します。

西日本医療福祉総合センター　

福祉教育研修室　093-244-4747

◆ 「感染しない、感染させないために」 守っていただきたいお願い ◆


