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介護の実務経験３年以上に加え、実務者研修を修了すると介護福祉士の国家試験受験資格が得られます。

また、国家試験の「実技試験」は実務者研修の完全導入（平成

実務経験のない方でも実務者研修は受講できます（経験１年未満でも

経ることにより国家試験（筆記試験）の受験が可能となります。

 

 
実務者研修には、通学制と通信制があります。通学制は

本学では、通信制を実施します。

自宅学習を行い、スクーリングとして通学するのは

また、本学では、通信を

認定はいつでもできます。レポート用紙に記入・作成、郵送する手間も必要としません。

※自宅学習にあたっては、インターネットの通信環

 

 

 
すでに、初任者研修（旧

主な免除科目は、募集要項にてご確認ください。

 

 
実務者研修では、「喀痰吸引」「経管栄養」「救急蘇生法」の“医療的ケア”の基本研修・

演習を学ぶことができます。本学の専任教員により実技授業が行われます。

実務者研修修了後に「実地研修」を修了し、都道府県へ申請登録すると、実際の業務において

も医療的ケアを行うことができます。実務者研修を修了後、「実地研修」を希望する方は、別の

研修「介護職員等による喀痰吸引等の研修」の実地研修を受講する必要があります。富山福祉

短期大学は、その「介護職員等による喀痰吸引等の研修」を実施している機関でもあります。

 

 

 

実務者研修を修了すると、訪問介護員（ヘルパー）養成研修課程における科目をすべて履修しているとみなさ

れ、「初任者研修」や「ヘルパー

にかかわらず、実務者研修を修了した段階で“訪問介
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平成 27 年

士国家試験の受験資格を得ることが

しかし、介護の質向上の必要性から、

３年間の介護業務の実務経験に加え、
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★介護福祉士国家試験の受験資格が得られます

★サービス提供責任者になれます

★学習内容は通信教育（

★取得資格により科目の免除があります

★医療的ケアの基本研修・演習が修了できます
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級」の全ての科目が免除されます。これにより、介護福祉士国家試験の合格

護員”や“サービス提供責任者”になることができます。

研修について

★介護福祉士国家試験の受験資格が得られます 

レポート）と７日間のスクーリングです

★医療的ケアの基本研修・演習が修了できます 

介護の現場において、３年間の介護業務の実務経験を経る

、介護福祉士国家試験の受験資格として、

義務化されることになりました

、介護福祉士実務者研修についてご説明します。 

時間（修業年限 2 年以上）のうち、

時間以上の教育課程を修めるものです。

介護の実務経験３年以上に加え、実務者研修を修了すると介護福祉士の国家試験受験資格が得られます。

年度）から廃止され

OK）。その後、実務経験３年を

時間の登校が必要となります。

は通信添削により

レポート・システム）により行うため、科目の

認定はいつでもできます。レポート用紙に記入・作成、郵送する手間も必要としません。

パソコン・スマート

級）などを修了している場合は、研修時間の一部が免除されます。

実務者研修では、「喀痰吸引」「経管栄養」「救急蘇生法」の“医療的ケア”の基本研修・

演習を学ぶことができます。本学の専任教員により実技授業が行われます。 

実務者研修修了後に「実地研修」を修了し、都道府県へ申請登録すると、実際の業務において

も医療的ケアを行うことができます。実務者研修を修了後、「実地研修」を希望する方は、別の

研修「介護職員等による喀痰吸引等の研修」の実地研修を受講する必要があります。富山福祉

短期大学は、その「介護職員等による喀痰吸引等の研修」を実施している機関でもあります。

実務者研修を修了すると、訪問介護員（ヘルパー）養成研修課程における科目をすべて履修しているとみなさ
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も医療的ケアを行うことができます。実務者研修を修了後、「実地研修」を希望する方は、別の 

研修「介護職員等による喀痰吸引等の研修」の実地研修を受講する必要があります。富山福祉 

短期大学は、その「介護職員等による喀痰吸引等の研修」を実施している機関でもあります。 

実務者研修を修了すると、訪問介護員（ヘルパー）養成研修課程における科目をすべて履修しているとみなさ
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富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。

入学
オリエン

テーション

通信学習
e-ラーニング

スクーリング

修了認定

国家試験

国家試験対策

実務者研修
 

富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。

 入学 
オリエン 

テーション 

 
通信学習 
ラーニング

 

スクーリング

 

修了認定 

 

国家試験 

 

国家試験対策

実務者研修
 

富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。

 

ラーニング 

スクーリング 

国家試験対策 

実務者研修 学習の流れ

E-レポートによる学習のため、都合のよい時間、場所で

学習が進められます。

働きながら学習する方にも取り組みやすい環境です。
 

スクーリング（通学学習）は、

「介護過程Ⅲ」が

介護福祉士養成校である富山福祉短期大学が行う講義・演習のため、整った

施設・設備・人的資源を活用し、質の高い授業を受講することができます

※「介護職員基礎研修」の修了者は、「医療的ケア演習」のみの受講となります。

 

指定された期間に必要な科目をすべて履修すると、修了（卒業）となります。

国家試験受験手続のために必要な「実務者研修修了証明書」と、介護訪問員

やサービス提供責任者として働くために必要な「実務者研修修了証」の

類を交付いたします。

毎年

施される国家試験を受験することができます。実技試験は平成

からは廃止されています。

入学オリエンテーションでは、研修修了までの学習方法の説明を行います。

この他、通信教育に使用する

す。

ちの方は、ご持参ください。
 
※本学の

スマート

※E-レポートの学習方法は、いつでも

することができます。

 
自宅で行う通信学習は、

っかり学習してから、

になっていますので、課題を郵送するわずらわしさもありません。

解答、解説のほか、教科書の出題箇所も表示されるため、復習も効率よく行

うことができます。

介護実務者研修は、あくまで「受験資格」を取得するための研修です。よっ

て、介護福祉士国家試験（筆記試験）に合格するためには、さらなる学習が

必要です。富山福祉短期大学では、国家試験合格ま

を用意しています。

 

富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。

学習の流れ

レポートによる学習のため、都合のよい時間、場所で

学習が進められます。

働きながら学習する方にも取り組みやすい環境です。

スクーリング（通学学習）は、

「介護過程Ⅲ」が

介護福祉士養成校である富山福祉短期大学が行う講義・演習のため、整った

施設・設備・人的資源を活用し、質の高い授業を受講することができます

※「介護職員基礎研修」の修了者は、「医療的ケア演習」のみの受講となります。

指定された期間に必要な科目をすべて履修すると、修了（卒業）となります。

国家試験受験手続のために必要な「実務者研修修了証明書」と、介護訪問員

やサービス提供責任者として働くために必要な「実務者研修修了証」の

類を交付いたします。

毎年 12 月末までに研修を修了する見込みの方は、翌年

施される国家試験を受験することができます。実技試験は平成

からは廃止されています。

入学オリエンテーションでは、研修修了までの学習方法の説明を行います。

この他、通信教育に使用する

す。PC を使っての説明を行いますが、スマートフォンやタブレットをお持

ちの方は、ご持参ください。

※本学の敷地内で学習される場合は、本学の

スマートフォン、タブレットを

レポートの学習方法は、いつでも

することができます。

自宅で行う通信学習は、

っかり学習してから、

になっていますので、課題を郵送するわずらわしさもありません。

解答、解説のほか、教科書の出題箇所も表示されるため、復習も効率よく行

うことができます。

介護実務者研修は、あくまで「受験資格」を取得するための研修です。よっ

て、介護福祉士国家試験（筆記試験）に合格するためには、さらなる学習が

必要です。富山福祉短期大学では、国家試験合格ま

を用意しています。

 

富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。

学習の流れ 

レポートによる学習のため、都合のよい時間、場所で

学習が進められます。 

働きながら学習する方にも取り組みやすい環境です。

スクーリング（通学学習）は、

「介護過程Ⅲ」が 5 日間です。

介護福祉士養成校である富山福祉短期大学が行う講義・演習のため、整った

施設・設備・人的資源を活用し、質の高い授業を受講することができます

※「介護職員基礎研修」の修了者は、「医療的ケア演習」のみの受講となります。

指定された期間に必要な科目をすべて履修すると、修了（卒業）となります。

国家試験受験手続のために必要な「実務者研修修了証明書」と、介護訪問員

やサービス提供責任者として働くために必要な「実務者研修修了証」の

類を交付いたします。 

月末までに研修を修了する見込みの方は、翌年

施される国家試験を受験することができます。実技試験は平成

からは廃止されています。

入学オリエンテーションでは、研修修了までの学習方法の説明を行います。

この他、通信教育に使用する

を使っての説明を行いますが、スマートフォンやタブレットをお持

ちの方は、ご持参ください。

学習される場合は、本学の

、タブレットをご使用の場合は、

レポートの学習方法は、いつでも

することができます。 

自宅で行う通信学習は、E-レポートにより行います。まず、指定教科書をし

っかり学習してから、E-レポート課題に取り組みます。自己採点型レポート

になっていますので、課題を郵送するわずらわしさもありません。

解答、解説のほか、教科書の出題箇所も表示されるため、復習も効率よく行

うことができます。 

介護実務者研修は、あくまで「受験資格」を取得するための研修です。よっ

て、介護福祉士国家試験（筆記試験）に合格するためには、さらなる学習が

必要です。富山福祉短期大学では、国家試験合格ま

を用意しています。 

  

富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。

レポートによる学習のため、都合のよい時間、場所で

働きながら学習する方にも取り組みやすい環境です。

スクーリング（通学学習）は、7 日間だけです。「医療的ケア」が

日間です。 

介護福祉士養成校である富山福祉短期大学が行う講義・演習のため、整った

施設・設備・人的資源を活用し、質の高い授業を受講することができます

※「介護職員基礎研修」の修了者は、「医療的ケア演習」のみの受講となります。

指定された期間に必要な科目をすべて履修すると、修了（卒業）となります。

国家試験受験手続のために必要な「実務者研修修了証明書」と、介護訪問員

やサービス提供責任者として働くために必要な「実務者研修修了証」の

月末までに研修を修了する見込みの方は、翌年

施される国家試験を受験することができます。実技試験は平成

からは廃止されています。 

入学オリエンテーションでは、研修修了までの学習方法の説明を行います。

この他、通信教育に使用する E-レポートの学習方法についても説明をしま

を使っての説明を行いますが、スマートフォンやタブレットをお持

ちの方は、ご持参ください。 

学習される場合は、本学の Wi-Fi

ご使用の場合は、

レポートの学習方法は、いつでも動画によって確認できますので、どなたでも安心して受講

レポートにより行います。まず、指定教科書をし

レポート課題に取り組みます。自己採点型レポート

になっていますので、課題を郵送するわずらわしさもありません。

解答、解説のほか、教科書の出題箇所も表示されるため、復習も効率よく行

介護実務者研修は、あくまで「受験資格」を取得するための研修です。よっ

て、介護福祉士国家試験（筆記試験）に合格するためには、さらなる学習が

必要です。富山福祉短期大学では、国家試験合格ま

富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。

レポートによる学習のため、都合のよい時間、場所で

働きながら学習する方にも取り組みやすい環境です。

日間だけです。「医療的ケア」が

介護福祉士養成校である富山福祉短期大学が行う講義・演習のため、整った

施設・設備・人的資源を活用し、質の高い授業を受講することができます

※「介護職員基礎研修」の修了者は、「医療的ケア演習」のみの受講となります。

指定された期間に必要な科目をすべて履修すると、修了（卒業）となります。

国家試験受験手続のために必要な「実務者研修修了証明書」と、介護訪問員

やサービス提供責任者として働くために必要な「実務者研修修了証」の

月末までに研修を修了する見込みの方は、翌年

施される国家試験を受験することができます。実技試験は平成

入学オリエンテーションでは、研修修了までの学習方法の説明を行います。

レポートの学習方法についても説明をしま

を使っての説明を行いますが、スマートフォンやタブレットをお持

Fi をご使用いただけます。ご自宅で

ご使用の場合は、ご自身の通信環境が整っている必要

によって確認できますので、どなたでも安心して受講

レポートにより行います。まず、指定教科書をし

レポート課題に取り組みます。自己採点型レポート

になっていますので、課題を郵送するわずらわしさもありません。

解答、解説のほか、教科書の出題箇所も表示されるため、復習も効率よく行

介護実務者研修は、あくまで「受験資格」を取得するための研修です。よっ

て、介護福祉士国家試験（筆記試験）に合格するためには、さらなる学習が

必要です。富山福祉短期大学では、国家試験合格ま

富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。

レポートによる学習のため、都合のよい時間、場所で

働きながら学習する方にも取り組みやすい環境です。

日間だけです。「医療的ケア」が

介護福祉士養成校である富山福祉短期大学が行う講義・演習のため、整った

施設・設備・人的資源を活用し、質の高い授業を受講することができます

※「介護職員基礎研修」の修了者は、「医療的ケア演習」のみの受講となります。

指定された期間に必要な科目をすべて履修すると、修了（卒業）となります。

国家試験受験手続のために必要な「実務者研修修了証明書」と、介護訪問員

やサービス提供責任者として働くために必要な「実務者研修修了証」の

月末までに研修を修了する見込みの方は、翌年 1 月末の指定日に実

施される国家試験を受験することができます。実技試験は平成

入学オリエンテーションでは、研修修了までの学習方法の説明を行います。

レポートの学習方法についても説明をしま

を使っての説明を行いますが、スマートフォンやタブレットをお持

ご使用いただけます。ご自宅で

ご自身の通信環境が整っている必要

によって確認できますので、どなたでも安心して受講

レポートにより行います。まず、指定教科書をし

レポート課題に取り組みます。自己採点型レポート

になっていますので、課題を郵送するわずらわしさもありません。

解答、解説のほか、教科書の出題箇所も表示されるため、復習も効率よく行

介護実務者研修は、あくまで「受験資格」を取得するための研修です。よっ

て、介護福祉士国家試験（筆記試験）に合格するためには、さらなる学習が

必要です。富山福祉短期大学では、国家試験合格までサポートする対策講座

富山福祉短期大学で学ぶ介護福祉士実務者研修の学習は、次のとおりです。 

レポートによる学習のため、都合のよい時間、場所で

働きながら学習する方にも取り組みやすい環境です。 

日間だけです。「医療的ケア」が 2 日間、

介護福祉士養成校である富山福祉短期大学が行う講義・演習のため、整った

施設・設備・人的資源を活用し、質の高い授業を受講することができます

※「介護職員基礎研修」の修了者は、「医療的ケア演習」のみの受講となります。 

指定された期間に必要な科目をすべて履修すると、修了（卒業）となります。

国家試験受験手続のために必要な「実務者研修修了証明書」と、介護訪問員

やサービス提供責任者として働くために必要な「実務者研修修了証」の 2

月末の指定日に実

施される国家試験を受験することができます。実技試験は平成 28 年度試験

入学オリエンテーションでは、研修修了までの学習方法の説明を行います。

レポートの学習方法についても説明をしま

を使っての説明を行いますが、スマートフォンやタブレットをお持

ご使用いただけます。ご自宅でパソコンや

ご自身の通信環境が整っている必要があります。

によって確認できますので、どなたでも安心して受講

レポートにより行います。まず、指定教科書をし

レポート課題に取り組みます。自己採点型レポート

になっていますので、課題を郵送するわずらわしさもありません。 

解答、解説のほか、教科書の出題箇所も表示されるため、復習も効率よく行

介護実務者研修は、あくまで「受験資格」を取得するための研修です。よっ

て、介護福祉士国家試験（筆記試験）に合格するためには、さらなる学習が

でサポートする対策講座
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2 種

月末の指定日に実

年度試験

入学オリエンテーションでは、研修修了までの学習方法の説明を行います。 
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◆介護過程Ⅲ（介護過程の展開）

◆医療的ケア（演習）

人間の尊厳と自立

社会の理解Ⅰ

社会の理解Ⅱ

介護の基本Ⅰ●

介護の基本Ⅱ

コミュニケーション技術●

生活支援技術Ⅰ●

生活支援技術Ⅱ

介護過程Ⅰ●

介護過程Ⅱ●

介護過程Ⅲ

発達と老化の理解Ⅰ

発達と老化の理解Ⅱ

認知症の理解Ⅰ

認知症の理解Ⅱ

障害の理解Ⅰ

障害の理解Ⅱ

こころとからだのしくみⅠ

こころとからだのしくみⅡ

医療的ケア◎

医療的ケア演習

受講科目

受講科目一覧

喀痰吸引・経管栄養等（評価）

介護過程の基礎と応用（評価）

援助計画に基づく介護技術（評価）

 

 

 

 

         

 

          

◆介護過程Ⅲ（介護過程の展開）

◆医療的ケア（演習）

人間の尊厳と自立

社会の理解Ⅰ

社会の理解Ⅱ

介護の基本Ⅰ●

介護の基本Ⅱ

コミュニケーション技術●

生活支援技術Ⅰ●

生活支援技術Ⅱ

介護過程Ⅰ●

介護過程Ⅱ●

介護過程Ⅲ

発達と老化の理解Ⅰ

発達と老化の理解Ⅱ

認知症の理解Ⅰ

認知症の理解Ⅱ

障害の理解Ⅰ

障害の理解Ⅱ

こころとからだのしくみⅠ

こころとからだのしくみⅡ

医療的ケア◎

医療的ケア演習

受講科目

受講科目一覧

スクーリング

喀痰吸引・経管栄養等（評価）

介護過程の基礎と応用（評価）

援助計画に基づく介護技術（評価）

 

 

 

 

 

◆介護過程Ⅲ（介護過程の展開） 

◆医療的ケア（演習） 

コミュニケーション技術●

こころとからだのしくみⅠ

こころとからだのしくみⅡ

合計学習時間数

スクーリングの日数

受講科目一覧 

スクーリング 

喀痰吸引・経管栄養等（評価） 2 日間

介護過程の基礎と応用（評価） 3 日間

援助計画に基づく介護技術（評価） 2 日間
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通信学習
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通信学習

通信学習

スクーリング

通信学習

通信学習

通信学習

通信学習

通信学習

通信学習

通信学習

通信学習

通信学習

スクーリング

合計学習時間数

スクーリングの日数

通信の科目数

受講方法

日間 

日間 

日間 

 

 

 

 

 

通信学習 5

通信学習 5

通信学習 30

通信学習 10

通信学習 20

通信学習 20

通信学習 20

通信学習 30

通信学習 20

通信学習 25

スクーリング 45

通信学習 10

通信学習 20

通信学習 10

通信学習 20

通信学習 10

通信学習 20

通信学習 20

通信学習 60

通信学習 50

スクーリング 12

19

462合計学習時間数

スクーリングの日数

通信の科目数

受講方法
取

得

資

格
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7日間

免除

ホームヘルパー

学習時間数

スクーリング

上記はあくまで基本の時間です。

詳しくは個別実習要項をご確認ください。
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学習時間数

スクーリング 1

上記はあくまで基本の時間です。

詳しくは個別実習要項をご確認ください。
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上記はあくまで基本の時間です。 

詳しくは個別実習要項をご確認ください。 
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★受講科目については
 パソコン・タブレット・スマートフォンでネット環境があれば、

 

★介護福祉士養成校

 

 

 

 
 

★大学・介護福祉士養成校ならではの

 

 

 
 

★講座終了後も、国家試験対策を
   実務者研修受講生の為

加

 

★受講者満足度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

富山福祉短期大学（ふくたん）で学ぶ実務者研修は

富山福祉短期大学の実務者研修受講者の満足度アンケートにおいて、
いう評価をいただいています。
 
＜受講者の声（
・E

上達できた。
・E
・介護過程スクーリングは何度も練習ができ、とても勉強になった。
・介護過程について、
・医療的ケアスクー

した。
・医療的ケアについて、とてもわかりやすく

  

 

 

★受講科目については
パソコン・タブレット・スマートフォンでネット環境があれば、

★介護福祉士養成校

大学・介護福祉士養成校ならではの

講座終了後も、国家試験対策を
実務者研修受講生の為

加できます。

★受講者満足度

富山福祉短期大学（ふくたん）で学ぶ実務者研修は

介護過程Ⅲ（講義）

富山福祉短期大学の実務者研修受講者の満足度アンケートにおいて、
いう評価をいただいています。

＜受講者の声（抜粋
E ラーニングは、自分の時間でいつでもでき、
上達できた。 
E ラーニングは解説

・介護過程スクーリングは何度も練習ができ、とても勉強になった。
・介護過程について、
・医療的ケアスクー

した。 
・医療的ケアについて、とてもわかりやすく

★受講科目については通信学習！
パソコン・タブレット・スマートフォンでネット環境があれば、

★介護福祉士養成校の専門大学教員による、わかりやすい

大学・介護福祉士養成校ならではの

講座終了後も、国家試験対策を
実務者研修受講生の為だけ

できます。 どれも無料

★受講者満足度 9６％以上！

富山福祉短期大学（ふくたん）で学ぶ実務者研修は

介護過程Ⅲ（講義）

富山福祉短期大学の実務者研修受講者の満足度アンケートにおいて、
いう評価をいただいています。

抜粋＞ 
ラーニングは、自分の時間でいつでもでき、

 
ラーニングは解説がテキストのページまで示してあり、とてもわかりやすかった。

・介護過程スクーリングは何度も練習ができ、とても勉強になった。
・介護過程について、とてもわかりやすく丁寧で、現場でいかせる
・医療的ケアスクーリングは、十分にベッド数・用具など揃っており、時間内で繰り返し

・医療的ケアについて、とてもわかりやすく

通信学習！
パソコン・タブレット・スマートフォンでネット環境があれば、

専門大学教員による、わかりやすい

大学・介護福祉士養成校ならではの

講座終了後も、国家試験対策を
だけの介護福祉士

無料です。（模擬試験のみ実費

％以上！ 

富山福祉短期大学（ふくたん）で学ぶ実務者研修は

介護過程Ⅲ（講義） 

富山福祉短期大学の実務者研修受講者の満足度アンケートにおいて、
いう評価をいただいています。 

ラーニングは、自分の時間でいつでもでき、

がテキストのページまで示してあり、とてもわかりやすかった。
・介護過程スクーリングは何度も練習ができ、とても勉強になった。

とてもわかりやすく丁寧で、現場でいかせる
リングは、十分にベッド数・用具など揃っており、時間内で繰り返し

・医療的ケアについて、とてもわかりやすく

通信学習！ E-レポートシステムで好きな時間に学習が可能
パソコン・タブレット・スマートフォンでネット環境があれば、

専門大学教員による、わかりやすい

大学・介護福祉士養成校ならではの充実した

講座終了後も、国家試験対策をサポート
の介護福祉士全国統一

（模擬試験のみ実費

富山福祉短期大学（ふくたん）で学ぶ実務者研修は

介護過程Ⅲ（実技）

富山福祉短期大学の実務者研修受講者の満足度アンケートにおいて、

ラーニングは、自分の時間でいつでもでき、すぐに結果が出るのが良かった。

がテキストのページまで示してあり、とてもわかりやすかった。
・介護過程スクーリングは何度も練習ができ、とても勉強になった。

とてもわかりやすく丁寧で、現場でいかせる
リングは、十分にベッド数・用具など揃っており、時間内で繰り返し

・医療的ケアについて、とてもわかりやすく質問は何度しても優しく繰り返し教えていただいた。

レポートシステムで好きな時間に学習が可能
パソコン・タブレット・スマートフォンでネット環境があれば、

専門大学教員による、わかりやすい

充実した施設設備

サポート！ 
全国統一模擬試験対策講座や

（模擬試験のみ実費） 

富山福祉短期大学（ふくたん）で学ぶ実務者研修は

介護過程Ⅲ（実技） 

富山福祉短期大学の実務者研修受講者の満足度アンケートにおいて、

すぐに結果が出るのが良かった。

がテキストのページまで示してあり、とてもわかりやすかった。
・介護過程スクーリングは何度も練習ができ、とても勉強になった。

とてもわかりやすく丁寧で、現場でいかせる
リングは、十分にベッド数・用具など揃っており、時間内で繰り返し

質問は何度しても優しく繰り返し教えていただいた。

レポートシステムで好きな時間に学習が可能
パソコン・タブレット・スマートフォンでネット環境があれば、24 時間どこでも学習可能

専門大学教員による、わかりやすいスクーリング

施設設備！     

模擬試験対策講座や

富山福祉短期大学（ふくたん）で学ぶ実務者研修は

 

富山福祉短期大学の実務者研修受講者の満足度アンケートにおいて、96％以上の方に

すぐに結果が出るのが良かった。

がテキストのページまで示してあり、とてもわかりやすかった。
・介護過程スクーリングは何度も練習ができ、とても勉強になった。 

とてもわかりやすく丁寧で、現場でいかせるアドバイスもあり良かった。
リングは、十分にベッド数・用具など揃っており、時間内で繰り返し

質問は何度しても優しく繰り返し教えていただいた。

レポートシステムで好きな時間に学習が可能
時間どこでも学習可能

スクーリング

      

学科の国家試験対策授業に

富山福祉短期大学（ふくたん）で学ぶ実務者研修はここ

医療的ケア

％以上の方に

すぐに結果が出るのが良かった。ゲーム感覚でどんどん

がテキストのページまで示してあり、とてもわかりやすかった。

アドバイスもあり良かった。
リングは、十分にベッド数・用具など揃っており、時間内で繰り返し

質問は何度しても優しく繰り返し教えていただいた。

レポートシステムで好きな時間に学習が可能
時間どこでも学習可能 

スクーリング指導！

      Wi-Fi 使用可

の国家試験対策授業に

ここがちが

医療的ケア 

％以上の方に、満足・やや満足と

ゲーム感覚でどんどん

がテキストのページまで示してあり、とてもわかりやすかった。 

アドバイスもあり良かった。
リングは、十分にベッド数・用具など揃っており、時間内で繰り返し練習ができま

質問は何度しても優しく繰り返し教えていただいた。

レポートシステムで好きな時間に学習が可能！ 

！ 

使用可 

の国家試験対策授業に参

がちがう！

、満足・やや満足と

ゲーム感覚でどんどん

アドバイスもあり良かった。 
練習ができま 

質問は何度しても優しく繰り返し教えていただいた。 

う！



2020 年度 介護福祉士実務者研修 募集要項 

Ⅰ 募集期および募集人員 

期 修業期間 定員 

4 / 5 月期生 6 か月 15 名 

6 / 7 月期生 6 か月 15 名 

9 / 10 月期生 6 か月 15 名 

 

Ⅱ 受講資格 

16 歳以上の方。学歴・実務経験は問いません。 

 

Ⅲ 開講スケジュール  ※コロナの影響等で変更がある時がありますのでお問い合わせください。 

講座期 入学日 修了日 スクーリング日（7 日間） 募集締切 

４月期 ４月 30 日（木） 

オリエンテーション

10:０0～12:00 

10 月 29 日

（木） 

【医療的ケア】 

7/31（金）・8/1（土） 

 

【介護過程Ⅲ】 

8/７（金）・8/８（土）・8/９（日）・

8/21（金）・8/22（土） 

4 月 13 日

（月） 

終了しました 

５月期 5 月 28 日（木）

オリエンテーション 

10:０0～12:00 

11 月 27 日 

（金） 

5 月 22 日

（金） 

 

6 月期 6 月 12 日（金） 

オリエンテーション 

10;00～12:00 

12 月 11 日

（金） 

【医療的ケア】 

10/16（金）・10/17（土） 

 

【介護過程Ⅲ】 

11/６（金）・11/7（土）・11/８（日）・

11/22（日）・11/23（月・祝） 

５月 29 日 

（金） 

募集期間延長予定

お問合わせ下さい 

7 月期 7 月  1 日（水） 

オリエンテーション 

10:00～12:00 

12 月 31 日

（木） 

6 月 15 日 

（月） 

募集期間延長予定 

９月期 9 月 1 日（火） 

オリエンテーション 

10:00～12:00 

2 月 28 日 

  （日） 

【医療的ケア】 

12/11（金）・12/12（土） 

 

【介護過程Ⅲ】 

1/15（金）・1/16（土）・1/29（金）・

1/30（土）・1/31（日） 

８月 ６日 

（木） 

募集期間延長予定 

10 月期 10 月 1 日（木） 

オリエンテーション 

10:00～12:00 

3 月 31 日 

（水） 

９月 11 日 

（金） 

募集期間延長予定 

 
 
 

①入学日には「オリエンテーション（約 2 時間）」を実施し、在籍開始となります。 

②1 講座の申込人数が定員を超える場合は先着順とし、申込人数が５名に満たない場合は、開講を中止する場合があります。 

③スクーリングは、順番を変えて受講いただくことができません。原則 7 日間全てに出席いただきます。 

④修了日は、最高１年までの延長を認めています。次年度で修了できなかった場合、退学の扱いとなり、納入された受講料は返還

できません。 

⑤新型コロナウイルス等の影響で開講がされない時、変更になる場合は別途連絡致します。 

 



 

Ⅳ 受講料 

取得資格名 入学金（注③） 授業料 教材費 振込額合計 

取得資格無 10,000 円 98,600 円 24,124 円 
132,724 円 

本学卒業生：１22,724 円 

初任者研修（注②） 10,000 円 75,000 円 24,124 円 
109,124 円 

本学卒業生：  99,124 円 

ホームヘルパー3 級 10,000 円 85,000 円 24,124 円 
119,124 円 

  本学卒業生： 109,124 円 

ホームヘルパー2 級 10,000 円 75,000 円 24,124 円 
109,124 円 

本学卒業生： 99,124 円 

ホームヘルパー1 級 10,000 円 45,000 円 15,324 円 
70,324 円 

本学卒業生：  60,324 円 

 
基礎研修  10,000 円 35,000 円 13,124 円 

58,14４円 
      本学卒業生：   48,143 円 

 

①教材費には、指定教科書、受講システム登録（ID 発行）の費用が含まれます。 

②改訂版テキスト(中央法規出版・介護福祉士実務者研修テキスト)で初任者研修修了の方は、教材費が減額されますので事前にお問合せ下さい。 

③富山福祉短期大学の卒業生および、連携協定締結法人所属の方、同一法人や団体から 2 名以上でお申し込みの方は、入学金を免除します。 

④「介護職員等による喀痰吸引等の研修」（1 号・2 号）を修了されている方は、医療的ケアが免除となります。受講申込時に、お申し出下さい。 

⑤自宅学習にあたっては、インターネットの通信環境が必要です。 

⑥分割払いも可能です。別途誓約書の提出が必要です。「Ⅲ開講スケジュール」にある修了日までに全額をお支払いいただきます。 

⑦納入された受講料は返還できませんので、ご注意ください。 

 

Ⅴ 受講申込方法 

 ①受講申込書の記入  

 ②受講料の振込 

 ③受講申込書に添付する各種証明書類（A4 用紙にコピーしてください。） 

  取得済みの資格証明  1 部  （ホームヘルパー等の修了証書、取得資格の無い方は不要） 

 ④受講証用の返信封筒（長形 3 号に 8４円切手を添付、ご自身の郵便番号・住所・氏名をご記入ください） 

  ⑤出願及び郵送方法 
 「受講申込書・③の各種証明書類(コピー)・返信用封筒」を郵送、もしくは本学 USP 館にお持ちください。 
  ※提出された書類は返還できませんので、ご注意ください。 
 

【書類送付先】 

 

 

 

【申込み期限】以下参照。消印有効。 

 4 月期生 4 月 13 日（月）  /   5 月期生 5 月 22 日（金） 

 6 月期生 5 月 29 日（金）  /   7 月期生 6 月 1５日（月）  

9 月期生 8 月  6 日（木）  /   10 月期生 9 月 11 日（金）  
 
 
申込書類確認後 

⇒受講証の送付 受講証は、オリエンテーション・スクーリング時の本人確認用に持参が必要です。 

 

〒939-0341 富山県射水市三ケ 579 

富山福祉短期大学 地域共創推進室 共創福祉センター宛て 



 

Ⅵ 

銀行の窓口・

振込先

口座ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名

振込時の留意事項
 ・振込時の名義は
 
  
  
 
 ・振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料請求・問合せ先

★

 
■
※

 
富山県社会福祉協議会による「介護福祉士等修
れる方が
県内で約
福祉士国家試験に合格・登録後、
場合、返還が免除
 
※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外

 受講料のお支払い方法

銀行の窓口・

振込先   富山信用金庫

口座ﾌﾘｶﾞﾅ トヤマフクシタンキダイガクトクベツ

口座名  （学）浦山学園

振込時の留意事項
・振込時の名義は

  名義（お名前）の前に例のように
  例 福祉太郎さんが、

・振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
※ATM での
※窓口での

資料請求・問合せ先

★奨学金が活用できます！

 
■富山県社会福祉協議会
※本学の実務者研修に４月中旬

申込状況により
 
富山県社会福祉協議会による「介護福祉士等修
れる方が対象の貸与制度
県内で約 10
福祉士国家試験に合格・登録後、
場合、返還が免除
 
※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外

の保証人も必要となります。実務経験のある方は、従事している職
ます。 

受講料のお支払い方法

銀行の窓口・ATM から、下記の振込口座へお振込みください。

富山信用金庫

トヤマフクシタンキダイガクトクベツ

（学）浦山学園

振込時の留意事項 
・振込時の名義は、申込者の本人の名義（お名前）としてください。

名義（お名前）の前に例のように
福祉太郎さんが、

・振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
での 10 万円を超える＜現金振込＞はできません。“キャッシュカード”をご利用ください。

窓口での 10 万円を超える＜現金振込＞には、本人確認書類（運転免許等）をご用意ください。

資料請求・問合せ先

奨学金が活用できます！

富山県社会福祉協議会
本学の実務者研修に４月中旬

状況により、年に２回募集が

富山県社会福祉協議会による「介護福祉士等修
対象の貸与制度です
10 名が選定され、

福祉士国家試験に合格・登録後、
場合、返還が免除されます。

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
の保証人も必要となります。実務経験のある方は、従事している職

受講料のお支払い方法

から、下記の振込口座へお振込みください。

富山信用金庫 射水営業部

トヤマフクシタンキダイガクトクベツ

（学）浦山学園 富山福祉短期大学

申込者の本人の名義（お名前）としてください。

名義（お名前）の前に例のように
福祉太郎さんが、４月期入学の研修に申し込む場合⇒

・振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
万円を超える＜現金振込＞はできません。“キャッシュカード”をご利用ください。

万円を超える＜現金振込＞には、本人確認書類（運転免許等）をご用意ください。

資料請求・問合せ先

奨学金が活用できます！

富山県社会福祉協議会 
本学の実務者研修に４月中旬までに申込された方で、制度への手続きが４月末までに完了できる方

年に２回募集があることがあります。

富山県社会福祉協議会による「介護福祉士等修
です。 

名が選定され、決定者には
福祉士国家試験に合格・登録後、２年間、富山県内の指定施設において介護または相談援助の業務に従事した

されます。 

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
の保証人も必要となります。実務経験のある方は、従事している職

受講料のお支払い方法 

から、下記の振込口座へお振込みください。

射水営業部 （普通）

トヤマフクシタンキダイガクトクベツ

富山福祉短期大学

申込者の本人の名義（お名前）としてください。

名義（お名前）の前に例のように講座期
月期入学の研修に申し込む場合⇒

・振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
万円を超える＜現金振込＞はできません。“キャッシュカード”をご利用ください。

万円を超える＜現金振込＞には、本人確認書類（運転免許等）をご用意ください。

資料請求・問合せ先 

奨学金が活用できます！  

 介護福祉士等修学資金貸与制度
までに申込された方で、制度への手続きが４月末までに完了できる方

あることがあります。

富山県社会福祉協議会による「介護福祉士等修学資金」制度のひとつとして、介護福祉士実務者研修を受講さ

決定者には 20 万円以内が貸与
年間、富山県内の指定施設において介護または相談援助の業務に従事した

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
の保証人も必要となります。実務経験のある方は、従事している職

から、下記の振込口座へお振込みください。

（普通） NO.0144562

トヤマフクシタンキダイガクトクベツ 

富山福祉短期大学 特別会計

申込者の本人の名義（お名前）としてください。

講座期の数字をご記載ください。
月期入学の研修に申し込む場合⇒

・振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
万円を超える＜現金振込＞はできません。“キャッシュカード”をご利用ください。

万円を超える＜現金振込＞には、本人確認書類（運転免許等）をご用意ください。

※分割払いを希望される方は、別途

地域共創推進室

〒939

ＴＥＬ

Email  

URL

 

 

介護福祉士等修学資金貸与制度
までに申込された方で、制度への手続きが４月末までに完了できる方

あることがあります。 

学資金」制度のひとつとして、介護福祉士実務者研修を受講さ

万円以内が貸与
年間、富山県内の指定施設において介護または相談援助の業務に従事した

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
の保証人も必要となります。実務経験のある方は、従事している職

から、下記の振込口座へお振込みください。

NO.0144562

特別会計 理事長

申込者の本人の名義（お名前）としてください。

の数字をご記載ください。
月期入学の研修に申し込む場合⇒ 

・振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。 
万円を超える＜現金振込＞はできません。“キャッシュカード”をご利用ください。

万円を超える＜現金振込＞には、本人確認書類（運転免許等）をご用意ください。

※分割払いを希望される方は、別途

地域共創推進室

939-0341 富山県射水市三ケ

ＴＥＬ 0766-55

Email  k-fukushi@urayama.ac.jp

URL www.t-fukushi.urayama.ac.jp

介護福祉士等修学資金貸与制度
までに申込された方で、制度への手続きが４月末までに完了できる方

 

学資金」制度のひとつとして、介護福祉士実務者研修を受講さ

万円以内が貸与されます。介護福祉士実務者研修を修了し、介護
年間、富山県内の指定施設において介護または相談援助の業務に従事した

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
の保証人も必要となります。実務経験のある方は、従事している職場に証明書の記載を依頼する必要があり

から、下記の振込口座へお振込みください。 

NO.0144562 

理事長 浦山哲郎

申込者の本人の名義（お名前）としてください。 

の数字をご記載ください。 
 ４フクシタロウ

万円を超える＜現金振込＞はできません。“キャッシュカード”をご利用ください。
万円を超える＜現金振込＞には、本人確認書類（運転免許等）をご用意ください。

※分割払いを希望される方は、別途

地域共創推進室 共創福祉センター

富山県射水市三ケ

55-1400  

fukushi@urayama.ac.jp

fukushi.urayama.ac.jp

介護福祉士等修学資金貸与制度 
までに申込された方で、制度への手続きが４月末までに完了できる方

学資金」制度のひとつとして、介護福祉士実務者研修を受講さ

されます。介護福祉士実務者研修を修了し、介護
年間、富山県内の指定施設において介護または相談援助の業務に従事した

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
場に証明書の記載を依頼する必要があり

浦山哲郎 

フクシタロウ 

万円を超える＜現金振込＞はできません。“キャッシュカード”をご利用ください。
万円を超える＜現金振込＞には、本人確認書類（運転免許等）をご用意ください。

※分割払いを希望される方は、別途ご相談ください。

福祉センター

富山県射水市三ケ 579 

  ＦＡＸ 0766

fukushi@urayama.ac.jp 

fukushi.urayama.ac.jp 

までに申込された方で、制度への手続きが４月末までに完了できる方

学資金」制度のひとつとして、介護福祉士実務者研修を受講さ

されます。介護福祉士実務者研修を修了し、介護
年間、富山県内の指定施設において介護または相談援助の業務に従事した

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
場に証明書の記載を依頼する必要があり

万円を超える＜現金振込＞はできません。“キャッシュカード”をご利用ください。 
万円を超える＜現金振込＞には、本人確認書類（運転免許等）をご用意ください。 

ご相談ください。

福祉センター（USP 内

0766-55-1452

までに申込された方で、制度への手続きが４月末までに完了できる方対象です。

学資金」制度のひとつとして、介護福祉士実務者研修を受講さ

されます。介護福祉士実務者研修を修了し、介護
年間、富山県内の指定施設において介護または相談援助の業務に従事した

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
場に証明書の記載を依頼する必要があり

  

ご相談ください。 

   

 

 

 

内） 

1452   

対象です。

学資金」制度のひとつとして、介護福祉士実務者研修を受講さ

されます。介護福祉士実務者研修を修了し、介護
年間、富山県内の指定施設において介護または相談援助の業務に従事した

※選定されるには、一定の条件があります。ご家庭の収入状況等をご記載いただく書類がある他、実父母以外
場に証明書の記載を依頼する必要があり

 



 


