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充実の研修内容と

98.6％修了率　　　　 の実績！

Eレポートシステムを活用

24して 時間いつでも
自由に学べる！

当施設で利用している実務者研修の E
レポートやスクーリングの内容は、全国
約７０の大学や専門学校・出版社等で構
成するＫＪＫ※の専門委員会において協
議・研究を重ねた作成したもので、質の
高い充実した内容です。ＬＩＮＥを使用
したサポートも充実しており、令和４年
度の修了率は 98.6％！今までの修了者
は 4，０００名を超え、多くの方が介護
福祉士国家試験に合格しています。

自宅学習は、インターネットを使用して
レポート提出を行うため、PC・スマー
トフォン・タブレットで 24 時間いつで
もどこでも自由に学習が可能となってお
り、働きながら、無理なく学習を進める
ことが出来ます。
研修は幅広い年齢層や外国人の方も受講
されるため、E レポートシステムは操作
が簡単で直感的に操作できるように構築
されています。

近くの会場で受講できる

【愛知県】名古屋市
【三重県】四日市市、桑名市、菰野町、　　
　　　　 鈴鹿市、津市、松阪市、伊賀市、
　　　 　名張市、伊勢市、熊野市

【静岡県】沼津市、富士市、下田市
【和歌山県】新宮市
【長野県】松本市
※令和 5 年度スクーリング開催予定地

7 日間のスクーリング！

お得な受講生5大特典！
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Youtube で視聴できる、「国家試験対策解説動
画」を受講者全員に無料で提供！！

介護福祉士国家試験対策講座とのセット割引あ
り！！（10％～ 30％）

一般教育訓練給付金対象講座※対象者のみ
（実務者研修受講料 20％返金）

受講料分納制度新設。実務者研修受講料を申込
時に 50,000 円、残金は８月末までに分割して
納入することができます（4 ～ 7 月コースのみ）

実務者研修受講資金貸付制度対象講座最大 20
万円。条件を満たせば全額返還不要。
※上記 3・4 については P5 参照

３月末までに申込で
早期申込割引特典あり

都合が悪い日は、無料で振
替が可能！！会場数が多い
から振替が行いやすい！！
※振替先の定員に空きがある場合のみ。

介護福祉士教育で 26 年の実績をもつ、専門学校ユマニテク医療福祉大学校が実施して
いた実務者研修を、経験豊富な講師陣や充実の教育内容はそのまままに、より充実した
研修・教育サービスの実現を目指して、令和４年度から「ユマニテクキャリアアカデミー」
として生まれ変わりました。

※ KJK は、高齢化社会に伴う慢性的な介護職員不足への対応や
介護職員の質向上を目指し、2013 年に開設した一般社団法人
専門職教育情報機構の略称です。
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お申込み～介護福祉士国家資格取得まで
講座予約1

下記のいずれかの方法で講座予約をしてください。

①インターネットの場合
　スマートフォンの場合：右記 QR コードを読取り、公式 HP より実務者研修講座予約にお進みください。
　パソコンの場合：「ユマニテク　実務者研修」と検索し、公式 HP に入り、画面右上より、実務者研修
　　　　　　　　　講座予約ページに進み、フォームに必要事項を入力してください。
② FAX の場合
　資料請求後、送付された資料の中にある「講座予約書」に必要事項を記入し 059-351-1711 へ FAX をお送りください。

※予約時点では講座の申込みは完了いたしません。下記環境機器がない方はお電話でお問い合わせください。

　→講座予約が完了後、2 週間以内に申込手続書類を郵送にてお送りいたします。

受講料納付2 　手続書類お受け取り後、申込手続期限までに受講料を銀行振込にてお支払いください。
　※受講料分納制度をご利用の方は、初回 50,000 円、8 月末までに残金のお支払いとなります。

申込手続書類の提出3 　受講申込書に必要事項をご記入いただき、当施設にご返送ください。

2 3上記　　　　　　 をもって、受講申込完了となります。

実務者研修受講開始4 　自宅 ( 通信 ) 学習と通学学習（スクーリング）で構成されます。

教科書・資料到着

学習の進め方などを記載した、受
講ガイドブックとテキストがご自
宅に配送されます。

通信学習（E レポート）

テキストを使って、自宅学習し、
各科目ごとに E レポートシステ
ムを使用して課題を行います。

スクーリング（7 日間）

合計７日間。一部スクーリングに
参加するには E レポートで予め
指定された科目が認定されている
必要があります。

E レポートの全科目が認定され、
全スクーリングに参加し認定され
ると、受講期間終了後に修了証を
お送りします。

修了認定

▶ ▶

▶

国家試験対策講座・模擬試験（オプション）▶

国家試験受験（筆記のみ）▶

合格！！介護福祉士国家試験取得

セット割引でお得に受講で
きます！対策講座・模擬試
験費用は介護福祉士実務者
研修受講資金貸付制度の対
象です。※ P5 参照

実務者研修
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Ｅレポートシステム スクーリング学習

いつでもどこでも、インターネットで簡単に
科目ごとの課題を提出

自宅や職場の休憩時間など、空いた時間にいつで
もどこでも課題を提出できます。解答の記入や郵
送の手間がないので、時間も有効活用できます。
文章のキーボード入力の必要もなく、パソコンが
苦手な方でも簡単に使用することができます！！

レポート提出後、すぐに採点。効率的で効果
的な学習が可能

自動採点システムにより、すぐに解答確認ができ、
解説を見ることができます。また、テキストの出
題箇所も案内が表示されるので、テキストを使用
しての復習が容易です。関連領域の学習にも効果
的で苦手問題も時間のある時にポイント学習がで
きます。

介護過程Ⅲ
5 日間の講義と演習

■介護過程の基礎と応用（３日間）
■援助計画に基づく介護技術（２日間）

医療的ケア演習
2 日間の演習

■喀痰吸引・経管栄養等（２日間）
　※目安時間 9:30 ～ 17:30（評価修了まで）

受講科目 受講方法
学習時間数

資格
なし

初任
者

訪問介護員養成
基礎３級 ２級 １級

1 人間の尊厳と自立 通信 5
免除 免除 免除

免除

免除

2 社会の理解Ⅰ 通信 5

3 社会の理解Ⅱ 通信 30 30 30 30

4 介護の基本Ⅰ 通信 10 免除 10
免除

5 介護の基本Ⅱ 通信 20 20 20

6 コミュニケーション技術 通信 20 20 20 20

7 生活支援技術Ⅰ 通信 20

免除

免除

免除8 生活支援技術Ⅱ 通信 30 30

9 介護過程Ⅰ 通信 20 20

10 介護過程Ⅱ 通信 25 25 25 25

11 介護過程Ⅲ スクーリング 45 45 45 45 45

12 こころとからだのしくみⅠ 通信 20 免除 20 免除

免除

13 こころとからだのしくみⅡ 通信 60 60 60 60

14 発達と老化の理解Ⅰ 通信 10 10 10 10

15 発達と老化の理解Ⅱ 通信 20 20 20 20

16 認知症の理解Ⅰ 通信 10 免除 10 10

17 認知症の理解Ⅱ 通信 20 20 20 20

18 障害の理解Ⅰ 通信 10 免除 10 10

19 障害の理解Ⅱ 通信 20 20 20 20

20 医療的ケア 通信 50 50 50 50 50 50

21 医療的ケア演習 スクーリング 12 12 12 12 12 12
通信の科目数 19 10 16 11 1 1

スクーリングの日数 ７日間 2 日間

スクーリング１日の流れ
9:30 ～ 11:00 １限目授業 90 分

11:10 ～ 12:40 2 限目授業 90 分

12:40 ～ 13:30 昼休憩 50 分

13:30 ～ 15:00 ３限目授業 90 分

15:10 ～ 16:40 ４限目授業 90 分

16:50 ～ 17:40 ５限目授業 50 分

※会場（教室）により開始時間等が異なる場合があります。
※医療的ケア演習は、時間ではなく必要な回数の評価を受け
　る必要があるため、上記の時間とは異なります。

実務者研修受講のきっか
けは上司の勧めから。

小長井　彩菜　様
特別養護老人ホーム
あしたかホーム
介護職（入職 4 年目）

短期間の研修ですが講師の先生は
わかりやすく、１回で理解できる
ように説明していただけました。
今後どう仕事をしていきたいか、
利用者の方に対してどのように接
していけばいいのかといったこと
も丁寧に教えていただき、とても
ためになりました。E レポートシ
ステムは自宅学習を積極的に行う
きっかけになり良かったです。

受講生の声
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■実務者研修受講料
所有資格区分 令和 5 年 受講料

初任者研修　修了者 89,500 円（税込 98,450 円）

ホームヘルパー３級　修了者 117,000 円（税込 128,700 円）

ホームヘルパー２級　修了者 89,500 円（税込 98,450 円）

ホームヘルパー１級　修了者 84,100 円（税込 92,510 円）

介護職員基礎研修　修了者 41,800 円（税込 45,980 円）

上記以外の者（無資格者） 117,000 円（税込 128,700 円）

■介護福祉士国家試験対策プログラム受講料

プログラム 内容 定価 セット価格

全国統一模擬試験
（在宅型）

第 1 回または第 2 回

6,500 円 / 回
（税込 7,150 円）

実務者研修
受講料

＋
5,800 円 / 回

（税込 6,380 円）

全国統一模擬試験
（会場型）

第 1 回または第 2 回

11,000 円 / 回
（税込 12,100 円）

実務者研修
受講料

＋
9,900 円 / 回

（税込 10,890 円）

国試合格パック
（在宅型）

40,000 円
（税込 44,000 円）

テキスト
12,000 円相当

＋
模擬試験（2 回）

14,300 円相当含む

実務者研修
受講料

＋
34,000 円

（税込 37,400 円）

国試直前対策セミナー
（会場型／全 1 日）

14,000 円
（税込 15,400 円）

テキスト

1,400 円相当含む

実務者研修
受講料

＋
9,800 円

（税込 10,780 円）

全国統一模擬試験をご自宅にて受験
していただけます。
■回答後、全国順位がわかる成績を
　ご自宅へ送付

全国統一模擬試験を会場にて、本番
さながらに受験していただけます。
■試験後すぐに詳しい解説書を配布

国家試験の本番 1 か月前に予想問
題を解きながら、国家試験科目のポ
イントを解説します。

Web 動画による講座＋模擬試験（在
宅受験）2 回の在宅型講座です。ご
自身の空いた時間でお手軽にご受講
いただけます。

※全国統一模擬試験は、在宅型・会場型ともに中央法規出版のものを採用しております。なお、在宅型・会場　
　型・国試合格パックは同じ模擬試験を使用しております。
※上記、国試合格パック・国試直前対策セミナーは、テキスト代込の費用です。

10％10％
OFFOFF

10％10％
OFFOFF

15％15％
OFFOFF

30％30％
OFFOFF
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助成制度（令和4年度実績）

介護福祉士実務者研修を受講される皆様が利用できる、様々な助成制度がございます。各制度を活
用していただくことにより、受講料の負担が軽減されます。

一般教育訓練給付制度（各県共通）

■教育訓練給付制度とは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、
本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

■給付を受ける事ができる方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が 3 年以上（初回は 1 年以上）ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
※当施設の修了要件を満たせない等の理由で修了できなかった場合には申請できません。

■給付額（一般教育訓練給付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

受講生本人が支払った教育訓練経費（※）の 20％に相当する額
※教育訓練経費は、本講座の介護福祉士実務者研修受講料のみが適応されます。

介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度（三重県、静岡県、長野県、和歌山県）

■貸付の対象となる方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県内に住民登録をし、2023 年（1 月 1 日～ 12 月 31 日）の間に原則として県内の介護福祉士実務者研修
を受講または受講予定をしている方で、2023 年度第 36 回介護福祉士国家試験を受験される方。

■貸付の対象となる費用と上限額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

貸付の対象：以下の経費に充当するもの
研修受講料、研修施設までの交通費、国家試験受験手数料、受験のための交通費、宿泊費、参考書代など。
貸付上限額：20 万円　　模擬試験・対策セミナー等の費用も対象です！！
※貸付利子は無利子です。ただし、返還計画より遅れると延長利子（年 5％）がかかります。

■返還の免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県内において、介護福祉士の業務に引き続き 2 年以上従事した際に、貸付金の返還が全額免除されます。
※上記については三重県における制度の概要となり、各県により申請時期や条件等が異なります。詳細につ
いては、各県社会福祉協議会へお問い合わせください。

田中　尊章　様
熊野市社会福祉協議会
介護職員（入職 3 年目）

入職間もなく実務経験は半年もないですが、上司のすすめで研修を受講しました。講師の
先生はとても丁寧でわかりやすく、E- レポートも使いやすかったです。助成制度が充実
しているのも助かりました。介護の経験はまだ浅いですが、ゆくゆくは介護福祉士の資格
を取得することでスキルを向上し、利用者様に信頼されるような介護士になりたいです。

受講生の声

前職は消防士。経験は浅くてもしっかり研修を行えました。
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仲野　美鈴　様
亀寿苑デイアップセンター
介護職員（入職 5 年目）

利用者様との向き合い方や介護技術など、一歩踏み込んだ視点を学ぶことができました。
講師の方々が熱心に指導してくださり、丁寧でわかりやすかったです。E レポートは使い
やすく、働きながらも勉強をサクサクと進める事ができました。受講生の年齢層も幅広く、
グループワークでは様々な情報交換ができ視野が広がりました。

受講生の声

よりよい介護を目標に受講し、一歩ステップアップができました。

母子（父子）家庭自立支援給付金

■母子（父子）家庭自立支援給付金とは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況
におかれている場合が多く、また父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから同様の困難を抱える
家庭もあることから、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福
祉事務所設置町村（以下、「都道府県等」といいます。）において実施しています。

（制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりませんのでご注意下さい。)

■給付を受ける事ができる方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童（20 歳に満たない者）を扶養し、以下の要件を全て満
たす方
1．児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
2．就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くため
　  に必要であると認められること

■給付額（一般教育訓練給付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

研修経費の６０％が支給。( 教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額を支給。)
支給については、受講申込み前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住
まいの市（町村在住の方は都道府県）にご相談下さい。

・・・・助成制度利用例・・・・
無資格者 A さん　実務者研修＋国試合格パック　（研修費用 128,700 円＋国試合格パック 37,400 円）
①一般教育訓練給付金　　　　　　　　　　128,700 円× 20％＝ 25,740 円（支給）
②介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度　
　研修費用残額　　　　128,700 円 -25,740 円（訓練給付金分）＝ 102,960 円
　国試合格パック　　　37,400 円
　スクーリング交通費　1,000 円× 7 日間＝ 7,000 円　　参考書代　　2,500 円　
　国家試験受験手数料　15,300 円　　受験時交通費　1,280 円　　受験時宿泊費　10,000 円

　合計　176,440 円（貸付）
　※貸付金は介護福祉士として県内で 2 年就業することで返還が免除されます。

研修費用の 20％が
支給されます。

最大 20 万円まで必要
費用を借りられます。
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名古屋から 近鉄急行で四日市駅まで 34 分

桑名から

津から

松阪から

伊勢から

近鉄急行で四日市駅まで 12 分

近鉄急行で四日市駅まで 31 分

近鉄急行で四日市駅まで 54 分

近鉄特急で四日市駅まで 53 分

〒 510-0074 三重県四日市市鵜の森 1-4-28 ユマニテクプラザ１F　
ユマニテクキャリアアカデミー　介護福祉士実務者研修科
TEL：059-340-4574　FAX：059-351-1711  
E-mail:info-kaigo@humanitec.ac.jp
http://humanitec-ka.jp

ユマニテク　実務者研修 検索


