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1. 募集学科・受講期間・定員・受講資格 

募 集 学 科 受 講 期 間 定  員 受 講 資 格 

介護福祉士実務者研修科（通信課程） 
所有資格により 

4 か月～6 か月 
各コース 40 名 
※但し会場により募集定員を減らす場合あり 

１６歳以上 

※実務経験不問 

2. 受講に必要な条件等 
当施設の実務者研修および国家試験プログラムの国試合格パック（自宅学習型）は、インターネットを使った通信学習のため、下記①

～③の条件をすべて満たした方のみ受講できます。下記についてご不明な点がある場合は、必ずお申込み前に当施設までお問合せ

ください。受講開始後に学習できないことが判明した場合でも、受講料は返金致しませんのでご注意ください。 

① パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれかの端末で、下記 OS およびブラウザが搭載された端末が必要です。（下記以外

の環境で動作する場合もございますが、当施設で動作保証ができません。また、NTT ドコモのらくらくホン、アマゾンの Kindle 等

では利用できません。） なお、スマートフォンを利用する場合、画面が小さくなるため、見えづらくなる場合がございます。 

端末の種類 OS ブラウザ 

パソコン 
Windows 10 または 11 

MacOS 12 以降 

Google Chrome ver.95 以降 

Internet Explorer 11 

Microsoft Eedge 95 以降 

Safari 15.1 以降 

タブレット 

スマートフォン 

iOS （iPadOS）14.7 以降 

Android10 以降 

Google Chrome ver95 以降 

Safari 14.1.2 以降 

②上記の端末をインターネットに接続できる環境が必要です。また接続方法は Wi-Fi 環境での接続を推奨します。 

  なお、携帯電話回線（4G や 5G）を使用してインターネットに接続する場合は、通信キャリアとの契約内容によっては通信費

が別途発生する場合もございますのでご注意ください。 

③当施設からの連絡のためスマートフォン等に LINE アプリおよび LINE アカウントが必要です。なお、既に LINE アプリをご使用の方

は、普段ご使用いただいている LINE アカウントをお使いいただけます。LINE アカウントは当施設にご登録いただきますが、他の

受講者に LINE アカウント（LINE ID）をお知らせすることはございません。 

3. 講座スケジュール等  別紙「講座一覧表」をご参照下さい。 

4. 受講料 
下段の受講料には、入学金（22,000 円）および教材費（テキスト代）が含まれます。 「2023 年受講料」は、2023 年に一般受講

者向けに実施する実務者研修の全コースに適用されるキャンペーン価格となります。（特定の法人向けに個別に実施する実務者研

修には適用されません。） 

また、通学時の交通費、昼食代、通信学習（E レポートシステム利用）時に必要となる通信機器代（パソコン、タブレット、スマートフォ

ン等）、通信費、およびインターネット接続費等は受講料に含まれておりません。 

① 実務者研修                                               

所有資格（修了研修）区分 受講料定価（税込） 2023 年受講料（税込） 

「初任者研修」修了者 \131,010 \98,450 

「訪問介護員養成研修（ホームヘルパー）３級」 修了者 \150,810 \128,700 

「訪問介護員養成研修（ホームヘルパー）２級」 修了者 \134,310 \98,450 

「訪問介護員養成研修（ホームヘルパー）１級」 修了者 \92,510 \92,510 

「介護職員基礎研修」修了者 \59,510 \45,980 

全科目履修者 ※上記以外の者（無資格者等） \160,710 \128,700 

※上記所有資格区分のほか、喀痰吸引等研修（第１号・第２号）の基本研修を修了された方、または看護師国家資格所有者は、
医療的ケア演習（スクーリング 2 日間）が免除となるため、お申込み時にお申出ください。また、認知症実践者研修修了者、およ
び生活援助従事者研修修了者についても、一部免除科目がございますので、お申し出ください。 
ただし、いずれの場合も受講料は上記所有資格区分による受講料が適用されます。 

② 介護福祉士国家試験対策プログラム ＜オプション＞ ※実務者研修とは別の講座で、受講は任意です。 

講座内容の詳細は本誌ｐ6 「11．介護福祉士国家試験対策プログラム」をご参照ください。 

なお、「セット価格」は当施設実施の 2023 年実務者研修と同時にお申込みの方、またはお申込み済の方が対象となります。 

プログラム名 標準価格（税込） セット価格（税込） 

全国統一模擬試験（在宅受験型） 第１回/第２回 各\7,150 各\6,380 

全国統一模擬試験（会場受験型【四日市／名古屋】 第１回/第２回 各\12,100 各\10,890 

国試合格パック（自宅学習型） \44,000 \37,400 

国試直前対策セミナー（会場受講型【四日市】または ZOOM オンライン） \15,400 \10,780 

5. 実務者研修受講料分納制度 
実務者研修の受講料を 2 回に分けて納付いただける制度です。対象となるコースは各教室 4 月～7 月までのコースで、初回お支払
はお申込コースの申込手続期限日までに 50,000 円、2 回目のお支払は令和 5 年 8 月 31 日（木）までに残金となります。ただし、
分納制度を利用できるのは、「実務者研修受講料」のみで、「介護福祉士国家試験対策プログラム受講料」等には利用できません。
また、分納制度を利用の場合は、受講料割引等のキャンペーンが適用外となる場合がございます。 

なお、2 回目納付期限日までに残金を全額納付されない場合は、それ以降のスクーリングの参加は認められませんので、実務者
研修の修了はできなくなります。その場合においても、残金の納付義務は免除となりませんので、予めご了承ください。 
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6. 各種助成制度等 
当施設の「実務者研修」は、下記の助成制度や貸付制度の対象講座となっています。各助成制度等は、受講者が助成や貸付を行

う各機関・団体に直接申請することになっており、対象者、給付条件、給付額及び申請時期等詳細については、事前にお住いの地

域の申請先（下表内に記載）に直接ご確認下さい。なお、受講料を受講者本人ではなく、勤務先の事業所等が支払う場合は、下記

助成金は適用外となりますが、地域によっては他の助成金を利用できる場合がありますので、お問合せください。 

助成制度等名称 申請先 対象者・内容（概要） 

一般教育訓練給付金 
公共職業安定所 

（ハローワーク） 

雇用保険の被保険者または過去に被保険者だった方で、一定の条件を満

たす方が対象で、当施設規程の実務者研修修了条件を満たして修了した

方が受講期間終了後にハローワークに申請することにより、実務者研修受

講料の２０％が受講者本人に給付されます。対象者に該当するかどうかに

ついては最寄りのハローワークにて照会が可能です。 

母子（父子）家庭自立支援 

教育訓練給付金 

市（市役所） 

 

※町村に在住の方は 

都道府県（県庁など） 

母子家庭の母又は父子家庭の父で、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が対象です。 

・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。 

・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。 

修了した場合、最大で実務者研修受講料の６０％が支給されます。支給

については、受講前に届出を行う必要がありますので、お住まいの市（町村

在住の方は県）にご相談下さい。 

介護福祉士実務者研修 

受講資金貸付制度 
県社会福祉協議会 

実務者研修修了後、同年度の介護福祉士国家試験を受験する方が対象

で、実務者研修の受講料や、国家試験対策プログラムの受講料、参考書

購入費用、その他国家試験受験に必要な経費（受験手数料、宿泊費・交

通費等）を最大２０万円まで借入でき、国家試験合格、介護福祉士登録を

経て、２年間、同県内の介護福祉士として勤務することで、返還が全額免

除となります。ただし、愛知県など一部の地域では対象外となりますのでご

注意ください。（当施設実施エリアでは、三重県、静岡県、長野県、和歌山

県は対象地域です。） 

また、貸付条件や申請時期等は、各都道府県により異なるため、詳細は各

県の社会福祉協議会へご確認ください。 

※「一般教育訓練給付金」「母子（父子）家庭自立支援教育訓練給付金」については、当施設の「実務者研修」の受講料のみが対

象となり、「介護福祉士国家試験対策プログラム」の各プログラムの受講料は助成の対象外となります。 

※「一般教育訓練給付金」「母子（父子）家庭自立支援教育訓練給付金」については、訪問介護員養成研修３級修了者、および訪

問介護員養成研修１級修了者のコースは対象外となります。ただし、他の所有資格区分のコースにお申込みいただくことで適用

できる場合がございますので、詳細は当施設までお電話にてお問い合わせ下さい。 

※上記助成制度は令和４年度の実績です。いずれの制度も令和５年度以降、制度の廃止や内容変更の可能性がございます。ま

た、各審査があるため、申込をすれば全員が必ず対象となるものではございませんのでご注意ください。 

7. 申込みの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座予約の時点では、正式なお申込みは完了しておりません。申込手続書類に同封の「受講申込書」・「受講申込の際に必要な提

出書類」の返送、および受講料の納付がすべて完了した時点で正式にお申込み完了となります。 

 

 

 

③受講料納付  

②受講申込書の記入 

提出書類の準備 

申込手続書類に同封の「受講申込書」に必要事項をご記入ください。 

「受講申込書」には予約時にお知らせいただいた内容が予め印字されていますので、必要に

応じて修正してください。 

また、ｐ3「8．受講申込の際に必要な提出書類」に記載されている書類をご準備下さい。 

④受講申込書の郵送 

①講座予約    
インターネットまたは FAX、電話にてご希望のコースをご予約ください。 

講座予約完了後、当施設より申込手続書類を郵送します。 

本誌ｐ3「9．受講料の納付方法」に沿って、受講料を必ず申込手続期限日までに銀行振込

にて納付してください(振込用紙は銀行に備付のものをご使用ください)。なお、分納制度ご利

用の方は、初回納付金（50,000 円）のみ納付してください。 

手続書類の記入漏れがないか確認し、「受講申込書」と「受講申込の際に必要な提出書類」を、

同封の返信用封筒に封入の上、必ず申込手続期限日（必着）までに当施設宛にご返送下さい。 
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8. 受講申込の際に必要な提出書類 

受講申込手続には下記の書類が必要となりますのでご準備ください。 

提出書類 必要部数 詳  細 

① 身分証明書（写） 1 部 

運転免許証、住民票（マイナンバーの表記がないもの）、マイナンバーカード（必

ず写真のある面のみ）等の公的書類で、現住所、氏名がわかるもののコピー（Ａ

４サイズ）をご準備下さい。 

運転免許証の裏面に現住所の記載がある場合は裏面もコピーして下さい。 

※証明書に写真がない場合は、スマートフォン等で撮影した写真をプリントアウ

トして同封してください。 

②資格証書（写） 
※無資格者は不要 

1 部 

所有資格（「訪問介護員養成研修（ホームヘルパー）」「初任者研修」「介護職

員基礎研修」）の修了証書または資格証のコピーを A４サイズでご準備下さい。

修了証書を紛失された方は、発行元に再発行を依頼してください。なお、喀痰

吸引等研修（第１号・第２号）基本研修を修了された方は、修了証をご提出い

ただくことで、医療的ケア演習のスクーリング（２日間）が免除となります。 

9. 受講料の納付方法 

本誌ｐ１「4.受講料」に記載の実務者研修受講料（ｐ１「5.実務者研修受講料分納制度」をご利用の方は初回納付金額 50,000 円）

と介護福祉士国家試験対策プログラム受講料の合計金額を最寄りの銀行窓口またはＡＴＭから下記銀行口座に申込手続期限日

までにお振込み下さい。（ネットバンク等でのお振込みも可能。） お振込みの際には、下記【留意事項】も併せてご参照ください。 

また、振込み時に発行される控え（受領書、振込依頼書控、ATM 利用明細書等）は、振込みしたことを証明する書類となり、各種助

成金等の申請にも必要となる場合がございますので、大切に保管して下さい。（ネットバンクからお振込みの際は、必要時に振込明

細等を印刷してください。）  

なお、誠に勝手ながら、振込手数料はお申込者の負担とさせていただきます。 

※銀行窓口で振込みの際に必要な振込依頼書は当施設ではご用意しておりませんので、銀行備付のものをご利用ください。 

※当施設の窓口やスクーリング会場では、現金による受講料の納付は受付しておりません。 

 

 

〈振込先口座〉 

振込先金融機関名 支店名 預金種別 口座番号 口座名（カナ） 

三十三銀行 四日市支店 普通 ２８０２６５１ ザイ）ユマニテクキヨウイクシエンセンター 

【留意事項】 

◎振込みの際の振込人名は、下記（例）のように、当施設が発行する「予約番号」を入力し、その後ろに続けてお申込者の方

のお名前をフルネーム（カタカナ）でご記入（ご入力）下さい。特にネットバンクからのお振込みの方は、予約番号を付け忘

れることが多いのでご注意下さい。なお、「予約番号」は当施設から講座予約後に発送する申込手続書類に同封の「予約

内容確認書」に明記されています。 

（例）お申込者が大橋花子様で予約番号が「82668」の場合 

振込人名は 82668 オオハシ ハナコ と記入（入力）してください。 

◎現金による 10 万円を超えるお振込みは ATM からは利用できません。（キャッシュカード等を使っての口座振替は、コンビ

ニエンスストアの ATM を含め、ほとんどの場合可能となっています。） 

◎銀行窓口で 10 万円以上の現金をお振込みの際は、本人確認書類（運転免許証等）が必要となります。 

◎必ず申込手続期限日までにお振込みいただきますようお願い致します。期限までにお振込みが確認できない場合、受講を

自動的にキャンセルとさせていただく場合がございます。予めご了承ください。なお、申込手続期限は、別紙「講座一覧表」

にコース毎に記載されています。  
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10. 実務者研修の学習方法 

当施設の実務者研修は、自宅での学習（通信学習）と、通学での学習（スクーリング）で構成される通信課程です。学習方法の詳細

は、受講開始日直前に送付する「受講ガイドブック」に記載していますが、おおよその流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●在籍期間と修了認定 

在籍期間は、６か月が基本となっていますが、コースや所有資格区分によっては４か月または５カ月に短縮される場合もござい

ます。在籍期間は、別紙「講座一覧表」にコース毎に記載されています。 

修了認定は、原則として在籍期間内にすべての科目についてＥレポート科目認定試験に合格し、かつ、スクーリングを全日程出

席し、スクーリング評価試験をすべて合格することによっておこなわれます。スクーリングは全日程全時間の出席が必須で、欠

席、遅刻、早退は一切認められません。もし、在籍期間内に修了できなくなった場合は、翌年度まで延長して在籍することも可

能ですが、２年を超えて在籍することはできません。延長分も含め、在籍期間内に修了要件を満たせなかった場合、自動的に

除籍の扱いとなり、修了証は発行されません。また、その場合においても受講料の返金は致しませんのでご了承ください。 

なお、除籍後に再度受講する場合においても、新たに受講料全額が必要となりますのでご注意下さい。  

 

●スクーリングの振替 

止むを得ない理由により、お申込みいただいたコースのスクーリングに参加できなくなった場合は、事前にご連絡いただくことで他

のコースのスクーリングに無料で振替が可能です。ただし介護過程Ⅲのスクーリングについては、１日目から５日目までを順番に

受講していただく必要があります。また、振替先の受講者数や日程の都合上、他のコースに振替ができない場合もございますの

で、振替希望の場合はお早めに当施設までご相談ください。振替ができなくなった場合は、翌年度に持ち越しとなる場合がござ

いますのでご了承ください。 

       

●国家試験 

介護福祉士国家試験は、筆記試験と実技試験がありますが、実務者研修修了者が国家試験を受験する場合、実技試験が免

除となり、筆記試験のみとなります。筆記試験は、例年１月下旬に実施され、３月下旬に合否発表となります。 

介護福祉士国家試験の出願期間は、例年８月上旬から９月上旬までとなっていますが、出願期間内に実務者研修が修了して

いない場合でも、実務者研修の在籍期間が、国家試験実施年度（試験実施前）の１２月末までの場合、当施設が発行する「実

務者研修修了見込証明書」の提出をもって受験することが可能です。 

また、国家試験受験に必要な実務経験（従業期間３年以上、従事日数５４０日以上）についても、試験実施年度（試験実施後）

の３月末までに必要な従業期間と従事日数を満たす見込みの方は、「実務経験見込み」として受験できます。 

なお、当施設の実務者研修は、在籍期間が６か月（有資格者については４か月に短縮の場合もあり）となっているため、国家試

験を受験しようとする年度の７/１（初任者研修修了者やホームヘルパー１級、２級取得者、基礎研修修了者は９/１）入校日ま

でのコースに入校すれば、当該年度の国家試験が受験できることになります。 

※介護福祉士国家試験の日程、出願期間、合否発表日は変更される場合がございます。 

※国家試験出願手続きは、受講者ご自身で行っていただきます。国家試験の詳細については、公益財団法人社会福祉振

興・試験センターのホームページにてご確認ください。  

教材および「受講ガイドブック」等の 

資料が自宅に到着 

ご自宅に「教材」と「受講ガイドブック」等の資料が別便で受講開始日前後に到着

します。教材と資料が到着後、各コースの受講開始日から受講開始となります。

資料が到着しましたら、はじめに「受講ガイドブック」をよくお読みの上、学習を開始

してください。 

テキストを使った自宅学習 

Ｅレポート提出 

スクーリング（７日間） 
介護過程Ⅲ ５日間 

医療的ケア演習 ２日間 

テキストを使って科目ごとにご自宅で学習し、Ｅレポートシステムを使って科目ご

とに科目認定試験を行います。科目認定試験は選択式の確認問題で、一定以

上の正解率で科目認定となります。Ｅレポートはインターネット環境が整っていれ

ば、いつでもどこでも簡単に行うことができます。また、解答・解説もすぐに表示さ

れるため、郵便を使った一般的な添削指導に比べ、時間を効率的かつ有効に

使えます。学習する科目は次頁の【●受講科目一覧】をご参照ください。 

 

スクーリング（通学学習）は、「介護過程Ⅲ」５日間と「医療的ケア演習」２日間の

計７日間行われ、９：３０～１７：４０（一部の会場は９：００～１７：１０）の時間帯で

行われます。一部のスクーリングでは、スクーリング受講日までに予め指定された

科目について事前にＥレポートでの科目認定を受けている必要があります。 

なお、スクーリングの日程で都合がつかない場合は、無料で他のコースに振替も

可能ですが、受講時期や場所によっては、振替ができない場合もございます。 

 

修了認定 
下記【●在籍期間と修了認定】に記載の在籍期間内に修了要件を満たした方

について、在籍期間終了後に修了証を発行致します。 
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●受講科目一覧（学習時間数の数字表記の単位は「時間」） 

受講科目 受講方法 

学習時間数 

取得資格 

なし 

初任者 

研修 

訪問介護員養成研修 基礎 

研修 ３級 ２級 １級 

1 人間の尊厳と自立 通信学習 5 
免除 免除 免除 

免除 
免除 

2 社会の理解Ⅰ 通信学習 5 

3 社会の理解Ⅱ 通信学習 30 30 30 30 

4 介護の基本Ⅰ 通信学習 10 免除 10 
免除 

5 介護の基本Ⅱ 通信学習 20 20 20 

6 コミュニケーション技術 通信学習 20 20 20 20 

7 生活支援技術Ⅰ 通信学習 20 

免除 

免除 

免除 8 生活支援秘術Ⅱ 通信学習 30 30 

9 介護過程Ⅰ 通信学習 20 20 

10 介護過程Ⅱ 通信学習 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 通信学習 20 免除 20 免除 

免除 免除 

13 こころとからだのしくみⅡ 通信学習 60 60 60 60 

14 発達と老化の理解Ⅰ 通信学習 10 10 10 10 

15 発達と老化の理解Ⅱ 通信学習 20 20 20 20 

16 認知症の理解Ⅰ 通信学習 10 免除 10 10 

17 認知症の理解Ⅱ 通信学習 20 20 20 20 

18 障害の理解Ⅰ 通信学習 10 免除 10 10 

19 障害の理解Ⅱ 通信学習 20 20 20 20 

20 医療的ケア 通信学習 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 

合計学習時間数 462 332 432 332 107 62 

※当施設ではスクーリングにスクールアワー（実授業時間５０分で１単位時間、９０分で２単位時間）を採用しています。 

※喀痰吸引等研修（第１号・第２号）の基本研修修了者または看護師国家資格所有者でお申込み時に免除申請を行っ

た方は医療的ケア演習（スクーリング）が免除となりますが、任意でご参加いただくことも可能です。また、当施設の実務

者研修では医療的ケアの通信学習（E レポート）は免除となりません。 

※認知症実践者研修修了者でお申込み時に免除申請を行った方は、認知症の理解Ⅰおよび認知症の理解Ⅱは免除科

目となります。 

※生活援助従事者研修修了者でお申込み時に免除申請を行った方は、人間の尊厳と自立、社会の理解Ⅰ、介護の基

本Ⅰ、認知症の理解Ⅰ、障害の理解Ⅰは免除科目となります。 

※通信学習の時間数は、当該科目を修得するのに必要とされる時間数ですが、必ず記載の時間数を学習しなければ修

了認定されないということではございませんので目安としてご参照ください。 

※医療的ケア演習の時間数は、当該科目の修得に必要とされる時間数ですが、実際のスクーリングでは、評価試験の待

機時間等があるため、スクーリングにご参加いただく時間数とは異なります。 
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11. 介護福祉士国家試験対策プログラム 

当施設では、実務者研修とは別に、介護福祉士国家試験対策として４つの介護福祉士国家試験対策プログラムを用意していま

す。受講は任意ですが、２０２３年の実務者研修をお申込みされた方については、２０２３年の国家試験対策プログラムを特別価格

でお申込みいただけます。 

なお、介護福祉士国家試験対策プログラムは、本誌 p.２「６．各種助成制度等」内の「介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度」

の対象講座となりますので、ご利用される方は、実務者研修申込時に同時にお申込みされることをお勧めします。 

  

プログラム名 内  容 会場・日程等 

全国統一模擬試験（在宅型） 
第１回／第２回 

【通学なし】 

定員：なし 

申込締切日：第１回・第２回とも 

１１/３０（木）  

第１回（または第２回）全国統一模擬試験

（中央法規出版）をご自宅にて受験していた

だけます。実力確認や弱点の把握としてご活

用ください。 

第１回と第２回は、問題は異なりますが、難易

度は同様です。１回目で弱点の洗い出しを行

い、２回目で最終確認を行う等、両方を受験

することもおすすめです。 
 

●詳しい解説書や個人別成績表を自宅にお届け 

●全国順位や分野ごとの得点を細かく分析 

●国家試験直前までの有益な学習方法をご提案 

７月～１２月の期間でお好きな時に実施 

 

◎第１回全国統一模擬試験 

７月中旬より順次発送開始 

◎第２回全国統一模擬試験 

１１月上旬より順次発送開始 

受験の流れ 

自宅にて受取 → 受験 → 採点期間内（７月

～１２月）に返送 → 既定の成績発表日に詳し

い解説書、個人成績表を自宅にお届け 

全国統一模擬試験（会場型） 
第１回／第２回 

【通学１日】 

定員：各回４０名 

申込締切日： 

第１回   ８ / ４（金） 

第２回  １１/１０（金） 

第１回（または第２回）全国統一模擬試験

（中央法規出版）を会場にて受験していただ

けます。会場で受験することで、本番さながら

の雰囲気で受験できます。 

 

●詳しい解説書をその場で配布。自己採点も可能！ 

●全国順位や詳細な分析表は後日ご自宅へ配送！ 

◎第１回全国統一模擬試験 

四日市会場：８/２５（金） 

 

◎第２回全国統一模擬試験 

四日市会場：１２/１５（金） 

名古屋会場：１２/３（日） 

※第２回のみ２会場で実施 

 

【時間：各回各会場とも９:００～１５:００】 

国試合格パック（在宅型） 

【通学なし】 

定員：なし 

申込締切日：８/１７（木） 
※申込締切日以降も条件付きでお申込

み可能です。詳細お問合せください。 

ご自宅にて「Web 動画による講座」の受講と 

「全国統一模擬試験」が受験できます。 

国家試験の学習をどのようにしたらいいかわ

からない方は、こちらのプログラムの受講をお

すすめします。 
 

●テキストは試験対策本、過去問題集、参考書等

計４冊（１２，０００円相当）が含まれます！ 

●模擬試験は在宅受験２回分（１４，３００円相当）

が含まれます！ 

●Ｗｅｂ動画によるセミナーを配信！ 

●計画的に国家試験対策の学習が可能です。 

すべてご自宅での学習となります。 

模擬試験は全国統一模擬試験（在宅型・会

場型）と同じ内容となりますので、重複申込み

にご注意ください。 

国試直前対策セミナー（会場型） 

【通学１日】 

定員：２５名 

申込締切日：１１/２７（月） 

介護福祉士国家試験の本番 1 ヵ月前に予

想問題を解きながら、国家試験科目のポイン

トをわかりやすく対面で解説します。 

この 1 日ですべての国家試験対策ができる

わけではありませんが、国家試験直前の最終

確認の機会としてご利用ください。 
 

●問題集１冊(「本試験型 介護福祉士問題集 ’

24 年版」※予定)が含まれます！ 

四日市会場：１２/１０（日） 

【時間 ９:００～１６:３０】 

 
実務者研修受講者特典の「国家試験対策解

説動画」(オンデマンド配信)とは別の内容で

す。 
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12. 受講のキャンセルおよびキャンセル料 

実務者研修および国家試験対策プログラムの申込手続完了後に、お申込者の都合で受講をキャンセルする場合、速やかに下記ま

で必ずお電話にてご連絡下さい。受講料入金後のキャンセルの場合、後日「辞退届」を郵送致しますので、ご記入、押印いただき郵

送でご提出いただきます。 

なお、ご連絡いただいた日によって、下記のとおりキャンセル料等が発生します。 

受講料のご返金は、辞退届受理後、下記キャンセル料と返金時にかかる銀行振込手数料を差し引いた額をご指定の銀行口座に

お振込み致します。返金日は、辞退届受理日が各月の１日から１５日の場合は同月２５日頃に、１６日から月末日の場合、翌月２５

日頃となります。 

 

受講キャンセル時の連絡先 

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 

     受付時間 ９:００～１８:００ 土曜、日曜、祝日および当施設既定の休業日を除く 

※受付時間外に連絡がとれた場合でも、上記受付時間後は翌営業日を連絡日とさせていただきます。 

① 実務者研修 

キャンセルのご連絡日 キャンセル料 

受講予約後～受講料入金前 不要 

受講料入金後～申込手続期限日 不要       ※返金時にかかる銀行振込手数料を差し引いて返金となります。 

申込手続期限日の翌日～受講開始日の前日 ３０，０００円  ※返金時にかかる銀行振込手数料を差し引いて返金となります。 

受講開始日以降 キャンセル不可 ※理由に関わらず返金致しません。 

② 国家試験対策プログラム 
キャンセルのご連絡日 必要なキャンセル料等 

受講料入金前 不要 

受講料入金後以降 

●「全国統一模擬試験」（在宅型・会場型共通） 

第１回：キャンセルのご連絡日が６/３０以前の場合は不要。 ７/１以降はキャンセル不可 

第２回：キャンセルのご連絡日が９/３０以前の場合は不要。１０/１以降はキャンセル不可 
※第１回、第２回ともに、返金時にかかる銀行振込手数料を差し引いて返金となります。  

●「国試合格パック」 「国試直前対策セミナー」 

各講座における申込締切日までにキャンセルのお申し出をいただいた場合は不要。 

申込締切日翌日以降は、受講料は返金致しません。（キャンセル不可） 

※返金時にかかる銀行振込手数料を差し引いて返金となります。 
※上記自己都合によるキャンセルのほか、当施設では著しく受講態度が悪い受講者や、他の受講者に迷惑をかける受講者に対して、学則の規定に

より養成施設長の判断で強制退学を命じる場合があります。この場合においても、受講料は全額返金致しません。 

※科目認定試験やスクーリング科目の評価試験で当施設の合格基準に満たずに合格できなかった場合や、スクーリングの欠席等の理由により実務

者研修の修了認定ができない場合においても、受講料は全額返金致しません。 

※「申込手続期限日」「受講開始日」につきましては、同封の「講座一覧表」にてご確認ください。 

13. スクーリング日程やスクーリング会場の変更等について 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大、台風等の暴風雨、受講者数の増減、その他の理由により、止むを得ずスクーリング日程の

変更やスクーリング会場を近隣の会場に変更させていただく場合がございます。日程の変更については、原則として同一科目の次回

以降の日程を繰り上げて実施し、最終回の新たな日程を、変更が決定した日の翌月（月末の場合は翌々月）以降に設定致します。

会場や日程の変更によりスクーリングが参加できない場合でも、受講料の返金はできませんのでご了承ください。 

14. お問い合わせ等 
本募集要項に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 

 

厚生労働大臣指定 実務者養成施設 

一般財団法人ユマニテク教育支援センター 

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  

〒510-0074 三重県四日市市鵜の森 1-4-28 ユマニテクプラザ１Ｆ 

TEL：059-340-4574（受付時間 9：00～18：00 ※土曜、日曜、祝日および当施設既定の休業日を除く） 

FAX：059-351-1711 

E-Mail：info-kaigo@humanitec.ac.jp    http://humanitec-ka.jp 
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http://humanitec-ka.jp/

