
この度は、湘南国際アカデミーの実務者研修に
お申し込みいただき誠にありがとうございます。
開講初日にオリエンテーションがございます。
こちらの受講のしおりをお持ちください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

20211215
通学：
介護過程6日間
医療的ケア2日間

LINEの友だち登録はこちらから。
スキルアップ情報や、LINEサポートなど、
4000人以上の皆さまが活用中です。

湘南国際アカデミーのLINE公式アカウントを、友だち追加していただくと、

今後の新たな講座スケジュールや、各種ご案内を速やかにご確認いただ
けます。
LINE 登録できない携帯電話等につきましては、
ドメイン【＠mail.si-academy.jp】からの PC メールを受信できるように事前の
設定をお願いいたします。

※緊急事態宣言による臨時休講の際にも、登録されている受講生様には、
よりスムーズなご案内が可能でした。
ぜひ LINE のお友だち追加、メールの受信設定をお願いいたします
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持ち物の確認、欠席や振り替えの連絡が
ネットで24時間可能な受講生ページもございます。

ぜひご活用ください。

QRコードから

ホームページから



■お申し込みから受講までの流れ

① 受講申込書の提出

② お支払い

➡受講申込書の提出でお申し込みが完了します

お支払い期日は初回お支払い日の翌月末日となり、更にその翌月以降も同様となります。
2回目以降のお支払いはお振込のみとなります。残金の一括払いや複数回分のまとめ払い
などは、ご連絡は不要です。そのままお振込下さい。

■お振込先

三井住友銀行 藤沢支店 支店番号：346 普通口座 口座番号：7719517

口座名義：株式会社アメイジュ

※お振込の際は、受講生様本人のお名前とお申し込み日を、振込依頼人名としてください。

例）3月15日お申し込みの場合：ショウナンタロウ0315

※分割の場合・・・

③ テキスト発送

★通信添削課題をeラーニングでお申し込みの方
ご登録のメールアドレスに『ユーザー登録のお知らせ』が届きます。お支払い後1週間経っても届かな
い場合は、迷惑メール等の設定解除後に、el@si-academy.jpへ受講生様本人のお名前を入力してテ
ストメールをお送りください。

➡お支払い期限：お申し込み日より、2週間以内かつ、
開講日の前日までにお願いいたします

➡お支払いから１週間ほどで指定先へご郵送いたします

テキスト一式が届きましたら、通信添削課題を開始、順次ご郵送ください（P11参照）。
なお、医療的ケアの通信添削課題は医療的ケア授業の初日授業前までにご提出ください。

■スクーリングについて
・教室は朝9時以降入室可能です。

・昼食は教室内又は近くの飲食店での外食も可能です（ゴミはお持ち帰りいただいております）。

・お飲み物は倒れてもこぼれない蓋つきのもの（ペットボトルや水筒）のみ持ち込み可能です。

・公共の交通機関でお越しください。全校舎、学校専用の駐車場・駐輪場はありません。

・電話で遅刻・欠席をされる場合は、校舎名、フルネーム、理由をご連絡ください。

※電話番号は裏表紙に掲載がございます。メールは、renraku@si-academy.jp へお願いします

※ホームページ上の「受講生ページ」からも欠席、振り替え連絡が24時間いつでもできます

・公共交通機関（電車、バス等）の遅延以外で、5分以上の遅刻は欠席となります。

・持ち物表をご確認の上、忘れ物のないようご来校ください。

・小田原校は上履きが必要となります。振替授業で小田原校へ行く場合も上履きが必要となります。

・医療的ケアの1日目（a）のみ10分前にご来校ください。

④ 受講開始

身分証明書・資格証などの必要書類が未提出の方は、在籍する校舎でご提出ください。

➡授業日は、9時30分までにご着席ください

全授業エプロン着用となります ※服装表（P10）参照

①

②

③

④

初回分のみ、校舎でのお支払いも可能です。
各校舎でお支払いの場合はお電話にてご予約をお願いします。

※法人名でのお振込の場合は、事前にご連絡ください。
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■実務者研修 学習の留意事項

このしおりは皆様の受講が円滑に、かつ効果的に行われるよう、受講中にご留意いただきたい事をまとめ
たものです。受講開始前に、必ずご一読いただきますようお願いいたします。

心身ともに健康で介護に関心のある方であればどなたでも受講可能です。

傷病をお持ちの方や、何らかの理由で通院されている方はスタッフまでご相談ください。

受講を進めるにあたって、傷病が悪化する可能性のある方は受講を中止していただく場合がございます。

受講を開始する前にお申し出いただいた場合は受講料金を返金させていただきますが、受講が開始され

た後にお申し出があり、受講を中止する場合はキャンセル料が発生いたします。予めご了承ください。

カリキュラムを全て一人の力で遂行できることが条件になります。

全カリキュラムを履修できない場合は、修了証は発行できません（部分認定はありません）。

お申し込み時、身分証（写真付き）・資格証が提出されていない場合は、修了証は発行できません。

演習において一定以上の評価が得られないと講師が判断した場合、補講が必要となりますことを、ご了

承ください（3,300円/日・税込）。

筆記評価は、7割以上の点数で合格となります。7割未満の場合、再試験が可能ですが、再々試験から

別途2,750円/回（税込）の費用が発生します。

医療的ケア授業の補講は振替授業とは異なります。補講料金（ 3,300円/日・税込）が発生いたします。

妊娠中の方は原則として、母子の保護および安全のため受講できません。この場合の途中退校の返金

につきましては、母子手帳の写しを学校側に提出後、ご返金致します。

カリキュラムの日程や担当講師、時間等は変更する場合がございます。

通信添削課題につきましては、受講申し込み時に「筆記 / eラーニング」の選択が可能です。提出期限

は厳守とし、正当な理由が無い限り提出遅延は認めません。課題合格基準（70点以上）に満たない場合

は再提出が必要です（eラーニングは全問正解が必須です）。

天災等による休校については、当日7時30分までにホームページ上に掲載します。

（湘南国際アカデミーホームページ https://si-academy.jp ）

医療的ケア演習a・bのスクーリングにつきましては、a→bの順にセットで受講していただきます。

医療的ケア演習は、事前に通信添削課題を提出したうえで、別添の評価項目を確認しながら、テキスト

第５巻に付属のDVDを5回以上見るなど充分に学習をしてから授業に臨んでください。

医療的ケア受講予定日を変更・キャンセルする際には別途費用が発生致します。

やむを得ずカリキュラムを欠席する場合は、必ず授業が始まる前までにご連絡ください。

受講有効期限は１年間です。欠席した場合は、振替授業が必要です。介護過程Ⅲの授業振替は3回まで

無料、4回目以降は振替費用として別途3,300円/日・税込がかかります。振替授業は開講日より1年以内

に受講してください。

スクーリングでは本人確認を行っています。出席簿には直筆で氏名を記入してください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭
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【研修会場】

当校において、各研修会場にて指定の教室をご利用ください。

【駐車場・駐輪場】

駐車場・駐輪場を完備しておりません（近隣の有料駐車場及び駐輪場をご利用ください）。

※違法駐車や当校周辺での駐輪は、近隣のご迷惑になりますので、ご遠慮ください。発覚した場合

には速やかに移動していただきます。

【美化】

建物の衛生管理規則上、ゴミはお持ち帰りください。マナーを守って美化にご協力ください。

【訓練生賠償補償制度について】

当校において損害保険会社の企業向けに設ける企業賠償責任保険に加入しています。

（例）実技授業で教室外に出て、歩行者に怪我をさせてしまった場合等の賠償責任等を補うもの

※その他、受講を進めるにあたって事故などで受講生自身に適用される保険に関しては、ご希望の

方に別途傷害保険に任意で加入して頂く事ができます（保険料は実費自己負担）。詳しくは、スタッ

フにご相談ください。

【飲食】

休憩時間外での食事は禁止です。お飲み物は授業中でもお取りいただいて構いません（水筒やペッ

トボトル等蓋つきのもののみ可）。ガムの持ち込みは禁止といたします。

【喫煙】

全会場教室・建物敷地内は禁煙です。喫煙可能な場所は、スタッフまでご確認ください。

上記を守れない方には退校していただく場合があります。

この場合の受講料の返金等については、当校規定により対応致します。

【携帯電話の使用】

授業中の携帯電話の使用は、禁止しております。

電源を切るか、マナーモードに設定してください。又、アラーム音等は音の出ない設定にしてください。

授業中の録音・録画は一切禁止といたします。

【貴重品について】

貴重品のお預かりは承っておりません。貴重品はお手元から離さず、ご自身で管理をお願い致しま

す。施設内での紛失に関して一切の責任を負いかねます。

【忘れ物の取り扱いについて】

教室などで忘れ物をされた場合は受付までお問い合せください。

忘れ物は発見後２週間はお預かりいたします。その間申し出がない場は廃棄処分と致します。また、

忘れ物を発見された場合はスタッフまでお届けください。

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔
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【資料について】

テキスト以外の資料等は、必要に応じて教科担当講師よりその都度お渡しします。当日の教科に係

る教材は忘れずにご持参ください。忘れた方への貸し出しは行っておりません。

受講生全員が同じテキストを使用しておりますので、見やすい場所へお名前をご記入ください。

【介護福祉士受験者の皆さまへ】

実務者研修では、学校へ一定の在籍期間が必要となります（入校時期・所持資格により在籍期間は

異なります）。

上記により介護福祉士の受験申込み日までに修了証が発行されない方は、介護福祉士受験申込

み時に『実務者研修修了見込証明書』が必要となりますので、スタッフまでご連絡をお願い致します。

※実務者研修修了見込み証明書の再発行には、1,100円（税込）がかかりますので、紛失にはお気

を付けください。

【その他】

（１）受講時間割は、下記のとおりです。１時限（50分）につき5～10分の休憩時間をとることを原則と

しますが、授業の進行状況により担当講師が調整する場合がございます。

（２）時間割

（３）他の受講生および卒業生ならびに当校の講師、職員に対しての営業活動（求人活動や宗教活

動等含む）や勧誘、斡旋行為があった場合（いかなる法人・組織・集団・団体・集まりに引き抜く行為

及び紹介または案内）は退校処分となりますのでご遠慮ください。

（４）悪質な受講態度（受講中の私語や、他受講生並びに講師への嫌がらせとみられる言動等、介

護従事者を目指す受講生として、社会人としてのモラルの欠如とみられる言動等）や学則を著しく違

反し更生が見られない場合は、退席、退校していただくこともあります。

またアルコール摂取等の疑いのある受講生は、専用チェッカーにて確認させていただきます。

この場合の振替授業については全額実費自己負担していただきます。

退校処分時の受講料の返金等につきましては、被害の程度や当校規定により対応致します。

㉕

㉖

㉗

㉘

時限 時間

1時限 9：30～10：20

2時限 10：25～11：15

3時限 11：20～12：10

昼食時間（50分） 12：10～13：00

4時限 13：00～13：50

5時限 13：55～14：45

6時限 14：50～15：40

7時限 15：45～16：35

8時限 16：40～17：30
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※進行状況により調整あり
※医療的ケアの1日目（a）のみ10分前にご来校ください。

時限 時間

1時限 9：30～10：20

2時限 10：30～11：20

3時限 11：30～12：20

昼食時間（50分） 12：20～13：10

4時限 13：10～14：00

5時限 14：10～15：00

6時限 15：10～16：00

7時限 16：10～17：00

介護過程Ⅲ 医療的ケア

※進行状況により調整あり



■実務者研修【介護過程Ⅲ】（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ）の受講方法について

★介護過程の授業とは…

基本的に介護過程Ⅲはグループワークによる積み重ねの授業となるため、前回を理解した上で、次に
進みます。振替の場合、前回授業の積み重ねが蓄積されない状態となり、理解不十分のままグループ
ワークに参加する状況が起きます。これでは十分な学習効果が得られません。

そのため、当校では学習効果をより高められるようカリキュラムを構成させていただいておりますので、
下記内容をご確認いただき、振替の取得をお願いいたします。
振替には予約が必要です。ご来校時やお電話、受講生ページ等でお申込みください。

事例Ⅰ（グループワーク①） 事例Ⅱ（グループワーク②）

１ ２ ３ ４ ５ ６

【１】を受講して
いないと【２】は
受講できません。

【２】を受講して
いないと【３】は
受講できません。

【４】を受講して
いないと【５】は
受講できません。

【５】を受講して
いないと【６】は
受講できません。

【２・３】はセット受講
（同じ校舎で同じコースでの受講）

【５・６】はセット受講
（同じ校舎で同じコースでの受講）

★注意点

日程が合わずに他コース・他校舎での受講の際は、グループや進捗が異なるため、理解が不十分にな
る可能性や、同じことを繰り返す可能性がございますので、ご理解をお願いいたします。

順番通りに受講するのが、
いつもの仲間で楽しく・安心です

★振り替え補講について
3回までは無料でお振り替えいただけます。
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■医療的ケア演習 受講について

研修課程のうち、『医療的ケア』については、自宅学習による「基礎知識」と、通学による「演習」をあわ

せて単位認定をすることになっています。「演習」はシミュレーターを使用し、自宅では習得できない実技

を学習するための２日間になります（aを受講後にｂを欠席した場合、再度aからの受講となります）。

「演習」は「基礎知識」の学習をした上で受講することとなっています。通信添削課題の科目・医療的ケ

アを提出しており、基礎知識を理解しているという前提で行われます。したがって、通信添削課題で学習

するだけでなく、「演習」の受講前の予習が不十分ですと、演習をスムーズに行うことができません。

また、医療的ケアは人命に直結する行為であるため、添付の評価項目の基準を満たさない場合は不合

格となります。演習評価で不合格となりますと、別途補講代金（￥3,300/日・税込）が発生します。

受講日１週間前までに受講者数が３名以下の場合は、２日間とも授業は行いません。その際の振替え

補講料は発生しません。

医療的ケア受講予定日を予約した日付より変更する際には、2日セットで2,200円（税込）の変更料をお

支払いいただきます。1週間以内のキャンセルにつきましては、2日セットで3,300円（税込）をお支払いい

ただきます。

ご予約の際は、介護過程Ⅲの授業と日程が重ならないようご注意ください。

必ず開講前に以下の学習・準備を整えてから授業に臨んでください。

１．基礎知識として覚えておくこと（※通信添削課題での学習内容となっています）

●「医療的ケア」とは？

●「医療的ケア」を実施するにあたっての法的要件3つ

●経管栄養が必要な状態

●経管栄養を行う上での留意点

●経管栄養実施前、実施直後、実施中、終了後の観察項目と、その根拠

●喀痰吸引が必要な状態

●喀痰吸引を実施する上での留意点

●喀痰吸引が身体に及ぼす影響

●喀痰吸引実施前、実施後の観察項目とその根拠

●痰の性状（観察点）

２．テキスト５巻付属のＤＶＤを見ておくこと（約30分）

●評価項目（別添４枚つづり）を見ながら、DVDを5回以上見て手順を覚えておく

●手順をイメージしながら見る（別添 医療的ケア評価項目4枚参考）

３．持ち物

●持ち物表（P9参照)をご確認ください。
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■持ち物表

スクーリングでは、下記の持ち物表をご確認いただき、お忘れ物がないようお気を付けください。

番号 科目名 持ち物

１回目

介護過程Ⅲ
グループワーク①

・テキスト第３巻

・介護用語について調
べものができる準備
（スマホ可・テキスト・用
語集など可）

★全授業共通
・エプロン
・筆記用具
・フェイスシールド
（初回の授業でお渡ししま
す。2回目以降、お忘れの

場合は校舎で購入いただ
きます。実費300円。）

・室内履き（小田原校
のみ）

２回目 テキスト第２・３巻

３回目 テキスト第３・４巻

４回目

介護過程Ⅲ
グループワーク②

・テキスト第２・３巻
・赤ペン（色鉛筆可）

５回目 テキスト第２・３巻

６回目 テキスト第３・４巻

a
医療的ケア演習
経管栄養

テキスト第５巻

医療的ケア評価項目
（4枚綴りのもの）

b
医療的ケア演習
喀痰吸引

テキスト第５巻

医療的ケア評価項目
（4枚綴りのもの）

全授業共通：エプロン・筆記用具

小田原校のスクーリングに関しては、室内履き（かかとのある運動靴、上履きなど）もご持参くだ
さい。（クロックス不可）

飲み物は倒れてもこぼれないよう、蓋つきのものをご持参ください。
昼食は教室内でもお召し上がりいただけます。

9
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■通信添削課題提出の手順について

・スクーリングの日程まではご自宅で通信添削課題を進めていただきます

・スクーリングの初日までは学校に来ていただく必要はございません

・課題の提出期限については、通信添削課題問題の表紙をご参照ください

①問題を解きましょう。
テキストを見ながら通信添削課題を解いてください。
解答用紙へはえんぴつ、シャープペンシル、ボールペン（消せるボールペンは不可）でご記入下さい。
なお、修正テープ可です。
ご質問がある場合は、別添の質問用紙に記入して通信添削課題に同封するか、FAXにてご連絡下さい。
※問題についてのご質問は、お電話ではお答えできませんのでご了承ください

ご質問FAX送信先
湘南国際アカデミー 添削本部 FAX：0466-54-7292

②解答用紙を提出しましょう。
茶色の提出用封筒に、『記入済みの解答用紙』と薄い緑色の『通信添削課題返却用封筒（ご自
身の住所とお名前を記載したもの）』の２つを入れてポストへ投函してください。

※提出する際の注意点
・解答用紙には校舎名・コース名・氏名を必ず記入してください
・氏名が未記入で不明の場合、通信添削課題を再度ご提出いただく可能性がございます
・『通信添削課題返却用封筒』（薄い緑色）にはご自身の住所・氏名を必ずご記入ください
・提出用封筒（茶色）の裏側には住所氏名を記入してください
・解答用紙と薄い緑色の封筒を、提出用封筒（茶色）に入れてください

＜封筒への入れ方 図1をご参照ください＞
・解答用紙は三つ折りにし、
「神奈川県知事指定通信教育」の文字が
提出用封筒（茶色）の切れている部分から
見えるよう入れてください

・茶色い封筒の封は、半分切れております。
封は半分のみで構いません

・解答用紙のホチキスは外さずに提出して
ください

・封筒の有効期限の記載が過ぎていても、
問題ございません。ポストへ投函ください

※図１

採点後は、薄い緑色の封筒（返却用封筒）に入れ、ご記入いただいたご住所へ返送いたします（通常、返
信には約1ヶ月程度のお時間をいただいております）。
70点未満は不合格となります。間違えた問題のみ、同封の解答用紙に回答し、再提出をしていただきます。
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■次回介護福祉士を受験される方への注意点

介護福祉士の受験には、12月31日までに実務者研修を修了している必要があります。
実務者研修の修了証発行は、下記①～④を全て満たしていることが必須となります。
（翌年1月の介護福祉士を受験される方は、下記①～④をすべて前年の12月末日までに修了している
ことが必須となります）
満たしていない場合には、修了証の発行はできず、受験ができませんのでお気をつけください。

①必要な授業への出席
※医療的ケアは規定の評価基準を満たす必要があります。

②通信添削課題の全提出
※通信添削課題（筆記）は70点未満は再提出です。
再提出しても間に合うよう、早めのご提出をお願いいたします。
※eラーニングは、すべての問題に正解することが必要です。

③身分証・所持資格の資格証明書提出

④受講料の全額お支払い

※ご受講中に発生した補講料等のお支払いも必要です。

上記①～④を1項目でも満たさない場合、実務者研修修了証は発行できませんのでご注意ください。

●介護福祉士受験申し込みについて

❶受験資格
従業期間
3年以上

（1,095日以上）

従事日数
540日

実務者研修修了
（受験前年12月末日
までに修了が必要）

❷従業期間について(2019年試験例）

実務者研修

8月～9月

受験申込

12月31日

2018年 2019年

従事期間

試
験

合格
発表

1月27日 3月27日

3月31日

（参照）試験センター:公益社団法人 社会福祉振興・試験センター http://www.sssc.or.jp/

〇実務者研修：お申し込みと年内の修了が必須

※受験の申し込み期間中に修了していない場合は、「修了見込証明書」が必要となります。学校より発
行いたしますので、ご連絡をお願いいたします。テキスト同封もしくは別送となります。

〇従事期間について：受験の申し込みは8月～9月ですが、翌年3月31日までの従事見込み日数で
お申し込みが可能となります。

※従業期間及び従事日数の在籍カウントは4月1日からとなるので、3年目の新卒の方も受験可能です

お申し込みについてご不明な点は、社会福祉振興・試験センターへ直接お問い合わせください。

受験のお申し込みは、ご自身で社会福祉振興・試験センターへお申し込みください。

お問合せ先：03-3486-7559（自動音声）
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よくあるご質問

Q 授業は何時からですか？

A 9時30分から始まります。教室へは9時から入室可能です。

Q 昼食はどうしたらよいですか？

A
昼食は教室内でお召し上がりいただけます。休憩時間内であれば外出していただいても
構いません。

Q

どのような服装でいけばいいですか？

A

服装表（P10参照)をご覧ください。

Q

台風が来る予報だけど、授業は行われますか？

A

天候不順による授業の有無は、当日朝7時30分までに当校HPお知らせ一覧に掲載致します。

Q

室内履きは必要ですか？

A

小田原校のみ必要となります。他校舎の方も、振替等で小田原校へ行かれる場合は、室内履
きをご持参ください。

Q

更衣室などはありますか？

A

お着替えいただく専用の部屋はございません。お化粧室であればお着替え可能です。

Q

駐車場・駐輪場はありますか？

A

Q

A

Q

A ありません。近隣の有料駐車場・駐輪場をご利用ください。近隣のテナントや路上への駐車・駐
輪は禁止です。お車の渋滞で5分以上の遅刻は欠席扱いとなり、ご入室いただけませんので、
ご注意ください。

分割で申し込みましたが、一括払いに変更はできますか？また、残金をまとめて支払うことは可能です
か？

一括払いへの変更、残金をまとめてのお支払い、ともに可能です。そのままお振込ください。

支払いは校舎でも可能ですか？

一括または1回目のお支払いのみ可能です。お越しの場合は、必ず事前のご連絡をお願いします
（要予約）。2回目以降のお支払いはお振込のみとなります。

■初任者研修・実務者研修共通

Q

A

2回目はいつ払うの？

1回目のお支払い月の翌月末までとなります。更にその翌月以降も同様となります。
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よくあるご質問

Q 授業が終了したが、修了証はいつ発行されますか？

A 授業のほか、お支払い、通信添削課題またはeラーニングがすべて終了しており、なお

かつ、在籍期間を満たしていれば発行となります。

◎在籍期間：初任者研修・ヘルパー2級資格所持 4カ月

無資格 6カ月

基礎研修・ヘルパー1級資格所持 1カ月

※開講月の2日以降に申し込みの場合は、翌月1日から在籍期間のカウントとなります。

Q テキスト・通信添削課題はいつもらえますか？

A お支払い確認後、1週間ほどで指定のご住所へ郵送致します。

Q 通信添削課題は授業開始までに提出しなければだめですか？

A ①医療的ケアの通信添削課題（第4回目科目19）は、医療的ケアの授業の前に提出必須となります。

②他科目についてはご提出いただかないと授業が受講できないといったことはありませんので、ご安

心ください。

③医療的ケアの通信添削課題から開始していただいても構いません。

Q

eラーニングのデータはもらえますか？

A

お渡ししておりません。研修修了後はログインできなくなります。

Q

A

Q

A

通信添削課題の形式（筆記・eラーニング）は変更できますか？

原則変更できませんが、やむを得ない場合、手数料4,000円（税別）で承ります。

医療的ケアの授業は、介護過程の授業の後でなければ受けられませんか？

いいえ、いつでもご受講可能です。医療的ケア予約サイトからご予約ください。ただし、医療的ケア

の授業の前に、医療的ケアの通信添削課題提出が必須です。なお、医療的ケアの通信添削課題

から開始して頂いても構いません。

■実務者研修①

資格に有効期限や更新はありますか？Q

A

家庭の事情で長期間通えなくなりました。受講期限はありますか？Q

A はい、受講期限はございます。実務者研修は、お申し込みコースの介護過程Ⅲ ①番目の授業か

ら1年間となります。お振替に関しては、ご相談ください。

ありません。

例１）ヘルパー2級資格所持で、7月開講コースを8月2日にお申し込みいただいた場合9月1日から

の在籍となります。在籍期間が4カ月必要なため、9月1日～12月31日 までの在籍となります。

例２）ヘルパー2級資格所持で、7月開講コースを6月3日にお申し込みいただいた場合7月1日から

の在籍となります。在籍期間が4カ月必要なため、7月1日～10月31日までの在籍となります。
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よくあるご質問

介護福祉士は受験できますか？

介護福祉士の受験には、3年かつ540日の勤務実績（受験される年の3月末日まで）、

及び12月末日（受験される年の前年）までに実務者研修の修了が必須となっております。

介護福祉士の受験はどうやって申し込むの？

例年6月下旬ころより、公益社団法人社会福祉振興・試験センターHPにて、介護福祉士受験の案内

が開始されます。まずは、受験の手引き（1人1部必要）の取り寄せ（ハガキ、もしくはHPより）が始ま

りますので、そちらをお取り寄せください。

詳しいお申し込みの手順等は受験の手引きに記載がございます。また、受験のお申込みは学校か

らはできません。すべてご自身でお申し込みいただく必要がございます。

お申込書の記入方法等不明な点は公益社団法人社会福祉振興・試験センターへお問い合わせく

ださい。

修了見込み証明書はもらえますか？

A

学校へお申し出ください。作成後、郵送（テキスト同封、または別送）、もしくは藤沢本校にてお渡

しいたします。発行後に紛失されますと、再発行手数料1,100円（税込）が必要となりますので、ご

注意ください。

A

A

■実務者研修②

県または都の社会福祉協議会の貸付金の在学証明書はどうしたらもらえますか？Q

A

県または都の社会福祉協議会の貸付金は実務者研修を修了してからでも申し込めますか？Q

A お申し込みいただけません。お申し込みは実務者研修在学中のみ可能です。ご不明な点は県また

は都の社会福祉協議会へお問い合わせください。

学校へお申し出ください。作成後、郵送（テキスト同封、または別送）、もしくは藤沢本校にてお渡し
いたします。

Q

Q

Q

実務者研修の勉強をしていれば、介護福祉士の試験勉強になりますか？Q

A 勉強にはなりますが、介護福祉士出題基準のすべてが満たされるわけではありませんので、受験

対策講座を合わせて受講されることをおすすめします。
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申し込みしたコースを他のコースに変更できますか？

可能ですが、コース変更には手数料22,000円（税込）が必要となりますので、振替授業をおすすめ

しております。
A

Q
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