
介護福祉士実務者研修

2021年の介護福祉士の国家試験に間に合う！

実務者研修修了までの流れ

eラーニング方式で、
PC、スマホ、タブレットを
使用して、いつでもどこで
も学習出来ます♪

介護過程Ⅲ、医療的ケア
はJMTCの教室で受講！
経験豊富な講師が、
実践的な技術を指導
します♪

受講期間中に、eラーニング
の課題とスクーリングにて実
技課題を全て実施し、基準
点に達すれば修了です♪

修了要件を満たすと、
修了証を取得できます♪

自宅学習 スクーリング 理解度の確認 修了証取得

一般教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座対象講座

一般教育訓練給付制度で

受講料が20％支給に！

現在お勤めの方や退職後1年以内の方は、お
得に受講できる可能性があります。
対象者には受講料の２０％が支給されます♪
※ 一定の条件を満たした方が対象となります。

ご自身が支給対象であるか確認する場合は、

お住まいの地域を管轄するハローワークへ

お問い合わせください。

1 働きながら学べる

通信制の学習♪
スクーリングは全体を通して９日間だけ！
eラーニング方式でいつでもどこでも学びやすく
隙間時間で学習できます♪
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※ スクーリング・・・介護過程Ⅲ（7日間）

医療的ケア（2日間）

駐車代が無料！

今回の講座受講者は駐車代が無料です。
教室建物脇の駐車場なので雪の日雨の日でも
安心です♪
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通信教育（PC・スマホ・タブレットで自宅学習+スクーリング）

※1）時間帯・・・9：00～17：00（医療的ケアは18時終了予定。当日の進度により若干変動します）※2）スクーリング日程は変更する場合もあります。（詳しくはHPをご覧ください。）

※3）受講料のお支払いは、銀行振込です。

※4）お申込者数が開講最少人数を下回るときは開講しない場合がございます。

■スクーリング日程表（ マークは無資格者向けコース ／ 各コース定員18名）

■コース概要（スクーリング会場）

※1）受講料にはテキスト代が含まれています。

※2）スクーリングを欠席すると予定の受講期間を超える場合があります。

受講生
募集中JMTC

コース
介護過程Ⅲ ※9:00～17:00 医療的ケア ※9:00～18:00

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 1日目 2日目

6月開講(D2006） 7/8（水） 7/15（水） 7/22（水） 7/29（水） 8/5（水） 8/19（水） 8/26（水） 6/29(月） 6/30(火）

7月開講(D2007) 8/11(火） 8/18(火） 8/25(火） 9/3(木） 9/8(火） 9/10(木） 9/15(火） 8/6(木) 8/7(金)

9月開講（Ⅾ2009）
10/1(木） 10/8(木） 10/15(木） 11/4(水） 11/9(月） 11/12(木） 11/16(月） 10/26(月) 10/27(火)

★６月開講(Dム2006)

11月開講（Ⅾ2011）
12/3(木） 12/10(木） 12/17(木) 1/7（木） 1/12(火） 1/15（金） 1/19（火） 12/23(水) 12/24(木）

★8月開講(Dム2008)

コース 受講期間 申込〆切 スクーリング会場 対象者 受講料(税別)

6月開講（D2006） 6/1～3ヶ月間 5/20(水） JMTC弘前教室

80,000円
7月開講（D2007） 7/1～3ヶ月間 6/20（土）

五代の里
弘前市大字五代字早稲田560-1
℡0172-82-5951

・ホームヘルパー2級修了者

9月開講（D2009） 9/1～3ヶ月間 8/20（木） ・初任者研修修了者

11月開講（D2011） 11/1～3ヶ月間 10/20（火）

6月開講（Dム2006） 6/1～6ヶ月間 5/20(水）

・無資格者 130,000円
8月開講（Dム2008） 8/1～6ヶ月間 7/20（月）

JMTCなら
お得に受講
できます！

第33回介護福祉士国家資格試験において、「実務経験3年以上」と「実
務者研修」で受験申込みをする場合、「実務者研修」が令和3年3月31日

までに修了する予定の方が対象となります。



■お申込から受講まで

お申込
お申込書と資格証
の写しを郵送か
FAXでお送り
ください。

JMTCより、研修
のご案内を送付
いたします。

受講料納入
指定の口座へ
期日までにお振込
ください。

しおり送付ご案内送付
JMTCより、受講
に関するしおりを
送付いたします。

進行確認
講座の進め方、
スクーリング、PC等
動作を確認します。

学習開始！

■保有資格別受講科目一覧

☎0172-88-6467

担 当 ： 介 護 事 業 部 （ J M T C 弘 前 教 室 内 ）

情報発信中！

スマホ・タブレット
の方はこちらから

どうぞ♪

お問合せ・お申し込みはこちら

住 所 ： 弘 前 市 御 幸 町 8 － 1 0

受 付 ： 9 ： 0 0 ～ 1 7 ： 0 0 （ 平 日 ）

お申込書の送付先

〒036-8185
弘前市御幸町8－10
JMTC弘前教室
介護事業部 宛

【郵便の場合】 0172-88-6468 まで
【FAXの場合】

スクーリング会場

D2006 コース

6月JMTC弘前教室

上記コース以外

有料老人ホーム五代の里
弘前市大字五代字早稲田560-1 
℡ 0172-82-5951

科目名 時間数
介護職員

初任者研修
ヘルパー2級 ヘルパー1級

介護職員
基礎研修

無資格者 学習形態

人間の尊厳と自立 5時間 免除 免除 免除 免除

PC、スマホで
ラーニング

社会の理解Ⅰ 5時間 免除 免除 免除 免除

社会の理解Ⅱ 30時間 免除 免除

介護の基本Ⅰ 10時間 免除 免除 免除 免除

介護の基本Ⅱ 20時間 免除 免除 免除

コミュニケーション技術 20時間 免除 免除

生活支援技術Ⅰ 20時間 免除 免除 免除 免除

生活支援技術Ⅱ 30時間 免除 免除 免除 免除

介護過程Ⅰ 20時間 免除 免除 免除 免除

介護過程Ⅱ 25時間 免除 免除

発達と老化の理解Ⅰ 10時間 免除 免除

発達と老化の理解Ⅱ 20時間 免除 免除

認知症の理解Ⅰ 10時間 免除 免除 免除

認知症の理解Ⅱ 20時間 免除 免除

障害の理解Ⅰ 10時間 免除 免除 免除

障害の理解Ⅱ 20時間 免除 免除

こころとからだのしくみⅠ 20時間 免除 免除 免除 免除

こころとからだのしくみⅡ 60時間 免除 免除

医療的ケア 50時間

介護過程Ⅲ 45時間 免除

スクーリング

医療的ケア 1~2日間

国家試験模擬試験2回、
受験対策本定価の10％OFF

模擬試験は自宅受験

2回受験で9,350円税込み


