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推進協介護大学校入講案内

1．推進協介護大学校について

介護大学校は、全国の介護施設を分校に指定し、介護福祉士資格取得の前提となる 
「実務者研修」を通信授業と面接授業（分校で実施）を併用して実施します。

・教育内容 　別記の通り（P４－1．研修課程カリキュラム参照）
・教育方法 　通信授業・・・405時間（無資格者の場合）相当
　　　　　　 　㊟通信教育教材（web学習）を活用し、問題を解いていただく形式
　　　　　　 面接授業・・・８日間：57時間（無資格者の場合）
　　　　　　　 ㊟通信授業修了後、ご希望の介護大学校分校にて受講
・教育期間 　６か月程度（無資格者の場合）
・定　　員 　分校毎に定める
・入講時期 　同上
・修了要件 　別記の通り（P４－2．研修修了要件参照）
・入講資格 　介護福祉士資格取得希望者（概ねどなたでも可）
・募集地域 　分校毎に定める
・学　　則 　ホームページに掲載
・校　　長 　尾島 朱美
・運営団体 　株式会社推進協
　　　　　　　        〒２２２-００３３
　　　　　　　神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目２０-８　ベネックスS-3・４階
　　　　　　　電話 045-577-4290

（分校について）
推進協介護大学校分校は、全国の介護施設が指定されています。
こうした施設には面接授業を担当する講師が多数在籍しているため、日頃から日常的に 
介護教育が実践され、職員も良質な介護の提供を目指しています。
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2.入講に必要な書類

3.入講決定通知

4.受講料、補講料、教材費

資格取得名(コース) 時間数 受講料(会員※１) 受講料(非会員※2)

無資格者 462 130,000円 200,000円

介護に関する入門的研修（全講座修了） 442 130,000円 200,000円

訪問介護員養成研修（3級課程） 432 130,000円 200,000円

生活援助従事者研修 422 130,000円 200,000円

喀痰吸引等研修（医療的ケア） 400 130,000円 200,000円

訪問介護員養成研修（2級課程） 332 120,000円 180,000円

介護職員初任者研修 332 120,000円 180,000円

訪問介護員養成研修（１級課程） 107 110,000円 160,000円

介護職員基礎研修課程 62 60,000円 100,000円

入講手続きはインターネットで行って頂きます。
研修申込システム内で以下の書類の（PDFまたはJPG形式）添付をお願いします。
①顔写真（カラーor白黒 縦４㎝×横３㎝ ：正面・脱帽・胸から上）
②資格登録証又は研修修了証明書の写(科目の履修免除を希望する者)

①本部は研修申込システムにより申込した受講者の受講要件を確認した後、
　受講決定通知をマイページに貼付します。この時点で入講となります。
②受講決定通知受領後、速やかに受講料と教材費のお振込をお願いします。
③お振込確認次第、教材をお送りします。送付時期については別途ご連絡します。
　通信教育教材（web学習）の接続方法 《ID・パスワード》➡ メール
     教材（テキスト）➡ 郵送

①受講料

※１ 一般社団法人全国個室ユニット型施設推進協議会会員施設の職員が受講する場合（入職見込み者を
         含む）（消費税込）
※２ ※１以外の者が受講する場合（消費税込）

②補講料 　一回当たり 5,500円（消費税込）
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テキスト名 価格（税別）

介護福祉士実務者研修テキスト第1巻 　人間と社会 第3版 2,000円

介護福祉士実務者研修テキスト第2巻 　介護Ⅰ 第2版 3,200円

介護福祉士実務者研修テキスト第3巻 　介護Ⅱ 第2版 2,000円

介護福祉士実務者研修テキスト第4巻 　こころとからだのしくみ 第2版 2,800円

介護福祉士実務者研修テキスト第5巻 　医療的ケア 第3版 2,800円

合 計 12,800円

5.受講料等の振込

③教材費
　使用する教材およびテキスト代は以下の通りです。（消費税別）
　介護福祉士実務者研修テキスト【第1巻～第5巻】（中央法規出版株式会社）

※上記テキストの他に通信教育教材を活用して学習します。スマホ、タブレット、パソコン等の
     インターネット接続機器が必要となります。各自でご用意願います。

「受講決定のお知らせ 及び参加費納入依頼書」に記載されている金額を期日までに
　下記口座にお振込ください。
　※振込時、振込人名義のお名前の前に団体登録コードを記入してください。

　例）団体登録コード：Ａ００１２３
　　　振  込  人  名  義 ：Ａ００１２３     ヤマダタロウ

-3-

＜振込先＞   横浜銀行　中山支店 普通６２９４０９６

(受取人氏名) 株式会社推進協   代表取締役社長 懸上忠寿（ｶｹｶﾞﾐ ﾀﾀﾞﾋｻ）
(住　　　所) 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-8 べネックスS-3・4階 
(電　　　話) 045-577-4290
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科目
領域 研修科目 履修方法

履修時間数

無資 
格者

初任 
者研 
修修 
了者

生活 
援助 
従業 
者研 
修修 
了者

介護
に関
する
入門
的研
修修
了者
(全講 
座修
了者)

訪問介護養成研修 
修了者

介護 
職員 
基礎 
研修 
修了 

者

その他全国研修修了者
3級
課程

2級
課程

1級
課程

1 人間 
と社 

会

人間の尊厳と自立 通信授業 5 免除 免除 5 免除 免除 免除 免除  

2 社会の理解Ⅰ 通信授業 5 免除 免除 5 免除 免除 免除 免除  

3 社会の理解Ⅱ 通信授業 30 30 30 30 30 30 免除 免除  

4

介 護

介護の基本Ⅰ 通信授業 10 免除 免除 10 10 免除 免除 免除  

5 介護の基本Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 20 免除 免除 免除  

6 コミュニケ―ション技術 通信授業 20 20 20 20 20 20 免除 免除  

7 生活支援技術Ⅰ 通信授業 20 免除 20 20 免除 免除 免除 免除  

8 生活支援技術Ⅱ 通信授業 30 免除 30 30 30 免除 免除 免除  

9 介護過程Ⅰ 通信授業 20 免除 20 20 20 免除 免除 免除  

10 介護過程Ⅱ 通信授業 25 25 25 25 25 25 免除 免除  

11 介護過程Ⅲ 面接授業 45 45 45 45 45 45 45 免除  

12

ここ 
ろと 
から 
だの 
しく 

み

こころとからだのしくみⅠ 通信授業 20 免除 20 20 20 免除 免除 免除  

13 こころとからだのしくみⅡ 通信授業 60 60 60 60 60 60 免除 免除  

14 発達と老化の理解Ⅰ 通信授業 10 10 10 10 10 10 免除 免除  

15 発達と老化の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 20 20 免除 免除  

16 認知症の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 免除 免除 10 10 免除 免除 認知症実践者研修

17 認知症の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 20 20 免除 免除 認知症実践者研修

18 障害の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 免除 免除 10 10 免除 免除  

19 障害の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 20 20 免除 免除  

20 医療 
的ケ 

ア

医療的ケア 通信授業 50 50 50 50 50 50 50 50 喀痰吸引等研修
(第1、2号)21 医療的ケア演習 面接授業 12 12 12 12 12 12 12 12

通信授業時間数 405 275 365 385 375 275 50 50  

面接授業時間数 57 57 57 57 57 57 57 12  

合計履修時間数 462 332 422 442 432 332 107 62  

研修課程(カリキュラム)
別記

1.

※介護に関する入門的研修については、「基礎講座(3時間)」「入門講座(18時間)」により構成され、それぞれに修了した場合、
　修了証が交付される場合がありますが、全講座(21時間)を修了した者のみが免除の対象となります。
※喀痰吸引等研修は、1、2号研修を修了した者のみが免除の対象となります。

２. 研修修了要件
各科目毎に、理解度７割以上の評価を得ることが必要です。達しない場合は達するまで
課題を再提出して頂きます。
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①受講申込み

②受講決定通知受領

③受講料等振込

⑤面接授業出席

④通信授業開始

⑥修了証明書発行

②
③

推進協介護大学校(介護福祉士実務者研修)受講申込み

「お申込み」から「受講修了」まで

＜研修申込みサイト＞　①URL: suishinkyoco.com

弊社ホームページのトップページよりお申込ください。
※右側のバナー「介護福祉士実務者研修 お申込みはこちら」をクリックしてください。

インターネットからお申込み頂きますと、申込み完了後に
「研修申込受付完了メール」が届きます。

入金確認後、教材の送付、IDとパスワードを発行いたします。

Eラーニングの受講修了確認後、面接授業の参加案内をいたします。

面接授業の修了確認をいたします。
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※受講予定の研修の「詳細」ボタンを押して、
　お申込みください。

本部で受講要件を確認し、マイページに受講決定通知書を貼付します。
※受講決定通知と一緒に「参加費納入のお知らせ」が届きますので、お支払いを
　お願いします。

修了証明書を発行いたします。



介護大学校分校一覧（2023年1月現在）

＜神奈川県＞
　　　■しょうじゅの里三保サテライト 分校
　　　　〒226-0015  
　　　　神奈川県横浜市緑区三保町2640-220
　　　　特別養護老人ホームしょうじゅの里三保サテライト内

　　　■たまプラーザ看護学校 分校
　　　　〒225-0003　
　　　　神奈川県横浜市青葉区新石川4-20-17
　　　　たまプラーザ看護学校内

　　　■しょうじゅの里相模原 分校
                  〒252-0213 
　　　　神奈川県相模原市中央区すすきの町22-12
　　　　特別養護老人ホームしょうじゅの里相模原内

＜岐阜県＞
　　　■岐南仙寿うれし野 分校
　　　　〒501-6006　
　　　　岐阜県羽島郡岐南町伏屋8-33
　　　　特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野内

　　　■燦燦 分校
　　　　〒501-0115　
　　　　岐阜市鏡島南1-2-30
　　　　特別養護老人ホーム燦燦内
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株式会社 推進協（推進協介護大学校本部）
　〒222-0033
　神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-8　ベネックスS-3・4階

　TEL:045-577-4290 FAX:045-577-4291
　E-mail:kaigodaigakuko@suishinkyoco.com
　https://suishinkyoco.com

推進協介護大学校
「学び」を「仕事」に～Study for your job～

K
S


