
介護福祉士養成科 
   訓練生募集 （追加分） 
 
 
 
 
 
訓練概要 
 本コースは、厚生労働大臣の指定を受けた養成施設において、介護に関する学科及び実技の訓練を
行い、介護の専門職である※「介護福祉士」の資格取得を目指す２年間のコースです。 

 ※法律の改正により、養成施設卒業者についても国家試験が義務付けられることになっておりますが、平成

２９年度入校の方については資格取得に関する特例が付与されます。 

 
 
応募資格 
 次の要件を全て満たす方となります。 
① ２年間の訓練を受講することができる高校卒業以上の方（平成29年3月卒業見込みの方を含む） 
② 公共職業安定所（ハローワーク）から受講あっせんを受けることができる方 

③ 訓練修了後に介護関連職種へ就職を希望される方 

 
 
募集期間 

 平成２９年３月２日（木）～ ３月１０日（金） 

 
 
応募書類 

 １）高校卒業以上の離転職者等の方 

   ①入校願書（写真は、正面・上半身・脱帽で、縦4.0㎝×横3.0㎝、６ヶ月以内に撮影したもの） 

   ②卒業を証明する書類（最終卒業の学校で発行されたもの）（卒業証明書、卒業証書の写し等） 

  ２）高校卒業見込み（平成２９年３月）の方 

       ①入校願書（同上） 

       ②就職用調査書（全国高等学校統一応募用紙［その２］） 
 ※ ご提出いただいた願書（証明写真含む）、その他応募書類はご返却できませんので、予めご了承ください。 

 ※ 個人情報の取扱いについて、応募書類にて知り得た個人情報は職業訓練実施以外の目的には利用しません。 

 

 

応募方法 

 入校願書は、現住所を管轄するハローワークに提出してください。（入校願書は、最寄りのハロー
ワークにあります。）なお、必ず職業相談を受けてください。 

 
 
訓練実施場所・募集定員・入校日・訓練実施機関 

   訓練の実施場所は、原則として居住地近くの養成施設を選択願います。 

  №  訓練実施場所（養成施設）  募集定員 入校日 ※  訓練実施機関 

追加 
福岡医療短期大学 

（福岡市早良区田村2-15-1） 
１名程度 

４月４日 

（火） 

福岡県立福岡高等技術専門校 

(福岡市東区千早4-24-1) 

 ※ 入校日は予定であり、変更になる場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 

授業料無料！ 

追加募集 

 



 
選考会場・日時 

 希望される訓練実施場所(養成施設)ごとに選考会場が異なります。（会場一覧表のとおり） 

  訓練実施場所(養成施設)  選  考  会 場 選考日時  

入校希望者  福岡高等技術専門校 

３月２１日（火） 

９：００集合 

９：３０開始 

   ※入校選考を受ける場合は、スリッパ及び靴入れ（ビニール袋等）を持参してください。なお、入
校選考を受ける場合は、公共交通機関をご利用願います。（駐車場は利用できません。） 

 

 

入校選考内容 

１）学科試験（国語、数学） ２）面接 

※応募者個人宛には、受験票の発行・発送はいたしません。 

※筆記用具（鉛筆・消しゴム）をご持参ください。 

 

 

合 格 発 表 日 

１）合格発表は、平成２９年３月２４日（金）です。 

２）合否等については本人宛通知します。電話でのお問い合わせにはお答えできません。 

 

 

訓 練 内 容 等 

    訓練カリキュラムは養成施設により若干の違いがありますが、概要は次のとおりです。 

   訓練期間  ２年間（平成２９年４月～平成３１年３月）  

  訓練内容 

        ※ 

 厚生労働大臣の指定を受けた養成施設に入校し、介護福祉士として必要な知 

 識・技術を習得します。（２年間で１，８５０時間以上） 

 【カリキュラム例：一部抜粋】 

  人間関係とコミュニケーション、高齢者福祉論、介護の基本、生活支援技術、
介護総合演習、介護実習、認知症の理解、障害者の理解、医療的ケア 

  資格取得 

  目  標 

 介護福祉士（国家試験受験資格）※ 

  厚生労働大臣指定介護福祉士養成課程を履修していただくため、訓練修了 

 と同時に介護福祉士の国家試験受験資格が取得できます。 
※ 法律の改正により、資格取得についての特例が適用されます。 

  就 職 先  特別養護老人ホーム、老人保健施設、デイサービスセンター、在宅介護支援 

 センター、有料老人ホーム、病院 等 

  経  費  訓練期間中の授業料は無料です。ただし、教科書代、材料費、学校行事（研 

 修旅行等）に参加する場合の経費などは自己負担となります。 

 ※自己負担となる経費（必ず必要な２年間の経費）については、 
養成施設にお問い合わせくだ さい。 

※訓練内容の詳細は、養成施設に直接お問い合わせください。 

 

【お問い合わせ先】 

  ○応募資格、応募方法に関するお問い合わせ先： 住所管轄の公共職業安定所（ハローワーク） 

  ○募集期間、選考試験、その他不明な点に関するお問い合わせ先：下記の高等技術専門校 

  ○詳細な訓練カリキュラム、必要経費等に関するお問い合わせ先：下記の養成施設 

   

  福岡県立高等技術専門校  
養成 

施設 
① 福岡医療短期大学  092-801-0923 福 岡 校 092-681-0261 

  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「介護福祉士養成科」選考会場 

 

○選考会場 

 

訓練実施場所 

（追加分） 福岡医療短期大学 

 

   

 

※専用駐車場がありませんので公共交通機関をご利用願います。 

※入校選考を受ける場合は、スリッパ及び靴入れ（ビニール袋等）を持参してください。  

  



 Fukuoka College of Health Sciences

福 岡 医 療 短 期 大 学 保 健 福 祉 学 科

福岡歯科大学グループ

平成２９年度 介護福祉士養成科訓練実施のご案内

本学の特徴

①介護福祉士（卒後5年間の期限付資格）

②「医療的ケア」の資格

　(公的名称：認定特定行為業務従事者）

③社会福祉主事任用資格

④レクリエーション・インストラクター

⑤口腔ケア支援介護福祉士（本学認定）

◆最寄りの地下鉄駅
　地下鉄七隈線

　「次郎丸駅」より徒歩５分

◆最寄りのバス停

　「次郎丸団地」より徒歩８分

　「歯科大病院」より徒歩４分

◆自家用車でも通学できます

　学生用駐車場：約60台

取得できる資格

訓練実施場所（福岡医療短期大学）

①福祉住環境

　コーディネーター（2・3級）

②食の検定（3級）

③ケアマネジャー

　（要実務経験5年）
※介護福祉士登録料などの各種資格取得のために必要な費用は、自己負担で

  別途費用が発生します。

目標とする資格 自己負担額（概算）

・教科書代……………約1万円

・実習着等…………約1.5万円

・学友会・後援会費等

  ……………………約3万円

・教科書代……………約5千円

・学友会・後援会費等

  ……………………約3万円

1年次……約5.5万円 2年次……約3.5万円

本学は福岡市内で唯一の

「喀痰吸引等研修登録機関(医療的ケア)」
として認可された養成校です。

▲ 学内での医療的ケア演習風景

本学は福岡市エリアで唯一の『医療的ケア』登録研修機関の認可を受けた介護福祉士養成校です

～地下鉄七隈線｢福大前駅｣から 4 つ先の｢次郎丸駅｣が最寄りの駅です ! ～

特別養護老人ホーム

先輩たちからも指導と助言

をもらいながら無料ででき

る高齢者施設で介護実習を

行っています。社会人学生も

確かな実践力を身につけら

れる研修の場であるととも

に、将来の就職の場にもなっ

ています。

大学キャンパス内外の

３つの高齢者施設と

連携

1 2 3 4

これまで介護福祉士ができな

かった「医療的ケア」（たんの吸引

技術や胃ろうチューブからの栄養

管理など)は、介護の現場で求め

られる大切な介護技術です。本

学は卒業と同時に医療的ケアが

できる｢認定特定行為業務従事者

｣の資格を取得した介護福祉士に

なることができます。

(下の実習風景写真を参照ください）

　本学は福岡市エリアで

唯一の「喀痰吸引等研修

登録機関(医療的ケア)」と

して認可を受けています

文部科学省に選定・評価され

た歯科衛生学科との相互乗

り入れ授業により、肺炎予防

の「口腔ケア」(口の中を清潔

に保ち、口の働きを維持・向

上）もできる介護福祉士とし

て、「口腔ケア支援介護福祉

士」の認定資格が得られま

す。

　「口腔ケア」もできる介

護福祉士として、「口腔ケ

ア支援介護福祉士」の認

定資格が得られます。

社会人学生の就職支援体制

も充実しており、例年求人倍

率約10倍以上です。キャンパ

ス内外の３つの高齢者施設

も有望な就職先の一つで

す。〔サンシャイン シティ、サン

シャイン プラザ、サンシャイン 

センター〕

求人倍率

約10倍以上



●介護老人福祉施設

サンシャイン プラザ(キャンパス内)とサン
シャイン センター・やすらぎの郷・日赤大
寿園・悠生苑・寿生苑・志摩園・ライフケア
しかた・リハモール福岡・アットホーム博多
の森・マナハウス・けやき・ちくご船小屋・マ
イネスハウス など
●介護老人保健施設

サンシャイン シティ(キャンパス内) ・さわ
ら老健センター・ひまわり苑・松寿苑・ひい
らぎ・とりかい・ケアポート玄界・老健セン
ターながお・老健センターささおか　など
●障害者施設
重症心身障害児施設

久山療育園重症児者医療療育センター

知的障害者施設 玄海学園
●病院関係

国立病院機構 福岡病院・大牟田病院・福岡和
仁会病院（西・東）・牟田病院・福岡リハビリ
テーション病院・豊栄会病院・千鳥橋病院・
早良病院・博愛会病院･鳥飼病院　など
●その他の施設

小規模多機能型居宅介護施設 三丁目の花や

ケアハウス 西鉄サンカルナ博多の森

グループホーム ふれあいの家

グループホーム 神松寺　など

主な就職先

福岡市早良区田村二丁目15-1（福岡歯科大学キャンパス内）

092-801-0923TEL福岡医療短期大学保健福祉学科

Ⅰ時限目  9：00～10：30

Ⅱ時限目 10：40～12：10

Ⅲ時限目 13：10～14：40

Ⅳ時限目 14：50～16：20

月曜日から金曜日まで週5日制

基礎項目

英語とコミュニケーション

福祉と情報処理

保健福祉体験学習

福祉キャリアデザイン

○入学式

○新入生研修旅行

○合同親睦レクリエーション

○消防訓練

○決意式

○体育祭
入学式

試験勉強風景

医療的ケア実習風景

口腔ケア実習風景

学園祭

実習報告会

決意式

こころとからだのしくみ

発達と老化の理解

認知症の理解

障害の理解

こころとからだのしくみ

本学ならではの専門発展科目

保健福祉テーマ別講義

卒業研究

医療的ケア概論Ⅰ･Ⅱ

医療的ケア演習

医療的ケア実地研修

口腔ケア概論

高齢・障害者の口腔ケア

高齢者口腔ケア施設実習

介　護

介護の基本

コミュニケーション

生活支援技術

介護過程

介護総合演習

介護実習

人間と社会

人間の尊厳と自立
人間関係とコミュニケーション社会福祉概論
社会福祉とコミュニティ
社会福祉の法制度
人間と社会に関する選択科目

年 間

行 事 44
55

66
77

88
99

1010
1111

1212
11

22
33

April

May

June

July

August

September

October

December

January

February

March

平成28年度

○卒業式

○謝恩会

○実習報告会

○冬季休暇

○合同親睦レクリエーション

○卒業試験

○学園祭

○公開講座

○夏季休暇
○後期授業開始

○前期定期試験

○後期定期試験

November

授　業

介護福祉士の資格取得について

カリキュラム 本学は福岡市エリアで唯一の『医療的ケア』登録研修機関の認可を

受けた介護福祉士養成校です

法律の改正により、介護福祉士養成施設卒業

者についても国家試験が義務付けられる

こととなっておりますが、平成２９年度入校の

方については資格取得に関する特例が

付与されます。

卒業から５年間、暫定的に介護福祉士

資格を付与する。

その間に以下のいずれかを満たせば、

その後も引き続き介護福祉士資格を保

持することができることとする。

Ａ　

  

Ｂ　

卒業後５年以内に国家資格試験に  

合格すること

原則卒業後５年間連続して介護の業

務に従事すること

（特例）

※ 養成施設卒業者については、

（ア）

（イ）


