
2年間仲間と

楽しく学ぼう！

以下のすべての条件に当てはまる⽅。
・⾼等学校を卒業した⽅、またはこれと同等以上の学⼒を有する⽅。（新規学卒者は除く）
（⾼校を卒業していない⽅は、本校個別の⼊試資格審査に合格する必要があります。）
・正社員就職を希望する⽅
・公共職業安定所においてジョブ・カードを活⽤したキャリアコンサルティングを受けた結果、
受講が必要であるとして、公共職業安定所⻑の受講指⽰等を受けられる⽅。
※申込を検討される⽅は、事前に訓練説明会に参加してください。

■実施予定施設

     

     

３/４(⼟),３/７(⽕)
３/１１(⼟),３/１３(⽉)
 各⽇13:30~15:00
  会場・専⾨学校アリス学園
  当⽇駐⾞場あり
訓練受講申し込みを検討される⽅は、
電話にてお気軽にお申し込みください。
 ☎０76-280-1001
＜訓練説明内容＞
 ◆学校案内◆介護福祉学科カリキュラム
 ◆2年間の学校⽣活について
 ◆現在介護福祉学科に在籍している
  訓練⽣を交えての座談会

※テキスト代等は⾃⼰負担です。

※この訓練は、⽯川県が選考した機関に委託して離職者等の就職⽀援を⾏うものです。

令和5年度職業訓練のご案内 ⻑期⾼度⼈材育成コース（介護福祉系）

■募集対象

■訓練期間

■⾃⼰負担額

選考実施場所 開講式

①⼊学願書 委託訓練⽤（写真貼付）・専⾨学校⽤の計2種類
②誓約書(①②の⽤紙はハローワークにあります。)
③履歴書（写真付きのもの）
④最終学歴の卒業証明書（卒業証書のコピー不可）
※③④についてやむを得ず間に合わない場合は
選考⽇までに準備してください。
※③について形式指定なし。

■申込時に必要なもの

■訓練時間

２年間

テキスト代、資格試験受験料、
その他諸費⽤等は⾃⼰負担です。
詳しくは裏⾯をご覧ください。

専⾨学校アリス学園
※選考時間は受験票にてご確認下さい。
受験票は申込締切後1週間程度でお⼿元

に届きます。

令和5年4⽉13⽇（⽊）
1０時から

専⾨学校アリス学園にて⾏います。
※午後はありません。

専⾨学校アリス学園

〒921-8176

⽯川県⾦沢市円光寺本町8-50

(円光寺または伏⾒台バス停徒歩10分)

☎076-280-1001

⾃家⽤⾞で通学ご希望の⽅は、

近隣の⽉極・契約駐⾞場を

ご紹介します。

9:00~16:10(90分×4時限)
※⾏事により異なる場合あり。
また実習期間中は実習先施設の
就業規則に準じます。

■定員
10名（1名より開講予定）
※選考により受講者を決定します。
※専⾨学校⽣との合同訓練（授業）となります。

『⽣きがい』や『社会参加』を視野に⼊れ、実習を多く取り⼊れたカリキュラムで学ぶことにより、即戦⼒として活躍できる介護福祉⼠のプロを⽬指します。専⾨的な知識・技術はもちろん、社会性や組織⼈として必要な
コミュニケーション能⼒も習得できる内容です。

開講⽉

4⽉ 3/27(⽉)
4/4(⽕)
＜選考⽅法＞

⾯接

4/5(⽔)
※この⽇に⾦沢産業技術専⾨校
より発送及び掲⽰します。

申込締切⽇ 選考⽇ 合格発表⽇ 開講⽇・終了⽇

訓練説明会訓練説明会

令和5年4⽉13⽇（⽊）〜令和7年3⽉7⽇（⾦）
 原則として⼟・⽇・祝は訓練休です。
 ただし、カリキュラムにより⼟・⽇・祝に訓練がある場合もあります。
 ※令和7年２⽉１０⽇(⽉)は、就職活動⽇です。

5-05-17-207-05-0068



内容 金額

テキスト（2年間で使用するすべて） \45,870

実習着、シューズ \15,000

試験対策教材費等 \6,000

課外授業諸経費 \20,000

合計 \86,870

授業、実習で必要なCromebook(ノートパソコン) \50,000

全国統一模試（2年間で3回） \18,000

介護福祉士会入会金 \5,000

国家資格試験受験料(令和4年度実績) \18,380

登録免許税（収入印紙） \9,000

登録手数料 \3,320

再履修費（再履修が必要科目があった場合） \20,000/科目

追試代（定期試験で不合格になった場合） \3,000/科目

補講代（90分）（出席時間が足らなかった場合） \2,000/日

再実習費（実習に不合格になった場合） \1,000/日

訓練生総合保険（2年分・任意加入（勧奨））

※振込手数料別途
\15,850

【自己負担額】

【修了生の声】

【受講に必要な機器・環境】

＜共通（必ず必要なもの）＞

※実習及び施設外研修等に係る交通費は自己負担となります。

※一度お支払いいただいた金額は、返金不可となります。

●授業必要物品

●模擬試験関連

●介護福祉士国家試験受験関連（令和4年度現在）

●授業関連

●訓練生保険関連

※自宅にノートパソコンがあり、授業・実習に常に持参できる場合は購入しなくても可。

※　金額が変更となる場合があります。

【過去の就職実績】
令和4年3月卒業生

・社会福祉法人　愛里巣福祉会

・社会福祉法人　希清軒傳六会

・社会福祉法人　久楽会

・社会福祉法人　弘和会

・医療法人社団　仁智会

・社会福祉法人　陽風園　他
（五十音順）

＜雇用保険受給資格者の方＞

・訓練期間中、雇用保険（基本手当）の支給が延長されます。

・一定の要件がありますので、詳しくは最寄りのハローワークにてお問い合わせください。

＜雇用保険を受給できない方＞

・一定の支給要件を満たす方には、訓練期間中、職業訓練受講給付金が支給されます。

・支給要件は最寄りのハローワークにてお問い合わせください。

☆受講申込：各公共職業安定所（ハローワーク）職業訓練相談窓口まで

☆カリキュラムに関するお問い合せ先：専門学校アリス学園

　金沢市円光寺本町8-50 TEL:076-280-1001　

☆その他のお問合せ先（受験票など）：石川県立金沢産業技術専門校

　金沢市観音堂町チ9　TEL:076-267-2221

介護は初めてだったので不安が大
きかったのですが、
毎日の授業が有意義で不安が解消
されました。
生涯続けられる仕事に出会え幸せ
です。
これからの人生自信をもって過ご
せます。

福祉の仕事に興味を持ち、出来ること
から始めようと考えていたところ、ア
リス学園に出会いました。
先生方はどなたも熱心で体験談を交え
た授業は大変参考になりました。アリ
スでの学びを活かし働き始め、利用者
様の笑顔をみる度、介護はやりがいの
ある仕事だと感じています。

オンラインによる訓練を実施する場合

があります。その際、Wi-fi環境で使

用できるパソコン（マイク、カメラ

付）が必要となります。（上記授業必

要物品に記載の通り）簡単なキーボー

ド、マウス操作が必要となります。

通信費は訓練生の負担となります。

＜該当者のみ＞

＜希望者のみ＞

<平成30年度修了生><令和2年度修了生>



専門学校アリス学園

介護福祉学科

10名

令和5年4月13日 ～ 令和7年3月7日 (24か月)

9:00 ～ 16:10

時間数

就職支援 30Ｈ

人間の尊厳と自立 30Ｈ

人間関係とコミュニ
ケーション

60Ｈ

社会と制度の理解 60Ｈ

生活活動論・社会と
介護

180Ｈ

介護の基本 180Ｈ

介護過程講義 30Ｈ

発達と老化の理解 60Ｈ

認知症の理解 60Ｈ

障害の理解 60Ｈ

こころとからだのし
くみ

120Ｈ

医療的ケア講義 60Ｈ

国家試験模擬試験 30Ｈ

コミュニケーション
技術

60Ｈ

生活支援技術 300Ｈ

介護過程 120Ｈ

介護総合演習 120Ｈ

介護実習Ⅰ 240Ｈ

介護実習Ⅱ 216Ｈ

医療的ケア演習 60Ｈ

2076時間 （学科 690時間 実技 1386時間 )

204Ｈ

100.0%

訓練概要
専門学校アリス学園介護福祉学科に在籍し、介護福祉士の資格取得を目指します。厚生労働省指定
科目以外に、国家試験模擬試験もカリキュラムに含まれており、十分な試験対策を行います。

訓練カリキュラム

実施施設名

訓練科名

定員
就職先
の
職務

介護職員訓練期間

訓練時間

5-05-17-207-05-0068

訓練目標 介護現場で即戦力となる人材の育成を目指します。また、介護福祉士国家試験合格を目指します。

医療的ケア

訓
　
　
　
　
練
　
　
　
　
の
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

科　　　　目 科　　　目　　　の　　　内　　　容

学
　
　
　
科

自己紹介・評価方法・福祉の価値観・資格の取り方
適職調査・ジョブカードの活用方法、目標設定、キャリアアンカー探
し・ダイヤグラム作り・履歴書作成・希望施設選定等

人間の尊厳と自立

介護の基本A・B・C・D

介護過程（基礎）

発達と老化の理解A・B

認知症の理解A・B

人間関係とコミュニケーションA・B

社会と制度の理解A・B

生活活動論・社会と介護A・B・C

※記載内容について、一部変更となる場合があります。

その他行事等
入学式、オリエンテーション、遠足、学園祭、スポーツ大会、卒業式
など（時間数については増減あり）

過去に実施した職業訓練の
就職率（類似分野）

令和２年度

令和３年度 ※訓練中

令和４年度 ※訓練中

取得可能な資格・検定
(別途資格試験等の受検を要するもの)

介護福祉士

修了時取得できる資格等
(修了時別途資格試験等を受検することな

く取得できるもの)
介護福祉士国家試験受験資格・専門士称号(修了要件を満たした方のみ）

介護実習Ⅰ①・Ⅰ②（2か所）

主　要　な　機　械　設　備 介護用ベット、車いす、特別浴槽、シャワー浴槽、一般浴槽、医療的ケア用シュミレーター

計 総訓練時間

実
　
　
　
　
　
　
技

障害の理解A・B

こころとからだのしくみA・B・C

医療的ケア

国家試験模擬試験

介護過程（応用）・（実践）

介護総合演習Ⅰ①・Ⅰ②・Ⅱ

介護実習Ⅱ（1か所）

生活支援技術（基礎A）・（基礎B）・（応用）・（調理）、形態別支
援技術A・B

コミュニケーション技術、点字、手話


