平成 30 年度介護支援専門員実務研修受講試験
（ケアマネジャー）受験対策講座のご案内
鹿児島県社会福祉士会では、10 月 14 日（日）に実施される平成 30 年度介護支援専門
員実務研修受講試験に向けて受験対策講座を開催いたします。
受験の学習の状況に応じて受講いただけるよう、早めに準備を進めたい方には「基礎
講座」、勉強の成果を確認したい方には「模擬試験」、本番に向けて知識を整理してい
ただくための「直前対策講座」の３つの講座と腕試しのための「模擬試験」を準備いた
しました。
ご自分に必要な講座を選んで受講されることも、全ての講座を受講していただくこと
も可能です。10 月の試験に向けて、効率的に受験勉強を進めていただくために、是非、
本講座をご活用くださいますようご案内いたします。
１
①

講座日程

【各講座の詳細は別紙をご確認ください。】

②

基礎講座（全３日）１５，５００円（消費税込・テキスト代別）
７月 15 日（日）

９時２０分～１６時５０分

８月５日（日）

９時２０分～１６時５０分

８月 19 日（日）

９時２０分～１６時５０分

受

付

介護保険制度論１・介護保険制度論２

終

了

介護保険サービス１・保健医療サービス分野
介護保険サービス２・福祉サービス分野

模擬試験・解説講座１０，５００円・８，５００円（消費税込・模擬試験受験料含）

９月２日（日）

③

④

直前対策講座

９時３０分～１２時００分

模擬試験

１２時４０分～１５時１０分

解説講座：介護支援分野

１５時２０分～１６時５０分

解説講座：福祉サービス分野

１７時００分～１８時３０分

解説講座：保健医療サービス分野

１０，５００円・８，５００円（消費税込・テキスト代別）

９月 22 日（土）

９時２０分～１６時５０分

９月 23 日（日）

９時２０分１６時５０分

模擬試験

介護支援分野１・介護支援分野２
保健医療サービス分野
福祉サービス分野

７，０００円・６，５００円（消費税込・模擬試験問題含む）

７月 29 日（日）
２

会

場

３

問い合わせ先
〒８９０－８５１７

９時３０分～１２時００分
受 付 終

了
模擬試験

鹿児島県市町村自治会館４０１号室
鹿児島市鴨池新町１‐７

公益社団法人鹿児島県社会福祉士会事務局
電話：０９９－２１３－４０５５

県社会福祉センター５階

Mail：jacsw@po.minc.ne.jp

FAX：０９９－２１３－４０５１

①
日程

基礎講座（３日間）
時間

７月 15 日（日）

８月５日（日）

９時２０分～１２時４０分

介護保険制度論１

１３時３０分～１６時５０分

介護保険制度論２

９時２０分～１２時４０分

介護保険サービス分野１

１３時３０分～１６時５０分

保健医療サービス分野

受

付

９時２０分～１２時４０分

８月 19 日（日）

講義科目

１３時３０分～１６時５０分

終

了

介護保険サービス２
福祉サービス分野

【受 講 料】１５，５００円（消費税込・テキスト代別）
【テキスト】「８訂介護支援専門員基本テキスト」（6,804 円予定・税込）
【定
員】８０名
【申込締切】６月 29 日（金）
※ お申込み用紙を送付されて後、７月５日を過ぎても受講料振込のご
案内等がお手元に届かない場合は事務局までご連絡ください。
【会

場】鹿児島県市町村自治会館４０１（鹿児島市鴨池新町７－４）

②

模擬試験・解説講座
模擬試験

９時３０分～１２時００分

（問題は中央法規出版ケアマネジャー
試験 統一模擬試験第２回を使用します）

９月２日（日）

１２時４０分～１５時１０分

解説講座
①介護支援分野＋総合問題

１５時２０分～１６時５０分

②福祉サービス分野

１７時００分～１８時３０分

③保健医療サービス分野

【受 講 料】１０，５００円（消費税込・模擬試験受験料含）
本会主催の基礎講座を受講される方は８，５００円（消費税込・模擬試験受講料含）
【定
員】８０名
【申込締切】８月３日（金）
※ お申込み用紙を送付されて後、８月１０日を過ぎても受講料振込の
ご案内等がお手元に届かない場合はご連絡ください。
【会

場】鹿児島県市町村自治会館４０１（鹿児島市鴨池新町７－４）

③

直前対策講座（２日間）

９時２０分～１２時４０分

介護支援分野１

１３時３０分～１６時５０分

介護支援分野２

９時２０分～１２時４０分

保健医療サービス分野

１３時３０分～１６時５０分

福祉サービス分野

９月 22 日（土）

９月 23 日（日）

【受 講 料】１０，５００円（消費税込・テキスト代別）
本会主催の基礎講座を受講される方は８，５００円（消費税込）
【テキスト】テキストは使用しませんが、参考図書として「７訂介護支援
専門員基本テキスト」をご案内いたします。
【定

員】８０名

【申込締切】８月 31 日（金）

※ お申込み用紙を送付されて後、９月７日を過ぎても受講料振込のご案
内等がお手元に届かない場合は事務局までご連絡ください。
【会

場】鹿児島県市町村自治会館４０１（鹿児島市鴨池新町７－４）

④

模擬試験

模擬試験
７月 29 日（日） ９時３０分～１２時００分

（問題は中央法規出版ケアマネジャー
試験 統一模擬試験第１回を使用します）

【受 講 料】７，０００円（消費税込・模擬試験受験料含）
本会主催の基礎講座を受講される方は６，５００円
（消費税込・模擬試験受験料含）
【定
員】８０名
【申込締切】６月 29 日（金）
※ お申込み用紙を送付されて後、７月５日を過ぎても受講料振込の
ご案内等がお手元に届かない場合はご連絡ください。

受

【会

付

終

了

場】鹿児島県市町村自治会館４０１（鹿児島市鴨池新町７－４）

【申込方法など】
【申込方法】
１

別紙受講申込用紙に必要事項をご記入のうえ、事務局まで FAX または
郵送でお送りください。

２

申込用紙受付後に受講料振込のご案内をお送りします。

３

受講料のご入金確認をもって正式な受講決定といたします。

４

ご入金確認後に受講票等をお送りいたします。
※ お振込みいただいた受講料につきましては返金いたしませんのでご了承ください。

【その他】
１

締切日にかかわらず、定員になり次第、締め切りますので、お早目に
お申し込みください。

２

各講座の詳細につきましては、お申込み後にご案内いたします。

【問合せ先】
公益社団法人 鹿児島県社会福祉士会 事務局
〒８９０－８５１７
鹿児島市鴨池新町１－７

県社会福祉センター５Ｆ

（電話）０９９－２１３－４０５５

（ＦＡＸ）０９９－２１３－４０５１

（Ｍａｉｌ） jacsw@po.minc.ne.jp（時間：月曜日～金曜日の９時～17 時）

鹿児島県社会福祉士会事務局行き FAX 099-213－4051
平成３０年

平成 30 年度

（送信票不要）
月

日)

介護支援専門員実務研修受講試験（ケアマネジャー）
受験対策講座
受 講 申 込 用 紙
＊＊本申込用紙一枚につきお一人分ご記入下さい＊＊

ふりがな
お名前

―

〒

※アパート名まで正確にお書きください。

ご自宅住所
（受講票等をお送り
します）

連絡用電話番号

（自宅・勤務先・携帯）
※連絡先が勤務先の場合、勤務先の項目を記入してください。

看護師・介護福祉士・社会福祉士・その他（

保持資格
勤務先
（記載は必須ではあ
りません）

申込み講座及び金額
（受講希望の講座及び金
額を○で囲み、合計金額
を記入してください）

）

事業
所名
電話
番号

１

基礎講座

（15,５00 円）

２

模擬試験・解説講座（10,５00 円・8,５00 円）

３

直前対策講座

（10,５00 円・8,５00 円）

４

模擬試験

（ 7,000 円・6,５00 円）
金額合計

円

※ 楷書で丁寧にお書きください。
※ お預かりした個人情報につきましては、本講座の実施およびそれに付随
する活動以外には使用いたしません。

