★★★★

発展コース（５か月コース）

平成２７年６月開講

県立新潟テクノスクール

新潟県が実施する公共職業訓練です

今後ますます需要の増すケアマネージャーの資格を取得するための
受験対策を通し、福祉・医療現場への再就職を目指します！！
昨年度の合格率８７％(全国平均 19％) 就職率８０％
基礎から応用へ徹底した教科指導で、就職まで支援致します！
※就職率は訓練終了後 90 日の時点において、職種や期間にかかわらず就職された方を対象としています。

募集期間 平成
平成２
２７年４月１３日（月
日（月）～５
）～５月１１日（
１１日（月
日（月）
募集人員 ２０名（応募者が少ないときは、訓練を中止する場合があります）
訓練期間
訓練時間
取得資格
受 講 料

平成２７
平成２７年６月３日（水
日（水）～１１
）～１１月
１１月２日（月
日（月） ※土・日・祝日・夏期休暇（8/13～8/14）を除く
午前９：００ ～ 午後３：４
午後３：４０ （６時限）
介護支援専門員実務研修受講試験 （※受験は必須です）
但し、教材費１０，０００円程度 及び介護支援専門員実務研修受講試験受験料
無料
８，７００円（受験は必須）は自己負担です。

※教材には、長寿社会開発センター「【七訂】介護支援専門員基本テキスト」、メディックメディア「クエスチョン・バンク ケアマネ 2015 ケアマネジャー
（介護支援専門員）試験問題解説」を使用致します。「【七訂】介護支援専門員基本テキスト」は平成 27 年６月に改訂版の発行が予定されており、価
格が未確定です。そのため、教材費が増減する可能性があります。

受講条件 求職者・介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を有する
求職者・介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を有する方
介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を有する方（裏面参照）
そ の 他 ・雇用保険受給者は、失業給付を受けながら受講できる場合があります。
・ 雇用保険を受けられない方で公共職業安定所長の受講あっせんを受け、かつ、年収や世帯収
入、世帯資産等が一定要件に該当する場合、「訓練受講給付金」が支給されます。
・いずれの場合もハローワークの窓口におたずねください。

■ 入校優先枠
ひとり親世帯枠 （２名）

母子家庭の母親、父子家庭の父親に該当される方は、ハローワーク相談窓口にお申し
出下さい。ただし、優先枠は合格を確約するものではありません。

■ 目的・対象者
目的：新たな知識や技能を習得することで、希望する職種への就職の可能性を高めるため
対象者：ハローワークで求職登録し、早期の再就職を目指す方
注）入校するには公共職業安定所長の受講あっせんが必要です（詳しくは裏面をご覧ください）

■ 訓練実施場所
K&K heart school 古町教室

教室
有限会社 日本メルツ

（バス停
バス停「本町通五
本町通五番町」
番町」より徒歩
より徒歩３
徒歩３分 ・ バス停
バス停「古町」
古町」より徒歩
より徒歩６
徒歩６分）
〒951－8063

新潟市中央区古町通４番町 640 番地
八千代ビル２階
電話：
電話：０２５－
２５－２２６－
２２６－８１０５
ケアマネージャー講座

※ 無料駐車場はございません。
徒歩３分で無料駐輪場がございます。

を行って 16 年の実績
があります！！

【介護支援専門員実務研修受講試験 受験資格】 ①②③いずれかの該当者

事前に受験資格がある
ことをご確認ください

① ５年以上かつ 900 日以上の指定の業務経験を有する下記「法定資格取得者」
医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装
具士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士（管理栄養士を含む）・精神保健福祉士・作業療法士

② 相談援助業務や介護業務など指定の業務について、通算して５年以上かつ 900 日以上従事した経験のある
下記要件を満たした者
※指定の業務の範囲については試験実施本部にお問い合わせください
※指定の業務の範囲については試験実施本部にお問い合わせください
社会福祉主事任用資格、訪問介護員養成研修２級相当の研修を修了、指定の相談業務に１年以上の従事経験

③ 上記以外の介護などの業務に従事する方で、１０年以上かつ 1,800 日以上の実務経験を有する方

【受験資格問い合わせ先
【受験資格問い合わせ先】
問い合わせ先】 新潟県社会福祉協議会 介護支援専門員実務研修受講試験等実施本部
ＴＥＬ ０２５－２８１－５５２６（平日９時～１２時 １３時～１７時 土・日・祝祭日を除く）

■ 主な日程・
主な日程・訓練カリキュラム
2 入校時に必要なオリエンテーションを行う。

入校に際して
普
通 修了に際して
学 就職指導
科
訓練時間 小計②

2 訓練の振り返り及び今後のフォロー体制についての説明を行う。
24 ジョブカードを活用し、自己分析を行う。
28 ※2 「8時間/月」又は「24時間/全訓練期間」以内の場合
120 試験だけでなくケアマネージャーとして求められる介護保険法の基礎知識を養う。

介護保険法の基礎
介護支援の応用

50 問題演習を中心に、試験に対応できる応用力を養う。

保健医療の基礎

72 試験だけでなくケアマネージャーとして求められる医療の知識を養う。

専 保健医療の応用
門
福祉サービスの基礎
学
科 福祉サービスの応用

30 試験だけでなくケアマネージャーとして求められる福祉の知識を養う。

≪重要≫
職業訓練の３本柱

42 問題演習を中心に、試験に対応できる応用力を養う。

20 問題演習を中心に、試験に対応できる応用力を養う。

模擬試験

18 初級・中級・上級の３段階の模擬試験を実施する。各段階における自身のレベルと弱点を知る。

最終重要ポイントチェック

18 試験直前に、最終重要ポイントをチェックし、総復習を行う。

訓練時間 小計③

370
36 ケアマネージャーに求められるパソコンの知識を基礎から学ぶ。

パソコン技術
福祉・医療の仕事発表会

6 自身が携わってきた福祉・医療の仕事を振り返り、経験を発表することで、職業理解を深める。
58 グループでケアプラン作成の一連の流れを行う。接遇面での注意点を学ぶ機会となる。

ケアプラン作成演習
専
門 生活指導
実 ケアコミュニケーション
技
グループ学習

16 自分にとっての仕事の意味を考え、人生をどのように描くが自分自身と向き合う。
25 介護・医療現場におけるコミュニケーション技術を学び、円滑な人間関係形成を可能とする。

公共職業訓練では、次の３つ
の指導を総合的に行い、求職
者の就職を支援します。
① 教科指導（職業に必要な専
門的な知識・技術の習得）
② 生活指導（職業人に相応し
い生活態度の涵養）
③ 職業指導（就職・キャリア
職業指導
形成に係る助言）

28 知識の習得レベルに応じたグループに分かれ、苦手克服やレベルアップを図る。
37 徹底した個別指導を行うことにより、苦手分野を克服し、合格する力を養成する。

弱点克服個別学習
訓練時間 小計④

206

訓練時間 合計 ②＋③＋④

604

■ 応募手続
募集期間
応募書類

平成２７
平成２７年４月１３
年４月１３日（月）～５月
１３日（月）～５月１１
日（月）～５月１１日（
１１日（月
日（月）
①入校申込書
ハローワークにあります。また、撮影６ヶ月以内の顔写真 (35×45mm 以内)を貼付してください。

②返信用封筒（
返信用封筒（合否結果通知用
合否結果通知用）
結果通知用）
長３型(120×235mm)の表面に郵便番号、住所及び氏名を記入し、８２円切手を貼付したもの

提 出 先

募集期間内に居住地を管轄するハローワークへ

■ 受講者の決定
以下の点を総合的に判断し、受講者を決定します。
職業相談における訓練受講の必要性（希望職種との適合性、経験・知識・資格等）、就職活動状況、職業
訓練受講歴、新潟テクノスクールが行う選考試験結果
なお、選考試験は、下記のとおりです。
日 時
平成２７年５月１５日（金）午前９：30～（受付開始 午前９：15）
会 場
新潟県立新潟テクノスクール（新潟市中央区鐙西１－11－２）
※ 結果の通知は、選
事前の案内は致しませんので、直接上記選考会場にお集まりください。
考試験実施のおお
むね１０日後に発送
内 容
筆記試験３０分（中学校卒業程度の国語・数学）
します
所持品
筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル）

お問合わせは・・・
新潟県立新潟テクノスクール 開発援助課 (電話：025
電話：025025-247247-7397)
〒９５０－０９１５ 新潟市中央区鐙西１－１１－２

