ＮＳ２９－０１
ハロートレーニング～急がば学べ～

長野県佐久
長野県佐久技術専門校
佐久技術専門校（電話０２６７
（電話０２６７－６２－
６２－０５４９）
０５４９）

１ 訓練科名
２ 訓練内容
３ 訓練期間
４ 募集期間
５ 訓練機関
訓練機関
６ 募集定員
７ 応募資格

８ 申込方法
９ 事 前
説明会
10

見学会

11

入学選考
入学選考

11 費 用

訓練場所：佐久
訓練場所：佐久大学
佐久大学信州短期大学部
大学信州短期大学部

介護福祉士養成科
介護保険制度の普及とともに介護のニーズは専門性を求められ、重要性を増す
介護保険制度の普及とともに介護のニーズは専門性を求められ、重要性を増す
中で、介護サービスの提供とその指導を行う介護のプロとして、
中で、介護サービスの提供とその指導を行う介護のプロとして、国家資格であ
国家資格であ
る「介護福祉士」の資格を取得
る「介護福祉士」の資格を取得する。
取得する。
平成２９
平成２９年４月 ～ 平成３１年３月
平成３１年３月（訓練期間は２年間です
年３月（訓練期間は２年間です）
（訓練期間は２年間です）
原則として、午前９
原則として、午前９時～午後５時
午前９時～午後５時
（一般学生と同様のカリキュラムを受講し
（一般学生と同様のカリキュラムを受講していただきます
と同様のカリキュラムを受講していただきます）
ていただきます）
平成２９
平成２９年１月１０日（
１０日（火
日（火）～平成２９
）～平成２９年２月
年２月２０日（
２０日（月
日（月）
佐久大学
佐久大学信州短期大学部
大学信州短期大学部
佐久市岩村田２３８４（北陸新幹線、JR
佐久市岩村田２３８４（北陸新幹線、JR 小海線佐久平駅下車 15 分）
☎02670267-6868-6680
（厚生労働省の認定を受けた「介護福祉士」養成校です
厚生労働省の認定を受けた「介護福祉士」養成校です）
です）
７名
・公共職業安定所に求職申込をしている者で、心身ともに健康で福祉に熱意があり、
２年間学べる方
・高等学校を卒業した者（平成 2９年 3 月卒業見込み者を除く）
月卒業見込み者を除く）または高等学校
く）または高等学校
卒業程度認定試験合格者
・介護福祉士の資格取得後は介護福祉関係の就職を希望する者
（詳細は裏面で確認してください）
申込み希望者
申込み希望者は
希望者は、公共職業安定所の「職業訓練担当窓口」
公共職業安定所の「職業訓練担当窓口」に相談
の「職業訓練担当窓口」に相談のうえ、入校願を
に相談のうえ、入校願を
窓口に提出してください。
窓口に提出してください。（入校願の用紙は、公共職業安定所にあります）
（入校願の用紙は、公共職業安定所にあります）
平成２９
平成２９年２月２２日（
２２日（水
日（水）１４時
１４時（時間厳守） 場所／佐久技術専門校
場所／佐久技術専門校
※ 事前説明会
事前説明会に
説明会に欠席の場合は、
欠席の場合は、入校できません。
佐久大学信州短期大学部において見学・
佐久大学信州短期大学部において見学・説明会
見学・説明会を実
説明会を実施いたします。
を実施いたします。（参加自由）
平成２９年１月２２日（日） ９時～１２時（受付９時～）
平成 2９年２月１８日（土
９年２月１８日（土）
日（土） ９時～１２
時～１２時（受付
１２時（受付９
時（受付９時～）
（事前申込不要）
試験会場：佐久大学信州短期大学部
平成２９年３月９日（木
平成２９年３月９日（木）
年３月９日（木）9 時～（受付 8 時３０分～９時）
入学選考出願書類受付期間 平成 2９年２月１３日（月）～３月２日（木）
９年２月１３日（月）～３月２日（木）
※３月２日（木）の消印有効
※３月２日（木）の消印有効 ※出願書類は持参されても構いません。（9
（9 時～16
時～16
時 30 分、土日祝日の取扱
分、土日祝日の取扱はいたしません）
はいたしません）
２年間の授
２年間の授業料等（入学検
等（入学検定料、入学金
、入学金、授業料、施設設備費
、施設設備費）は、
設設備費）は、長野県
）は、長野県が
長野県が負担
します。
ただし、教
ただし、教科書代など個人
科書代など個人の所有に
代など個人の所有にな
の所有になるもの及び
るもの及び学生生活
学生生活で必要な費用（２年間で
な費用（２年間で
約２５万円
２５万円）
万円）は、自己負
は、自己負担と
己負担とな
担となります。（詳細は裏面で確認してください）
（詳細は裏面で確認してください）

交通のご案内

●佐久技術専門校
JR 小海線 中込駅下車 徒歩３０分
〒385385-0042 佐久市高柳３４６佐久市高柳３４６-４ ℡0267(62)0549 ｈｔｔｐ：//www.pref.nagano.lg.jp/sakugisen/index.html
ｈｔｔｐ：//www.pref.nagano.lg.jp/sakugisen/index.html
●佐久大学信州短期大学部 JR 小海線・北陸新幹線
小海線・北陸新幹線 佐久平駅下車
佐久平駅下車 徒歩１５分（送迎バスあります。）
〒385385-0022 佐久市岩村田２３８４ ℡0267(68)6680 http://www.saku.ac.jp/tanki/

応募に当たっての留意事項

● 次のいずれにも該当する方
次のいずれにも該当する方
① 公共職業安定所に求職申込みをしており
公共職業安定所に求職申込みをしており、心身ともに
おり、心身ともに健康
、心身ともに健康で福祉に熱意があり、
健康で福祉に熱意があり、訓練修了
で福祉に熱意があり、訓練修了までの２年
訓練修了までの２年
継続して学べる方
学べる方で、
で、公共職業安定所長の受講指示
公共職業安定所長の受講指示・
受講推薦又は支援指示
又は支援指示を受けた者
間継続して
学べる方
で、
公共職業安定所長の受講指示
・受講推薦
又は支援指示
を受けた者
② 高等学校を卒業した者（
高等学校を卒業した者（平成２
平成２９年３月卒業見込み者を除く）
月卒業見込み者を除く）又は高等学校卒業程度認定試験（旧
大学入学資格検定）の合格者
③ 介護福祉士の資格取得後は介護福祉関係の就職を希望する者

【応募資格】

● 平成２９年４月の入学式から平成
年４月の入学式から平成３１
平成３１年３月の卒業式までの２年間です。
３１年３月の卒業式までの２年間です。
この間は、
この間は、佐久大学信州短期大学
信州短期大学部
短期大学部 福祉学科の学生と同じ日程・カリキュラムで学んでいただ
の学生と同じ日程・カリキュラムで学んでいただきます
同じ日程・カリキュラムで学んでいただきます。
きます。

【訓練期間】

● 佐久技術専門校所定の
佐久技術専門校所定の「入校願」
技術専門校所定の「入校願」を
「入校願」を、公共職業安定所の「職業訓練担当窓口」に提出してください。
公共職業安定所の「職業訓練担当窓口」に提出してください。
● 事前説明会（
事前説明会（２月２２日（水
日（水）佐久技術専門校にて開催）当日、
）佐久技術専門校にて開催）当日、高等学校
当日、高等学校の
高等学校の「卒業証明書」を
卒業証明書」を提出して
提出して
ください。
なお、
佐久大学信州短期大学部
信州短期大学部の出願書類で調査書
の出願書類で調査書（高校卒業後５年以上経過等で交付され
ください
。（なお
、佐久大学
信州短期大学部
の出願書類で調査書
（高校卒業後５年以上経過等で交付され
ない場合は卒業証明書）が必要ですので一緒に準備願います
ない場合は卒業証明書）が必要ですので一緒に準備願います）
が必要ですので一緒に準備願います）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、
「合格証明書」の写しを提出してください
ください。
高等学校卒業程度認定試験合格者は
、「合格証明書」の写しを提出して
ください
。
● 入学試験に必要な書類は、事前説明会において説明します。

【応募方法
【応募方法】
方法】

● 佐久大学信州短期大学部
佐久大学信州短期大学部が
信州短期大学部が定める次の経費は
定める次の経費は、
次の経費は、長野県が
長野県が負担します。
負担します。
①入学検定料
①入学検定料 ②入学金相当額
②入学金相当額 ③年間授業料（２年間） ④施設設備費
次の経費は個人で負担
個人で負担していただきます。
● 次の経費は
個人で負担
していただきます。
①教科書代等
①教科書代等
②学友会・同窓
同窓会費等（大学
会費等（大学、
自治会等
②学友会・
同窓
会費等（大学
、自治会
等で定める額）
③大学で勉学・生活する上で
③大学で勉学・生活する上で、
で勉学・生活する上で、個人の所有又は
個人の所有又は個人に還元されるもの
又は個人に還元されるもの
大学への納付に際し、金融機関から求められる振込手数料
④大学
への納付に際し、金融機関から求められる振込手数料
⑤国家試験受験時に必要な経費（交通費、宿泊費等）
その他、施設実習に
施設実習に必要な経費
必要な経費（実習着
（実習着等
⑥その他、
施設実習に
必要な経費
（実習着
等）
※ ２年間で
年間で約２５万円。
２５万円。入学後
万円。入学後すぐに
入学後すぐに１３万円
すぐに１３万円程度納入していただくようになります。
１３万円程度納入していただくようになります。

【学費等の個人負担】

● 佐久大学信州短期大学部
佐久大学信州短期大学部が行う
信州短期大学部が行う入学試験
が行う入学試験を
入学試験を受けていただきます。
受けていただきます。（予定日
（予定日３月
予定日３月９
３月９日（木
日（木））
詳細は、事前説明会において説明します。
詳細は、事前説明会において説明します。
【資格取得について】
● 本学の２年間の履修が修了し、「佐久大学信州短期大学部が定める資格取得単位数」を取得した
「介護福祉士」の国家試験受験資格
国家試験受験資格が得られます。
場合に［卒業者］となり、「介護福祉士」の
国家試験受験資格
が得られます。
● 養成施設（本学）
養成施設（本学）の卒業者は、
施設（本学）の卒業者は、国家試験を受験し合格することにより「介護福祉士」資格を取得す
の卒業者は、国家試験を受験し合格することにより「介護福祉士」資格を取得す
ることができます。
【留年した場合】
留年した場合（２年間で「介護福祉士」
（２年間で「介護福祉士」の
受験資格
資格取得
取得が見
が見込まれない場合）は
込まれない場合）は、
原則的には
的には退校
退校して
● 留年した場合
（２年間で「介護福祉士」
の受験
資格
取得
が見
込まれない場合）は
、原則
的には
退校
して
いただきます。
ただきます。（雇用保険支給も打ち切られます
（雇用保険支給も打ち切られます）
ち切られます）
【入学試験】

● 受給要件に該当する方は
受給要件に該当する方は、
方は、卒業まで
卒業までの
までの 2 年間、
年間、雇用保険の
雇用保険の延長給付又は訓練受講給付金
長給付又は訓練受講給付金が受けられます
又は訓練受講給付金が受けられます。
が受けられます。
（詳細は、佐久公共職業安定所の「職業訓練担当窓口」へご相談ください）
【雇用保険・訓練受講給付金
【雇用保険・訓練受講給付金の受給】
・訓練受講給付金の受給】

