
 

 
 拝啓 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。令和５年度、介護福祉士実務者研修（通信課程）の日程が決定いたしましたので、ご案

内申し上げます。例年多くの方に受講いただいております。お早目のお申し込みをおすすめしてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.at-w.jp 
 

株式会社アットワーク ＜本社＞ 
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル2 階 

スクーリング会場  

＜徳山駅前教室＞ 〒745－0031 山口県周南市銀南街1 徳山ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 9F 

           TEL/FAX 0834-31-9633 

 

 
【介護福祉士実務者研修に関するお問い合わせ先】 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ  ０１２０－０４９－０９２ 

 
 

  

期間限定キャンペーン価格にて受付け中！！ 
 

介護職員初任者研修資格をお持ちの方の場合 

通常 110,000⇒75,000 円 

さらに「教育訓練給付制度」の利用で、75,000 円⇒60,000 円 

となります。 
 

分割払い手数料 ： 6 回まで無料！ 

※全額振り込みが完了した後に修了証を発行いたします。 
                       



★スクーリング日程★令和４年スタートコース 

【徳山駅前教室】  

 

いずれかのコースを選択してください。 

介護過程Ⅲは１日目から６日目まで順番に受講していただく必要があります。 

やむを得ない理由により欠席・遅刻・早退をされた場合、その回以降のスクーリングはすべて、次回開催まで

お待ちいただくこととなります。（次回開催までに期間が空く場合がございます。） 

 

スクーリング 

会  場 

徳山駅前教室 

締め切り 定員になり次第締め切り 

コース名 
５月 

土曜日コース 

７月 

日曜日コース 

1 日目 

9:00～1５:45 
５月１３日 ７月２日 

2 日目 

9:00～17:45 
５月２７日 ７月１６日 

3 日目 

9:00～17:45 
６月１０日 ８月６日 

4 日目 

9:00～1７:45 
６月２４日 ９月３日 

５日目 

9:00～17:45 
７月８日 ９月１７日 

６日目 

9:00～16:45 
７月２２日 １０月１日 

医療的ケア 

9:00～16:45 
８月１９日（土） 

医療的ケア 

9:00～16:45 
８月２０日（日） 

※上記日程で予定しておりますが、日程が変更になる場合がございます。その際はご連絡させていただきます。 

お申込みは先着順とさせていただいております。お申込みいただきました時点で、クラスが定員を超えた場合

は、次回開催クラスになる場合がございます。また、自宅学習を開始していても、スクーリングの受講者が５

名以下の場合、コースの変更のお願い、コースの中止をする場合がございます。ご了承ください。 

 その場合は、改めて学校から連絡させていただきます。 

スクーリング：介護過程Ⅲ＋医療的ケア 

徳山駅前教室 

キャンペーン中 



★受講料金（税・テキスト代込）★ 

－徳山駅前教室 全コースキャンペーン中－ 

資格別 受講料 教育訓練給付金 

利用の場合 

資格をお持ちでない方 

＜通常価格＞130,000円 

★キャンペーン価格75,000円 

104,000円 

★キャンペーン価格60,000円 

介護職員初任者研修 

＜通常価格＞110,000円 

★キャンペーン価格75,000円 

88,000円 

★キャンペーン価格60,000円 

ホームヘルパー２級 

＜通常価格＞100,000円 

★キャンペーン価格75,000円 

80,000円 

★キャンペーン価格60,000円 

ホームヘルパー１級 

＜通常価格＞90,000円 

★キャンペーン価格75,000円 

72,000円 

★キャンペーン価格60,000円 

介護職員基礎研修 ３５，０００円 ２８，０００円 

※上記価格は予告なく変更する場合がございます。 

 

 

 

※令和５年５月３１日までにお申し込みの方 

ご紹介キャンペーンも行っております。詳しくは別紙をご覧ください 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに 



 

 

 

アットワークの「実務者研修」は 

「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」・「母子自立支援給付金対象講座」です。 

ご希望の方は、お申込書にご記入ください。 

●教育訓練給付金とは 
一定の条件を満たした方は、受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の２割に相当する額がハ

ローワークから支給されます。 

●母子自立支援教育訓練給付金とは 
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を

有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、訓練経費の２割（４千１円以上で１０万円を上限）が支給さ

れます。 支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの

市（町村在住の方は都道府県）にご相談下さい。 

  

 

◎は受講科目 

スクーリングとは、教室で教員と直接対面しての授業 

 

受講の仕方 時間数 ヘルパー2級 ヘルパー1級

通信 5時間

通信 5時間

通信 30時間 ◎

通信 10時間

通信 20時間

通信 20時間 ◎

通信 20時間

通信 30時間

通信 20時間

通信 25時間 ◎

スクーリング 4５時間 ◎ ◎

通信 10時間 ◎

通信 20時間 ◎

通信 10時間 ◎

通信 20時間 ◎

通信 10時間 ◎

通信 20時間 ◎

通信 20時間

通信 60時間 ◎

通信 56.5時間 ◎ ◎

スクーリング 8.5時間 ◎ ◎

465時間 335時間 110時間

人間と尊厳と自立

こころとからだのしくみⅠ

生活支援技術Ⅰ

生活支援技術Ⅱ

介護過程Ⅰ

介護過程Ⅱ

介護過程Ⅲ

発達と老化の理解Ⅰ

発達と老化の理解Ⅱ

認知症の理解Ⅰ

認知症の理解Ⅱ

障害の理解Ⅰ

障害の理解Ⅱ

医療的ケア演習

カリキュラム

介護職員初任者研修科目内容

社会の理解Ⅰ

社会の理解Ⅱ

介護の基本Ⅰ

介護の基本Ⅱ

コミュニケーション技術

◎

◎

◎

介護職員基礎研修

資格取得

◎

◎

◎

◎

◎

◎

実務者研修受講時間 65時間

◎

335時間

◎

◎

◎

◎

こころとからだのしくみⅡ

医療的ケア

★ 教育訓練給付金、母子自立支援教育訓練給付金 をご利用の方へ ★ 

＜ 実務者研修のカリキュラムと受講時間について ＞ 



株式会社アットワーク受講規約 

【申込みについて】 
１．以下の条件を満たした場合、お申込完了と致します。なお、どちらか一方の場合では、受付完了とならず、 

希望受講開始日をご変更いただく事がございます。 
・お申込後（ネット、FAX、郵便）、受付受理書類が自宅に届いた 
・受講料、テキスト代をお振込み済みである事（当校にて確認を行います） 

２．未成年者の方は必ず保護者の方の同意の上お申込み下さい。（申込書に保護者の方のサインをお願いします。） 
３．申込締め切り日前であっても、満席になり次第募集を締め切らせて頂きます。 
４．お持ちの資格によって科目が免除されますので、申込みの際に免除科目をご確認下さい。 
５．スクーリングの最少開講人数は５名となっております。自宅学習を開始していても申込人数が定員に満た

ない場合は、コースの変更のお願い、または講座の中止をさせて頂く場合がございます。その場合は、事

前にご連絡させて頂きます。ご了承ください。 
 

【入金について】 
１．受講料、テキスト代は前納制となっております。必ず指定期日までにお振込みをお願い致します。 
２．お持ちの資格によって金額が異なりますので、入金の際にご確認下さい。 
３．振込手数料は、お客様負担となります。 
 

【自宅学習の注意】 
１．スクーリング開始までになるべく自宅学習を修了して下さい。 

★スクーリングまでに必ずご提出が必要な自宅学習科目 
・スクーリング初日までに → 介護過程Ⅰ・Ⅱ 
・医療的ケアのスクーリングまでに → 医療的ケア 

２．各科目の採点結果は7割以上で合格となります。7割未満の科目は、再提出をお願いしております。 
 

【通学講習の注意】 
１．お申込みのクラスで全日程を遅刻、欠席、早退なく受講をお願い致します。 
２．やむを得ない理由により欠席、早退、遅刻をする場合は、当校にご相談の上、その後の指示を仰いで下さい。 
３．講座に支障をきたす行為、近隣の方々や他の受講生に迷惑をかけるような行為、または違法と判断する行為があ

った場合は受講をお断りする事がございます。但しその場合は返金はいたしかねます。 
４．講義中の貴重品の保管、管理は各自でお願い致します。 
  万一、教室内で盗難、ならびにご本人の不注意による事故、その他の物的事故等が発生いたしましても、当法人

は責任をおいかねますのでご了承願います。 
５．受講時の写真撮影、録画、録音は禁止致します。発見次第、ご退室及び受講をお断りする事がございます。 
 

【クーリングオフ・キャンセルについて】 
申込み後のキャンセルは原則としてお受け出来ません。申込み後、万が一やむを得ない理由で受講が難しくなっ

た場合は、ク－リングオフ・キャンセルが出来ます。 
クーリングオフ：教材到着日から 8 日以内にお電話ください。その後、教材を自己負担でご返却頂きます。確認

後、講習料金をご返金いたします。8 日以内であっても教材を使用された場合には、教材費は実費ご負担頂くこと

となりますので、ご了承ください。 
キャンセル 
（スクーリング開始前）教材到着日から 8 日を過ぎますとキャンセルとなり、キャンセル料金（お持ちの資格に

関わらず、¥20,000と教材費）を差し引いた講習料金を返金いたします。 
（スクーリング開始後）スクーリング開始後のキャンセルは、代金の返金はできません。 
※クーリングオフ・キャンセル共に、返金の際の振込手数料はお客様負担とさせて頂きます。 

 

【欠席について】 
介護過程Ⅲのスクーリングは、1日目から6日目までを順番に受講していただく必要がございます。 
欠席、遅刻、早退をされませんよう受講ください。万が一欠席をされる場合は、その回以降のスクーリングは、

次回開催までお待ちいただくこととなります。（次回開催までに期間が空く場合がございます。） 
振替受講の受講費用はかかりません。 
 

介護現場でたんの吸引等の特定医療行為を実施する場合、本講座の修了に加えて実地研修を修了する必要がござ

います。当校では実地研修を行っておりません。 

 

 



《実務者研修 修了証取得までの流れ》 
 

お手持ちの資格をご確認の上、各科目の通学日程をご確認下さい。 

 
 
 

・FAX ０１２０－９４６－６８７ 

・ネット申込み  http://at-w.jp/skillup/cat53 

申込書に必要事項をご記入頂きＦＡＸまたは郵送してください。 
ネットからの方は、画面から直接入力し、送信してください。 
 

 

当校より受付完了の連絡をします。スクーリング日程、割引後の金額を記載しております 

 

 
【受講料のお支払いについて】 

お振込の方  ※振込手数料はご本人様負担になります。振込控えは大切に保管してください。 
※分割をご希望される方は、郵送書類に分割でお支払いただく金額を記載しております。 
※スクーリング開始 1 ヶ月前になってもご入金及びご連絡がない場合はお申込みを取り消しとさせ

ていただきます。 

 
 
 
 

振り込み確認後、教材がお手元に届くまでに1週間から10日程度かかります。 
課題問題を行い、当校へ解答用紙をご郵送下さい。（解答返信まで2週間程度かかります） 
 ※保有資格により、教材が異なります。 

 
 
 
 
 
 
 

 

スクーリング開始までに自宅学習課題をなるべく終えて下さい。 
※スクーリング初日と医療的ケアスクーリング日までに修了必要科目があります。 
※介護過程Ⅲ（ｽｸｰﾘﾝｸﾞ）は１日目から６日目まで順番に受講する必要がございます。 
 

 
 

修了試験の採点結果が７割以上の方が合格となります。 

 

 
自宅学習の修了・お支払いの確認の後、修了証の発行となります。 
 
上記予定通り所定のものがご自宅に届かない場合は、弊社フリーダイヤルへご連絡ください。 
 

            お問い合わせ先： フリーダイヤル ０１２０－０４９－０９２ 
 

① ネット、ＦＡＸ、郵送いずれかの方法でお申込みください 

  ②申込みを確認後、受付完了書類or メールの送信 

  ③受講料をお振込み下さい 

  ④教材が届き、自宅学習開始 

  ⑤スクーリングスタート 

  ⑥修了評価テスト 合格 

  ⑦実務者研修 修了証 取得 



 

★実務 者研修  講 座申込 書★ 
申込日：令和    年    月    日 

                                 お問い合わせ先： フリーダイヤル ０１２０-０４９-０９２ 

●受講規約に同意し、お申込みをお願い致します。 

□  受講規約に同意します （チェックをして下さい） 
お申込み方法： 郵便又はFAX：0120-946-687 

フ リ ガ ナ   生年月日  昭和・平成      年      月      日生 

氏   名 印 性別 男・女 年齢 満     才 

住   所 
〒 

 

電 話 番 号           （      ） FAX 番号           （      ） 

携 帯 番 号           （      ） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      

ご連絡方法 

について 

受付完了もしくはご連絡等のご希望方法に〇をしてください 

メールでの送受信 

（jimu＠kaigo.at-w.jp からのご連絡となります） 
郵便 携帯番号にショートメール 

保 護 者 名                                      印       ※未成年の方のみご記入下さい 

緊急連絡先 
氏名                                  続柄 

住所                                  電話番号 

所持資格 

(写しを提出) 

□ホームヘルパー１級  □ホームヘルパー２級  

□介護職員基礎研修  □介護職員初任者研修 

□上記以外の方（無資格）   ※資格証の写しはスクーリング初日に提出して下さい 

割 引 

□当校卒業生割引   □お取引様割引  会社名(                              ) 

□キャンペーン割引   □グループ割引   相手の方のお名前（            ）  

※割引の併用は出来かねます。割引と教育訓練給付金の併用は可能です。 

教育訓練給付金 
□利用を希望する □しない    
※給付金の支給要件に該当しているかお知りになりたい方は 

お住まいの所管の公共職業安定所で照会をお願いします。 

令和５年度（R６．１） 

介護福祉士国家試験受験予定 
□あり    □なし 

分割払い希望 □なし 
□あり □2 回 □3 回 □4回 □5 回 □6 回 

全額お支払完了後に修了証を発行いたします。  

※分割手数料は無料 

振込手数料はご本人様負担になり

ます。 

ご希望コース 
第１希望 （       ）月（      ）曜日コース （                 教室） 

第２希望 （       ）月（      ）曜日コース （                 教室） 

本人確認書類 

(写しを提出) 

実務者研修修了証を発行するため、本人様確認をいたします。ｽｸｰﾘﾝｸﾞ初日にいずれかの証明書の原本をご持参くださ

い。 

 □運転免許証  □健康保険証  □パスポート  □住民票、戸籍謄本、戸籍抄本等 

事前アンケート(複数回答可) 

講座をお知り頂いた 

きっかけ 

 □アットワークのﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ（PC）  □アットワークのﾎｰﾑページ(携帯)  □ＤＭハガキを見て 

 □友人・知人に聞いて □Blush up を見て（PC） □Blush up を見て(携帯) 

 □広告を見て( 広告媒体                  )  □その他(                   ) 
 

◆講座の申込みをされた方の住所・氏名・電話番号及びe-mail アドレスなど、個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)を、次の目的でご提供いただいており、 

弊社の個人情報保護規定に従い厳重に管理し他の目的には使用いたしません。 

    ・実務者研修修了資格を適正に発行するため 

    ・テキストを出版社から直接お届けするため 

    ・受講中または受講後の就職(進路)または転職に関する情報提供、アンケート調査のため 

    ・受講中の講座カリキュラム、講師、講座運営に関するアンケート調査のため 

●お申込み後内容確認の為、弊社からメールもしくはお電話させていただく場合がございます。なるべく当日中にお返事

をいただきますよう、よろしくお願い致します。 


