
＊既に取得された資格により、割引が適用されない場合があります。

＊入学金11,000円は令和4年度は免除となります。

専門学校アリス学園

介護福祉士実務者研修
通信講座

早期申込

40,000円割引

2月28日まで

延長!!

自宅学習
（課題提出）

７日間
通学学習

厚生労働省認可通信教育

＊国家試験対策講座が通常61,600円のところ、実務者研修と

同時申込で39,600円（22,000円割引）となります。

2月28日までの申込手続きで40,000円割引！
介護福祉士国家試験受験をお考えの方には、

『国家試験対策講座』のセット申込がオススメです！

実務者研修受講者数 石川県内実績

※本講座は、厚生労働省指定の≪教育訓練給付金≫ 対象講座です。

一定の要件を満たす雇用保険加入者には、受講料の２０％が支給されます。

詳しくは、最寄りのハローワークへお問合せ下さい。

※分割払いをご希望の方は、ジャックスの「クレジット申込」が可能です。
ご希望の方は事前にご相談ください。

お手続きが遅れるとご希望コースの受講ができなくなります。

国家試験対策講座と
最大 同時申込で

円

割引!!

早期申込者限定！
【令和4年2月28日（月）まで】

円

割引!!

No.1

〒921-8176 石川県金沢市円光寺本町8番50号

TEL：076-272-8285（受付時間 平日 9：00～17：30）

専門学校アリス学園 研修センター
お申込み/

お問合せ先

通学会場は、次よりお選びください。

金沢校・加賀校

津幡校・七尾校・輪島校



講 座 の ご 案 内

☆ スクーリングは月1回なので忙しい方も安心。

☆ 合計6回の授業（模擬試験2回とセミナー授業4回）

で万全の試験対策ができます。

☆ 模擬試験ではまず自分の実力と弱点を確認。

☆ セミナーと演習問題で効率的に弱点を克服。

☆ 学ぶ仲間がいることで、やる気もアップ！

☆ 直前対策講座で最終チェック。

合格体験記

以前は半日訪問介護をしていて、本格

的に介護の道に進むために国家試験を
目指そうと決めました。
独学で合格する自信がなく、しかも一発合
格したかったこともあり、アリス学園の試
験対策講座を受講しました。
試験勉強のコツやポイントを教えていただ
き、自信につながったのが良かったです！
同じ目標を持った仲間と一緒に頑張れたこ
とも良かったと思います。
皆さん、まずは自分を信じて合格を目指し
てください！
（2019年度受講 N・Iさん＜輪島市＞）

国家試験対策講座は実務者研修とのセット申し込みがお得！

国家試験を受験予定なのにまだ実務者研修を修了していない･･･という方は、
実務者研修とのセット申込がお得です！セット申込の場合、国家試験対策
講座が22,000円の割引となります！！

コ ー ス の ご 案 内

●実務者研修通信講座●

【令和4年度介護福祉士国家試験受験に向けて、早めに受講開始!!】

国家試験受験予定者はもちろん、初心者の方でも受講できます。

厚生労働省認可通信教育

●介護福祉士国家試験対策講座●

〒921-8176 石川県金沢市円光寺本町8番50号

TEL：076-272-8285（受付時間 平日 9：00～17：30）

専門学校アリス学園 研修センター
お申込み/

お問合せ先

コース 金沢コース 津幡コース

開講月 4月 5月 6月 7月 5月 6月

コース 輪島コース 七尾コース 加賀コース

開講月 6月 7月 5月 6月 6月 7月

★受講期間：6ヵ月 ★受講対象：どなたでも受講可能
★自宅学習・課題提出：eラーニングと郵送式のどちらかを選択

6ヵ月コース

コース 金沢コース 津幡コース

開講月 短期6月 短期7月 短期8月 短期9月 短期7月 短期8月

コース 輪島コース 七尾コース 加賀コース

開講月 短期8月 短期9月 短期7月 短期8月 短期8月 短期9月

★受講期間：4ヵ月 ★受講対象：ヘルパー資格、初任者研修等、介護に関する資格修了者
★自宅学習・課題提出：eラーニングのみ

短期4ヵ月コース

※申込締切日は、開講月の前月10日です。定員に達しない場合は開講しないことがあります。



専門学校アリス学園

【 介護福祉士実務者研修通信講座 】
～受講申込の流れ～

①通信課題の学習方法

パソコンやスマートフォンで行う 「eラーニング」 でやりたい！

②資格の有無

ヘルパー2級や初任者研修など修了資格を持っている！

③受講期間

短期間で修了したい！

④介護福祉士国家試験

令和5年1月の国家試験を
受験予定！

A B C D E F

実務者研修を申し込みたいけれど、どうすればいいの？
申し込み方法で迷ったときは下のチャートでオススメの方法を見つけてください！

A

今すぐ「実務者研修」＋「国家試験対策講座」のセット申込みがオススメ！
・2月末までにセットで申込み！→ 総額 62,000円割引になります！
・「実務者研修」は4ヵ月コースで短期間受講！
・さらに早期申込特典の「準備学習」ですぐに学習スタート！

B
今すぐ「実務者研修」をお申込み！4ヵ月コースで短期間受講がオススメ！

・「実務者研修」は4ヵ月コースで短期間受講！
・さらに早期申込特典の「準備学習」ですぐに学習スタート！

C

今すぐ「実務者研修」のセット申込みがオススメ！
・2月末までにセットで申込み！→ 総額 62,000円割引になります！
・さらに早期申込特典の「準備学習」ですぐに学習スタート！
・「実務者研修」は6ヵ月コースでじっくり学習！

D
今すぐ「実務者研修」をお申込み！「準備学習」で早期スタートがオススメ！

・早期申込特典の「準備学習」ですぐに学習スタート！
・「実務者研修」は6ヵ月コースでじっくり学習！

E
今すぐ「実務者研修」＋「国家試験対策講座」のセット申込みがオススメ！

・2月末までにセットで申込み！→ 総額 62,000円割引になります！
・「実務者研修」は郵送式で6ヵ月間じっくり学習！

F
今すぐ「実務者研修」のお申込みがオススメ！

・「実務者研修」は郵送式で6ヵ月間じっくり学習！

【早期申込特典】
★2月末までのお申し込み→受講料40,000円割引！
さらに 「準備学習」 で早期スタート！
（詳しくは裏面をご覧ください）

あなたにオススメの申込方法はこちら！

※eラーニングの他に郵送式が選択できます

【早期申込特典】
★2月末までのお申し込み

→受講料40,000円割引！

郵送式で受講

eラーニングで受講

詳しくは
募集要項
3ページ

詳しくは
募集要項
4～5ページ

④介護福祉士国家試験

令和5年1月の国家試験を
受験予定！

④介護福祉士国家試験

令和5年1月の国家試験を
受験予定！

詳しくは
募集要項
11ページ

はい

はい

はい

はい はい はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ いいえ いいえ

eラーニングで短期受講

実務者研修の

募集要項はこちら



専門学校アリス学園

【 介護福祉士実務者研修通信講座 】

eラーニング
準備学習のご案内

★ 令和4年2月末までに実務者研修の申込みをされた方限定！

★ 通信課題をeラーニングで受講される方限定！

★ 正規コース（申込みコース）開始に先立ち早くスタート！

★ 実際の通信課題に向けた「演習問題」を何度でも受講可能！

★ 正規コースでの通信課題がスムーズ！

★ 令和4年3月末まで利用可能！

受講コース

決定

申込手続き

完了

準備学習

終了

正規コース

受講開始

2月末まで

【テキストをもとに「演習問題」を実施】

3月末まで

【通信課題は「eラーニング」を選択】

4月以降

お申し込みから準備学習終了までの流れ

早期申込
特 典

●準備学習期間は「演習問題」のみ受講できます。実際の通信課題（科目認定試験）は正規コース開始
後に実施できます。

●申込手続き完了後10日程度で、テキストや「準備学習」に必要なID・パスワードおよび操作ガイドが
お手元に届きますので準備学習を始めてください。

●令和4年3月31日を過ぎるとログインできなくなりますのでご注意ください。なお、実務者研修の正規
コース受講の際は、改めて新しいID・パスワードが発行されます。

お問合せ先 / 専門学校アリス学園 研修センター

TEL：076-272-8285 （受付時間 平日 9：00 ～ 17：30）

準備学習受講についての注意事項


