
 

 

 

   

 

 

 
 
 
 主 催  特定⾮営利活動法⼈ ⽇本介護⽀援協会 

 後 援  公益社団法⼈ 全国⽼⼈福祉施設協議会 
 期 ⽇  第 1 回：２０１９年 ８⽉２６⽇（⽉）〜 ８⽉２７⽇（⽕） 

第 2 回：２０１９年１０⽉１５⽇（⽕）〜１０⽉１６⽇（⽔） 
第 3 回：２０１９年１２⽉ ３⽇（⽕）〜１２⽉ ５⽇（⽊） 

※第３回は、３⽇間になります。 

 会 場  
ビジョンセンター永⽥町 803 
住所：東京都千代⽥区永⽥町 1-11-28 

合⼈社東京永⽥町ビル 8 階 

ＴＥＬ：03-6262-3553 

 
東京メトロ＜有楽町線・半蔵門線・南北線＞  

「永田町駅」（３番出口）より徒歩０分   

 定 員  ５０名  

 参 加 対 象  
・第 32 回 介護福祉⼠国家試験 

受験予定の⽇本⼈・外国⼈ 
・外国⼈受⼊れ施設の担当者 

 締 切 ⽇  
２０１９年７⽉２６⽇（⾦） 
※第 2 回からの参加も、随時受け付けております。事務局までお問い合わせください。 

 参 加 費  ⽇本介護⽀援協会会員：無料 
⾮会員：１５,０００円  （別途、テキスト代等） 

 申 込 ⽅ 法  ・別紙「参加申込書」に必要事項をご記⼊の上、FAX にてお申し込みください。 
・交通⼿段、宿泊等のお申し込みは各施設で⼿配をお願い致します。 
・参加取消⼜は当⽇⽋席の場合には、参加費の返⾦はいたしません。ただし、開

催⽇の 10 ⽇前までに参加取消のご連絡（書⾯ FAX にて）を頂いた場合、参加
費は必要ありません。 

第 32 回の介護福祉⼠国家試験まで残すところ１年を切りました。 
本会では、公益財団法⼈ＪＫＡより補助をいただき、外国⼈介護福祉⼠候補者向けの試験対策教材

の開発等を⾏い、その教材をもとに受験対策講座を開催、合格に向けた⽀援を続けて参りました。 
⽇常業務に加えて、介護福祉⼠国家試験の勉強をし、合格に繋げるためには、残り期間の学習⽅法

がカギとなります。効果的な学習⽅法を学び、⼀⼈でも多くの皆さんが⾃信を持って国家試験に挑み、
合格を勝ち取っていただくことを⽬的に、本年度も受験対策通年講座を開催致します。 

 

☆☆☆ 今年度より受講生のバックアップ体制を強化します！ ☆☆☆ 
① 講座の動画配信  ② 勉強計画の提案  ③ 施設担当者との学習状況の確認 

開 催 趣 旨 

できることより、できないことを知る！ミスしない合格法！ 
２０１９年度 介護福祉士国家試験受験対策講座（ご案内） 



 プログラム  
 

【第１回】   ●試験までの学習計画を立てる  ●確認テスト 

８月２６日（月） 10：00 受付 

 10：30～12：00 （90 分） 介護の言葉と漢字 

 12：00～13：00 （60 分） （昼食） 

 13：00～19：30 （390 分） 受験対策講座 

８月２７日（火） 8：30～9：30 （60 分） 介護の言葉と漢字 

 9：30～12：00 （150 分） 受験対策講座 

 12：00～13：00 （60 分） （昼食） 

 13：00～16：00 （180 分） 受験対策講座 

 16：00 終了 

 
【第２回】   ●試験までの学習計画の修正  ●模擬試験 

１０月１５日（火） 10：00 受付 

 10：30～12：00 （90 分） 介護の言葉と漢字 

 12：00～13：00 （60 分） （昼食） 

 13：00～19：30 （390 分） 受験対策講座 

１０月１６日（水） 8：30～9：30 （60 分） 介護の言葉と漢字 

 9：30～12：00 （150 分） 受験対策講座 

 12：00～13：00 （60 分） （昼食） 

 13：00～16：00 （180 分） 受験対策講座 ＜模擬試験＞ 

 16：00 終了 

 
【第３回】   ●直前予想問題演習  ●模擬試験 

１２月３日（火） 12：30 受付 

 13：00～19：00 （360 分） 受験対策講座 

１２月４日（水） 9：00～12：00 （180 分） 受験対策講座 

 12：00～13：00 （60 分） （昼食） 

 13：00～19：30 （390 分） 受験対策講座 

１２月５日（木） 9：00～12：00 （180 分） 受験対策講座 

 12：00～13：00 （60 分） （昼食） 

 13：00～15：00 （120 分） ＜模擬試験＞ 

 15：00～15：30 （30 分） フリートーク 

 15：30 終了 

※途中休憩含む  ※講義の内容は変更となる場合がございます。 



 
−・−・−・−・−・－ 講師プロフィール －・－・－・－・－・－ 

 

 

≪ 伊東利洋 氏 ≫ 

大分大学経済学部卒 

大手住宅メーカーを経て、福祉業界へ転職 

福祉施設、在宅介護、在宅介護支援センター、介護支援専門員等の業務に従事 

介護・相談業務の現場、法人の立ち上げ・運営、新規事業開発…等多くの困難を経験する。 

又、学生時代より、高校生の受験指導に携わり、「記憶のノウハウ」を蓄積する。 

約10年前より社会福祉士・介護福祉士関係の受験対策講座を開始し、現在、大学、専門学校、各種団体の非常勤講師

に就任。「ＩＴＯ方式」を実践し、効果を証明するために現在も挑戦し続けている。 

 

＜保有資格＞ 

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、社会保険労務士、宅建主任者、住環境コーディネーター、

ファイナンシャルプランナー、ＦＰ技能士、ＤＣプランナーなど 

 

≪ 植村康生 氏≫ 

私立大東文化大学文学部英米文学科卒業 

英国立ケント大学院社会福祉学部ソーシャルワーク科初年度修了 

日本福祉教育専門学校介護福祉士学科卒業 

 

特別養護老人ホームで介護職を5年7ヶ月、居宅介護支援事業所で介護支援業務を1年8ヵ月、教育業務を 

約4年従事。他にも介護福祉養成校で1年間教員をしていた経験がある。 

平成20年以降におけるEPA介護福祉士候補者の教育支援が中心に、法人・グループ内の介護職員に対して 

介護福祉士・ケアマネジャー試験対策勉強会の講師、実習生指導責任者などを担当。 

平成28年9月からは全国老人福祉施設協議会において研修業務や技能実習制度の調査業務などに約半年間 

従事、平成29年より千住介護福祉専門学校にて科目「福祉ニーズと介護福祉士」の授業を担当。 

平成30年4月より国際厚生事業団にて国際・研修事業部主任。集合研修や導入研修などを担当する。 

 

＜保有資格＞ 

介護福祉士、介護支援専門員、介護専任教員、社会福祉士 

介護福祉士実習指導者講習会 修了 

介護プロフェッショナル段位制度評価者講習 修了 

日本語教師養成講座 修了 

 

 
 
 
 
 
 
 
 お問い合わせ  

 
特定⾮営利活動法⼈ ⽇本介護⽀援協会（担当：平野） 
〒102-0093 東京都千代⽥区平河町 2-7-1 塩崎ビル 
TEL：03-3261-1066 FAX：03-3261-1061 
Ｅ-Mail：jimukyoku@kaigo-shien-kyokai.or.jp 

 



⽇本介護⽀援協会⾏き FAX：０３-３２６１-１０６１（添書不要） 
 

特定⾮営利活動法⼈ ⽇本介護⽀援協会 
2019 年度 介護福祉⼠国家試験受験対策講座 

 

受講申込書 
 

※全ての項目に 、もれなくご記入ください。（外 国人以外の方は、年齢、国 籍、受入れ年度の記入は不要です 。） 

都道府県名  連絡担当者  

施設名  

施設住所 

〒                      ※郵便番号・住所は正しくご記入ください 

 

 

TEL  FAX  

フリガナ  性別 年齢 

受講者名 
（ローマ字表記） 

 男・女     歳 

国籍  受入れ年度  

 

【テキスト申込みについて】−講義で使用します。－  
⾒て覚える！介護福祉⼠国試ナビ 2020 2,592 円（税込） する・しない 

※お支払いは、講義初日 受付でお願いいたします。 
 

【受講者情報について】 ※外国⼈以外の⽅は、記⼊不要です。 
※国家試験と同じ条件で第 3１回試験に挑戦し、結果をご記入ください。講義を進める上で参考にさせてい

ただきます。 

日本語能力 
※○で囲んでください。 

N5 ・ N4 ・ N3 ・ N２ ・ N１ 

第 3１回試験 

の結果 
    点      

候補者の学習状況

について具体的に

ご記入ください。 

 

 

 

 
【個人情報の取 扱いについて】 

  ・「申込書 」に記載された個人情報は、運営 管理の目的のみに利用させ ていただきます。 

 

【問合せ先】特 定非営利活動法人 日本介護 支援協会 事務局（担当：平野 ） 

        〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-1 塩崎ビル  

        TEL：03-3261-1066 FAX：03-3261-1061  

 

お申込締切日：2019 年７月２6 日（金） 

第 2 回からの参加も、随時受け付けております。事務局までお問い合わせください。 


