
特定非営利活動法人サンキューネット ＴＥＬ072-365-2352 ＦＡＸ072-365-2362 

 
 
 

科目実習免除型（Ⅱ）（150 時間）2 級以上で実務経験 1 年以上の方 

 

受 講 生 募 集 の ご 案 内 
1. 開講日および期間 

① 第６期 平成24年4月 28日(土）～ 平成24年 8月12日(日) 

② 第 7 期 平成24年 7月 28日(土）～ 平成24年 11月 17日(土) 

   詳しくは裏面カリキュラムをご覧下さい。 (添削課題提出：6回 , 通学：15回)     

2. 実施場所 

① すばるホール（富田林市桜ヶ丘町2番8号） 

② すばるホール、れいんぼうホール（富田林市粟ヶ池町2969番地の5） 

3. 受講資格 

２級以上で、1 年以上の実務経験証明書が必要です。開講日までの見込み証明も可です。 

4. 募集定員   

① ２０名（先着受付順） ② ３６名（先着受付順） 

5. 受講料および支払方法 （受講料には、テキスト代・消費税が含まれています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ お申込み後の返金はできません。 

＊ 分割払いの方で、万一途中で退学される場合は、退学時に残金をお支払い頂きます。 

6. 申し込み方法 

・ 申込書にご記入の上、2 級または 1 級ヘルパーの修了証書(携帯用は不可)のコピ

ー、受講料(分割払いの方は申込金)を添えて下記までご持参下さい。 

・ 実務経験証明書は、申込み時にお手元になくても、開講日までにご提出いただけ

れば結構です。 

 

7.  申込み・問い合わせ 

および 資料請求先 

       

 

 

 

詳しくはホームページでもご覧いただけます。 サンキューネット 又は san9net で検索 

 
サンキューネット

4 月 28 日

開 講 

特定非営利活動法人サンキューネット 
（大阪府介護職員基礎研修事業者指定番号 23 号）

〒584-0078 富田林市加太 1－16－24 
 年中無休（土・日・祝日もＯＫ） 
受付時間 8 時 30 分～18 時まで 

気軽にお問合せ

ください！！ 

7 月 28 日

開 講

 ２級の方 

（１５０時間） 
介護福祉士実技試験免除対象

の講習修了者（120時間） 
一括払い（申込み時） ８９，８００円 ７８，０００円 

申込み時 ２９，８００円 ２６，０００円 
2回目 ２０，０００円 ２６，０００円 
3回目 ２０，０００円 ２６，０００円 

分

割

払

い 4回目 ２０，０００円  

同時募集中 



　年　月　日 実施場所

開講式・オリエンテーション 13:15 ～ 14:15 1h

(1) ⑦ 人権に関する基礎知識 14:30 ～ 16:30 2h

平成24年5月5日(土) (1) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室2A

平成24年5月12日(土) (8) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室2A

(8) 9:10 ～ 14:00 4h

(7) 14:10 ～ 16:40 2.5h

平成24年5月26日(土) (7) 9:10 ～ 16:50 7h すばるホール　会議室2A

平成24年6月2日(土) (7) 9:10 ～ 16:10 6h すばるホール　会議室2A

平成24年6月10日(日) (5) 9:10 ～ 16:50 6.5h すばるホール　会議室2A

平成24年6月17日(日) (5) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室2A

平成24年6月23日(土) (5) 9:10 ～ 16:30 6h すばるホール　会議室2A

平成24年6月30日(土) (5) 9:10 ～ 14:30 4h すばるホール  会議室1・2

平成24年7月7日(土) (4) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室2A

平成24年7月14日(土) (4) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室2A

(4) 9:10 ～ 12:20 3h

(9) 13:10 ～ 16:40 3.5h

平成24年7月28日(土) (9) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室2A

平成24年8月4日(土) (9) 9:10 ～ 16:50 6.5h すばるホール　会議室2A

平成24年8月12日(日) 9:30 ～ 11:00 1.5h すばるホール　会議室2A

　年　月　日 実施場所

開講式・オリエンテーション 13:15 ～ 14:15 1h

(1) ⑦ 人権に関する基礎知識 14:30 ～ 16:30 2h

平成24年8月11日(土) (1) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室3

平成24年8月18日(土) (8) 9:10 ～ 16:40 6.5h れいんぼうホール　梅の間

(8) 9:10 ～ 14:00 4h

(7) 14:10 ～ 16:40 2.5h

平成24年9月1日(土) (7) 9:10 ～ 16:50 7h すばるホール　会議室3

平成24年9月8日(土) (7) 9:10 ～ 16:10 6h すばるホール　会議室3

平成24年9月15日(土) (5) 9:10 ～ 16:50 6.5h すばるホール　会議室3

平成24年9月22日(土) (5) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室3

平成24年9月29日(土) (4) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室3

平成24年10月6日(土) (5) 9:10 ～ 16:30 6h すばるホール　会議室3

平成24年10月13日(土) (5) 9:10 ～ 14:30 4h すばるホール  会議室2・3

平成24年10月20日(土) (4) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室3

(4) 9:10 ～ 12:20 3h

(9) 13:10 ～ 16:40 3.5h

平成24年11月3日(土) (9) 9:10 ～ 16:40 6.5h すばるホール　会議室3

平成24年11月11日(日) (9) 9:10 ～ 16:50 6.5h すばるホール　会議室3

平成24年11月17日(土) 9:30 ～ 11:00 1.5h すばるホール　会議室3

科目・項目 時　間

介護におけるコミュニケーションと介護技術

介護におけるコミュニケーションと介護技術

平成24年4月28日(土) すばるホール　会議室2A

生活支援の理念と介護における尊厳の理解

すばるホール　会議室3

すばるホール　会議室2A

科目・項目

医療及び看護を提供する者との連携

認知症の理解

修了式

すばるホール　会議室2A

時　間

介護における社会福祉援助技術

介護における社会福祉援助技術

医療及び看護を提供する者との連携

医療及び看護を提供する者との連携

介護におけるコミュニケーションと介護技術

介護におけるコミュニケーションと介護技術

生活支援のためのアセスメントと計画

生活支援のためのアセスメントと計画

修了式

生活支援のためのアセスメントと計画

医療及び看護を提供する者との連携

生活支援のためのアセスメントと計画

認知症の理解

介護におけるコミュニケーションと介護技術

生活支援のためのアセスメントと計画

認知症の理解

介護におけるコミュニケーションと介護技術

介護における社会福祉援助技術

介護におけるコミュニケーションと介護技術

医療及び看護を提供する者との連携

医療及び看護を提供する者との連携

生活支援の理念と介護における尊厳の理解

平成24年5月19日(土)

認知症の理解

平成24年7月21日(土)
認知症の理解

すばるホール　会議室3

平成24年7月28日(土)

平成24年8月25日(土)
介護における社会福祉援助技術

介護におけるコミュニケーションと介護技術

平成24年10月27日(土)

認知症の理解

生活支援のためのアセスメントと計画

すばるホール　会議室3
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