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主催：特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会 

平成２６年度介護支援専門員実務研修受講試験のための 
 

 

  
 

 

 

介護支援専門員実務研修受講試験の合格率は、平成 23年度からは 20％を下回り、平成 25年度の合格率

は 15.5％（全国）と低下傾向にあり、他の専門資格と比べても合格が難しい試験となっています。 

当協会では、個人で受験勉強をするには限界がある等の声を受け、受験対策講座と模擬試験を開催してお

ります。今年度も４日間の講座を開催し、修了後に、中央法規出版の協力による模擬試験を県内２会場にて

実施いたします。（講座受講のみの申込み、または模擬試験のみの申込みも可能です。） 

介護支援専門員の職能団体だからこそできる、「要点整理と解説講座」を、是非、受験勉強に役立ててみ

ませんか。また、平成 27年度から受験資格や試験内容が変わる予定です。今年が制度改正前の合格を目指

す最後の年となります。本講座を受講し合格を目指しましょう！ 

 

□ 日程および会場 

・講座全４日間 平成２６年７月５日（土）・７月６日（日）・８月２日（土）・８月３日（日） 

１日目・２日目 新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮２階大ホール 

        〒870-0163 大分市明野南 3丁目 1番 1号（TEL097-551-7172） 

３日目・４日目 大分職業訓練センター２階大研修室 

       〒870-1141 大分市下宗方 1035番地1（TEL097-542-2230） 

 

・模擬試験   平成２６年８月３０日（土）大分会場・中津会場 

※各模擬試験会場は「模擬試験について」を参照 

 

□ 内 容 

・講座 

         各講師作成のレジュメ（当日配付）と『<六訂> 介護支援専門員基本テキスト』（長寿社会開発セ

ンター発行）を主体とした講義で受験対策の要点整理と解説を行います。 

        講座受講には『基本テキスト』を持参ください。 

また、テキスト購入をご希望の方は、別紙テキスト申込書に必要事項を記入のうえ、お申し込み

ください。別途、中央法規出版より直接送付します。 

・模擬試験 

   中央法規出版『ケアマネジャー全国統一模擬試験』 

 

□ 講座受講料（郵便局・振込手数料は県協会が負担します） 

・講座と模擬試験両方申込み    １６，０００円 

・講座受講のみ申込み     １２，０００円 

・模擬試験のみ申込み      ７，０００円 

 

□ 定 員 ８０名 

定員になり次第締め切ります。 

 

 

講座４日間＋模擬試験 
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□ 日程及びカリキュラム 

 

 開催日 時 間 科 目 会場 

１

日

目 

７月５日 

（土） 

9:00～ 9:30 受付 

新日鐵住金大分 

人材育成センター攻玉寮 

２階大ホール 

9:30～16:30 

 

＊昼食休憩 

1時間含む 

介護支援分野（１） 

1巻 1編：介護保険制度導入の背景 

1巻 2編：介護保険制度 

 

 

２

日

目 

７月６日 

（日） 

9:00～ 9:30 受付 

9:30～16:30 

 

＊昼食休憩 

1時間含む 

介護支援分野（２） 

1巻 3編：ケアマネジメント 

1巻 4編：居宅介護支援・介護予防支援 

・施設介護支援 

 

 

３

日

目 

８月２日

（土） 

9:00～ 9:30 受付 

大分職業訓練センター 

２階大研修室 

9:30～12:30 保健医療サービス分野 

3巻 1編：高齢者保健医療の基礎知識 

（４～10章） 

 

 

13:30～16:30 保健医療サービス分野 

3巻 1編：高齢者保健医療の基礎知識 

     （１～3章、11～15章） 

 

 

４

日

目 

８月３日

（日） 

9:00～ 9:30 受付 

9:30～16:30 

 

＊昼食休憩 

1時間含む 

福祉サービス分野 

保健医療サービス分野 

2巻 1編：居宅サービスおよび介護予防サービス 

2巻 2編：地域包括ケアと地域密着サービス 

2巻 3編：介護保険施設 

 

福祉サービス分野 

3巻 2編：高齢者福祉の基礎知識 

 

 

模

擬

試

験 

8月 30日

（土）  

9:30～ 9:50 

9:50～10:00 

受付 

オリエンテーション 

・大分会場 

新日鐵住金大分人材育成セ

ンター攻玉寮２階大ホール 

 

・中津会場 

地域交流ホームいずみ館 

（いずみの園） 

10:00～12:00 

 

 

中央法規出版 

ケアマネジャー試験統一模擬試験 

※受験区分により終了時間が異なります。 

 

 

 

※上記カリキュラムは、『（六訂）介護支援専門員基本テキスト』に基づいています。 
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□ 受講試験における受験区分の解答免除について（＊１） 

受講試験においては「保健医療･福祉サービス分野」について、受験者が法定資格取得者の場合は、 

保有する資格の種類によって「解答免除問題」が設けられています。講座受講前に各自でご確認くだ

さい。本講座では「保健医療サービス」「福祉サービス」の科目が対象となります。解答免除の科目

については、受講するかどうかは各自のご希望にお任せいたします。ただし、受講料は同一料金とな

ります。 

（注）資格乙を有する方は、上記のとおり、「保健医療サービス」における解答免除があり、『総合』問

題５問の受験となりますが、「保健医療サービス」における『総合』『基礎』の出題範囲の区分は

ありませんので、全体を学習する必要があります。 

 

□ 模擬試験について（申込み者のみ）（＊２） 

・模擬試験概要 

８月３０日（土）に中央法規出版の協力による『ケアマネジャー試験統一模擬試験』を大分県内２会

場にて開催しますので、希望される会場を申込書にて選択して下さい。 

試験後、各問１ページでの全選択肢についての解説冊子をお渡しいたします。試験結果は、コンピュ

ータにより採点し、後日、郵送にて、全国順位および偏差値、分野ごとの得点と順位、全国正答率な

どに加えて、受験直前までの学習法の提案をお届けします。 

また、この模擬試験においても、実際の受講試験と同じく、お持ちの資格に応じた受験区分にて行

います。問題数、試験時間は下記表の通りです。 

模擬試験では、一斉に開始し、受験区分別の試験時間で退席していただきます。 

（＊１）（＊２）平成２５年度「大分県介護支援専門員実務研修受講試験受験案内」に基づいています。 

 

 

資格の種類 

 

 

 

 

出題範囲 

資格甲 

医師･歯科医師 

資格乙 

薬剤師、保健師、助産師、看

護師、理学療法士、作業療法

士、あん摩マッサージ指圧

師、はり師、きゅう師、栄養

士（管理栄養士）、義肢装具

士、言語聴覚士、歯科衛生士、

視能訓練士、柔道整復師 

（注） 

資格丙 

社会福祉士 

介護福祉士 

精神保健福祉士 

問題数 

保健医療サービス

（基礎） 
《免除》 《免除》 受験 １５問 

保健医療サービス

（総合） 
《免除》 受験 受験 ５問 

福祉サービス 受験 受験 《免除》 １５問 

区            分 問題数 試験時間 

解答免除がない場合 一般受験者 ６０問 １２０分 

解答を免除される場合 

資格甲   

医師･歯科医師 
４０問 ８０分 

資格乙 

薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、

作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師、栄養士（管理栄養士）、義肢装具士、

言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整

復師 

４５問 ９０分 

資格丙 

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士 
４５問 ９０分 

重複取得している場合   

資格甲＋丙 または 乙＋丙 
３０問 ６０分 
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・模擬試験会場 

 ８月３０日（土）開催  

  大分会場：新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮（大分市明野南 3丁目 1番 1号） 

中津会場：地域交流ホームいずみ館（中津市永添 2744 介護保険総合ケアセンターいずみの園） 

 

□ 講座受講と模擬試験の申込みについて 

１．別紙、受講申込書に必要事項をもれなく記入のうえ、ＦＡＸにてお申込みください。 

２．申込みをいただいた方から「仮受付票」と「受講料振込用紙」を郵送いたします。 

３．６月２３日（月）までに、受講料の振込みをお願いします。 

・受講料は郵送された「振込用紙」に住所・氏名等を記入し、事前に郵便局で振込みをお願いし

ます。各受講料の振込手数料は県協会が負担をします。 

４．振込みを確認後、「受講決定通知書」を郵送します。 

・振込みが確認できない場合は、受講できない場合があります。 

５．受講初日に受付に「受講決定通知書」の提示をお願いします。 

なお、一旦入金された受講料は、返金いたしません。 

欠席された場合は、その日の講義概要を後日お渡しいたします。 

 

１． 受講申込書を    ２．仮受付票・受講料振込用紙を    ３．受講料を 

ＦＡＸ送信       郵送します              振込み 

 

         ４．受講決定通知書を    ５．受講日初日に 

           郵送します         受講決定通知書を提示 

 

【ＦＡＸ申込先】  特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会  

ＦＡＸ：０９７-５０４－７５０１ 

 

 

□ 昼食について 

１日目・２日目 新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮  

・「攻玉寮」館内での昼食は「レストランウエダ」に限られており、お弁当などの持ち込みはできま

せん。昼食（500円）を希望される方は、事前に別紙申込書にてお知らせください。 

３日目・４日目 大分職業訓練センター 

・業者が弁当（500円）を用意しますので、希望される方は、事前に別紙申込書にてお知らせくださ

い。 

 

□ その他 

・会場内は室温調整いたしますが、着席場所により差が生じる場合があります。冷房に弱い方は上着

などをご持参ください。 

・受講に際して配慮が必要な方は、申込みの前にご相談ください。会場の条件等でご希望に添えない

場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

□ 受講申込期限 

   平成２６年６月１４日（土）必着 

なお、定員になり次第締め切ります。 

 

□ お問い合わせ先 

〒８７０－１１３３ 大分市宮崎 1367番地 1 甲斐ビル 215号 

特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会  

ＴＥＬ：０９７－５０４－７５００  ＦＡＸ：０９７-５０４－７５０１ 


