
1月開講生募集

4月開講予定 5月開講予定 6月開講予定

3月開講生募集

2月開講生募集

2020年度は、大幅に開講地域を増やし、倉敷市・岡山市・赤磐市・真庭市・瀬戸内市・備前市・
浅口市・井原市・笠岡市・玉野市・総社市・津山市・新見市にて、開講※いたします!

県内各所で開講中、安心の「ジェックスケアカレッジ」の介護講座のご案内
介護福祉士への
ステップアップを
目指しませんか？

保有資格
無 資 格
ヘルパー1級

ヘルパー2級・初任者研修
介護職員基礎研修

受講料（税込）※

119,250円
66,000円
99,750円
28,000円

介護福祉士実務者研修は、
受講料（教材費込） 受講期間

介護福祉士を目指す方は必須です。
●平成29年1月の試験から「介護福祉士国家試験の受験資格」となりました。
●喀痰吸引などの医療的ケアが習得できます（当講座修了後、現場の実地研
修を終えれば認定され、医療的ケアを提供することができます）
●サービス提供責任者として就労することができます。

通信学習＋スクーリン
グ45時間と医療的ケア
の演習を受講します。
６ヶ月間から４か月間、
自宅学習中心で学びま
すので、無理なく資格
取得が目指せます。

※受講者の保有資格に
　よって異なります。教育訓練給付金対象講座

受講料がクレジット払いに対応可能になりました！
ぜひ、便利なキャッシュレス決済をご利用ください。  ［ご利用可能カード：VISA master SAISON］

19120000

担当/大熊

フ　　ク　　シ　　　　ヨ　  イ　 資格

株式会社 ジェックスケアカレッジ

TEL.086-454-6110 FAX.086-441-3020

資料請求・お問い合わせはこちらからどうぞ《お電話・FAXもしくはQRコードを読み取ってお申し込みください》

https://jecs-gr.jp/training/
ジェックスケアカレッジ 検索

本社／岡山市北区上中野1-19-45-202
研修事業部倉敷事務所／倉敷市西富井654-6
研修事業部岡山事務所／岡山市北区上中野1-19-45-202

お手持ちのスマホ
等でQRコードを
読み取ってお申し
込みもできます。

岡山北教室（北ふれあいセンター 第三研修室／岡山市北区谷万成2-6-33）

期間 2020年1月～6月
日程 オリエンテーション 1月23日㈭ 9：15～（9：00開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①1月23日㈭　②1月30日㈭　③2月6日㈭　④5月7日㈭　⑤5月14日㈭　⑥5月21日㈭　⑦6月4日㈭　⑧6月11日㈭
●医療的ケア演習 全2回 ①2月20日㈭または3月5日㈭　②3月26日㈭または4月9日㈭

オリエンテーション 1月23日㈭ 9：15～（9：00開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①1月23日㈭　②1月30日㈭　③2月6日㈭　④5月7日㈭　⑤5月14日㈭　⑥5月21日㈭　⑦6月4日㈭　⑧6月11日㈭
●医療的ケア演習 全2回 ①2月20日㈭または3月5日㈭　②3月26日㈭または4月9日㈭

時間 9：30～16：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
●木曜日コース（通学10日間）

岡山南教室
倉敷教室 
真庭教室
瀬戸内教室
浅口教室

●木曜日コース（通学10日間）
●夜間月・木コース（通学19日間）
●金曜日コース（通学10日間）
●火曜日コース（通学10日間）
●水曜日コース（通学10日間）

●
●
●
●
●

岡山東教室
倉敷教室 
赤磐教室
総社教室
新見教室

●土曜日コース（通学10日間）
●水曜日コース（通学8日間）
●水曜日コース（通学10日間）
●金曜日コース（通学10日間）
●土曜日コース（通学10日間）

●
●
●
●
●

岡山北教室
倉敷教室 
備前教室
津山教室
井原教室

●水曜日コース（通学10日間）
●月曜日コース（通学10日間）
●木曜日コース（通学10日間）
●月曜日コース（通学10日間）
●土曜日コース（通学10日間）

●
●
●
●
●

倉敷教室（ジェックスケアカレッジ倉敷教室／倉敷市西富井654-6）

期間 2020年1月～6月
日程 オリエンテーション 1月14日㈫ 9：00～（8：30開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①1月14日㈫　②4月14日㈫　③4月21日㈫　④5月12日㈫　⑤5月19日㈫　⑥5月26日㈫　⑦6月9日㈫　⑧6月16日㈫
●医療的ケア演習 全2回 ①2月4日㈫または2月18日㈫　②3月10日㈫または3月24日㈫

オリエンテーション 1月14日㈫ 9：00～（8：30開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①1月14日㈫　②4月14日㈫　③4月21日㈫　④5月12日㈫　⑤5月19日㈫　⑥5月26日㈫　⑦6月9日㈫　⑧6月16日㈫
●医療的ケア演習 全2回 ①2月4日㈫または2月18日㈫　②3月10日㈫または3月24日㈫

時間 9：30～16：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
●火曜日コース（通学10日間）

岡山教室（ジェックスケアカレッジ岡山教室／岡山市北区上中野1-19-45-202）

期間 2020年3月～8月
日程 オリエンテーション 3月5日㈭ 18：00～（17：30開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全15回 ①3月5日㈭　②3月9日㈪　③3月23日㈪　④4月6日㈪　⑤4月9日㈭　⑥5月14日㈭　⑦5月18日㈪　⑧5月21日㈭
　　　　　　　　　　⑨5月25日㈪　⑩5月28日㈭　⑪7月13日㈪　⑫7月16日㈭　⑬7月20日㈪　⑭8月3日㈪　⑮8月13日㈭
●医療的ケア演習 全4回 ①4月13日㈪、4月16日㈭または4月20日㈪、4月23日㈭　②6月4日㈭、6月8日㈪または6月11日㈭、6月15日㈪

オリエンテーション 3月5日㈭ 18：00～（17：30開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全15回 ①3月5日㈭　②3月9日㈪　③3月23日㈪　④4月6日㈪　⑤4月9日㈭　⑥5月14日㈭　⑦5月18日㈪　⑧5月21日㈭
　　　　　　　　　　⑨5月25日㈪　⑩5月28日㈭　⑪7月13日㈪　⑫7月16日㈭　⑬7月20日㈪　⑭8月3日㈪　⑮8月13日㈭
●医療的ケア演習 全4回 ①4月13日㈪、4月16日㈭または4月20日㈪、4月23日㈭　②6月4日㈭、6月8日㈪または6月11日㈭、6月15日㈪

時間 18：30～21：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
● 夜間 月・木曜日コース（通学19日間） 夜間 

倉敷教室（ジェックスケアカレッジ倉敷教室／倉敷市西富井654-6）

期間 2020年3月～8月
日程 オリエンテーション 3月1日㈰ 9：00～（8：30開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①3月1日㈰　②3月22日㈰　③4月5日㈰　④6月14日㈰　⑤6月21日㈰　⑥6月28日㈰　⑦7月26日㈰　⑧8月2日㈰
●医療的ケア演習 全2回 ①4月26日㈰または5月17日㈰　②5月24日㈰または5月31日㈰

オリエンテーション 3月1日㈰ 9：00～（8：30開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①3月1日㈰　②3月22日㈰　③4月5日㈰　④6月14日㈰　⑤6月21日㈰　⑥6月28日㈰　⑦7月26日㈰　⑧8月2日㈰
●医療的ケア演習 全2回 ①4月26日㈰または5月17日㈰　②5月24日㈰または5月31日㈰

時間 9：30～16：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
●日曜日コース（通学10日間）

笠岡教室（笠岡市認知症介護研修センター 第二研修室／笠岡市吉浜1399）

期間 2020年3月～8月
日程 オリエンテーション 3月3日㈫ 9：15～（9：00開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①3月3日㈫　②3月24日㈫　③3月31日㈫　④4月14日㈫　⑤4月21日㈫　⑥4月28日㈫　⑦7月28日㈫　⑧8月4日㈫
●医療的ケア演習 全2回 ①5月12日㈫または5月26日㈫　②6月16日㈫または6月30日㈫

オリエンテーション 3月3日㈫ 9：15～（9：00開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①3月3日㈫　②3月24日㈫　③3月31日㈫　④4月14日㈫　⑤4月21日㈫　⑥4月28日㈫　⑦7月28日㈫　⑧8月4日㈫
●医療的ケア演習 全2回 ①5月12日㈫または5月26日㈫　②6月16日㈫または6月30日㈫

時間 9：30～16：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
●火曜日コース（通学10日間）

備前教室（リフレセンターびぜん 相談室／備前市伊部2264-2）

期間 2020年3月～8月
日程 オリエンテーション 3月6日㈮ 9：15～（9：00開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①3月6日㈮　②3月27日㈮　③4月3日㈮　④6月26日㈮　⑤7月10日㈮　⑥7月17日㈮　⑦8月7日㈮　⑧8月14日㈮
●医療的ケア演習 全2回 ①4月10日㈮または4月24日㈮　②5月1日㈮または5月15日㈮

オリエンテーション 3月6日㈮ 9：15～（9：00開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①3月6日㈮　②3月27日㈮　③4月3日㈮　④6月26日㈮　⑤7月10日㈮　⑥7月17日㈮　⑦8月7日㈮　⑧8月14日㈮
●医療的ケア演習 全2回 ①4月10日㈮または4月24日㈮　②5月1日㈮または5月15日㈮

時間 9：30～16：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
●金曜日コース（通学10日間）

津山教室（グリーンヒルズ津山リージョンセンター 第三研修室／津山市大田920）

期間 2020年3月～8月
日程 オリエンテーション 3月4日㈬ 9：15～（9：00開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①3月4日㈬　②3月18日㈬　③6月17日㈬　④6月24日㈬　⑤7月8日㈬　⑥7月15日㈬　⑦7月29日㈬　⑧8月5日㈬
●医療的ケア演習 全2回 ①4月1日㈬または4月15日㈬　②5月20日㈬または5月27日㈬

オリエンテーション 3月4日㈬ 9：15～（9：00開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①3月4日㈬　②3月18日㈬　③6月17日㈬　④6月24日㈬　⑤7月8日㈬　⑥7月15日㈬　⑦7月29日㈬　⑧8月5日㈬
●医療的ケア演習 全2回 ①4月1日㈬または4月15日㈬　②5月20日㈬または5月27日㈬

時間 9：30～16：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
●水曜日コース（通学10日間）

岡山南教室（灘崎文化センター 第三研修室／岡山市南区片岡186）

期間 2020年2月～7月
日程 オリエンテーション 2月1日㈯ 9：15～（9：00開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①2月1日㈯　②4月25日㈯　③5月9日㈯　④6月6日㈯　⑤6月13日㈯　⑥6月27日㈯　⑦7月4日㈯　⑧7月11日㈯
●医療的ケア演習 全2回 ①3月14日㈯または3月28日㈯　②4月4日㈯または4月11日㈯

オリエンテーション 2月1日㈯ 9：15～（9：00開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全8回 ①2月1日㈯　②4月25日㈯　③5月9日㈯　④6月6日㈯　⑤6月13日㈯　⑥6月27日㈯　⑦7月4日㈯　⑧7月11日㈯
●医療的ケア演習 全2回 ①3月14日㈯または3月28日㈯　②4月4日㈯または4月11日㈯

時間 9：30～16：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
●土曜日コース（通学10日間）

倉敷教室（ジェックスケアカレッジ倉敷教室／倉敷市西富井654-6）

期間 2020年2月～7月
日程 オリエンテーション 2月6日㈭ 9：00～（8：30開場）

スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全6回 ①2月6日㈭　②4月16日㈭　③4月30日㈭　④5月7日㈭　⑤6月11日㈭　⑥6月18日㈭
●医療的ケア演習 全2回 ①2月27日㈭または3月12日㈭　②3月19日㈭または4月2日㈭

オリエンテーション 2月6日㈭ 9：00～（8：30開場）
スクーリング日程
●介護課程Ⅲ 全6回 ①2月6日㈭　②4月16日㈭　③4月30日㈭　④5月7日㈭　⑤6月11日㈭　⑥6月18日㈭
●医療的ケア演習 全2回 ①2月27日㈭または3月12日㈭　②3月19日㈭または4月2日㈭

時間 9：00～17：30（スクーリング／医療的ケア共通）（スクーリング／医療的ケア共通）
●木曜日コース（通学8日間）

※いずれのコースも最少開講人数に満たない場合は開講しない場合があります。予めご了承ください。また、開講日一週間前のキャンセルについては教材費の御負担をお願いしております。
※日程、時間、会場につきましては変更する場合があります。 ※詳しくは裏面をご覧いただき、お問い合わせください。

※一部開講予定含む。


