
　　　 介護の仕事をするための最初のステップとなる資格として誕生した
　　 介護職員初任者研修。介護の基本から、実際に働くうえで必要な知識
       で、幅広く身につけることができます。
          ウエルビーイングの介護職員初任者研修は、現場での経験も豊富な
       講師陣が、ひとりひとりの力や目標に合わせて、丁寧に指導します。
          現在介護の仕事に携わっている人や、ご家族の介護をしている人、
       そしてこれから介護の仕事を始めようと思う人まで、皆様の受講を
       お待ちしています。

高崎市井野町３７６番地
※詳しいスケジュール、内容については、

ウエルビーイングのホームページでご確認下さい。

多目的ホール

（ＪＲ井野駅より徒歩１０分）

受講ご希望の方は、担当までご連絡ください。

平成２８年６月４日（土）

　～平成２８年８月１４日（日）

          ２０名

 ６８,０００円（テキスト代込）

株式会社　ウエルビーイング

   http://www.wellbeing-care.jp

（実習免除者は、５８,０００円）

介護職員初任者研修
受講生募集中！

高齢化が進むいま、資格を取って
あなたの力を活かしませんか？

ホームヘルパー２級に代わる新しい資格 介護職員初任者研修

予約受付

５月３１日

締 切
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曜日 科目名 内容
9:00 ～ 10:00 1.0 オリエンテーション 研修責任者 石井　好孝

10:00 ～ 13:10 3.0 職務の理解（1-1） 多様なサービスの理解（講義） 介護支援専門員 井上　広美

14:00 ～ 17:10 3.0 介護における尊厳の保持・自立支援（2-3） 人権と尊厳を支える介護（講義） 社会福祉士 山口　武仁

9:00 ～ 10:30 1.5 職務の理解（1-2） 介護職の仕事内容や働く現場の理解（講義） 介護支援専門員 井上　広美

10:40 ～ 12:10 1.5 職務の理解（1-2） 介護職の仕事内容や働く現場の理解（演習） 介護支援専門員 井上　広美

13:00 ～ 16:10 3.0 介護における尊厳の保持・自立支援（2-4） 自立に向けた介護（講義） 社会福祉士 山口　武仁

9:00 ～ 10:30 1.5 介護における尊厳の保持・自立支援（2-3） 人権と尊厳を支える介護（演習） 社会福祉士 山口　武仁

10:40 ～ 12:10 1.5 介護における尊厳の保持・自立支援（2-4） 自立に向けた介護（演習） 社会福祉士 山口　武仁

13:00 ～ 14:30 1.5 介護の基本（3-5） 介護職の役割、専門性と多職種との連携（講義） 介護福祉士 荻野　祐樹

14:40 ～ 16:10 1.5 介護の基本（3-6） 介護職の職業倫理（講義） 介護福祉士 荻野　祐樹

9:00 ～ 12:10 3.0 介護におけるコミュニケーション技術（5-12） 介護におけるコミュニケーション（講義） 介護支援専門員 井上　広美

13:00 ～ 16:10 3.0 老化の理解（6-14） 老化に伴うこころとからだの変化と日常（講義） 介護福祉士 佐藤　健司

9:00 ～ 10:30 1.5 介護の基本（3-7） 介護における安全の確保とリスクマネジメント（講義） 介護福祉士 荻野　祐樹

10:40 ～ 12:10 1.5 介護の基本（3-8） 介護職の安全（講義） 介護福祉士 荻野　祐樹

13:00 ～ 16:10 3.0 介護・福祉サービスの理解と医療との連携（4-9） 介護保険制度（講義） 社会福祉士 山口　武仁

9:00 ～ 12:10 3.0 介護におけるコミュニケーション技術（5-13） 介護におけるチームのコミュニケーション（講義） 介護支援専門員 井上　広美

13:00 ～ 16:10 3.0 老化の理解（6-15） 高齢者と健康（講義） 介護福祉士 佐藤　健司

9:00 ～ 12:10 3.0 介護・福祉サービスの理解と医療との連携（4-11） 障害者自立支援制度およびその他制度（講義） 社会福祉士 山口　武仁

13:00 ～ 14:30 1.5 認知症の理解（7-16） 認知症を取り巻く状況（講義） 介護支援専門員 井上　広美

14:40 ～ 16:10 1.5 認知症の理解（7-17） 医学的側面からみた認知症の基礎と健康管理（講義） 介護福祉士 関　秀之

10:00 ～ 11:00 1.0 介護・福祉サービスの理解と医療との連携（4-10） 医療との連携とリハビリテーション（講義）
（「医行為と介護」）

11:00 ～ 12:00 1.0 障害の理解（8-21） 障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、
かかわり支援等の基礎的知識（講義）

13:00 ～ 14:00 1.0 介護・福祉サービスの理解と医療との連携（4-10） 医療との連携とリハビリテーション（講義）
（「リハビリテーションの理念」）

14:10 ～ 15:10 1.0 介護・福祉サービスの理解と医療との連携（4-10） 医療との連携とリハビリテーション（講義）
（「訪問看護」）、（施設における看護と介護の役割・連携」）

9:00 ～ 10:30 1.5 認知症の理解（7-18） 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活（講義）
10:40 ～ 12:10 1.5 認知症の理解（7-19） 家族への支援（講義）
13:00 ～ 16:10 3.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-23） 介護の基本的な考え方（講義） 介護福祉士 佐藤　健司

10:00 ～ 11:00 1.0 障害の理解（8-20） 障害の基礎的理解（講義）
11:10 ～ 12:10 1.0 障害の理解（8-22） 家族の心理、かかわり支援の理解（講義）
13:00 ～ 16:10 3.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-24） 介護に関するこころのしくみの基礎的理解（講義） 介護福祉士 佐藤　健司

10:00 ～ 12:00 2.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-27） 快適な居住環境整備と介護（講義） 介護福祉士 荻野　祐樹

13:00 ～ 15:00 2.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-26） 生活と家事（講義） 介護福祉士 早川　まり子

15:10 ～ 17:10 2.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-25） 介護に関するからだのしくみの基礎的理解（講義） 介護福祉士 佐藤　健司

介護支援専門員 井上　広美

社会福祉士 山口　武仁
H.28 7 3

医師 新島　桂

理学療法士 鈴木　茂樹

看護師 今井　真美
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曜日 科目名 内容

介護職員初任者研修課程　カリキュラム

実施年月日 時間 講師
こころとからだのしくみと生活支援技術（9-29） 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと

自立に向けた介護（講義）
こころとからだのしくみと生活支援技術（9-28） 整容に関連したこころとからだのしくみと

自立に向けた介護（講義）
こころとからだのしくみと生活支援技術（9-33） 睡眠に関連したこころとからだのしくみと

自立に向けた介護（講義）
こころとからだのしくみと生活支援技術（9-30） 食事に関連したこころとからだのしくみと

自立に向けた介護（講義）
こころとからだのしくみと生活支援技術（9-31） 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと

自立に向けた介護（講義）
こころとからだのしくみと生活支援技術（9-32） 排泄に関連したこころとからだのしくみと

自立に向けた介護（講義）
10:00 ～ 12:00 2.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-27） 快適な居住環境整備と介護（演習） 介護福祉士 荻野　祐樹

13:00 ～ 15:00 2.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-25） 介護に関するからだのしくみの基礎的理解（演習） 介護福祉士 佐藤　健司

15:10 ～ 17:10 2.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-26） 生活と家事（演習） 介護福祉士 早川　まり子

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-29） 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-34） 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ
終末期介護（講義）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-28） 整容に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-29） 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-30） 食事に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-31） 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-30） 食事に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-32） 排泄に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-31） 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-33） 睡眠に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-34） 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ
終末期介護（演習）

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-32） 排泄に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護（演習）

佐藤　久美子

浅見　浩子

関　秀之

早川　まり子

介護福祉士

荻野　祐樹

12:30 ～ 15:00 2.5

H.28 7 23 土

H.28 7 31 日

H.28 7

H.28 7 10 日

H.28 7 16 土

9:00 ～ 12:10 3.0

3.0

2.0

介護福祉士 佐藤　健司9:00 ～ 12:10

15:10 ～ 17:10 2.0

介護福祉士 佐藤　久美子13:00 ～ 15:00

2.0

H.28 7 17 日

介護福祉士

9:30 ～ 12:00 2.5

13:00

15:10 ～

～ 15:00

16:10

介護福祉士

15:10 ～ 17:10 2.0

～9:00 11:30 2.5 介護福祉士

1.0 介護福祉士 早川　まり子

介護福祉士

介護福祉士 佐藤　健司H.28 7 24

13:00

15:10

～

12:30

15:10

～

～ 佐藤　久美子

30 土

9:30

日

9:00

～

～

12:00

15:00

17:10

2.5

2.5

2.0

11:30

15:00

17:10

2.5

2.0

2.0

佐藤　健司介護福祉士

介護福祉士～

～ 15:00 2.0 介護福祉士
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曜日 科目名 内容

介護職員初任者研修課程　カリキュラム

実施年月日 時間 講師
9:00 ～ 12:10 3.0

13:00 ～ 16:10 3.0

10:00 ～ 12:00 2.0
13:00 ～ 15:00 2.0
15:10 ～ 16:40 1.5 振り返り（10-37） 振り返り（講義）
9:30 ～ 11:00 1.5 振り返り（10-38） 就業への備えと研修終了後における継続的な研修（講義）

11:10 ～ 12:10 1.0 振り返り（10-38） 就業への備えと研修終了後における継続的な研修（演習）
13:10 ～ 14:10 1.0 オリエンテーション
14:30 ～ 15:30 1.0 修了認定試験

14 日
研修責任者

H.28.8.8(月)
9:00 ～ 17:00

石井　好孝

介護福祉士 関　秀之

H.28 8

H.28 8 6 土

7.0 こころとからだのしくみと生活支援技術（9-Ⅱ）
～H.28.8.12(金)

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-36） 総合生活支援技術演習（演習）
介護福祉士土 関　秀之H.28 8 13

実習（いずれかの任意の１日） 実習指導者

こころとからだのしくみと生活支援技術（9-35） 介護過程の基礎的理解（演習） 介護福祉士 関　秀之


