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法人格・法人名称・住所

代表者名、研修事業担当理事・
取締役名

事業所名称

住所

【経営理念】

【教育理念】

学則 ☆リンク先

研修施設、設備 ☆リンク先

対象

研修スケジュール（通信）

定員（集合研修）と指導者数

研修受講までの流れ
（募集、申込）（通信）

費用（通信）

課程責任者 課程編成責任者名
介護の社会化と尊厳の維持

多様なサービスの概要

キャリアパスと介護職員初任者研修、学習の継続

介護職の仕事

居宅、施設の多様な現場

サービス利用の一連の流れ
地域の社会資源との連携
人間の尊厳の保持

人権擁護の基本視点

利用者の尊厳の保持

介護の基本視点

介護予防

理念

技能教育と技能を生かす場を提供することにより、人と社会に貢献する。

21世紀は、知識が重要な価値を持つ、知識社会です。そこに生きる人々は、社会が求める知識、技能を身に付け、
自己を向上させ、知識社会の中で自己実現をはかろうと努力しています。私達は、自己実現への一歩を歩み出した
い方々に、精一杯の応援とお手伝いをさせて頂きたいと思います。

技能と心の調和

別紙

三幸福祉カレッジ　公式ホームページ
講座日程・教室一覧
https://www.sanko-fukushi.com/form2/schedule/index/

一般用

研修機関が公表すべき情報の内訳

研修機関情報

法人情報☆ ☆リンク先
三幸福祉カレッジ　公式ホームページ
会社概要
https://www.sanko-fukushi.com/profile/index.html

研修機関情報☆

事業所名称・住所
株式会社日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ

東京都新宿区西新宿1-23-7　新宿ファーストウエスト７F

松本　義正

研修カリキュラム

科目別シラバス

１．職務の理解

①多様なサービスの理
解

②介護職の仕事内容や
働く現場の理解

２．介護における尊厳の保持・自立支援

①人権と尊厳を支える介
護

②自立に向けた介護

研修事業情報

研修の概要

介護職員初任者研修における知識・技術を習得することを目的とする者
介護・福祉の仕事への就業を希望している者

①職務の理解実施、自宅学習課題確認（全15日、132時間（オリエンテーション等含む））
②翌週より講義開始
③自宅学習課題回収、添削、返却
④振り返り、修了試験実施
⑤修了試験実施、修了
　※試験不合格者は他クラスにて再試験実施

定員　　　：　12～24名/1クラス
指導者数：　36名

（Ａ）案内書に同封の受講申込書を郵送またはファックス、もしくはホームページより申し込みを行う。
　　→事前にスクーリングの希望会場・希望日程の空き状況の確認を行うことも可能。
（Ｂ）申込内容をもとに、受講受け入れ可能者に対して以下の２点を送付。
　　①教材
　　②受講料振込案内（受講の手引き）
　　　（８日以内に教材返却の場合は申込解除とし、クーリングオフができる）
また、定員以上に達した場合は、受講条件を満たす申込者のうち先着順にて受講していただく。
（Ｃ）振込確認をもって受講手続きを完了とする。

（受講料・テキスト代込）
　定価：79,800円(税別)　　（納付期限）受講申込確認書到着後１０日以内

※社内規定により、上記の受講料より割引を適用する場合があります。

留意事項、特徴、受講者へメッ
セージ

受講にあたっての留意事項は以下のとおりです。

三幸福祉カレッジ介護職員初任者研修においては講義演習一体型の実践に役立つ講義を行います。
介護をしっかり学びたい皆さまの積極的なご参加をお待ちしてます。

【持ち物】
（全日程）エプロン、筆記用具、受講手引き、受講証、テキスト
（実技）上記＋該当講義使用物品

【出席の取扱いについて】（通信）
交通機関の遅延証明書がある場合のみ、かつ10分未満の遅刻であれば出席とみなす。ただし、初日に限り遅延証明書がなくても10分未満の
遅刻であれば出席とします。
遅延証明書がない、またはあっても10分以上の遅刻の場合は欠席とします。

次の条項の一に該当する者は、受講を取消すことができる。
(１)　意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
(２)　学習の秩序を乱し、その他の受講生としての本分に反した者
(３)　当社の定める受講料支払規定に反する者
(４)　当研修を通して介護職員としての資質に著しく欠けると判断した者

【施行細則】
この学則に必要な細則並びに、この学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当社がこれを定めます。



介護環境の特徴の理解

専門職としての介護の視点
他職種連携

②介護職の職業倫理 利用者、家族との関係

サービス提供と安全管理体制

リスクマネジメント

感染対策のための基本的知識

介護従事者の健康管理

介護保険制度の創設の背景及び目的、動向

介護保険制度の仕組みの基本的理解

制度を支える組織・団体の機能と役割、財源

医行為と非医行為

医療・看護職とのチームケア

リハビリテーション職種との連携

障害者福祉制度の理念

障害者自立支援制度の仕組みの基礎的理解

個人の権利を守る制度の概念

介護におけるコミュニケーションの技法

利用者・家族とのコミニケーションの実際

利用者の状況・状態に応じたコミュニケーション技術の実際

チームアプローチ

観察、記録、情報伝達

演習

老年期の発達と心の変化

老化に伴うからだの変化
高齢者に多い病気の基礎知識
高齢者に多い病気とその日常生活の留意点
認知症介護の基本原則

最新の認知症ケア

認知症の基礎知識

認知症の原因疾患

中核症状と行動・心理症状

認知症に伴うこころとからだの変化

認知症の人の対応

認知症家族介護者の理解

認知症をもつ人の声、そして家族の声

障害の概念とＩＣＦ

障害者福祉の基本理念

身体障害

知的障害

精神障害

難病（特定疾患）

③家族の心理、かかわり
支援の理解

家族への支援

①介護の基本的な考え
方

介護の基本的考え方

高齢者の心理

自己実現と生きがいづくり

人体各部の名称 

骨格・関節・筋の働き 
中枢神経系・末梢神経系 
バイタルチェック 
運動動作に関する 基礎知識
家事支援の必要性と目的
信頼関係の構築と秘密保持
利用者に合わせた生活
家事支援の介護技術
住環境整備
福祉用具の活用

整容に関する基礎知識 衣類着脱の介護

日常着の着替え
和式寝まきの交換

体位・姿勢の介護

褥瘡の予防
体位・姿勢の介護の実際
移乗の介護
移動の介護 車椅子
移動の介護 歩行

食事に関する基礎知識

食事の介助
口腔ケアの支援技術
口腔ケアの支援技術
健口体操

入浴・清潔保持に関する 基礎知識

蒸しタオルでの清拭  フットケアの介護
洗髪の介護

排泄に関する基礎知識

排泄の介護
排泄の介護
◦睡眠の意味と仕組み
◦睡眠の状態と睡眠障害の原因把握
◦安眠への支援
◦寝具の整え方の持つ意味 ◦寝具の整え方の介護
◦ベッドの機能と取扱  ◦シーツの扱い方
オープンベッド
臥床上のシーツ交換

終末期ケアに関する基礎知識

終末期ケア
家族へのケア
介護過程の目的と意義
介護過程の展開
介護過程と チームアプローチ
介護過程の展開
介護過程の展開

演習２
要支援者への支援
演習１
要介護者・家族介護者への支援

①振返り 振返り

②就業への備えと研修
終了後における継続的
な研修

質の向上と人材育成

①介護職の役割、専門
性と他職種との連携

③介護における安全の
確保とリスクマネジメント

④介護職の安全

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携

①介護保険制度

②医療との連携とリハビ
リテーション

③障害者総合支援制度
およびその他の制度

研修カリキュラム

科目別シラバス

３．介護の基本

７．認知症の理解

①認知症を取り巻く状況

②医学的側面から見た
認知症の基礎と健康管
理

③認知症に伴うこころと
からだの変化と日常生活

④家族への支援

８．障害の理解

①障害の基礎的理解

②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

５．介護におけるコミュニケーション

①介護におけるコミュニ
ケーション

②介護におけるチームの
コミュニケーション

６．老化の理解

①老化に伴うこころとか
らだの変化と日常

②高齢者と健康

⑪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

⑫死にゆく人に関したこ
ころとからだのしくみと自
立に向けた介護

⑬介護過程の基礎的理
解

⑭総合生活支援技術演
習

１０．振返り

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

②介護に関するこころの
しくみと基礎的理解

③介護に関するからだの
しくみの基礎的理解

④生活と家事

⑤快適な住環境整備と
介護

⑥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

⑦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

⑧食事に関したこころと
からだのしくみと自立に
向けた介護

⑨入浴、清潔維持に関
連したこころとからだのし
くみと自立に向けた介護

⑩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

研修事業情報



7.5時間

3時間

7.5時間

3時間

3時間

3時間

1.5時間

11.5時間

39.5時間

通信課程の教材・指導体制・指
導方法・課題

修了評価
修了評価の方法、評価者、再
履修等の基準

講師氏名 資格

橋本由香子 介護福祉士

田上真澄 介護福祉士

青木雅子 介護福祉士

三澤いずみ 介護福祉士

矢島幸子 介護福祉士

砂川祥子 介護福祉士

大塚　恵子 介護福祉士

嶋﨑　あけみ 介護福祉士

佐々木　美幸 介護福祉士

内門　陽子 介護福祉士

山口　智緒 介護福祉士

山崎　学 介護福祉士

西村　文子 介護福祉士

飯田　眞由美 介護福祉士

河口　みゆき 介護福祉士

濱田　要一 介護福祉士

伊藤　朝美 介護福祉士

大野　由美子 介護福祉士

木村　真佐子 社会福祉士

宮田　知恵子 介護福祉士

唐橋　広子 介護福祉士

西郷　美穂子 介護福祉士

松尾　孝子 看護師

太田　美和 看護師

江口　智子 看護師

研修カリキュラム

科目別担当教官名

１．職務の理解
橋本　由香子、田上　眞澄、青木　雅子、三澤　いずみ、矢島　幸子、砂川　祥子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門　陽子、山口
智緒、山崎　学、西村　文子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、
河口　みゆき、小嶋　梨香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智子、木村　和
美、竹本　順子、片山　久王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、岡本　直樹、松橋　美奈子

２．介護における尊厳の保持・自立支援

橋本　由香子、田上　眞澄、青木　雅子、三澤　いずみ、矢島　幸子、砂川　祥子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門　陽子、山口
智緒、山崎　学、西村　文子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、
河口　みゆき、小嶋　梨香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智子、木村　和
美、竹本　順子、松尾　孝子、江口　智子、片山　久王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、太田　美
和、スターリング　次子、岡本　直樹、松橋　美奈子

６．老化の理解

橋本　由香子、田上　眞澄、青木　雅子、三澤　いずみ、矢島　幸子、砂川　祥子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門　陽子、山口
智緒、山崎　学、西村　文子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、
河口　みゆき、小嶋　梨香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智子、木村　和
美、竹本　順子、片山　久王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、松尾　孝子、太田　美和、スターリン
グ　次子、岡本　直樹、松橋　美奈子

７．認知症の理解

橋本　由香子、田上　眞澄、矢島　幸子、砂川　祥子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門　陽子、山口　智緒、山崎　学、西村　文
子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、河口　みゆき、小嶋　梨
香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智子、木村　和美、竹本　順子、片山　久
王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、松尾　孝子、山﨑　美保、江口　智子、太田　美和、スターリン
グ　次子、岡本　直樹、松橋　美奈子

８．障害の理解
橋本　由香子、田上　眞澄、矢島　幸子、砂川　祥子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門　陽子、山口　智緒、山崎　学、西村　文
子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、河口　みゆき、小嶋　梨
香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智子、木村　和美、竹本　順子、片山　久
王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、岡本　直樹、松橋 美奈子

１０．振返り
研修全体を通して身につけた知識・技術を自己評価によって再確認し、さらに講師か
らのフィードバックやアドバイスを行う。また就業やスキルアップについても理解を深
める。

３．介護の基本

橋本　由香子、田上　眞澄、青木　雅子、三澤　いずみ、矢島　幸子、砂川　祥子、大塚　恵子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門
陽子、山口　智緒、山崎　学、西村　文子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西
郷　美穂子、河口　みゆき、小嶋　梨香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智
子、木村　和美、竹本　順子、片山　久王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、松尾　孝子、山﨑　美
保、岡本　直樹、松橋　美奈子

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携
橋本　由香子、田上　眞澄、矢島　幸子、砂川　祥子、佐々木　美幸、内門　陽子、山口　智緒、山崎　学、濱田　要一、伊藤　朝
美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、小嶋　梨香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋
本　浩、渡邊　美智子、木村　和美、竹本　順子、片山　久王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、小宮　浩伸、松尾　孝子

５．介護におけるコミュニケーション

橋本　由香子、田上　眞澄、青木　雅子、三澤　いずみ、矢島　幸子、砂川　祥子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門　陽子、山口
智緒、山崎　学、西村　文子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、
河口　みゆき、小嶋　梨香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智子、木村　和
美、竹本　順子、片山　久王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、松尾　孝子、山﨑　　美保、岡本　直
樹、松橋　美奈子

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

橋本　由香子、田上　眞澄、青木　雅子、三澤　いずみ、矢島　幸子、砂川　祥子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門　陽子、山口
智緒、山崎　学、西村　文子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、
河口　みゆき、小嶋　梨香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智子、木村　和
美、竹本　順子、片山　久王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、松尾　孝子、岡本　直樹、松橋　美奈
子、小林　桂子、山﨑　美保

１０．振返り

橋本　由香子、田上　眞澄、青木　雅子、三澤　いずみ、矢島　幸子、砂川　祥子、嶋﨑　あけみ、佐々木　美幸、内門　陽子、山口
智緒、山崎　学、西村　文子、飯田　眞由美、濱田　要一、伊藤　朝美、大野　由美子、宮田　知恵子、唐橋　広子、西郷　美穂子、
河口　みゆき、小嶋　梨香、前島　克美、高橋　政之、岡本　徳子、藤村　真理、橋本　浩、角田　史子、渡邊　美智子、木村　和
美、竹本　順子、片山　久王、小山松　祐子、木村(髙橋)　真佐子、石川　愛美、小宮　浩伸、岡本　直樹、松橋　美奈子

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

実技演習を中心に、講義・資料等を使いながら、様々な基本介護技術について理解
を深める。
また、実技体験を通して介護職としてだけでなく、利用者の立場についても理解を深
める。

講義を通して介護職としての心構え、留意点を学ぶ

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携 講義を通して必要となる法制度や専門知識への理解を深める

５．介護におけるコミュニケーション 介護業務に携わる上で必要となるコミュニケーションを学ぶ

６．老化の理解 講義・資料等を通して老化が日常生活に与える影響を様々な視点で学ぶ

平成12年から現在まで訪問介護員として介護職に従事している

平成11年より特別養護老人ホームにて介護職員として勤務し、現在は介護福祉施設にてケアマネージャーとして
勤務

（通信）

科目別通信・事前・事後学習と
する内容及び時間

２．介護における尊厳の保持・自立支援

３．介護の基本

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携

５．介護におけるコミュニケーション

６．老化の理解

７．認知症の理解

８．障害の理解

９．こころとからだのしくみと生活支援技術

合計

①開講日以降で全3課題のレポート提出を持参又は郵送
②評価は100点満点中70点を理解度に達する基準点とし、これに達しない場合は再提出
③受講生フォローとして
　　Ａ、課題提出時に同封できる質問用紙の用意と解答の対応
　　Ｂ、課題採点返送時解説書の同封
　　Ｃ、スクーリング時の質問対応を行う。
　　（但し、この場合授業開始前並びに授業終了後、通信教育部分での質問があるものが演習担当講師の学科対応可能部分に対して理解度
の向上のための質問に限ることとし、この限りにない場合はA及びBでの対応とする）

（１）技術演習における習得度評価：評価は講義担当講師が実施。
（２）全科目の修了時に、１時間の筆記試験による修了評価を実施、評価者は最終日担当講師。
（３）通学のカリキュラムを全て出席し、通信添削課題が認定基準を超えており、
　　上記（１）及び（２）において認定基準を超えている受講生に対し、修了証明書を発行する。

略歴・現職

平成10年より訪問介護員として介護職に従事し、現在は介護福祉施設にてケアマネージャーとして勤務

平成9年より訪問介護員として介護職に従事し、現在は介護福祉施設にてケアマネージャーとして勤務

研修事業情報

科目別特徴

１．職務の理解
講義・DVD視聴、担当講師の現場体験などを交え、介護職として働くイメージを深め
る。
研修全体の流れや留意点などのオリエンテーションを行う。

２．介護における尊厳の保持・自立支援 講義・事例検討等を通して、自立支援・予防介護に関する理解を深める

３．介護の基本

７．認知症の理解 講義を通して認知症について様々な視点から、しっかりと理解を深める

８．障害の理解
講義を通して障害に関する基礎知識を学ぶ。また家族への支援についても理解を深
める

平成11年より訪問介護員として介護職に従事し、現在はグループホームにてケアマネージャーとして勤務

平成13年より介護福祉施設にて介護職員として勤務経験有

平成元年より訪問介護員として介護職に従事し、現在はNPO法人にて相談業務に従事している

昭和58年より特別養護老人ホームにて介護職員として勤務し、現在はデイサービスセンターにて介護職員として
勤務

平成18年よりグループホームにて介護職員として勤務し、現在は介護福祉施設にて介護職員として勤務

平成14年よりグループホームにて介護職員として勤務し、現在は介護福祉施設にてケアマネージャーとして勤務

昭和58年より病院にて看護師として勤務し、平成23年12月から介護福祉施設にてデイサービス看護師として勤務
経験有

平成10年より病院での看護経験有

昭和62年より病院にて看護・介護の経験有

平成14年より特別養護老人ホームにて介護職員として勤務し、現在はケアマネージャーとして勤務

平成11年より訪問介護員として介護職に従事し、現在は介護福祉施設にてケアマネージャーとして勤務

平成9年より老人保健施設にて介護職員として勤務し、現在は介護福祉施設にて介護職員として勤務

平成11年より介護老人保健施設にて介護職員として勤務

平成14年より介護福祉施設にて介護職員として勤務

平成18年より介護福祉施設にて介護職員として勤務

講師情報 名前、略歴、現職、資格

訪問介護事業所で介護の経験有

平成17年より特別養護老人ホームにて介護職員として勤務

平成11年より介護福祉施設にて介護職員として勤務

平成15年より特別養護老人ホームにて介護職員として勤務

昭和61年より障害者支援施設にて介護職員として勤務経験有

平成15年より訪問介護事業所にて訪問介護員として勤務し、現在は介護福祉施設にて介護職員として勤務



石川　愛美 介護福祉士

小山松　祐子 介護福祉士

片山　久王 看護師

小嶋　梨香 介護福祉士

山崎　美保 看護師

岡本　徳子 介護福祉士

橋本　浩 介護福祉士

木村　和美 介護福祉士

渡邊　美智子 介護福祉士

角田　史子 介護福祉士

竹本　順子 介護福祉士

岡本　直樹 介護福祉士

松橋　美奈子 介護福祉士

過去の研修実施回数
（年度ごと）

過去の研修述べ参加人数
（年度ごと）

事業所名称

住所

電話番号

FAX番号

担当者・役職

連絡先

担当者・役職

連絡先

平成23年よりデイサービス等で介護の経験有

平成17年より障害者生活支援施設や、社会福祉協議会等で介護の経験有

実績情報

【令和1年度】　　　65回
【令和2年度】　　　72回
【令和3年度】　　　44回

【令和1年度】　　　598人
【令和2年度】　　　489人
【令和3年度】　　　566人

平成7年より訪問介護事業所にて訪問介護職としての経験有

平成8年より病院でリハビリ助手や看護・介護の経験有

平成11年よｒ介護老人保健施設や特別養護老人ホーム等で介護の経験有

平成12年より、有料老人ホームや訪問介護事業所、病院等での看護経験有

平成10年より、救護施設や社会福祉協議会、病院などで介護職の経験有

平成12年より老人保健施設や訪問介護事業所で介護の経験有

講師情報 名前、略歴、現職、資格

平成25年より福祉用具専門相談員として介護の経験有

令和3年よりデイサービスにて生活相談員として介護の経験有

平成20年より訪問介護事業所で介護の経験有

平成12年より訪問介護事業所で介護の経験有

平成16年より病院や訪問介護事業所等で介護の経験有

統括部長　松本　義正

03-3343-2916　【営業時間】　平日8:50～18：00

質を向上させるための取り組み 講義終了後、受講アンケートや講師アンケートを取らせて頂き、講義や運営環境の質向上に役立てます。

連絡先等

申込・資料請求先

株式会社日本教育クリエイト　三幸福祉カレッジ

東京都新宿区西新宿1-23-7　新宿ファーストウエスト７F

03-3343-2916

03-3343-2912

法人の苦情対応者名・役職・連
絡先

㈱日本教育クリエイト　総務部

03-5909-1519

事業所の苦情対応者名・役職・
連絡先



令和4年3月18日 時点 別添様式２

１ 事業所の名称及び所在地

２ 研修事業の名称

３ 研修課程及び形式

４ 開講の目的

松本　義正

松本　拓巳 ・佐々木　美幸

三幸福祉カレッジ
03-3343-2916

７ 募集方法（募集開始時期・
   受講決定方法を含む）
   受講手続及び本人確認方法

８ 受講料、テキスト代
　 その他必要な費用

９ 研修カリキュラム

１０ 通信形式の場合
　　　その実施方法
  ・添削指導及び面接指導
    実施方法
  ・評価方法及び認定基準
  ・自宅学習中の質疑等への
　　対応方法

横浜　第2会場 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15　横浜STビル4F　E教室

横浜　第3会場 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15　横浜STビル4F　F教室

武蔵小杉会場 〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子921明治安田生命小杉ビル7F

藤沢第4会場 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢496番地　藤沢森井ビル　6階　B教室

相模大野第2会場 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-15　東邦ビル相模大野 4階

①通信による学科学習の方法は、原則開講日以降で全3課題のレポート提出を持参又は郵送により行い理解度
の達成をはかることとする。
②評価は100点満点中70点を理解度に達する基準点とし、これに達しない場合は再提出による理解度の確認を
再度求める。尚こうした場合又はやむを得ず提出期限、単位取得期限に遅れたものに関しては、必ず演習開
催中にその単位取得を求めることとする。
③個別学習により生じる一人よがりや思い込みを防ぐ学習のフォローについて
　　Ａ、課題提出時に同封できる質問用紙の用意と解答の対応
　　Ｂ、課題採点返送時解説書の同封
　　Ｃ、通学時の質問対応を行う。
　　（但し、この場合授業開始前並びに授業終了後、通信教育部分での質問があるものが演習担当講師の学
科対応可能部分に対して理解度の向上のための質問に限ることとし、この限りにない場合はA及びBでの対応
とする）

１１ 研修会場
（名称及び所在地）

別添様式３のとおり

学　則
事業所名称　　株式会社日本教育クリエイト　三幸福祉カレッジ
所在地　　　　　東京都新宿区西新宿1-23-7　新宿ファーストウエスト７F

三幸福祉カレッジ　介護職員初任者研修（通信）

介護職員初任者研修課程　　　（　通学　・　通信　）

高齢者の増大かつ多様化したニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、必要な知識、
技術を有する訪問介護員の養成を行い、広く福祉社会に貢献することを目的とする。

５ 研修責任者及び
   研修コーディネーター
   の氏名
   研修担当部署
   研修担当者及び連絡先

研修責任者

研修コーディネーター兼研修担当者

研修担当部署
電話番号

６ 受講対象者（受講資格）及び
定員

受講対象者（受講資格）
（1）介護職員初任者研修における知識・技術を習得することを目的とする者

定員　12　名　または　24　名
横浜第2会場・横浜第3会場・武蔵小杉会場・相模大野第2会場・藤沢第4会場

※募集状況により定員を変更する場合があります。詳細はお問合せください。

（Ａ）ホームページにて、または案内書に同封の受講申込書を郵送もしくはファックスにて申し込みを行
う。
　　→事前に通学の希望会場・希望日程の空き状況の確認を行うことも可能。
（Ｂ）申込内容をもとに、受講受け入れ可能者に対して主に以下の2点を送付。
　　①教材（受講の手引き）
　　②受講料振込案内
※なお、定員以上に達した場合は、受講条件を満たす申込者のうち先着順にて受講していただく。
（Ｃ）振込確認をもって受講手続きを完了とする。

募集開始時期　　開講日が属する月の最大4か月前の1日より開始
本人確認方法　　①受講開始前に本人確認用書類原本と写しを初日に持参するよう通達
　　　　　　　　②開講初日、本人が持参する書類の原本と写しを確認し、写しのみ回収。

（受講料・テキスト代込）
　定価：87,780円(税込)

（納付期限）受講申込確認書類の到着後10日以内

※社内規定により、上記の受講料より割引を適用する場合があります。



令和4年3月18日 時点 別添様式２

学　則
１２ 使用テキスト
（副教材も含む）

１４ 欠席者の取り扱い
（遅刻・早退の扱い含む）
補講の取り扱い
（実施方法及び費用等）

１５科目免除の取り扱い
　その手続き方法

交通機関の遅延証明書がある場合のみ、かつ10分未満の遅刻であれば出席とみなす。ただし、初日に限り遅
延証明書がなくても10分未満の遅刻であれば出席とみなす。
遅延証明書がない、またはあっても10分以上の遅刻の場合は欠席とする。
また、やむを得ず欠席する場合は必ず同科目の振替受講を受けること。
研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者については、受講会場の別日程または
他会場にて同科目の振替受講を受けることにより、科目履修完了とする。
振替の申し出は、事前予約を原則とする。
振替受講に係る受講料は無料とする。

免除の取扱いはないものとする。

１６ 解約条件及び
　　 返金の有無

【受講生からのキャンセル】
教材到着後8日以内かつ通学講習の開始前に電話または書面にてキャンセルの連絡があった場合、
1、教材の使用有無に関わらず、受講生負担で教材を返送していただく。
2、既に入金が済んでいる場合は、振込手数料を引いた差額を返金。
※教材到着後9日以上経過している場合や教材到着後8日以内であっても通学講習が開始されている場合は、
キャンセルの連絡があってもキャンセル対象とはならず、受講料は全額お支払いいただく。

【当社からのキャンセル】
1、応募者が2名以下の場合、該当クラスは開講しないこととし、受講生にクラス変更またはキャンセルを連
絡する。
2、既に入金済みでキャンセルを希望された場合、受講料全額を返金する。
※「20　その他研修実施に係る留意事項」に記載する退校処分の取扱いによって退校と判断した場合は、返
金については状況に応じて判断することとする。

介護職員初任者研修テキスト（2訂2版・ルビ有）1～3巻
一般財団法人　長寿社会開発センター　発行

１３ 研修修了の認定方法
　　　（習得度評価方法含む）

修了の認定は、初任者研修カリキュラムを全て履修し、修了認定会議で修了と認められた者とする。
（１）技術演習における習得度評価
「こころとからだのしくみと生活支援技術」の次の項目について、各演習時間内で技術習得度の評価を行
う。チェックリストによりA・B・Cの3区分で評価を行い、A・Bのものを一定レベルに達しているものとす
る。
⑥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
⑦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
⑧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
⑨入浴、清潔維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
⑩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
⑪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
⑭総合生活支援技術演習

（評価区分）
　A：基本的な介護が的確にできる
　B：基本的な介護がおおむねできる
　C：できない

（２）全科目の修了時に、１時間の筆記試験による修了評価を実施する。
　　次の評価基準により、C以上を評価基準を満たしたものとして認定する。
　　　A＝90点以上、B＝80～89点、C＝70～79点、D＝70点未満

（３）通学のカリキュラムを全て出席し、通信添削課題が認定基準を超えており、
　　上記（１）及び（２）において認定基準を超えている受講生に対し、修了証明書を発行する。
（修了評価試験での基準以下の時の取扱い）
弊社が実施する会場での別日程にて再試験を実施する(筆記試験のみ事務所で受講する事も可)。
再試験に係る費用は無料とする。



令和4年3月18日 時点 別添様式２

学　則

１７ 情報開示の方法
　（ホームページアドレス等）

１８ 受講者の個人情報の
　　　取り扱い

１９ 修了証明書を亡失・
　　　棄損した場合の取り扱い

２０ その他研修実施に係る
　　留意事項

弊社は受講申込者の住所・氏名・電話番号及びe-mailアドレスなど、個人を識別できる情報（以下「個人情
報」とする）を、次の目的でご提供頂いており、弊社の個人情報保護規定に従い厳重に管理し他の目的には
使用いたしません。
・　講座受講を円滑に行うため
・　受講中または受講後の就職（進路）または転職に関する情報提供、アンケート調査のため
・　受講中の講座カリキュラム、講師、講座運営に関するアンケート調査のため
・　三幸福祉カレッジの講座等その他サービスに関する案内、資料送付のため
なお、修了者名簿は介護保険法施行令第３条第２項第２号イの規定により、県に提出する。

亡失・棄損した場合は、受講生本人の申請により再交付する。
再発行手数料は、手数料で1,000円（税込）、それに加えて１枚の発行につき1,000円（税込）ずつ加算す
る。
①修了証再発行申請用紙を受講生へ送付する。
②受講生が申請用紙に必要事項を記入し、三幸福祉カレッジへ送付する。
③新しい修了証を発行し、受講生の自宅へ送付。手数料は、代引きで受け取りの際に現金にて請求。

【退校処分の取扱いについて】
次の条項の一に該当する者は、受講を取消すことができる。
(１)　意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
(２)　学習の秩序を乱し、その他の受講生としての本分に反した者
(３)　当社の定める受講料支払規定に反する者
(４)　当研修を通して介護職員としての資質に著しく欠けると判断した者
【施行細則】
この学則に必要な細則並びに、この学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当社がこれを定
める。

当社ホームページにて、以下の内容を情報開示する。
【三幸福祉カレッジ公式ホームページ　講座情報】
https://www.sanko-fukushi.com/cms/wp-content/themes/sanko-
fukushi/include/img/pages/info_pdf_file/yokohama.pdf
（１）研修機関情報　法人格・法人名称・住所等・代表者名・研修事業担当理事・取締役・
　　　　　　　　　　事業者名称・住所等・理念・学則・研修施設・設備
（２）研修事業情報　対象・研修のスケジュール・定員・研修受講までの流れ・費用・
　　　　　　　　　　留意事項・特徴・受講者へのメッセージ・課程編成責任者名・
　　　　　　　　　　科目別シラバス・科目別担当教官名・
　　　　　　　　　　科目別特徴・科目別通信・通信課程の教材・修了評価の方法
（３）講師情報　　　氏名・資格・略歴・現職
（４）実績情報　　　過去の研修実施回数・過去の研修延べ参加人数
（５）連絡先等　　　申込・資料請求先・法人、事業者の苦情対応者名・役職・連絡先
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更新日 2020/8/31 別添様式４

事業者名　：株式会社日本教育クリエイト

研修事業の名称　：三幸福祉カレッジ　介護職員初任者研修（通信）

時間数

6.0時間

２　　介護における尊厳の保持・自立支援　（　９時間）

時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

人権と尊厳の保持

≪講義≫
人間の尊厳と自立、生存権、個人の尊厳と法制度、エンパワメント、
ノーマライゼーション、個別ケア
≪演習≫
事例を通して障害者の社会参加、その人の望む生活を考え、意見交換

ICF
≪講義≫
ICIDHからICFに至る変遷・違い、QOL

虐待防止・身体拘束禁止
≪講義≫
虐待の種類・定義、アドボカシー、個人情報保護法、成年後見制度、日
常生活自立支援事業

3.0時間 0.0時間 3.0時間

1-7
1-8
1-9

9.0時間 1.5時間 7.5時間

時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

2.00時間 0.00時間 2.00時間

1-10
1-11
1-12

0.25時間 0.00時間 0.25時間 1-13

介護における安全の確保
≪講義≫
安全管理体制、介護リスク、インシデント、高齢者の三大事故

事故予防、安全対策
≪講義≫
リスクマネジメント、予防と事故対策、事故報告書

感染対策

≪講義≫
接触感染、飛沫感染、空気感染、血液感染。感染と感染症の違い、スタ
ンダードプリコーション(感染経路を断つ)
≪演習≫
ガウン・グローブテクニック

健康管理とストレスマネジ
メント

≪講義≫
身体的疲労と精神的疲労、腰痛の発生要因、ストレス対策

6.00時間 3.00時間 3.00時間

介護職員初任者研修の位置づけ 2025年問題、介護職の必要性、初任者研修の位置づけ、到達目標、キャリアパス

②介護職の仕事内容や働く現場の理
解

3.0時間

介護職の仕事と働く場所

≪演習≫
介護のイメージについて意見交換し、専門職であることの意識を持ってもらう。
≪講義≫
介護職の仕事と働く場所、介護の方的な位置づけを解説。
訪問介護・介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護をDVDで視聴し、他のサービスも含めて解説。

介護の業務、介護保険サービス利用
までの流れ

≪講義≫
身体介護、生活援助、社会生活支援、ADL・IADL、介護サービス利用までの流れ

介護職員初任者研修カリキュラム（通信課程用）

1  職務の理解（　６時間）

項目名 講義内容及び演習の実施方法

①多様なサービスの理解 3.0時間

介護の社会化と介護保険制度の創設
≪講義≫
介護保険創設の背景、なぜ介護保険制度が必要になったのか。
従前の制度の問題点及び介護保険との違い、介護保険導入の意義など

介護保険制度における多様なサービ
ス

≪講義≫
介護保険制度における多様なサービス、介護保険外のサービス、地域支援事業の解説
サービスの利用手続きを簡単に説明。介護給付・予防給付・総合事業など説明

②自立に向けた介護 ≪添削課題出題ポイント≫
自立支援、介護予防、介護予防・日常生活支援総合事業

合計

3   介護の基本（　　６時間）

項目名
講義内容及び演習の実施方法

通信課題の概要

合計

項目名
講義内容及び演習の実施方法

通信課題の概要

①人権と尊厳を支える介護 6.0時間 1.5時間 4.5時間

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

≪添削課題出題ポイント≫
尊厳の保持、QOL、ノーマライゼーション、高齢者虐待、身体拘束、尊厳と介護保険

④介護職の安全 1.00時間 0.50時間 0.50時間 1-15
≪添削課題出題ポイント≫
腰痛の発生要因

①介護職の役割、専門性と他職種と
の連携

≪添削課題出題ポイント≫
介護サービスの特性、施設介護、介護に関わる職種について

②介護職の職業倫理 ≪添削課題出題ポイント≫
倫理と規範

③介護における安全の確保とリスク
マネジメント

2.75時間 2.50時間 0.25時間 1-14

≪添削課題出題ポイント≫
高齢者の事故

合計
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時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

介護保険制度の仕組みの基
礎的理解

≪講義≫
介護保険制度の基本的仕組み、地域密着型サービスの仕組み、認定の流
れ、地域支援事業、償還払い方式・法定代理受領払い方式の違い、介護
給付の種類、予防給付の種類、介護報酬、特定疾病
≪演習≫
介護保険制度に関するミニテスト、解説

制度を支える組織・団体の
機能と役割、財源

≪講義≫
サービス提供事業所、介護支援専門員、情報公表、国保連その他の組
織、介護保険事業計画、介護保険財政

ケアマネジメント
≪講義≫
介護保険制度におけるケアマネジメント(自立支援を目指すために)

4.0時間 0.0時間 4.0時間

1-17
1-18
1-19
1-20
1-21

3.0時間 0.0時間 3.0時間

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

9.0時間 1.5時間 7.5時間

５   介護におけるコミュニケーション技術（　6時間）

時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

介護におけるコミュニケー
ションの技法

≪講義≫
コミュニケーションの意義と構造、非言語的コミュニケーション、傾
聴、共感、受容、メーラビアンの法則、介護職による相談援助技術の特
徴
≪演習≫
言語的コミュニケーションのみで図形を伝え、双方向のコミュニケー
ションが正確な情報伝達のために重要であることに気付く。
・講師がが言語のみで、図を説明
・その説明を聞いて、受講生が描写
・近くの受講生同士で、同じ話でも聞き手ごとに受け取り方が違うこと
を体験

利用者・家族とのコミニ
ケーションの実際

≪講義≫
利用者の置かれている状況と心理の理解、高齢者とのコミュニケーショ
ンでの配慮、基本姿勢
家族介護者の心理ステップ、対人援助としての責務、真のレスパイトケ
アの提供、信頼関係の構築

利用者の状況・状態に応じ
たコミュニケーション技術
の実際

≪講義≫
視覚障害者、聴覚障害者、失語症者・構音障害者とのコミュニケーショ
ン、認知症の人の心理機能とコミュニケーション技術

チームにおけるコミュニ
ケーションの重要性

≪講義≫
チームケアにおけるコミュニケーションの重要性、同職種・多職種との
円滑なコミュニケーションを行うためのポイント

報告・連絡・相談
≪講義≫
報告、連絡、相談の重要性

記録

≪講義≫
記録の意義と目的、記録の種類

≪演習≫
記録を書く時の注意点、意識する事について意見交換し、書き方の留意
点を押さえる。

6.0時間 3.0時間 3.0時間

②医療との連携とリハビリテーション
≪添削課題出題ポイント≫
医行為でない行為、介護職が行う医行為、在宅ケアと施設ケア、医療との連携（コミュニケーショ
ン）、医療保健福祉分野の多職種連携コンピテンシー

③障害福祉制度その他制度
≪添削課題出題ポイント≫
障害者の自立と社会参加、自立支援給付、個人情報保護法、成年後見制度、日常生活自立支援事業

合計

項目名
講義内容及び演習の実施方法

通信課題の概要

４   介護・福祉サービスの理解と医療との連携（　　９時間）

項目名
講義内容及び演習の実施方法

通信課題の概要

①介護保険制度 2.0時間 1.5時間 0.5時間 1-16

≪添削課題出題ポイント≫
介護保険制度の目的と国民の努力義務

②介護におけるチームのコミュニ
ケーション

3.0時間 0.5時間 2.5時間
2-7
2-8
2-9

≪添削課題出題ポイント≫
報告、介護記録

①介護におけるコミュニケーション 3.0時間 2.5時間 0.5時間 2-6

≪添削課題出題ポイント≫
傾聴・共感的態度

合計
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６  老化の理解（　　6時間）

時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

老年期の発達と老化に伴う
心身の変化の特徴

≪講義≫
感覚・知覚の変化、加齢と感情の変化、喪失体験、適応規制(防衛機
制）、短期記憶とワーキングメモリ、長期記憶、知能の変化、性格の変
化、注意・反応の変化

老化に伴う心身の機能の変
化と日常生活への影響

≪講義≫
加齢と老化、フレイルと介護予防、人の体の成り立ち、身体的機能の変
化と日常生活への影響
≪演習≫
高齢者の図を使い、老化に伴う身体の変化を受講生が検討。講師が解説
する。

2.0時間 0.0時間 2.0時間

2-12
2-13
2-14

6.0時間 3.0時間 3.0時間

時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

0.25時間 0.00時間 0.25時間 2-15

1.50時間 0.00時間 1.50時間

2-16
2-17
2-18
2-19

認知症の人の生活障害、心
理・行動の特徴

≪講義≫
認知症による生活障害、認知症の中核症状、認知症の行動・心理症状
（BPSD）

認知症の利用者への対応

≪講義≫
パーソンセンタードケア、認知症の人の理解、関わり方、進行度に合わ
せたケア、行動・心理症状のアセスメントと自立・自律支援
≪演習≫
認知症利用者に関する事例をとおしてコミュニケーションと対応の仕方
を学ぶ

1.00時間 0.00時間 1.00時間
2-21
2-22

6.00時間 3.00時間 3.00時間

時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

0.50時間 0.00時間 0.50時間
3-1
3-2
3-3

0.75時間 0.00時間 0.75時間
3-5
3-6

3.00時間 1.50時間 1.50時間

②高齢者と健康 ≪添削課題出題ポイント≫
脳血管障害、誤嚥性肺炎、虚血性心疾患

合計

７  認知症の理解（　　6時間）

項目名
講義内容及び演習の実施方法

通信課題の概要

項目名
講義内容及び演習の実施方法

通信課題の概要

①老化に伴うこころとからだの変化
と日常

4.0時間 3.0時間 1.0時間
2-10
2-11

≪添削課題出題ポイント≫
加齢・老化に伴う変化、老化に伴う心身機能

④家族への支援 ≪添削課題出題ポイント≫
家族の介護負担、家族介護者への対応

合計

８  障害の理解（　　3時間）

項目名
講義内容及び演習の実施方法

通信課題の概要

①認知症を取り巻く状況 ≪添削課題出題ポイント≫
パーソンセンタードケア

②医学的側面から見た認知症の基礎
と健康管理

≪添削課題出題ポイント≫
アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、認知症の利用者の健康管理、血管性認知症

③認知症に伴うこころとからだの変
化と日常生活

3.25時間 3.00時間 0.25時間 2-20

≪添削課題出題ポイント≫
認知症の行動・心理症状

①障害の基礎的理解 ≪添削課題出題ポイント≫
障害の考え方、ICFとICIDH、ノーマライゼーション

②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

1.75時間 1.50時間 0.25時間 3-4

≪講義≫
3つの障害、ノーマライゼーション、リハビリテーション、インクルージョン、視覚障害、聴覚障害・
平衡機能障害、音声障害・言語障害、咀嚼機能障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、
強度行動障害、難病
≪演習≫
障害者を支援する時に大切なことについて意見交換。知らずに偏見を持っていないか、社会全体で支
える意識、寄り添う姿勢について説明。

≪添削課題出題ポイント≫
気分障害

③家族の心理、かかわり支援の理解 ≪添削課題出題ポイント≫
障害の受容の諸段階、家族支援サービス

合計
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項目名 時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

介護の基本的考え方

≪講義≫
理論と法的根拠に基づく介護（ICIDH・ICF）、我流介護の排除、基本的
な介護技術の原則、介護サービスのあり方の変容、介護人材の在り方
≪演習≫
事例をもとにICFシートを作成する。

重度化防止の視点
≪講義≫
介護予防とは、一次予防・二次予防・三次予防、介護予防プログラム

高齢者の心理

≪講義≫
加齢に伴う変化とその心理（振り返り）、心理・社会的環境の変化、外
的要因と内的要因の喪失体験がもたらす自己意識と自己像、エリクソン
の発達段階論

自己実現と生きがいづくり

≪演習≫
喪失体験事例をもとに、ふさぎ込んだ理由を検討する。
≪講義≫
自己概念と体験の歪曲・否認、自己有用感、マズローの欲求の5段階、生
きがいとは、生きがいの7つのポイント、生きがいづくり支援

項目名 時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

９  こころとからだのしくみと生活支援技術（　　75時間）

基
本
知
識
の
学
習

講義内容及び演習の実施方法
通信課題の概要

①介護の基本的な考え方 3.0時間 1.5時間 1.5時間

③介護に関するからだのしく
みの基礎的理解

4.0時間 4.0時間 0.0時間 -

≪講義≫
人体の各部の名称と動き、骨・関節・筋に関する基礎知識、高齢者の4大骨折、神経系に関するからだ
のしくみ、バイタルチェック（脈拍・心拍、血圧、体温、呼吸）
≪演習≫
隣同士で1分間の脈拍測定を行う。バイタルサインの個人差も理解する。

≪講義≫
ボディメカニクスの活用、原則
≪演習≫
・2人1組で立位姿勢（中腰と直立不動）を押し、安定と不安定を比較、体感する
・ベッド上で寝返り、体の動き方を検証する
・椅子から立ち上がり、重心線、重心移動の重要性を検証する
≪講義≫
介護職の姿勢とボディメカニクス（DVD視聴含む）

2-23
2-24
2-25

≪添削課題出題ポイント≫
法的根拠に基づく介護、理論に基づく介護、介護予防

②介護に関するこころのしく
みと基礎的理解

3.0時間 3.0時間 0.0時間 -

3.5時間 0.5時間 3.0時間

3-12
3-13
3-14
3-15

≪演習≫
居室環境のこだわりについて意見交換し、他人が勝手に自室をいじった場合の不快感・自分の選択で
生活を続ける大切さに気付いてもらう。
≪講義≫
住宅の役割と機能、高齢者や障害者の行動特性、住環境整備、福祉用具の活用

≪添削課題出題ポイント≫
住宅の役割と機能、住環境整備、住まい選び、高齢者や障害者の行動特性・バリアフリー、住宅の汚
れ・福祉用具の活用

生
活
支
援
技
術
の
講
義
・
演
習

講義内容及び演習の実施方法
通信課題の概要

④生活と家事 4.0時間 0.5時間 3.5時間

3-7
3-8
3-9
3-10
3-11

≪演習内容≫
家事援助とはどんな仕事内容か意見交換
≪講義≫
家事援助の3つの機能、生活障害、家事援助の必要性と目的、信頼関係の構築と秘密保持、利用者の価
値観に合わせた生活（自己実現）、家事援助のアセスメント、調理・掃除・洗濯・被服の基礎知識・
ポイント・支援過程

≪添削課題出題ポイント≫
生活支援、生活援助、掃除支援、洗濯、衣類・寝具の衛生管理

⑤快適な住環境整備と介護
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整容に関する基礎知識、整
容の介護、衣類着脱の介護

≪講義≫
整容の意味、衣類着脱の持つ意味、身だしなみ、心身機能の低下などに
よる身だしなみへの関心低下、DVD視聴

日常着の着替え
≪演習≫
・事例をもとに上衣の着脱・下衣の着脱
・別事例をもとに上衣の着脱・下衣の着脱、グループ発表

和式寝まきの交換

≪演習≫
・事例をもとに臥床上での浴衣への着替え
・別事例をもとに臥床上での浴衣への着替え、手順書作成、グループ発
表
≪講義≫
・DVD視聴

体位・姿勢の基礎知識、移
乗を行う際の環境整備

≪講義≫
廃用症候群（生活不活発病）、残存能力の活用、自立支援、基本姿勢、
移動・移乗空間、移乗介助の注意点

体位・姿勢の介護の実際

≪演習≫
基本姿勢の確認（ファーラー位、セミファーラー位、長座位）、背抜
き、視線、ベッド上の姿勢の不快感を体験し、声かけ・心配りについて
も学ぶ

安楽な体位、起き上がり
（仰臥位から端座位）

≪演習≫
仰臥位・側臥位の安楽な体位の保持
事例をもとに仰臥位から端座位へ体位変換

移乗・移動の介護の基本

≪講義≫
移乗・移動のもつ意味、移動・移乗介助のポイント、アセスメントの重
要性、車椅子移動の持つ意味、外出の持つ意味、DVD視聴
≪演習≫
仰臥位⇔端座位⇔（立位から）車椅子移乗、
事例をもとに、仰臥位⇔端座位⇔（立位から）車椅子移乗、手順書作
成、グループ発表

移動の介助、車椅子・歩行
の実技演習

≪講義≫
移動能力は自分らしい生活継続の一要素、外出時の環境整備、移動介助
と留意点、車椅子の構造と各部位の名称、車椅子の点検・走行中の注意
点・種類・選び方、杖歩行等の介助のポイントと注意点、DVD視聴
≪演習≫
車椅子によるパレットを使った段差の上り下り・狭い通路の通過、杖歩
行、手引き歩行
事例をもとに車椅子での移動と杖歩行、発表

食事に関する基礎知識、
ベッド上での食事介助

≪講義≫
食事をする意味、嚥下のメカニズム、DVD視聴
≪演習≫
・様々な姿勢やテーブルとの距離、腕の動かし方などで姿勢の重要性を
体験
・お弁当を利き手交換で食べ、不自由さや心理を体験
・2人1組でクロックポジションによる食事をし、説明の難しさ、食事は
楽しい・美味しいと感じたかなど意見交換
・事例をもとに、ベッド上（臥床上）での食事介助（飲み物、ヨーグル
ト、お弁当それぞれ少しずつ）、発表

口腔ケアの支援技術、機能
的な口腔ケア

≪講義≫
口腔ケアの意義、口腔のしくみと働き、口腔ケアの基本、口腔ケアの種
類、DVD視聴
≪演習≫
・型紙で作った義歯の装着と脱着
・歯磨き
・トロミ剤で作った模擬の残滓を口腔内に含み、スポンジブラシで取り
除く
≪講義≫
パタカラの効果
≪演習≫
パタカラの発音で歌を歌う

入浴介助の基本、入浴介助
に関連する福祉用具、入浴
介助を行う際の留意点、入
浴介助

≪講義≫
入浴の持つ身体的・心理的・社会的効果、羞恥心への配慮、入浴拒否の
背景を知り配慮の必要性を理解する、入浴介助のポイント、福祉用具の
説明

清潔保持

≪講義≫
全身清拭のポイント、手順、部分浴の効果、陰部洗浄、洗髪、DVD視聴
≪演習≫
・片麻痺の設定で浴槽への出入り
・ケリーパッドを使った洗髪（お湯があると想定）
・事例をもとにベッド上での清拭（蒸しタオル・片腕）を実施。湯温の
維持、心地よい拭き上げ方法、効果など、発表
≪講義≫
足浴の効果、足浴とフットケアの違い
≪演習≫
・事例をもとに椅座位での足浴、発表
・事例をもとにベッド上での手浴、発表
・事例をもとにベッド上での足浴、手順書作成、発表

生
活
支
援
技
術
の
講
義
・
演
習

≪添削課題出題ポイント≫
体位変換・車椅子の移動介助、歩行介助

⑧食事に関したこころとから
だのしくみと自立に向けた介
護

5.5時間 5.5時間 0.0時間 -

⑥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

6.0時間 6.0時間 0.0時間 -

⑦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

11.0時間 9.0時間 2.0時間
3-16
3-17
3-18

⑨入浴、清潔維持に関連した
こころとからだのしくみと自
立に向けた介護

8.5時間 7.0時間 1.5時間
3-19
3-20
3-21

≪添削課題出題ポイント≫
入浴の持つ意味、清拭、入浴中の介助のポイント
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項目名 時間数
通学

時間数
通信

時間数

添削
課題
番号

⑩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

6.0時間 6.0時間 0.0時間 - 排泄介助の基本

≪講義≫
排泄の持つ意味、排泄のしくみ、尿失禁、排便障害、排泄介助のポイン
ト、DVD視聴
≪演習≫
ポータブルトイレでの排泄介助、
事例をもとに、起床時のポータブルトイレでの排泄介助・発表
≪講義≫
尿器、差し込み便器、布おむつ、おむつカバー、テープ式紙おむつ、尿
取りパッド、リハビリパンツの使用目的・使用法説明、メリット・デメ
リットの説明
≪演習≫
事例をもとに、仰臥位でのおむつ交換（テープ式紙おむつ、パッドの交
換、陰部洗浄）、手順書作成、発表

睡眠に関する基礎知識、睡
眠の介護

≪講義≫
睡眠の意味、レム睡眠・ノンレム睡眠、高齢者の睡眠の特徴、不眠の背
景、安眠への支援、寝具の整え方の意味、寝具の整え方の原則、褥瘡、
DVD視聴

シーツ、オープンベッド、
ベッド上での介助・留意
点、臥床上のシーツ交換

≪講義≫
ベッドの機能、使用の留意点、付属品を含む名称
≪演習≫
・シーツのたたみ方（2人1組での観音開き）
・オープンベッドのデモンストレーション、実技演習（ベッドパット、
ラバーシーツ、横シーツ、掛物も使用）
・仰臥位から対面側臥位、上方移動、水平移動
・事例をもとに、臥床上でのシーツ交換（背面側臥位）、発表

⑫死にゆく人に関したこころ
とからだのしくみと自立に向
けた介護

3.0時間 3.0時間 0.0時間 - 老いと衰えの理解とその対
応、ターミナルケアの実際

≪講義≫
ターミナルケアとは、死に至るまでの一般的な経過、老いと衰えが進み
つつある時期のケア、医療との連携の仕方、看取りに向けた体制づく
り、臨終が近づいたときの症状や兆候とかかわり方、看取りの実際とグ
リーフケア、エンゼルケア
≪演習≫
事例をもとに、看取りに関わる際の介護職としての関わり方や家族への
支援について意見交換

時間数

75.0時間
通信時間数合計
11.5時間

１０　  振り返り（　４時間）

時間数

3.5時間

0.5時間

4.0時間

生
活
支
援
技
術
の
講
義
・
演
習

講義内容及び演習の実施方法
通信課題の概要

⑪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

5.5時間 5.5時間 0.0時間 -

≪講義≫
事例をもとに、フェイスシートの説明、アセスメントプロセスシートの解説
≪演習≫
・居宅サービス計画書と個別サービス計画とアセスメントプロセスシートの違いをワークシートへ、
受講生に聞きながら記入し、それぞれ役割と視点が違う事を解説
・アセスメントプロセスシートの記入（自身の課題を例に挙げて）で、考え方を理解する
・DVD視聴を視聴し、事例をもとに、アセスメントプロセスシートを作成する
・ICFシート作成

⑭総合生活支援技術演習 6.0時間

演習1
利用者（片麻痺）への支援

≪講義≫
事例を読み上げ、フェイスシートや演習手順について説明する
≪演習≫
事例をもとに、アセスメントプロセスシート作成、発表

演習2
利用者（認知症）への支援

≪講義≫
事例を読み上げ、フェイスシートや演習手順について説明する
≪演習≫
・事例をもとに、アセスメントプロセスシート作成
・事例をもとに、アセスメントプロセスシートに記入した内容に沿って、介助行為をグループで検討
し発表

項目名 講義内容及び演習の実施方法

生
活
支
援
技
術
演
習

⑬介護過程の基礎的理解 6.0時間

介護過程の目的・意義

≪講義≫
介護過程の目的と意義、ケアプランと個別援助計画の違い、ケアマネジメントと介護過程の違い
≪演習≫
居宅サービス計画書と個別サービス計画の違いをワークシートへ、受講生に聞きながら記入

介護過程の展開、介護におけるチー
ムの役割と重要性

≪講義≫
介護過程の展開、モニタリング、アセスメント、各専門職の役割と効果（チームアプローチ）

介護過程の展開の実際

②就業への備えと研修終了後におけ
る継続的な研修

事業所等における実例に学ぶ
≪講義≫
専門職としての心構え、チームケアの一員としての心構え、事業所等におけるOJT、Off-JT、介護プロ
フェッショナル・キャリア段位制度、今後の将来像

合計

全カリキュラム合計時間 130.0時間

合計
通学時間数合計
63.5時間

項目名 講義内容及び演習の実施方法

①振返り 学習到達度の振り返り

≪講義≫
振返りチェックシートにより、最終的な自己評価と課題の明確化を行う
≪演習内容≫
明確になった課題について、グループ内で発表・共有し、解決を図る。講師はラウンドし、解説する
などして、課題解決へ向けて導く



変更後 別添様式7

事業者名：株式会社 日本教育クリエイト
研修事業の名称：三幸福祉カレッジ　介護職員初任者研修（通信）

  １　　通学日程表

日程 時間 時間数

9：30～10：30 1 オリエンテーション、受講の留意点確認

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

16：20～17：50

9：30～11：00 1.5 ２① 人権と尊厳を支える介護

11：10～12：40 1.5 ４① 介護保険制度

13：30～15：00 1.5

15：10～16：10 1

16：10～16：40 0.5 ３④ 介護職の安全

9：30～11：00 1.5

11：10～12：10 1

12：10～12：40 0.5 ５②  介護におけるチームのコミュニケーション

13：30～15：00

15：10～16：40

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00 1.5 ８②
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

15：10～16：40 1.5 ９① 介護の基本的な考え方

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

16：50～17：50

9：30～10：00 0.5 ９⑤ 快適な居住環境整備と介護

10：00～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：10

16：10～16：40 0.5 9④ 生活と家事

9日目
5.5 ９⑧

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

8日目 6 ９⑥
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

7日目 6 ９⑦
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

5.5 ９⑪
睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向け
た介護

4 ９③ 介護に関するからだのしくみの基礎的理解

5日目

3 ９② 介護に関するこころのしくみの基礎的理解

6日目

4日目

3 ７③ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

3 ６① 老化に伴うこころとからだの変化と日常
相模大野第2会場

３③ 介護における安全の確保とリスクマネジメント

藤沢第4会場

2日目 武蔵小杉会場

3日目

５① 介護におけるコミュニケーション

3 １① 多様なサービスの理解
横浜第3会場

3 １② 介護職の仕事内容や働く現場の理解
1日目

横浜第2会場

標準研修日程表（通信課程用）

科目番号／項目番号／項目名 会場



日程 時間 時間数

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

16：50～17：50

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

9：30～11：00

11：10～12：40

13：30～15：00

15：10～16：40

9：30～11：00

11：10～12：40

12：50～13：20

14：20～14：50 0.5 １０② 就業への備えと研修修了後における継続的な研修

14：50～16：00 1 修了試験

＊オリエンテーション、修了評価試験も記載する。

15日目

3.5 １０① 振り返り

14日目 6 ９⑭ 総合生活支援技術演習

13日目 6 ９⑬ 介護過程の基礎的理解

3 ９⑦
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

12日目

3 ９⑫
死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末
期介護

11日目 7 ９⑨
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

6 ９⑩
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

科目番号／項目番号／項目名

10日目



２　通信添削課題提出期限

提出回

９⑨入浴、清潔維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

最終締切日 １４日目講義日

７④家族への支援

９①介護の基本的な考え方

第3回

８①障害の基礎的理解

第２回提出から
3～14日後

（9日目講義日）

８②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知識

８③家族の心理、かかわり支援の理解

９④生活と家事

９⑤快適な住環境整備と介護

９⑦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

第2回

４③障害者総合支援制度およびその他制度

第１回提出から
3～7日後

（6日目講義日）

５①介護におけるコミュニケーション

５②介護におけるチームのコミュニケーション

６①老化に伴うこころとからだの変化と日常

６②高齢者と健康

７①認知症を取り巻く状況

７②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

７③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

第1回

２①人権と尊厳を支える介護

開講から
7～12日後

（2日目講義日）

２②自立に向けた介護

３①介護職の役割、専門性と多職種との連携

３②介護職の職業倫理

３③介護職における安全の確保とリスクマネジメント

３④介護職の安全

４①介護保険制度

４②医療との連携とリハビリテーション

科目番号/項目番号/項目名 提出期限　設定時期


