介護職員初任者研修 日程表
研修日・研修時間
5/12 土
5/15 火
5/19 土
5/22 火
5/26 土
5/29 火

合計１４１時間

0.5

開講式・オリエンテーション

新座市社会福祉協議会

会場
8207教室

10：30～12：00

1.5

介護における尊厳の保持・自立支援 ①－１ 人権と尊厳を支える介護

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授 片居木 英人

8207教室

13：00～17：00

4

職務の理解 多様なサービスの理解、介護職の仕事内容や働く現場の理解

新舘 良雄 （社会福祉士・介護支援専門員・元新座市東部第一高齢者相談センター職員）

8207教室

16：20～17：50

1.5

介護における尊厳の保持・自立支援 ①－２ 人権と尊厳を支える介護

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授 片居木 英人

8207教室

9：00～12：00

3

介護における尊厳の保持・自立支援 ①－３ 人権と尊厳を支える介護

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授 宮城 道子

8207教室

13：00～16：00

3

介護・福祉サービスの理解と医療との連携 ③ 障害者自立支援制度とその他制度

相談支援事業所ぽけっと 所長 石川 達也 （社会福祉士・相談支援専門員）

8207教室

16：20～17：50

1.5

介護における尊厳の保持・自立支援 ②－１ 自立に向けた介護

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授 宮内 寿彦

8207教室

9：00～11：00

2

基本知識の学習 介護の基本的な考え方

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授 山口 由美

8207教室

11：00～12：30

1.5

介護・福祉サービスの理解と医療との連携 ②－２ 医療との連携とリハビリテーション

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授 山口 由美

8207教室

13：30～15：00

1.5

介護・福祉サービスの理解と医療との連携 ②－１ 医療との連携とリハビリテーション

十文字学園女子大学人間生活学部人間発達心理学科 教授 布施 晴美

8207教室

16：20～17：50

1.5

介護における尊厳の保持・自立支援 ②－２ 自立に向けた介護

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授 宮内 寿彦

8207教室
8207教室

目 ・ カリキュラム

講

師

9：00～12：00

3

介護におけるコミュニケーション技術 ② 介護におけるチームのコミュニケーション

新座市社会福祉協議会ホームヘルプサービス サービス提供責任者 輪湖 純子（介護
福祉士）・生活支援課主査 佐藤 朗（社会福祉士・介護支援専門員）

13：00～16：00

3

介護の基本 ① 介護職の役割、専門性と多職種との連携、 ② 介護職の職業倫理

野島 靖子 （前十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授〉

8207教室

16：20～17：50

1.5

障害の理解 ① 基礎的理解、② 医学的側面・生活障害・心理・行動の特徴ほか、③ 家族の心理ほか

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授 太田 眞智子

8207教室

9：00～12：00

3

老化の理解 ① 老化に伴うこころとからだの変化と日常

新井 幸恵 （前十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授）

8207教室

13：00～16：00

3

介護の基本 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

中村 幸子 （前十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授）

8207教室

16：20～17：50

1.5

障害の理解 ① 基礎的理解、② 医学的側面・生活障害・心理・行動の特徴ほか、③ 家族の心理ほか

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授 太田 眞智子

8207教室

9：00～12：00

3

老化の理解 ②－１ ②－２

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 講師

8207教室

13：00～16：00

3

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

新井 幸恵 （前十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授）

8207教室

16：20～17：50

1.5

介護におけるコミュニケーション技術 ① 介護におけるコミュニケーション

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授 大山 博幸

8207教室

9：00～12：00

3

認知症の理解 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

中村 幸子 （前十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授）

8207教室

13：00～14：30

1.5

介護におけるコミュニケーション技術 ① 介護におけるコミュニケーション

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授 大山 博幸

8207教室

14：40～17：40

3

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

新座市社会福祉協議会 生活支援課 主査 佐藤 朗（社会福祉士・介護支援専門員）

8207教室

6/26 火

16：20～17：50

1.5

地域で安心して暮らし続けるために ～支え合う仕組みづくり～

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 教授 佐藤

8207教室

6/30 土

10：00～16：00

5

基本知識の学習 介護に関するこころのしくみの基礎的理解

東京都介護福祉士会 小峰 良子

8207教室

7/3

火

16：20～17：50

1.5

児童福祉の理解

十文字学園女子大学人間生活学部人間福祉学科 准教授 伊藤 陽一

8207教室

7/7

土

10：00～16：00

5

基本知識の学習 介護に関するからだのしくみの基礎的理解

東京都介護福祉士会 小峰 良子

7/14 土

10：00～16：00

5

生活支援技術の講義・演習 生活と家事 （シーツ交換を含む）

新座市社会福祉協議会ホームヘルプサービス サービス提供責任者 輪湖 赤木

8207・介護実習室

株式会社かくの木 福祉用具専門相談員 朝野 健太郎

8207・介護実習室

6/2
講
義

（平成３０年度）

10：00～10：30

科

時間数

6/5
6/9

土
火
土

6/12 火
6/16 土
6/19 火
6/23 土

高齢者と健康

二瓶 さやか

陽

8207教室

7/21 土

10：00～13：00

3

生活支援技術の講義・演習 快適な居住環境整備と介護

8/16 木

10：00～16：00

5

生活支援技術の講義・演習 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 ①

8/17 金

10：00～17：00

6

生活支援技術の講義・演習 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 ②

8/18 土

10：00～16：00

5

生活支援技術の講義・演習 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

ケアワークラボやまもと 代表 山本かの子

8207・介護実習室

10：00～16：00

5

生活支援技術の講義・演習 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

ケアワークラボやまもと 代表 山本かの子

8207・介護実習室

10：00～16：00

5

生活支援技術の講義・演習 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

ケアワークラボやまもと 代表 山本かの子

8207・介護実習室

10：00～16：00

5

生活支援技術の講義・演習 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

一般社団法人 庄 代表理事 瀧波 順子

8207・介護実習室

16：00～17：30

1.5

見学実習等オリエンテーション

新座市社会福祉協議会

8207・介護実習室

10：00～15：30

4.5

生活支援技術の講義・演習 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

15：40～17：10

1.5

生活支援技術の講義・演習 死に行く人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護

10：00～12：00

2

生活支援技術演習 介護過程の基礎的理解

13：00～17：00

4

生活支援技術演習 総合生活支援技術演習

8/25 土 10：00～17：00
9：00～16：00
実 8/27
～
習
9：00～16：00
9/14
評 9/15 土 9：00～13：00
価
9/17～9/21

6

生活支援技術演習 総合生活支援技術演習

ケアワークラボやまもと 代表 山本かの子

6

特別養護老人ホーム等における見学等実習、振り返り

特別養護老人ホーム 菜々の郷 生活課課長 髙木 伸一、主任 佐藤

6

訪問介護に関する見学等実習、振り返り

新座市社会福祉協議会ホームヘルプサービス 管理者 輪湖 純子

4

修了評価

筆記試験 （１時間）

補講期間

再修了評価

閉
講
式

13：00～14：00

1

福祉の仕事について

埼玉県福祉人材センター職員

8207教室

14：00～15：00

1

閉講式

新座市社会福祉協議会

8207教室

生
8/20 月
活
支 8/21 火
援
技 8/22 水
術
8/23 木
8/24 金

9/22 土

実技試験

8207・介護実習室

ケアワークラボやまもと 代表 山本かの子

8207・介護実習室

8207・介護実習室

一般社団法人 庄 代表理事 瀧波 順子

8207・介護実習室
8207・介護実習室

ケアワークラボやまもと 代表 山本かの子

8207・介護実習室

（ひとり １０分）

8207・介護実習室

誠

新座市社会福祉協議会（筆記）宮嵜 佐藤 他（実技）輪湖 赤木 谷地 他

菜々の郷
社協
8207・介護実習室
8207・介護実習室

