
様式8（要綱第6条第1項第7号関係）

研修期間：　１４日間

時　　間 講師氏名
実施年月日 （実時間数） 内　　容 （講師要件等）

（曜　日） 　　　　※１ 　　　　　　　※２ 　　　　　　　　　※３
1日目 9：00～10：00 オリエンテーリング 初任者研修カリキュラム・事務手続きの説明

（1時間）
10：10～12：10 １．職務の理解 多様なｻｰﾋﾞｽの理解 二川　洋子

（2時間） 介護福祉士
13：00～15：00 １．職務の理解 介護職の仕事内容や働く現場の理解 二川　洋子

（2時間） 介護福祉士
15：10～17：10 １．職務の理解 介護職の仕事内容や働く現場の理解 実習 サンライズ

（2時間） 演習を含む 二川　洋子 2時間
2日目 9：00～10：30 ２．介護における尊厳の保持・自立支援 人権と尊厳を支える介護 波多野　正子

（1.5時間） 包括職員
10：40～11：40 ４．介護・福祉ｻｰﾋﾞｽの理解と医療の連携 介護保険制度 波多野　正子

（1時間） 介護支援専門員
11：50～12：20 ４．介護・福祉ｻｰﾋﾞｽの理解と医療の連携 医療との連携とリハビリテーション 波多野　正子

（0.5時間） 看護師
13：10～14：40 ３．介護の基本 介護職における安全の確保とリスクマネジメント 軍司　正美

（1.5時間） 介護福祉士
14：50～16：20 ３．介護の基本 介護職の職業倫理 軍司　正美

（1.5時間） 介護福祉士
3日目 9：00～10：30 ５．介護におけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術 介護におけるコミニュケーション 大貫　弘幸

（1.5時間） 介護福祉士
10：40～12：10 ５．介護におけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術 介護におけるチームのコミニュケーション 大貫　弘幸

（1.5時間） 介護福祉士
13：00～14：30 ６．老化の理解 老化に伴うこころとからだの変化と日常 片野　敏枝

（1.5時間） 　　　　 看護師
14：40～16：10 ６．老化の理解 高齢者と健康 片野　敏枝

（1.5時間） 看護師
4日目 9：00～10：30 ７．認知症の理解 認知症を取り巻く状況 橋本　拓己

（1.5時間） 社会福祉士
10：40～12：10 ７．認知症の理解 家族への支援 橋本　拓己

（1.5時間） 社会福祉士
13：00～14：30 ８．障害の理解 障害の基礎的理解 橋本　拓己

（1.5時間） 社会福祉士
14：40～16：40 ９．こころとからだのしくみと生活支援 介護の基本的な考え方 橋本　拓己

（2時間） 演習を含む 社会福祉士
5日目 9：00～10：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 小沼  律子　

（1時間） 演習を含む 看護師
10：10～12：40 ９．こころとからだのしくみと生活支援 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 実習 サンライズ

（2.5時間） 演習を含む 小沼　律子 2.5時間
13：30～14：30 ９．こころとからだのしくみと生活支援 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 玉井　貴子

（1時間） 演習を含む 看護師
14：40～17：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 実習 サンライズ

（2.5時間） 演習を含む 玉井　貴子 2.5時間
6日目 9：00～10：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 生活と家事 坂本　直子

（1時間） 演習を含む 介護福祉士
10：10～12：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 生活と家事 実習 サンライズ

（2時間） 演習を含む 坂本　直子 2時間
13：10～14：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 快適な居住環境整備と介護 寺門　利行

（1時間） 演習を含む 介護福祉士
14：20～16：20 ９．こころとからだのしくみと生活支援 快適な居住環境整備と介護 寺門　利行 サンライズ

（2時間） 演習を含む 介護福祉士 2時間
7日目 9：00～11：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 整容に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 砂押　佑

（2時間） 演習を含む 介護福祉士
11：10～13：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 整容に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 実習 サンライズ

（2時間） 演習を含む 砂押　佑 2時間
14：00～15：30 ９．こころとからだのしくみと生活支援 移動・移乗に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 根本　睦哉

（1.5時間） 演習を含む 介護福祉士
15：40～17：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 移動・移乗に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 根本　睦哉

（1.5時間） 演習を含む 介護福祉士
8日目 9：00～10：30 ９．こころとからだのしくみと生活支援 移動・移乗に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 根本　睦哉

（2時間） 演習を含む 介護福祉士
10：40～12：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 移動・移乗に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 根本　睦哉

（1.5時間） 演習を含む 介護福祉士
13：00～15：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 移動・移乗に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 実習 サンライズ

（2時間） 演習を含む 根本　睦哉 2時間
15：10～17：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 食事に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 大内　二美子

（2時間） 演習を含む 介護福祉士
9日目 9：00～11：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 食事に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 実習 サンライズ

（2時間） 演習を含む 大内　二美子 2時間
11：10～12：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 睡眠に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 野沢　美希

（1時間） 演習を含む 介護福祉士
13：00～14：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 睡眠に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 野沢　美希

（1時間） 演習を含む 介護福祉士
14：10～16：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 睡眠に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 実習 サンライズ

（2時間） 演習を含む 野沢　美希 2時間
10日目 9：00～10：30 ９．こころとからだのしくみと生活支援 入浴、清潔保持に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 大内　寛子

（1.5時間） 演習を含む 介護福祉士
10：40～12：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 入浴、清潔保持に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 大内　寛子

（1.5時間） 演習を含む 介護福祉士
13：00～15：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 入浴、清潔保持に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 実習 サンライズ

（2時間） 演習を含む 大内　寛子 2時間
15：10～17：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 入浴、清潔保持に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 大内　寛子

（2時間） 演習を含む 介護福祉士

研　修　カ　リ　キ　ュ　ラ　ム　（１）

備　　考科　　目

大門　博隆



11日目 9：00～10：30 ９．こころとからだのしくみと生活支援 排泄に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 菊池　千春
（1.5時間） 演習を含む 介護福祉士

10：40～12：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 排泄に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 菊池　千春
（1.5時間） 演習を含む 介護福祉士

13：00～15：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 排泄に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 実習 サンライズ

（2時間） 演習を含む 菊池　千春 2時間
15：10～17：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 排泄に関連したこころとからだの仕組と自立に向けた介護 菊池　千春

（2時間） 演習を含む 介護福祉士
12日目 9：00～11：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 死にゆく人に関したこころとからだの仕組と終末期介護 波多野　正子

（2時間） 演習を含む 介護支援専門員
11：10～12：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 介護過程の基礎的理解 波多野　正子

（1時間） 演習を含む 介護支援専門員
13：00～15：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 介護過程の基礎的理解 波多野　正子

（2時間） 演習を含む 介護支援専門員
15：10～17：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 介護過程の基礎的理解 波多野　正子

（2時間） 演習を含む 介護支援専門員
13日目 9：00～10：30 ９．こころとからだのしくみと生活支援 総合生活支援技術演習 大門博隆・二川洋子

（1.5時間） 科目9　実技試験・口答試験 介護福祉士
10：40～12：40 ９．こころとからだのしくみと生活支援 総合生活支援技術演習 大門博隆・二川洋子

（2時間） 科目9　実技試験・口答試験 介護福祉士
13：30～15：00 ９．こころとからだのしくみと生活支援 総合生活支援技術演習 大門博隆・二川洋子

（1.5時間） 科目9　実技試験・口答試験 介護福祉士
15：10～17：10 ９．こころとからだのしくみと生活支援 総合生活支援技術演習 坂本　直子

（2時間） 演習を含む 介護福祉士
14日目 9：00～11：00 10．振り返り 振り返り 二川　洋子

（2時間） 介護福祉士
11：10～13：10 10．振り返り 就業への備えと研修終了後における継続的な研修 二川　洋子

（2時間） 介護福祉士
14:00～15:00

（1時間）
15:10～15:40

（0.5時間） 実習
15:50～16:50 合計

（１時間） 23時間
※1 　「実時間数」については，休憩時間（食事休憩等）を抜いた実時間数を記入すること。
※2 　「内容」については，演習又は実習を含む科目の場合，その旨を記載すること。
※3 　「講師要件等」については，当該講師が満たす当該科目を担当するために必要な講師要件を記入すること。

大門　博隆

大門　博隆

大門　博隆

修了テスト　筆記試験

修了判定　採点　合否発表

修了式


