
カリキュラム及び日程表

事業者名

研修課程

名称

形式

募集開始日

定員

講義及び演習

講
義

演
習

独
自

～ 9:50 0.8 事務員

～ 13:20 3.0 (1) 鹿沼　仁朗

～ 17:20 2.0 (2) 萩原　教子

～ 12:20 3.0 (3) 小林　健二

～ 16:40 3.0 (4) 髙橋　有理子

～ 11:10 2.0 (5)

～ 12:20 1.0 (6)

～ 16:40 3.0 (9) 内山　聡

～ 11:10 2.0 (10) 大山　晴美

～ 12:20 1.0 七五三木　好晴

～ 16:40 3.0 (12) 手島　香織

～ 12:20 3.0 (13) 手島　香織

～ 15:30 2.0 (7) 関口　ひとみ

～ 16:40 1.0 (8) 亀井　真由美

～ 12:20 3.0 (14) 木村　敦実

～ 16:40 3.0 (15) 髙徳　晴香

～ 12:20 3.0 (11) 森村　規子

～ 16:40 3.0 (21) 坂本　美絵

～ 10:00 1.0 (16)

～ 12:20 2.0 (17)

～ 15:30 2.0 (18) 武井　直美

～ 16:40 1.0 (19) 髙橋　ひろみ

生
協
会
館
2
F
　
組
合
員
ホ
ー
ル

10:00 多様なサービスの理解

11月12日(火)

9:00 介護職の役割、専門性と
多職種との連携

令和元年　9月　2日

30

実施年月日 時間

時間数
細
目
番
号

細目名

様式第２－１号　

（　２０１９年度　第２回　）

群馬中央医療生活協同組合

介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程

介護職員初任者研修

通学・通信

講師名
会
場

桑原　拓
11:20 介護職の職業倫理

13:20 介護保険制度等

15:10
介護職の仕事内容や
働く現場の理解

11月7日(木)
9:00 人権と尊厳を支える介護

13:20 自立に向けた介護

令和1年
11月5日(火)

9:00 開講式オリエンテーション

11月19日(火)

9:00 介護におけるチームの
コミュニケーション

13:20 介護における安全の確保と
リスクマネジメント

15:40 介護職の安全

11月14日(木)

9:00 医療との連携と
リハビリテーション　　（医療）

11:20 　　　　　　　　　　　（ﾘﾊﾋﾞﾘ）

13:20 介護におけるコミュニケーション

11月21日(木)
9:00 老化に伴うこころとからだの変化

と日常

13:20 高齢者と健康

11月26日(火)

9:00 障害者総合支援制度とその他の制
度

13:20
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

家族への支援

11月28日(木)

9:00 認知症を取り巻く状況
高橋　秀彰

10:10 医学的側面から見た認知症の基礎
と健康管理

13:20 認知症に伴うこころとからだの
変化と日常生活

15:40



～ 10:00 1.0 (23) 萩原　教子

～ 16:40 5.0 (24) 越替　由紀

～ 9:30 0.5 (20)

～ 10:00 0.5 (22)

～ 16:40 5.0 (25) 塚田　美奈子

～ 12:20 3.0 (27) 宮下　康史

～ 16:40 3.0 星野　益子

～ 11:10 2.0 (26) 山本　朋枝

手島　香織

(助手) 田村　惠美

小池　千咲

(助手) 武井　直美

中林　一興

(助手) 髙𣘺 あさみ

丸橋　友美

(助手) 髙𣘺 あさみ

武井　直美

(助手) 田村　惠美

丸橋　友美

(助手) 川上　浩克

～ 12:20 3.0 (34) 掛川　幸子

～ 13:00 0.5 事務員

山本　朋枝

(助手) 川上　浩克

丸橋　友美

(助手) 髙𣘺 あさみ

～ 11:10 2.0 (38) 萩原　教子

～ 12:20 1.0 事務員

※　研修初日の 11月5日（火）14：00～15：00　は施設見学となります。

※　カリキュラムは講師の都合により変更になる場合があります。

12月3日(火)
9:00 介護の基本的な考え方
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館
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10:10
介護に関するこころのしくみの
基礎的理解

12月5日(木)

9:00 障害の基礎的理解
角田　崇

9:30 家族心理、かかわり支援の理解

10:10
介護に関するからだのしくみの
基礎的理解

12月10日(火)
9:00 快適な居住環境整備と介護（住宅）

13:20 　　　　　　　　　　　　（用具）

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月12日(木)

9:00 生活と家事

11:20 ～ 16:40 1.0 3.0 (33)

12月17日(火) 9:00 ～ 16:40 1.0 5.0 (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

(29)
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月24日(火) 9:00 ～ 16:40 1.0 5.0

12月19日(木) 9:00 ～ 16:40 1.0 5.0

(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

12月26日(木) 9:00 ～ 16:40 1.0 5.0 (31)
入浴と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

12月31日(火) 9:00 ～ 16:40 1.0 5.0 (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

令和2年
1月2日(火)

9:00 死にゆく人に関連したこころと
からだのしくみと終末期介護

12:30 実習前オリエンテーション

1月7日(火) 9:00 ～ 16:10 5.5 (35) 介護過程の基礎的理解

※　実習は【　1月10日～1月31日　】のうち、2日間。

※　2月4日（火）の筆記試験が不合格だった場合、 2月11日(火) 10：00～11：00 に再試験

(36) 総合生活支援技術演習

2月4日(火)
9:00 就業への備えと研修修了後に

おける継続的な研修

11:20 筆記試験

1月9日(木) 9:00 ～ 16:10 5.5

合計時間数 119.3


