
　 (1) 9：30～11：00

1 (2) 11：10～16：50

1 (3) 9：30～11：00

(4) 11：10～11：55

(5) 11：55～12：40

(6) 13：40～14：25

(7) 14：25～15：10

(8) 15：10～16：05

(9) 16：05～16：50

(10) 9：30～11：00

(11) 11：10～12：40

(12) 13：40～15：10

(13) 15：20～16：50

(14) 9：30～10：15

(15) 10：15～11：00

(16) 11：10～11：55

(17) 11：55～12：40

9 (18) 13：40～16：50

(19) 9：30～12：40

(20) 13：40～16：50

６日目 6月3日 9 (21) 9：30～16：50

(22) 9：30～12：40

(23) 13：40～16：50

８日目 6月17日 9 (24) 9：30～16：50

(25) 9：30～10：00

(26) 10：00～10：30

(27) 10：30～11：00

(28) 11：10～11：40

(29) 11：40～12：10

(30) 12：10～12：40

（税込・テキスト代別） 11 (31) 13：40～15：10

１０日目 7月1日 9 (32) 9：30～16：50

１１日目 7月8日 9 (33) 9：30～16：50

１２日目 7月15日 9 (34) 9：30～16：50

１３日目 7月22日 9 (35) 9：30～16：50

(36) 9：30～12：40

(37) 13：40～16：50

１５日目 8月19日 9 (38) 9：30～16：50

(39) 9：30～12：40

(40) 13：40～14：40

(41) 14：50～15：50

◆カリキュラムの詳細は別紙を参照

 

４日目 5月20日
7

３２，４５０円

１６日目 8月26日

6月24日９日目

4

8

※規定人数に達しない場合は開講が
延期になる場合もあります。

※但し定員になり次第、締め切らせて頂きます。
10

テキスト代 ５，５００円（税込）

１４日目 7月29日 9

9

７日目 6月10日 9

５日目 5月27日

日程
項目
番号

３日目 5月13日
5

6

3

福岡市早良区高取２丁目１７－４５
高石ビル１０１号

受講日数 １６日間（計９１時間）

曜日 週１・土曜日コース

（６時間／１日）
授業時間 ９：３０～１６：５０

受講料 通常 ７３，７００円
（税込・テキスト代別）

キャンペーン価格

申込締切日

介護職員初任者研修　　受講案内

４月２２日～８月２６日

受講場所
西新校

４月１２日（水）

受講期間 ２０２３年 科目
番号

時間

【4－Aコース】

2

１日目 4月22日

２日目 4月29日

福岡介護福祉学校

福岡市南区大橋1丁目8-21 大橋西口ビル301-A

株式会社 ケア・スリー

TEL： 092-408-6543

FAX： 092-408-6542

担当： 淀川 浩司



別紙【受講カリキュラム】

項目番号

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

【カリキュラム詳細】

番号

(1) オリエンテーション
(2) 多様なサービスの理解
(3) 介護職の仕事内容や働く現場の理解
(4) 人権と尊厳を支える介護
(5) 自立に向けた介護
(6) 介護職の役割、専門性と多種職との連携
(7) 介護職の職業倫理
(8) 介護における安全の確保とリスクマネジメント
(9) 介護職の安全
(10) 介護におけるコミュニケーション
(11) 介護におけるチームのコミュニケーション
(12) 老化に伴うこころとからだの変化と日常
(13) 高齢者と健康
(14) 認知症を取り巻く状況
(15) 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理
(16) 認知症に伴うこころとからだの変化と日常
(17) 家族への支援
(18) 介護の基本的な考え方
(19) 介護に関するこころのしくみの基礎的理解
(20) 介護に関するからだのしくみの基礎的理解
(21) 生活と家事
(22) 快適な居住環設備と介護
(23) 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
(24) 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
(25) 介護保険制度
(26) 障害者自立支援制度およびそのたの制度
(27) 医療との連携とリハビリテーション
(28) 障害の基礎的理解
(29) 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
(30) 家族の心理、かかわり支援の理解
(31) 高齢者問題をはじめとする人権問題
(32) 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
(33) 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
(34) 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
(35) 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
(36) 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
(37) 介護過程の基礎的理解
(38) 総合生活支援技術演習
(39) 振り返り
(40) 就業への備えと研修終了後における継続的な研修
(41) 修了評価

◆ 法令により受講期間は、開講日から修了までの８ヶ月が限度（有効）となります。

科目

(2) (3)

(4) (5)

介護の基本

介護における尊厳の保持・自立支援

講義内容 受講時間

６時間

１時間３０分

３時間 (6) (7) (8) (9)

(25) (26) (27)

介護におけるコミュニケーション技術

介護・福祉サービスの理解と
医療との連携

１時間３０分

３時間

３時間

３時間

１時間３０分

9
こころとからだのしくみと
生活支援技術

６３時間

振り返り ４時間

(10) (11)

(39) (40)

(14) (15) (16) (17)

(28) (29) (30)

人権学習

障害の理解

１時間３０分 (31)

(41)修了評価（１時間）

(12) (13)

認知症の理解

老化の理解

(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)
(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)

合計　９１時間

科目（番号）

オリエンテーション (1)

職務の理解

福岡市南区大橋1丁目8-21 大橋西口ビル301-A


