
介護職員 初任者研修
通信課程受講生募集！！

受講概要

受講期間 令和３年１１月６日（土）～令和４年３月８日（火）

募集期間 令和３年９月１日（水）～令和３年１０月２２日（金）

受講料 52,800円（テキスト代・税込み） （発熱等に場合に限り、補講無料）

受講形態
受講時間

通信課程：スクーリング・実習・筆記試験含む合計135時間
(実務経験者は実習を免除できる場合があります。）

実施時間 講義形式 18：30～21：50 演習形式（実技）土曜日日中(一部平日夜間）

問い合わせ先

実施場所

問い合わせ先

群馬社会福祉専門学校

両毛サテライトキャンパス 担当植田

〒374-0055 館林市成島町227番地2階

TEL:0276-60-5207

FAX:0276-60-5208

対応可能時間 平日8：30～17：30

ueda-u@shoken-gakuen.ac.jp

館林厚生病院様

ココス成島町店様

セブンイレブン
館林市栄町店様

群馬社会福祉専門学校
両毛サテライトキャンパス

館林駅

国道122号線【実施場所】

学校法人昌賢学園 群馬社会福祉専門学校

両 毛 サ テ ラ イ ト キ ャ ン パ ス

初任者研修は介護・障害分野で働くための基礎的な資格です。
基礎から学んで、安心したサービスを提供できることを目指します！

〇通信課程で働きながら学べます〇
〇ルビ付きテキストで様々な受講生への対応も可能です〇

〇実務経験者は、実習免除となります〇
〇翌年度から同じ会場で実務者研修も受講できます〇

特別受講料
税込、テキスト代込み)



実施年月日 時間 通学/通信 科目名 内容

11月6日（土）

9：00～11：00 通学
開校式・学習オリエンテーション・実習オリエン

テーション

11：10～12：50 通学

1.職務の理解

（1）多様なサービスの理解

13：40～15：20 通学

（2）介護職の仕事内容や働く現場の理解

11月9日（火） 18：30～21：50 通学

11月9日(火)～
12月9日(木)

通信
2.介護における尊厳の保持・自立支援、
3.介護の基本

(3)人権と尊厳を支える介護、(4)自立に向けた介護、(7)介護に
おける安全の確保とリスクマネジメント、(8)介護職の安全

11月11日（木） 18：30～21：50 通学 2.介護における尊厳の保持・自立支援 （3）人権と尊厳を支える介護

11月16日（火）

18：30～20：10 通学

3.介護の基本

(5） 介護職の役割・専門性と多職種との連携

20：10～21：50 通学 (6) 介護職の職業倫理

11月18日（木） 18：30～21：50 通学 ４.介護・福祉サービスの理解と医療との連携 （11）障害福祉制度及びその他制度

11月18日(木)～
12月21日(火)

通信
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技術

(9)介護保険制度、(10)医療との連携とリハビリテーション、(13)
介護におけるチームのコミュニケーション

11月25日(木)～
1月13日(木)

通信 6.老化の理解、7.認知症の理解
(15)高齢者と健康、(16)認知症を取り巻く環境、
(17)医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理、
(18)認知症に伴うこころとからだの変化と日常

11月25日（木） 18：30～21：50 通学 ５．介護におけるコミュニケーション技術 (12)介護におけるコミュニケーション

11月30日（火） 18：30～21：50 通学 ６.老化の理解 (14)老化に伴うこころとからだの変化と日常

12月2日（木）

18：30～19：30 通学

７．認知症の理解

(16)認知症を取り巻く状況

19：40～20：40 通学 (18)認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

20：50～21：50 通学 (19)家族への支援

12月7日（火）

18：30～19：30 通学

８．障害の理解

(20)障害の基礎的理解

19：40～20：40 通学 (22)家族の心理、かかわり支援の理解

12月8日(水)～
1月26日(水)

通信
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

(21)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、(23)介護の基本的な考え方、(24)介護に関するこころのし
くみの基礎的理解、(25)介護に関するからだのしくみの基礎的理解、(26)
生活と家事、(27)快適な居住環境整備と介護、(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、(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、(31)入浴・清潔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、(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、(33)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9日（木） 18：30～20：40 通学 9.こころとからだのしくみと生活支援技術 (23)介護の基本的な考え方

12月14日（火） 18：30～20：40 通学 同上 (24)介護に関するこころのしくみの基礎的理解

12月16日（木） 18：30～20：40 通学 同上 (25)介護に関するからだのしくみの基礎的理解

12月21日（火） 18：30～20：40 通学 同上
(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

介護職員初任者研修夜間通信課程 講義日程表①
(両毛サテライトキャンパス)



講義日程表②

1）必要物品：演習時ジャージ・エプロン・上履き
2）譲渡等で教科書を入手した場合：令和3年に改訂が入ったため以前の教科書は使用できません。
3）駐車場は、西側半分をご利用下さい。駐車台数によっては詰め込みとなります。
4）講義日程表では表示可能行数の都合上、一部「休憩」等の文言を省略しております。
5）通信は、課題提出し合格後に受講時間分が認められることを示します。
6)なお、日程表には実習前オリエンテーション(1時間)含めておりません。

1月11日（火） 18：30～20：40 通学 同上
(34)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

1月13日（木） 18：30～21：50 通学 同上
(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

1月18日（火） 18：30～20：40 通学 同上
(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

1月20日（木） 18：30～21：50 通学 同上
(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

1月25日（火） 18：30～20：40 通学 同上
（31）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

1月29日（土） 9：00～15：20 通学 同上
（31）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

2月1日（火） 18：30～21：50 通学 同上
(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

2月3日（木） 18：30～21：50 通学
同上 (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

2月8日（火） 18：30～21：50 通学 同上
(33)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

2月10日（木） 18：30～21：50 通学 同上
(33)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

2月15日（火） 18：30～21：50 通学 同上 (35)介護過程の基礎的理解

2月17日（木） 18：30～20：40 通学 同上 (35)介護過程の基礎的理解

2月22日（火） 18：30～21：50 通学 同上 (36)総合生活支援技術

2月24日（木） 18：30～20：40 通学 同上 (36)総合生活支援技術

3月1日（火） 18：30～20：40 通学

10.振り返り

(37) 振り返り

3月3日（木）

18：30～20：40 通学
(38) 就業への備えと研修終了後における

継続的な研修

20：50～21：50 通学 筆記試験

3月8日（火） 18：30～19：30 通学 修了式

実施年月日 時間 通学・通信 科目名 内容

12月23日（木） 18：30～20：40 通学 9.こころとからだのしくみと生活支援技術
(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

12月28日（火） 18：30～20：40 通学 同上
(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

1月6日（木） 18：30～20：40 通学 同上
(29)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月8日（土） 9：00～14：10 通学 同上
(29)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



学校法人昌賢学園 群馬社会福祉専門学校 宛
11月開講コース：募集締め切り日 令和３年10月22日

介護職員初任者研修通信課程（両毛サテライトキャンパス） 受講申込書

受講を希望する開講コースを選択してください □11月開講コース

申込日 令和 年 月 日

ふりがな 性 別 男 ・ 女

氏 名 年 齢 歳

生年月日 昭和 平成 年 月 日

住 所

〒

電話番号

携帯電話

職 業
・介護従事者 ・主婦 ・会社員 ・自営業・パート ・アルバイ
ト ・学生
・その他（ ）

勤務先

電話 （ ）

志望動機

実習
右欄にチェックを
いれてください。

□ あり：開講後間もなく、見学実習があります。事前に手配が必要ですので、
お申込みをお早めにお済ませ下さい。

□ 免除：実務経験が研修開講日時点で3ヶ月以上あり、かつ従事日数が45日
以上ある場合。常勤・非常勤、1日の勤務時間数は問いません。
参考様式第3号を講義開始までにご提出下さい。様式は本校ホームページの初
任者研修ページからダウンロードできます。なお、印刷環境がない場合は、
FAXもしくは郵送で用紙をお送りします。

お申し込み後の流
れ

お申込み受付後、受講料入金のご案内をお送り致します。使用テキストは開講
式時に配布を致します。期日を過ぎた申し込みは、定員に余裕がある場合のみ
受け付けます。事前にご相談下さい。

郵送でのお申込みの場合： 〒374-0055 館林市成島町227番地 飯塚店舗2階
学校法人昌賢学園 群馬社会福祉専門学校両毛サテライトキャンパス 初任者研修担当 宛

ＦＡＸでのお申込みの場合：0276-60-5208 持参でのお申込みの場合 平日8：30～17：30

個人情報は本講座およびフォロー研修のご案内以外の目的には使用いたしません。個人情報保護方
針に従い厳重に管理いたします。

お申込み方法
１）スマホで申込：google フォームに接続されます。右のQRコードをご利用下さい。
２）パソコンから申込：群馬社会福祉専門学校 初任者研修ページのフォームから入力。
３）FAX送信 ４）郵送の場合：必要事項を記載後にコピーをして送付
５）持参の場合：両毛サテライトキャンパスにてコピーしてお返しします。


