
平成 25 年 5 月 17 日 

 

2･3 年生の生徒･保護者のみなさんへ 

 

大阪府立能勢高等学校 

真  鍋  政  明 

 

「介護職員初任者研修」資格取得講座の受講者募集 

 

初夏の候、保護者のみなさま方におかれましては、ますますご清祥のことと存じ

ます。 

さて、本校では、総合学科として「人間・環境系列」を設置するなど、福祉につ

いての学習を行っております。この度、「介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー２

級・資料参照)」資格取得講座（通信）への受講者を、下記の通り募集致します。、

この講座に参加し資格を取得することで、本校の「ソーシャルケア入門」もしくは

「技能検定」の修得を認定する予定です。 

なお、保護者のみなさま方で、当講座を受講希望される場合は、担当者までご相

談下さい。 

記 

 

１． 応募方法 受講申込書(別紙)に必要事項を記入し、担任に提出すること。 

２． 受講料  50,000円(テキスト代他含む) 

能勢高を応援する会から一人当たり 13,000円を、補助しています。 

３．〆切   ５月３０日（木）の昼休み終了まで。 

先着順(同日受付は同順位)定員 20名で、受付終了(抽選有り) 

10 名に満たないときは閉講することもある。               

 

【注意事項】費用関係 

① 資格取得には、すべての講座を受講する必要あり。欠席すると、受講していな

い部分の補講を受ける必要あり(補講 30分につき、1,500円の費用発生)。 

② 修了評価通筆記試験に不合格の場合、２回まで補講と再試験受験可 

 (１回の補講と再試験で、6,000円の費用発生)。 

③詳しいことは担当者まで問い合わせること。 

【注意事項】受講心構え 

④通信課題の提出期限を厳守すること。 

⑤欠席しないこと。                      担当者 松本 



   

 

 

介護職員初任者研修とは、 

在宅・施設を問わず、介護職として働く上で基本となる知識・技術

を習得する研修(厚生労働省) 

介護職員初任者研修は、介護現場で働く登竜門のような資格で、介護未経

験者などが最初に受講する研修です。 

ホームヘルパー２級が「介護職員初任者研修」に移行されました。 

実際に介護に携わる上での基本的なノウハウを学ぶことができます。また、

高齢者や障がいをお持ちの方への日常をサポートするうえでの必要な知識

を学ぶことができます。 

介護、福祉業界で働くためには、初任者研修は真っ先に取得しておきたい

資格です。介護の現場では多くの介護に関する知識を持っている方が必要と

されています。 

 

カリキュラム・講座日程は裏面 

NPO法人あすなろの研修 

受講申し込み用紙は担任から 
人間・環境系列選択者はなるべく取得しよう！ 

担当者 松本 



「介護職員初任者研修」 

資格取得講座(通信) 

受講申し込み用紙 

 

ふりがな 

 

氏名 

 

 

 

 

 

印 

生年月日 

年齢 
性別 

昭和・平成 

年  月  日生 

才 

男 

 

女 

 

 

住所 

 

 

(〒    －    ) 

 

 

 

電話 

 

 
ＦＡＸ 

(有れば記入) 

 

 

 

１． 申込期限 平成２５年５月３０日(木)昼休み終了まで 

２． 申込方法 必要事項を記入して担任に提出 

３． 受 講 料 開講が決まり次第、納付書配布 

50,000円を担任へ提出  〆切は６月１４日(金) 

受講料を納めていただいた時点で受講手続完了 

 

 

【注意事項】 

① 受講人数が 10名に達しない場合、閉講となる場合があります。ご了承く

ださい。 

② いったん納入いただきました受講料は、いかなる場合もお返しできませ

んのであらかじめご了承ください。 

③ 個人情報保護法に基づき、皆様の個人情報につきましては、本講座以外

で使用されることはありません。 



（別添３－２） 平成25年5月15日

年　月　日
レポート提出期限

実習実施の有無
通信課題の配布

講師

開講式・オリエンテーション 10:00 ～ 10:30 0.5h 通信課題 事務局

(1)① 多様なサービスと理解 10:30 ～ 12:30 2h (2)(3)(4)(5)配布 錦見

(1)② 介護職の仕事内容や働く現場の理解 13:00 ～ 17:00 4h 錦見

(4)③ 障がい者総合支援制度およびその他制度 9:30 ～ 10:00 0.5h

(8)① 障がいの基礎的理解 10:00 ～ 10:30 0.5h

(8)②
①障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かかわり支援
等の基礎的知識

10:30 ～ 11:00 0.5h

(8)③ 家族の心理、かかわり支援の理解 11:00 ～ 11:30 0.5h

(3)① 介護職の役割、専門性と多職種との連携 12:30 ～ 13:30 1h

(3)② 介護職の職業倫理 13:30 ～ 14:30 1h

(3)③ 介護における安全の確保とリスクマネジメント 14:30 ～ 15:00 0.5h

(3)④ 介護職の安全 15:00 ~ 15:30 0.5h

(4)① 介護保険制度 15:30 ～ 16:00 0.5h

(4)② 医療との連携とリハビリテーション 16:00 ～ 16:30 0.5h

平成25年8月24日(土) (2)③ 人権啓発に係る基礎知識 10:00 ～ 12:00 2h 岡崎　裕 2h

(2)(3)(4)(5)
 (2)① 人権と尊厳を支える介護 13:00 ～ 14:00 1h 小室

レポート提出期限 (2)② 自立に向けた介護 14:00 ～ 15:00 1h 小室

(6)① 老化に伴うこころとからだの変化と日常 10:00 ～ 11:00 1h

(6)② 高齢者と健康 11:00 ～ 13:00 2h

(7)① 認知症を取り巻く状況 13:35 ～ 14:05 0.5h

 (7)② 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 14:05 ～ 15:05 1h

(7)③ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 15:05 ～ 16:05 1h

(7)④ 家族への支援 16:05 ～ 16:35 0.5h

(9)① 介護の基本的な考え方 10:00 ～ 11:00 1h

(9)② 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 11:00 ～ 12:00 1h

(9)③ 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 12:35 ～ 13:35 1h

(9)④ 生活と家事 13:35 ～ 16:35 3h

平成25年9月14日(土) (5)① 介護におけるコミュニケーション 10:00 ～ 11:30 1.5h

(5)② 介護におけるチームのコミュニケーション 11:30 ～ 13:00 1.5h

(9)⑤ 快適な居住環境う整備と介護 13:35 ～ 16:35 3h 芦沢 3h

2013年11月16日(土) 6h

(8)(9)レポート提出期限

2013年11月23日(土) (9)⑥ 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 10:00 ～ 16:35 6h 田川 6h

平成25年12月14日(土) (9)⑦ 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 10:00 ～ 16:35 6h 田川

平成25年12月21日(土) (9)⑧ 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 10:00 ～ 16:35 6h 田川

平成26年1月6日(月) (9)⑨ 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 10:00 ～ 16:35 6h 錦見 6h

平成26年1月7日(火) (9)⑩ 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 10:00 ～ 16:35 6h 錦見 6h

平成26年1月11日(土) (9)⑫ 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 10:00 ～ 16:35 6h 田川 6h

平成26年2月8日(土) (9)⑬ 介護過程の基礎的理解 10:00 ～ 16:35 6h 田川 6h

平成26年2月11日(火) (9)⑭ 総合生活支援技術演習 10:00 ～ 16:35 6h 横田 6h

(10)① 振り返り 9:00 ～ 10:00 1h 錦見

(10)② 就業への備えと研修修了後における実例 10:00 ～ 13:00 3h 錦見

修了評価筆記試験 14:00 ～ 15:00 1h

試験結果集計・採点・合否発表 15:00 ～ 16:00 1h

（不合格者補習） 16:00 ～ 17:00 1h

（再試験） 17:00 ～ 18:00 1h

不合格者補習 10:00 ～ 11:00 1h

再試験 11:00 ～ 12:00 1h

閉講式 13:00 ～ 14:00 1h 事務局

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(9)⑪

幸地

田川6h16:35～

2h

4h

6h

3h

通信課題(8)(9)配布

平成25年7月27日(土)

平成25年9月7日(土)

峯森

渡辺

通信課題(6)(7)配布

平成25年8月31日(土)

10:00

※大阪府に実績報告がなされるまで、自らのホームページで情報開示を継続しておくこと。
※研修開始時には、開講式・オリエンテーションを実施すること。
※「(1)職務の理解」は研修開始直後の科目として実施し、「(10)振り返り」は修了評価前の最終科目として実施すること。
　　　　ただし、「(2)③人権啓発に係る基礎知識」は除く。

2h

6h小室

横田

カリキュラム（通信学習用）

コース名：あすなろ初任者研修【通信】　能勢高等学校　7月生　定員　20名

科目番号、科目名・項目番号、項目名 時　間

6h

6h

平成25年7月20日(土)

平成26年2月22日(土) 予備日

(6)(7)レポート提出期限

平成26年2月15日(土)


