
要項のご案内 

今春合格者必見！ 

平成 25 年度

介護福祉士初任者研修 
「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、資質向上の義務規定が明確になり、より一層専門

職としての自己研鑚と資質向上が求められています。そこで、介護福祉士の生涯研修制度の基礎と

なる介護福祉士初任者研修を開催します。この機会に是非、基礎理論と実践を学びましょう。      

（※この研修を受講するとファーストステップ研修の受講資格を取得できます） 

■会場 東海学院大学西キャンパス  

■日程 

【1 日目】8 月 24 日（土）8:50-16:50 (8:30～受付） 

【2 日目】9 月 7 日（土）9:00-16:50 

【3 日目】9 月 8 日（日）8:50-17：00 （実習室で実技があります） 

■参加対象 
●資格取得後 1～3 年の方を主たる受講者とします。●3 日間とも受講可能な方 

  ※今春合格された方も受講できます。 

■受講料 

会  員 8,000 円  （テキスト代 2,400 円含む）  

非会員  14,000 円 （テキスト代 2,400 円含む） 

※入会ご希望の方は事務局へご連絡願います。この研修より会員対応とさせてい

ただきます。※受講決定通知の際、受講料の振込先等詳細をお知らせ致します。

■定員 40 名     ※定員になり次第、申込みを終了します 

■申込み方法 ホームページから申し込みできます。またはＥメール、FAX または郵送で。 

■申込先 一般社団法人岐阜県介護福祉士会事務局 担当：後藤 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 過去の受講生の声から ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
□新しい情報や知識を得ようと夢中で講義を聞いた。とても有意義な時間だった,現場で活かしたい。 (^v^☆). 

□資格を取っただけで何も知らない自分がいた。もっと勉強と実践をしていかなくてはと痛切に感じた。 

□目先の事でいっぱいになり,介護福祉士としての自覚や理念を忘れていた。研修で改めてその大切さと介護福祉士とし

ての専門性とプロ意識を学んだ。卑屈になっていた自分に気付き、自分の仕事の意味を見つけて涙が出てきた。 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

お知らせ！  

介護福祉士会のホームページからも申込みができるようになりました。 

               



平成 25 年度（公社）日本介護福祉士会 基礎研修プログラム 

 

 

【主催】 公益社団法人日本介護福祉士会/一般社団法人岐阜県介護福祉士会 

【受講対象】資格取得後の実務経験が３年程度までの介護福祉士。それ以外でも受け付けます。 

【 会 場 】東海学院大学西キャンパス 7 号館他 ※次のページの地図参照  

【開催日と講義内容】 ３日間 

期日 研修時間 講義内容 形式 時間 

８月 24 日 

（土） 

8 時 50 分 

～１6 時 50 分 

介護福祉士の法律と関連する制度施策 講義 １ 

仕事とコミュニケーション 講義 １・５ 

介護福祉士の基本的態度 講義 １ 

介護福祉士のための医学知識 講義 １・５ 

記録と報告 講義 １・５ 

９月 7 日 

（土） 

9 時 00 分 

～１6 時 50 分 

介護福祉士の専門性と職業倫理 講義 ２ 

介護過程の展開 講義 ５ 

９月 8 日 

（日） 

8 時 50 分 

～17 時 00 分 

福祉用具の意義と活用 講義 １・５ 

より良い介護を目指した介護技術 講義 １・５ 

移動（実技１ｈ）・食事（実技２ｈ） 

排泄（実技１ｈ）・緊急時の対応（実技 0・5ｈ） 
演習 ４・５ 

【講 師】  

中井 健一 氏 （日本福祉大学 教授） 

浅井タヅ子 氏 （東 海 学 院 大 学 講師） 

牛田 篤   氏 （富山福祉短期大学 助教） 

 

【受講料】 

    会員８，０００円  非会員１４，０００円 （テキスト代２，４００を含む） 

    （8月2日までに入会申込用紙を提出された方は会員価格となります） 

 

〔定員・締め切り〕 

受講定員40名、申込〆切は8/2（金）16時30分 （振込〆切8/9（金）） 

※但し先着順とし定員になり次第締め切ります 

 

【申込み・問合せ先】 仮受付後、支払い等手続きのご案内をします） 

【ホームページ】問い合わせのフォームからお申込下さい。 

【FAX】 058－322－3972 

【Eメ-ル】gifukaigo@ark.ocn.ne.jp  

 

・この研修はキャリアアップとしてのファーストステップ研修の受講資格を取得できます。 

・職場における人材育成･教育担当者様へ 

～充実した研修内容を用意しているので職員教育としても是非ご検討下さい。 



     

 初任者研修の会場案内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路西の学生駐車場をご利用下さい。  

テニスコート横の駐車場は駐車できません 

 

 

【講習会場】東海学院大学短期大学部（西キャンパス） 

〒504-8511 岐阜県各務原市那加桐野町２丁目４３ 

 

【 車 】駐車場があります（西キャンパス前の道路の西側にある学生駐車場をご利用下さい） 

           目印は旧156号線のセブンイレブン、そこから大学の方向へ向かって下さい。 

【バス】岐阜バス JR岐阜北口駅広場⑭番または、岐阜バスターミナルＤ乗り場で乗車、｢東海学院大学前｣下車,徒

歩5分 (バス運賃片道270円,乗車時間約20分) 

 

【教室】テニスコート北側の7号館２F （723教室） 

 

【受付】１日目の受付は 8：30～8：50 （7号館2階教室前） 

 

【当日の持ち物】払込金受領証又はコピー・各自の昼食・生涯研修手帳(会員)  

 

【当日の連絡先】TEL 090-7695-8903（岐阜県介護福祉士会事務局携帯） 

 

【その他】宿泊が必要な方は各自で御手配下さい。 

       

【連絡・お問い合わせ先】 

一般社団法人岐阜県介護福祉士会（事務局） 〒501－0234  岐阜県瑞穂市牛牧913番地10 

【電話】058‐322‐3971（月,水,金の9時～17時） 

【FAX】058－322－3972 

【Eメ-ル】gifukaigo@ark.ocn.ne.jp （時間外は直近の月水金に返信対応） 

【携帯】090－7695－8903  

 



研修時間と内容のご案内 
 

（公社）日本介護福祉士会基礎研修プログラム 

開催日時 

8/24（土） 8：50～16：50 

9/7（土） 9：00～16：50 

9/8（日） 8：50～17：00 

会場 東海学院大学西キャンパス 

主催 公益社団法人 日本介護福祉士会 ／一般社団法人岐阜県介護福祉士会 

 

8/24 

（土） 

8：50～8：55 オリエンテーション 

7 号館 

723 教室 

8：55～9：55 介護福祉士の法律と関連する法制度 [講義] 

≪休憩（5 分）≫ 

10：00～11：30 仕事とコミュニケーション [講義] 

≪昼食（60 分）≫ 

12：30～13：30 介護福祉士の基本的態度 「講義」 

休憩（10 分） 

13：40～15：10 介護福祉士のための医学知識 [講義] 

≪休憩（10 分）≫ 

15：20～16：50 記録と報告 [演習] 

9/7 

（土） 

9：00～11：00 介護福祉士の専門性と職業倫理 [講義] 

7 号館 

723 教室 

≪休憩（10 分）≫ 

11：10～12：10 介護過程の展開（事例演習） [演習] 

≪昼食（40 分）≫ 

12：50～16：50 介護過程の展開(事例演習) 適宜休憩有 [演習] 

9/8 

（日） 

8：50～10：20 福祉用具の意義と活用 [講義] 

2 号館 

213 教室 

≪休憩（5 分）≫ 

10：25～11：55 より良い介護を目指した介護技術 [講義] 

≪休憩（30 分）≫ 

12：25～16：55 

実技 （適宜休憩有） [演習] 

2 号館 

介護実習室 

「移動」（12：25～13：25） [演習] 

「食事」（13：25～15：25） [演習] 

「排泄」（15：25～16：25） [演習] 

「緊急時の対応」（16：25～16：55） [演習] 

16：55～17：00 修了式 

 

※ 3 日目の午後は実技演習にふさわしい服装と上靴が必要です。 

※ 3 日間とも学生食堂は週末のため閉鎖しているので昼食をご持参下さい。 

※ 自販機の飲み物は購入できます。 

※ 3日目は複数の研修を同時開催するため、会場の「研修講座名」を確認し、入室して下さい。 

※ 必ず学生駐車場に駐車して下さい。正門の中の職員駐車場はご利用できません。 


