
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1期コース 5/11～7/29 第 2期コース 9/5～11/25 第 3期コース 12/6～3/14 

                          

 

 

                                 

お問い合まずはお問合せ下

さいわせ お申込み 

 

認定NPO法人じゃんけんぽん 

（テキスト代・消費税込） 円 

講 生 募 集 

厚生労働省 一般教育給付制度対象講座 

 

介護職員初任者研修 

当法人に就職されますと  

 

介護の勉強を始めてみませんか  

「様々な事業形態」 
『定期巡回随時対応型訪問介護看護』              

『介護小規模多機能方居宅介護』                 

『認知症高齢者グループホーム』 などの 

現場で働く当法人の職員ですので、 

実体験等色々話を聞くことができます。 

「お休みに対応します！」 
体調不良等の急なお休み時もご安心  
下さい。次回以降のコースの同科目なら 
振替無料で受講できます。(他施設など
は有料となります) 
 

「平日・昼間のみ週２回」 
受講日は平日の昼間のみで週 2回 
程度なので子育て中の方や、 
お仕事をされている方も。 

 
 

 

講義  小規模多機能の家じゃんけんぽん国府 2F 

  研修センター 高崎市引間 2-2  (イオン高崎近く)  

演習  じゃんけんぽん大利根前橋    

   前橋市上新田町 881  (群馬県済生会前橋病院近く) 

実習  当法人の事業所のうち 1か所                 

 

     

 

 

研修会場 

認定ＮＰＯ法人じゃんけんぽん 事務局 研修部 
 

群馬県高崎市棟高町 954-8(棟高郵便局となり) 

TEL : 027-350-3191    FAX : 027-350-3192        

 メール：ｊkp.kensyu@gmail.com 

 

まずはお気軽にお問い合わせください 

ホームページ 

お仕事をお探しの方、就職を希望される方は、見学等お気軽にご相談下さい  

くわしくはホームページ等でもご覧になれます 

 

受講料 通常 59,000円のところ 
 

となります 

 

受講中の託児お探しの方 
 

 

受講生募集中 

生活援助従事者研修 

生活援助従事者研修とは、 

59時間の受講で、初任者研修の約半分の時間で修了 

できます。 

掃除・洗濯・調理などの家事援助を中心としたサービス 

(身体介護以外の部分)の担い手を育成するための研修で

す。ご自身の勉強やボランティアに活かせます。 

第 1期コース  4/6～4/28 

第 2期コース  7/12～9/16 

第 3期コース 12/1～3/30 

詳しくは裏面をご覧ください 

こちらも 

同時募集中! 

※ 第 1期コースは水・金曜日のみ)  

2022年度  

事前にご相談下さい 

2022年度 

生活援助従事者研修 

mailto:ｊkp.kensyu@gmail.com


 

 

NO 第 1期ｺｰｽ 第 2期ｺｰｽ 第 3期ｺｰｽ 細目名・内容  

1 5/11 (水) 9/5 (月) 12/6 (火) 開校式 オリエンテーション  (1)多様なサービスの理解 (2)介護職の仕事内容や働く現場の理解 講義 

2 5/13 (金) 9/8 (木) 12/12 (月) (4)自立に向けた介護 (3)人権と尊厳を支える介護 講義 

3 5/18 (水) 9/13 (火) 12/14 (水) (3)人権と尊厳を支える介護 (5)介護職の役割、専門性と多職種との連携 (6)介護職の職業倫理 講義 

4 5/20 (金) 9/15 (木) 12/20 (火) (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 (9)介護保険制度 (20)障害の基礎的理解 講義 

5 5/25 (水) 9/20 (火) 12/23 (金) (10)医療との連携とリハビリテーション (11)障害福祉制度及びその他制度 講義 

6 5/27 (金) 9/22 (木) 1/11 (水) (12)介護におけるコミュニケーション (13)介護におけるチームのコミュニケーション 講義 

7 6/1 (水) 9/27 (火) 1/13 (金) (14)老化に伴うこころとからだの変化と日常 (15)高齢者と健康 (22)家族の心理、かかわり支援の理解 講義 

8 6/3 (金) 9/30 (金) 1/17 (火) 
(17)医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 (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

(16)認知症を取り巻く状況 (18)認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 (19)家族への支援 
講義 

9 6/8 (水) 10/4 (火) 1/19 (木) (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 講義 

10 6/10 (金) 10/6 (木) 1/24 (火) (26)生活と家事 (25)介護に関するからだのしくみの基礎的理解 講義 

11 6/15 (水) 10/12 (水) 1/27 (金) (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 講義・演習 

12 6/17 (金) 10/14 (金) 1/31 (火) (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 講義・演習 

13 6/22 (水) 10/18 (火) 2/3 (金) (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 講義・演習 

14 6/24 (金) 10/21 (金) 2/7 (火) (27)快適な居住環境整備と介護(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 講義・演習 

15 6/29 (水) 10/26 (水) 2/10 (金) (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 講義・演習 

16 7/6 (水) 11/2 (水) 2/14 (火) (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 講義・演習 

17 7/8 (金) 11/4 (金) 2/17 (金) (36)総合生活支援技術演習 演習 

18 7/13 (水) 11/8 (火) 2/21 (火) (3５)介護過程の基礎的理解 演習 

19 7/15 (金) 11/11 (金) 2/28 (火) (34)死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ週末期介護 講義 

20 (7/20～24)    (11/15～19) (3/2～6) 左記の日程のうち 1日間のみの実習 6時間  (当法人の施設のうち 1か所) 実習 

21 7/27 (水) 11/22 (火) 3/10 (金) (38)就業への備えと研修修了後における継続的な研修(37)振り返り 筆記試験 講義 

22 7/29 (金) 11/25 (金) 3/14 (火) 地域包括ケアと生活支援サポートについて 認知症ｻﾎﾟｰﾀ-講座 閉校式 講義 

 時間 9:15～16:10又は 17:15 (最終日は午前のみ) 

２０２２年度  初任者研修スケジュール 

※ 詳しい時間等は最新のスケジュール表をご確認下さい。 また、講義内容日時等は変更することがあります。 

全 22回 (平日 週 2回)     講義 91時間(オリエンテーション・筆記試験等含む)演習 39時間 実習 6時間 


