
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講料 

59,000円(テキスト代・消費税込み) 

お申込み前に、当法人に就職されますと 

受講料は 30,000円となります。 

日 時 

第１コース 4/14～7/12 

第２コース 9/20～12/13 

第３コース 2024年 1/12～3/26 

9:30～16:10又は 17:15 

研修会場 

(駐車あり) 

講義会場(14日間) 

じゃんけんぽん研修センター 

(小規模多機能の家じゃんけんぽん国府 2F) 

高崎市引間町 2-2 (イオンモール高崎近く) 

演習会場(7日間) 

じゃんけんぽん大利根前橋地域交流室 

(小規模多機能の家じゃんけんぽん大利根前橋) 

前橋市上新田町 881 (済生会前橋病院近く) 

実習会場(1日間) 

当法人の事業所のうち 1か所 

テキスト 
公益財団法人 介護労働安定センター 

(開校式でお渡します) 

持ち物 
筆記用具・動きやすい服装・上履き・昼食 

演習時は着替え・タオル等 

申込方法 

じゃんけんぽんホームページより申込書をダウンロード

し必要事項をご記入の上、身分証明証と一緒に事務局 

企画研修部までご提出ください。 

資料請求希望の方、就職を希望の方は下記問い合わせ

先までご連絡をお願い致します。 

  

     

 

 

認定NPO法人じゃんけんぽん 研修センター 

任 者 研 修 

厚生労働大臣指定教育訓練講座 

 

 じゃんけんぽん 初任者 

「多彩な講師」 
現場で働く経験豊富な講師です。 

実践的な話も聞けますので、就職後も活かせます。 

「お休みに対応します！」 
体調不良等の急なお休み時は、当法人のコースでしたら、 
振替無料で受講できます。 
 

「平日・昼間のみ週２回」 
週に 2回程度で約 3 ヵ月間です。 
開始時間は 9時 30分ですので、遠方の方や、 
子育て中の方、お仕事をされている方も受講しやすいです。 

 
 

認定ＮＰＯ法人じゃんけんぽん 事務局 企画研修部 
 

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 

 

お申込み・お問い合わせ先 (仕事をお探しの方、就職を希望される方はお気軽にご相談下さい) 

ホームページ 

https://www.jankenpon.jp 

 

詳しくは裏面をご覧ください 

2023年度  

☆ 全 22回(平日 週 2回)  

「未経験の方でも安心」 
初めて介護を勉強する方でも安心して受講できます。 

また、受講生は 10代から 70代まで様々、 

小人数でアットホームな雰囲気です。 

 

(旧ヘルパー2 級) 

59,000円 
  第 1期コース4/14(金)～  第 2期コース9/20(水)～  第 3期コース 1/12(金)～ 

                          

 

 

                                 

 受講料 (テキスト代・消費税込み)  

  

講義９０時間(オリエンテーション等含む) 演習３９時間 実習 6時間 筆記試験 1時間 

平日・昼間・週２回 

研修内容によって 

会場が変わります 

mailto:ｊkp.kensyu@gmail.com


 

 

NO 第 1期ｺｰｽ 第 2期ｺｰｽ 第 3期ｺｰｽ テキストの項目 (学習内容の参考にしてください) 時間 

1 4/14 (金) 9/20 (水) 1/12 (金) 開校式 オリエンテーション  多様なサービスと介護職の仕事 キャリアパスの資格取得要件  9:30～17:15 

2 4/19 (水) 9/27 (水) 1/17 (水) 自立支援と介護予防 人権と尊厳の保持 ICF(国際生活機能分類) QOL(生活の質) ノーマライゼーション  9:30～16:10 

3 4/21 (金) 9/29 (金) 1/19 (金) 虐待予防と身体拘束禁止 個人の権利を守る制度の概要 介護環境の特徴 介護の専門性 介護に関わる職種 介護職の職業倫理 9:30～16:10 

4 4/26 (水) 10/4 (水) 1/24 (水) 
介護における安全の確保 事故予防と安全対策 緊急時に必要な知識と対応方法 感染症対策 介護職の心身の健康管理  

介護保険制度について 医療保険制度の概要 年金保険制度の概要 障害の概念と ICF(障害者福祉の基本理念) 
9:30～17:15 

5 4/28 (金) 10/6 (金) 1/26 (金) 
高齢者の服薬と留意点 径管栄養、吸引、吸入、浣腸など 健康チェック 訪問看護 リハビリテーション医療の意義と役割・課程 訪問・通所・ 

地域リハビリテーション 障害者総合支援制度とその他の制度 家族の心理・かかわり支援 
9:30～17:15 

6 5/10 (水) 10/11 (水) 1/31 (水) 
コミュニケーションの意義と目的、役割 コミュニケーションの手段と技法 利用者・家族への対応の基礎知識と実際  

利用者の状況・状態に応じた対応 チームのコミュニケーション 記録による情報の共有化 報告・連絡・相談 コミュニケーションを促す環境 
9:30～16:10 

7 5/12 (金) 10/13 (金) 2/ 2 (金) 
高齢者の疾病(老年症候群)と生活上の留意点(外科系) 高齢者に多い病気と生活上の留意点(内科系)                    

老年期の発達と心身の変化の特徴 心身の機能の変化と日常生活への影響 
9:30～16:10 

8 5/17 (水) 10/18 (水) 2/ 7 (水) 
認知症の概念と原因疾患・病態 原因疾患別ケアのポイントと健康管理 さまざまな障害の基礎的理解 身体障害や内部障害など  

認知症ケアの理念 生活障害、心理・行動の特徴 利用者への対応 家族との関わり方 
9:30～17:15 

9 5/19 (金) 10/20(金) 2/ 9 (金) 
介護の基本的な考え方 

学習と記憶に関する基礎的知識 感情と意欲に関する基礎知識 自己概念と生きがい 老化や障害を受け入れる適応行動と阻害要因 
9:30～17:15 

10 5/24 (水) 10/25(水) 2/14 (水) 
生活と家事 家事援助の基礎知識と生活支援 家事援助の技法(調理・洗濯・清掃等) ベットメイキングの必要な基礎知識と方法 健康チェック

とバイタルサイン 骨・関節・筋肉に関する基礎知識 中枢神経系と体性神経に関する基礎知識 自律神経と内部器官に関する基礎知識 
9:30～17:15 

11 5/31 (水) 11/ 1 (水) 2/16 (金) 
快適な居住環境に関する基礎知識 介護保険による住宅改修 福祉用具に関する基礎知識 

睡眠に関する基礎知識 寝具の整え方  
9:30～17:15 

12 6/ 2 (金) 11/ 8 (水) 2/19 (月) 
移動・移乗に関する基礎知識 移動・移乗のための用具と活用方法 負担の少ない移動・移乗と支援方法 移動と社会参加の留意点と支援  

体位変換の介助 車椅子での移動や杖歩行の介助 視覚障碍者の誘導 講義と演習 
9:30～16:10 

13 6/ 7 (水) 11/10 (金) 2/21 (水) 整容に関する基礎知識 整容の支援技術  衣類の脱着 講義と演習 9:30～16:10 

14 6/ 9 (金) 11/15 (水) 2/26 (月) 
食事に関する基礎知識 食事の介助 口腔ケア 食事環境の整備と用具の活用方法 楽しい食事を阻害する要因と支援方法  

食事と社会参加の留意点と支援 講義と演習 
9:30～16:10 

15 6/14 (水) 11/17 (金) 2/28 (水) 入浴と清潔保持に関する基礎知識 清拭・洗髪 入浴と整容の用具の活用方法 楽しい入浴を阻害する要因と支援方法 講義と演習 9:30～16:10 

16 6/16 (金) 11/22 (水) 3/ 5 (火) 
排泄に関する基礎知識 車椅子から便座へ おむつ交換 排泄環境の整備と用具の活用方法 爽快な排泄を阻害する要因と支援方法  

講義と演習 
9:30～16:10 

17 6/21 (水) 11/24 (金) 3/ 8 (金) 総合生活支援技術演習(事例による展開) 演習 9:30～16:10 

18 6/28 (水) 11/29 (水) 3/12 (火) 介護過程の基礎的理解 演習 9:30～16:10 

19 6/30 (金) 12/ 1 (金) 3/14 (木) 終末期に関する基礎知識 生から死への過程とこころの理解 苦痛の少ない死への支援と多職種との連携 9:30～16:45 

20 7/1～6の 1日間 12/2～7の 1日間 3/15～21の 1日間 整容 移動・移乗 食事１日間 6時間  (当法人の施設のうち 1か所) 9:15～16:15 

21 7/ 7 (金) 11/ 8 (金) 3/22 (金) 就業への備えと研修修了後における継続的な研修 振り返り 筆記試験 9:30～15:15 

22 7/12 (水) 12/13 (水) 3/26 (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 9:30～13:00 

 

２０２3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。 


