◆求職者支援訓練・実践コース（介護・医療・福祉分野）

◆訓練番号：5-03-23-002-05-0067

介護職員に求められる介護の知識・技術・マナー並びに介護施設の事務職としての知識を習得し、
介護施設や訪問介護事業所等において安心して介護業務ができる。

令和 4 年 3 月 25 日（金）～令和 4 年 5 月 24 日（火）
訓練期間

訓練時間 9：30～16：10 （休憩含む）
訓練日数 37 日

募集定員

※土・日・祝休（一部平日休みあり）

15 名
次の①または②のいずれかに該当する方でハローワークに求職登録を行い、受講の必要性が認められた方。①主として、新型コロナ

訓練対象者の条件

ウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や休業を余儀なくされた方など、在職中で訓練時間に配慮が必要な方。
②職業相談を通じて特例訓練の受講が就職の可能性を高めるために有効と判断される離職者の方。

自己負担

・受講料 無料 ・テキスト代：16,500 円（税込） ※職場見学先への交通費は実費
○学科：就職支援、安全衛生、職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本、
介護・福祉サービスの理解と医療との連携、介護におけるコミュニケーション技術、
老化の理解、認知症の理解、障害の理解、こころとからだのしくみと生活支援技術（基本知識）、

訓練内容

振り返り（知識）、介護職員初任者研修修了試験、介護事務の基礎知識
○実技：こころとからだのしくみと生活支援技術（生活支援技術）、こころとからだのしくみと生活支援技術
（生活支援技術演習）、介護実技演習、介護事務の基礎演習
※就職支援：求人情報の探し方.履歴書・職務経歴書の書き方・面接の受け方
※雇用保険受給資格者の方が説明会に参加された場合は、求職活動の実績としてカウントできます。
希望の方には、『説明会参加証明書』を発行いたします。

募集期間

令和 4 年 1 月 27 日（木）～令和 4 年 2 月 25 日（金）
名駅教室 1 月 27 日（木）14：00～15：30

説明会

2 月 17 日（木）14：00～15：30

2 月 4 日（金）10：00～11：30
2 月 11 日（祝金）10：00～11：30

応募方法

裏面参照

申込方法

受講申込書を「ニチイ学館 名古屋支店」へ郵送または、ご持参下さい。 ※住所下記参照

《選考日》

選考方法

令和 4 年 3 月 7 日（月） 10:00～16:00 ※開始 30 分前より受付開始

《選考方法》

面接

《会場》

ニチイ 名駅教室

※筆記用具をお持ち下さい。
※下記地図参照 （名古屋駅より徒歩 5 分）

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

《選考結果通知日》 令和 4 年 3 月 10 日（木）発送

訓練実施施設名
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4-5-28 桜通豊田ビル 8 階

TEL:0120-781-034

担当：小寺・鳥居

（ 受付時間 平日 9:00～17:15 ）
実施機関名：株式会社ニチイ学館

■訓練カリキュラム
科目

科目の内容

訓練時間

安全衛生

心身の健康管理、整理整頓の原則

1時間

職務の理解

多様なサービスの理解、介護職の仕事内容や働く現場の理解

6時間

介護における尊厳の保持・自立
人権の尊厳を支える介護、自立に向けた介護
支援

9時間

介護の基本

介護職の役割、専門性と多職種との連携、介護職の職業倫理、介護における安全の確保とリスクマネジメン
ト、介護職の安全

6時間

介護・福祉サービスの理解と医
療との連携

介護保険制度、障害者自立支援制度及びその他制度、医療との連携とリハビリテーション

9時間

介護におけるコミュニケーション
介護におけるコミュニケーション、介護におけるチームコミュニケーション
技術
学 老化の理解
科

6時間

老化に伴うこころとからだの変化と日常、高齢者と健康

6時間

認知症の理解

認知症を取り巻く状況、医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理、認知症に伴うこころとからだの変化と
日常生活、家族への支援

6時間

障害の理解

障害の基礎的理解、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、家族
の心理、かかわり支援の理解

3時間

こころとからだのしくみと生活支 介護の基本的な考え方、介護に関するこころのしくみの基礎的理解、介護に関するからだのしくみの基礎的理
解
援技術（基本知識）

12時間

振り返り（知識）

振り返り、就業への備えと研修修了後における継続的な研修

5時間

介護職員初任者研修修了試験

筆記試験（介護職員初任者研修事業実施要綱に基づく全科目筆記試験）

1時間

介護事務の基礎知識

介護事務の基礎・介護報酬について

12時間

就職支援

求人情報の探し方、職務経歴書の書き方、履歴書の書き方、面接の受け方

18時間

こころとからだのしくみと生活支 生活と家事、快適な居住環境整備と介護、こころとからだのしくみと自立に向けた介護（整容、移動・移乗、食
事、入浴、清潔保持、排泄、睡眠）、終末期介護
援技術（生活支援技術）
こころとからだのしくみと生活支
介護過程の基礎的理解、総合生活支援技術演習
実 援技術（生活支援技術演習）
技
レクリエーションの計画作成・実施、事例にもとづく検討と報告
介護実技演習
介護事務の基礎演習

54時間
15時間
10時間
18時間

介護給付費 単位数の計算・介護給付費明細票の作成

【職場見学】 グループホーム等の見学を通して知識・技術また、職場としての現場を学ぶ 見学場所未定

6時間

【職業人講話】 「介護職員として目指していること」企業未定

2時間

職場見学、職場体験、職業人講話

■応募方法（受講手続きの流れ）
1.求職申込

3.受講申込書の提出

2.受講申込

4.選考

5.就職支援計画

6.訓練受講

住所地を管轄

ハローワークで受講申

ハローワークで受け

選考日に当校で面接

合格の通知を受けた方

訓練開始です。開講

するハロー

込書を交付してもらい、 付けてもらった受講

を受けてください。

は、ハローワークに選

日には就職支援計画

ワークで求職

必要事項を記入した上

申込書を、当校に持

選考結果は、選考結

考結果通知書を持参し、

書を持参してくださ

申込を行い、

で、募集期間内にハ

参又は郵送で提出し

果通知日に郵送で通

就職支援計画書の交付

い。

職業相談を受

ローワークで受講申込

てください。

知します。

を受けてください。

けてください。 手続を行ってください。

※受講のお申込に際して、複数回ハローワークに行く必要がありますので、 お早めにお申込みください。

新型コロナウイルス感染症防止のための取り組みと対策
1、受講時等のマスク着用の徹底
及び消毒方法の掲示
ウト

2、教室入り口への消毒液の設置、手洗い場に石鹸を常備し、手洗い

３、座席に簡易パーテーションの設置

5、共用部分の定期的な消毒

6、入室時の検温

4、可能な限り間隔を空けた座席レイア

7、健康チェックシートの配布・実施のお願い

3
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名古屋支店 名駅教室 (ニチイ学館）

求職者支援訓練

コース名：２ヶ月で習得できる
介護が楽しくなる！介護員養成科（短期間）
POINT!
介護福祉士・看護師・介護支援
専門員・社会福祉士等の資格を
持ち、ニチイ独自の講師研修を
クリアした指導者が授業をいた
します。
どの講師も介護現場での経験が
豊か。
経験談の中に介護のコツと楽し
さへのヒントが満載。
介護現場へのデビューが
待ち遠しくなります！

講師紹介

POINT!

ボディメカニズムを使った介護の実技
演習の様子。
最少の力で、利用者様を楽に起き上が
らせ、介護者の腰の負担も軽減できま
す。
利用者様との会話もはずみ、介護者・
利用者になって、お互いの気持ちを理
解します。

実習風景
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名古屋支店 名駅教室 （ニチイ学館）

求職者支援訓練

コース名：２ヶ月で習得できる
介護が楽しくなる！介護員養成科（短期間）

授業風景

POINT!

名古屋駅から徒歩５分、ユニモー
ル地下街７番出口すぐの桜通豊田
ビル８階にあります。
８階フロアはすべてニチイ学館。

桜通に面した概観

Ⅲ教室で学んでいただきます。
この教室で実技演習も行います。

施設紹介

エントランス

POINT!

ニチイ学館、オリジナル
テキストで学びます。
長い介護教育で培った、ニチイ
の知識の詰まった教材です。
イラスト入りで視覚からもバッ
チリ！
永く手元においていただける基
本のテキストです。

使用教材

