
求職者支援訓練 実践コース(介護・医療・福祉分野）

～就職に強い人材を育てる～

介護初任者養成科（短期間）

訓練番号 5-０４－２３－００２－０５－００３１

７月開講 受講生募集中

募集期間 令和４年５月３０日（月）～令和４年６月２７日（月）

訓練期間
訓練時間

令和４年７月２５日（月）～令和４年９月２２日（木） （２ヵ月コース）
９：３０～１６：１０ 訓練日数は４３日 原則土、日、祝は休みですが、９/１７(土）、９/１９（祝）は訓練あり

選考日時 令和４年７月５日（火）午前９時３０分～ 選 考 方 法 面接のみ※筆記用具をご持参ください。

選考結果
通 知 日 令和４年７月８日（金） 発送（郵送）

選 考 会 場

訓練実施場
所

ナーシングホームオレンジ中町

〒445-0836

愛知県西尾市中町７５番地１

定 員 １５名（最小開講人数 4名）

訓練対象
者の条件

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 額

テキスト代 8,580円（税込）

職場見学先への交通費（２日間）および健康診断料（職場見学先
で必要とする場合）
※法定講習の科目を欠席した場合、１時間あたり最大4,4００円
(税込）の補講料が必要となります。

職業訓練
受講
給付金

特定求職者の方がハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練を
受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金（職業訓練
受講手当と通所手当）が支給されます。
※詳しくは所轄のハローワークにお問い合わせください。

申込方法 所轄のハローワークでご相談の上、右記実施機関へ受講申込書を郵送。
※応募に伴う書類は返却いたしません。

駐 車 場 駐車場あり：無料 （台数制限有）

訓練目標 介護サービス事業所において、利用者の多様化するニーズに対応した介護ができる。
修了後に取得できる資格 介護職員初任者研修

実施機関：株式会社光フィールド
所在地：名古屋市中区錦3-10-14

協和錦ビル６階（担当：鵜飼）

受付時間：平日９：３０～１６：１０
実施施設：ナーシングホームオレンジ中町
所 在 地：〒445-0836 
愛知県西尾市中町75番地1
０５６３－６５－０２２５

・事前にハローワークでの職業相談や受講手続きが必要となりますので、なるべく早めにご相談ください。

講座紹介動画も公開中です！
ぜひご覧ください。

当講座の特長
１．自家用車で通所可能（台数に限り有り）
２．大学の第一線で教える先生と

現場のベテラン介護職が講師
（わかりやすい講義を心がけています）

３．現場で必要なスキルを身に付けられます
（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、５S、倫理観など）

４．介護法人採用担当との接点が多い
（就職に強い講座を目指しています）

個別説明会（予約制）
説明会会場：ナーシングホームオレンジ中町

第1回 6月 6日（月） 13時から
第2回 6月17日（金） 13時から
第3回 6月23日（木） 13時から

予約電話番号
TEL 052-962-9010（担当 鵜飼）

上記日程がご都合の悪い場合はご相談ください
お気軽にお問い合わせください。

（特例訓練）



■訓練カリキュラム

■応募方法（受講手続きの流れ）

※受講を申し込むには、複数回ハローワークに行く必要がありますので、お早目にお申込みください。

〒460-0003 名古屋市中区錦3-10-14 協和錦ビル６階

株式会社光フィールド

052-962-9010 （担当：鵜飼）
受付時間：平日９：３０～１６：１０

「ありがとう」と言われる仕事を
目指してみませんか？

1.求職申込 ２.受講申込
３.受講申込書の

提出
４.選考

５.就職支援
計画

６.訓練受講

住所地を管轄

するハローワー

クで求職申込を

行い、職業相談

を受けてくださ

い。

ハローワークで受講

申込書を交付してもら

い、必要事項を記入し

た上で、募集期間内

にハローワークで受

講申込手続きを行っ

てください。

ハローワークで受け付

けてもらった受講申込

書を、当校に持参又は

郵送で提出してください。

選考日に当校で面

接を受けてください。

選考結果は、選考結

果通知日に郵送で

通知します。

合格通知を受けた方

は、ハローワークに選

考結果通知書を持参

し、就職支援計画書

の交付を受けてくださ

い。

訓練開始です。開講日

には就職支援計画書を

持参してください。

●教室に入る際、検温をしていた
だきます。熱のある方は受講でき
ません。
●室内の除菌を行い、空間の衛
生管理もおこないます。

●フェースシールドを着用して受
講いただきます。

新型コロナ感染予防対策

〇受講申込書提出先

○受講申込方法：郵送

17時間

こころとからだのしくみと生活支援技術（学科）
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、快適な居住環境整備と介護
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、介護過程の基礎的理解。

30時間

9時間

自己分析、履歴書、職務経歴書の作成支援と指導、ジョブカード作成支援と指導

6時間

訓練時間

学
科

安全衛生 職場の安全性、心身の健康管理、整理整頓の原則、新型コロナなど感染症対策 6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

老化の理解 老化に伴う心とからだの変化と日常、高齢者と健康

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

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 4時間

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

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

4時間

実
技

介護におけるコミュニケーション力演習 ５S、倫理観醸成、コミュニケーション力醸成、ホウレンソウ、怒りの抑制 33時間

こころとからだのしくみと生活支援技術（実技）
生活と家事、快適な居住環境整備、整容、移動、移乗、食事、入浴
清潔保持、排泄、睡眠に関するからだのしくみと自立に向けた介護、終末期介護、総合生活支援技術演習 48時間

修了評価（実技） 介護模擬演習（身だしなみ、言葉遣い、態度、介護） 3時間

科目 科目の内容

9時間介護における尊厳の保持・自立支援 人権の尊厳を支える介護、自立に向けた介護

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

介護におけるコミュニケーション技術 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 6時間

【職場体験】 施設系、訪問系の介護事業所において介護職の仕事を体験します 12時間

修了評価（学科） 筆記試験（介護職員初任者研修事業実施要項に基づく全科目筆記試験）

就職支援

職場見学、職場体験、職業人講話
【職業人講話】 事業所の方の話を直接聞くことで介護業務の実践知識を深める 5時間



鯖戸 善弘 先生

「就職に一番強い」介護職育成
スクールを目指しています。

求職者支援訓練

８
2021 コース名：～就職に強い人材を育てる～

介護初任者養成科（短期間）

講師紹介

介護事業所が求める人材の育成を図り、長く勤めていただけるに足る介護
事業所をご紹介いたします

これから私たちは「就職に一番強いスクール」を目指しています。私たちと
一緒に頑張っていきましょう。しっかり応援いたします。

介護事業所に勤めるのに有利な「初任者研修」を修了いただきます。
昨今の「介護」は「看護」と密接な関係があります。
看護と介護に精通した経験豊かな先生方を講師にお迎えしています。
勉強は苦手だな・・・・。ついていけるかな・・・。と心配な方もやる気があれば
大丈夫です。一緒に頑張りましょう。応援いたします。

せっかく就職した介護事業所をすぐに辞めてしまう方も少なくはありません。
その原因の一つは「人間関係」です。介護の現場で必要なのはチームワーク。
当スクールは独自のカリキュラムとして、現場に必要な「５Ｓ」、「倫理観」、
「コミュニケーション力」などをレクリエーションも交えながら身に付けていただきます。
その方面の第一線でご活躍の先生をお招きいたしました。

さばと よしひろ

POINT!

POINT!

7

2022

名古屋柳城短期大学 介護福祉専攻 准教授

おおさき ちあき

大崎 千秋 先生

大学で教鞭を執られている他、介護の現場も精力的にこなされてお
り、介護現場の最新の状況を教育に生かされています。
愛知県介護福祉士会副会長、介護福祉士国家試験幹事委員、介護
福祉学会評議員などの要職を歴任されています。

ヒューマン・コミュニケーション・ラボ 代表
大学講師 キャリアコンサルタント
社会教育主事ほか 教育ファシリテーション修士
主な著書： コミュニケーションと人間関係づくりのための体験学習ワーク

対人援助職リーダーのための人間関係づくりワーク

ナーシングホームオレンジ中町



名鉄西尾駅より約１ｋｍ。
車で3分、徒歩でも13分。

駐車場あります。
（台数制限有）

西尾駅周辺にコンビニが複
数あります。

施設紹介

POINT!

ナーシングホームオレンジ中町

介護事業所とのマッチング

永く勤めるに値する介護事業所を見つけていただくために様々な「しくみ」を
作っています。

◆修了者受け入れサポート会
現在８０法人以上の賛同を得ており今後も拡大していきます。
設立趣旨をご理解いただき様々なご支援をいただいています。
◆職場体験の実施
各種形態の施設の方と。
介護の仕事のイメージをつかんでいただけます。
◆万全の就職支援
経験豊かなキャリアコンサルタントと就職先について相談いただけます。
またハローワークなど公的機関からの役に立つ講話もお聴きいただけます。
◆OB会の設立
修了者は入会いただくことができます。終了後も困ったことは相談できます。

POINT!

コース名：～就職に強い人材を育てる～
介護初任者養成科（短期間）

求職者支援訓練

7

2022




