
平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（安房会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（安房会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（安房会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（安房会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）

14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の
基本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務
実習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡ安房が行う安房会場分です（10/14開講・2/17閉講）

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月14日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

11月18日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月17日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

11/23（金）
11/24（土）
11/25（日）
12/ 1（土）
12/ 2（日）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15
会場：ＪＡ安房
福祉センター

小　橋　悦　子

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

介護技術に関する演習
　（実技演習）

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

コミュニティケア　こまくさ
管理者  　福　原　孝　子

介護支援専門員
山　崎　千 代 子

介 護 福 祉 士
神　澤　明　美

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

介護老人保健施設　赤門なのはな館
特別養護老人ホーム　アイリスの里
特別養護老人　三芳光陽園

ＪＡ安房福祉センター訪問介護事業所

介護老人保健施設　赤門なのはな館
特別養護老人ホーム　アイリスの里
特別養護老人　三芳光陽園

30



平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（きみつ会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（きみつ会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（きみつ会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（きみつ会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）
14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の基
本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務実
習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡきみつが行うきみつ会場分です（10/13開講・2/16閉講）

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月13日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

11月17日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月16日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

11月25日（日）
12月2日（日）
12月15日（土）
12月16日（日）
12月23日（日）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15

会場：ＪＡきみつ
介護センター

小　橋　悦　子

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

介護技術に関する演習
　（実技演習）

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
会 長　　　境　野　み　ね　子

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

特別養護老人ホーム
　　　　　　　　　山の手フラワーヒル

ＪＡきみつ介護センター
　　　　　　　　　訪問介護事業所

特別養護老人ホーム
　　　　　　　　　山の手フラワーヒル

30



平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（いすみ会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（いすみ会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（いすみ会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（いすみ会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）
14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の基
本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務実
習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡいすみが行ういすみ会場分です（10/14開講・2/17閉講）

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月14日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

11月18日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月17日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

12/15（土）
12/16（日）
12/23（日）
12/24（月）
12/29（土）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15

会場：
ＪＡ長生本所

小　橋　悦　子

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

介護技術に関する演習
　（実技演習）

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

特別養護老人ホーム　いすみ苑

ＪＡいすみ福祉センター
　　　　　　　　　　訪問介護事業所

特別養護老人ホーム　いすみ苑

30



平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（長生会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（長生会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（長生会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（長生会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）
14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の基
本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務実
習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡ長生が行う長生会場分です（10/14開講・2/17閉講）

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月14日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

11月18日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月17日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

12/15（土）
12/16（日）
12/23（日）
12/24（月）
12/29（土）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15

会場：
ＪＡ長生本所

小　橋　悦　子

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

介護技術に関する演習
　（実技演習）

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

社会福祉法人　長生共楽園
特別養護老人ホーム　一宮苑

ＪＡ長生福祉センター
　　　　　　　　　訪問介護事業部

社会福祉法人　長生共楽園
特別養護老人ホーム　一宮苑

30



平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（山武郡市会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（山武郡市会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（山武郡市会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（山武郡市会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）
14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の基
本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務実
習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡ山武郡市が行う山武郡市会場分です(10/14開講･2/17閉講)

11月18日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定 千葉県ホームヘルパー協議会

副 会 長　　　高　橋　芳　恵

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月14日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

小　橋　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月17日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

11/23（金）
11/25（日）
12/ 1（土）
12/ 2（日）
12/ 8（土）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15

会場：
ＪＡ山武郡市

本所

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

特別養護老人ホーム　青松苑
特別養護老人ホーム　九十九里園

ＪＡ山武郡市福祉ふれあいセンター
　　　　　　　　　　　　　訪問介護事業所

特別養護老人ホーム　青松苑
特別養護老人ホーム　九十九里園

30
介護技術に関する演習
　（実技演習）



平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（千葉会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（千葉会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（千葉会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（千葉会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）
14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の基
本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務実
習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡ千葉厚生連が行う千葉会場分です（10/13開講・2/16閉講）

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月13日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

11月17日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月16日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

11月24日（土）
11月25日（日）
12月23日（日）
  1月12日（土）
  1月13日（日）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15

会場：
中央介護福祉

専門学校

小　橋　悦　子

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

介護技術に関する演習
　（実技演習）

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　　高　橋　芳　恵

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

介護老人福祉施設　ちば美香苑
特別養護老人ホーム　恵光園

ＪＡ千葉厚生連介護サービス
　　　　　　　　　　訪問介護事業所
ＪＡ千葉みらい訪問介護事業所

介護老人福祉施設　ちば美香苑
特別養護老人ホーム　恵光園

30



平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（成田市会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（成田市会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（成田市会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（成田市会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）
14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の基
本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務実
習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡ成田市が行う成田市会場分です（10/13開講・2/16閉講）

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月13日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

11月17日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月16日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

12月16日（日）
12月22日（土）
12月23日（日）
  1月 5日（土）
  1月 6日（日）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15

会場：
ＪＡ成田市

酒々井支所

小　橋　悦　子

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

介護技術に関する演習
　（実技演習）

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
理　　事　　　佐　藤　キ　ヨ　子

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

特別養護老人ホーム
　　　　　　エコトピア酒々井

ＪＡ成田市ケアセンター美郷

ＪＡ成田市ケアセンター美郷

30



平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（西印旛会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（西印旛会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（西印旛会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（西印旛会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）
14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の基
本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務実
習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡ西印旛が行う西印旛会場分です（10/13開講・2/16閉講）

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月13日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

11月17日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月16日（土）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

11月23日（金）
12月 1日（土）
12月 2日（日）
12月 8日（土）
12月 9日（日）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15

会場：
ＪＡ西印旛

介護福祉部

小　橋　悦　子

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

介護技術に関する演習
　（実技演習）

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　　高　橋　芳　恵

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

特別養護老人ホーム　みどり荘
特別養護老人ホーム　ハートヴィレッヂ

ＪＡ西印旛介護福祉部訪問介護事業所

特別養護老人ホーム　みどり荘
特別養護老人ホーム　ハートヴィレッヂ
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平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（ちばみどり会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（ちばみどり会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（ちばみどり会場）日程表平成 24 年度ＪＡ介護員2級養成研修会通信コース（ちばみどり会場）日程表

時間数 科目名 テキスト 内容

9:15～10:00 開講式・全体オリエンテーション

10:00～11:00
(休憩15分)

11:15～12:15
2 訪問介護員の職業倫理 1

・サービス提供における利用者の人権の尊重
・福祉業務従事者としての倫理

13:00～14:30
(休憩15分）
14:45～16:15
(休憩15分)

16:30～17:30

4 介護事例検討 2
・高齢者介護の特徴と留意点
・障害者介護の特徴と留意点

福祉理念とケアサービスの意義 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

サービス提供の基本的視点 1
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービス
提供の基本的理解

高齢者、障害者（児）の心理 2
・高齢者及び障害者の疾病
・障害等に関する理解

高齢者福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

障害者（児）福祉の制度とサービス 1 ・高齢者保健福祉及び障害者福祉に係わる制度

高齢者、障害者（児）の家族の理解 2 ・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する理解

訪問介護員の職業倫理 1 ・訪問介護に関する理解

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15

3 (面接指導）レクリエーションに関する演習 4
・レクリェーションの視点とプログラム
・高齢者、障害者を対象とするレクリェーションの体
験学習

13:15～14:45
（休憩15分）
15:00～16:30
(休憩15分)

16:45～17:45

4
（面接指導）福祉サービスを提供する際の基
本的態度に関する演習

4
・ロールプレイ等の方法によりサービス提供場
面の演習を通じて、サービス利用者に対する
共感的理解と基本的態度を形成する

介護概論 2 ・介護の目的、機能と基本原則

家事援助の方法 3 ・生活援助・相談援助に関する理解

訪問介護サービス概論 1 ・訪問介護に関する理解

介護事例検討 2 ・介護事例を通しての学習

障害・疾病の理解 2
・高齢者及び障害者の疾病、障害等に関する
　理解

住宅･福祉用具に関する知識 2
・高齢者に向けた住宅整備、用具に関する
　理解

医学の基礎知識Ⅰ 3 ・医学等の関連する領域の基本的な知識

リハビリテーション医療の基礎知識 3 ・リハビリテーションの理念と意義、役割

相談援助とケア計画の方法 3 ・相談援助に関する理解

在宅看護の基礎知識Ⅰ 3 ・訪問介護と訪問看護の関わり

（２日） 16 介護実習 4
・特別養護老人ホーム、老人保健施設等にお
ける介護実習

（２日） 8 訪問介護サービス同行訪問 4
・ホームヘルプサービス同行訪問による業務実
習

（１日） 6 在宅サービス提供現場見学 4
・デイサービスセンター等の在宅サービス提供
現場の見学

9:30～11:00
（休憩15分）
11:15～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
(休憩15分)

14:45～15:45

5 訪問介護計画の作成等に関する演習 4
・ホームヘルパーとしてのケア計画の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成技術
・業務及び事例の記録の方法と報告の仕方

閉講式 修了証の授与等

＊この日程表はＪＡちばみどりが行うちばみどり会場分です（10/14開講・2/17閉講）

                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会                        事業者名；千葉県厚生農業協同組合連合会

日時･会場 講師名

10月14日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

第1回提出期限
10月26日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

辻　井　孝　次

井　上　浩　美

11月18日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ
※健康診断予定

デイホーム　ちゃのま
施設長　　村　松　郁　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

第2回提出期限
11月6日
在宅学習

和　田　和　希　子

辻　井　孝　次

中　尾　典　子

井　上　浩　美

中　尾　典　子

梅　下　治　彦

小　橋　悦　子

2月17日（日）
千葉県農業会館

6階ﾎｰﾙ

第4回提出期限
11月26日
在宅学習

11/23（金）
11/25（日）
12/ 1（土）
12/ 2（日）
12/ 8（土）

9:00～10:30
（休憩15分）
10:45～12:15
(休憩45分)

13:00～14:30
（休憩15分）
14:45～16:15

会場：
ＪＡ山武郡市

本所

小　橋　悦　子

・食事、排泄、入浴、移動、移乗、その他基本
的な介護技術の習得

佐　古　田　安　代

梅　下　治　彦

井　上　浩　美

介護技術に関する演習
　（実技演習）

第5回提出期限
12月6日
在宅学習

佐　古　田　安　代

中　尾　典　子

三　宅　一　栄

和　田　和　希　子

4

第3回提出期限
11月16日
在宅学習

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　　　高　橋　芳　恵

千葉県ホームヘルパー協議会
副 会 長　 　　遠　藤　悦　子

上記、実技演習
終了後～2月15日

の期間中

特別養護老人ホーム　やすらぎ園
特別養護老人ホーム　第二松丘園

ＪＡちばみどりケア・センター

特別養護老人ホーム　やすらぎ園
特別養護老人ホーム　第二松丘園
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