交通アクセス

介護の資格を取得できる講座のご案内
サクラッコ介護職員初任者研修
（旧、ホームヘルパー２級課程）
場

定

所

社会福祉法人桜花会 サクラッコ
泉南市新家１４９５番地の１ (JR新家駅

員

１６名

(満１６歳以上が受講対象)
※受講者が８名未満の場合、開講しない場合があります

開講期間

令和３年４月１０日 ～ 令和３年８月１日
（通学１６日間）

・国道２６号線 樫井交差点を、山手に約１０分
・府道３０号線 新家川橋交差点を、山手に約５分
和歌山県からのアクセスも充実
・泉佐野岩出線（風吹峠）風吹交差点から、約２５分
・国道２６号線 和歌山市 大谷ランプから、約３５分

費

徒歩約15分)

用

５０,０００円

日程の詳細は、裏面をご覧ください

（受講料、テキスト代、消費税込）

特定一般教育訓練給付制度・厚生労働大臣指定講座です
詳細は、当法人事務局へお問合せください

研修の詳細

【介護職員初任者研修課程 大阪府指定番号 ２３２】
通学１６日間（９２時間）・通信学習 ２度の課題提出があります（３８時間）

法人の概要
社会福祉法人 桜花会 (法人設立年月日 平成２６年９月２６日)
所在地

事業内容

大阪府泉南市新家１４９５番地の１
TEL ０７２-４１５-４８７９
FAX ０７２-４１５-２６８６
e-mail oukakai@sakura.zaq.jp
🌸第二種社会福祉事業
居宅介護 ・ 重度訪問介護 ・ 行動援護
生活介護 ・ 就労継続支援B型 ・ 共同生活援助
放課後等デイサービス ・ 移動支援 ・ 日中一時支援
特定相談支援 ・ 障がい児相談支援
🌸公益事業
配食事業 ・ 介護職員初任者研修事業

開講実績(修了者数)
◆平成３０年９月コース １３名
◆令和元年９月コース １５名

◆平成３１年４月コース １３名
◆令和２年１１月コース １６名(受講中)

サクラッコは、ここが違う！！
★無料駐車場完備！
事前にお申し出ください

★お子様連れでの通学が可能！！
別途、お子様の託児費が必要となります、事前にご相談ください

★事務局は、介護福祉士養成校の教員！！！
介護に関する基本的な考え方、最新の介護福祉教育をお伝えいたします

関連法人

特定非営利活動法人 さくら
（法人設立年月日 平成１５年８月２４日）

(所属学会 ： 日本介護福祉教育学会、日本高齢者虐待防止学会、日本生命倫理学会)
なかや

お問合せ先

TEL ０７２－４１５－４８７９

担当：中谷

研修スケジュール（通信・通学）
開講日

4月10日(土)

開講式・オリエンテーション／通信課題の配布

9：15～9：45

0.5h

9：45～11：45

2h

12：30～16：30

4h

9：15～9：45

0.5h

9：45～10：15

0.5h

(4)③ 障がい者総合支援制度およびその他制度

10：15～10：45

0.5h

(3)① 介護職の役割、専門性と他職種との連携

10：45～11：45

1h

(3)② 介護職の職業倫理

11：45～12：15

0.5h

(3)③ 介護における安全の確保とリスクマネジメント

13：00～13：30

0.5h

(3)④ 介護職の安全

13：30～14：30

1h

(2)③ 人権啓発に係る基礎知識

9：15～11：15

2h

(2)① 人権と尊厳を支える介護

11：15～12：15

1h

(2)② 自立に向けた介護

13：00～14：00

1h

(7)① 認知症を取り巻く状況

14：00～14：30

0.5h

(7)② 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

14：30～15：30

1h

(7)③ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

15：30～16：30

1h

(7)④ 家族への支援

16：30～17：00

0.5h

9：15～11：15

2h

(5)② 介護におけるチームのコミュニケーション

11：15～12：15

1h

(6)① 老化に伴うこころとからだの変化と日常

13：00～14：30

1.5h

(6)② 高齢者と健康

14：30～16：00

1.5h

(1)① 多様なサービスと理解

(4)① 介護保険制度
(4)② 医療との連携とリハビリテーション

5月8日(土)

9：15～14：30

9：15～17：00

(5)① 介護におけるコミュニケーション

5月9日(日)

9：15～16：00

(8)① 障がいの基礎的理解

5月22日(土)

5月23日(日)

9：15～14：30

9：15～15：00

受講者の声

時間(昼休憩４５分)

(1)② 介護職の仕事内容や働く現場の理解

4月24日(土)

定員１６名

科目番号、項目番号、科目名、項目名

時間

9：15～16：30

２０２１年４月コース

9：15～9：45

0.5h

9：45～10：15

0.5h

(8)③ 家族の心理、かかわり支援の理解

10：15～10：45

0.5h

(9)① 介護の基本的な考え方

10：45～14：30

3h

(9)② 介護に関するこころのしくみの基礎的理解

9：15～11：45

2.5h

(9)③ 介護に関するからだのしくみの基礎的理解

12：30～15：00

2.5h

(8)② 障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識

福祉系の資格・研修を受講するのは始めて
でしたが、講師の先生の説明がわかりやすく、

受講者同士が仲良くなれました。

子ども連れでも通学可能だったので、
とても助かりました。

受講に関して、よくある質問

9：15～15：00

(9)⑤ 快適な居住環境整備と介護

9：15～15：00

5h

Ｑ 施設実習はありますか？

6月6日(日)

9：15～15：00

(9)⑧ 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

9：15～15：00

5h

Ａ 当講座は施設実習の授業はありません。

6月19日(土)

9：15～16：00

(9)⑥ 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

9：15～16：00

6ｈ

6月20日(日)

9：15～17：00

(9)⑦ 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

9：15～17：00

7ｈ

7月3日(土)

9：15～16：00

(9)④ 生活と家事

9：15～12：15

3h

13：00～16：00

3h

7月4日(日)

9：15～17：00

(9)⑨ 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

9：15～17：00

7ｈ

7月17日(土)

9：15～17：00

(9)⑩ 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

9：15～17：00

7h

7月18日(日)

9：15～16：00

(9)⑫ 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

9：15～11：15

2h

(9)⑬ 介護過程の基礎的理解

11：15～16：00

4h

(9)⑭ 総合生活支援技術演習

9：15～16：00

6h

(10)① 振り返り

9：15～12：15

3h

7月31日(土)

9：15～16：00

(10)② 就業への備えと研修終了後における実例

8月1日(日)

9：15～16：00

13：00～14：00

1h

修了評価筆記試験

14：00～15：00

1h

試験結果集計 ・ 採点 ・ 合否発表

15：00～15：30

0.5h

修了式

15：30～16：00

0.5h

スケジュールは、若干の変更が生じる場合があります。ご了承ください。
（開講日については、変更はありませんが、授業が入れ替わり、授業終了時間に
変更が生じる場合があります）

サクラッコ

授業では、実技やグループワークがあり、

6月5日(土)

(9)⑪ 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

社会福祉法人桜花会

理解しやすかったです。

Ｑ 受講する際、特別に用意する物はありますか？
Ａ 特にございません。実技系授業の時は、動きやすいジャージやスウェットをご用意ください。
Ｑ 実技系授業はどんなことをするのですか？
Ａ 受講者同士で、利用者役・介護者役となり介護技術の基本を学びます。
また、手浴や足浴を体験したり、紙オムツ体験（ジャージの上から）を通じて、利用者の気持ちに
寄り沿う介護についての学びを経験していただきます。
もちろん、講師による説明や実技のデモンストレーションを見学する時間もございます。
Ｑ 通信学習は、どのように学習を進めるのでしょうか？
Ａ テキストをしっかりと熟読して解答するという方法になっています。
（当法人ＨＰ 介護職員初任者研修ページ【別添２－10 PDF】参照）
Ｑ 修了試験に向けて、どのように勉強すればいいか不安なのですが…
Ａ 全ての授業をしっかりと前向きに参加してください、基本的にはテキストからの出題となります。
（当法人ＨＰ 介護職員初任者研修ページ【別添２－１ PDF】参照）

