
兵庫大学リカレント教育推進事業
文部科学省「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業」

職業実践力コース

介護員養成研修

お問合せ先：兵庫大学エクステンション・カレッジ

【開講】 令和3年12月18日～令和4年3月7日

【募集期間】令和3年9月6日～12月17日

受講者
募集

（定員30名）

申込方法

受講手続きの案内、
受講票を送付しま
す。

講座日には
受講票をお持ち
のうえ、会場へ
お越しください。

■申込手順

URL：http://www.hyogo-dai.ac.jp/

兵庫大学 ホームページ

兵庫大学リカレント推進事業 介護員養成研修 申込書

FAX ０７９－４２７－９８９７申込日 令和 年 月 日

氏 名

(フリガナ) 性 別 生年月日

□女 □男 西暦 年 月 日

住 所

〒 -

連絡先

TEL
携帯
電話

FAX E-mail

申込プログラム ■介護員養成研修

【受講場所】

【お問合せ先】

兵庫大学 エクステンション・カレッジ

電話：０７９－４２７－９９６６

電話・窓口受付時間

9時～17時（土曜日は16時30分まで。日曜・祝日は除きます。）

兵庫大学
■加古川市平岡町新在家２３０１

申込受付期間 令和３年12月17日(金)迄

HP：http://hyogo-dai.ac.jp/social/
E-mail：kouza@hyogo-dai.ac.jp

※定員に達した段階で締め切ります（9月6日から予約受付可能）

①HP・・・・本学ホームページ上の 「社会貢献・生涯
学習」 メニューから専用申込フォームに
必要事項をご入力のうえ、お申込ください。

②電話・・・兵庫大学エクステンション・カレッジで必要
事項をお伺いします。

③FAX・・・以下の申込用紙をご記入のうえ、兵庫大
学エクステンション・カレッジへお送りください。



兵庫県介護養成研修で兵庫県の認定資格取得が目的のプログラムです。

介護の仕事につくための基礎となる知識と技術を身につけ、福祉業界への

就職を目指しましょう。

対象
失業者、非正規雇用労働者、希望する就職ができていない方、
転職希望者で、介護または福祉に興味のある方。

介護職員初任者研修とは

受講料

受講料は無料です。
ただしテキスト代や交通費等は自己負担となります。

講師紹介

小林 茂 兵庫大学生涯福祉学部社会福祉学科准教授
小倉 毅 兵庫大学生涯福祉学部社会福祉学科教授
長田 知花 介護老人福祉施設櫻ホーム西神相談員
原 志津 兵庫大学生涯福祉学部社会福祉学科准教授
内田 創一郎 認知症対応型デイサービスセンターさくらさく管理者
緒方 裕一 特別養護老人ホーム櫻ホーム西神介護主任
淺原 美惠 社会福祉法人日の出福祉会教育・研修課長
中島 久美子 社会福祉法人博愛福祉会
福田 早矢 社会福祉法人博愛福祉会
稲冨 恭 兵庫大学共通教育機構教授
吉松 秀美 特別養護老人ホーム櫻ホーム西神ユニットリーダー
金子 真一 特別養護老人ホーム櫻ホーム西神 機能訓練指導員
増田 広樹 特別養護老人ホーム櫻ホーム西神 副主任
近藤 賀子 特別養護老人ホーム櫻ホーム西神 副主任

日程表

開講日 時限 講座科目名 講師名 時間

12月18日 9:00~16:20 介護における尊厳の保持・自立支援 小倉 毅 6

12月20日 9:00~16:20 職務の理解 小林 茂 6

12月25日

9:00~12:20 介護における尊厳の保持・自立支援

小倉 毅

3

13:00~16:20 介護福祉サービスの理解と医療との連携 3

1月8日 9:00~16:20 介護におけるコミュニケーション技術 小倉 毅 6

1月9日 9:00~16:20 介護の基本 小倉 毅 6

1月10日

9:00~12:20 老化の理解 原 志津 3

13:00~16:20 老化の理解 内田 創一郎 3

1月15日 9:00~16:20 介護福祉サービスの理解と医療との連携 長田 知花 6

1月17日 9:00~16:20 認知症の理解 緒方 裕一 6

1月22日

9:00~12:20 障害の理解 小倉 毅 3

13:00~16:20 介護の基本的な考え方 淺原 美惠 3

1月24日

9:00~15:10 介護に関するこころのしくみの基礎的理解

淺原 美惠

5

15:20~16:20 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 1

1月29日

9:00~12:20 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 淺原 美惠 3

13:00~16:20 快適な居住環境整備と介護 稲冨 恭 3

1月31日 9:00~16:20 生活と家事 中島 久美子 6

2月5日 9:00~16:20 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 吉松 秀美 6

2月7日 9:00~16:20 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 金子 真一 6

2月12日 9:00~16:20 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 増田 広樹 6

2月14日 9:00~16:20 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 近藤 賀子 6

2月19日

9:00~12:20 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

近藤 賀子

3

13:00~16:20 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 3

2月21日 9:00~16:20 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 淺原 美惠 6

2月26日

9:00~12:20 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 近藤 賀子 3

13:00~16:20 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 小倉 毅 3

2月28日 9:00~16:20 介護過程の基礎的理解 中島 久美子 6

3月5日 9:00~16:20 総合生活支援技術演習 福田 早矢 6

3月7日 9:00~14:00 振り返り 緒方 裕一 4


