
事業者名

名称

カリキュラム内容

講師名 会場

～ 10:00 0.5 開校式、オリエンテーション 飯塚　月美

～ 13:10 3.0 多様なサービスの理解（講義） 飯塚　月美

～ 17:00 3.0 飯塚　月美

～ 13:10 3.0 古本　喜彦

～ 15:20 1.5 人権と尊厳を支える介護（講義）古本　喜彦

～ 17:00 1.5 青木　ひろみ

～ 12:00 2.0 品田　静枝

～ 13:10 1.0 品田　静枝

～ 17:00 3.0 品田　静枝

～ 11:30 1.5 飯塚　月美

～ 13:10 1.5 飯塚　月美

～ 14:20 0.5 青木　ひろみ

～ 15:30 1.0 青木　ひろみ

～ 13:10 3.0 古本　喜彦

～ 17:00 3.0 古本　喜彦

～ 11:30 1.5  介護職の職業倫理（講義） 飯塚　月美

～ 13:10 1.5 介護職の安全（講義） 飯塚　月美

～ 17:00 3.0 介護の基本的な考え方（講義） 飯塚　月美

～ 17:00 6.0 古本　喜彦

カリキュラム及び日程表

時間数実施年月日 時間 細目名

学校法人大原学園
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校

学校法人大原学園　介護職員初任者研修

介護職の仕事内容や働く現場の理
解（講義）

平成31年4月19日 10:00
認知症に伴うこころとからだの変
化と日常生活（講義）

平成31年4月19日 12:10 家族への支援（講義）

平成31年4月18日 10:00

平成31年4月18日 13:50

平成31年4月18日 15:30

平成31年4月17日 9:30

平成31年4月17日 10:10

平成31年4月17日 13:50

障害者の医学的側面、生活障害、
心理・行動の特徴、かかわり支援
等の基礎的知識（講義）

平成31年4月19日 13:50 高齢者と健康（講義）

平成31年4月22日 10:00

平成31年4月22日 11:40 生活と家事（講義）

快適な居住環境整備と介護（講
義）

平成31年4月22日 13:50 障害の基礎的理解（講義）

平成31年4月22日

平成31年4月23日 10:00

平成31年4月23日 13:50

14:30

令和1年6月4日 10:00

介護職におけるチームのコミュニ
ケーション（講義）

 医療との連携とリハビリテー
ション（講義）

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（演
習）

介護に関するからだのしくみの基
礎的理解（講義）

介護に関するこころのしくみの基
礎的理解（講義）

平成31年4月24日 13:50

平成31年4月24日 10:00

平成31年4月24日 11:40



～ 17:00 6.0 古本　喜彦

～ 13:10 3.0 古本　喜彦

～ 17:00 3.0 古本　喜彦

～ 17:00 6.0 古本　喜彦

～ 17:00 6.0 古本　喜彦

～ 17:00 6.0 古本　喜彦

～ 17:40 0.5 清水　潮里

～ 14:50 4.0 古本　喜彦

～ 18:10 3.0 古本　喜彦

～ 12:00 2.0 清水　潮里

～ 14:50 2.0 清水　潮里

～ 17:00 2.0 清水　潮里

～ 18:10 1.0 清水　潮里

合計時間数 85.5

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
（演習）

令和1年6月6日 10:00
 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（演
習）

令和1年6月25日 10:00 介護過程の基礎的理解（演習）

令和1年6月25日 12:10 振り返り（講義）

令和1年6月25日 15:00
 就業への備えと研修終了後にお
ける継続な研修（講義）

令和1年6月25日 17:10 筆記試験

令和1年6月12日 17:10 実習オリエンテーション

令和1年6月13日 10:00
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（講
義）

令和1年6月13日 15:00 介護過程の基礎的理解（演習）

令和1年6月12日 10:00 総合生活支援技術演習（演習）

令和1年6月6日 13:50
 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（演
習）

令和1年6月7日 10:00
入浴、清潔保持に関連したこころ
とからだの自立に向けた介護（演
習）

令和1年6月11日 10:00
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（演
習）

令和1年6月5日 10:00



事業者名

名称

カリキュラム

講師名 会場

～ 10:00 0.5 開校式、オリエンテーション 古本　喜彦

～ 13:10 3.0 多様なサービスの理解（講義） 古本　喜彦

～ 17:00 3.0 古本　喜彦

～ 11:30 1.5  介護職の職業倫理（講義） 古本　喜彦

～ 13:10 1.5 介護職の安全（講義） 古本　喜彦

～ 17:00 3.0 介護の基本的な考え方（講義） 古本　喜彦

～ 13:10 3.0 古本　喜彦

～ 17:00 3.0 古本　喜彦

～ 13:10 3.0 飯塚　月美

～ 15:20 1.5 人権と尊厳を支える介護（講義）飯塚　月美

～ 17:00 1.5 品田　静枝

～ 12:00 2.0 青木　ひろみ

～ 13:10 1.0 青木　ひろみ

～ 17:00 3.0 青木　ひろみ

～ 11:30 1.5 古本　喜彦

～ 13:10 1.5 古本　喜彦

～ 14:20 0.5 品田　静枝

～ 15:30 1.0 品田　静枝

令和1年12月14日 10:00
快適な居住環境整備と介護（講
義）

令和1年12月14日 11:40 生活と家事（講義）

障害の基礎的理解（講義）

障害者の医学的側面、生活障害、
心理・行動の特徴、かかわり支援
等の基礎的知識（講義）

12:10 家族への支援（講義）

令和1年12月7日 13:50 高齢者と健康（講義）

10:00
介護職におけるチームのコミュニ
ケーション（講義）

令和1年11月9日

令和1年11月9日 11:40

令和1年11月9日 13:50

令和1年11月16日 10:00
介護に関するからだのしくみの基
礎的理解（講義）

令和1年11月16日 13:50

令和1年11月30日 13:50

令和1年11月30日 15:30

学校法人大原学園
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校

学校法人大原学園　介護職員初任者研修

10:00

実施年月日 時間 時間数 細目名

令和1年11月2日 9:30

令和1年11月2日 10:10

令和1年11月30日

 医療との連携とリハビリテー
ション（講義）

令和1年12月7日 10:00
認知症に伴うこころとからだの変
化と日常生活（講義）

令和1年12月14日

令和1年12月14日

令和1年12月7日

介護に関するこころのしくみの基
礎的理解（講義）

カリキュラム及び日程表

令和1年11月2日 13:50
介護職の仕事内容や働く現場の理
解（講義）

13:50

14:30



～ 17:00 6.0 飯塚　月美

～ 17:00 6.0 飯塚　月美

～ 13:10 3.0 飯塚　月美

～ 17:00 3.0 飯塚　月美

～ 17:00 6.0 飯塚　月美

～ 17:00 6.0 飯塚　月美

～ 17:00 6.0 飯塚　月美

～ 17:40 0.5 清水　潮里

～ 14:50 4.0 飯塚　月美

～ 18:10 3.0 飯塚　月美

～ 12:00 2.0 清水　潮里

～ 14:50 2.0 清水　潮里

～ 17:00 2.0 清水　潮里

～ 18:10 1.0 清水　潮里

令和2年2月8日

令和2年1月11日

合計時間数 85.5

令和2年3月14日

令和2年2月22日

令和2年2月22日

令和2年3月14日

令和2年3月14日

令和2年3月14日

10:00

15:00

10:00

12:10

15:00

17:10 筆記試験

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（講
義）

介護過程の基礎的理解（演習）

介護過程の基礎的理解（演習）

振り返り（講義）

 就業への備えと研修終了後にお
ける継続な研修（講義）

総合生活支援技術演習（演習）

令和2年1月25日 10:00

 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（演
習）

入浴、清潔保持に関連したこころ
とからだの自立に向けた介護（演
習）

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（演
習）

 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（演
習）

令和2年1月25日

令和2年2月1日

10:00
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
（演習）

10:00

10:00

10:00

令和2年1月18日

令和2年2月15日

13:50

令和2年2月15日 17:10 実習オリエンテーション

10:00
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（演
習）



1

氏名 資格 実務経験

須賀　美智子 介護福祉士 11年7月

深澤　直美 介護福祉士 9年6月

中野　美由希 介護福祉士 7年6月

特別養護老人ﾎｰﾑ 明生苑 平成10年11月3日 群馬県高崎市矢中町1105番地4
社会福祉法人

玉樹会
10名

（月～土で1日1名）
草間　祥 介護福祉士 8年7月

特別養護老人ﾎｰﾑ 天界園 昭和62年4月1日 群馬県高崎市下佐野町553番地
社会福祉法人

宏志会
48名

（月～土で1日1名）
吉田　淳一

介護支援
専門員

15年7月

小林　富子 介護福祉士 15年6月

山田　隆 介護福祉士 8年0月

田部井　庸子 介護福祉士 15年0月

淡嶋　健司 介護福祉士 18年9月

山本　辰徳 介護福祉士 16年8月

一瀨　丈範 介護福祉士 16年8月

小田原　生恵 介護福祉士 18年8月

荻原　扶美子 介護福祉士 15年8月

小保方　節子 介護福祉士 11年8月

手島　真由美 介護福祉士 8年0月

内田　八千代 介護福祉士 9年4月

鶴田　雅士 社会福祉士 18年3月

大手　小百合 介護福祉士 15年3月

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
若宮苑
（老健若宮苑併設）

平成2年4月16日 群馬県高崎市上大類町759
医療法人
十薬会

20名
（月～金で1日1名）

淡嶋　健司 介護福祉士 18年9月

通所介護
デイサービス　天界園
（特養天界園併設）

平成21年3月22日 群馬県高崎市下佐野町553番地
社会福祉法人

宏志会
24名

（月～金で1日1名）
新井　越子 介護福祉士 13年4月

合計　　242名

通所介護

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふれ
あい
（特養ふれあいﾎｰﾑ
併設）

平成12年9月1日 群馬県富岡町黒川1380番地
社会福祉法人

共生
10名

（月～金で1日2名）

認知症対応型共同
生活介護事業所
（認知症老人ｸﾞﾙｰ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ菜の花 平成16年4月1日 群馬県前橋市上増田町1
社会福祉法人

光塩会
30名

（月～土で1日1名）

介護老人保健施設 鶴寿園 平成6年5月1日 群馬県伊勢崎市境百々421番地
医療法人
鶴谷会

40名
（月～土で1日2名）

介護老人保健施設 若宮苑 平成2年4月16日 群馬県高崎市上大類町759
医療法人
十薬会

20名
（月～土で1日1名）

特別養護老人ﾎｰﾑ 上毛の里 平成4年4月1日 群馬県前橋市上増田町600
社会福祉法人

光塩会
30名

（月～土で1日5名）

受入人数等
（実施フロアを記

載）

実習指導者

特別養護老人ﾎｰﾑ ふれあいﾎｰﾑ 平成12年9月1日 群馬県富岡町黒川1380番地
社会福祉法人

共生
10名

（月～土で1日2名）

実 習 実 施 計 画 一 覧

事業者名                                                             

科目名：「こころとからだのしくみと生活支援技術」（6時間）

施設種類 実習施設等名称
事業（指定）
開始年月日

所在地 設置法人名

学校法人大原学園
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校


