
講習期間：平成27年6月2日～平成27年11月12日 

講習会場：福島栄町ビル 

“福島のあたたかい心で 

ホッとできる” 

介護を 

※ここに掲載しているお写真、氏名等の個人情報につきましては、予めご本人の承諾を得て掲載しています。 

公益財団法人 介護労働安定センター福島支所 



施設見学 

介護の現場を見学することによって、 

介護に対するイメージを明確にし、 

学習内容をより具体的に理解することや 

学習意欲の向上を図ることを目的に 

施設見学を実施しました。 

“介護に対するイメージが変わった！” 

“介護の仕事に就きたいという想いが 

より強くなった”という声が多く聞かれました♪ 

開講式 
平成27年6月2日（火）、 

福島栄町ビルにて開講式が行われました。 

みなさんがそれぞれ想い描いた夢… 

夢に向かって第一歩を踏み出しました。 

初めて顔を合わせる30名の皆さん。 

久しぶりの勉強に期待と不安もありながら… 

さぁ！今日から6ヶ月間、がんばりましょう！ 



講習風景 

“介護の勉強は初めて…” 

“勉強についていけるか？” 

それぞれが不安を抱えながらスタートした講習も、 

福祉施設での経験豊富な講師の先生方の講義を受け、 

時には笑いあり、涙あり、楽しく、そして和やかな雰囲気で 

講義が進んでいきました。 

心配だった修了評価も“しっかりと講義を受けていれば大丈夫なんだ”と 

不安が解消され、しっかりとした学びの姿勢が身につきました！ 

レクリエーション 

新聞紙を使って遊べるものを作り、 

実際に出来上がったものを試してみました！ 

うまくいったものも、いかなかったものもあり、 

笑いの絶えない時間でした♪ 

30人の受講生が集まれば、いろいろなアイディアがあり、 

“へぇ～！”“すごーい！”と新たな発見がありました。 

レクリエーションは柔軟な発想力が決め手！ 

仲間たちの作品を見て多いに刺激されました♪ 

 



生活支援技術 
福島県介護福祉士会の先生方より 

ボディメカニクスから介護技術全般にわたり、そして応用編まで、 

幅広く丁寧にご指導いただきました。 

初めて目にすること、耳にすることも多く、 

身体で実践することの難しさもありましたが、 

受講生同士練習し合い、乗り越えることができました！ 

実技2日目は筋肉痛になる受講生も続出でしたが、 

最終日にはスムーズな身体の動きが身についていました。 

実技の試験も本当にお疲れさまでした！！ 

 

医療的ケア 

初めて学ぶ医療的ケア。 

利用者様の大切な命と向き合うのが介護職であることも 

改めて学ぶことができました。 

練習に練習を重ね、分からないことはお互い教え合ったり、 

受講生同士声をかけ合い、励まし合いながら 

受講生全員が一丸となって乗り越えました。 

その努力が実り、この難関を30名全員が無事にクリア！ 



修了式 

長いようであっという間だった6ヶ月間。 

平成27年11月12日（木）、修了式を迎えました。 

開講当初は不安だった思いも、6ヶ月間を通して 

これからの熱意と自信につながりました。 

一人ひとり名前を呼ばれ、授与された修了証書。 

修了証書を受け取ったみなさんは自信に満ち溢れており、 

キラキラ輝いていました。 

この6ヶ月間を乗り越え、手にすることができた修了証書の大切さを 

しみじみと感じながら、介護の世界へさらなる一歩を踏み出しました。 

就職説明会 

2日間にわたって、事業所様13社をお迎えし、 

就職説明会を開催しました。 

修了前の就職活動に合わせた説明会でもあり、 

皆さんの取り組む姿勢は真剣そのもの。 

就職先を考える貴重な時間となりました。 

ご協力いただきました各事業所様には厚く御礼申し上げます。 



講義内容、カリキュラムの 

素晴らしさは当然ながら 

感じていますが、 

それと同様に講師を務められた 

先生方の素晴らしい人柄と 

愛情あふれる授業で 

本当に受講させていただき 

ありがとうございました。 

先生方の温かい愛情を常に感じることができたので、 

30名が同じ目標に最後まで向かって 

いけたのではないかと思います。 

優しさが色々なところにあふれ出ている 

教室だったので、毎日来るのが本当に楽しみでした。 

皆のやる気も日ごとに増し、 

相手を思いやる場面もたくさんありました。 

長いと思っていたのに、気がつくともう6ヶ月。 

どんな時も変わらず見守ってくださり、 

ありがとうございました。 

6ヶ月間ありがとうございました。 

この年になり、勉強するということ、 

新しいものにチャレンジするということ。 

これから先の自分には 

とてもプラスになりました。 

人はやはり助けたり、助けられたりと 

しながら生活をしていくものだと思います。 

実技、演習を通じて仲間の優しさ、 

一生懸命に教えてくれる仲間、 

これから先も大事にしていこうと思います。 

この6ヶ月間はあっという間でしたが、 

学びや気づきがたくさんあって、 

充実した時間を過ごせました。 

みんなと支え合って乗り越えて 

きたことは、ずっと忘れません。 

ご指導くださった先生方、 

センターの職員の皆さん、 

本当にありがとうございます。 

厳しい演習や実技試験でしたが、 

なんとか乗り越えた時、 

普段では味わえない 

達成感がありました。 

センターの先生方の温かい 

フォローがあってのことだと思います。 

本当に6ヶ月間ありがとうございました。 

指導してくださった先生方が 

皆親切で楽しい方 

ばかりだったので、 

最後まで楽しく通えました。 

この年になって、こんなに 

団結してなにかをできたことは 

とても良い経験になりました。 

いろいろ大変なこともありましたが、 

先生方を始め、 

皆さんに助けてもらい 

乗り越えることができました。 

この6ヶ月を無駄にすることのないよう、 

今後も成長し、がんばって 

いきたいと思います。 

本当にありがとうございました！ 

 



約6ヶ月にわたる研修を終え、30名が揃って修了式を迎えることができ、 

とても嬉しく思っています。 

 

思い起こせば6ヶ月前、介護の道を志した30名の受講生がこの会場で 

顔を合わせ、講習がスタートしました。 

 

年齢、性別、前職や通う地域も様々な30名の受講生の皆さんが、 

ひとつの目標に向かって、お互い支え合い、励まし合いながら、 

この6ヶ月間がんばり続けましたね。 

 

仲間がくじけそうな時、そっと支えてくれた、 

その仲間を思いやる気持ち…本当に温かかったです。 

 

そして、どんな時でも笑顔を絶やさず、努力することを惜しまず、 

“無駄なことはないんだ”と自分を信じる力。 

とても頼もしかったです。 

 

いつでも前向きに、夢に向かって歩む皆さんの姿に 

日々励まされました。 

 

30名の受講生全員が揃ってこの場所から巣立っていくこと、 

私たちは誇りに思っています。 

 

ひとつひとつの出会いを大切に… 

そして、支えてくれている方々への感謝の気持ちを忘れずに…。 

 

皆さんのさらなるご活躍を期待しております。 

 

       

         公益財団法人 介護労働安定センター福島支所 職員一同 

私たちは 

ずっとずっと 

応援しています。 



Ｑ1.普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ｑ1.介護労働講習での学びが、仕事のどんなところに活かされていますか。 

Ｑ2.介護の現場で働いてみてどう感じましたか。 

Ｑ4.これから受講される方へメッセージ 

Ｑ3.やりがいを感じたエピソード 

修了生をたずねて… 

Ａ1.入職して1年目は初めての介護の仕事ということで、身体が慣れるまでは 

   体調のコントロールをするのが大変だったと思います。そんな中でも、周り 

   のスタッフのフォローや佐藤さん自身の粘り強さもあり、今は利用者様やスタ 

   ッフと信頼関係を築きながら前向きに頑張っています。 

Ｑ3.介護労働講習の内容についてのご感想は？ 

Ａ4.介護の仕事は、利用者様の生活を良くするために、そして次の一歩を踏み 

   出すためのお手伝いをする、とてもやりがいのある仕事です。 

   利用者様との関わりの中でやりがいを感じることはもちろんですが、目標に 

   向かって利用者様と一緒に歩み、達成できた時に得られる達成感もやりが 

   いにつながります。 

   介護の仕事に少しでも興味のある方は是非チャレンジしてみてください！ 

Ａ1.介護の基礎的なところをしっかりと学ぶこともでき、介護の現場に比較的 

   スムーズに入ることができました。 

   また、講習で学んだ医療的ケアも実際に現場で見ることができ、現場で 

   活かせる学びを得ることができたと改めて感じました。 

Ａ2.入職した頃は動きについていくことで精一杯でしたが、周りのスタッフのサポ 

   ートがあり、乗り越えることができました。今年で入職して2年目になりますが、 

   介護の仕事は1人で行うものではなく、多職種協働であること、また、一緒 

   に働くスタッフとの信頼関係があってこそ良いケアにつながっていくことを改 

   めて実感しています。 

Ａ3.利用者様に名前を呼んで“ありがとう”と言われると、自分のことを覚えてくれて 

   いるんだと嬉しくなり、また利用者様との日々の関わりが大切であることを学ん 

   でいます。 

Ａ4.介護の仕事に就きたいという想いがあり、介護労働講習を受講しましたが、 

   “自分に合った職場選び”がいかに重要であるかを感じています。 

   私は今の職場を選ぶにあたって、何度も見学に足を運びました。いつも親身に話を 

   聞いてくださり、また介護の重要性やにじのまちの良さを伺えたことで、“働くならここ 

   がいい！”と確信しました。 

   夢へと歩む大切な第一歩です。自分の目で見て、肌で感じて、自分に合った職場 

   を見つけてください！ 

写真（左）髙橋 民朗 様 

   （右）佐藤 薫 さん 

きらり健康生活協同組合 

老人保健施設にじのまち 

入職してからの1年間は 

介護の仕事の難しさを痛感した。 

でも、そんな時支えてくれたのは 

一緒に働くスタッフだった。 

“ここに就職して良かった” 

改めてそう感じ、 

感謝の気持ちでいっぱいだった。 

“今度は自分が恩返しをする番” 

そう心に決めた。 

Ｑ2.改めて採用して良かったと思うところは？ 
Ａ2.介護労働講習受講中の就職活動時期に何度も見学に足を運んでくださり、 

   話を伺うごとに、介護の仕事に対する熱意や新たな道にチャレンジする強い 

   覚悟を感じました。 

   選考の際に特に感じた佐藤さんの誠実さは、今も利用者様との関わりの中 

   で表れていて、一生懸命なところがとても伝わってきています。 

事業所様の声 三階フロア長 髙橋 民朗 様 

Ａ3.基本的な介護の知識や技術を学んでこられているため、裏付けとなる理屈 

   をしっかりと理解されています。 

   介護労働講習を受講された6ヶ月間で得たものは大きかったのではないか 

   と感じています。 

Ｑ4.これから介護の仕事を目指す方へのメッセージ 

就職後の修了生の声 
平成25年度介護労働講習（実務者研修を含む）修了生 

佐藤 薫 さん 



   を見つけてください！ 

Ｑ1.採用した決め手などは？ 

Ｑ2.普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ｑ4.これから介護の仕事を目指す方へのメッセージ 

Ｑ2.就職先を決めたポイントはどこでしたか？ 

Ｑ3.どんな介護職員になりたいですか？ 

Ｑ4.これから介護の仕事を目指す方へメッセージ 

Ａ1.面接の時にとても誠実な印象を受け、“介護の仕事がしたい！” という強い想いが 

   伝わってきました。また、“利用者様の生活を1日を通して支援したい”という気持ち 

   も強く感じました。 

Ａ4.介護の仕事は人と人との関わりであり、仕事を楽しむことで、人間的な成長が高 

   まっていきます。また、その成長が子育てや家庭などの生活に結びついていきます。 

   介護の仕事は難しいというイメージが持たれがちですが、やりがいもあり、常に学ぶ 

   こともできます。仕事を通して自分なりの考えを持ち、そして自分自身の成長に是 

   非つなげてください！ 

Ａ2.1年前の入職時と比べて、周りに染まりすぎず、自分のポリシーをしっかり と持って 

   仕事をしていると感じています。また、何事にも自分なりによく考えて仕事に向かう 

   姿が印象的です。 

特定非営利活動法人 豊心会 

グループホームすずらん日向 

Ａ1.特に生活支援技術の習得は、なかなか身体で覚えることができず、放課後に 

   残って練習しました。その成果もあってか、今でも基本的な身体の使い方であっ 

   たり、介助のポイントが身についています。 

 

Ａ2.認知症だった自分の家族になにもしてあげられなかったという想いがあり、施設 

   に勤めるならグループホームと決めていました。 

   また、介護の現場はキツイというイメージでしたが、実際の現場は利用者様も 

   職員さんたちも笑顔で明るかったことも決め手のひとつでした。 

Ａ3.小さなイベントがある日も何気ない毎日も、利用者様にとってかけがえ 

   のない時間です。利用者様に日々楽しんでいただけるよう、これからも 

   一日一日を大事にしていきたいです。 

Ａ4.介護の仕事は学ぶことがたくさんあり、自分にとってもプラスになることが 

   多いです。まずは見学やボランティア等で現場の空気に触れてみてください。 

   きっと心で感じるなにかがあるはずです。 

利用者様にいつものように 

声をかけた。 

“あんたは人の気持ちが分かんだねぇ。 

神様みたいだね”と 

手を合わせて拝む利用者様。 

利用者様とのゆったりとした 

あたたかい時間を 

ずっとずーっと大切にしていきたいと 

改めてそう思った。 

修了生をたずねて… 

Ｑ3.介護労働講習の内容についてのご感想は？ 

Ａ3.介護の基礎知識や技術を6ヶ月間を通して学ばれてきているため、現場での教育 

   もスムーズにできています。また、利用者様のペースをずっと大切にしている吉田さ 

   んの姿から、介護に対する“心”もしっかりと固めてこられたんだと感じました。 

Ｑ1.介護労働講習での学びが、仕事のどんなところに活かされていますか。 

事業所様の声 統括管理者 橋本 好博 様 

管 理 者  馬場 直樹 様 

就職後の修了生の声 平成26年度介護労働講習（実務者研修を含む）修了生 

吉田 善 さん 

写真（前列中央）吉田 善 さん と 

           職 員 の 皆 様 


