
 

～ 私達は介護のプロを応援します ～ 

 

平成２７年度 

介護労働講習 
（実務者研修を含む） 

 

 

実施期間 平成２７年６月２日～１１月１２日 
 

 

修了おめでとうございます！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 介護労働安定センター  大阪支部 

 

 

※掲載している写真、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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 平成２８年度 介護労働講習（実務者研修含む）をご検討のみなさまへ ～ 

 今後、高齢化（平成 2６年度 26.0%）が進展するとともに、認知症やひとり暮

らしの高齢の方々の増加などが見込まれ介護職員をたくさん要します。 

介護は食事・入浴・排泄といった三大介護中心から、在宅、施設いずれであって

も生活全体を支援するという視点の介護へ変遷し、高齢の方々・障がいの方々の尊

厳を支えながら介護に必要な知識・技術を高め、介護サービスの質の向上を図る必

要があります。 

「実務者研修」は、介護職員の専門性を高めるために、施設、在宅を問わず、介護

職員として介護サービスに従事する職員の共通の研修です。 

 介護職員になりたい方！ 11 月の修了時には就職（介護職）を決めたい方！ 

講師・センター職員一丸となって支援します! 

 

～ 平成２７年度 介護労働講習（実務者研修含む）を修了されたみなさまへ ～ 

 介護労働講習（実務者研修含む）の修了を迎えられたこと嬉しく思います。   

開講式では、ご自身の緊張と今後に対する不安や戸惑いが交錯しながら迎えられ、そ

して修了式では新たな就業先に向けての戸惑い、ワクワク感または、未決定なための

不安など４４名それぞれの思いがあったのではないでしょうか。 

 この介護労働講習（実務者研修含む）の受講生の方々は年代も背景も考え方や 

思いもさまざまですが、目的（再就職の為）は同じです。 

 介護職は、「人」に携わる仕事です。講習期間は「人」を知る・理解する・受容 

することを何度も繰り返し問われましたね。それは、自己を知る・理解する・受容す

ることから始まりご利用者様への支援につながるからです。 

 この６ヶ月間の講義や演習などで培ったものを、ぜひ、新たな就業先においても生

かしていただけることを願います。               

～職員一同～ 

 



平成２７年度 介護労働講習（実務者研修含む）の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＡＴＣエイジレスセンター（福祉用具等見学） 

「医療的ケア」 

医療的ケアでは、 

「喀痰吸引」 

「経管栄養」 

「心肺蘇生」 

それぞれの基礎的知

識を深め、実施手順を

覚え、実際に演習を行

います。  

いつもの講習会場を離れ 

福祉用具や自助具、住宅改修

などの展示見学や、疑似体験

を行いました。 



平成２７年度 介護労働講習（実務者研修含む）の様子 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

介護実技（生活支援技術Ⅱ／介護過程Ⅲ（実技） 

レクリエーション（実践講習） 

レクリエーションでは、講義と発表を行いました。 

単なる遊びではなく介護におけるアプローチのひと

つとして学びます。 

介護実技では、介助者・ご利用者の

体験を含めた車いす介助、視覚障が

いの方への介助、ベッド⇔車いす・

ポータブルトイレ介助、衣類の着

脱、食事介助、シーツ交換など身体

介助に関することを行います。 



平成２７年度介護労働講習を受けて感じたこと・思ったこと・考えたこと 

 
～４４名の素直な思いをこれから受講されるみなさまにお伝えします～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

色々な思いで介護講習に来

られたかと思いますが是非

とも、やりがいや目標を持ち

続ける仕事だと、頭の中に入

れて欲しいです。 

（女性・4０代） 

 

私は実務者研修を受講できてとても良かったです。ただ漠然と人

の支援がしたいという思いだけで応募したのですが、講義を深め

るうちに、ぼんやりとしたものがクリアになっていきました。受

講生 43名と出会い、色々な価値観が飛び交うなかで、人に支え

られ、また支え、医療的ケアの試験や介護実技をのりこえられ

たこと、うれしく思います。この講義はとてもハードですが、

すばらしい講師の方や、かけがえのない仲間と一緒に頑張れると

思います。人の支援、また尊厳について、しっかり学んでくださ

い。（女性・40 代） 

 

講義の内容はとても深く福祉

について考えさせられました。

途中、本当にこの仕事やれるの

か？と思うことはあっても、最

後まで気持ちを強くもってや

りぬいて下さい。 

きっと達成感、充実感が味わえ

ると思います。（女性・40 代） 

職場体験や実習の施設に行

ってみて、初めて介護の大変

さ、尊さを実感すると思いま

す。そこで自分の思いを忘れ

ず、実習することが大切だと

思いました（女性・4０代） 

とにかく来て本当によかっ

た。ボヤッとしてた介護に向

けての思いがピシッとなった

し、仲間に出逢えてほんまに

よかったし。体験とかは勇気

いったけど、行ってほんまに

よかったと思う。 

（女性・30代） 

勉強も大事ですが、人として

の成長が少し出来たと思い

ます。当初と違って介護への

考え方１８０度変わりまし

た。人生にとっても良い経験

になりました。何かチャレン

ジと考えている方にはおす

すめです。（女性・30代） 

年齢、性別、前職・・・こん

なに盛り沢山の人達と関わり

合える事は、なかなかない経

験です。1 日１日を大切に！

（女性・40代） 

毎日遅刻せずに通うという

のは思ったよりつらいで

す。でも、修了式では頑張

って良かったと思えま

す！！（女性・4０代） 

しんどい日も必ずあると思

いますが、遅刻と欠席だけは

絶対しないように体調管理

をしっかりして、乗り切って

下さい。（代わりのレポート

提出が大変みたいです･･･）

それと９月から本当に盛り

だくさんになりますよ！！

（女性・40代） 

 

はじめは不安でしたが、

４3 人のメンバーと一緒

に学ぶ事でとても勉強に

なりました。介護につい

て、いかに知らなかった

のかをあらためて感じま

した。（女性・30 代） 

 

医療的ケアは、本当に大変

でしたが、チームワークの

良さを実感しました。 

（女性・4０代） 

介護職を目指す方へ 

素晴らしい先生方が講義

をして下さるので、素直な

気持ちで聞いていれば大

丈夫です。医療的ケアなど

少し苦労もするかもしれ

ませんが、やる気さえあれ

ば、先生方がフォローして

くれます。５０代の私でも

出来ました。頑張って下さ

い。（女性・50 代） 

 

５０代・経験なし・専業主

婦歴が長くキャリアがなく

ても正社員に採用いただけ

ました。就職活動の授業で

は、かなり凹みました。事

務職に就きたいなら年齢の

枚数の履歴書を書かなけれ

ばいけないらしいですが、

数打てば当たるかもと 3 ヶ

月目に応募書類を提出した

１件目で採用いただけまし

た。夢と希望にあふれる仕

事です。頑張って下さい。

（女性・50代） 

 

開講時は、不安だらけで自

分が半年間頑張れるのかと

思いましたが、日が経つに

つれ、クラスの方々とも仲

良くして頂き、頑張ろうと

言う気持ちが強くなりまし

た。この半年間学んだ事、

このクラス全員に出逢った

事、本当に宝です。先生方

も熱心に講義して頂き、本

当に感謝しています。私の

一生の思い出となりまし

た。ありがとうございまし

た。（女性・40 代） 

 



平成２７年度介護労働講習を受けて感じたこと・思ったこと・考えたこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

開講時には介護の仕事を

少し軽い気持ちで考えて

いました。とりあえず勉強

をしてみようか、そんな気

持ちでした。授業がはじま

って実技が始まると、体力

も使うし、日々考えること

が多かったです。自分にで

きるだろうか・・・とても

不安になりました。たくさ

んの仲間に支えられて卒

業を目前にした時に、実際

に働いてみようという気

持ちに変わっていました。

折角勉強したことを生か

して頑張りたいと思いま

す。（女性・40 代） 

本講習は非常にパワフルです。

最初はこの力を吸収し、そして、

いずれ自分が燃焼できるようが

んばって下さい。修了時に、必

ず何か得るものがあると信じま

す。（男性） 

コミュニケーションが大事だと思いました。実習が大変でし

た。（男性・２０代） 
思っている以上に大変ですので、

心して頑張って下さい。自分が思

っている以上に見えない部分があ

って、それを自分の鏡の中に照ら

してくれました。（男性・３０代） 

終わった感想は“大変だった”

のひと言に尽きます。身体的な

辛さはもちろんの事ですが、高

齢者の方が直面している現状の

ドキュメンタリー番組を見るた

び辛い気持ちになり精神的にも

大変でした。でも、介護という

人を支援する仕事なので、そう

やって色々学び、感じ、考える

ことはとても大切な事なので、

そのような機会を頂け、とても

感謝しています。また、大変な

講習を乗りこえられたのも、他

の仲間がいたからだと思ってい

ます。ここでの経験を大切に、

これからも“常に考える”専門

職でいられるようがんばりま

す。（女性・３0代） 

 

大丈夫！！ 

人として人間として色々

学び成長できた半年でし

た。介護だけを学ぶのでは

なく色々学べました。 

（男性・3０代） 

介護の基礎を学べる事は

モチロンの事ですが、何

より財産になるのは、た

くさんの年代も様々、人

生経験も様々な方と知り

合え、付き合っていける

事だと思います。介護の

現場で働くことは、心配

な事もあるでしょうが、

この講習で出会った人た

ちは、きっとはげみにな

ると思います。 

（女性・40代） 

 

大変参考になった講習だった

と思います。（男性・3０代） 

目的を持ってしっかり勉

強して下さい。大丈夫！！

先生を信用して下さい。

（女性・40代） 

良く学び・良く遊び、楽

しい仲間をつくって下

さい。（女性・50代） 

開講時はこの先やってい

けるのか？という思いが

ありましたが、先生方、事

務の方、受講生の方々のお

かげで無事に修了書を頂

きましたありがとうござ

いました。 

（男性・20代） 

開講時は皆、不安ですが、そ

んなに難しい事はないです

し、本当の基本中の基本を学

ぶだけだなと思います。話し

上手ではなく、本当のコミュ

ニケーション技術を少しで

も理解できたかと思います。

就職活動は数打てば当たり

ます。（男性・40代） 

 

介護のことは未経験の者同士

が６ヶ月間（始まる前は長く感

じて、終われば短く感じるおか

しな状況でした）共に協力し、

理解し合って、泣き笑いがあっ

たり、義理と人情があふれた楽

しいひとときに大満足でした。

（男性・50代） 

 

不安と緊張の中、６月２日より講習が始まりましたが、講習日

を重ねていくうちに緊張もほぐれてきました。私が一番講習で

苦労したのは、「医療的ケア」と「介護実技」です。人１倍努

力が必要な私なので始まる前から今までにない不安と緊張で

したが、一緒に残って練習につき合ってくれた仲間がいたから

合格できたと思います。講習の中での経験、出逢いは私の中で

財産であり宝物になりました。（女性・３0 代） 

とにかく半年間は長い。修了式の今はやっぱり長かったと

改めて思います。クラスの皆との楽しく、時には励まし合

い、助け合いながらやって来た事を思い出し受講できて良

かったと思います。たくさん学んで、色々な事を知れる貴

重な時だと思うので、介護職を目指されている方、頑張っ

て下さい。半年後の自分は今の自分ではなくなっているは

ずです。（良い意味で）（女性・40 代） 

講習はとても有意義な毎日

でした。 



平成２７年度介護労働講習を受けて感じたこと・思ったこと・考えたこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護について漠然とし

ていたのですが、この講

習を通して仕事にする

までが明確になり、自身

の方向性を決める事が

できました。講師の方が

熱意を持って指導して

下さり、感謝の気持ちで

いっぱいです。半年間短

いようで長くいろいろ

ありましたが、最後まで

頑張ってよかったです。

ありがとうございまし

た。（女性・３0代） 

何十年ぶりにテストや実技が

あり、勉強すごく頑張りまし

た。こんなに字を書いたのは学

生時代以来！たくさんの友達

ができ、とても楽しい半年間で

した。（女性・４0 代） 

開講前と講習終了後では介護の仕事に対する考えがガラッ

と変わります。職場体験や現場実習などしんどい事も多か

ったですが、この講習を受講できて本当に良かったと思っ

ています。長いようでみじかい６ヶ月間、いろいろな年代

の方と同じ目標に向かってがんばれる機会はなかなか得難

い経験となりました。（女性・２0 代） 

半年間でギュッと知識や

技術を詰め込むことはや

はり少しキツイところも

ありましたが、長すぎて

も疲れてしまうような気

がします。結局のところ

丁度良かったのかもしれ

ません！頭を使って久々

の脳トレにもなりました

し、学生気分も味わえま

した。介護職についても

っと深い志が持てまし

た。奥が深いと思いまし

た。人生と共に今後の老

後についても色々と考え

させられるようになりま

した。本当に良い勉強で

した。（女性・50代） 

開講時には不安でいっぱい

でした。勉強についていけ

るのか？友達はできるのだ

ろうか？等・・・しかし１

ヶ月もたたないうちに仲間

ができ、講義や実技が入る

につれ、気がつけばクラス

全体がチームでした。確か

に楽な勉強ではありません

でしたが、つらいとき必ず

仲間達が支えてくれます。

修了の時、また皆と会いた

い、ここに来れて良かった

と感じてもらえると思いま

す。（女性・３0代） 
開講時には不安でいっぱいでしたが、修了式にはみんなと

とても強いきずなが出来ていて素晴らしい仲間達と一緒

に全員そろって修了できたことがとても嬉しかったです。

医療的ケアや演習、実技など大変なこともたくさんありま

すが、仲間達がいつでも助けてくれるので本当に心強いで

す。（女性・３0代） 

初めは、半年続くかな？

と思ってましたが、いざ

となれば、みんな協力し

てくれるし、楽しい雰囲

気になる事が出来まし

た。（男性・４０代） 

６ヶ月間、充実した日々

を過ごせ、４４人無事に

修了式を迎えることが

でき、とても幸せです。

どうもありがとうござ

いました。（女性・5０代） 

仕事に従事しているときは、仕

事を中心に物事を考えていま

したが、介護を学ぶにつれ、介

護についてだけでなく、人、利

用者、自分自身をふりかえる機

会となり自分を見つめなおす

ことが出来ました。 

（女性・４0 代） 

老若男女、バラエティーに

富んだメンバーとの出会

い。楽しく、最後は“チー

ムワーク”“和”を感じられ、

大変すばらしい人々と時間

を過ごせた事が宝のようで

す。（女性・50 代） 

途中、何度も「もうダメ」「辞

めたい」と思うことがありま

す。そういう時は近くの人に

相談して下さい。みんな同じ

思いを持っています。安心し

て下さい。あなただけではな

いので。半年は長くて、テス

トテストで、とてもしんどい

ですが、終わったときには新

しい自分が見えてきます。 

何度も「その人らしさ」と

先生方に教わりました。介

護の勉強は“自己を知る”

でした。（女性・４0代） 

軽い気持ちで始めたのです

が、今までの介護に対する

考えを全く変える内容で、

グイグイ引き込まれまし

た。苦手なことにも向き合

わなくてはいけなかった

り、楽しいことばかりでは

ありませんが、自分を客観

的に見られる良い機会でし

た。まだがんばれるという

自分をみつけられるところ

です。（女性・50代） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名：社会福祉法人 慶徳会 
特別養護老人ホーム春菊苑 施設長 佐伯 卓哉  

Q．講習修了生の仕事ぶりはいかがですか？ 

  A． これまで 9 名の修了生の方々が法人内事業所に勤務して頂いていますが、 

皆さん意欲的にそれぞれの仕事に励んで下さっています。 

 

Q．講習で受講生が何を学ぶことを期待されますか？ 

  A． もちろん介護の技術や知識を深めて頂くことは大切なことですが、     

併せてチームケアの重要性やコミュニケ―ション技術等についても 

しっかり学んでいただければと思います。 

 

Q．これから受講される方へメッセージをどうぞ。 

  A． この仕事は大変なこともありますが、日常のご利用者との関わりの中で 

たくさんの感動や喜びがあり、何ものにも代えがたいやりがいのある仕事 

でもあります。しっかりと学んだその後で、皆さんの一生の仕事として 

頑張っていただくことを願っています。 

 

平成 24 年度修了生  吉岡さん（介護職員） 

Q．講習で学んだことは？ 
  A． 講師の先生方に各分野それぞれ、介護に携わる心構えから知識等幅広く教えて頂きま

した。座学に加え、グループワーク等の演習や実技なども充実していましたし、基礎
から学ばせて頂けて良かったと思っています。 

 

Q．実際に介護の仕事に就かれていかがですか？ 
  A． 早いもので、特別養護老人ホームで働きはじめて 3 年が経ちました。 

最初は全く何もできなくて、介護の難しさに直面し、悩んだこともありましたが、ご
利用者に寄り添う事の大切さを先輩の方々に教えて頂き、日々、ご利用者の笑顔に癒
され、救われながら仕事しています。 

 

Q．これから受講される方へメッセージをどうぞ。 
  A． 私が受講した講習は 30 人のクラスでしたが(もちろん全員介護に関しては全くの無

知でした)仲間同士支え合い、励まし合いながら演習、実技に取り組む事ができました。
座学で学んだ知識と現場では実際違うことも少なくありませんが、介護の仕事は、や
りがいを持ってできる仕事だと思います。介護労働安定センターの研修等も今後の自
分のステップアップにも役立てていけると思います。 
就職先はそれぞれ異なりますが、今でも交流があり、情報交換できる仲間も私にと

っての宝物です。 


