
平成２８年度 
介護労働講習 

（実務者研修を含む） 

公益財団法人 介護労働安定センター 三重支所 

※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。    

～ 私達は介護のプロを応援します ～ 

講習期間 
平成２８年６月２日～１１月１１日 



 修了おめでとうございます！ 

  

修了おめでとうございます。 

受講者３６名が修了式を迎えられ、職員一同心よりお慶び申し上げます。 

修了前の座談会では皆さんの感想等を聞け、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
ありがとうございました。 

奇しくも介護の日（１１月１１日）に修了されました皆様は、今後職場において様々な困
難に直面すると思いますが、介護の日のモットーである「いい日、いい日、毎日、あった
か介護ありがとう」の気持ちを大切に、介護労働講習で学んだ知識・技能・経験を生か
して、健康で、明るく、楽しく、元気にお仕事に取り組んでいただきたいと思います。 

そして、時々センターに元気な姿を見せてください。（歓迎します。） 

また、介護労働講習で学んだ仲間を大切にして、益々ご活躍されることを祈念しており
ます。 

三重支所長 より 

～ 修了者へ贈る言葉 ～ 

集 合 写 真 



講習の風景 

開講式 

経験豊かな先生方に 
ご講義いただきました！ 

座学 

みなさん、はじめまして
のドキドキの開講式♪♪ 
NHKの取材も入りました。 



グループワーク 

口腔ケア 

医療的ケア 喀痰吸引・経管栄養の演習は 
何度も何度も繰り返しました。 

口腔ケアの
大切さを学
びました！ 



生活支援技術 
ボディメカニクスを活用し、 
基礎からしっかり学びました♪ 



今年は３６名の受講者が講習を修了し、それぞれの道へ進んでいきました。 
そんな修了者の感想をまとめましたので、ご紹介いたします。 

講習を終えて 

介護労働講習を受講してみて、初めは
半年近くも通えるのか不安はありました
が、皆さん気さくな方ばかりで楽しく学
べることが出来、あっという間に卒業で
した。 
卒業後は学んだことを活かしつつ経験
を積み、まずは介護福祉士資格を取得
し、一生勉強するつもりで頑張っていき
たいと思います。 

久しぶりの勉強は相変わらず大
変だったけど楽しい先生、学友が
出来てよかったと思いました。 
本当に為になったと思います。 

あっという間の６ヶ月間でした。 
人について考えた６ヶ月間でした。 
勉強出来て本当によかった！ 
ありがとうございました。 

受講するまではとても不安でし
た。でも通い始めるとあっという
間でとても楽しかったです。講師
の先生のお話がとてもおもしろく、
頭にスッと入ってくる感じでした。
自分を見つめ直す６ヶ月となりま
した。友達もたくさん出来てうれ
しかったです。 



「私は介護の仕事が天職です！
元気と幸せになる介護をしていき
ます！」と言える私になりました。
それは介護労働講習で勉強させ
て頂いたおかげです。 

半年間講習についていけるか、通
えるのかが少し不安でしたが無事
修了できたことをとてもうれしく思っ
ています。またそれと共に講習で
学んだことや現場実習での反省を
しっかり振り返り、次の就職先で活
かせるように頑張りたいと思います。 

６ヶ月間はあっという間に過ぎてし
まいました。このように勉強させてい
ただき感謝の気持ちでいっぱいで
す。この講習をどこかで活かせるよ
うがんばってみたいと思います。な
んといっても一番の収穫はたくさん
の仲間と出会えたことです。 

介護について無知だったので色々学べ
た事は本当に良かったなと思ってます。
テストやレポートは大変だったけど楽し
かったです。 

６０になりましたが何か仕事をし
たいという意欲はあり、介護の道
を選びました。講義や実技も充
実して満足した勉強をさせてい
ただきました。 
何よりも大切な３６名のクラスメイ
トが出来たことが一番の財産に
なりました。 



この講習を受けると決めた時は
介護に対して経験もなく、不安
な気持ちでしたが一緒に学ぶ
仲間や先生方に支えられ半年
間がんばれたように思います。
このような機会で学ぶことがで
き、本当によかったです。 
これからも介護や福祉に対して
関心を持ち、携わっていけるよ
う今からがスタート地点だなと感
じています。 

幅広い年代の方たちが日数を
要せず仲良くなれたのは介護
労働講習という目的があったお
かげです。 
熱心に取り組む姿に自分も影
響を受け、足りない部分を補い
つつ最後まで受講できました。 
法律も知らないままでは活用出
来ないので、この機会にしっか
り知識だけではなく知恵として
身につけたいと思いました。 

介護の勉強はもちろんのこと、い
ろいろな年代の方と交流を持つ
ことができ、人としての勉強にも
なりました。 
半年間あっという間でしたが楽し
かったです。 

楽しかったです。いろいろな年代のいろいろな人がい
て、人とのコミュニケーションも学べる機会になりました。 

介護とはどういうものか座学から実習
を通して学べたことや、その人らしい
生活を支える事の難しさを学べてよ
かった。 



勉強が苦手で受講する前はとても
不安でしたが、受講生の皆さんと楽
しく学び、過ごすことができました。
介護労働講習を受講できとてもよ
かったです。 

始まった頃はどうなるかと不安
でいっぱいでした。 
一日一日と過ぎていく中、何と
かこなしているという感じで、不
安が更に増していきました。た
だ少しずつみんなと接していく
うちに協力し合い、盛り上がっ
ていく気持ちが出てきて楽しく
なりました。あっという間の半年
間でした。これから介護の世界
に入って頑張っていきます。 

わきあいあいとした雰囲気の中で
６ヶ月間楽しく通わせていただきま
した。授業は難しいなと感じる事も
ありましたが充実した内容で、いろ
いろな先生の講義を受講できてよ
かったです。ここで勉強したことを
思い出しながら、介護の現場でが
んばりたいと思います。 

６ヶ月の講習は楽しく苦難な道のり
でした。自己学習して３年後の介護
福祉士合格を目指します！ 

介護労働講習の６ヶ月間は長い
と思い不安がいっぱいでしたが、
素敵な仲間と出会えました。試
験前の勉強や実習の練習を繰り
返しして乗り越えられることが出
来ました。 



実習あり、テストあり、レポート（テスト）ありで、えらいことに踏み込んでし
まった感がありました。でもいっしょに学ぶ同士がたくさんいて自分も頑張
れました。毎朝、教室でみんなの顔を見るのが楽しみになりました。 
医療的ケアの演習では、家で朝夕お風呂場で何度も練習し、合格点をも
らった時はすごくうれしかったです。 
修了後、バラバラの職場になりますがまた会える日がくるといいなぁと思い
ます。長いようで短かったですが、私の人生の大きな１ページになりました。 

難しく感じる講義や実習もみんな
と楽しくできました。入浴の実習
が一番楽しかったです。 

全てが未知の世界で、何もかも
が不安だらけの連続でしたが、
先生方や受講生の仲間の助け
を借りて何とか修了までたどり着
くことができました。 
振り返ってみると、この６ヶ月間
は長いようであっという間に過ぎ
てしまいました。 
先生方、みなさん、本当にありが
とうございました。 

講習の内容がとても難しくてついて
いくのに日々必死でしたが、とても
勉強になりました。毎日大変だった
けどとても楽しかったです。 



全く未経験の介護の世界でしたが、
こちらで受講して今までの介護のイ
メージが変わりました。 
講師の先生方もおもしろく、楽しく学
べるようにお話しいただいたので私
のような未経験でも入っていけること
ができました。これから現場で働くに
あたって不安もありますが、こちらで
学んだことを活かして頑張っていきた
いと思います。 

もう一度しっかり介護の勉強がした
いと思いこの講習を受講しました。
そして受講を終え、多くの知識が身
に付きましたが、それ以上に大切
な仲間といろいろな思い出が出来
ました。 
とても充実した日々でした。 
この介護労働講習での知識、仲間、
思い出をパワーにかえ、今後の介
護の仕事をがんばっていきたいと
思います。 

介護の問題はこれからの国のか
たちにかかわる重要なことだと思
います。 
深い理念からひもといて教えて
いただいて、自覚を持ちました。
一人一人の心を大切にする介
護職を目指して努力します。 

最初はこんな難しい授業について
いけるのかと葛藤がありましたが、
学べば学ぶ程色々な事が知識とし
て頭に入り、とても勉強になりました。
介護の世界はとても奥が深いんだ
なぁと実感しました。 



６ヶ月の講習でしたがあっという
間に過ぎました。いろいろな人
に出会えて勉強になり、いつの
間にか知識が身に付きました。
初めは６ヶ月間頑張れるか不
安でしたが、出会えた仲間に励
まされ、癒され、頑張って演習
も乗り越え、施設実習も行き、
実際の現場を見学させて頂い
てやりがいのある介護の仕事を
頑張りたいです。 

様々な年代の方と勉強できる機会は
今までありませんでしたがとても勉強
になり、毎日が充実して楽しかった
です。 

いろいろな年代の方と一緒に勉強
ができ、半年間とても充実した毎
日で楽しく過ごせました。 
実習で学ばせて頂いた事や出会
えた方々から頂いた心をこれから
の人生の糧として、有意義に過ご
していきたいと思います。 

最初は最後まで頑張れるのか不安
でしたが、一緒に講習を受けた方
がみんな良い人で、あっという間に
時間が過ぎていきました。 
知らないことをたくさん学ぶことがで
きて良かったです。 

学生時代にタイムスリップしたよう
な感じでしたが楽しかったし、覚え
なくてはいけない事がたくさんあり
ましたが、何とか皆さんの協力を得
て実技も終わることができ感謝して
います。 



６ヶ月という講習は最初長く感じ
ましたがクラスメイトの手助け、助
言もあり、無事に修了することが
出来ました。今後は今回学んだ
ことを活かし、介護・福祉の分野
で頑張っていきたいと思います。 

介護について初めて学ぶことが
多く、福祉についての基礎的な
ことから専門的な内容、実践に
役立つ介護演習や実技等広く
深く学べることが出来ました。 
同じ学舎の仲間たちに恵まれ、
本当に楽しく心に残る６ヶ月間
を過ごすことが出来ました。学
んだことをこれからの人生に生
かしたいと思います。 

この講習に参加出来て楽しかっ
たです。最初はついていけるか
なぁと不安ばかりでしたが、ゴー
ルを迎えられうれしく思います。皆
で同じ目標にむかっているという
気持ちが支えとなり、和気あいあ
いと過ごせました。次の目標に向
かって仕事と勉強に励んでいきた
いと思います。 

若い年代の方たちと約半年間、
一緒に勉強出来て良かったです。
最初の頃は講習についていける
かなぁと不安でしたが予習・復習
を心掛け、頑張りました。 
今後は自分の出来る範囲で今ま
で習ったことを参考に人の役に立
つことができればと思います。 



事業主さまの声 

  事務課長  小林 信行 氏 

写真 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ：  

 当法人では、理念や方針を大切にしています。 
 面接時にその内容を共有していただけると感じられたの 
 で採用いたしました。 
 また、介護という職業に対し強い思いが感じられました。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ：  

 まだ勤め始めたばかりでこれからですが、意欲と学んで 
  いくという心意気が感じられます。 
 

Ｑ：講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ：  

  介護の世界を理解していくなかで必要な事柄から、実際に働くために必要な事柄まで 
  対応されているのでしっかりと学んでいただけると、今後の生き方に有益なものになると 
  思います。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： 

  学びの場と現場では異なる場面があると思いますが、この講習による基礎的内容が 
  必ずそれらの場面で生きてきます。長時間の学びとなりますが、常に利用者がいること 
  をイメージして貴重な時を過ごしてください。  

 

社会福祉法人 三重ベタニヤ 

就職先をたずねて 



 鈴木 重光 さん   平成２８年度修了 

Ｑ：講習で学んだことは？ 

写真 

Ａ：   

   介護の仕事の現場ですぐに役に立つ知識と技術を 
   学びました。 
   さらに、講師の先生の生きた体験談もとてもとても 
   参考になっています。 
   

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ： 

   まだ、介護の仕事を始めて数日で覚えることが多々 
   ありますが、とても楽しく仕事をさせて頂いています。 
   それは、講習を通して介護の仕事が天職だと気付い 
   たからです。だから楽しいです！！ 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ：  

   介護の仕事を志す方は是非受講して下さい。 
   ６ヶ月間、ものすごく充実した期間を過ごされることと思います。 
   そして、気がつくと介護の見方、考え方が大きく豊かに描けるようになってくると思います。 
 

就業者の声 


