
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   宮崎支部 

※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。    

～ 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！ 

  

 みなさん、「介護労働講習（実務者研修）」を修了されたことをお祝い申し上げます。
みなさんは、半年に亘る講義、実技、実習に取組まれました。初めて知る介護の世界
に戸惑いながらも、その習得に努力されました。本当にお疲れさまでした。心より敬意
を表します。 

 また、私ども職員にとりましても、介護に携わる方が３８名も増えましたことは大きな
喜びです。  

 介護労働講習（実務者研修を含む）を修了されたみなさんには、介護の仕事をより発
展させていく人材として期待が掛かっています。みなさん全員が「介護現場」で活躍し、
質の高い介護サービスを提供できるように研鑚を積まれるとともに、「介護福祉士」を
目指して頂きたいと存じます。  

 職員一同、皆様のご活躍を心より祈念いたしております。本日は本当におめでとうご
ざいます。 

宮崎支部長 より 

～ 修了者へ贈る言葉 ～ 

集 合 写 真 



講習の風景 

写真を挿入 

座学 

写真を挿入 

演習 

生活支援技術 

介護現場の実際について
様々な事業所から話を聞く
ことで、6カ月後の就職に
備えます。 

実習でのレクリエーション
を考えながら、季節を取り
入れた作品等の作成を行
います。 

座学で学んだ生活支援
技術を実際に行うことで、
基本的な動きを理解す
る介護技術の入口です。 



今年は３８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 

 医療的ケアと介護過程Ⅲ
の実技がとても難しかったで
す。でもみんなと練習をして
合格できてうれしいです。 

 未経験で受講したので、最
初のころはたくさんの専門用
語に戸惑いましたが、しっかり
と理解することが出来ました。
介護職に対してのマイナスイ
メージがプラスになったことも
多く、受講してよかったと心か
ら思います。 

 どの先生も講義、実技、演
習と大変心を込めて教えて
いただき、ありがたかったで
す。「働くとは自分を楽にす
るのではなく、周りの人を楽
にすること」の先生の言葉が
心に染みました。 

 各施設で、職員の方から
利用者の方へ接する方法
などを学ばせていただき
ました。 

とても勉強になりました。 



事業主さまの声 

 代表取締役 相川 久仁子 氏 

写真 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ： 一番の決め手は“熱意”を感じたこと。 
   ６ヶ月間という長期間の講習を無事に終え、当施 
      設にも見学に来たり、それからの応募であった。 
     二人とも、一生懸命働きたいという意思が伝わっ  
   てきたことから採用した。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ： 今まで学んできたことと、現場の違いに戸惑う様 
   子もみられるが、まじめに誠意を持って利用者様 
   と接している。 
   二人とも採用された日も同じなので、お互いに助 
   け合い、励まし合いながらいろいろな困難に立ち 

   向かって仕事をしている姿が嬉しい。  
 

Ｑ：講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ： 専門知識をじっくり学べる講習であると認識している。 
   これから福祉の仕事を目指す方々に是非受講してもらいたい。 

 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： 世間ではキツイというイメージが強いかもしれないが、自分の気持ち次第で、気持ちよく、楽しく仕事ができ  
   る職業だと思うので、一人でも多くの方々に学んでいただきたい。是非一緒に働きましょう。 

グループホーム ゆりの里 

就職先をたずねて 



 﨑村 祐一 さん  甲斐 真一 さん   平成28年度修了 

Ｑ：講習で学んだことは？ 

写真 

Ａ： 専門的な知識や技術は、もち 
   ろん必要ですが、それだけでは 
   なく、利用者様への想いや、利 
   用者様との信頼関係など、それ 
   以上に大切なものがあると学び 
   ました。 
     （甲斐 ） 

Ａ：介護職に必要な理念（人間 
  の尊厳を尊重すること）を学 
  び、同じ考えを持つ仲間が全 
  国に大勢いることを知りました。 
            （﨑村） 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ： 入社して３週間経ちました。 
   日々忙しく、また覚える事も 
   多く、今は大変ですが、充実し 
   た毎日を送っています。何より、 
   利用者様から感謝されたり、喜 
   ばれたり、笑顔が見られるのが 
   嬉しいです。 
      （甲斐） 

Ａ： 自分の家族に、１０人以上の 
   祖母や祖父が突然増え、その  
   方達と毎日同じ家で一緒に暮 
   らしているような感じです。 

        （﨑村） 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： 目標を持つこと。そして、常に学ぶ姿勢を忘れずに 
   頑張って下さい。 
      （甲斐） 

Ａ： テキストの内容や、講師の方の講話、実技  
   等で少しでも疑問（なぜ？）があったら、す 
   ぐに質問してみましょう。 
   質問したことは忘れないで実行しましょう。 
           （﨑村） 

就業者の声 



事業主さまの声 

  代表取締役 坊田 修治 氏 

写真 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ： 人柄の良さを感じられ、まじめな姿勢であったことから 
       採用した。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ： 一つ一つを慎重にまじめに仕事に取り組んでいる。 
    あせらなくても良いと伝えるようにしている。 
    今の取り組み方で１ヶ月、３か月と目標に向かって少し 
     ずつできるようになることが大切と伝え、その事を踏ま 

   えて働いている。  
 

Ｑ：講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ： 内容については特に要望はなく、これまでもこの講習の修了生が当施設に就職し、活躍してもらっている  
      ので、これからもこの講習を続けてほしい。 

 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： 頑張るという気持ちを持って、自分が選んだ道を誇りに思ってほしい。 
    しっかりと基礎教育を受け、自分が何をするのか、何をしたいのか自分で決めて働き、仕事を好きに 
    なってほしい。 

住宅型有料老人ホーム 風のガーデン 

就職先をたずねて 



 戸髙 充博 さん   平成28年度修了 

Ｑ：講習で学んだことは？ 

写真 

Ａ： ひとりひとり病気や認知症の症状が違うことから、 
    コミュニケーションの取り方が難しく、うまくコミュニケー 
       ションをとっていかないと、利用者の方からは受け入れ  
      てもらえないと感じた。 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ： 覚える事が多いと感じた。最初は、利用者様の 
      お名前とお顔を覚える事が大変だった。早出の勤務 
      体系を希望し働いているが、起床、モーニングケア、ト  
      イレ・食事・服薬介助など早朝は様々な対応に追われ 
      ている。 
    指導係の方に教えていただいていても、身体が思うよう 
     に動かなくてもどかしい。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： 移乗、オムツ交換、トイレ介助、着替え、口腔ケアはすぐに必要になるので練習を重ねると役に立つと思います。  
    覚える事が多いので、覚えた事はすぐにメモに記録していくと働きやすくなると思います。 

就業者の声 



事業主さまの声 

  院長  柴田 紘一郎 氏 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ： しっかりとした介護の理念と将来の目標を持っ 
   ており、当施設の理念・運営方針と共通すると 
   ころが合ったため、一緒に働いていける、働い 
   ていこうと思い、採用しました。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ： 入職して覚えることがたくさんある中、どの 
    様な場面においても、向き合いながら業 
      務を行ってくれています。 
     何事にも積極的でひとつひとつしっかり目  

      標を理解しようと努力している姿があります。   
 

Ｑ：講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ： 教科書を中心に福祉サービスに必要な知識、技術等を各専門職が現場での事を踏まえ伝達で   
   きていると思います。 
    ただ、もう少し具体的に伝えていくためには、伝達時に必要な環境や物品がそろっていれば更に  
      良くなると思います。 

 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： 福祉・介護業界は、これから益々多く変動しながらも社会の中で最も重要な位置になってきます。その為、 
       着実に社会から注目されるのは間違いありません。 
     福祉・介護の仕事に対しては、あまり良いイメージや捉え方をされないこともありますが、対人援助でしか学 
      ぶ事が出来ない豊かな人間形成や、誰かの為になり感謝される仕事は、この分野しかないと思います。少 
      しでも興味があれば必ず自分の成長につながります。是非、受講して下さい。 
      卒業生を含め、当施設へのお越しをお待ちしています。 
 

介護老人保健施設 サンヒルきよたけ 

就職先をたずねて 



 岩永 郁子 さん  黒木 徳博 さん   平成28年度修了 

Ｑ：講習で学んだことは？ 

写真 

Ａ： 介護職としての気持ちのあり方、 
   介護の基本的な技術、知識を 
   学びました。 
      （黒木） 

Ａ： 認知症介護について、ある先 
   生から「働くとは、自分を楽に  
   することではなく、はたを楽に 
   することである」…この言葉が 
   心にしみました。 
           （岩永） 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ： やりがいのある仕事だと感じまし 
   た。利用者の方に「ありがとう」と  
   言われたときは本当に嬉しいで 
   す。 
   介護の仕事を選んで良かったで 
   す。 
     （黒木） 

Ａ： 利用者の方はみなさん優しくて 
   「ありがとう」の言葉かけをしてく 
   れます。 
   「こちらこそありがとうございま 
   す」と返事をしています。 
   素直な気持ちを忘れずに仕事 
   をしていきたいです。 
      （岩永） 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： いろいろなジャンルの先生がおり、いろいろな講話 
   があり、とても勉強になりますし、介護の道を進む上 
   でとても自信がつきます。 
   是非、受講して下さい。一緒に頑張っていきましょう。 
      （黒木） 
 

Ａ： まだ、私自身介護の仕事が続くか不明ですが、こ 
   ればかりは仕事をしてみないとわからないので、興 
   味がある分野で働いてみることをおすすめします。 
          （岩永） 

就業者の声 



事業主さまの声 

  事務主管 山口 郁代 氏 

写真 

Ｑ：採用した決め手などは？ 

Ａ： まじめな印象で、積極的に働いてもらえそうだった。 
   二人とも年齢的に、いろいろな人生経験、社会経験があることが、  
       当施設の現場で活かしていける感じがあったので採用した。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 

Ａ： 日々、覚える事が多く、それぞれ不安を抱えながら働いて いる。 
      責任感に押しつぶされそうになりながらも、一生懸命働いている姿 
      をみて、励ましの声を時々かけるようにしている。 

Ｑ：講習の内容などについてのご感想は？ 

Ａ： 講習内容は良いと思うが、講習実施期間に対して、施設実習の日数が少ないことが残念である。 
     専門的な座学も必要であるが、現場をもう少し時間をかけて経験してからの方が就職してからの不安も 
     少なくなる気がする。 
    介護職員としてのあり方、心構えをもう少し伝え続ける必要がある。 
    接遇は１回受けたら終わりではないと思う。 
    最低の覚悟、想いをもって働いていけるような心構えを学ぶ時間も多く必要と感じている。 

 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： 就職後の教育がとても大切になり、知識と心を育てることが重要に思う。 
   たくさん仕事はあるが、介護職は命と向き合う仕事で、看護・栄養・リハビリの分野も知り利用者様の変  
   化をいち早く気付き、専門職につなぐ判断が求められる。生活と密着し変化を感じ取る位置にある、大 
   切な仕事である。 

介護老人保健施設 なでしこ園 

就職先をたずねて 



 柿野 正行 さん   前田 陽子 さん   平成28年度修了 

Ｑ：講習で学んだことは？ 

写真 

Ａ： 介護を行う上での基礎知 
     識と利用者に対し尊厳の  
      気持ちで対応させていた  
   だく事です。 
      （柿野） 

Ａ： 知識、技術はもちろんですが利用  
   者の方に対する尊厳と敬う気持ち  
   を大切にする事を学びました。６ヶ 
   月間の期間でしたが、２０歳代から 
   ６０歳代の方達と共に学び、それぞ 
   れ介護の仕事に就かれ頑張ってい 
   る様子を聞くと、自分自身励まされ 
   ています。 
      （前田） 

Ｑ：実際に介護のお仕事に就かれた感想は？ 

Ａ： 利用者によって異なった 
     障害を持っておられ、そ 
      れぞれ違った対応をして 
       いく難しさを感じています。 
        （柿野） 

Ａ： 実際、仕事に就いて、いろいろな 
    状態の利用者の方に触れて、接し 
     方の難しさ、対応の仕方や流れなど 
     覚える事がたくさんあります。 
   まだ、就職して約一ヶ月ですが困惑 
   しながらも日々仕事に励んでいます。 
      （前田） 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをどうぞ 

Ａ： 真摯に対応すると、利用者の感謝が伝わってきて、 
   自分がお役に立てている事を実感します。障害を 
   持っている方は本当に不便を感じて暮らしていま  
   す。しかし、介護士は不足している状態です。少し 
   でも多くの人が困っている人を助けられる介護士  
   になってほしいと思います。 
              （柿野） 

A： 戸惑いと不安はあると思いますが、人に喜んでもら 
   える姿を見ると幸福感を感じると思います。 
   相手を想う気持ちを忘れないことが大切です。 
          （前田） 

就業者の声 


