
 

 

 

 

※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。 



 
 

  

 皆様、修了おめでとうございます。このたび、３８名の方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。 

 さて、新しい職場では、さまざまな困難に直面すると思いますが、介護労働講習で学んだ

知識・技能・経験を活かして、介護の日（１１月１１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」を忘れずに、職場において「あったか介護」に努めていただき

たいと思います。 

 そして、たまにはセンターに元気な姿を見せてください（歓迎します）。 

 また、皆様が一緒に学んだ仲間を大切に、無病息災で、明るく、楽しく、元気に毎日を過

ごされ、ますますご活躍されることを祈念しております。 

 （well came  を忘れずに）                          三重支所長より 

                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目ごとに評価

試験あり 

試験中 

一人で行う場合のシーツ交換
は？？？・・・ 
片側の垂れているシーツをマッ

トの下に入れるときは、手のひら
を下にして、滑り込ますように。 
自信が付くまで何度も繰り返し
練習を行いました。 

開講式 
座学 

生活支援
技術 

医療的ケア
演習 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レクリエーション
技術 

介護過程Ⅲ
実技 

修了式 



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。 

修了者の感想をまとめましたので、ご紹介いたします。 

 

 

介護は全く未経験で、始めはついていけ

るか不安でいっぱいでしたが、先生方や

仲間に支えられて乗り越えることができ

ました。介護の仕事はとても奥が深く、大

変だと思いますが講習で学んだことを活

かして頑張っていきたいです。 

介護は全く未経験で勉強すること全てが

新鮮で楽しい６ヶ月間でした。介護の仕

事は暗いイメージを持っていたのです

が、受講することで先入観が消え、人と

関わりが持てる仕事は素敵だと思えるよ

うになりました。 

介護福祉士の前に実務者研修という基礎

の見直しと新たな介護技術の取得が出来

る機会があってよかったです。 

座学あり、実技あり、現場実習ありの充

実した講習でした。講師の先生方もユニ

ークな方が多く、座学、実技ともに楽しく

受講できました。 

近々、良い就職の報告ができるように頑

張ります。 

最初の頃は介護の仕事をしている自分の姿

がイメージできなかったけれど、半年間学ん

で「６４歳の自分だからこそ」という思いに変

わってきました。３７名の若い仲間ができて、

第二の人生を送るのに介護の仕事は向いて

いるように思えてきました。残りの人生を介

護の仕事に捧げてみようと密かに思ってい

ます。 

最初、通い始めた時には不安でしたが、今

思うとあっという間の６ヶ月間でした。楽しい

講師の先生や支所職員の方、たくさんの年

代の違う仲間に支えられて無事修了する事

ができました。皆さんとの出会いに感謝して

います。「その人らしさ」を大切にしていきた

いと思います。 
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今回の実務者研修は 60 年の人生の

中でも非常に貴重かつ、楽しい経験

でした。主催者、事務局、研修生、全

ての方々に感謝です。 

久しぶりの勉強でなかなか頭に入ら

ず苦労しましたが先生、周りの方に

励まされ、半年間の講習を無事終了

することができました。 

今回学んだ事を、介護の現場で活か

していきたいと思います。 

最初、受講するまでは半年近く通えるか

すごく不安でしたが皆気さくな人ばかりで

とても楽しく学べあっという間に修了でし

た。修了後は学んだ事を活かし、経験を

積み、介護福祉士の資格取得に向けて頑

張っていきたいと思います。 

6 ヶ月間最後まで無事卒業できるかなと不安

でいっぱいでした。本当に短い間でしたが毎

日楽しく勉強できるステキな友達もでき、自分

の知らなかった介護の知識も学べてとても有

意義な時間になったと思います。この実務者

研修で勉強したことも充分に発揮できるよう

になりたいです。 

今回の講習でいろいろ教えていただ

き、ありがとうございました。とても勉

強になりました。現場で活かせるよ

う、頑張ってまいります。 

6 ヶ月間、講義中心の生活でした。 

事務局の方、受講生の方、大変お世

話になりました。講師の方には興味

深いお話をしていただき、ありがとう

ございました。 

振り返るとあっという間の 6 ヶ月間でした。

今まで知らなかった多くの事を学ばせてい

ただきました。同じように介護職を目指す

仲間たちも出来、とても楽しく過ごせ感謝し

ています。今後、現場に出ても講習で得た

知識や仲間たちとのつながりを活かしてい

きたいと考えます。 

半年間みんなで頑張りました！ 

修了、バンザーイ！！ 

半年間学んだ事をこれからやってみ

ます。 

最初、受講するまでは半年近く通えるかすごく

不安でしたが、皆気さくな人ばかりで、とても楽

しく学ぶ事ができ、あっという間の修了でした。

修了後は学んだ事を活かし経験を積み、介護

福祉士の資格取得に向けて頑張っていきたい

と思います。 

振り返るとあっという間の６か月間でした。今

まで知らなかった多くのことを学ばせていた

だきました。同じように介護職を目指す仲間

たちもでき、とても楽しく過ごせ感謝していま

す。今後現場に出ても、講習で得た知識や

仲間達との繋がりを活かしていきたいと考え

ます。 

半年間、皆で頑張りました。 

バンザーイ！私でも修了できました。 

これからも皆で力を合わせ、エイ、エイ、オ

ー！でやってみます！ 

介護労働講習は６０年の人生の中でも非常

に貴重かつ、楽しい経験でした。 

支所職員の方、受講者、全ての方々に感謝

です。 

６か月間、講習中心の生活でした。 

支所職員の方、受講者の方、大変お世話に

なりました。 

講師の方々、興味深いお話をありがとうござ

いました。 

久しぶりの勉強でなかなか頭に入らず苦労

しましたが、先生や周りの方々に励まされ、

半年間の講習を無事終了することができま

した。今回学んだことを、介護の現場で活か

していきたいと思います。 

介護労働講習でいろいろ教えていただき

ありがとうございました。とても勉強になり

ました。 

現場で活かせるよう、頑張ってまいりま

す。 

６ヶ月後に無事修了できるかなと不安でいっ

ぱいでした。本当に短い間でしたが、毎日楽

しく一緒に勉強できるステキな友達もでき、

知らなかった介護の知識も学べて、とても有

意義な時間になりました。この介護労働講習

で勉強したことを十分に発揮できるようにな

りたいと思います。 



介護関係の勉学は初めてで、久しぶりに頭を使う事

ばかりでした。若い人とも同じ様に肩を並べて勉学

でき、無事修了できて嬉しいです。6 ヶ月受講できる

か不安でしたが講師の方々、スタッフの皆様、受講

生の皆様のおかげです。この感謝の気持ちを今後

の仕事に活かせる様に頑張りたいと思います。 

受講書の感想を入力 
スタート時は 6 ヶ月長いなと思ってい

ましたが終わってみれば早く、寂しい

くらいです。 

介護未経験者には難しい内容でしたが、介

護の奥深さを教えて頂き、とても勉強になり

ました。仲間が出来、とても楽しく、覚える事

が多く辛かった授業もみんなと頑張っている

んだと思い、自分もしっかりしようという気に

なりました。6 か月間、長いようで短かったで

す。 
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あっという間の６か月間でした！介護の

知識は何も無く受けたので大変な事もあ

りましたが、頼りになる仲間がいたので

頑張ることが出来ました。 

約半年でたくさんのことを学べました。講

習を受ける機会をいただけたことに感謝し

たいです。 

学んだことを活かして、これから介護士と

して頑張っていきます。 

ハローワークの方の勧めで受講したのです

が、正直こんなに難しいとは思いませんでし

た。でもこの勉強によって自分が少し成長で

きた様な気がします。この先、仕事についた

時きっと役に立つだろうと信じています。 

介護の経験、知識は全く無く、不安からの

スタートでした。気付いたら講習が修了し

ていたような密度の高い半年間でした。 

新しい道が開けました。 

スタート時、６ヶ月は長いなと思っていました

が終わってみれば早くて寂しいくらいです。

センターの方々や受講者の方々の協力、応

援があったから、楽しく新しい知らないことが

覚えられ、次の事に進む勇気や知識を身に

付けることができたと思います。この介護労

講習に参加できたことを感謝しています。 

学生の頃に戻ったかのように年齢の違う皆

さんと共に学習し、楽しい毎日を過ごせまし

た。個性豊かな講師の方々のお話も興味深

く、学びを深めることが出来ました。１日も休

むことなく受講できた健康に感謝して、目標

であった介護福祉士の資格取得を目指して

頑張ります。 

介護関係の勉学は初めてで、久しぶりに頭を

つかう事ばかりでした。若い人とも同じように肩

を並べて勉学でき、無事修了する事ができて

嬉しいです。６ヶ月受講できるか不安でしたが

講師の方々、支所職員の皆様、受講者の皆様

のおかげです。この感謝の気持ちを、今後の

仕事に活かせる様に頑張りたいと思います。 

介護未経験者の私には難しい内容でした

が、介護の奥深さを教えて頂き、とても勉強

になりました。とても充実した講習でした。仲

間ができてとても楽しく、覚える事が多く辛か

った授業も、皆も頑張っているのだと思い自

分もしっかりしようという気になりました。６ヶ

月は長いようで短かったです。 



この講習で初めて介護の世界に触れさせて

いただきました。最初の頃は出来るだろうか

と不安でいっぱいでしたが、一緒に講習を

受けた仲間やセンターの方々に助けられ、

修了できることができました。これから介護

の仕事へ就くにあたり、良い経験が出来た

と思います。 

最初は６ヶ月間通えるかなぁと不安でし

たが、みんなに仲良くしてもらいあっとい

う間の６ヶ月間でした。ここで学んだ事を

職場で活かし、介護の仕事を頑張ってい

きます。 

あっという間の６ヶ月間、たくさんの経験をさ

せて頂きました。 

皆さんとの出会いに感謝しています。 

このたくさんの経験や出会いを活かして、介

護の仕事を頑張っていきたいと思います。 

楽しい６ヶ月でした。知らないことがたくさ

ん学べ、現場実習でもいろいろ体験させ

て頂けたので、すごく良かったです。これ

から現場に出て、ここで学んだことを活

かし、介護ができるように努力しようと思

います。 

６ヶ月の講習についていけるか不安でし

た。久しぶりの勉強にくじけそうになりま

したが、一緒に学ぶ仲間や先生方に支

えられ、頑張ることができました。これか

ら介護の現場に携わっていきたいと思い

ます。 

最初は６ヶ月という長い期間を勉強するのだと

思っていましたが、奥深い介護の講習を学び、

今までの意識をたくさん考えさせられました。技

術やケアプランの作成を学び、覚える事に必死

で足りないくらいでした。この経験をこれからの

職場で活用していきたいと思います。 

介護現場に合った講習を提供していた

だき、大変勉強になりました。多くの仲

間に支えられ、無事講習を終えること

が出来ました。 



６ヶ月間はあっという間に過ぎてしまい

ました。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、介護の

勉強はもちろんのこと、交流を持つこと

ができ、人とのコミュニケーションも学べ

る機会になりました。 

一度社会に出てから勉強出来ることの

有り難さ、大変さがよくわかりました。

色々な年代の方々が頑張る姿を見て刺

激を受け、意欲を持って取り組む事が出

来ました。 

初めて学ぶ介護の講習は毎日新しく知る事

の連続で視野が広がり、深く学ぶ事ができま

した。幅広い年代の皆さんと半年一緒に学

び協力し合った事や、介護実習で人と関わ

る事の喜びや幸せを改めて実感し、日々を

過ごすことができました。これからの人生に

活かして頑張っていこうと思います。 

受講が始まった当初は、勉強の仕方を思

い出せずに大変でしたが、先生方や仲間

の助言で助けられました。一人では甘えが

出て、学習するのを辞めていたと思いま

す。同じ志をもった仲間と切磋琢磨しながら

頑張ることができました。この講習を受けて

とてもよかったと思いました。 

受講した最初は、６ヶ月は長く感じていま

したが受講が進むにつれ、受講者同志

で話したりしていくうちに楽しくなり、介護

技術の授業で外に行ったり、実習へ行っ

たりしていると時間が短く感じるようにな

り、あっという間の６ヶ月間でした。 

半年間はあっという間に過ぎるかなと思

い受講しましたが、とても長く感じました。

知識や技術だけでなく、先生方からたくさ

んメッセージがあり、毎回色々な事を考

えさせられたからです。とても有意義な

時間で受講できて本当に良かったです。 

受講前は不安な気持ちがありましたが、講

習が始まるとあっという間の６ヶ月でした。

授業も楽しく毎日が充実していて、大変な時

は先生の優しい言葉に支えられ、一緒に受

講している仲間の熱心に取り組む姿に後押

しされながら、乗り切ることができました。 

始めは６ヶ月間通えるのか不安でしたが、

授業は楽しくあっという間の６ヶ月でした。 

この講習で学んだことを活かし、介護現場

で活躍できるように頑張りたいと思います。 



 

事業主さまの声 

社会福祉法人 洗心福祉会  津中央ヘルパーステーション 

施設長  伊藤 京 氏 

 

 

Ｑ：採用した決め手などは？ 
Ａ： コミュニケーション力の高さです。面接の中で大切な話に

は、真剣な表情でうなずき、楽しい話の時には、とびっきりの笑

顔を見せてくれたことが印象的でした。 

 実習でも物腰が柔らかく、ごく自然に利用者様と人間関係が

つくれていたことも評価できました。 

Ｑ：普段の仕事ぶりはどうですか？ 
Ａ： 元気の良さが一番です。 

今はまだ新人なので、簡単な内容からのスタートですが、訪

問先でのあいさつなどから、ご利用者様へ元気を届けてくれて

います。 

Ｑ：介護労働講習の内容などについてのご感想は？ 
Ａ： 介護職は OJTで学ぶ事が多い職場です。よって経験が先行し、知識が後付けになってしま

うことも多く、理論的に仕事を覚えていきにくい職種です。 

 しかし、介護労働講習の受講者はその点が解決できているため、スムーズに仕事を始めても

らっていると感じます。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをお願いします 

Ａ： 介護の仕事は内容によっては、無資格でもできる仕事です。では誰でも良いのかというと、

そうではありません。介護の技術や知識も必要ですが、大切なのはご利用者様にどういった姿

勢で関わるかという「価値観」だと思います。 

 ぜひ受講しながら、自分の「介護観」を深めて下さい。そうすることで、人としても成長できると

思います。 

 

 

 



就職者の声 

向井 美波 さん   （平成２９年度修了者） 

 

 

Ｑ：介護労働講習で学んだことは？ 
Ａ： 講習では介護職員として働く上で必要な介護の基本や、認

知症等について学ぶことができました。 

 また座学だけではなく、実技研修があり、身体の使い方なども

学びました。 

Ｑ：実際に介護の仕事に就かれた感想は？ 

Ａ： 介護職に就くのは初めてで不安もありましたが、実際に利

用者様と触れ合っていくなかで、利用者様の笑顔につられて自

然と笑顔にさせてもらうことも多く、この仕事を選んで本当に良

かったと思えました。 

Ｑ：講習の内容などについてのご感想は？ 
Ａ： 現場で活躍されている講師の方々のお話はとても貴重で、実際に働き始めてから改めてよ

り深く理解できることがありました。 

Ｑ：これから受講される方へのメッセージをお願いします 

Ａ： ６ヶ月という期間に最初は不安もありましたが、座学から始まりたくさんのことを学んでいくう

ちに、あっという間に修了しました。 

 実際に働き始め、講習で学んだことはとても役に立っています。 

 受講される方は６ヶ月間頑張ってください。 

 


