
～私たちは介護のプロを応援します～ 

（公財）介護労働安定センター 
富山支所 

介護労働講習（実務者研修を含む） 
実施期間 ６月１日～１１月１２日 

平成３０年度 

※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。 



修了おめでとうございます 

修了者へ贈る言葉 

  
 開講式のあいさつで「体調の優れない時や勉強がはかどらな
い時など、辛いことがあっても、仲間同士助け合って、修了式
まで明るく・楽しく・元気良く受講してください」と話しまし
たが、受講者全員が修了式を迎えることができ、とても嬉しく
思っています。 
 年齢も経験も様々な皆さんですが、同じ志をもって過ごした
時間は一生の宝物になることでしょう、どうかこれからも、こ
の仲間の絆を大切にしてください。 
 皆さんがそれぞれの職場で介護職員として、「明るく・楽し
く・元気良く」働き、さらなる向上心を持って活躍されますこ
とを願っています。 
 
                    富山支所長 中島康博 
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講習風景 



４０代になり、この歳になってこんなにすばらしい出会
いがあるとは思っていませんでした。 
介護職は身体的な介護のイメージしかなかったけれど、
勉強していくうちに、コミュニケーションの大切さなど
を知り、介護の仕事の奥深さ、楽しさ、魅力がわかって
きました。 
センターの職員の方や講師の方々、仲間達との出会い、
教室で過ごした日々の思い出は私の一生の宝物になりま
した。 
                  中村さん 

前職は、全く違う職種についていました。 
「介護の仕事がしたい」と漠然とした考えで受講しました。 
介護＝高齢者のお手伝いをする仕事と思っていましたが、授業を
受けいろいろ調べると障害者と携わる仕事もあることがわかり、
そちらに興味を持つようになりました。授業で基礎的なことから
学び、試験、実技など苦労もありましたが、講師の方々、同期の
仲間に励まされ乗り越えてきました。 
まだまだスタートしたばかりですが、奥が深くこれからも学ぶこ
とが多い分野だなと思いワクワクしています。 
受講前は不安でいっぱいでしたが、講師の方々や同期の仲間の支
えがあったおかげでここまで来ることができました。 
６か月間ありがとうございました。    
                    
                     皆吉さん 

今年も多く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。
修了者の感想をご紹介します。 

を 終 え て 講 習 

異業種から介護職を目指して迎えた開講式。手渡された分
厚いテキストに不安と恐怖をおぼえ、日々のテスト・実
技・実習・・・何度も挫折しそうになった私を支え見守っ
てくれた講師の方々、そして「頑張って」とエールを送っ
てくれた仲間達、半年間、この場で得た知識と経験を糧に、
介護職としての一歩を踏み出していこうと思います。  
                     菊地さん 
                                



を 終 え て 講 習 

前職の退職とともに、若い頃にしていた介護の仕事を再び始めよう
と思いましたが、長年のブランクが不安で躊躇していた時に、この
講習があることを知りました。「介護技術の学び直し」の目的と
「どのような職場でどのような働き方ができるか」を意識しながら
取り組もうと努力しました。多くのカリキュラムや医療的ケア、実
技試験と、プレッシャーを感じることもありましたが、仲間と励ま
しあって乗り越えられたことは、今後の仕事の自信にもつながりま
した。 
本講習を受講し、新たにスタートを切れることがうれしく思います。 
                    洲﨑さん                                              
                                

正直、この介護労働講習を受ける前は、介護という職業の
奥深さを分かっていませんでした。いざ開講式に来てみる
と、机に置かれた分厚いテキスト、そして講習が始まると
保険の話から法律の話、挙句の果てには医療的ケア、授業
とテスト・・・勉強の苦手な自分にとっては、未知の世界
で、最初は「受けた講習を間違えたかな」と少し後悔しま
した。しかし講師の方々の講義を受講していくうちに、介
護という職業の奥の深さに気づきました。この６か月間、
貴重な時間を過ごさせていただき、諦めないでよかったと
思います。 
まだまだスタートラインに立ったばかりですが、九州男児
の諦めない心を忘れずに介護の世界で頑張ってみます。講
師の方々、センターの職員の方々、２９名の受講者の皆さ
ん、６ヶ月間ありがとうございました。また研修等で笑っ
て会えるのを楽しみにしています。 
                      中島さん                                              
                                



を 終 え て 講 習 

この講習を申し込む前は、初任者研修を８年前に受講していたので、簡単
な気持ちで臨みました。しかし１日目、配られたテキストの分厚さにビッ
クリし、「最後までできるかな」と思いました。その後も以前学んだはず
のところも時間の経過とともに頭の中にはあまり残っていなかったことに
気づかされ、とにかく勉強に追われる毎日でした。 
そんな毎日の中で励みになったのは、３０人の仲間達でした。お互いに声
を掛け合い、テストや課題、実習についても、さまざまな気持ちを分け合
いながら乗り越えてきました。 
また、「大丈夫、大丈夫！」と声をかけてくださったり、慣れてきた頃に
「ちょっと気持ちがゆるんでいませんか」と引き締めたり、私達を導いて
下さった講師の方や「いつでも相談に来て」といつもにこやかに対応して
くださった職員の方々、ありがとうございました。 
これから私は介護の仕事に携わっていきますが、介護で一番大切なことは
「相手を思いやる気持ち」ではないかと思います。この思いやる気持ちを
この講習に関係する全員の方々に教えていただきました。今のこの気持ち
を大切に頑張っていきたいと思います。 
                       河原さん 

 不安、迷い、とまどい・・・自分にできるかな？という状態から
始まった講習でした。しかし６ヶ月間の学びを終えた現在、受講し
て本当によかったと思っています。講師の方々は、皆さんとても魅
力的で、丁寧に、介護の技術や現状を教えてくださいました。介護
が持つ大きな可能性に気づかされ、現場に出るのが楽しみになりま
した。 
センターの職員の方々は全てにおいて優しくサポートしてくださり、
安心して受講することができました。そして何より共に助け合い、
励ましあった仲間はかけがえのない存在となりました。 
これらの素晴らしい財産を得られた講習は今後の糧となるでしょう。
介護はとても魅力的な仕事です。私達と同じようにこの講習から 
スタートする仲間が増えたら嬉しいなと思います。 
                      太田さん 



   

就職先を訪ねて 

山田さん 

平成３０年度修了者 

事業主さまから一言 

普段の仕事ぶりはいかがですか？ 

   
介護労働講習で学んだことは？ 

  

   

実際に介護の仕事に就かれた感想は？ 

  

   

講習内容などについてのご感想は？ 

  

   

これから受講される方へメッセージをお願いします 

  

  
  

  

 
 

グループホーム 宮田の家  

先輩職員のサポートを受けながら、講習での学びを活かして、利用者様
と丁寧に関わり、お一人おひとりの生活を支援されております。若手が
適している場面も多いと思っております。ですから様々な悩みを抱える
状況であっても自信を持ってチームで頑張っていきましょう。 

医療的ケア（経管栄養・喀痰吸引等）、認知症ケア、移動移乗、障害な
ど各専門分野の講師の方々にご指導いただきました。 

利用者さんとのコミュニケーションがとれるのか、名前を覚えられるの
か不安でしたが、介助させていただくにつれ、利用者さんから「ありが
とう」といわれると、この仕事についてよかったと思います。  

久しぶりに勉強をするので覚えられるかという不安はありましたが、教
科書だけでは学べない事例や、車いすの体験で環水公園での実際の移動
介助や介護技術など、どれも勉強になることばかりでした。介護労働講
習を受講できてよかったです。  

ＮＰＯ法人ヒューマックス  
   代表 石田 修一氏 

講師の方々の体験談を交えながら教えていただき、涙を流しながら話を
聞くこともあり、勉強になることばかりでした。グループワークでは利
用者役と介護者役になりきり発表会をし、どうしたら利用者さんは嫌な
気持ちにならないかとチームで考えたことは、とても勉強になりました。 



   

   

就職先を訪ねて 

上野さん 
平成３０年度修了者 

事業主さまから一言 ＮＰＯ法人ヒューマックス  
   代表 石田 修一氏 

普段の仕事ぶりはいかがですか？ 

これから受講される方へメッセージをお願いします 

   

介護労働講習で学んだことは？ 

  

   

実際に介護の仕事に就かれた感想は？ 

  

   
講習内容などについてのご感想は？ 

  

   

これから受講される方へメッセージをお願いします 

  

  
  

  

グループホーム 島尾の家  

介護についての基礎知識からはじまり、利用者様の対応の仕方や認知症
の理解、医療的ケアなど講師の方の経験談などを交え、詳しく教えてい
ただきました。利用者様の尊厳を大切にすること、自立支援など介護で
大切なことを学びました。  

介護の仕事への不安はありましたが、お一人おひとりの利用者様と向
き合い関われること、職員同士で話し合いチームワークで取り組む仕
事だと改めて感じることができました。 

講師の方の経験談を交えた講習はとても心に残るものが多かったです。 
グループワークなどもあり、チームワークの大切さも学ぶことができ
ました。 

６ヶ月間の講習は長いようで短く感じました。たいへんだったことも
ありましたが一緒に頑張っている仲間がいることで乗り越えることが
できました。 

介護労働講習で学ばれたたくさんのことを意識しながら、育児と仕事
を両立し、笑顔で明るい雰囲気を大切に、利用者の方々の生活を丁寧
にサポートしてくれております。利用者様とのコミュニケーションも
自然体になってきたように思います。 

介護の仕事は人が好きではないとできません。皆さんの笑顔や声掛け
は心を和ませ、利用者様の笑顔につながります。素直さ・謙虚さ・感
謝の気持ち、チームワーク（協調性）を大切に頑張ってほしいと思い
ます。自分自身で勉強できること、利用者様から学ばせていただくこ
ともたくさんあります。人の温かさを感じられることが介護の魅力、
こんな介護を一緒に考え、成長していきませんか。 



就職先を訪ねて 

   

介護労働講習で学んだことは？ 

  

   

実際に介護の仕事に就かれた感想は？ 

  

   

講習内容などについてのご感想は？ 

  

   

これから受講される方へメッセージをお願いします 
  

サービス付き高齢者向け住宅  
       太陽のプリズム西荒屋  

大間知さん 
平成３０年度修了者 

介護の基礎知識と実践を通して、気づきやチームワークの大切さ、学ぶ
ことの楽しさを学びました。 

実際に仕事をするうえで、不安や失敗もありますが、仲間や先輩方に支
えられて、なんとか仕事として行えるようになりました。先輩方に丁寧
に教えていただけるので安心して働くことができます。 

利用者様が「その人らしく生きる」ことが介護の役割であるということ
が、「自分が自分らしく生きる」という自分の目的と重なり、とても共
感できたことで、楽しく学ぶことができ、さらに深く学ぶ楽しさを知る
ことができました。 

教科書の量の多さと６ヶ月間続けられるかという不安でいっぱいでした
が、終わってみると仲間達と支え合い、助け合いながら、あっという間
に楽しく修了することができました。同じ目的をもって共に学ぶこの時
間は貴重な体験になると思います。 



就職先を訪ねて 

   

介護労働講習で学んだことは？ 

  

   

実際に介護の仕事に就かれた感想は？ 

  

   

講習内容などについてのご感想は？ 

  

   

これから受講される方へメッセージをお願いします 

  

サービス付き高齢者向け住宅  
       太陽のプリズム西荒屋  

片山さん 
平成３０年度修了者 

利用者様が持つ力を理解し、尊厳のある暮らしを支援することは専門職
として大切なことだと学びました。 

日々、利用者様の気持ちや体調の変化を知り、一人では対応の仕方等、
わからないことが多いですが職員の方たちに教わりながら働けています。 

毎回試験のときはドキドキでしたが、講師の方々はわかりやすく授業を
してくださいました。座学だけでなく、実技やグループワーク、レクリ
エーションをしたりと毎日が濃い日々でした。 

前職、年齢もバラバラですが、受講していく中で、周りの人たちの支え
を感じ、みんなでひとつのことに対して一緒に考えたりする協調性が養
われる場所だと思います。今仕事を始めて、一緒に学んだ仲間は大切な
支えになっています。 



就職先を訪ねて 

   介護労働講習で学んだことは？ 

  

   
実際に介護の仕事に就かれた感想は？ 

  

   
講習内容などについてのご感想は？ 

  

   
これから受講される方へメッセージをお願いします 

  

  

サービス付き高齢者向け住宅  
       太陽のプリズム西荒屋  

奥村さん 
平成３０年度修了者 

毎日忙しいですが、こんなに「ありがとう」と言われる仕事は他にないと思います。 

介護職の仕事だけでなく自分の生活にも活かせる内容でした。 

介護の知識や技術を通して、人に対する思いやりや気遣いを学べたと思います。 

介護に興味はあるけれど、不安な方もいらっしゃると思いますが、介護労働講習を
受講し知識を得ることで、不安は解消できると思います。 

  

事業主さまから一言 （株）サンウェルズ 太陽のプリズム西荒屋 
  施設長  辻 哲次 氏 

   
３名の方に入社していただき職員も大喜びです。その分新人さんたちもプ
レッシャーを感じていると思いますが一生懸命学ぼうとする姿がとても新
鮮です。入居者様も５０名なので覚えることも多く大変でしょうが笑顔で
頑張っている姿はとても頼もしいですね。入社して２ヶ月経ち、入居者様
との会話の様子が少しずつ自信を現しています。 

普段の仕事ぶりはいかがですか？ 

   

これから受講される方へメッセージをお願いします 

当社には様々な研修機関を経て入社される方がおられますが、介護労働安定
センターの修了生は介護に対する意識の高い方が多いように感じます。介護
サービスには知識や技術はもちろん必要ですが、それよりも「人間性」や
「思いやる心」が基本的に大切です。６ヶ月間という期間を共に学び、修了
しても励まし合える仲間ができるのは介護労働安定センター修了生の 
特徴だと思います。良い環境で学ぶことは将来にも良い影響がありま 
すよ。 
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