
株式会社シダー

介護職員

初任者研修
開催のご案内
介護の基礎をしっかり学べます。
通学制・小人数（最大12名）
介護の知識・技術の基本を
8ヶ月間 月３回コースで
介護の基礎資格を取得できます。。

※上記の研修内容は一部抜粋です。
詳細は別紙日程表ご確認ください。

介護職員初任者研修の内容＜一部抜粋＞

講義

〃

〃

講義･演習

〃

〃

職務の理解

尊厳の保持・自立支援

介護の基本
（専門性、他職種連携
職業倫理、健康管理）

介護・福祉・医療の理解

コミュニケーション技術

老化の理解

認知症の理解

障害の理解

●期間5月～12月（通学20日間）

●実習（デイサービス2日間）

●講習時間 9:00 ～ 17:00の間

●開催場所 シダー本社横研修室

その他、お気軽にお問合せください（受付時間9：00～17：00※日曜除く）

（株）シダー 初任者研修担当 山口

093-513-7855
http://ｗｗｗ.cedar-Web.com/

生活支援技術 実技内容

講義･演習

実技・演習

〃

〃

〃

〃

講義･演習

こころとからだのしくみ

整容の介護

食事の介護

入浴・清潔の介護

排泄の介護

ベッドメイキング

介護計画作成

平成29年
5月開講

〃

講義



＜研修内容のご案内＞

（１）申込

申し込み受付後、担当よりご案内資料、申込書、返信用封筒を送ります。

申込書に、必要事項ご記入のうえ、返信用封筒にて申込書を郵送してください。

原則、講習カリキュラムの全日程を受講可能な方が対象です。（定員に達した時点で受講募集終了します）

※応募者多数の場合は選考とさせて頂きます。（受講決定のご連絡は、担当者より受講希望者へ連絡します）

（２）開講式 開講日にオリエンテーションを行います。   

開講式の際、運転免許証又は健康保険証等にて本人確認をさせて頂きます。

研修参加費用は、開講式前 会場にて現金にてお支払い頂きます。テキストは開講日に配布します。

（３）研修内容

テキストに基づき、各科目について講義を進め、視聴覚教材や

グループワークなどを活用し、介護の知識の理解を深めます。

ベッドや車いすなどを使用し、実技演習を行い、介護技術を習得します。

また、実習にて介護の現場で実体験としての介護を学ぶことができます。

※当講座は通学制の為、安心して学習できます。

（３）修了試験

講義・演習で学んだ基本的な知識の確認として、筆記試験を行います。

不合格になっても再試験を受け、合格することで修了になります。

（４）修了式 １２月中旬 修了試験 合格者 修了式を実施します。修了証明書が授与されます。

                

受付時間 ９:００～１７:００ 日曜日除く

http://www.cedar-web.com

（株）シダー本社

TEL.093-513-7855
北九州市小倉北区大畠１丁目７番１９号

お問い合せ
お申し込みは

平成２９年５月開講 30,000円

（テキスト代 6,995円含む）

介護職員初任者研修テキスト使用

※長寿社会開発センター＜介護技術ＤＶＤ付き＞

５ 月 開 講 IRIYA KITCHEN SCHOOL平成 29 年度 介護職員初任者研修

＜研修実績＞年 1 回開催

H28 年度 12 名受講→10 名修了

H27 年度 12 名受講→12 名修了

H26 年度 12 名受講→12 名修了



様式第２号

           学  則        平成 29年 3月 1日現在

１ 事業者の名称及び

  所在地

株式会社 シダー

福岡県 北九州市 小倉北区 大畠一丁目７番１９号

２ 研修の名称及び形式 介護職員初任者研修 （ 通学 ）

３ 事業者が用いる研修

  の名称

株式会社 シダー         

介護職員初任者研修

４ 研修責任者名 山口 清志

５ 研修の目的 身近になった地域の高齢化、介護・福祉への社会的ニーズに

応えられる、専門的知識・技術を有する人材が必要とされている。

介護に関わる上で基本となる介護の知識・技術を習得できる

介護職員初任者研修を実施し、地域の福祉・介護に貢献できる

人材を育成することを目的とする。

６ 受講資格及び定員 １）心身ともに健全で、福祉や介護に関心のある方

２）介護・福祉の分野の知識を身につけたい方で、

講習カリキュラムの全日程を受講可能な方

定員１２名

７ 研修参加費用

・受講料

・テキスト代

・その他必要な経費

合計 30,000 円

（内訳）・受 講 料：23,005 円

・テキスト代：6,995 円（税込）

※受講後の途中解約の場合、受講料の返金は行わない。

８ 使用教材（テキスト）

※副教材を含む。

＜使用教材＞ 介護職員初任者研修テキスト

発行元：一般財団法人 長寿社会開発センター

９ 研修カリキュラム 別紙「研修日程表」（様式第３号）参照

別紙「見学及び実習実施日程表」（様式第６号）参照

10 研修会場一覧 講義及び演習会場一覧表（様式第 10号）参照

11 科目ごとの担当講

  師名一覧

講師一覧表（様式第 7号）参照

12 見学及び実習施設一覧

  ※実習を行う場合のみ

見学及び実習施設一覧表（様式第 12 号）参照



13 受講者募集手続 受講者募集は、新聞折込みチラシ等の広告、雑誌広告等、

弊社のホームページにて実施。

１）問い合せ受付・・・電話連絡によって受け付ける。

電話連絡受け付け後、問い合わせご本人宅へ

受講案内、研修カリキュラム、申込書を送付する。

２）受講希望者・・・受講申込用紙に必要事項を記載の上

申し込み用紙をシダー本社へ郵送する。

３）受講決定通知・・・担当者より受講希望者へ連絡する。

※応募者多数の場合は選考とさせて頂く。

４）定員に達した時点で受講者募集は終了する。

５）受講者は、研修参加費用、教材代は開講式に

現金にて徴収する。

初回受講開始前に本人確認できる次のいずれかで

身分証明書を提示確認させて頂く。

１、「運転免許証」２、「健康保険証 」

３、「年金手帳」 ４、「戸籍抄本又は住民票」

５、「戸籍謄本」 ６、「住民基本台帳カード 」

７、「パスポート」８、「在留カード等」

９、「国家資格の免許証又は登録証」

14 科目の一部の免除の

取扱いとその手続

特別養護老人ホーム等において、１年以上の介護等の実務経験

を有する者（介護等の実務経験が１年以上の者）が受講を希望

した場合においては、「(1)職務の理解」の科目、「(9)こころ

とからだのしくみと生活支援技術」の実習を免除することがで

きる。

※受講申請時 証明書の提出が必要。

上記免除者・・・受講料の減免はしない。

15 通信学習の実施方法

  ア 学習方法

イ 添削指導及び面

接指導の実施方法

  ウ 評価方法

  エ 通信の方法によ

って行う地域

通信学習実施なし



16 研修修了者の認定方

法

（修了評価の実施方法等）

＜認定方法＞

カリキュラムを全て履修後、修了評価を行う。

修了評価・・・

１）実習に関する評価は、実習日誌に基づき行う。

２）生活支援技術の習得状況の評価は、演習を通して

確認を行う 。

３）全科目履修後、受講者の知識、技術等の習得度の評価を

筆記試験にて行う。

認定基準・・・

１）評価基準の70点以上の評価の受講者は、評価基準を

満たしたものとして修了認定する。

２）評価基準の69点以下の受講者には、

補講等を行い、基準に達するまで再評価を行う。

※評価 筆記試験不合格時の取扱い：

必要な補習を行い、再試験を実施する。

「再試験不合格者」補習・筆記試験を後日実施する。

試験１回につき補習・筆記試験代 1,000円徴収する。

17 研修欠席者の取扱い

  ※遅刻者及び早退者の

取扱いを含む。

研修の欠席、遅刻、早退をした者で、やむを得ない事情がある

と認められる者については、日程調整して、欠席、遅刻、早退

した時間に応じた、補講を実施する。

18 補講の取扱い

  （実施方法及び費用の有

無等）

研修の欠席、遅刻、早退をした者で、やむを得ない事情がある

と認められる者については、日程調整して、補講を実施する。

補講費用：1科目につき、1,000 円受講者負担とする。

19 受講の取消し 次に該当する者は、受講を取消すことができる。

・学習意欲が著しく欠け、修了の見込みが無いと

認められる場合。

・研修の秩序を乱し、その他受講者としての

本分に反した場合。

※この場合、受講料の返金は行わない。なおその間履修した

当該研修については、全て無効とする。

20 修了証明書の交付 全科目の履修後、筆記試験に合格して、修了認定された方には、

福岡県介護職員初任者研修事業指定事務取扱要綱の定める修了

証明書及び携帯用修了証明書を交付する。

21 研修修了者の名簿の

管理

研修修了者の名簿は、修了者を修了者台帳に記載し、永年保存

する。修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出に

より再発行を行う。



22 受講者の個人情報の

取扱い

受講者から得た個人情報については、個人情報保護法、弊社の

規定に沿って厳重に管理する。

23 研修の実施担当部署 株式会社 シダー 本社

介護職員初任者研修係 電話 093－513－7855

24 その他研修実施に係

る留意事項

＜苦情窓口＞                      

研修に関する苦情等の窓口を設け、研修の苦情及び事故が生じ

た場合には迅速に対応する。

苦情対応部署：株式会社シダー 本社 総務部

電話093－513－7855

＜その他＞                       

この学則に必要な細則並びにこの学則に定めのない事項で必要

があると認められる時は、弊社がこれを定める。
























