
ピジョン真中
介護職員初任者研修通信課程
2021年度後期 受講の手引き
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栃木県指定講座 ・ 一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座

ピジョン真中株式会社
少しだけ愛をお手伝い



介護に携わる者が
業務を遂行する上で、
最低限の知識と技術、
また、それを実践する際の
考え方のプロセスを身に付け
基本的な介護業務を
行うことができるようにすることを
目的とします。

介護職員初任者研修とは 開催日程

2021年9月4日～2022年3月12日

スクーリング全16日
初回 2021年9月4日（土）

2回目以降 11月6日～3月12日（土）

全16回開催（実習2日含む）

募集定員 12名

スクーリングの研修時間
9：00～16：40

スクーリング会場
ピジョン真中栃木本社
栃木市箱森町50-15番地
0282-20-6180

（下記地図をご参照ください）

※実習２日間は当社および市内の

施設で行います。

受講料 66,000円（税込）

・テキスト代を含んでいます。
・このほか、健康診断費用が必要です。
・分割払い可能。

地図

受講対象者

介護の業務に従事しようとする者

科目および研修時間

①職務の理解
②介護における尊厳の保持
③介護の基本
④介護福祉サービスの理解と
医療との連携

⑤コミュニケーション技術
⑥老化の理解
⑦認知症の理解
⑧障害の理解
⑨こころとからだのしくみと
生活支援技術
⑩振り返り

【通信8科目+通学16日 全6ヵ月】

当研修は、上位の研修と連動しています



お申し込み方法 【留意事項】

受講要件
義務教育修了者
健康で介護の職につくことができ
る方。（義務はありません）

実習について
スクーリング中２日間、栃木市内
の福祉施設等で実習があります。
実習前に感染症がないことを証明
する健康診断を受けていただく必
要があります。この費用は別途と
なりますので、ご承知おきください。

修了について
通信課程、通学課程、介護技術
習得確認、筆記試験の要件をす
べて満たすことにより修了となりま
す。
未達の場合は補講、追試等を受
けていただきます。ただし、最大
学習期間は８ヶ月と規定されてい
ますので、この期間内に課程を修
了できるよう、学習計画を立ててく
ださい。

補講について
スクーリングをやむを得ずお休み
される場合は、必ず事前に連絡の
上、可能な限り予備日への振り替
えをお願い致します。

①当冊子に添付の「受講申し込み書」
「理由書」「誓約書」そのほか「住民票」
「写真」を、郵便、または直接、当校ま
で提出して下さい。

8月20日を締切とします。尚、この日
以前であっても、定員に達した時点で
受付は終了とします。

②受講できる方には、当方よりご案内
状を送付します。

③4月31日までに、受講料をお支払い
ください。

④テキストと課題は、9月4日【開校日】

に配布いたします。その後通信課程を

開始してください。

• 「受講申し込み書」「理由書」「誓約書」そのほ
か「身分証明書の写し」を、郵便または直接、
当校までお届け下さい。 ※運転免許証また
は住民票＋写真など。

①お申し込み

• 受付けた方には、当方より手続きの案内を送
付します。

②手続き案内の送付

• 所定の期日までに学費を納入してください。

③学費納入・書類等の提出



介護は心技ともに、「いかに利用者の立場に立てるか」がポイントです。
教科書に書いてあることはあくまでも原理。
答えはひとつではありません。
対象者によって、環境によって、または自分の個性によって、
一番良い方法を「考え出す」ということがとても大切です。

そのため、この研修においては、全講義を通じて、
「利用者になる」という視点を取り入れるとともに、
「その状況でのベターはなにか」をひたすら考えること。
この2点を繰り返し行っていきたいと考えています。

また、介護技術は「人の理解・発見」でもあります。
たとえば手を添える位置、姿勢、動く方向のわずかな違い、
その少しの違いが、対象者にとって、大きな差を生みだします。
これは体感して初めて、驚きとともに実感することになると思います。

そのような違いを感じ取れるような、強く印象に残る演習を行い、
皆様が介護の世界で活躍するための、基礎となる力を身に付けていただきます。

ピジョン真中の介護職員初任者講習について

ピジョン真中株式会社は、「愛を生むは愛のみ」の社是のもと、
赤ちゃんからお年寄りまで手助けを必要とする方々の役に立ちたいという理念に基づいて
育児用品、介護用品の製造販売を行ってきたピジョン株式会社のグーループ会社です。
そのピジョン真中株式会社は、介護サービス事業を通じて人々が支えあって生きることをお伝

いして行くために「少しだけ愛をおてつだい」を社是として「何らかの形で支援が必要
な方のお役に立ちたい」を基本理念に、良質で均質な介護サービスの提供を目指して在宅ケア
を中心に
介護福祉サービス事業の展開を図っております。
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自宅学習の進め方・留意点について

＜自宅学習について＞

• 通信教育課程は、テキスト等により自宅学習を行い、科目ごとの課題を提出することに

よってすすめられます。

• 課題は４回以上に分けて、所定の期限までに所定の封筒で郵送、または、直接ピジョン真

中までお持ちください。

• 課題は点数によりＡＢＣＤ評価します。合格評価Ｃ（70点）に満たない場合は返送されます

ので、再学習の後、課題を提出して下さい。

• 万一提出が遅れてしまった場合は、スクーリングの開始に影響が出たり、修了日が遅れる

可能性があります。

• 郵便の場合、第四種郵便【通信教育用】を適用し、特別料金での発送が可能です。

• お送りしてある封筒をご使用ください。

※通信教育用郵便物 100g以内15円（追加100gごとに+10円、上限1kg以内）

提出回数 通信科目名 提出期限

第１回目

２．介護における尊厳の保持 ①人権と尊厳を支える介護 ②自立に向けた介護

9月20日３．介護の基本 ①介護職の役割、専門性と他職種連携 ②介護職の職業倫理

③介護における安全確保とリスクマネジメント

第２回目

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携 ①介護保険制度

10月20日

②医療との連携とリハビリテーション ③障害者総合支援法及びその他の制度

５．介護におけるコミュニュケーション技術 ①介護におけるコミュニケーション

②介護におけるチームコミュニケーション

６．老化の理解 ①高齢と健康

第３回目

７．認知症の理解 ①認知症を取り巻く環境 ②医学的観点から見た認知症の基

11月6日
礎と健康管理 ③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 ④家族への支援

８．障害の理解 ①障害の基礎的理解 ②障害の医学的側面

③家族の心理、関わり支援の理解

第４回目

９．こころとからだのしくみと生活援助技術

11月20日
Ⅰ基本知識の学習

Ⅱ自立に向けた介護の展開

Ⅲ生活支援技術演習



スクーリングについて

＜スクーリングについて＞

スクーリングは、演習を通じて、自宅では得られない実践的な学習をすることが目的です。

実技については講師が直接指導し、習得を確認する場でもあります。

この機会を充分に活かし、良い学びができるように心がけてください。

＜スクーリング全般について＞

• ピジョン真中栃木事業所 2階 研修室を中心に行います。 科目によって、屋外での演
習も行います。

• 講習時間は、毎回 9：00～16：40です。10分前には集合してください。

• 20分以上遅刻した場合、当日の講義は欠席扱いとなります。ご注意ください。

• 学びに沿って順番が組まれていますので、極力欠席せずに受講して下さい。状況により
その後のスケジュールに影響する場合があります。

• やむを得ず欠席される場合、事前にご連絡いただければ、2回まで補講を無料で受講い
ただけます。

• 講習期間は最長8か月間と定められています。ご注意ください。

＜持ち物と身だしなみ＞

• テキスト、筆記用具、上履き（演習時・実習時）をご用意ください。

• 身体介護等の演習があります。動きやすい服装、髪型で参加してください。

• 施設実習では、実習先施設の規定に従っていただきます。

• 介護職として適切な身だしなみを心掛けてください。服装、髪の色、アクセサリー等に配
慮してください。

＜昼食＞

• 昼休憩は 12：20～13：20を予定しています。

• 昼食は研修室でお召し上がりいただけます。お弁当をご持参下さい。

• また、近隣にはレストランやコンビニエンスストア、スーパー等もございます。ご活用下さ
い。

＜試験と修了評価について＞

• 修了評価は、受講態度、実技試験、筆記試験の結果を総合的に判断して実施します。

• 実技試験は、介護技術の習得度を確認します。

• 筆記試験は、全講習の終了後に実施します。

• いずれも、合格基準は70点です。

• 万一合格点に満たない場合は、講師アドバイスの後、再度試験を受けていただきます。



開講の目的
ピジョン真中が在宅事業を展開する栃木県南地区において、地域福祉事業発展の一助となるこ
とを目的に、介護職員初任者研修事業を実施する。

研修の名称 ピジョン真中㈱介護職員初任者研修（通信課程）

実施場所
（所在地 会場名）

講義 栃木市箱森町50番15号 ピジョン真中株式会社研修室
演習 同上
実習 特別養護老人ホームうづま荘様 特別養護老人ホームレユーナ様

特別養護老人ホーム咲くら館様
ピジョン真中デイサービス ピジョン真中訪問入浴

研修期間
（前期）2021年4月24日～2021年10月23日（受付終了）
（後期）2021年９月４日～2022年３月５日

受講資格及び定員
・栃木県南地区に在住または勤務している方で介護業務に従事しようと考えている方。
・各回 定員12名。

受講者本人の確認方法
・受講申し込み書とあわせ、写真付き身分証明の写し（または住民票と写真）をご提出下さい。
※写真は上半身と顔がわかるもの。サイズは問いません。受講記録として保管します。

受講お申込み方法
・当冊子に添付の「受講申し込み書」「理由書」「誓約書」そのほか身分証明のコピー（また

は「住民票」＋「写真」）を
郵送または直接、当校まで提出して下さい。

受講料、その他諸経費

・受講料［テキスト代含む・税別・健康診断費別）
一般66,000円（税込）
・このほか、実習前の健康診断が必要です。費用は別途。

補講３回目以降または無断欠席の場合の補講は、一回につき3,000円（消費税240円）
をご負担いただきます。

遅刻、早退、欠席、退講、
未修了及び補講の取り扱い

・やむを得ない事情で講習に遅刻・早退・欠席する場合は、必ず事前に連絡するようお願い
いたします。また、補講については、可能な限り予備日への振り替えをお願い致します。

・20分を超えて遅刻した場合は、当日の講義は欠席とみなされます。

・また講師の指示に従わず、受講の妨げをするなど、悪質と判断した場合、退講を命ずるこ
ともあります。その場合返金はできません。

使用テキスト
・一般財団法人 長寿社会開発センター 介護職員初任者研修テキスト【3冊組】
※よりよい講義のため、予告なくテキストが変更される場合があります。ご了承ください。

研修修了の認定方法
合格基準及び
不合格時の対応方法等

・修了については、受講態度および、実技試験、筆記試験の結果により判定します。
・試験の合格点は70点以上です。

修了評価不合格の場合の取
扱い

・別日に補講扱いにて、再度修了評価を行います。

2021年度 募集要項

2021年7月改定



ピジョン真中 株式会社
介護職員初任者研修 研修事業本部

〒328-0075

栃木市箱森町50-15
電話 0282-20-6180


