
介護福祉士実務者研修養成科

実施施設名 日建学院 池袋校

（豊島区東池袋１－１－６

ヒューリック池袋駅前ビル５Ｆ）

日建学院 町田校

（町田市原町田４－２－１０）



当社は１９６９年８月に創立以来、北は北海

道から南は沖縄まで全国に２４４校を設置し、

１人でも多くの方が夢の実現を、また夢との出

会いを実現できるよう各種の専門コースを幅広

く用意し取り組んでまいりました。

多くの才能と出会い、業界の第一線に羽ばたく機会
を応援できたことは我々の誇りです。

2020年4月、日本マーケティングリサーチ機構の「建築士 宅建士 資格スクール」におけるインターネット調査

１．株式会社建築資料研究社／日建学院 会社概要
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２．介護福祉士実務者研修の概要

介護福祉士実務者研修は、より質の高い介護サービ

スを提供するために実践的な知識と技術を習得するこ

とを目的としています。そのため、介護職員をはじめ、

現場の医療職や他の職種との連携を進めていくうえで、

介護現場に欠かせない人材として評価されます。

また、この研修を修了することは、国家資格である

介護福祉士の資格試験を受験するうえで、必要な受験

資格となっています。

介護福祉士は介護分野で働く上でとても重要な資格

と位置付けられているため、この研修を受講しておく

ことは、介護施設でもとても歓迎されます。

認定
介護福祉士

介護福祉士

介護福祉士実務者研修修了者

介護職員初任者研修修了者
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３．講座の様子

介護訓練は実務経験のある介護福祉士、理学療法士

などが講師となりますので、知識としての介護だけ

ではなく、体験としての介護など、数多くのことを

学ぶことができます。

演習の時間も豊富に用意されています。

講師の指導を受けながら、丁寧に修得していきます。

お互いに声をかけ合い、気持ちを伝えることの大切さ

も学びます。
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４．訓練科の実績
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開講月 開講校 受講者数 修了者数 就職者

令和２年　８月 池袋校 ８名 ７名 ７名

令和２年１１月 町田校 ６名 ５名 ４名

令和３年　２月 池袋校 ６名 ６名 ４名

令和３年　７月 町田校 ９名 ９名 算定中

令和３年　９月 池袋校 ４名 ４名 算定中

令和４年　１月 町田校 ８名 開講中 開講中

令和４年　４月 池袋校 ８名 開講中 開講中



５．修了者の皆さんからの感想の声を集めました。
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介護の仕事はきつくて大変だと

いうイメージがありましたが、

講師の先生方の講義を受けて、

介護の仕事の奥深さを知りました。

介護の仕事への不安が楽しみに

変わりました。

介護のスキルだけでなく、心の内面の

勉強ができました。

同じ方向を向いてがんばれる仲間もできました。

人に寄り添う仕事がしたい、と思っていました。

訓練を受けて技術的なことに

頭が傾いていたことに気付かされ、

初心を思い出しました。

人の人生に寄り添い、「生きがい」を感じてもらう

介護を目指したいと思います。

はじめは資格を取りたいと

いう気持ちだけで受講しました

が、

介護の仕事が好きになりました。

とても良い経験ができました。

はじめはとても不安でした

が、熱心な先生の指導のおか

げで介護職の１ページが開け

ました。感激しています。

(20代・男
性）

(60代・女
性）

(60代・女
性）

(40代・女
性）

(40代・女
性）



５．就職支援

自己理解
自分の棚卸しを
通して自己の強
みや適性職種を
再発見します。

業界理解
職業人講話や職
場見学などを通
して業界の理解
を深めます。

ＰＲ理解
履歴書添削や模
擬面接などを通
して自分を上手
に伝える手法を
学びます。

日建学院では、受講者の３つの理解を軸に就職支援を行っていきます。

就職活動の成功へ
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５．（２）具体的な取組

通常の就職支援カリキュラムやキャリアコンサルティングに加え、次のような

取組を行っています。

職業紹介事業者として届出しておりますので、受講者の希望にあった
介護施設等をご紹介することができます。

介護業界で働く人の生の声などを聞くことができる機会を提供してい
ます。

職場見学会・施設説明会などの機会を提供しています。

求人情報を定期的に提供しています。
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６．新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組

日建学院各校では、アルコール液による消毒、適切な換気、間隔をあけた着席など、取りう

る限りの感染症対策に留意しながら受講者の皆様に安心して学んでいただける環境づくりに努

力しています。

日建学院に来校される方や受講者、一般の通学生の皆さんにも、

① 来校前の検温の徹底

② マスクの持参と着用の徹底

③ こまめなうがい、手洗い、消毒といった感染予防対策の徹底

④ 教室内における他の方との会話はできるだけ避けること

⑤ 発熱、咳、倦怠感等、少しでも感冒症状のある場合は登校禁止

をお願いしております。

しかしながら、感染を１００％防ぐことはできません。

万が一、受講者や一般の通学生の皆さんに感染者が発生した場合は、速やかに感染者の隔離

等を行うとともに情報把握を行い関係機関への報告を行うとともに、適切な対応を図ってまい

ります。
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７．最後に（その他）

【求職者支援訓練に係る問い合わせ先】

日建学院は教育機関として５０年以上、取り組んできた専門集団です。

そして私たちの校舎には皆さんと同じように、目的と意欲を持って学びに来た生徒

たちが大勢集まってきます。

この校舎では年齢も性別も関係ありません。みな等しく学ぶ仲間として、お互いに

刺激しあい、高めあい、目標に向かって進んでいきます。

ぜひあなたも日建学院の職業訓練に参加して、新しい一歩を踏み出しましょう。

池袋校 求職者支援訓練担当 ＴＥＬ ０３－３９７１－１１０１

町田校 求職者支援訓練担当 ＴＥＬ ０４２－７２８－６４１１
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介護職員初任者研修課程科

実施機関名 株式会社揚工舎

実施施設名 ヨウコーケアカレッジ

所 在 地 東京都板橋区板橋一丁目10番14号

1



訓練実施機関の概要（企業の概要も含む）

★ どんな訓練実施機関なのか？

• 東京都板橋区において、都の指定を受け、介護職員養成研修(初任者研修)を行っております。

• なお、東京都介護人材対策事業の委託も受け、介護人材の育成、就業先の紹介もしております。

★ 訓練実施機関の特徴

• 自社ビルによる研修を行いますので、スタッフは常駐しております。研修日以外、及び修了後でも

お問い合わせは迅速に対応いたします。

• 介護の勉強だけでなく、お仕事(就業)についても相談できる環境でございます。
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3

代表取締役：伊藤　進

理学療法士、ケアマネージャー

　弊社は私の理学療法士として培った知識・経験を、具体的な形として世に示してみたい、との想い

から設立された会社です。テーマは「感動空間」。

　人間は、気持ちの内面・価値観が従来と変化することによって、同じ空間にありながら世の中が新

たな違う世界に見えてくるということがあります。

私共の提供させていただくサービス・技術・情報提供によって、より大きな喜び・満足の新しい価値

観を実感していただきたいと考えております。

『快適な空間と上質な時間』そんな感動空間サービスを、私共は全力で提供し続けて参ります。



クループ企業
株式会社ヨウコーフォレスト竹の塚
株式会社ヨウコーフォレスト湘南
株式会社ヨウコーフォレスト西台
株式会社ヨウコーほっとスタッフ
株式会社ヨウコーフォレスト館山
株式会社ヨウコーフォレスト河辺
株式会社ヨウコーキャッスル三鷹
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所在地　　〒173-0004　東京都板橋区板橋1-10-14(本店)

東京都板橋区板橋1-10-14 東京都墨田区緑4-5-4 東京都小平市花小金井7-19-1

(ヨウコー板橋ステーション) (デイサービスヨウコー錦糸町) (有料老人ホームフォレスト花小金井)

東京都板橋区板橋1-10-14 東京都葛飾区新小岩1-26-19 東京都青梅市河辺町8-2-1

(デイサービスヨウコー板橋) (デイサービスヨウコー新小岩) (有料老人ホームフォレスト河辺)

東京都板橋区栄町4-11 東京都目黒区中目黒3-23-16 神奈川県高座郡寒川町倉見2302

(デイサービスヨウコー栄町) (デイサービスヨウコー中目黒) (有料老人ホームフォレスト湘南)

東京都文京区本駒込5-32-8 東京都三鷹市下連雀6-6-51 千葉県館山市大賀1145

(デイサービスヨウコー駒込) (デイサービスヨウコー三鷹) (有料老人ホームフォレスト館山)

東京都北区東十条2-4-10 東京都豊島区巣鴨5-14-7 東京都板橋区高島平1-3-11

(デイサービスヨウコー十条) (有料老人ホームキャッスル巣鴨) (有料老人ホームフォレスト西台)

東京都新宿区西早稲田2-4-24 東京都三鷹市下連雀6-6-51 東京都大田区東雪谷5-8-8

(デイサービスヨウコー早稲田) (有料老人ホームキャッスル三鷹) (有料老人ホームヨウコーフォレスト西馬込)

東京都台東区元浅草1-14-7 神奈川県綾瀬市深谷南3-17-1 東京都荒川区東尾久3-4-5

(デイサービスヨウコー御徒町) (有料老人ホームキャッスル綾瀬) (ヨウコーほっとフレンド)

東京都荒川区町屋5-5-2 東京都足立区栗原4-23-17 東京都板橋区板橋1-10-14

(デイサービスヨウコー町屋) (有料老人ホームフォレスト竹の塚) (ヨウコーケアカレッジ)

東京都板橋区板橋1-10-14

(ヨウコーほっとスタッフ)



訓練科の概要
★ 訓練科の概要紹介

〔訓練の目的〕

介護・福祉の基本的な知識・技術を習得し、職業倫理、思いやりの気持ちを持って介護職として従
事できる人材を育成いたします。

〔訓練の内容・カリキュラム構成等〕

介護保険制度、介護サービスの仕事とは？人権と尊厳、自立支援、介護従事者の倫理

介護・福祉に必要なコミュニケーション技術、介護職における安全衛生、リスクマネジメント

認知症ってどんな病気？ 身体介護技術（食事介助、入浴介助、排泄介助）

★ 訓練風景

6



就職支援の状況

★ キャリアコンサルティング実施方針

• 受講者一人ひとりの個性を尊重し、自己分析、自己理解から丁寧にカウンセリングを行い

ます。行政や学校での実績豊富な選りすぐりのコンサルタントが対応いたします。

★ 就職支援のながれ

• 自己理解(自己覚知) ～履歴書の書き方～ ビジネスマナー ～ 面接指導と、実践に則し

た指導をいたします。

★ 具体的な取組み（受講者への求人情報の提供等）

• 介護施設の運営、介護スクール、人材派遣会社をグループ会社に持つ強みで、地域・業

界の最新動向と情報をご提供いたします。

★ 就職先の事例

• 「有料老人ホーム」「通所介護施設」「訪問介護」などのご紹介ができます。
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受講環境（教室・設備・機器等）

・一人当たりの教室面積は、基準(1.65㎡以上)の

倍もある3.68㎡。ゆったりと受講できます。

・介護用ベッド、車いす、ポータブルトイレなどの実技

に使用する福祉用具の数も十分にあり、きめ細かな

実技訓練が受けられます。

・教室は自社ビル内で、スタッフが常駐しております

ので、訓練日以外(土・日・祝日)でもご質問・ご相談を

随時承ります。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組

・入室時のサーマルカメラによる体温測定

・手洗い、うがい、手指消毒の励行、マスクの着用

・休憩時間の換気

・次亜塩素酸ナトリウムによる、机・いす・ドアノブ等の拭き掃除などを行っております。
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よくある質問

• 訓練実施機関を通じて提供される求人情報、就職先

各種介護施設・介護事業所

・ 未経験者であっても受講を勧めて大丈夫か。

介護の基本的なことから指導しますので、何もわからない方でも大丈夫です。

恥ずかしいと思わずに、何でも聞いていただいて構いません。

・ 年齢層について

３０～６０代の方の受講申し込みが比較的多いです。

やる気のある方ならどなたでも。
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最後に（その他）

• 自社で介護施設を運営しています。

「有料老人ホーム」「通所介護事業所」「訪問介護事業所」

• 介護技術応用演習では、初任者研修より深く学べる(仕事ですぐに活用できる)内容と

なっております。

• 訓練を受講する方々に求めるもの

知識、技術もさることながら、「人を思いやる気持ち」を大事にしてほしいです。

【求職者支援訓練に係る問い合わせ先】

ヨウコーケアカレッジ （担当：遠藤、藤咲） ＴＥＬ 03-5944-2580
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基礎から学ぶ
医療事務・医師事務作業補助者養成科

実施機関名 株式会社アイメックス

実施施設名 アイメックスジョブアカデミー中野校
〒164‐0001
東京都中野区中野3-39-9
東京CPA会計学院内
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アイメックスジョブアカデミーとは

• 当社は医療に特化しており沢山の医療機関より人材を求めら
れる案件を頂いています。

• 医療機関で働きたいとの応募に対し『資格が無くて働けない
方』も多いので、当社で『資格を取れる仕組み』を作りお仕
事につなげられる様にしております。

• 医療分野に特化した専門性の高い人材育成ノウハウがありま
す。

• 医療機関との強いネットワークを有しています。
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• 医療事務と医師事務作業補助者、両方の資格が取得可能

• 医師事務作業補助者32時間研修に準拠したカリキュラムを展開

• レセプトや電子カルテなど実務に沿った講義内容

アイメックスジョブアカデミーの特徴
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• 訓練独特の団体扱いではなく個別対応に力を入れています。

• 月に1回以上の確認テスト、単元ごとのミニテストをもとに
個人面談を実施しています。

• 毎日、放課後の質問コーナーだけでなくいつでも電話・メー
ルにて随時、質疑応答を受け付けております。

• 企業説明会を実施し医療機関の管理者から
直接お話を聴いたり質問したりできる
機会を設けています。

アイメックスジョブアカデミーの強み
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• 個人面談にてその方の気持ち、環境、実力にあった資格試験
を誘導したりアドバイスをしています。

• 学習面だけでなくメンタル面もいつでもサポートいたします。

• 修了するまでだけでなく、修了後もスキルアップ受験に対応
しています。

アイメックスジョブアカデミーの強み
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• 訓練の中で医療現場での失敗談や実体験を伝え身近なものと
してとらえてもらいます。

• 実際に医療機関にお勤めされてからも現場で困ったこと、足
りない資料などは随時連絡をもらい、資料渡しや補習を行い
永く勤めてもらえるようにフォローしています。

• 医療点数改正など常に情報を更新できるよう
医療現場にお勤めされてからも
「情報交換会」「クリスマス会」などを
定期的に開催し、医療従事者としてのスキルが
高められるようサポートしています。

アイメックスジョブアカデミーの実践
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医療事務の魅力

 就職先が多く、診療所と病院は全国に10万件以上あります。

 病院は全国各地にあり、場所を問わず働けます。

 専門性があり「手に職」がつき、長く働けます。

 レセプト（診療報酬請求業務）の仕事は、どの医療機関で
も必要とされているので、長く働き続けることができる職
種です。

基礎から学ぶ医療事務・医師事務作業
補助者養成科の概要
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資格が取得できる

医療事務と医師事務作業補助者の資格が取得できます。

基礎から学ぶ医療事務・医師事務作業
補助者養成科の概要

医科医療事務検定試験3級・2級・1級 日本医療報酬調査会

医科医療事務管理士技能認定試験 技能認定振興協会

診療報酬請求事務能力認定試験 公益財団法人 日本医療保険事務協会

ホスピタルコンシェルジュ3級・2級 技能認定振興協会

医師事務作業補助者技能審査試験
（ドクターサポートクラーク）

全国医療福祉教育協会

医師事務作業補助者 実務能力認定試験 日本医療福祉協会
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【受付・会計】

患者様と医療機関を最初につなぎます。いわば病院の顔となるお仕事です。

【診療報酬請求】

レセプト業務です。審査支払機関に診療費用を請求します。

【医師事務作業補助】

医師の事務業務の負担を代わりに担うお仕事です。

基礎から学ぶ医療事務・医師事務作業補助者
養成科の概要

受付・会計

•医療機関の顔

診療報酬請求
(レセプト請求)

•経営を下支え

医師事務作業補助

•医師の負担軽減

～ 医療事務のお仕事とは～
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基礎から学ぶ医療事務・医師事務作業補助者
養成科の概要

～ 医師事務作業補助者の魅力～

 2020年制度改正で需要が急拡大

 2020年の診療報酬改定や働き方改革により、
ドクターの診察以外の負担を担える医師事務作
業補助者の採用拡大が本格化しました。

 全国の病院（20床以上）約8000施設において半
数近くが医師事務を導入。改正を受けて今後も
増加傾向にあります。

10



基礎から学ぶ医療事務・医師事務作業補助者
養成科の実績

11

2021年は全員合格!!



基礎から学ぶ医療事務・医師事務作業補助者
養成科の実績

～ 修了者の声～

Ａさん 女性 52歳 就業先/総合病院 職種/医師事務作業補助者
３か月間お世話になりました。ジョブアカデミー中野校では短い

間でしたがいろいろなことがあり、とても楽しかったです。
手が痛くなるまで採点して下さった先生の熱意に報いることがで

きたか、もっと努力できたんじゃないのかと今になって後悔もして
います。これからもっともっと頑張ってキャリアアップします。あ
りがとうございました。

Bさん 男性 38歳 就業先/総合病院 職種/医師事務作業補助者
アイメックスジョブアカデミー中野校様、3ヶ月間本当にお世話に

なりました。最初は訓練についていくのがやっとだったのですが、
先生の励ましで念願の資格を取得できました。本当にありがとうご
ざいます。
おかげさまで企業説明会の病院を見学させていただき、その後面

接～採用となりました。ジョブアカデミーで教えていただいた知識
を精一杯活用してこれからも頑張ります‼本当に感謝感謝です。
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基礎から学ぶ医療事務・医師事務作業補助者
養成科の実績

～ 修了者の声～

お世話になりました。先生に出逢えてホントにホントに良かったです。

勉強の楽しさを教えて頂きました。先生と別れたくないよ---!!! きっと、

この3ヶ月間は私の人生にとって仲間と先生との出逢いは大切な宝物にな

るに違いありません! 先生これからも宜しくお願いします。

13



就職支援

～ キャリアコンサルティング～

 受講者の皆様には、個々のテーマに沿った徹底した
キャリアコンサルティングを迅速に実施

 履歴書・職務経歴書の添削や指導

 楽しみながらできる自己分析やキャリアプラン作成

 模擬面接などの多彩なカリキュラム

 実際の医療機関の求人情報を提供

 医療機関の方をお招きして就職説明会を開催

14



～ 就職支援の流れ～

就職支援

求人情報
の提供

キャリアコン
サルティン

グ

ジョブ・カー
ド作成

書類作成

面接対策

振り返り
 求人情報の提供

 キャリアコンサルティング

 ジョブ・カード作成

 書類作成（履歴書・職務経歴書）

 面接対策

 振り返り

15



 即戦力をめざすカリキュラムです。

 実技演習を訓練の大半に取り入れています。

 パソコンを用いたレセプトコンピュータ・電子カルテ演
習で訓練修了者にも高評価を頂いております。

～ 取り組み～

求められる人材へのステップ

16



レクリエーション室

受講環境

中野駅から徒歩3分

教室内 17

※現在は新型コロナウィルス感染症拡大防止のた
めの取り組みを行っており、写真と一部異なる場合
があります。



• 講師・受講者・事務スタッフ全員のマスク着用の徹底

• 通所前の検温確認や通所時の体調確認の徹底

• 教室の窓は1日中開放しており換気を徹底

• 建物・教室の入口には消毒液を設置

感染防止のための取り組み

18



アイメックス ジョブアカデミー 中野校

株式会社アイメックス

【訓練開催場所】
東京都中野区中野３－３９－９ 東京CPA会計学院内

【連絡先】
070-5020-8266

【ホームページ】
https://www.ai-mex.com

お問い合わせ
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44%
56%

性別修了者男性 性別修了者女性

17%

19%

26%

24%

14%

10･20代 30代 40代 50代 60代



就職支援の状況
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介護職員初任者・看護助手・
福祉用具専門相談員養成科

特定非営利活動法人

鷹ロコ・ネットワーク大楽
たか だいがく



当機関概要

NPO鷹ロコ・ネットワーク大楽では、ハロートレーニング（求職者支援訓練）の訓練コースを開講し

ています。2020年12月で設立から10年目を迎え、開講した訓練コース数は20回以上に到達しま

した。このように今まで多くの人の教育に携わり人材を社会へ輩出した実績を積んでおり、特に福祉

や介護職は当NPOの強みが生かされています。

広く一般市民を対象として、社会参加、まちづくり及び日本の伝統・文化や芸術の振興に寄与する

ことを目的として、当法人は、次の種類の特定非営利活動を行っています。

1. 社会教育の推進を図る活動として、介護福祉分野に置ける人材育成のための教育事業

2. まちづくりの推進を図る活動として、笑いと楽しさの場提供事業および地域ふるさと活性化事業

3. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動、特に日本文化、およびシニア文化の普及

啓発事業

4. 以上の活動を行う団体の運営、または活動に関する連絡、助言および援助の活動

を目的としています。

1



当訓練科の概要1

2

介護職員初任者研修

テキスト：㈱日本医療企画刊行(厚生労働省のカリキュラムに完全対応、将来のステップアップを見据

えた現場の声を反映）旧ヘルパー2級、介護職員として働くための資格です。介護職員初任者として、

ふさわしい知識と技能、福祉全般の基礎知識と相談援助技術を習得し、福祉現場をはじめとする社

会貢献の分野で戦力となる人材育成を目指します。

福祉用具専門相談員

テキスト：㈱日本医療企画刊行(福祉用具を利用するその人の生活ニーズを理解しながら、 選定・

調整できるよう初心者にもわかりやすく基礎知識から計画書作成まで事例を挙げて解説）福祉用具

貸与や販売業務において、福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用法の指導・助言等の業務

を行うための資格です。

〈取得のメリット〉

ヘルパー資格から更にキャリアアップできる人材を育成
履歴書に書ける資格を取っておきたい
専門知識で、より良い介護サービスを提供できる
個別援助計画の方法を身につけることができる
家族介護で福祉用具を有効活用できる
福祉用具貸与事業所、福祉用具のレンタル・リース会社等に就職もできる



当訓練科の概要2

上級救命技能認定証

テキスト：公益財団法人東京防災救急協会刊行 旧ヘルパー2級、介護職員として働くための資

格です。心肺蘇生やAEDの使い方を学ぶ普通救命講習に加え、小児・乳児の心肺蘇生、傷病

者管理、外傷の応急手当、搬送法などを学ぶ介護職には実用性のある資格です。

看護助手実務能力認定試験（任意受験）

テキスト：全国医療福祉教育協会刊行 看護助手としての各種知識・技術を学ぶことにより、より

広い知識・技術を習得し、看護・介護両方の視点から支援ができる介護職員および看護助手を目

指します。 受験レベルに達する訓練内容になっています。当NPO法人は試験会場になっています。

<取得のメリット>

3

 平成28年4月の診療報酬改定で夜間加算増加。事務業務も明確化。医療機
関での導入が進む。

 全国で幅広い年代が活躍。従事者数は20万人超。未経験可の求人も多い。
 介護を学習された方は、介護職を目指しつつ、医療機関での病棟クラーク等も視
野に入れることで就業の幅が広がる。

 2016年の18万人強をピークに人数は右肩下がり。貴重な人材として需要が高い。



当校の実績

43%

57%
男性

女性

1%

15%

25%

34%

8%

17%

10代

20代

30代

40代

50代

60代以上

中途退校者数

8%

修了者数

92%

中途退校者数 修了者数

就職率平均

2012/11～2021/12
80%

期間:2012/11-2021/12
n=340

受講者の男女比 受講者の年齢

修了者数の割合
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受講者・修了者からの声

 短期間ではあったが、授業はたいへん興味深く、わかりやすく、満足

 介護職場で求められる職業能力を細かく、丁寧に教えていただいた

 医師をはじめとする講師の方々の現場での体験談を交えた貴重な話がきけた

 講師の方々の熱心さが伝わり、じっくり学べた

 介護および福祉サービスについてゼロの知識が理解ができるまでになった

 就職に役立つ技能・技術・知識が身に付いたと思う

 他の人にもお勧めしたい
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主な就職先

福祉関係

介護施設

デイサービス

訪問介護

福祉用具販売業務

病院

訪問リハビリ

障害者施設

社会福祉協議会
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就職支援の状況

キャリアコンサルティング実施方法

１コースあたり ３回実施

就職支援の流れ

ジョブ・カードの書き方の説明・作成

応募書類（履歴書、職務経歴書）の書き方の説明・作成・模擬面接

具体的な取り組み

本校での企業説明会の実施

個別相談の実施

求人情報の提供

職場見学・職場体験の実施
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よくある質問

Q.誰でも受講できますか？

ハローワークに求職登録をされている方で、労働の意思と能力を有し、職業訓練などの支援

を行う必要があるとハローワーク所長が認める方であればお申込みいただけます。

Q.受講料はかかりますか？

受講料は無料となりますが、テキスト代のみご負担いただきます。

カリキュラムの中で職場見学・体験の際の交通費も実費となります。

また法定講習に係る補講費は別途必要です。（学科・実技各1H3,000円）

要件を満たす方は雇用保険や給付金を受給しながら通っていただくことができます。

（詳細は管轄のハローワークでご確認ください。）

Q.土日も授業はありますか？

土日祝日はお休みとなります。講義は月～金 9：00～16：25（6H）

となっております。詳しい日程は開講式の際カリキュラムをお渡ししますので、ご確認ください。
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受講環境

教室：1

定員：24名

机：12（最大）

ホワイトボード

パソコン1人1台（パソコン実習時に使用）
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新型コロナウィルス
感染症拡大防止の
ための取組

教室での感染対策

非接触型体温計で毎朝検温

教室内空気清浄機設置

教室ドアと窓の開放による換気の徹底

手指用消毒液と空間除菌剤の設置

教卓のパーテーション設置

受講者座席の間隔を空ける

フェイスシールド配付

受講者への依頼

マスク着用

手洗い奨励

移動経路の記録

日常生活における外出では人混みを避ける

昼食時の無会話

10



 じっくり学べる4カ月コース！

講師には現役で施設・事業所の運営・従事している方を招き、より実践的な
訓練を行います。
就職に関しても全力でサポートしますので一緒に頑張りましょう！！

求職者支援訓練に係る問い合わせ

特定非営利活動法人鷹ロコ・ネットワーク大楽

〒181-0013東京都三鷹市下連雀３-３８-４三鷹産業プラザ3階 Tel 0422-24-7500

最後に
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介護職員初任者研修養成科（短期間・短時間）

≪実施機関≫
ヘルス・ケア・サポート ハクビ
ハクビ株式会社



訓練実施機関

社 名 ハクビ株式会社

学校名 ヘルス・ケア・サポート ハクビ

教室名
ヘルス・ケア・サポート ハクビ
大塚南口校

住 所
〒170-0005
東京都豊島区南大塚2丁目42番6号
信友大塚ビル6階

アクセス
JR山手線 大塚駅南口より
徒歩2分程

1



介護職員初任者研修とは

◆ 旧ホームヘルパー2級にあたる資格

◆ 介護を学ぶすべての人の入門となる講座

◆ 介護に関する専門知識・技術の獲得

◆ 基本的な介護業務を行うことができる

◆ 就職先の選択肢が広がる

ようにするための研修

2



介護職員初任者研修の受講コース（概要）

学校に全25日のうち下記期間を通学することで資格取得できる訓練となっております。
※自宅学習などはありません。

科目によって専任の講師が担当致しますので、わからないことはその日中に質疑応答可！！

学科
＜11日間＞

ハクビの教室に
通学して、

介護の基礎知識
を学びます。

実技
＜11日間＞

介護に求められる
実践的な技術を、
ハクビの教室で

実際に体験しながら
学びます。

修了試験
＜1日間＞

全課程修了後に
筆記試験
（1時間）

が行われます。

試験
合格

初
任
者
研
修
資
格
取
得
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介護職員初任者研修の受講コース（特徴）

早く資格を
取得したい！

集中して勉強
したい！

一緒に勉強
する仲間が
いる！！

早く介護職
について活躍
したい！

4



受講者・修了者の声

5

※ハクビでこれまでに実施した
求職者訓練以外のコースも含みます。

ハクビ修了者



就職支援のながれ

キャリアコンサルティング

• ジョブ・カードを作成することで、今後の目標を明確化

就職支援

• 就職の相談や、お仕事のご紹介

面接対策

• 模擬面接や履歴書の添削

面接同行

• 面接の際は担当職員が同行いたしますので安心です

就業後のフォロー

• 悩み事の相談などもお気軽にどうぞ♪
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ハクビの新型コロナウイルス感染防止対策の取り組み

●ハクビの感染予防対策
・入室時には、必ずマスクの着用と、アルコール消毒・検温を実施しています。
※37.0℃以上の方はお帰りいただきますことご了承ください。
・入り口及び各教室に受講者用のアルコール消毒液を設置しています。
・教室内の窓を開け、常時換気を実施しています。 ※防寒着等を各自ご準備下さい。
・座席はできるだけ間隔を空け、お一席ごとにパーテーション（アクリル板）を設置しています。
・講師と受講生の間にも、飛沫感染予防としてパーテーション（アクリル板）を設置しています。
・教室内のテーブル・椅子・ドアノブはアルコール消毒を職員により毎日実施しています。

●受講の判断について
風邪の症状や37.0℃以上の発熱、37. 0℃未満でも強いだるさ・倦怠感、息苦しさ、味覚や臭覚障害等、
体調不良の方は受講をお断りいたします。
教室にてあきらかに体調不良とお見受けする方はお帰りいただきますことご了承ください。
また、以下の場合は受講をお控えください。
・新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方との濃厚接触がある場合
・同居家族や身近な方に感染が疑われる方がいる場合
くれぐれも保健所や医療機関の指示された期間内に教室で受講いただくことはお控えください。

●受講の際のお願い
・校舎への入室前に手洗いをお願いします。
・咳やくしゃみの際には、口と鼻をティッシュ等で覆うなど、他の方へのご配慮をお願いします。
・教室内で昼食をとる際は会話を控えてください。会話される際は、マスク着用でお願いします。
・体調に変化が見られ、心配な点を感じる際は無理して受講せず、休養・回復に努めてください。

皆様が、安全に受講いただけます様、ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。
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訓練のご参加
お待ちしております！！

最後にハクビの訓練とは・・・

‣【手厚い就業サポート！】

専任のコーディネータが完全にサポート致します。就業相談はもちろん、書類添削から面接同行まで対応いたします！

豊富な求人の中から、受講生の希望に沿ったお仕事をご案内させていただきます。※有料職業紹介（13-ユ-303923）

‣【魅力的な講師陣】
それぞれの専門分野に精通し、介護の現場で活躍する講師が、実践に即した講義を行います。実体験談や事例を用いた

訓練は介護職としてだけではなく皆様の視野を広げるきっかけとなります。

‣【即戦力になる授業】
経験豊富な講師陣による丁寧な指導と、現場の生の情報提供を行います。受講される皆様に自立した介護の専門家として

考え、行動できるように講義していきます。現場で用いられるテクニックやコツ、心構えを面倒見よく、時には厳しく指

導していきます。

【求職者支援訓練に係る問合せ先】
ヘルス・ケア・サポート ハクビ
求職者支援訓練担当：木村（キムラ）
TEL：03-5907-5202
ホームページ：https://www.hakubi.com/
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