
『人を豊かにする介護人材』育成塾①

～尊厳と自立、そして配慮の実践者へ～

（前期・後期各6か月コース）

定着率アップ

基礎スキル全般

新規入職者（新人職員）を対象に、専門職としてのマインドを醸成し、介護に必要な基礎スキルと職場環境での適応をゼ

ミ形式でサポートします。

介護プロフェッショナル人材育成研修①

『仕事』って何？

社会人スキル

仕事とは

社会人として求められる７つの基礎スキルと「仕事」の目的と手段を明確にします。

介護プロフェッショナル人材育成研修②

職場の人間関係を創り出す力とは？

コミュニケー

ション

「利用者」「家族」「職員」「地域」と介護事業には様々な「人」とのコミュニケーションが存在します。その中での

「人間関係」や「信頼」を得るための関係づくりについて共同学習スタイルで学びます。

介護プロフェッショナル人材育成研修③

目標の作り方

目標

PDCA

「まずはケアマネを目指します」という漠然とした目標では人は育ちません。自身の価値やスキルを高め、社会や会社の

要請を踏まえた自身の目標をPDCAサイクルを回していく。

介護プロフェッショナル人材育成研修④

まこと先生の介護記録研修（基礎～応用まで）
介護記録

介護現場での記録はプラン、事故、アセスメントなど様々な核となる部分です。業務での着眼点と記録の書き方のポイン

トを整理し、事例を通じて習得します。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑤

知ってる？高齢者の医療的ケア初級編

（医療的観察ポイントについて）

医療的知識

高齢者介護の現場で不可欠な知識である、多様な疾患を抱える高齢者に対する医療的ケアの基礎を学びます。

新・社会人必須スキル③：

介護プロフェッショナル人材育成研修⑥

ストレスをコントロールする

（セルフケアを学ぼう）

メンタルヘルス

利用者、入居者の事を第一に考える職種ならではのストレス、人間関係によるストレスなど、介護職にありがちなストレ

スをいかにコントロールするかを習得します。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑦

社会福祉と介護保険制度の理解を深める

社会福祉

制度理解

介護の現場で働くうえでの前提の知識となる「社会福祉」とは何か、自分たちの提供するサービスの根本となる介護保険

制度について学びます。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑧

『人生の余暇時間』を創造するグループワーカー

育成研修

グループワー

カー

レクリエーションはもう古い！利用者、入居者の『人生の余暇時間』を豊かに想像できるスペシャリストを養成します。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑨

知ってて当たり前！認知症の基礎理解
認知症

一般的な認知症の症状や状態像だけでなく、『脳機能や構造の理解』も合わせて、認知症についての基礎知識を学びま

す。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑩

対人援助基礎トレーニング（自己覚知）
自己覚知

介護に関わる「対人援助職」として、利用者・入居者に向き合う際に必要な自らを知る『自己覚知』について研修内で学

びます。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑪

チームを活かすのは私たちだ！

『フォロワーシップ』トレーニング

フォロワーシッ

プ

『チーム』の中で、成果に対して大きな割合を占める『フォロワーシップ』を学んで、目標を達成できるチームを支える

『フォロワー』を目指します。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑫

『ケアアセスメントスキル』上達研修

ケアアセスメン

トスキル

専門職として利用者・入居者について専門的な視点で理解を深めるための『アセスメントスキル』を習得します。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑬

新スタッフ受け入れを任せられる人材に！プリセプ

ターシップ・メンター育成研修

新人教育

人材育成

入職後1，2年目の職員必見！新しく入職してくる職員が安心して仕事に取り組める環境での成長をサポートするために

必要なスキルを学び、自身のステップアップを目指します。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑭

『繋がる』をスタートに！地域活動を通じてマーケ

ティングの基礎を学ぼう

地域活動

マーケティング

自分の事業所のある地域とのつながり方を通じてマーケティングの基礎を学びます。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑮

ケアプランの理解（サービス提供の意義と役割）
ケアプラン

介護サービスの根幹となるケアプランについて、サービス提供の意義や役割について学ぶことで、ケアプランの重要性を

理解します。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑯

採用後の定着率アップのキーマンとなる！

OJTトレーナー養成研修

OJT

トレーナー

新規入職者に対するOJTを任せられる人材に！

採用後の職員定着率を左右するOJTを実施するトレーナーとして現場における教育の質を向上させるためのスキルを学び

ます。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑰

現場の課題を解決できる人材になろう！

課題分析トレーニング

課題分析

現場で起こる様々な課題（利用者・入居者の課題、職員間の課題など）について、分析の手法を学び実践できるようト

レーニングを行う。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑱

ケアプランの理解（実践編）
ケアプラン

介護サービスの根幹となるケアプランについて、事例などを通じた学びによりケアプランについての理解を深めより良い

ケアの実践に結び付ける。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑲

知ってる？高齢者の医療的ケア中級編

（病状と対応について）

医療的知識

高齢者介護の現場で不可欠な知識である、多様な疾患を抱える高齢者に対する医療的ケアについて病状や対応などより実

践的な知識を学びます。

介護プロフェッショナル人材育成研修⑳

ケアスキル習得講座！

援助者の基本姿勢とコミュニケーション・スキル

コミュニケー

ション

対人援助職として、利用者との関係を築くための基本姿勢（心構え）や、実際のケアで活かせるコミュニケーション・ス

キルを学びます。

リーダー・管理職人材育成研修①

次世代リーダーを目指す人材向け！

チームリーダーシップを学ぼう

マネジメント

リーダーシップ

リーダーを目指す人材に向けたスキルアップ研修。マネジメントの基礎やチームリーダーシップを学びます。

リーダー・管理職人材育成研修②

リーダーや生活相談員を目指す人の必須スキル！

スーパーバイザートレーニング

スーパーバイ

ザー

リーダーや生活相談員、管理職に求められるスーパーバイザーという役割について理解を深め必要なスキルを学びます。

スペシャルスキル習得研修①

スウェーデン式認知症ケアを学ぼう
認知症

認知症ケアにおけるスペシャルスキル習得研修。（株）舞浜倶楽部 代表取締役社長グスタフ・ストランデルよりス

ウェーデン式認知症ケアを学びます。

スペシャルスキル習得研修②

認知症研修講師養成講座（初級編）

きらめき認知症シスター養成講座

認知症

認知症ケアにおけるスペシャルスキル習得研修。きらめき認知症シスター養成講座を受講し、『紙芝居』を用いた認知症

研修を明日から実践できる研修講師を養成します。
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レベル 研修名 ねらいキーワード

『人を豊かにする介護人材』育成塾②

チーム・組織のリーダーシップ

リーダーのためのオンラインセミナー

（前期・後期各6か月コース）

リーダースキル

全般

リーダー人材を対象に、チーム・組織におけるリーダーシップとは何かを学び、必要なスキルを習得します。

リーダー・管理職人材育成研修③

『ケアマネジメント』の理解と実践

ケアマネジメン

ト

より良いケアの提供のためPDCAサイクルに基づく『ケアマネジメント』を具体的な事例などにより理解し実践する力を

身につけます。

リーダー・管理職人材育成研修④

リーダー・管理職のためのスタッフ育成講座

『ティーチングとコーチング』を学ぶ

ティーチング

コーチング

人材育成においてリーダー・管理職における必須スキルである『ティーチング・コーチング』について理解し、どのよう

な段階のスタッフに実践していくかも含めて学びます。

リーダー・管理職人材育成研修⑤

『チームケア』の作り方・高め方
チームケア

チームの定義、自分が属するチームを知ること、チームビルディングにおける必要な知識を学び、『チームケア』を実践

できるスキルを習得します。

リーダー・管理職人材育成研修⑥

効果的なカンファレンスの在り方
カンファレンス

だらだら、内容の薄いカンファレンスにサヨウナラ。リーダー・管理職必見の効果的なカンファレンスのあり方を学びま

す。

リーダー・管理職人材育成研修⑦

リーダー・管理職必須スキル！面談スキル習得研修
面談スキル

人材育成においてリーダー・管理職における必須スキルである『面談スキル』。リーダー・管理職としての聴き方、話し

方を身につけて効果的な面談実施に繋げよう。

リーダー・管理職人材育成研修⑧

多職種連携の実践と地域包括ケア

多職種連携

地域包括ケア

事業所内、事業所を取り巻く多職種連携について考え、地域包括ケアにおける自事業所の役割を明確にし『地域にとって

必要な存在』を目指す

スペシャルスキル習得研修④

集客力向上研修（ディサービス編）
マーケティング

全国で講演会多数開催！株式会社IDO介護コンサルティング部門介護ディレクター山下総司より、デイサービスの集客力

向上について実践例を交えて学びます。

スペシャルスキル習得研修⑤

劇的！住環境ビフォーアフター
環境整備

全国で講演会多数開催！株式会社IDO介護コンサルティング部門介護ディレクター山下総司より、事業所内の住環境の劇

的変化を通じて利用者・入居者、働くスタッフにどのような変化が期待できるかを実践例を交えて学びます。

管理職スキルアップ研修①

ロジカルシンキングを学ぶ

ロジカルシンキ

ング

管理職としてレベルアップしたい方向け。ロジカルシンキングを学ぶことで分析力の向上、問題解決能力の向上、提案力

の向上、コミュニケーション能力の向上、生産性の向上を目指します。

管理職スキルアップ研修②

人事・労務の理解
人事労務

管理職必須セミナー！人事・労務の理解を深めることでより良いチーム作り、より良い職場環境作りに繋げることを目的

にします。

管理職スキルアップ研修③

経営実務基礎研修
経営実務基礎

管理職必須セミナー！介護保険収入、各種加算などについての理解を深めることにより自事業所の経営実務の基礎を学び

ます。

管理職スキルアップ研修④

財務分析力養成研修
財務分析力

管理職としてレベルアップしたい方向け。財務三表についての基礎知識を学ぶことによる財務分析力アップを目指しま

す。

管理職スキルアップ研修⑤

管理者のための組織マネジメント

組織マネジメン

ト

管理職必須セミナー！7S分析などのフレームワークを用いた組織マネジメントを学びます。

専門職スキルアップ研修①

サービス提供責任者スキルアップ研修

サービス提供責

任者

多くの複雑な業務や帳票管理を行う訪問介護事業所のサービス提供責任者を目指す人材、または成りたての人材を対象に

基礎的な知識や必要なスキルを習得します。

専門職スキルアップ研修②

スキル向上と相談員の『繋がり』を作る！

生活相談員スキル向上ネットワーク研修

生活相談員

ネットワーク

スーパーバイザーとしての役割を持つ生活相談員としてのスキルを、全国の生活相談員との『繋がり＝ネットワーク』を

通じて高めていきます。

専門職スキルアップ研修③

ケアマネ専門講座（権利擁護～事例対応まで）
ケアマネジャー

ケアマネジャーによるケアマネジャーのためのスキルアップ研修。権利擁護から事例対応までケアマネジャーとしての役割の再確認

から事例を通じたディスカッションなどによるスキルアップを図ります。

『人を豊かにする介護人材』育成塾③

マネジメントを学ぶ（管理者・マネジメント職編）

（前期・後期各6か月コース）

マネジメント

管理者・マネジメント職を対象に自事業所内、自法人内で「人を豊かにする介護人財」が活き活きと働き最大限のパ

フォーマンスを発揮するための『マネジメント』を学びます。

マネジメント職スキルアップ研修①

採用動向と入り口戦略を考える（採用ミスマッチを

予防して定着率アップを目指す）

スタッフ採用

最新の採用動向を学び、採用ミスマッチを減らすための入り口戦略を学び自社の採用戦略を考え実践できるスキルを習得

する。

マネジメント職スキルアップ研修②

ガバナンスと財務規律

ガバナンス

財務規律

コンプライアンスを遵守し持続的な成長ができる法人、事業所であるためにガバナンスと財務規律について理解を深めま

す。

マネジメント職スキルアップ研修③

経営品質向上研修
経営品質向上

『組織の健康診断』の実施例を用いて、組織の「強み」、「弱み」を理解し、「強み」を伸ばし、「弱み」を改善する活

動を継続的に進める経営品質向上について学びます。

マネジメント職スキルアップ研修④

財務諸表分析パワーアップ講座
財務分析力

マネジメント職としてレベルアップしたい方向け。財務三表について具体的な例に基づく理解度向上や収益性分析、安全

性分析、活動性分析、生産性分析、成長性分析の基礎を学びます。

マネジメント職スキルアップ研修⑤

【無料】業界人脈ネットワーク交流会

人脈

ネットワーク

全国の様々な取り組みを実践している介護業界の経営陣、マネジメント職とオンラインを通じて交流し、知見を広げ自法

人での新たなチャレンジに繋げるための交流会を開催します。
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レベル 研修名 ねらいキーワード

法定研修シリーズ①

認知症研修
法定研修

今までの自法人、自事業所単位での研修実施をより効率的に、より効果的に！オンラインで実施！法定研修シリーズ①

「認知症研修」

法定研修シリーズ②

感染症対策研修
法定研修

今までの自法人、自事業所単位での研修実施をより効率的に、より効果的に！オンラインで実施！法定研修シリーズ②

「感染症対策研修」

法定研修シリーズ③

リスクマネジメント（事故防止・苦情対応）研修
法定研修

今までの自法人、自事業所単位での研修実施をより効率的に、より効果的に！オンラインで実施！法定研修シリーズ③

「リスクマネジメント研修」

法定研修シリーズ④

身体拘束・虐待防止研修
法定研修

今までの自法人、自事業所単位での研修実施をより効率的に、より効果的に！オンラインで実施！法定研修シリーズ④

「身体拘束・虐待防止研修」

ケア力アップ！褥瘡予防対策研修 褥瘡予防 高齢者のADLやQOLを著しく低下させる「褥瘡」の予防対策についての知識を習得する。

より良い最期に向けて出来ること

高齢者住まいにおける『看取り研修』
看取り

病院でなく住み慣れた場所で最期を迎える。今後よりニーズが高まる、望まれていく在宅や高齢者住まいでの看取り。安

心して看取りに望むための知識を習得します。

事務職、管理職必見！PCスキル劇的向上研修

『Excel-camp』オンライン（2日間）
PCスキル

生産性、業務効率劇的アップ！ベストセラー「神速Excel」著者によるExcelスキル向上研修。

介護事業者・介護職員必須セミナー

自分の、従業員の健康を守る！メンタルヘルス研修
メンタルヘルス

「健康」は私達が雇用されうるための重要なファクターです。身体的だけでなくメンタル的にも健康を保つことは雇用さ

れる側、雇用する側共に必要！メンタルヘルスについての基礎知識とセルフケア、事業所としてのサポートの方法などに

ついて学ぶことでより良いパフォーマンスを発揮できる状態を作ります。

介護事業者・介護職員必須セミナー

知らないと大変なことになる！SNS活用リスク研修
SNSリスク

何気なく利用者・入居者の写真をアップしたり、書き込んだり。不用意なSNSへの投稿で法人がダメージを受けたり個

人が訴えられたりなどのSNSを活用するうえでのリスクを学び、正しく活用するための研修。

知っていると知っていないで大きな差がつく！

FPが伝える介護職の「お金」の話
将来設計

「介護職は給与が低い」、「介護職は貯金が出来ない」、「老後が心配」。大手介護施設運営会社で介護職、介護リー

ダー、施設長を経験したFPによる介護職が安心して働くことが出来る『お金』の話です。
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