
植草学園短期大学介護職員初任者研修

Ⅰ 研修機関情報

○ 植草学園ホームページの学園情報の植草学園事業報告書をご参照ください。

【実施要項】

植草学園短期大学介護職員初任者研修実施要項

１．事業実施者の名称，所在地

名 称：学校法人 植草学園

理事長 植草 和典

所在地：千葉市中央区弁天２丁目８番９号

２．事業の目的

近年の介護・福祉ニーズの多様化・高度化に対応した人材の育成を，介護福祉士を養成す

る植草学園短期大学の教員の指導と最新の施設により，専門的な知識及び高い技術を身に付

けた介護職員を養成する。

３．研修事業の名称

植草学園短期大学介護職員初任者研修

４．実施課程及び方法

実施課程 介護職員初任者研修

方法 通学

５．研修実施場所

学校法人植草学園 小倉キャンパス

植草学園短期大学

千葉市若葉区小倉町 1639番 3

６．研修期間

平成２７年２月１６日（月）～平成２７年３月１３日（金）

７．受講対象者及び定員

受講対象者：本学園学生・他大学学生及び一般市民
定 員：２４名

８．研修カリキュラム及び担当講師名

別紙 研修計画参照 （研修計画へリンク）

９． 研修参加費用（受講料・テキスト代等）

８０，０００円（消費税･保険料込） （テキスト別途実費）

10. 研修参加費用の返還



いったん納入した費用は原則返還しない。

※研修内容の変更及び研修を廃止した場合には，全額返還する。

※研修開始前日迄に納付した者の申し出のあった場合は事務手数料(3,000 円）及び振込
手数料を差し引いた金額を返還するものとする。

11. 受講者の本人確認の方法

初回の講習時に下記公的書類により本人確認をするものとする。

・戸籍謄本もしくは戸籍抄本

・住民票

・健康保険証

・運転免許証

・パスポート 等

12. 研修修了の認定方法

カリキュラムのすべてについて定められた時間数の出席及び受講態度等を総合的に判断

し，かつ，筆記試験による修了評価の結果，合格基準（70 ％以上）に達した者に，修了を
認定する。基準に達しない者は必要に応じて補講等を行い，再評価を行う。

再評価料は 2,000円とする。

13. 研修欠席者に対する補講等の取扱い

原則欠席は認めないがやむ得ない理由により欠席した場合は，補講を指定日に実施する。

補講料は別途１科目につき 3,000円とする。

14. 介助を必要とする受講者の取扱い

本研修の受講に際し，障害を有する等のため介助を必要とする場合，受講者において必

要な措置を講ずるものとする。

15. 修了証明書等の交付

本学は，13．により修了者と認定した者に対して，「修了証明書」を交付する。

16. その他

留意事項

① 研修中におきた受講生の事故について，傷害保険加入の範囲で保障する。

② 学園敷地内は全面禁煙とする。

18. 研修事業責任者（担当）者

責任者 植草学園短期大学 教授 布施千草

【施設，図書室（蔵書数を含む。）等の設備の概要】

教室等の名称 共 用 先 教室等の名称 共 用 先

講義室１～７ 短期大学と共用 セミナー室１・２ 短期大学と共用

建 中講義室 大学・短期大学と共用 介護実習室 短期大学と共用

大講義室 大学・短期大学と共用 在宅介護実習室 短期大学と共用



入浴実習室 短期大学と共用 健康管理室 大学・短期大学と共用

物 学生相談室 大学・短期大学と共用 音楽室 短期大学と共用

調理実習室 大学・短期大学と共用 ピアノ演習室１～３ 大学・短期大学と共用

被服工芸室 大学・短期大学と共用 ロッカー室 短期大学と共用

図書館 大学・短期大学と共用 体育館 大学・短期大学と共用

（蔵書数：３９，９１５冊） ｐｃ室 大学・短期大学と共用

学生ホール，食堂 大学・短期大学と共用

教 実習用モデル人形 ２体 視聴覚機器 ４器

育 人体骨格模型 ２体 障害者用調理器具・食器類 １台

用 成人用ベッド ８床 和式布団一式 １式

機 移動用リフト １台 吸引装置一式 ３式

械 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ・ﾏｯﾄ 各４台 経管栄養用具一式 ３式

器 車イス ９台 処置台又はワゴン ８台

具 簡易浴槽 １槽 吸引訓練モデル ３体

及 ストレッチャー ４台 経管栄養訓練モデル ３体

び 排せつ用具 ５個 心肺蘇生訓練用機材一式 ３式

模 歩行補助つえ ２０本 人体解剖模型 １体

型 盲人安全つえ ３８本 上半身解剖模型 １体

Ⅱ 研修事業情報

【研修の概要】

対象

本学園学生・他大学学生及び一般市民

研修スケジュール及びシラバス

（研修計画・シラバスへリンク）

平成 27年 2月 16日～平成 27年 3月 13日
定員

２４名

指導者数

１７名

講師情報

別紙講師一覧参照 （リンク）

講師略歴及び現職については、個人情報保護法の観点から省略させていただきます。

受講までの流れ

・電話又は本学ホームページよりお申し込み下さい。

・先着順とさせていただきます。

・電話でお申込みの方には，手続きに必要な受講申込書，受講料払込取扱票等の書類一式

をお送りします。

・ホームページよりお申込みの方は，「受講申込フォーム」にお名前，連絡先等を入力し，

送信ボタンをクリックしてください。登録されたメールアドレスに受付完了通知が自動送

信されますので，自動送信で指定された銀行口座に受講料をお振り込みください。受講料

入金確認後，メールアドレスに受講決定通知を送信します。

こちらの受講申込フォームより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

費用

８０，０００円（消費税･保険料込） （テキスト別途実費）

修了評価



研修の全課程を修了し､講義・演習ごとの効果測定を適正に修了し修了評価試験に合格し

た者を介護職員初任者研修修了者として認定する。 （合格は 70％以上）
別紙 実施要項参照（リンク）

留意事項，特徴，受講者へのメッセージ

介護福祉士養成に関し，実績のある専任教員が植草学園短期大学の充実した設備により受

講生の皆様の指導に当たります。

期間中は，大学図書館の利用も可能です。また，本学キャリア支援課で，就職情報の提供

もうけることができます。

【課程責任者】

植草学園短期大学 教授 布施 千草

【実績情報】

ホームヘルパー２級養成講座

過去の研修実施回数

平成２１年度 １回

平成２２年度 １回

平成２３年度 １回

平成２４年度 １回

過去の研修述べ参加人数

平成２１年度 ３１人

平成２２年度 １３人

平成２３年度 ２２人

平成２４年度 ２８人

介護職員初任者研修

過去の研修実施回数

平成２５年度 １回

過去の研修述べ参加人数

平成２５年度 ８人

【連絡先等】

申込み・資料請求先

植草学園短期大学 教務課

〒 264-0007 千葉市若葉区小倉町 1639番 3
電話 043-233-9187

苦情対応者

植草学園短期大学 教務課 参与 伊藤淳一

〒 264-0007 千葉市若葉区小倉町 1639番 3
電話 043-239-2602


