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 添削指導・スクーリング実施要綱  

 

介護職員初任者研修課程を修了するためには、以下のとおり、講義(130 時間)履修及び

修了試験合格が必要となります。 

当研修は、講義１３０時間のうち３６時間分を「レポート提出・添削指導」による通信

教育で実施することにより、在宅での学習を可能としております。 

 

科目 時間数 
通信形式時

間数 
レポート番号 

スクーリング

時間 

1.職務の理解 6 時間 ０時間  ６時間 

2.介護における尊厳の保

持・自立支援 
9 時間 7 時間 レポート① ２時間 

3.介護の基本 6 時間 2 時間 レポート② ４時間 

4.介護・福祉サービスの理

解と医療との連携 
9 時間 6 時間 レポート③ ３時間 

5.介護におけるコミュニケ

ーション技術 
6 時間 3 時間 レポート④ ３時間 

6.老化の理解 6 時間 3 時間 レポート⑤ ３時間 

7.認知症の理解 6 時間 3 時間 レポート⑥ ３時間 

8.障害の理解 3 時間 ０時間  ３時間 

9.こころとからだのしくみ

と生活支援技術 
75 時間 12 時間 レポート⑦ ６３時間 

10.振り返り 4 時間 ０時間  実習４時間 

合計 130 時間 36 時間  ９４時間 

 

１．１．１．１．レポート提出レポート提出レポート提出レポート提出・他の提出物について・他の提出物について・他の提出物について・他の提出物について    

1111----1111 レポート提出は該当科目の解答用紙をまとめて提出用封筒に封入し、提出期限ま

でにスクーリング時、事務局に提出してください。 

大幅に提出期限を超過した場合、研修の修了が認定されないこともありますので、期限

遵守でお願いします。 

    問題・解答用紙は 5 月 7 日（水）の開講式・オリエンテーションで事務局から受

講生の方にお渡しします。 

  ■提出期限提出期限提出期限提出期限 ①②③…5/23（木）迄 

④⑤ …5/31（金）迄 

⑥⑦ …6/8（土）迄 

※期限厳守でお願いします。提出方法は提出期限までにスクーリング時、事務局に提出

してください。 
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■返却日は以下の通りです。スクーリング時、事務局より返却いたします。 

①②③…5/31（金） 

④⑤ …6/8（土） 

⑥⑦ …6/19（水） 

   問題はそれぞれの科目に穴埋め・正誤・論述があります。内容が幅広く出されてい

ますのでテキスト（開講式当日配布）（開講式当日配布）（開講式当日配布）（開講式当日配布）を隅から隅までしっかり読まなくては答えら

れないようになっています。論述は 800 字以上 1200 字以内（又は 400 字以上 600 字

以内）で書いてください。パソコンでプリントアウトしたものは不可です。わから

なかったところ、質問などある場合は質問用紙に書き、スクーリング時に事務局に

お出しください。 

 

＜添削のポイント＞ 

問題１（穴埋め）、問題２（正誤）問題について： 

【作成のポイント】基本的に、テキストをしっかり読み込んでいただければ、ご記入

いただける問題ばかりです。 

【採点】 

＜レポート①③⑦＞  1 問 1 点として、問題１、２あわせて 30 点満点とします。

＜レポート②④⑤⑥＞ 1 問 1 点として、問題１、２あわせて 15 点満点とします。 

記述問題を重視しますので問題１、２については、概ね 5 割程度合っていれば不合

格ということはありませんが、未記入の場合、あるいは極端に正答数が少ない場合は、

再提出となります。 

 

問題３（記述問題）について： 

【作成のポイント】テキストをしっかり読み込んでいただいた上で、「その項目をまと

める問題」や、「自分がヘルパーならどうするか」といった「考える問題」など、さ

まざまですが、基本は自由記述ですので、それぞれの視点で書いていただければ結

構です。 

【採点】評価に際しては、問題３を最も重視します。（たとえ問題１，２が満点でも、

３で不合格になることもあります。） 

レポートの評価は A・B・C・D の 4 段階です。すべての科目で C 以上の評価を得るこ

とができればレポート科目（講義科目）修了が認定されます。 

   Ａ－大変良くまとまっています。テキストの内容を超えて一層の学習を期待します。 

   Ｂ－良くまとまっています。この調子で更に学習を深めてください。 

   Ｃ－もう少し学習が必要です。テキストを通読して、もう一度まとめ直してみまし

ょう。 

   Ｄ－未記入・所定の大幅な字数不足・設問の意図と全く異なる内容が書かれている

場合。 

   ※評価がＤの場合は再度、レポートを提出してもらいます。 

 【評価】問題１・２・３のトータルで評価し以下が評価基準になります。 

   理解度の高い順にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４区分とし、Ｃ以上で評価基準を満たしたも
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のと認定する。評価基準（１００点を満点評価とする） 

   Ａ＝９０点以上、Ｂ＝８０～８９点、Ｃ＝７０～７９点、Ｄ＝７０点未満 

   評価がＤの場合はレポートの再提出になり、再評価します。 

６月１９日（水）までにＣ以上の評価を得る必要があります。 

 ＜質問など＞レポート課題においてテキスト等で学び、分からないことなどありまし

たら 

   別紙の質問用紙で課題提出時に提出するか、又はファックス・電話にて問い合わ

せください（連絡先は最後のところに記載があります。月～金曜・9：00～17：00）。

質問への回答は担当の添削講師が行い、事務局から連絡又は郵送にて対応します。 

 

１１１１----２２２２    自己紹介、個人情報保護に関する誓約書、オムツレポート、実習日調整アンケー

トの提出について 

■提出日 ５月２３日（木） ※期限厳守でお願いします。 

   ※提出方法は提出日にスクーリング時、事務局に提出してください。 

 

２．２．２．２．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についてスクーリングについて    

・５月７（火)午前１０時００分より講義(スクーリング)を開始します。 

・６月１１日（火）から７月４日（木）は実技演習「こころとからだのしくみと生活

支援技術」です。 

    実技演習の際は、動きやすい服装(ジャージ等、スニーカー等)でお願いします。 

スカートは不可、靴はサンダル不可です。 

    長い髪は束ね、爪は切っておいてください。 

アクセサリー・時計等ははずしてください。 

※他に持ち物が必要な日があります。6 月 6 日（木）実技・実習に伴うオリエンテーシ

ョンにてお伝えします。 

・スクーリングの際は必ず指定テキストを持参してください。開講式 5/7（火）に一括

配布します 

・ミニレポートを毎回記入し、当日分を次回スクーリング時に提出してください。 

 ＊黒のボールペン（鉛筆書きは不可）修正は二重線を引き訂正してください（修正

テープ、修正ペンは使用不可） 

＊ミニレポートも各教科の評価の対象となります。設問とかけ離れた記述は再提出し

ていただく場合がありますが、理解ができるまでサポートをさせていただきます。 

＊最後のスクーリング時のミニレポートはその当日に記入をして提出していただき

ます。 

・講義が始まる前にファイルに出席簿、前回分のミニレポートを入れ受付に提出（他の

ものはファイルに入れないようにお願いします）、名札と資料(資料はある日と無い日

があります)を受け取って席についてください。 

・１５分以上の遅刻、早退は欠席扱いになり補講が必要になる場合があります。 

ご注意ください。 

・やむをえず欠席、遅刻、早退する場合は届出書を提出していただき、補講を受けて頂
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きます。補講可能時間は１３０時間の１割と定められております。 

・補講につきましては、講師、会場が可能な日程を相談させて頂きます。講義を受ける

順番も一部定められていますので、事務局にご相談ください。 

＊補講費用が発生する場合がありますのでご注意ください。（５００円/１時間） 

・会場設定、終了後の清掃にご協力ください。 

・自分の手荷物は自分で管理してください。 

・昼食は会場でとっていただいて構いませんが、ゴミは各自お持ち帰り下さい。 

・講義中の飲食は原則禁止です。(水分補給程度の飲み物は構いません。) 

・講義中は携帯電話の電源を切るかマナーモードにしてください。 

・傷害保険に加入しておりますので、怪我、事故等速やかに報告してください 

（自動車による事故は対象外です） 

・疑問点があればいつでも遠慮なくお聞きください。 

・修了証明書が手元に届くまでに、住所変更、携帯電話の変更をした場合は必ず連絡し

てください。 

・その他、社会通念上のマナーを守ってください。 

※講義中の私語・携帯の使用、無断欠席・遅刻などはやめてください。 

※講義や他の受講生の妨げになる行為が重なりますと受講の継続が難しくなります 

 

３．３．３．３．悪天候における講座の開催について悪天候における講座の開催について悪天候における講座の開催について悪天候における講座の開催について    

① 愛知県全域に「暴風警報」が発令された場合 

② 大規模地震措置に基づく“地震防災対策強化地域判定会”が招集または警戒宣

言が発令された場合 

  上記の場合の中止の判断は講義開始時間の 2時間前までに警報が解除されない 

・9：30～の講義  7：30 までに暴風警報が解除されない場合 

・10：00～の講義  8：00 までに暴風警報が解除されない場合 

  尚、中止になった講義は別日程で開催します。 

 

４４４４．．．．実習について実習について実習について実習について    

・ ７月１７日（水）～７月２５日（木）の期間に１日(４時間程度)訪問ヘルパーに同

行し利用者宅に伺う「同行訪問」の実習があります。 

・ 別紙（別添 1-3）の実習先（実習事業所）へ実習に行っていただきます。 

・ 日程は事前にご都合のつかない日程のアンケートをとります。 

・ 実習先・日程についてはアンケートに基づいて事務局側で仮決めをし、その後受講

生の方と調整しながら確定していきます。全員の希望を聞くことは難しいかもしれ

ませんが、できるだけ希望の日程になるようにしたいと思いますので、ご協力くだ

さい。 

・ 実習に伴い検便を行います。後日ご案内をいたします。 

・ 実習等で知り得たプライバシーに関わる情報は、絶対に口外しないでください。 

・ 詳細については、６月 6日（木）の実習オリエンテーションで説明します。 
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５５５５．．．．修了試験について修了試験について修了試験について修了試験について    

・７月２６日（金）１０時００分より 1時間、修了試験を行います。 

・７０点以上を合格とします。 

・不合格の場合、補講を行い、再試験を行います。 

 

６６６６．．．．修了修了修了修了式及び修了式及び修了式及び修了式及び修了証証証証についてについてについてについて    

・課題、レポート提出・スクーリング出席・実習・修了試験がすべて終了後、 

７月３１日（水）１０時００分に修了式及び修了証授与を行います。 

・レポートが未提出又は補講が残っている等、研修全てが終了していない場合は修了証

をお渡しできません。（すべての研修が終了後、修了証をお渡しします。） 

 

 

 

 

講座を受講するにあたり上記の件、よろしくお願いします。 

ご不明な点がありましたら、事務局までお尋ねください。 

       

 

 

事務局 生活協同組合コープあいち 福祉事業支援部 小林和生 

    〒441-8087 豊橋市牟呂町字松崎 15  

          TEL 0532-39-7802 FAX 0532-46-1552 


