
この研修は福岡県委託事業として実施しますこの研修は福岡県委託事業として実施します
×福岡県

外国人介護職員
介護技能等向上研修
外国人介護職員が円滑に就労・定着できるよう、
日本文化、介護の専門知識、介護現場で使用する
日本語の理解・習得を目指した研修です。

福岡県内で就労する外国人介護職員
（技能実習生・特定技能）

各会場20名

会 場・日 時
①～④の中で参加しやすい会場（もしくは各会場と同日程
に行われるオンラインでの参加）を選択してください。

※各会場ともカリキュラム内容は同じものになります。
　基本的に、研修開始後からは会場変更ができませんので、ご留意ください。
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毎週月曜

毎週水曜

毎週木曜

開催日時
（全5回 /全日程 3時間）

開催場所

福 岡
会 場

リファレンス大博多ビル
貸し会議室

久留米
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1/30・2/6・13・20・27
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2023. 
2/2・9・16・23・3/2

①

②

北九州
会  場

③

飯 塚
会 場

④

久留米シティプラザ 

第一小倉商工会館 

飯塚商工会議所

最寄駅

博多駅

久留米駅
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平和通駅

新飯塚駅
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福岡県 外国人介護職員研修 事務局
ふく  おか けん   がい  こく じん かい  ご  しょく いん けんしゅう   じ    む  きょく

外国人介護人材支援部
がい   こく  じん   かい   ご   じん  ざい  し  えん  ぶ

TEL: 03-6206-1262 E-mail：fukuoka-kaigo＠jicwels.jp

研修に関する問合せ先（事業委託団体）

申込み ヒアリング ヒアリング
ZOOMで15分程度

テキスト
発送 事前連絡 研修開始！

もうし　こ じ　ぜん　  れんらく
にち   じ  ちょうせい

けんしゅうかい   し
はっ　 そう

日時調整
ふんていど

ハイブリッド形式

「外国人のための 会話で

学ぼう！介護の日本語」

第2版 - 指示がわか

る、報告ができる -」

開催方法 使用教材

研修参加までの流れ

参加申込期間

参 加 申 込

2023.1/20●12:00まで金

こちらの申込フォーム（URL）より、
必要事項を入力し送信してください。
URL：https://forms.office.com/r/QqTakLSC5s

〇主催：福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室

〇運営主体：公益社団法人 国際厚生事業団 外国人介護人材支援部

※毎週金曜日にオンライン参加用 URL 等の事前案内をお送りします。

〇個人情報の取り扱いについて
公益社団法人国際厚生事業団（令和 4年度福岡県外国人介護職員介護技能等向上研修（以下、本研修といいます）受託事業者）は、ご提供いただいた個人情報を以下の通り取扱います。
①利用目的について：本研修の受講申込み受付・運営等に係る連絡、本研修に関連する当事業団事業に関する資料の送付提供、お寄せ頂いたお問合せ、お申込み、ご意見などの受付・回答・管理のために利用します。
②第三者提供について：ご提供いただいた個人情報は以下各号の通り提供いたします。
提供先：福岡県　提供目的：本研修に係る報告のため　提供項目：会社名、氏名、本研修に関する質疑応答及び問合せ内容、本研修に関するアンケートの回答内容　提供方法：電子データの電子メールでの送
信　③個人情報の任意性について：個人情報を提供いただくことは任意によるもので、何ら強制するものではありません。ただし、個人情報を提供いただけない場合には、本研修の受講その他の利用目的に記
載された事項をご利用できない場合があることをご了承ください。　④個人情報の開示、訂正、削除について：個人情報保護法に基づく、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、削去、
第三者提供の停止（以下、「開示等」という）について当事業団は、「個人情報お問合せ窓口」を設け対応いたします。
⑤個人情報のお問合せ窓口 : 相談、苦情については当事業団宛てに文書でお申し出ください。公益社団法人国際厚生事業団　総務部　〒104-0061 東京都中央区銀座 7 丁目 17-14　松岡銀七ビル 3F  TEL 
03-6206-1136  FAX 03-6206-1164
個人情報保護責任者　公益社団法人国際厚生事業団 総務部 総務部長

会場で直接ご参加いただくか、オンライン（ZOOM）で

ご参加いただくかをお選びいただけます。申し込み後に

実施するヒアリングにて参加方法をお聞きしますので、

事前にご都合のご確認をお願いします。

①介護の基本（着脱・食事・移動・排泄・入浴）

②介護の日本語（コミュニケーション・記録・読解・漢字・言葉）

③文化理解（方言・休暇取得・報連相・敬語・身だしなみと話し方）

※研修や宿題においては、アウトプットができる練習を多く実施し、短期間での知識の定着を

   図ります。また、自律学習の時間を設け、研修終了後も自ら学習計画作成ができる力をつけ

   られるように指導を行います。

授業で学習する項目

（会場+オンライン（ZOOM）の同時開催）
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