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平成２９年度山梨県介護支援専門員専門研修課程・更新研修Ⅰ 

研修前提出物について（演習事例・研修記録シート） 

 

 

 

 

平成２８年度より、介護支援専門員各種研修は研修内容が見直され、カリキュラムが変わりました。 

専門研修課程・更新研修Ⅰでは、「ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定」の課目におい

て、受講者自身が作成したケアプランの振り返りを中心として演習を行うため、（１）「演習事例」を持参して

いただくこととなっています。 

また、研修を通して修得したことの確認と、現時点で達成できていないことを把握し、今後の実践につなげる

ために、（２）「研修記録シート」を用いての自己評価を義務付けています。 

 

 

 

 

（１） 「演習事例」は、研修が始まる前に講師・助手の先生方に内容をチェックしてもらうため、事前に提出

していただきます。 

また、研修の中でグループのメンバーと事例を共有しますので、研修初日にはグループメンバー人数分

のコピーとご自身の分（原本）を忘れずに持参してください。 

 

（２） 「研修記録シート」の中の「シート１」は、受講者と管理者が受講にあたっての目標と評価を共有して

頂くため、事前に入力（記入）していただき、研修初日の受付にて提出していただきます。 

また、研修を受ける前の自己評価として、「シート２」の「受講前」欄に、入力（記入）を済ませてお

いてください。 

 

この冊子では、以上２点についての詳細の説明をします。熟読の上、提出期限を厳守し、注意事項を守り、漏

れのない提出・持参をお願いします。 

 

※なお、提出物が不充分な場合は、受講決定を取り消すこともあります。 

 

 

 

●演習事例について 

 

 

〇 指定された期日までにご自身が担当した事例を提出（コピーを２部）してください。 

 

提出期日 ： ５月２５日（木） 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 福祉人材研修課 必着 

 

〇 提出する事例の様式については、ホームページに掲載してあるものをダウンロードして使用してください。 

 

〇 「介護予防プランのみ作成されている方」は、様式Ⅰ-08～Ⅰ-10は、事業所で使用している書式で構いませ

ん。（詳細は、２～３頁を参照のこと） 

 

〇 「現在、サービス計画作成をされていない方」は、過去のケースで作成してください。なお、作成年月日は、

当時の年月日のままで構いません。 
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〇 個人情報の取扱いについては、個人が特定されないよう氏名や住所などは黒塗りや修正テープ等で削除するな

ど、個人情報に留意し、作成をお願いします。 

 

 

＜演習事例提出様式＞              【注】作成年月日は、作成当初のままで構いません。 

 

様式番号 様 式 内 容 注 意 事 項 等  

様式Ⅰ-00 演習事例総括表 
全ての項目の確認・記入をし、提出する事例の一番上

に１枚だけ添付してください（ホチキス留めしない） 

様式Ⅰ-01 「事例一式」（表紙） 
様式が揃っているか・記入漏れ・個人情報の消し込みを

確認し、事例に表紙としてつけて提出してください 

様式Ⅰ-02 
①個人ワークシート「ケアマネジメントに

おける実践の振り返り及び課題の設定」 

指定の様式で作成してください 

様式Ⅰ-03 事例の概要 

様式Ⅰ-04 基本情報 

様式Ⅰ-05 課題分析（アセスメント）票 

様式Ⅰ-06 主治医から得られた情報 
指定の様式もしくは主治医の意見書のコピーでも構いま

せん（＊次頁の注意事項に留意すること） 

様式Ⅰ-07 課題整理総括表 指定の様式で作成してください 

様式Ⅰ-08 居宅（施設）サービス計画書（第 1表） 

予防介護プランを作成している方は、事業所で使用して

いる書式でかまいません（＊次頁の注意事項に留意するこ

と） 

様式Ⅰ-09 居宅（施設）サービス計画書（第 2表） 

様式Ⅰ-10 週間サービス計画表（第 3表） 

様式Ⅰ-11 サービス担当者会議の要点（第 4表） 指定の様式で作成してください 

様式Ⅰ-12 支援経過記録（2～3ヶ月分） 
必要な部分を３ページ程度にまとめ、指定の様式で提

出してください 

様式Ⅰ-13 評価表 

指定の様式で作成してください 

様式Ⅰ-14 
自己評価表 ※様式Ⅰ-14は、①から⑥

まで全て記入すること。 
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※課題作成の前に、以下 ≪１．各様式記入時の注意事項≫ ≪２．綴じる時の注意事項≫ ≪３．提出時の注意事

項≫ と併せて、同封の 「提出課題の記入の仕方・綴り方等について」 をよく読んだ上で、作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式Ⅰ-00 ・各様式を揃え、記入漏れ・個人情報消し込みなど、チェック項目の確認をしたら、チェック欄にチ

ェック☑を入れる。 

     ・その他記入欄すべてに記入する。 

 

様式Ⅰ-01 ・各様式について漏れがないか確認し、チェック欄にチェック☑を入れる。 

 

様式Ⅰ-05 ・コピーはＡ３で用意する。（コピーをとる時及び綴る時は、別紙「提出課題の記入の仕方・綴り

方等について」を参照すること。） 

 

様式Ⅰ-06 ・指定の様式もしくは主治医の意見書のコピーでも構いません。 

       コピーを使用する場合は、用紙の右上部に様式番号 様式Ⅱ-06 と明記すること。 

・様式の中に、書き方例が含まれています。書き方例は、提出書類の中に入れないでください。 

 

様式Ⅰ-07 ・コピーはＡ３で用意する。（コピーをとる時及び綴る時は、別紙「提出課題の記入の仕方・綴り

方等について」を参照すること。） 

・様式の中に、書き方例が含まれています。書き方例は、提出書類の中に入れないでください。 

 

様式Ⅰ-08  

様式Ⅰ-09   

様式Ⅰ-10 

 

様式Ⅰ-12 ・事例のテーマに関係する部分を３ページ程度にまとめる。 

（演習時、自身がその事例について必要な情報を伝達できるよう準備） 

      

様式Ⅰ-13 ・提出するサービス計画書の短期目標の終了時の評価表を作成する。 

      ・現在継続している事例（短期目標の期間中の場合）を提出する場合、現段階での評価をする。 

      ・モニタリング表の提出は不可。 

      ・支援経過に含まれている場合は、指定の様式に書き写す。 

 

様式Ⅰ-14 ・自己評価表は、①から⑥まで計６枚あります。全てに記入すること。 

 

 

 

 

 

 

≪１．各 様 式 記 入 時 の注 意 事 項 ≫ 

・事業所の様式で提出する方（予防介護プランを作成している方）は、提出する様式の右上に 

  様式Ⅰ-08、09、10 と明記する。 
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※全ての用紙の記入が終わったら、抜けている様式はないか、記入漏れはないか、 

個人情報の消込はしてあるか確認します。 

 

※確認できたら、様式Ⅰ-01から様式Ⅰ-14まで順番通りに揃え、左上を一か所、 

ホチキスで留めて、提出してください。 

 

 

 

 

 

１）提出されたものはお返しいたしません。必ずコピーを提出してください。 

※原本は演習の中でご自身が使いますので、研修中は忘れずに持参してください。 

 

２）提出は、コピーを２部お願いします。 

 

 

  補   足   

・事前に提出していただくコピー２部は、講師・助手の先生方に渡すものです。 

・研修では、グループで演習を行うとき使用するため、コピーをメンバー全員に配布して 

いただきます。よって、研修初日に、グループ人数分のコピーを持参してください。 

グループの人数は決定通知にてお知らせします。   

・なお、原本は、ご本人用として使用していただきますので、こちらも忘れずに持参して 

ください。 

 

※事例がないと、グループのメンバーも研修を受けることができません。 

お忘れのないようご注意ください。 

 

≪２．綴 じる時 の注 意 事 項≫ 

≪ ３ ． 提 出 時 の 注 意 事 項 ≫  

＜様式Ⅰ-07 課題整理総括表の活用方法＞ 

 

 サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の客観的な状況やそれを踏まえた介護支

援専門員等利用者の生活を支える多職種間で情報共有をする 

 初任者が事業所内のＯＪＴを通じて指導を受ける 

 アセスメントに漏れがないか等の自己点検 

 地域に不足しているサービスや社会資源の提案・創出 

 

＜様式Ⅰ-13 評価票の活用方法＞ 

 

 ケアプランの目標に対して、適切なサービス内容であったかを含めての評価 

 ケアプラン見直しの際のサービス担当者会議や地域ケア会議等において多職種間で評価をし、 

各サービスの役割の振り返り 

 モニタリングで把握した情報のサービス担当者間での共有 
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●研修記録シートについて 

 

 

本研修では、研修を通して修得したことの確認と、現時点で達成できていないことを把握し、今後の実践につなげるた

めに自己評価を義務付けています。そのために使用するのが、「研修記録シート」です。本会のホームページよりダウン

ロードし、入力・提出して頂きます。（ダウンロードの仕方については、決定通知同封の「ダウンロードの仕方」を参考にし

てください。） 

 

１ 研修記録シート作成の目的 

   研修の受講前後をとおして、受講者の理解度を把握し、研修による学習効果の向上と学習後のポイントを焦点化

し、継続的な資質向上に役立てるものです。 

 

２ シートの種類 

   シートは次の３種類です。 

（１）研修記録シート１（目標と評価） ： 研修をとおして１枚 

（２）研修記録シート２（自己評価）  ： 科目ごとに１枚 

（３）研修記録シート３（振り返り）   ： 科目ごとに１枚 

 

 

１）研修記録シート１（目標） 

 

「受講者」と「管理者等」が受講にあたっての目標と評価（効果）を共有するためのシートです。 

 

 受講前  

※受講前に、「受講者」と「管理者」が相談して「目標」「研修に期待すること」を記入し、研修初日の受付に

て提出していただきます。 

※提出していただいたものは返却いたしませんので、必ず、プリントアウトしたもの（または、手書きの場合

はコピー）を提出してください。 

※受講者が管理者の場合で、記入する適当な者がいない場合は、その旨を記入してください。 

その他の理由で、記入する適当な者がいない場合は、事務局にご相談下さい。 

 

  受講後（３カ月後）  

受講３ヶ月後（平成２９年１０月半ば以降）に、「受講者」と「管理者等」が相談し「目標」として掲げたことに対

する「評価」を記入してください。 

    

２）研修記録シート２（自己評価） 

 

   「受講者」が研修の「受講前」･「受講（講義・演習）直後」･「実践評価（受講３ヶ月後）」を記入し、自己評価をす

るためのシートです。 

受講課目ごとにシートがあり、学ぶ内容に沿って自己評価を記入します。《４段階評価》 

 

 受講前  

     ※研修が始まるまでに、全ての科目の受講前の自己評価欄を記入してください。 

     （シート 2-①からシート 2-⑧まで） 

 

  受講直後（講義・演習）  

受講直後の自己評価を記入してください。 

※毎回講義の最後に記入します。ですから、該当する科目のシートを印刷し、忘れずに持参してください。

（受講前の自己評価欄が入力済か、再度確認してください。） 

 



6 

 

   実践評価（３ヶ月後）   

受講後の３ヶ月間（平成２９年１０月まで）の中で、実践で活用した際の自己評価を記入してください。 

   

 

３）研修記録シート３（振り返り） 

 

   「受講者」が研修受講時に感じたことを書きとめ、今後の学習方針や取り組みの検討時に見返すためのシート

です。受講科目ごとにシートがあり、受講後も関連した内容を書きとめ検証していきます。 

  受講直後～受講３ヶ月後  

   受講科目ごと、受講直後に理解したこと、できなかったこと、主観的・感情的な記述も重要なので書きとめておき

ます。その後、理解したこと、できなかったことなどが実践の中でどうだったかなど、研修で学んだことを振り返り

ながら継続して書きとめておきます。 

※毎回講義の最後に記入します。ですから、該当する科目のシートを印刷し、忘れずに持参してください。 

 

 

 ３ 研修シートの提出について 

 

 ◎研修記録シートは、電子メールによる提出と、紙ベースで提出する場合とがあります。 

 

≪電子メールでの提出について≫ 

 

基本的には、毎回講義の最後に研修記録シートの２と３を記入し、ご自宅に持ち帰り、パソコンに入力します。 

研修が修了し、すべての科目のシート２の受講直後とシート３の入力が終わったところで、一旦電子メールにて事務

局宛に提出していただきます。 

さらに３か月後、シート２の実践評価（３か月後）と、シート３に追記したものを、再度電子メールにて、事務局宛に提

出していただきます。この２度の提出をもって、研修修了といたします。（提出時期については研修記録シートの「はじ

めに」を参照してください。） 

期限内に提出された研修記録シートの内容の評価を基に、修了書を発行いたします。期限が過ぎての提出や、不

備・記入漏等がありますと修了証が発行できませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

①メール送信後には必ず「送信済みアイテム」をご確認ください。「送信済みアイテム」にご自身が送ったメールがない

場合は、操作ミスやエラーなどでメールが送信できていません。再度、送り直してください。 

 

②「送信済みアイテム」にメールがあっても、事務局まで届かないということが、まれに発生します。確認のために、メー

ル送信してくださった方には、一週間ほどで事務局より、受け取ったというメールを返信します。一週間以上返信メ

ールが届かない場合は、メールが届いていないということになりますので、電話にてお問い合わせください。 

 

ｔｅｌ ： ０５５―２５４－９９５５   担当：井尻まで 

 

※送ってくださってあっても、こちらで確認ができなければ、修了証を発行することができません。返信メールが届

かない場合は、すみやかにお電話にてお問い合わせください。こちらから連絡はいたしませんので、くれぐれも

ご注意ください。 

 

 

 

※メール送信後の注意事項※  以下の点にご注意ください！ 
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≪紙ベースでの提出について≫ 

 

＊研修記録シート１ 

    上述しました通り、受講前の受講生・管理者等の記入欄に入力しプリントアウトしたもの（手書きの場合はコピ

ー）を、研修初日の受付にて提出していただきます。忘れずにお持ちください。 

※受講者が管理者の場合で、記入する適当な者がいない場合は、その旨を記入してください。 

その他の理由で、記入する適当な者がいない場合は、事務局にご相談下さい。 

 

＊研修記録シート２・３ 

上述しました通り、基本的には講義の最後で記入したものはご自宅に持ち帰っていただきますが、科目によ

っては、講師の意向により、記入後に提出していただくことがあります。提出するかしないかは、各講義の中で

お伝えします。 

また、場合によっては、記入したものを後日提出していただくことがあります。 

どちらの場合も、未提出は評価の対象になりますので、用紙忘れ及び提出忘れのないよう、ご注意くださ

い。 

 

 

４ その他 

 

   入力方法、入力時の注意事項、メール送信時の注意事項（エクセルファイルの名前や、メールの件名等）、メー

ルの形式、メールの宛先等についての詳細が、研修記録シートの「はじめに」に記載されています。こちらも熟読の

上、入力・送信をお願いします。 

 

 

 

 

 

①ホチキスやクリップ等で留めず、研修記録シート２、３の順に重ねて、提出してください。 

②グループ番号、受講番号、氏名（フルネーム）が記入されているか、全ての欄に記入されているか、提出前に再度確認

をお願いします。 

③研修当日に提出の場合は、後日お返しいたしますので、お手元に戻りましたら速やかにパソコンに入力してください。 

④後日提出の場合は、コピーまたはパソコン入力後にプリントアウトしたものを受付にて提出してください。（①②を参照のこ

と） ※後日提出していただいた研修記録シートは、講師・助手の先生方にお渡しします。お返しいたしませんので、くれ

ぐれもご注意願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪演習事例・研修記録シートについての問い合わせ先≫ 

 

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 福祉人材研修課（担当：津金・飯野・井尻） 

〒400-0005 甲府市北新 1-2-12 山梨県福祉プラザ 4階 

電話 ０５５-２５４-９９５５ ／FAX ０５５-２５４-９９５５ 

 

 

※紙ベースで提出の際は、下記の点に気を付けて提出してください※ 


