
 （社）国際厚生事業団による介護福祉士候補者受入れ支援策（平成２４年度） 

１．受入れ施設対象 受入れの留意事項等を説明する就労前説明会の実施 

２．候補者対象 介護導入研修・就労ガイダンスの実施（約10日間程度） 

３．受入れ施設及び候補者対象 学習教材の使用方法等の学習説明会の実施 

１．学習支援 

   （１）学習教材の配布（全12冊）（別紙１） 

  （２）就労開始時の日本語習得度の確認（日本語統一試験の実施） 

  （３）就労開始から国家試験までの一貫した「学習プログラム」の提示（別紙３） 

  （４）介護の漢字統一試験の実施（年４回）  

  （５）介護福祉士国家試験過去問題の翻訳・提供（英語・インドネシア語）（過去５か年分） 

  （６）受入施設研修担当者会議の実施（国試合格者報告会、日本語学習説明会） 

  （７）受入れ施設の巡回訪問での日本語学習指導 

  （８）外国人介護福祉士候補者学習支援事業（入国年度別・レベル別の集合研修、通信添削指導等）（別紙２） 

２．相談窓口での相談対応（週2回）（英語・インドネシア語対応） 

３．受入施設の巡回訪問（就労状況等の確認等） 

４．メールマガジンによるEPA関連情報の定期的な提供（月1回配信） 

Ⅰ 訪日後６か月間日本語研修中（於：日本語研修機関） 

Ⅱ 受入れ施設での就労・研修中 

（社）国際厚生事業団 

資料１－１ 
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看護・介護の言葉と漢字 ワークブック 
 やさしい漢字とカタカナ語 

基本漢字３００字と介護現場で使う基本漢字
語彙、カタカナ語の練習。漢字仮名交じり文の
ディクテーション練習用CD付き。 

介護の言葉と漢字 ハンドブック 
（インドネシア語版） 

介護現場頻出の429漢字、2200語彙を掲載。4
種類の索引から漢字、語彙の検索ができる辞
書。 

介護の言葉と漢字 ハンドブック 
（英語版） 

介護現場頻出の429漢字、2200語彙を掲載。4
種類の索引から漢字、語彙の検索ができる辞
書。 

介護の言葉と漢字 ワークブック 

「介護の言葉と漢字 ハンドブック」準拠の
ワークブック。漢字と言葉の練習、確認問題、
応用問題、総合問題を掲載。 

介護の言葉と漢字 ワークブック 毎日の漢字
テスト（英語版・インドネシア語版） 

「介護の言葉と漢字 ハンドブック」掲載の漢字を毎日
５つずつ学習した後で、確認するためのテスト。 

介護の言葉と漢字 ワークブック  
言葉の使い方ドリル 

受入れ施設の研修担当者研修で要望の高かった言葉
の使い方のドリル。「介護の言葉と漢字 ワークブック」
掲載の１０漢字ごとに1ページの練習問題になっている。 

介護の言葉と漢字 国試対策  
段階別 事例問題読解 

介護福祉士国試過去問の「事例問題文」を初級・中級・
上級レベルの日本語に書き直した読解練習教材。音読
速読練習、介護専門知識の習得にも役立つ。 

 介護福祉士候補者向け学習教材（１）（国際厚生事業団配布） 

介護の漢字・ことば学習・読解練習用教材 

【別紙１】 
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介護の言葉と漢字 国試対策  
ウォーミングアップ 

「介護の言葉と漢字 ハンドブック」で扱っていな
い介護福祉士国試頻出漢字と語彙、文法問題
の捉え方、難漢字語彙の捉え方等、国試対策
学習準備のためのハンドブック。 

外国人のための介護福祉士国試対策 
新カリキュラムⅠ 「人間と社会」 

新カリキュラムⅠ「人間と社会」で習得すべき専
門知識を外国人候補者にも理解できる易しい日
本語、図解、演習問題で学習する教材。 

外国人のための介護福祉士国試対策 
新カリキュラムⅡ「介護-1」 

新カリキュラムII「介護」で習得すべき専門知識
を外国人候補者にも理解できる易しい日本語、
図解、演習問題で学習する教材。 

外国人のための介護福祉士国試対策 
新カリキュラムⅡ「介護-2」 

新カリキュラムII「介護」で習得すべき専門知識
を外国人候補者にも理解できる易しい日本語、
図解、演習問題で学習する教材。 

外国人のための介護福祉士国試対策 
新カリキュラムIII「こころとからだのしくみ」 

新カリキュラムIII「こころとからだのしくみ」で習得
すべき専門知識を外国人候補者にも理解できる
易しい日本語、図解、演習問題で学習する教材。 

介護福祉士国試対策学習用教材 

 介護福祉士候補者向け学習教材（２）（国際厚生事業団配布） 
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平成24年度外国人介護福祉士候補者学習支援事業概要 

・目的：国試合格に必要な介護の専門知識・技術、解答の技術・スピード力の養成 

・集合研修・模擬試験：集合研修（年４回）、模擬試験（年４回） 

・通信添削指導：教材配布（２種類）、通信添削テスト（全６回） 

２ 平22年度入国候補者対象（就労２年目） 

３ 平23年度入国候補者対象（就労１年目） 

・目的：国試新カリキュラムの基礎知識の習得 

・集合研修・模擬試験：集合研修（年３回）、模擬試験（年１回） 

・通信添削指導：教材配布（４種類）、通信添削テスト（全６回） 

・目的：介護福祉士の資格を取得できずに帰国する平成２０年度入国尼人候補者の学習支援 

・模擬試験：年２回／・通信添削指導：平成２１年度入国候補者対象と同様な内容を実施 

・学習相談窓口：国家試験に向けた学習等に関する相談に対応 

４ 再チャレンジ支援 

・目的：介護に関する漢字と語彙の習得、読解・速読力の養成 

・集合研修：年２回（受入施設研修担当者参加型）／・教材配布（１種類）、漢字統一試験（年４回）（受入支援事業） 

１ 平21年度入国候補者対象（就労３年目） （平成２０年度入国特例インドネシア人候補者を含む） 

＜入国年度別・レベル別に学習支援を実施＞ 

【別紙２】 
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1 ・基礎漢字約300字、カタカタ語の習得 就労１年目 就労１年目 就労１年目
・文法の復習

2 ・介護の頻出漢字約450字と1000語彙の習得
・読解力・速読力の養成

3 ・試験問題頻出漢字・語彙等の習得 就労２年目 就労２年目 就労２年目

4 ・受験学習に向けた専門分野基礎知識
　の習得

5 ・受験学習 就労３年目 就労３年目 就労３年目
　（過去問題の演習、重要語句習得等）

介護福祉士国家試験受験

学
　
習
　
内
　
容

専
門
知
識
等
の
習
得

日
本
語
習
得

受
験
対
策

低 高 

候補者の就労開始時の日本語レベル 

候補者の就労開始時の日本語レベルと学習プログラムについて 

中 

学習プログラム３ 

初級文法、基礎漢
字約300字の復習
が必要なレベル 

学習プログラム２ 

初級文法、基礎漢
字約300字、介護の
基礎漢字、初級読
解ができるレベル 

学習プログラム１ 

国試対策の学習
ができるレベル 

◎就労開始時の日本語レベルに応じて、３段階の学習プログラムを提供。 

別紙３ 



年 月 学習支援

24年  1月 （1月）日本語統一試験（就労開始時）（※1）

 2月 （2月）個別学習プログラムの提供・学習説明会

 3月 （3月）やさしい漢字統一試験（※2）、学習説明会

 4月

 5月

 6月 （6月）第1回漢字統一試験（※3）

 7月

 8月

 9月 （9月）第2回漢字統一試験（※3）

 10月

 11月

 12月 （12月）第3回漢字統一試験（※3）

25年 1月

2月 　　

3月 （３月）第4回漢字統一試験（※3）

4月 （（4月）漢字統一試験再試）

5月

6月 （6月）国家試験対策ｳｫｰﾐﾝｸﾞアップ試験（※4）

7月

8月

9月

10月

11月

12月

26年

27年 1月

その他の学習支援について

① 過去の国家試験問題の翻訳版（英語・インドネシア語）の提供（JICWELSホームページより入手可）

② 巡回訪問で日本語習得レベルを測定し、漢字統一試験の成績等を踏まえて学習アドバイスを行う（年１回実施）

③ 定期的な集合研修により、日本語の習得状況を確認し、個々の候補者に合った継続学習を支援（平成24年度外国人

介護福祉士候補者学習支援事業にて実施）

 漢字統一試験等について

※1 就労開始時点での国家試験対策に必要な日本語能力を測る試験。試験成績を踏まえて、学習プログラムを提供する

※2 「看護・介護の言葉と漢字ワークブック（やさしい漢字とカタカナ語）」の習得度を測る試験（全1回）

※3 「介護の言葉と漢字ワークブック」の習得度を測る試験（試験範囲あり）（全4回、再試1回）

※4 平成25年度外国人介護福祉士候補者学習支援事業にて実施予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　国際交流＆日本語支援Ｙ　不許可複製・転載　」

　　　　　

平成２３年度インドネシア人・フィリピン人介護福祉士候補者用

《 学習プログラム　３　》

学習内容と使用教材
●基礎漢字約300字、カタカタ語の習得（教材）「看護・

介護の言葉と漢字ワークブック （やさしい漢字とカタカナ語）」 
●文法の復習（教材）6か月間日本語研修で使用した教材 

 

●介護の頻出漢字約450字と1000語彙の習得 
 （教材）「介護の言葉と漢字ハンドブック」 
      「介護の言葉と漢字ワークブック」 
 （補助教材）  「毎日の漢字テスト」、「言葉の使い方ドリル」 
 

●読解力・速読力の養成 
 （教材）「国家試験対策 段階別事例問題読解」 

 

●試験問題頻出漢字・語彙等の習得 
 （教材）「国家試験対策  ウォーミングアップ」 

●受験学習に向けた専門分野基礎知識の習得 
 （教材）「外国人のための介護福祉士国家試験対策 
       新カリキュラムⅠ（人間と社会） 

       新カリキュラムⅡ（介護） 
       新カリキュラムⅢ（こころとからだのしくみ）」                                        

介護福祉士国家試験受験 

25年7月以降 
  国家試験対策支援実施（予定） 

●受験学習（過去問題の演習、重要語句習得等） 
 （教材）過去問題集、重要語句集等 



年 月 学習支援

24年  1月 ＇1月（日本語統一試験＇就労開始時（＇※1（

 2月 ＇2月（個別学習プログラムの提供・学習説明会

 3月 (３月（学習説明会

 4月 ＇4月（第1回漢字統一試験＇※2（

 5月

 6月

 7月 ＇7月（第2回漢字統一試験＇※2（

 8月

 9月

 10月 ＇10月（第3回漢字統一試験＇※2（

 11月

 12月

25年 1月 ＇1月（第4回漢字統一試験＇※2（

2月 ８０％以下の場合はプログラムを変更

3月 　　

4月

5月

6月 ＇6月（国家試験対策ｳｫｰﾐﾝｸﾞアップ試験＇※３（

7月

8月

9月

10月

11月

12月

26年

27年 1月

① 過去の国家試験問題の翻訳版＇英語・インドネシア語（の提供＇JICWELSホームページより入手可（

② 巡回訪問で日本語習得レベルを測定し、漢字統一試験の成績等を踏まえて学習アドバイスを行う＇年１回実施（

③ 定期的な集合研修により、日本語の習得状況を確認し、個々の候補者に合った継続学習を支援＇平成24年度外国人

介護福祉士候補者学習支援事業にて実施（

※1 就労開始時点での国家試験対策に必要な日本語能力を測る試験。試験成績を踏まえて、学習プログラムを提供する

※2 「介護の言葉と漢字ワークブック」の習得度を測る試験＇試験範囲あり（＇全4回（

※3 平成24年度外国人介護福祉士候補者学習支援事業にて実施予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　国際交流＆日本語支援Ｙ　不許可複製・転載　」

その他の学習支援について

漢字統一試験等について

平成２３年度インドネシア人・フィリピン人介護福祉士候補者用

学習内容と使用教材

　

《 学習プログラム　２　》

 
 

 
 

●介護の頻出漢字約450字と1000語彙の習得 
 ＇教材（「介護の言葉と漢字ハンドブック」 
      「介護の言葉と漢字ワークブック」 

 ＇補助教材（  「毎日の漢字テスト」、「言葉の使い方ドリル」 
 
 
 
 

●読解力・速読力の養成 
 ＇教材（「国家試験対策 段階別事例問題読解」 

 
●試験問題頻出漢字・語彙等の習得 
 ＇教材（「国家試験対策  ウォーミングアップ」 
 

介護福祉士国家試験受験 

2５年７月以降 
  国家試験対策支援実施＇予定（ 

●受験学習に向けた専門分野基礎知識の習得 
 ＇教材（「外国人のための介護福祉士国家試験対策 
       新カリキュラムⅠ＇人間と社会（ 

       新カリキュラムⅡ＇介護（ 
       新カリキュラムⅢ＇こころとからだのしくみ（」                                        

●受験学習＇過去問題の演習、重要語句習得等（ 
 ＇教材（過去問題集、重要語句集等 



年 月 学習支援

24年  1月 ＇1月（日本語統一試験＇就労開始時（＇※1（

 2月 ＇2月（個別学習プログラムの提供・学習説明会

 3月 (３月（学習説明会

 4月 ＇4月（第4回漢字統一試験

 5月 ●試験問題頻出漢字・語彙等の習得 　　　　８０％以下の場合はプログラムを変更

 6月 (教材（「国家試験対策ウォーミングアップ」 ＇６月（国家試験対策ｳｫｰﾐﾝｸﾞアップ試験＇※2（

 7月

 8月 ＇８月（国家試験対策新カリキュラムⅠ前半試験＇※2（

 9月 ＇９月（国家試験対策新カリキュラムⅠ後半試験＇※2（

 10月

 11月

 12月 ＇１２月（国家試験対策新カリキュラムⅡ前半試験＇※2（

25年 1月

2月 ＇２月（国家試験対策新カリキュラムⅡ後半試験＇※2（

3月 ＇３月（まとめの試験＇※2（

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

26年

27年 1月

① 過去の国家試験問題の翻訳版＇英語・インドネシア語（の提供＇JICWELSホームページより入手可（

② 巡回訪問で日本語習得レベルを測定し、漢字統一試験の成績等を踏まえて学習アドバイスを行う＇年１回実施（

③ 定期的な集合研修により、日本語の習得状況を確認し、個々の候補者に合った継続学習を支援＇平成24年度外国人

介護福祉士候補者学習支援事業にて実施（

※1 就労開始時点での国家試験対策に必要な日本語能力を測る試験。試験成績を踏まえて、学習プログラムを提供する

※2 平成25年度外国人介護福祉士候補者学習支援事業にて実施予定

　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　国際交流＆日本語支援Ｙ　不許可複製・転載　」

その他の学習支援について

漢字統一試験等について

平成２３年度インドネシア人・フィリピン人介護福祉士候補者用

学習内容と使用教材

《 学習プログラム　１　》

●介護の頻出漢字約450字と1000語彙の習得 
 ＇教材（「介護の言葉と漢字 ハンドブック」 「介護の言葉と漢字 
ワーク    ブック」＇補助教材（  「毎日の漢字テスト」、「言葉の使い方
ドリル」 

●読解力・速読力の養成 

介護福祉士国家試験受験 

25年2月以降 
  国家試験対策支援実施＇予定（ 

●受験学習に向けた専門分野基礎知識の習得 
 ＇教材（「外国人のための介護福祉士国家試験対策 

       新カリキュラムⅠ＇人間と社会（ 
       新カリキュラムⅡ＇介護（ 

       新カリキュラムⅢ＇こころとからだのしくみ（」                                        

●受験学習＇過去問題の演習、重要語句習得等（ 
 ＇教材（過去問題集、重要語句集等 


