
自社内で育成できる
外国人介護職員総合研修プログラム

オールインワン

即戦力化から介護福祉士取得へ

現場指導者の負担を大幅に軽減

一般社団法人外国人介護職員支援センター
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１年目 ２年目 ３年目 ４年目

（１）新人外国人介護研修プログラム

（２）通年国家試験対策プログラム × ３巡

コミュニケーション→申し送り・報告→記録
＆

介護基本知識

３０点 → ５０点 ６５点 ８０点国家試験点数レベル
（１２５点満点）

日本語能力レベル
Ｎ３ → → → → Ｎ３上位〜Ｎ２

基本学習動画
基本学習動画

＆
フォローアップ動画

基本学習動画
＆

フォローアップ動画

総合研修プログラム動画活用イメージ

日本語能力レベル
Ｎ４ → → → Ｎ３

動画２３６本、２１８時間
+

動画２２１本、３１２時間
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（１）新人外国人介護研修プログラム
（ハードディスクビデオセットまたはオンデマンド動画視聴）

オンデマンド動画視聴はフェイスブックを利用。

用途：就業前研修、初年度現任者研修
動画２３６本、収録２１８時間

市販テキストは別途購入ください。
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新人外国人介護研修動画
（ハードディスクビデオセット）

コンテンツの強み

★双方向性をもった教室臨場感のある学習動画で構成

★学習動画の大半は実際の海外在住外国人へのＺＯＯＭ授業を編集収録

★介護の日本語は技能実習来日後研修使用テキストで基礎からスタート

★現場の声かけ、コミュニケーション、申し送り、報告、記録で双方向性発揮

★記録、ヒヤリハット、事故報告書の作成まで徹底指導

★介護知識は特定技能評価試験学習テキストをふりがな付きで徹底復習

★介護保険制度と国家試験漢字も事前学習

★授業形式動画が多く、職場研修で応用利用が容易
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入国前、
入国直後、
就業開始時、

できるだけ早く開
始し、最⻑１年で
履修。
（入国直前介護研
修用動画含む）

単体価格
ハードディスク版
３６万円→１８万
円に値下げ

新人外国人介護研修動画

動画本数 １本平均 動画時間

介護日本語基礎知識 基本動画★ １３本 １９分 約４時間

介護日本語基礎知識 フォローアップ講義 ２３本 ５４分 約２１時間

介護日本語会話Ａ（現場声かけ） テキスト読み学習★ ９本 ２４分 約４時間

介護日本語会話Ａ（現場声かけ） 用語★ ２本 ５３分 約２時間

介護日本語会話Ａ（現場声かけ） フォローアップ講義★ ３５本 ６７分 約３９時間

介護日本語会話Ｂ（コミュニケーション）場面紹介 １０本 １０分 約２時間

介護日本語会話Ｂ（コミュニケーション） 講義 ２６本 ５８分 約２５時間

介護日本語総合学習 基本動画 ２０本 ７６分 約２５時間

介護日本語総合学習 フォローアップ講義 ４８本 ５７分 約４６時間

介護日本語合計 １８６本 ５４分 約１６８時間

介護知識 初級編★ １３本 ５７分 約１１時間

介護知識 上級編★ １２本 ５０分 約１０時間

日本の介護保険制度入門編★ １４本 ６７分 約１６時間

国家試験の漢字 １１本 ６６分 約１２時間

介護知識合計 ５０本 ６０分 約５０時間

２３６本 ５５分 約２１８時間

介
護
日
本
語

介
護
知
識

総合計

★マークは入国直前研修動画と同一
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（参考）入国後の隔離期間や就業準備期間中に最適

入国直前介護研修
動画を来日後に転
用

入国前、
入国直後、
就業開始時

単体価格
ハードディスク版
２０万円→１０万
円に値下げ

海外での事前研修用に厳選抜粋した動画群
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（２）通年制介護福祉士
国家試験対策プログラム
（ハードディスクビデオセット）

コンテンツの強み

★第３４回外国人合格者２９名
第３３回外国人合格者２８名

★双方向性をもった教室臨場感のある基本学習動画
★基本学習と連動するフォローアップ動画との最強の組み合わせ
★基本学習は授業形式のため、職場研修で応用利用が容易

２期連続
日本一

第３３回と第３４回
国家試験外国人合格者数で比較
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オンラインのみで2期連続日本一の外国人合格者数を達成したプログラムを
最新版にバージョンアップ フォローアップ動画でモチベーションアップ

通年プログラム

単体価格
ハードディスク版
２０万円

左にあるテキストを使用しています
ので、動画購入の場合は、別途これ
らのテキストを購入ください。

通年介護福祉士国家試験対策プログラム動画

動画本数 １本
平均 動画時間

（前期）基礎知識と全科目概要 ３５本 ９２分 約５４時間

（中期）全科目合格必須知識 ３９本 １０７分 約６９時間

（後期）総仕上げ＆直前対策 ３１本 １１７分 約６０時間

教室タイプ講義動画合計 １０５本 １０５分 約１８３時間

（前期）基礎知識と全科目概要 ３３本 ６０分 約３３時間

（中期）全科目合格必須知識 ３８本 ６４分 約４１時間

（後期）総仕上げ＆直前対策 ３１本 ７０分 約３６時間

（後期）直前対策クイズ等付録 １４本 ８２分 約１９時間

フォローアップＺＯＯＭ授業動画合計 １１６本 ６７分 約１２９時間

２２１本 ８５分 約３１２時間

教
室
タ
イ
プ
講
義

フ

ォ
ロ

ー
授
業

総合計



（参考）国家試験受験年度のオンラインの場合の学習スケジュール
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前期 中期 後期

国家試験対策ビデオは下記にあるWebTutor動画とＺＯＯＭ教室部分に該当します。

教室タイプ講義部分

フォロー授業部分
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教育支援サービス一覧
主力学習コンテンツ＆サービス

（１）外国人介護職員総合研修プログラムビデオ（４年
間プログラム）

ハードディスク込み360,000円
動画457本、約530時間。
新人外国人介護研修動画と通年介護福祉士国家試験対策プログラムの統
合セット版（下記（２）と（３）のセット特別価格）

（２）通年介護福祉士国家試験対策プログラムビデオ ハードディスク込み200,000円
動画221本、約312時間。
教室タイプ講義とフォロー授業動画の年間プログラム

（３）新人外国人介護研修動画 ハードディスク込み180,000円
動画236本、約218時間。
介護日本語基本学習動画＆フォロー授業動画及び介護知識学習動画

（４）通年介護福祉士国家試験対策オンラインコース 一人当たり20,000円

２月から翌年１月まで、週２回の講義動画配信と週２回のＺＯＯＭ授業
の自律型学習。
職員本人が個人で申し込む場合は、ＩＮＡ会員に入会することで特定技
能外国人無料、その他１万円の受講制度あり。

（５）新人外国人介護研修動画オンラインコース 一人当たり20,000円
上記（３）をオンラインで学習。動画218本、約200時間、視聴期間は12
か月。

（６）入国直前介護研修動画 ハードディスク込み100,000円
動画98本、約87時間。
上記（３）のうち、２-３か月集中学習用に動画をアレンジ。

（７）入国前介護研修動画オンライン視聴コース 一人当たり10,000円
上記（６）のオンライン版。視聴期限は6か月（入国準備期間中から来日
後まで、最⻑６か月利用可能）。

（８）介護福祉士養成校２年次用試験対策講義動画 ハードディスク込み120,000円
上記（２）通年介護福祉士国家試験対策の教室タイプ講義の動画。動画
105本、約183時間。校舎（キャンパス）単位での購入が必要。

（９）介護福祉士養成校１年次用対策入門講義動画 ハードディスク込み60,000円
国家試験対策に入る前の基礎知識習得。動画82本、約79時間。校舎
（キャンパス）単位での購入が必要。介護施設も購入可能。

（１０）受験生個人向け限定、介護福祉士試験対策ビデ
オフルコース

ハードディスク込み58,000円 動画71本、約120時間

上記価格はすべて税込。 購入検討者の方の１週間試聴にも対応。
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教育支援サービス一覧

その他コンテンツ＆サービス
下記は要望があれば応相談。

留学生用フォローアップＺＯＯＭ講義９０分 一人当たり2,000円／回・週 学校・月単位の申し込みが必要。試験対策講義動画導入校は半額。

外国人介護福祉士試験対策指導講師OJT養成研修 120,000円／年 年間試験対策講義動画導入校は半額

介護福祉士学習前の介護知識復習オンラインビデオ
一人当たり5,000円 海外は代理
法人（※）経由のみ

動画38時間。視聴期間は3か月

介護知識復習収録ビデオ
ハードディスク込み60,000円 海
外は代理法人（※）経由のみ

動画38時間。現地日本語学校または送り出し機関単位での購入が必要

介護日本語収録ビデオ
ハードディスク込み60,000円 海
外は代理法人（※）経由のみ

動画48時間。現地日本語学校または送り出し機関単位での購入が必要

上記価格はすべて税込。 購入検討者の方の１週間試聴にも対応。
（※）代理法人とは、現地送り出し機関や日本語学校と提携する日本側受け入れ機関や人材紹介会社に限定され、外国人介護職員支援センターへの注文主となりま
す。



法人名 ：一般社団法人外国人介護職員支援センター
(Foreign Caregivers Support Center Inst.)

設立 ：２０１８年１月１１日（創業２０１６年５月）
事務所 ：千葉県市川市八幡5-15-14

TEL 047-713-6214 FAX 043-332-9640

代表理事 ：井上文二

教育部門屋号：マリーアンドパートナーズ(Marie & Partners)

ＨＰ ：http://caregiverjapan.org

フェイスブック：https://www.facebook.com/marie.and.partners/

活動内容 ：外国人介護職向け介護関連教育
日本人含む全介護職対象介護福祉士試験対策支援
外国人総合相談・助言活動（国内外問わず）

INAとの関係 ：ＩＮＡ（一般社団法人国際介護人財組合）と協働し
外国人及び受入介護事業者に教育支援。
ＩＮＡ賛助会員介護事業所へは外国人職員への
介護福祉士取得に向けての一貫教育プログラムを提供。
井上が代表理事を兼ねる。
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