働くあなたとニッソーネットをつなぐ★ライフスタイルペーパー
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特集 「介護福祉士受験対策問題集アプリ 2014」について

介護福祉士受験対策問題集アプリ 2014

ほっと倶楽部
オリジナル！

2014年1月実施の試験まで約3ヶ月と迫ってきました！受験申込手続きは9月6日に締切にな
りましたが、今年度受験する！というスタッフさんも多いのではないでしょうか。そこで、ほっと
倶楽部の介護福祉士受験対策講座がアプリになった『介護福祉士受験対策問題集2014』を
ご紹介します！
出題される問題は、すべてほっと倶楽部のオリジナル問題です。

新カリキュラムに対応

問題を○×形式で解いていき、分かりやすい解説で理解をしながら効率
よく学習が進められます！
また、間違えた問題は、
あとからまとめて復 習
で き る「 不 正 解 問 題
機能」つき！
通勤の合間などのスキマ
時間に効率よく学ぶこと
ができます。

領域

大項目
無料版

こころとからだのしくみ
350円

人間と社会
170円

11月リリース予定

介護
350円
12月リリース予定
iPhone

アプリダウンロード方法

20

・発達と老化の理解
・認知症の理解
・障害の理解
・こころとからだのしくみ

350

・人間の尊重と自立
・社会の理解
・人間関係とコミュニケーション

150

・介護の基本

100

・コミュニケーション技術
・介護過程

150

・生活支援技術

150

直前総仕上げドリル
85円

設定数

（一問一答）

Andoroid

99円

120

① ア プ リダ ウン ロ ード サイト の i Tu n e s
(iPhone)またはＧｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ
（Ａｎｄｒｏｉｄ）
にて「介護福祉士」でアプリを このアイコンが
目印です！
検索。
②「介護福祉士受験対策問題
集2014」のアプリを選択。あと
は画面に従ってダウンロード。
iPhone
の方は
こちら

Android
の方は
こちら

スマートフォンをお持ちの方は、気軽にお試し頂ける無料版でぜひ試してみてくださいね！!
アプリなら、外出中や休憩時間はもちろん、試験の直前まで苦手な問題を何度も繰り返し学習することが
できます。ぜひ、合わせて活用して、合格をめざしてくださいね！

１日

ニッソーネットでステキに働く

スタッフさんのある

庄司 麻理子 さん
派遣勤務先

老人保健施設

所属：千葉
Syoji Mariko

派遣勤務年数 １年半

介護老人保健施設で１年半、活躍しているスタッフさ
んです。ご主人が早く帰られたときは一緒にウォーキ
ング、次の日がお休みの時はスーパー銭湯でリフレッ
シュ！が趣味という庄司さん。主婦業とお仕事をしっ
かり両立されています！

ＡＭ ６：００

ＡＭ １２：３０

毎日朝はパン派☆
パンを焼きながら、自身 の 弁
当作りや洗濯したりと朝はバ
タバタです。

自分の休憩が終わると下膳、
食事量のチェックをして、口腔
ケアやトイレ介助をします。
お元気な方が多く、食事を残
している方はほぼいません。

起床

ＡＭ ７：３０
通勤

マイ自転車で駅まで。電 車を
降りて 施 設 ま で 徒 歩10 分。
10 分 間 のウォー キング は目
覚めにちょうど良いです。

ＡＭ ８：３０

勤務スタート！
前日の夜勤者より、口頭で引継
ぎを受け、トイレ介助や口腔清
拭、施設内清掃を行います。
ご利用者様のお元気な顔を見
て笑顔になります。

ＡＭ １０：００

みんなでラジオ体操
ここは元スポーツインストラ
クター の 腕 の見せどころ。皆
さんの前に立って元気良く大
きな 声 で 音 頭をとります。利
用者の皆さんも、元 気な方が
多く、各 々で きる限り大きい
振りで応えてくれます。

お食事あとのケア

ＰＭ ２：２０
リハビリ体操

お昼休憩

少し早めに食事を取られる利
用者様 のお手伝いをし、その
後、休憩に入ります。持参のお
弁当を休憩室でスタッフさん
と輪になって頂きます。

趣 味

卓

所属：さいたま 支 社

Suguru Saito

野球、フットサル

マイブーム

物件探し

好きな食べ物

甘いもの

メッセージ 皆さんこんにちは！
さいたま支社で営業を担当しております齊藤と申します。
今年の6月に入社し、早4ヶ月が過ぎました。まだまだ勉強不足で先
輩方や、スタッフさんにご迷惑をかけることもありますが、一日でも
早く一人前の営業として皆様のお役に立てるよう一生 懸命頑張り
ます！今後とも何卒宜しくお願い致します。

施！
お友達紹介キャンペーン実

専門の先生によるリハビリ体
操の時間です。半円になって先
生を取り囲み、全身運動をして
いきます。先生の面白いトーク
にスタッフ・利用者様みんなが
笑いの渦に巻き込まれます。

みなさまの周りで、介護・保育・看護のお仕事を探し
ている方はいらっしゃいませんか？

ＰＭ ３：００

就職・転職のご相談も承りますので、お友達・お知り合いの方
2,000円分
2,000円分
をぜひご紹介ください。

おやつの時間

食事・おやつは施設内で作って
いて、
本当においしいです。
季節や地方の郷土料理や月1回
の誕生会などで出てくるバリエ
ーションあふれる料理を皆さん
楽しみにしています。

ＰＭ ４：００

期間限 定で、お友達紹介キャンペーンを実施します！まずは、

紹 介され た 方が、登 録 面 談

みんな で 歌 を歌ったり、手 作
りの輪回しや玉入れをチーム
対 抗 でします。皆さん競 争事
になると、目の 色を 変 えて 取
り組んでいます。

ＧＥＴ‼

ＧＥＴ‼

を 完 了さ れ た 際、お 友 達と
ご紹介者の方に2,000円

分の商品券をプレゼント
お友達も！

いたします！

レクリエーション

わたしも！

対象期間
2013年11月1日（金）〜2014年3月31日（月）※登録面談日

◎対象となる方はこちら↓

ＰＭ ５：３０

介護のお仕事

無資格・未経験の方もOK

夕食を早めに取られる方の準
備をし、引継ぎをします。残業
もなく、いつ も時 間 通りに 終
業できます。

保育のお仕事

保育士または幼稚園教諭
の資格をお持ちの方

看護のお仕事

看護師(准看護師)の資格をお持ちの方

業務終了

ＡＭ １１：４５

齊藤

PM ６：３０

帰宅・夕食準備
スーパーで夕飯のお買い物を
して 、帰 宅 。家 事 を 済 ま せ て
21時頃に夫が帰宅し、一緒に
夕飯 です。夫 の 帰りが 遅いと
きは密かにひとりで1回 食べ
ています。そんなときは、実は
2回夕飯を食べているのは秘
密です。

PM １２：００

面談だけで
もらえます。

※ご紹介頂いた方すべてに必ずお仕事のご案内ができるとは限りません。
ご了承ください。
※当社にご登録いただいている方からのご紹介に限ります。
※登録面談のご予約時に、紹介キャンペーンご利用の旨お知らせいただけない場合や、
ご紹介者のお名前をお伝えいただけない場合はプレゼントの対象外となります
ので、ご注意ください。

お申込は下記フリーコール【無料】へ

0120-921-871

就寝

編集後記

担当営業 石塚 (いしづか)から、ひとこと！
いつも元気ハツラツな庄司さん。
元スポーツインストラクター
でバイタリティ溢れています。
私もいつも会う度に元気を頂け
ています。
お仕事でも、
利用者様みなさまに元気を振り分けて
いる事間違いないです！！これからもヨロシクお願いします！

今年も暑い夏
も終わって、過
ごしやすい秋
私は毎年、食
がやってきま
欲の秋ばか り
したね！
に
なり が ち で す
たい な・・と思
が、こと し は『ス
って い ま す。1
ポーツの秋』に
0月は季節の
される方も多
もし
変わ り目で、後
いと思います
半にか けて体
ので、体調管
調を崩
理を万全に行
ってくださいね
。

発行：株式会社ニッソーネット（0120-921-871）
Care Friend's に関するご意見・ご感想は
carefriends@nissonet.co.jp までご連絡ください。
ご意見・ご感想をいただいた方の中から、抽選でささやかなプレゼントを進呈します！

