
ヤングケアラーとその支援を学ぶ

　一般社団法人日本ケアラー連盟には「ヤングケアラー
を支援するためにヤングケアラーについて学びたい」
「講師をさがしている」という声が多く寄せられて
います。ご要望にお応えし2022年10月より誰でも
学べる講座を開催いたします。

A入門コース（10月開講）

ヤングケアラーについての理解と支援について学び
たい方向けの入門コースです。

スライドとナレーションによる学習です。
■主な学習内容
●ヤングケアラーの概要・ヤングケアラーの理解・
ヤングケアラーの課題、ヤングケアラーを支援する
ために知っておきたいことなど。

●ヤングケアラーを知るための参考図書、映画などの紹介。

B基礎コース（11月開講）

ヤングケアラーの理解と支援についての知識を持っ
たうえで、ヤングケアラーへの支援をするための基礎
力を身につけることを目標としたコースです。

講師による講義（収録）です。
※日本ケアラー連盟監修DVD「ヤングケアラーの理解と
　支援のために」の動画も使用します。
■主な学習内容
●ヤングケアラーの実態・ヤングケアラー支援の方法・
ヤングケアラー支援の事例など

　・研修プログラム作成に必要な知識も学べます。

C研修インストラクター養成コース（11月開講）

ヤングケラーを支援する研修のインストラクターを
目指すコースです。
■主な学習内容
●オンライン学習の内容はBコースと同じ内容です。
●演習は対面研修で行います。
演習では企画を提案する手法を身につけ、多様な
場面で活躍するための人材を育成します。
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2010年6月に発足。ケアラーを支える社会的仕組みを作る
ため、「ケアラー支援法」の制定や条例化を目指して、調査
研究・啓発・政策提言・ロビー活動などを行っている。また、
ケアラー支援のツールとして、「ケアラー手帳」その他に「政
策パンフレット」、研修用DVD「ヤングケアラーへの理解と
支援のために」を制作・販売している。
ＩＡＣＯ（国際ケアラー支援組織連盟：Internat iona l 
Alliance of Carer Organizations）のメンバー。

【ホームページ内の講座専用ページ】
　▶ https://carersjapan.com/e-learning-yc/
【講座専用問合せメール】
　▶ e-learning-yc＠carersjapan.com

TEL：０３-３３５５-８０２８（月曜日13：00～17：00）
住所：〒160-0022
　　　東京都新宿区新宿１-24-７ ルネ御苑プラザ513号室
H　P：https://carersjapan.com/

本講座（eラーニング）の特徴
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●生配信ではないので、いつでも好きな時間に少しずつ学べ
ます。（オンクラスというeラーニングのシステムを利用）

●１つのカテゴリーを学ぶ
と次に進むことができ、
簡単なテスト（クイズ）で
学習したことを

　確認できます。
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 Ａ  入門コース（オンライン受講のみ）

ヤングケアラーについての理解と支援についての
知識を学ぶ入門コースです。
一般の方に向けたわかりやすい内容です。

■受講（配信）期間
　2022 年 10 月１日～ 2023 年２月 28 日の間
■オンライン学習時間目安：60 分
■受講料：2,000 円
■受講に向いている方

●ヤングケアラーについて学んでみたい方
●学生の方（探究学習やレポート等の参考に）

■募集人数：300 人

 B  基礎コース（オンライン受講のみ）

ヤングケアラーの基礎知識や現状を理解するための
調査データの解説、支援のあり方、事例の紹介な
ど、５人の講師の講演を通して学べるコースです。

■受講（配信）期間
　2022 年 11 月１日～ 2023 年２月 28 日の間
■オンライン学習時間目安：180 分
■受講料：8,000 円
■受講に向いている方

●自治体職員、法人（NPO 含む）関係者や職員、研究・
教育関係者、医療・福祉の専門職、民生・児童委員、
地域の支援者の方 他

■募集人数：260 人

A、B コースの特徴

■両コース共オンライン学習のため好きな時に
　いつからでも始められます
■全国どこからでも受講できます
■すきま時間に少しずつ学ぶこともできます
■修了後、希望者には受講証明書を発行します

C  研修インストラクター養成コース

ヤングケアラーの理解と支援の必要性を広める人材
となっていただくことを目標としたコースです。

■受講（配信）期間
2022 年 11 月１日～ 2023 年 1 月 20 日の間

■集合研修（東京会場） 
1 月 28 日（土）、1 月 31 日（火）のいずれか

■オンライン学習時間目安 180 分＋集合研修６時間
■受講料：18,000円 （Bコース受講費＋集合（対面）研修費）
■受講に向いている方

●ヤングケアラーコーディネーターまたは、今後ヤン
グケアラーに関する研修講師を担う予定のある方、
研修インストラクターを志望する方

■募集人数：40 人
■受講条件

●対人援助や相談支援の知識がある方
●パワーポイントが使える方

■インストラクターになるには
●期間中にオンライン学習をすべて受講し、東京会場

で開催する集合研修に参加し、所定の学習を全て
修了すること

■特徴
●研修インストラクターに必要となるヤングケアラー

に関する専門知識を学べます
●集合研修の演習を通して企画立案の方法や効果的

なプレゼンテーションなど講師に必要なスキルを
学べます

C コース修了者の特典

特典①　修了証を発行
特典②　日本ケアラー連盟監修研修 DVD「ヤング

ケアラーの理解と支援のために」（１～３）
の内いずれか１巻を贈呈。

特典③　日 本 ケアラー 連 盟 の 公 式 サ イトにて
「インストラクター養成コース修了者」とし
てお名前と活動地を掲載いたします（希望
者のみ）

特典①～③は、演習（集合
研修）を修了した方のみと
なります。

（オ ンライン受講＋集合研修）

＊2022年10月1日より申込開始 ＊2022年11月1日より申込開始

＊2022年11月1日より申込開始

 
 

ヤングケアラーへの
理解と支援のために ３
〜地域のみなさまへ〜（53分）

 

１．ヤングケアラーとは

２．ヤングケアラー支援の社会的背景

３．ヤングケアラーの現状

４．ヤングケアラーが抱える問題・困難

５．ヤングケアラー支援の課題

６．ヤングケアラーを地域で支えるために

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟

            代表理事 牧野史子監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

●このＤＶＤの映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを

複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する

ことは法律で禁じられています。

●ＤＶＤビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し

てください。[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟

[制作協力]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月
©一般社団法人日本ケアラー連盟　illustration:Izumi Shiga
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ヤングケアラーへの理解と支援のために ２〜福祉･教育関係者のみなさまへ〜（60分）

 
１．ヤングケアラーとは２．ヤングケアラー支援の社会的背景
３．ヤングケアラーの現状４．ヤングケアラーが抱える問題・困難

５．ヤングケアラー支援の課題
６．多機関・専門職の連携による支援
７．多機関・専門職の連携による支援事例

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟
                理事 森田久美子
監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

●このＤＶＤの映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを

複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する

ことは法律で禁じられています。
●ＤＶＤビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し

てください。
[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟

[制作協力]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月 ©一般社団法人日本ケアラー連盟　illustration:Izumi Shiga
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ヤングケアラーへの
理解と支援のために １

〜自治体職員のみなさまへ〜（60分）

 

１．ヤングケアラーとは
２．ヤングケアラー支援の社会的背景

３．ヤングケアラーの現状
４．ヤングケアラーが抱える問題・困難

５．ヤングケアラー支援の課題

６．ヤングケアラー支援の事例

７．ヤングケアラー支援施策と先進事例

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟

            代表理事 堀越栄子 

監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

●このＤＶＤの映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを

複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する

ことは法律で禁じられています。
●ＤＶＤビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し

てください。

[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟

[制作協力]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月
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※集合研修は（1月28日、31日いずれかの）東京会場での対面研修です

※新型コロナウイルス感染等の拡大防止のため、状況により、集合（対面）
　研修の形態を変更する可能性があります。

全てのコースは、専用サイトからのお申込みのみです。
申込日が各コースの開始日になります。
定員になり次第締め切ります。
詳細は HP内の専用サイトをご確認ください。

C H E C K

P O I N T P O I N T

P O I N T
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