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外国人技能実習生法定講習
特定技能外国人講習

国際介護研修センターでは介護分野に特化し

安心・安全そして充実した講習を行える環境を

ご提供いたします。

International Training Center for Nursing

国際介護研修センター



明日を創造する
Create tomorrow

株式会社 小寺学園 

 KG高等学院 通信制 北千住キャンパス
 KG高等学院 通信制 江東キャンパス
 KG高等学院 通信制 自由が丘キャンパス
 KG高等学院 通信制 甲府駅前キャンパス
 イデア高等學院
 印西国際研修センター
 アジア就労支援協会

KDRコンサルティング株式会社

 アクア・ユーカリ
 茨城国際研修センター
 児童デイサービス　シエスタ
 児童デイサービス　シエスタ2
 放課後等デイサービス　いっぽいっぽ土呂
 放課後等デイサービス　いっぽいっぽ大宮氷川台

株式会社ハーベスター地所

株式会社ハーベスター・ファシリティーズ

株式会社ハーベスター・プロパティーズ

沿　革

2022年  4  月 茨城国際研修センター 開校
2018年  7  月 国際介護研修センター株式会社 設立
2018年  2  月 取手国際研修センター 開校
2016年10月 印西国際研修センター 開校
2013年  6  月 代ゼミサテライン予備校 F.E.
 アカデミー北千住校 開校
2012年  7  月 学校法人鹿島学園鹿島学園高等学校
 北千住校 開校
2006年11月 株式会社 小寺学園 設立

「明日を創造する」

人間は本来、学ぶ自由を持っており、学ぶ機会さえ与えられれば、「自信のない状態」から脱却して、自分と

社会のために「自信に満ち溢れた」社会人となることができることを私は強く信じております。

私たちは、英語教育、大学受験指導、通信制高校、外国人技能実習生の法定講習センターなどの教育

事業を通して、日本社会だけでなく、世界において「イノベーション（新しい価値）」を起こす人財育成を目指

しております。　

国際介護研修センター株式会社

代表　小寺　拓央

KODERA GROUP
since 2002.11

100名
介護100名介護専門介護100名介護専門



国際介護研修センターでは安心・安全
そして充実した法定講習/入国後講習を行える環境を提供しています。

教育、福祉現場経験が豊かな講師陣と女性センター長の目線で
キメ細かいサポートを致します。

国際介護研修センターでは介護分野に特化し安心・安全
そして充実した講習を行える環境をご提供いたします。

当研修センターは稲戸井駅から徒歩6分と駅に近いとこ
ろにあります。近隣にはスーパー・コンビニ・ドラッグス
トア・郵便局・病院・市役所・警察があり生活環境が大
変良いです。

宿泊施設も兼ねており、実習生のサポートや管理を24
時間行うことができます。生活指導員が住込みで常駐し
ておりますので授業だけではなく、生活を共にすること
で、より早く日本の生活習慣になれるようサポートを致し
ます。

面談などにも使用するミーティングスペース。 講習や食堂としても使用可能な教室。合計３部
屋完備しております。

各部屋へのアクセスが容易で避難経路としても
明確な導線がひかれています。

教室 ： 3 教室（1教室３0名収容）

台所・食堂・介護用設備多数　

職員事務所

宿直室　

寝室

総面積 ： 1,006.58　㎡

男子寮 ： 7部屋（1部屋６～８名）

女子寮 ： 7部屋（1部屋６～８名）

１人当占有面積　8㎡（別荷物置場有）

各部屋トイレ・シャワー・洗面所付

監視・防犯カメラ　完備

最大収容人数：1００名

施設設備の概要施設設備の概要

センターの紹介



国際介護研修センターでは安心・安全
そして充実した講習を行える
環境を提供しています。

教室と生活環境

Classroom and living environment

教室
１教室に３０名以上を収容できる教室を3室完備して
います。実習生達が、日本語をはじめ介護業務に特化
した講習を一所懸命学び巣立って行きます。

日々昂まっている介護分野のニーズにおいて、実際
の介護の現場設備で研修を行います。

６～８人用の宿舎が14室あり全室トイレ・シャワー
を完備しております。団体生活でのルールやマナー、
協調性を学びます。最大1０0名収容可能。

自分達で食材の買出しから調理まで国籍の垣根を超
えた食の国際交流。授業以外の共同作業によりコミュ
ニケーションも活発になります。

３部屋
完備

介護講習設備

充実の
設備

教室寄宿舎

14室の
宿舎

台所

広い
調理場



介護職種（N3とN4入国前講習によりご相談）

期間 ： 1ヶ月～2ヶ月以内
講習時間 ： 160時間から対応
法的保護情報講習 ： 8時間

日本語 ： 最短N3は80時間以上、N4は120時間以上
介護導入講習 ： 42時間

◇講習時間は入国前講習実施時間数によりご相談させて頂きます。
　※最短160時間以上になります。（法定講習時間160時間）
◇随時、日本での生活において必要と思われる事柄がある場合には内容の追加・変更することがあります。

6：00 　　　　　　　起床
6：20 　　　　　　　清掃と朝食作り
6：50 　　　　　　　朝食
8：20 ～ 11：40 午前の講義
11：50 ～ 12：50 昼食・休憩
12：50 ～ 18：30 午後の講義
18：50 　　　　　　　夕食
19：30 ～ 20：00 自習時間
20：00 ～ 22：00 自由時間
22：00                      就寝

講習内容

介護導入講習
介護の基本、コミュニケーション技術、移動の介護、食事の介護、排泄の介護、
衣服の着脱の介護、入浴・身体の清潔の介護

法的保護講習 行政書士・社会保険労務士による各法令講習

日 本 語 一般の日本語・介護の日本語・介護の漢字（弊社オリジナル教材）

カリキュラム

みんなの日本語、弊社オリジナル教材

外国人の為のやさしく学べる介護の
知識・技術介護職員初任者研修テキスト

『生活者としての外国人』に対する
日本語教育の標準的なカリキュラム
/TSUNAHIRO  ( 文化庁 )

100名
介護100名介護専門介護100名介護専門

充実の講師陣がカリキュラムに沿った最適な講習を行います。

1日の時間割 使用教材

【日 本 語】

【専門知識】

【生　　活】



STEP
1 お問い合わせ

STEP
2 お見積り

STEP
3 ご契約

STEP
4

STEP
5

申請書類サポート

センター 入所

STEP
6 入所オリエンテーション

STEP
7 行政手続き

STEP
8 所定講習

STEP
9 センター 退所

STEP
10

講習記録
提出

受講の流れ お問い合わせから退所まで

講習費用
担当者よりご説明いたします。
右の連絡先へお気軽にお問い合わせ下さい

費用

国際介護研修センターでの法定講習/研修の
スケジュールについては以下のような流れになります。

自身で考え理解できるまで丁寧に指導

体験を通して充実した実生活へ繋げます

入国後講習・担当直通番号

平日9:00～18:00 お問い合わせ受付中
０８０-７６８6-４２２５

〒302-0033茨城県取手市米ノ井178-1



研修は経験豊富な講師陣がサポート

「技術を学び、日本を学ぶ。育てた想いを抱きそれぞれの活躍の場所へ」

海外から希望と不安を胸に抱えて来日される皆さん。そして、受け入れ

る企業様、サポートに携わる方々も皆同じ想いであると思います。

永く安心して日本で過ごしてほしいとの想いから、私どもは語学学校・

高等学校と教育現場で培った経験を活かし、日本語の習得や日本での

生活習慣・マナーの体得を目指しております。

企業配属前の短い期間ではございますが、皆さまの不安を和らげる場

所となりますように努めて参ります。

障害者支援事業の運営・施設長を経験し、

現在は外国人技能実習事業の運営兼センター長を兼務

国際介護研修センター株式会社 : センター長

中村　由江

KODERA GROUP
since 2002.11



印西国際研修
センター

一般150名一般150名

男性寮完備
女性寮完備

Inzai International Training Center

〒270-1327
千葉県印西市大森3533

国際介護研修
センター

介護100名介護100名

介護専門
女性センター長

International Training Center for Nursing

〒302-0033
茨城県取手市米ノ井178-1

一般150名

介護100名

茨城国際研修
センター

一般150名

介護100名

成田国際空港から1時間
茨城空港から20分

Ibaraki International Training Center

〒319-0205
茨城県笠間市押辺2531-5

小寺グループの
研修生受け入れ体制

500名
※一般・介護合計人数

私たち小寺グループのビジョンは

『環太平洋地域における人財教育の希望の光になる』というものです。

印西国際研修センターをオープンして以来、

グループで数千人の実習生に講習をさせていただきました。

これからもグループ各センターの特色を活かし、入国後法定講習の

『リーディングカンパニー』として、更なる成長をして参ります。

一般300名 介護200名
70,000円+税 120,000円+税

KODERA GROUP
since 2002.11

グループの施設紹介

国際介護研修センター

常磐自動車道「谷和原IC」から約7.9km、車で12分
関東鉄道常総線「稲戸井駅」から徒歩6分
常磐自動車道「谷和原IC」から約7.9km、車で12分
関東鉄道常総線「稲戸井駅」から徒歩6分
常磐自動車道「谷和原IC」から約7.9km、車で12分
関東鉄道常総線「稲戸井駅」から徒歩6分ACCESSACCESSACCESS 常磐自動車道「谷和原IC」から約7.9km、車で12分
関東鉄道常総線「稲戸井駅」から徒歩6分ACCESS

MAIL：mai l@tor ide .kokusaika igo.co . jp
URL ：tor ide .kokusaika igo.co . jp

入国後講習・担当直通番号

平日9:00～18:00 お問い合わせ受付中
０８０-７６８6-４２２５

〒302-0033茨城県取手市米ノ井178-1

国際介護研修センター株式会社
運営会社

KODERA GROUP
since 2002.11

柏IC

谷和原IC 新守谷新守谷新守谷新守谷

南守谷

取手

２９４

デイサービス

ファミリーマート

はな膳 ネッツトヨタ

稲 戸 井

デイサービス

ファミリーマート

はな膳 ネッツトヨタ

稲 戸 井

International Training Center for Nursing

〒302-0033茨城県取手市米ノ井178-1

ＴＥＬ ： 0297-86-6177
ＦＡＸ  :   0297-86-6178

国際介護研修センター

２９４

稲戸井
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