
２０２２ 授業概要 

科目名 

人間の尊厳と自立 

授業形態 

講 義 

授業担当 

八川 望 

授業回数 

１５ 回 

時間数 

３０ 時間 

配当年次・時期 

１年次 前期 

必修・選択 

必修科目 

【授業の目的・ねらい】 

「人間」の理解を基礎として、人間としての尊厳の保持と自立・自律した生活を支える必要性につい

て理解する。また、事例などを通し人間の尊厳・自立の理念を理解し、介護実践の場面で対応できる

倫理観と実践力を養う。 

【達成目的】 

・介護福祉においての利用者の「尊厳」や「自立」、相互の「信頼」を確保する意義を理解する。 

・介護福祉士として介護実践の場面における倫理的課題について、対応できるための基礎となる知識・

能力を身につける。 

・多様な価値観を受け入れ、相手の立場に立って考え、共感できる姿勢を身につける。 

【授業の進め方】 

プリント・資料を中心に講義や演習（個人ワーク、グループワーク）を交え授業を展開していく。 

【授業心得】 

毎回の授業を基礎からゆっくり積み重ねて行うので、主体性を持って参加する。 

【授業計画】 

1. 授業について、人間を理解するということ 

2. 人間の尊厳と利用者主体 

3. 人権思想の潮流とその具現化 

4. 人権や尊厳に関する日本の諸規定 

5. 社会福祉領域での人権・福祉理念の変遷① 

6. 社会福祉領域での人権・福祉理念の変遷② 

7. 人権尊重と権利擁護 

8. 利用者の権利侵害、高齢者虐待・身体拘束について 

9. 【演習】人権思想から人間の尊厳について学ぶ 

10. 【演習】介護保険法における尊厳と自立を考える 

11. 自立の概念の多様性、自立と自律について 

12. 介護を必要とする人々の自立と自立支援 

13. 介護を必要とする人の尊厳の保持と自立、自立支援の関係性 

14. 【演習】利用者の主体性を大切にした声掛けを考える 自立支援について 

15. 振り返り、まとめ 
 

【使用テキスト等】 

最新介護福祉士養成講座『1.人間の理解』 （中央

法規） 

 

【成績評価基準】 

学則に基づき、試験・平常点・出席率・その他を考

慮し単位認定。試験の評価基準は優 100～80、良

79～60 可59～51 不可50点以下とし可以上

を合格とする 

 



2022 授業概要（シラバス） 

科目名 

人間関係とコミュニケーション 

授業形態 

講 義 

授業担当 

畠山 友子 

授業回数 

１５ 回 

時間数 

３０ 時間 

配当年次・時期 

１年次 前後期 

必修・選択 

必修科目 

【授業の概要】 

介護福祉士は対利用者だけではなく利用者の家族のほか、介護職員間や他職種連携など対象や場面に

適した効果的な人間関係づくりが求められている。ここでは、さまざまなコミュニケーション技術を習

得しながら人間関係づくりについて学ぶ。 

【到達目標】 

①人間関係づくりの難しさと技法の重要性について理解する。 

②チームのコミュニケーションについて理解する。 

 ③他者理解や情報の伝達に必要なコミュニケーション能力を養う。 

【授業の進め方】 

 演習を中心にしながら、プリント等を用いて講義形式で行う。 

【授業心得】 

○引きつける・・・きっかけの意欲（あれ、おかしい。おもしろそうだな。） 

 ○熱中させる・・・のめり込む意欲（なるほど、わかってきた。できた。） 

 ○続けさせる・・・発展させる意欲（もっとやりたい。自分でやってみたい。） 

【授業計画】 

第 1回 オリエンテーション 人間関係とは 本科目のねらいと概要の説明 人間関係とは 人類の進化

第 2回 人間と人間関係 人類の進化 NHKスペシャル人類誕生観賞     

第 3回 人間と人間関係 人間らしさの始まり 自分と他者の理解     

第 4回 人間と人間関係 自己覚知  ジョハリの窓      

第 5回 人間と人間関係 自己覚知  エゴグラム 人間関係形成のために必要なこと   

第 6回 人間と人間関係 自己開示      

第 7回 人間と人間関係 ジェノグラム エコマップ      

第 8回 人間と人間関係 発達段階について      

第 9回 人間と人間関係 社会性の発達と人間関係      

第 10回 人間と人間関係 社会心理学からみた人間関係     

第 11回 人間と人間関係 人間関係とストレス      

第 12回 人間と人間関係 【演習】自分と他者の認識のずれについて     

第 13回 対人関係におけるコミュニケーション 種類（言語・非言語）特徴   

第 14回 対人援助関係とコミュニケーション 基本的態度     

第 15回 組織におけるコミュニケーション 組織の条件とコミュニケーションの特徴  まとめ  

【使用テキスト等】 

・最新介護福祉士養成講座１ 人間の理解（中央法規出版）                                                    

・必要資料は適宜配付する。 

【成績評価基準】 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・

その他を考慮し単位認定。試験の評価基準は

優 100～80、良 79～60 可 59～51 不可

50点以下とし可以上を合格とする 
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2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

社会の理解Ⅰ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

渡部 正尚 

授業の回数 

１５ 

時間数（単位数） 

３０（２単位） 

配当学年・時期 

１年 前後期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

１．介護福祉士の知識が必須である介護保険制度について、基礎的知識を習得する。 

２．個や集団、社会の単位で人間を理解する視点を養い、生活と社会の関係性を体系的に捉える学習とする。 

３．対象者の生活の場としての地域という観点から地域共生社会や地域包括ケアの基礎的な知識を習得する。 

〔授業の進め方〕 

１．テキストを中心に授業を進め、必要時はプリントを使用。また事例を通して個人ワーク・グループワー

クを行う。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

１．介護保険制度の目的を理解し、介護の仕事に携わる上での基本的な制度の仕組みや運用について理解で

きる。 

２．個人を構成員とする家族、地域社会、組織や集団が個人とどのようにつながっているのかを考え、生活

支援や福祉の体系が理解できる。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

１．オリエンテーション…「社会の理解」の必要性を理解する 

２．社会と生活のしくみ、家族とは…生活の要素や構造、労働・健康・教育のつながり家族の多様な機能などについて 

３．生活の基本機能①…地域社会の変化や、個人・集団・組織と地域社会のかかわりについて 

４．生活の基本機能②…社会や組織の特徴、グループワークから学ぶ社会・組織 

５．ライフスタイルの変化…労働環境や家庭、育児や介護を支えるしくみ 

６．社会組織の機能と役割①…社会福祉、社会保障、地域福祉 

７．社会組織の機能と役割②…地域福祉の発展、地域共生社会、地域包括ケアについて 

８．介護保険制度①…介護保険制度が創設された背景や目的、制度の枠組みを知る（要介護認定の手順やマネジメント） 

９．介護保険制度②…制度のしくみと介護給付を理解しよう 

10．介護保険制度③…制度のしくみと予防給付を理解しよう 

11．介護保険制度④…地域密着型サービスを知ろう 

12．介護保険制度⑤…介護保険にかかわる組織やその役割について知ろう 

13．介護保険制度⑥…専門職の役割やその特徴を知ろう 

14．介護保険制度⑦…地域の包括ケアについて理解しよう 

１５．振り返り、評価 

〔使用テキスト・参考文献〕 

中央法規出版 介護福祉士養成講座 社会の理解 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・そ

の他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優 100

～80、良 79～60 可 59～51 不可 50 点以

下とし可以上を合格とする 
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2022 授業概要    

授業のタイトル（科目名） 

政治経済 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

進  敬 

授業の回数 

１５ 回 

時間数（単位数） 

３０時間（２単位） 

配当学年・時期 

１年生 前期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的〕 

世の中の基本的な仕組みを学び、それから実際に社会で起こる諸問題を、ひとつひとつ検討し、つねに

「なぜそうなるのか」という視点を持ち続けさせる。 

〔授業の目標〕 

①現在の世の中、特に政治の仕組みについて理解し、最低限度の政経知識を社会常識として備えさせる。 

②世界や日本の政治の歴史、動き、働きを学習しながら、現在の政経の課題を感じさせるようにする。 

③介護福祉士として羽ばたくため、社会保障制度の成立は政治の関係が多いことを気付かせる。 

〔授業の進め方〕 

まず学生にプリントの資料を毎時間提示しながら、プリントのテーマや課題について、音読させ、重要

事項を覚えさせる。さらに、授業ごとに練習問題を提示しながら、その場でやらさせて採点をする。ま

た、演習として、テーマを設けて討論させ、学生の政治・経済の意識を高める。さらに現在の政治課題

について意識を持ってもらうため、テーマを設けてレポートの提出もある。 

※政治・経済の学習はめんどくさいという学生に配慮し、資料や実践例を提示しつつ、わかりやすい授

業に心がける。 

〔授業の心得〕 

①予習としてプリントをしっかり読むことの徹底 ②プリントでの復習徹底（要点をまとめる） 

③提示する練習問題を最後までやらせる ④演習でのレポートのまとめ方、発表、討論の仕方の指導 

⑤始めと終わりの挨拶の徹底（チャイム席も含む）～授業に集中させ、政治経済に興味をもたせる。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

１ 人間を尊重する日本国憲法 （１）民主政治を支える憲法 

２              （２）憲法が保障する基本的人権① 

３              （２）憲法が保障する基本的人権② 

４              （３）わたしたちの平和主義 

５ 私たちの暮らしと民主政治 （１）民主主義と日本の政治① 

６              （１）民主主義と日本の政治② 

７              （２）司法権の独立と裁判① 

８              （２）司法権の独立と裁判② 

９              （３）地方自治と住民の参加 

１０ 私たちの暮らしと経済   （１）消費生活と市場経済 

１１              （２）生産のしくみと企業・金融① 

１２              （２）生産のしくみと企業・金融② 

１３              （３）財政と政府の役割 

１４ 安心して暮らせる社会   （１）労働と社会保障 

１５              （２）これからの日本経済の課題   振り返り、評価 

〔使用テキスト・参考文献〕 

公務員試験「社会科学のマスター」 

よくでる社会科学 

政治経済が面白いほどわかる本 

テーマ別時事問題の解説 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その

他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優 100～

80、良 79～60 可 59～51 不可 50点以下と

し可以上を合格とする〔単位認定の方法及び基準〕 
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2022 授業概要 

 

授業のタイトル（科目名） 

 暮らしやすい住環境学 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

 八川 望 

授業の回数 

  １５コマ 

時間数（単位数） 

  ３０時間(２単位) 

配当学年・時期 

  １学年 前期 

 

 必修    

〔授業の目的・ねらい〕 

 高齢者人口が益々増加し、安全な在宅生活がより一層求められる中、高齢者が地域で安定した生活を営み、 

 社会参加を実現させるためにも、日頃の生活状況の安定と住環境整備は必須であるため、介護福祉士として 

 住宅内事故の現状を知り、リスクマネジメントできる力を身に付ける 

〔授業全体の内容の概要〕 

 学生にプリントの資料を毎時間提示しながら、プリントのテーマや課題について重要事項を覚えさせる。 

 住環境コーディネーター試験問題から、重要点の傾向をつかむ 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

 授業毎に練習問題を提示しながら、その場で取り組ませ採点をする。また次回授業初めにも前回の確認小テストを

実施し、苦手分野になるべく早く気付き対応する。 

 最終的には２級資格程度の取得を目指す。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 コマ数－15 コマ＜1 コマ当たり５０分〉 

１ 高齢者を取り巻く生活状況と住環境整備 

２ 住環境整備はなぜ必要か、関連する介護保険制度と高齢者向けの施策 

３ 障害者を取り巻く社会状況や住居環境 

４ 住環境コーディネーターの役割と職業倫理 

５ 障がいの捉え方 ICF 

６ リハビリと自立 高齢者の心理や心身特性 

７ 高齢者に多い疾患別の住環境（脳卒中や廃用症候群） 

８ 高齢者に多い疾患別の住環境（骨折 認知 リウマチ） 

９ 高齢者に多い疾患別の住環境（パーキンソン 糖尿病 心筋梗塞） 

１０ 障がい別の住環境整備 

１１ 環境整備とケアマネジメント 環境整備の進め方 

１２ 団らんと安全な住居環境 

１３ 入浴、排せつ、衣行為に係る空間の安全性 

１４ 多職種との連携  福祉用具の活用について 

１５ 図面について  まとめ 

[使用テキスト・参考文献〕 

まるごと覚える福祉住環境コーディネーター 2・3級 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その他を考慮し単位認定。

試験の評価基準は優 100～80、良 79～60、可 59～51、不可 50 点以下とし

可以上を合格とする 
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２０２２ 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

介護の基本Ⅰ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当 

不破 良美 

授業の回数 

３０ 

時間数（単位数） 

６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

１年 前後期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

尊厳を守る介護、自立に向けた介護について理解を深める 

〔授業全体の内容の概要〕 

介護実践の基本的姿勢について理解する 

安心かつ安全できる介護や信頼のおける介護の実現を目指す 

危機管理や関係職種の連携のあり方などを理解する 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

尊厳を守る介護、自立に向けた介護について理解を深めることができる 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

1 オリエンテーション 介護の成り立ち 

２ 専門職による「介護」誕生の社会的背景 

３ 介護概念の変遷 １９７０年代～１９８０年代の介護 

４ 介護概念の変遷 １９９０年代～２０００年以降の介護 

５ 介護保険制度の概要 

６ 訪問介護におけるサービス区分 

７ 介護福祉士の業の変遷 

８ 今後、対応が必要な介護問題を考える１ 

９ 今後、対応が必要な介護問題を考える２ 

１０ 介護福祉の理念 

１１ 尊厳を支える介護１  

１２ 尊厳を支える介護２  

１３ 尊厳を支える介護（演習） 

１４ 自立を支える介護 １章まとめ 

１５ １章振り返り 地域包括ケアシステムと自助・互助・共助・公助 

１６ 介護予防の観点と医療的ケア 

１７ 人生の最終段階の支援 

１８ 災害時の支援 

１９ 介護福祉士の活動する場と役割（演習） 

２０ 社会福祉士及び介護福祉士法 

２１ 心身の状況に応じた介護を考える・介護福祉士の義務規定（演習） 

２２ 介護福祉士養成カリキュラムの変遷 

２３ 介護福祉士を支える団体 

２４ ２章振り返り、確認 

２５ 介護福祉士の倫理１ 

２６ 介護福祉士の倫理２ 

２７ 日本介護福祉士会倫理考鋼領 

２８ 日本介護福祉士会倫理考鋼領（演習） 

２９ ３章振り返り、まとめ 

３０ これまでの振り返り、まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

 中央法規 

介護福祉士養成講座３ 介護の基本Ⅰ 

介護福祉士養成講座４ 介護の基本Ⅱ 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その他を考慮

し単位認定。試験の評価基準は優 100～80、良 79～60、

可 59～51、不可 50 点以下とし可以上を合格とする 
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２０２２ 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

介護の基本Ⅱ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

不破 良美 

授業の回数 

３０ 

時間数（単位数） 

６０時間 （４単位） 

配当学年・時期 

１年 前後期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

尊厳を守る介護、自立に向けた介護について理解を深める 

〔授業全体の内容の概要〕 

介護実践の基本的姿勢について理解する。 

安心かつ安全できる介護や信頼のおける介護の実現を目指す 

危機管理や関係職種の連携のあり方などを理解する 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

尊厳を守る介護、自立に向けた介護について理解を深めることができる。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

１ 自立に向けた介護福祉のあり方 

２ ICFの理解 

３ ICF（演習） 

４ 自立支援とリハビリテーション 

５ リハビリテーションを考えるうえでの障害の理解と評価 

６ 高齢者の身体特性と介護予防 

７ ４章振り返り、確認 

８ わたしたちの生活の理解 

９ 介護福祉を必要とする人の暮らし１  

１０ 介護福祉を必要とする人の暮らし２    

１１ 生活ニーズと生活のしづらさの理解（演習） 

１２ 高齢者のための生活を支えるフォーマルサービス「介護保険制度」 

１３ 介護保険制度における居宅サービス等（訪問・通所サービス） 

１４ 介護保険制度における居宅サービス（特定施設・ショートステイ） 

１５ 介護保険制度における居宅サービス（福祉用具・住宅改修） 

 １６ 振り返り、確認 

 １７ 介護保険制度における施設サービス 

 １８ 介護保険制度における地域密着型サービス（訪問・通所） 

 １９ 介護保険制度における地域密着型サービス（入所） 

 ２０ 振り返り、確認 

 ２１ 地域支援事業の理解（介護予防・日常生活支援総合事業） 

 ２２ 地域支援事業の理解（包括的支援事業） 

 ２３ 障がい者のためのフォーマルサービス「障害者総合支援法（介護給付費）」 

 ２４ 障害者総合支援法（訓練等給付費） 

 ２５ 障害者総合支援法（地域生活支援事業） 

２６ 振り返り、確認 生活を支えるインフォーマルサービス１ 

２７ 生活を支えるインフォーマルサービス２ 

２８ 振り返り、確認 

２９ 振り返り、まとめ 

３０ 振り返り、まとめ                       

〔使用テキスト・参考文献〕 

中央法規 

介護福祉士養成講座３ 介護の基本Ⅰ 

介護福祉士養成講座４ 介護の基本Ⅱ 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その他を考慮

し単位認定。試験の評価基準は優 100～80、良 79～60、

可 59～51、不可 50 点以下とし可以上を合格とする 

 



2022 授業概要（シラバス） 

科目名 

コミュニケーション技術Ⅰ 

授業形態 

講 義・演習 

授業担当 

畠山 友子 

授業回数 

１５ 回 

時間数 

３０ 時間 

配当年次・時期 

１年次 通年 

必修・選択 

必修科目 

【授業の概要】 

演習を中心にしながら、教科書に添って講義形式で行う。                                                                                                                         

介護場面では利用者や家族、他の専門職とのコミュニケーションが必要となる。コミュニケーションの

基本を理解したうえで、具体的なコミュニケーション技術を学ぶ。さらにコミュニケーションの意義を

理解し、チームの一員としてのコミュニケーションの方法について学ぶ。 

【到達目標】 

① 対人援助にかかわる者としてのコミュニケーションのあり方について理解することができる。 

② 多職種間のコミュニケーション技法について理解し介護実践に活用できる能力を養うことができる。 

【授業の進め方】 

 演習を中心にしながら、プリント等を用いて講義形式で行う。 

【授業心得】 

○引きつける・・・きっかけの意欲（あれ、おかしい。おもしろそうだな。） 

 ○熱中させる・・・のめり込む意欲（なるほど、わかってきた。できた。） 

 ○続けさせる・・・発展させる意欲（もっとやりたい。自分でやってみたい。） 

【授業計画】 

第 1 回 オリエンテーション 本科目のねらいと概要の説明 対象 援助関係とコミュニケーション

第 2 回 介護におけるコミュニケーションの基本 援助関係を構築するための原則 バイステックの 7 原則 

第 3 回 コミュニケーションの基本技術  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ態度に対する基本技術 傾聴   

第 4 回 コミュニケーションの基本技術  受容 共感 

第 5 回 コミュニケーションの基本技術  コミュニケーションにおける距離（対人距離）  

第 6 回 コミュニケーションの基本技術  言語的コミュニケーションの基本 非言語 隼言語  

第 7 回 目的別のコミュニケーション技術 外発的 内発的動機づけ     

第 8 回 目的別のコミュニケーション技術 ものの見方に変化を生み出す技術 リフレーミング  

第 9 回 目的別のコミュニケーション技術 【演習】リフレーミングのトレーニング 合意形成 

第 10 回 目的別のコミュニケーション技術 意思決定支援    

第 11 回 集団におけるコミュニケーション技術  集団とは 意義 種類 留意点   

第 12 回 コミュニケーション障害への対応の基本 コミュニケーション障害とは 原因  

第 13 回 コミュニケーション障害への対応の基本 視覚障害   

第 14 回 コミュニケーション障害への対応の基本 聴覚障害     

第 15 回 コミュニケーション障害への対応の基本  構音障害 振返りまとめ  

【使用テキスト等】 

・最新・介護福祉士養成講座５ コミュニケーション技術    

（中央法規出版）  

・必要資料は適宜配付する。 

【成績評価基準】 

学則に基づき、試験・平常点・出席率・その

他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優

100～80、良 79～60 可 59～51 不可 50

点以下とし可以上を合格とする 

 



2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

生活支援技術Ⅰ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当 

不破 良美 

授業の回数 

１５ 

時間数（単位数） 

３０時間（１単位） 

配当学年・時期 

１年 前後期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

「生活支援技術」の基礎を学び、介護を必要とする人がどのような状況であっても、その人らしく生き

るために必要な支援方法を適切に実践できるようになる事を目的とする。 

〔授業全体の内容の概要〕 

１．「生活」、「生活経営のプロセス」、「生活支援の考え方」を理解する。 

２．利用者やその家族等の生活史、意向について伝達できる能力を獲得する。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

学んだことを演習や実習で活かせるよう授業に臨む。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

１ 家事演習 「刺繍」 

２ 家事演習 「刺繍」 

３ 生活支援の理解 

４ 快適な室内環境 

５ 居住環境の整備 

６ 自立にむけた家事の介護（掃除・ごみ捨て） 

７ 食事の意義と目的 

８ 食品の保存 

９ 献立作成 

１０ 献立作成 

１１ 献立作成 

１２ 調理実習 

１３ 調理実習 

１４ 調理実習 

１５ 振り返り、まとめ 

 

〔使用テキスト・参考文献〕 

 中央法規 

介護福祉士養成講座６ 生活支援技術Ⅰ 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その他を考慮

し単位認定。試験の評価基準は優 100～80、良 79～60、

可 59～51、不可 50点以下とし可以上を合格とする 

 

 

 



2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

生活支援技術Ⅱ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

鈴木 亮平 

授業の回数 

４５ 

時間数（単位数） 

９０時間（３単位） 

配当学年・時期 

１年（前・後期） 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

その人らしく生きていくための環境づくりや、生活の中で求めていく幸せとは何かを的確に捉える力

と、個別性のある自立・自律や社会参加にむけた生活支援ができる様になることについて学ぶ。 

〔授業全体の内容の概要〕 

「こころとからだのしくみ」で学ぶ根拠に基づき、一人ひとり生活している状態を的確に把握し、自立

支援に資する介護を他の職種と連携し、計画的に提供できるよう、一連の流れを習得する。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

自立・自律にむけたその人に合う支援技術の習得。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数   各２時間ずつ実施 

１ オリエンテーション            ２３ 入浴介助② 

 ２ 生理学に基づいた介護、ベットメーキング  ２４ 入浴介助③ 

３ 移動、移乗介助の基礎           ２５ 入浴介助④ 

 ４ 車椅子の操作方法             ２６ 排泄介助① 

 ５ 起床介助①                ２７ 排泄介助② 

 ６ 起床介助②                ２８ 排泄介助③ 

７ 起床介助③                ２９ 排泄介助④ 

 ８ 立ち上がり介助①             ３０ 食事介助① 

 ９ 立ち上がり介助②             ３１ 食事介助② 

１０ 立ち上がり介助 3             ３２ 施設実習振り返り 

１１ 高齢者、片麻痺疑似体験          ３３ 口腔ケア① 

１２ 吐物処理                 ３４ 口腔ケア② 

１３ 歩行介助①                ３５ 口腔ケア③ 

１４ 歩行介助②                ３６ 口腔ケア④ 

１５ 歩行介助③                ３７ 演習①（起床介助編） 

１６ トランスファー①             ３８ 演習②（寝たきり編） 

１７ トランスファー②             ３９ 演習③（トランスファー編） 

１８ トランスファー③             ４０ 演習④（就寝介助編） 

１９ 着脱介助①                ４１ 演習⑤（排泄介助） 

２０ 着脱介助②                ４２ 事例演習① 

２１ 着脱介助③                ４３ 事例演習② 

２２ 入浴介助①                ４４ 技術確認試験 

４５ 技術確認試験 

〔使用テキスト・参考文献〕 

中央法規出版 

介護福祉士養成講座６ 生活支援技術Ⅰ 

介護福祉士養成講座７ 生活支援技術Ⅱ 

介護福祉士養成講座８ 生活支援技術Ⅲ 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その

他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優 100～

80、良 79～60 可 59～51 不可 50点以下と

し可以上を合格とする 

 



2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

生活支援技術Ⅲ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

鈴木 亮平 

授業の回数 

１５ 

時間数（単位数） 

３０時間（１単位） 

配当学年・時期 

１年（前・後期） 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

その人らしく生きていくための環境づくりや、生活の中で求めていく幸せとは何かを的確に捉える力

と、個別性のある自立・自律や社会参加にむけた生活支援ができる様になることについて学ぶ。 

〔授業全体の内容の概要〕 

「こころとからだのしくみ」で学ぶ根拠に基づき、一人ひとり生活している状態を的確に把握し、自

立支援に資する介護を他の職種と連携し、計画的に提供できるよう、一連の流れを習得する。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

自立・自律にむけたその人に合う支援技術の習得。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

１ 障害や疾病に応じた支援 

２ 肢体不自由に応じた介護 

３ 視覚障がいに応じた介護 

４ 聴覚・言語障害に応じた介護 

５ 重複障害に応じた介護 

６ これまでの振り返り、確認 

７ 状況に応じた介護技術①（視覚障がいにおける歩行） 

８ 状況に応じた介護技術②（視覚障害における歩行介助） 

９ 状況に応じた介護技術③（視覚障害における食事・身じたく・整容） 

１０ 状況に応じた介護技術④（肢体不自由者における歩行、階段昇降介助） 

１１ 状況に応じた介護技術⑤（肢体不自由者における起き上がり、体位変換） 

１２ 状況に応じた介護技術⑥（肢体不自由者におけるトランスファー①） 

１３ 状況に応じた介護技術⑦（肢体不自由者におけるトランスファー②） 

１４ 状況に応じた介護技術⑧（事例演習） 

１５ これまでの振り返り、確認 

〔使用テキスト・参考文献〕 

中央法規出版 

介護福祉士養成講座６ 生活支援技術Ⅰ 

介護福祉士養成講座７ 生活支援技術Ⅱ 

介護福祉士養成講座８ 生活支援技術Ⅲ 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その他を考慮

し単位認定。試験の評価基準は優 100～80、良 79～60 

可 59～51 不可 50点以下とし可以上を合格とする 
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2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

介護過程Ⅰ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

畠山 友子 

授業の回数 

１５ 

時間数（単位数） 

３０（２単位） 

配当学年・時期 

１年 前後期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

 「介護」を提供するプロセスとして、情報収集、情報の解釈・分析、課題ニーズの明確化、介護計画

の立案、実施、評価の一連の流れについて理解し、知識の統合を図る。事例演習を多く取り入れ、個別

の生活課題や潜在能力を引き出すためのアセスメント、また、介護における ICF の重要性の理解と活用

ができることを目的とする。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

 １）介護過程の意義が理解でき、方法と手順の意味を理解して説明ができる。       

２）介護における ICFの重要性、基本的特徴が理解できる。 

３）困難な学習内容にも自ら立ち向かう探究心と意欲が持てる。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数  （各時間２ｈ） 

１． オリエンテーション・介護過程とは？全体像【演習】マンダラート      

２． 介護過程の全体像【演習】遅刻するクラスメイトへの対応(アセスメント・グループワーク演習)  

３． 介護過程の全体像【演習】遅刻するクラスメイトへの対応（計画・グループワーク演習） 

４． 介護過程の全体像【演習】遅刻するクラスメイトへの対応（紙媒体作成・グループワーク演習） 

５． 介護過程の全体像 グループワーク演習発表  介護過程を展開するとは 

６． 介護過程の意義・目的 次回グループワークの説明 

７． 具体的な場面から必要な知識技術を考えてみよう【場面 1】（グループワーク演習） 

８． グループワーク演習【場面 1】必要な支援は？何のために？どのような方法で？ 

９． グループワーク演習【場面 1】紙媒体作成 

１０． グループワーク演習発表  

１１． 実習中の介護過程の展開について・振返り 

１２． 具体的な場面から必要な知識技術を考えてみよう【場面２】（グループワーク演習） 

１３． グループワーク演習【場面２】必要な支援は？何のために？どのような方法で？ 

１４． グループワーク演習【場面２】紙媒体作成 

１５． グループワーク演習発表  

〔使用テキスト・参考文献〕 

新・介護福祉士養成講座９「介護過程」（中央法規出版）  

最新介護福祉士全書７「介護過程」（メヂカルフレンド社） 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その他を考慮

し単位認定。試験の評価基準は優 100～80、良 79～60 

可 59～51 不可 50 点以下とし可以上を合格とする 
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2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

介護過程Ⅱ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

畠山 友子 

授業の回数 

１５ 

時間数（単位数） 

３０（１単位） 

配当学年・時期 

１年 前後期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

「介護」を提供するプロセスとして、情報収集、情報の解釈・分析、課題ニーズの明確化、介護計画の

立案、実施、評価の一連の流れについて理解し、知識の統合を図る。事例演習を多く取り入れ、個別の

生活課題や潜在能力を引き出すためのアセスメント、自立支援に沿った介護計画の立案・実施・評価、

多職種協同によるチームアプローチの必要性を理解する。また、介護における ICF の重要性の理解と活

用ができることを目的とする。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

１）介護を必要とする利用者の全体像を理解し、模擬事例の介護計画の立案を一人で行えるようになる。

２）説明と同意・チームアプローチ・ケアカンファレンスの意義について理解できる。 

３）困難な学習内容にも自ら立ち向かう探究心と意欲が持てる。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数  （各時間２ｈ） 

１．介護過程の理解 介護過程の全体像 アセスメントとは・方法  情報収集の方法・留意点 

２．介護過程の理解 介護過程の全体像 情報の解釈・関連付け・統合化 課題の明確化 

３．介護過程の理解 介護過程の全体像 アセスメントの実際 【事例演習】    

４．介護過程の理解 介護過程の全体像 アセスメントの実際 【事例演習】    

５．介護過程の理解 介護過程の全体像 アセスメントにおける留意点    

６．介護過程の理解 介護過程の全体像 計画の立案 介護計画とは  

長期目標・短期目標 目標の設定の仕方 目標の表現方法 優先順位  

８．介護過程の理解 介護過程の全体像 計画の立案 支援内容・支援方法 【事例演習】  

９．介護過程の理解 介護過程の全体像 計画の立案 【事例演習】目標の設定における留意点  

１０．介護過程の理解 介護過程の全体像 【事例演習】アセスメント 計画の立案   

１１．介護過程の理解 介護過程の全体像  実施のための準備、実施の際の留意点、実施状況の把握、実施の記録 

１２．介護過程の理解 介護過程の全体像 評価の意義と目的、評価の内容、評価の方法、評価の際の留意点、 

計画修正の必要性の検討、研究的視点     

１３．介護過程とチームアプローチ 介護過程とケアマネジメントの関係性     

１４．介護過程とチームアプローチ チームアプローチにおける介護福祉士の役割   

１５．介護過程Ⅱ まとめ  学んだことを振り返り確認し振り返りシートにまとめる。  

〔使用テキスト・参考文献〕 

新・介護福祉士養成講座９「介護過程」（中央法規出版）  

最新介護福祉士全書７「介護過程」（メヂカルフレンド社） 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その他を考慮

し単位認定。試験の評価基準は優 100～80、良 79～60 

可 59～51 不可 50 点以下とし可以上を合格とする 
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2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

介護総合演習Ⅰ 

授業の種類 

講義・演習  

配当学年・時期 

１年 前後期 

授業担当者 

不破 良美 

授業の回数  １５回 時間数（単位数）  ３０（１単位） 必修   選択 

〔授業の目的〕 

介護実習に向けて心構え、予備知識、動機づけ等の準備を行い、介護実習中には実践力が身につけることができ

るようにし、実習後は十分な振り返りを行うことでより効果的な介護実習を行えるようにすることを目的とする。 

〔到達目標〕 

１）介護施設の概要と利用者の生活像を整理・理解でき、介護福祉士としての役割を明確化できる。 

２）他者理解に必要な基本的コミュニケーション方法やマナーを習得する。 

３）実習のイメージを膨らませ、自身の目標や学習課題を言語化・明確化できる。 

〔授業の進め方（授業の方法）〕 

演習を中心にしながら、プリント等を用いて講義形式で行う。 

実習に向けて心構え、予備知識、動機づけ、実習記録の書き方等の講義を中心に演習を交え実施する。実習後の

振り返りとして実習報告会の開催に向けて準備をする。次年度の実習に向けての課題を明らかにできるよう授業

を展開する。 

〔留意点〕 

１)「介護総合演習」は「介護実習」との組み合わせの学びであることを、学生が理解できるように留意する。 

２)「介護実習」を円滑かつ有効に行う為に必要な知識や技術の学習は、実習の時期や内容と連動しながら継続

的、総合的に行うように留意する。 

３)実習目標や実習課題は、学生個々の状況を踏まえながら実習の過程や時期に応じたものとし、学生が主体的

に自己の目標や課題を挙げることができるように留意する。 

４)事例発表の仕方、実習に係わるコミュニケーションの方法について、学生が理解できるように留意する。 

５)カンファレンスの進め方やグループディスカッションの方法について学生が理解できるように留意する。  

〔授業計画（各回のテーマ・内容）〕 

第 1 回 オリエンテーション 2 年生実習結団式に参加 決意表明を聞きイメージする 

第 2 回 2 年実習報告会に参加 意見交換 

第 3 回 介護総合演習の位置づけ,目的 実習実施要綱 実習個人票、誓約書作成  

第 4 回 特養・老健介護実習に向けて  特養、老健とは 事前準備 

第 5 回 特養・老健介護実習に向けて  施設概要を調べる 目標設定 

第 6 回 事前オリエンテーション 日程調整   実習日誌について 実習日誌製本  日誌の書き方 

第 7 回 通所介護・障がいサービス・グループホーム等実習に向けて 個人票・誓約書作成  

第 8 回 通所介護・障がいサービス・グループホーム等実習に向けて 施設概要を調べる 

第 9 回 敬語の使い方 実習の心得  

第 10 回 日誌の書き方 

第 11 回 実習結団式  概要の確認 目標の確認 

第 12 回 特養・老健介護実習振り返り 自己評価 礼状作成 レポート作成               

第 13 回 通所介護実習に向けて 通所介護・通所リハとは  

第 14 回 通所介護実習に向けて 日誌製本 目標の確認 注意事項  

第 15 回 通所介護実習振返り 自己評価 礼状作成 レポート作成 

〔使用テキスト・参考文献〕 

新･介護福祉士養成講座 10「介護総合演習・介護実習」 

（中央法規出版） 

最新介護福祉士全書８「介護総合演習」（メヂカルフレンド社） 

目で見て覚える！介護福祉士国試ナビ（中央法規出版） 

〔単位認定の方法及び基準〕 

実習に向けて及び実習後の実習報告会に取り組

む姿勢意欲、発表内容、受講態度を１００点満点

で総合評価                                             

優 100～80、良 79～60 可 59～51  

不可 50 点以下とし可以上を合格とする                                                                 
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2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

介護総合演習Ⅱ 

授業の種類 

講義・演習  

配当学年・時期 

１年 前後期 

授業担当者 

不破 良美 

授業の回数  １５回 時間数（単位数）  ３０（１単位） 必修   選択 

〔授業の目的〕 

介護実習に向けて心構え、予備知識、動機づけ等の準備を行い、介護実習中には実践力が身につけることができ

るようにし、実習後は十分な振り返りを行うことでより効果的な介護実習を行えるようにすることを目的とする。 

〔到達目標〕 

１）介護施設の概要と利用者の生活像を整理・理解でき、介護福祉士としての役割を明確化できる。 

２）他者理解に必要な基本的コミュニケーション方法やマナーを習得する。 

３）実習のイメージを膨らませ、自身の目標や学習課題を言語化・明確化できる。 

〔授業の進め方（授業の方法）〕 

演習を中心にしながら、プリント等を用いて講義形式で行う。 

実習に向けて心構え、予備知識、動機づけ、実習記録の書き方等の講義を中心に演習を交え実施する。実習後の

振り返りとして実習報告会の開催に向けて準備をする。次年度の実習に向けての課題を明らかにできるよう授業

を展開する。 

〔留意点〕 

１)「介護総合演習」は「介護実習」との組み合わせの学びであることを、学生が理解できるように留意する。 

２)「介護実習」を円滑かつ有効に行う為に必要な知識や技術の学習は、実習の時期や内容と連動しながら継続

的、総合的に行うように留意する。 

３)実習目標や実習課題は、学生個々の状況を踏まえながら実習の過程や時期に応じたものとし、学生が主体的

に自己の目標や課題を挙げることができるように留意する。 

４)事例発表の仕方、実習に係わるコミュニケーションの方法について、学生が理解できるように留意する。 

５)カンファレンスの進め方やグループディスカッションの方法について学生が理解できるように留意する。  

〔授業計画（各回のテーマ・内容）〕 

第 1 回 障がいサービス実習に向けて   障がいサービスとは 日誌製本 目標の確認 注意事項 

第 2 回 障がいサービス実習振返り 自己評価 礼状作成 レポート作成  

第 3 回 グループホーム等実習に向けて GH･小規模多機能型居介護とは 日誌製本 目標の確認 注意事項  

第 4 回 グループホーム等実習振返り 自己評価 礼状作成 レポート作成 

第 5 回 実習後の評価と振り返り学習   事後学習の意義と目的  実習報告会について 

第 6 回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会準備 目標に対する達成度、反省、課題をまとめる 

第 7 回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会準備 報告事項をまとめパワーポイントを作成する 

第 8 回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会準備 報告事項をまとめパワーポイントを作成する 

第 9 回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会準備 報告事項をまとめパワーポイントを作成する 

第 10回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会準備 報告事項をまとめパワーポイントを作成する 

第 11回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会準備 報告事項をまとめパワーポイントを作成する 

第 12回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会リハーサル  

第 13回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会リハーサル 

第 14回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会リハーサル 最終確認 

第 15回 実習後の評価と振り返り学習   実習報告会  1年生の実習の振り返りと学びの共有化を図る 

〔使用テキスト・参考文献〕 

新･介護福祉士養成講座 10「介護総合演習・介護実習」 

（中央法規出版） 

最新介護福祉士全書８「介護総合演習」（メヂカルフレンド社） 

目で見て覚える！介護福祉士国試ナビ（中央法規出版） 

〔単位認定の方法及び基準〕 

実習に向けて及び実習後の実習報告会に取り組

む姿勢意欲、発表内容、受講態度を１００点満点

で総合評価                                             

優 100～80、良 79～60 可 59～51  

不可 50点以下とし可以上を合格とする                                                                 
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2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

  介護実習Ⅰ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

  畠山 友子 

時間数（単位数） 

２００時間（４単位） 

配当学年・時期   

1 年次・通年 

 

 必修   選択 

〔介護実習の目的〕 

（１）統 合 

学内で学ぶさまざまな科目の内容は、社会福祉制度や生活援助、利用者の理解に関する知識や概念である。そ

れらは利用者の生活に関わる一部分の知識や概念である。それらは関連付けられ、統合化されなければ実践的に

活用できない。それらを統合する場が実習である。 

実習で出会う利用者は、心身機能に障害があり、社会福祉制度を利用し、さまざまな生活ニーズを持ち生きて

いる「個人」である。その「個人」を理解し、その「個人」の生活を少しでも改善しようとするためには、多く

の知識や技術を統合的に活用する必要がある。 

（２）価値観、倫理観 

援助を行うとき、何を目指して行うのかを真摯に考察する必要がある。さらに、援助を展開するときにどのよ

うな原則に基づいて援助を行うのか考察する必要がある。また、介護福祉士が提供する援助の質は、個別の利用

者の生活の質を規定する要因となる。すなわち介護福祉士には高い職業倫理が求められる。 

（３）専門的技能 

技能は技術の知識を基にし、実際に体験を重ねる中でしか獲得されない。その体験の場が実習である。学内で

の演習は原則的な学習である。実際に援助を必要としている利用者は具体的な個人であるため、個別の利用者に

必要な介護は個別に存在する。実際の介護は個人である利用者と個人である介護福祉士の関係を土台にして展開

される。そこで展開される技能は全く個別のものにならざるを得ない。介護福祉士にとっての介護の技能は、専

門職としての自己を表現する技能である。 

（４）課 題 

学内でさまざまな科目の授業を受け、各時点での自己の能力の過不足は、実際に援助を実施してみなければ分

からない。その体験の場が実習である。学生は利用者に関わり、援助を体験し、個別援助計画を検討する中で、

自分の能力の過不足を知ることができる。これはその後の学習課題を明らかにする。 

（５）自己覚知 

介護という行為は、介護を行おうとする介護福祉士の知識や技能、人格的諸力、体力などを活用して行われる。

援助の質は利用者と介護福祉士の関係の質にも大きく影響される。関係が不良であれば、いかに知識や技能が優

れていても適切な援助はできない。具体的には利用者と向かい合い、自分の感情や意識がどのように動くかを認

識し、検証することが必要である。 

（６）連 帯 

利用者のニーズの多様化に伴い、さまざまな職種が利用者の生活を支えている。その中でも介護福祉士は、利

用者にとってもっとも身近な存在といえる。利用者の望むその人らしい生活の実現のため、他職種の理解を深め、

多職種協働や関係機関との連携を通じて、チームの一員としての介護福祉士の役割を理解する必要がある。 

 

〔実習の学習課題〕 

（１）介護福祉活動における価値（尊厳、自立支援、自己実現）、目標についての認識を深める。 

（２）利用者の心身の状態を把握する能力を深める。 

（３）学内での学習を基礎に利用者のニーズを発見する能力を高める。 

（４）利用者と援助関係を構築する能力を養う。 

（５）介護過程が展開できる能力を養う。 

（６）多職種と連携し、協働する能力を養う。 

（７）施設･事業所運営のあり方の考察を深める。 

（８）専門職にふさわしい価値観と倫理観を育てる。 

（９）記録能力を高める。 

〔介護実習計画〕 

① 実習時間 1 年次 200 時間以上 
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② 実習形態及び期間 

学 年 期 実習形態 基準時間（期間） 施設・事業等 

１年次 

第１期 

実習（Ⅰ） 

Ⅰ-Ⅰ １１２時間（1日８時間 １４日間） 老健・特養 

Ⅰ-Ⅱ ３０時間（1日 6 時間 5 日間） 通所介護 

第２期 

Ⅰ-Ⅲ ３０時間（1日 6 時間 5 日間） 障がい者施設 

Ⅰ-Ⅳ ３０時間（1日 6 時間 5 日間） 
グループホーム

等 

 

〔介護実習の内容〕 

（１）実習目標 

   慣れ親しんだ地域で暮らす高齢者や障がいのある人の事実を知り、そのうえで、そこでの生活を少しでも

長く継続していくために利用している、多様な施設や事業所等の機能や役割について知り、個々の生活リズ

ムや個性を理解する観点から、さまざまな生活の場において個別ケアを理解する。また、通所系サービスな

どの各在宅サービス、またグループホームや施設を利用する利用者やその家族と人間関係を形成しながら、

コミュニケーションの実践、介護技術の確認、多職種協働や関係機関との連携を通じて、チームの一員とし

ての介護福祉士の役割について理解する。 

 

（２）実習課題 

第 1 期実習 

①施設の概要と利用者の 1 日の生活を理解する。 

②介護職の業務内容、および介護の役割について知る。 

③様々な状況の利用者とコミュニケーションを図る。 

④他職種連携、チームケアの重要性を学ぶ。 

⑤実習での気づきや学びを日誌に記録することができる。 

 

第 2 期実習 

①利用者のさまざまな暮らしの場を理解する。 

②認知症や障がい特性など、利用者の状況に合わせた生活支援を学ぶ。 

③様々な特性の利用者とコミュニケーションを図り、利用者理解を深める。 

④他職種連携、チームケアの重要性を学ぶ。 

⑤実習での気づきや学びを日誌に記録することができる。 

 

〔評価の観点〕 

点  数 内  容 

5 点 できる     （意欲的に行動できており、指導内容を活かせている） 

4 点 ややできる   （意欲的に行動・指導内容を実践のどちらかができている） 

3 点 ふつう     （実習生として最低限の意欲、取り組みができている） 

2 点 努力を要する  （実習に対する意欲があまり見られず、取り組みも消極的である） 

1 点 できていない  （実習生としての心構えができていない、要指導が必要） 
 

〔使用テキスト・参考文献〕 

『介護総合演習・介護実習』中央法規出版 

『介護実習要綱』オホーツク社会福祉専門学校 

『介護実習指導者テキスト』日本介護福祉士会 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

実習毎に 

①別紙に基づき現場指導者の評価(40％)と教員の評価(40％) 

②介護実習日誌の評価（20％） 

上記①②を総合的に判断し評価する 
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別紙 

実 習 生 氏 名 実 習 期 間   欠席　　回

遅刻　　回

早退　　回

①多くの利用者と接することができ、多様な利用者がいることを理解できる。

②利用者の生活上の不自由さに関心を寄せ、具体的に理解することができる。

③利用者がどのような生活をしているか関心を持ち、生活背景や様子を知ることができる。

①利用者と進んで話をすることができ、人間関係作りができる。

②対人関係を意識したコミュニケーションをとることができる。

③人間関係を築くためにはコミュニケーションが大切であることを意識できる。

①利用者への自立支援の重要性を意識できる

②職員が実践している介護技術を確認しながら根拠を確認できる。

③見守る視点をもち、安全性と快適性に配慮した介護を学ぶことができる。

①利用者にとって、利用している施設の必要性を理解することができる。

②実習施設の概要を踏まえ、実習施設の役割と機能を理解することができる。

③地域社会における実習施設の役割が理解できる。

①介護職員と協働できる。

②関係職種の役割を理解し、連携の在り方を理解できる。

③施設職員の職種と組織体制が理解でき、業務内容の観察ができる。

①利用者の個別性について、観察・記録・報告ができる。

②利用者の全体像をとらえ、個別ケアの在り方について学ぶことができる。

③介護過程を展開している様子を学ぶことができる。

①実習生としての立場をわきまえ、礼儀正しく謙虚な姿勢で実習ができる。

②プライバシー保護のため、実習で知り得た個人情報を守ることの必要性を理解できる。

③介護福祉士が守るべき倫理について意識しながら実習できる。

④具体的な介護場面において、自立支援の視点・利用者本位に立った関わりの必要性を理解できる。

実 習 指 導 者 意 見

　※評価基準 評価は次の通りとする。

５点：できる ４点：ややできる ３点：ふつう ２点：努力を要する １点：できない

実習施設名　　

合計点

介護実習（Ⅰ－  ）指導者評価表

  自　令和    年　　月　　 日

  至　令和　　年　　月 　　日

Ⅶ　倫理と態度 点　数

Ⅴ　チームワークと連携

Ⅵ　介護過程 点　数

Ⅳ　施設機能の理解 点　数

Ⅲ　生活支援技術 点　数

点　数

　令和　　　年　　　月　　　日　　実習指導者　　　　　　　　　　　　　　　印

点　数Ⅰ　利用者の理解

Ⅱ　対人援助の基本的態度（コミュニケーション含） 点　数

 



2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

発達と老化のしくみⅠ 

授業の種類 

講義 

授業担当者 

佐藤領子 

授業回数 

15回 

時間数（単位数） 

 30（2） 

配当学年 

１学年 

必修・選択  

 必修 

［授業の目的・狙い］ 

・発達過程や高齢者に多い症状・老化がもたらす高齢者の生活への影響を身体的、精神的、社

会的側面からとらえ、老化の特徴とその対応について必要な知識を学ぶ。 

 

〔達成目標〕 

・発達を規定する要因と、発達のしくみを理解する。 

・それぞれの発達段階に応じた発達課題を理解する。 

 

〔授業の進め方〕 

・教科書を尊厳し、各章毎に説明する。 

・必要に応じてプリントにて説明する。 

〔授業計画〕 

コマ数 

1 オリエンテーション、成長、成熟とは 

2 生涯発達・成長・発達の原則・スキャモン・ホルモンの影響・環境・心理・社会的要因 

3 成熟優位説・学習説・輻輳説・相互作用説・環境閾値説・発達理論・ピアジェの均衡化理論 

4 エリクソンのライフサイクル理論 

5 バルテスの生涯発達理論・ピアジェによる発達段階・ハヴィガーストの発達段階と発達課題・フロイトの

発達段階 

6 発達障害の理解・各発達段階にみられる疾患や障害（ダウン症、先天性代謝異常、脳性麻痺） 

7 摂食障害、脳血管疾患、循環器系の疾患 

8 言語発達の過程、乳幼児期の社会性の発達、愛着の発達、コールバーグ、ギリガンの道徳判断 

9 老年期の定義、老化の特徴、フレイル、ロコモティブシンドローム、サルコペニア 

10 老年期の発達、高齢者の個別的な理解を妨げる要素（ステレオタイプ、エイジズム）、老年期に関する

用語、ライチャードの老年期における人格特性、レビンソンによる老年期の発達段階 

11 喪失体験、悲嘆過程、死別への適応、レミニセンス・バンプ 

12 恒常性を維持する機能、骨、関節、筋肉の変化、脳の重量の変化 

13 骨、関節、筋肉、脳神経、体温維持機能、末梢神経系の変化 

14 まとめ 

15 高齢者にみられるさまざまな症状とおもな原因 

〔使用テキスト・参考文献〕 

中央法規出版介護福祉士養成講座 12 

介護福祉士国試ナビ 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常店・出席率・その他を考慮し 

単位認定。試験の評価基準は 

優 100～80、良 79～60、可 59～51 

不可 50点以下とし可以上を合格とする[単位認定の方法及び基準] 

 











2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

こころとからだのしくみⅡ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

吉澤 親代  

授業の回数 

１５ 

時間数（単位数） 

３０時間（２単位） 

配当学年・時期 

１年（前後期） 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

個人個人に合う介護方法を利用者や家族に根拠を持って説明できるようになるために、生活状態の把握、ま

た、いつもと異なる利用者の生活状態に早めに気づくことの出来る医学知識を学び、専門職種と連携できる

実践能力を習得する。 

〔授業全体の内容の概要〕 

こころとからだの両面から利用者の状態を見て、その状態がどのような要因から引き起こされているか、そ

の根拠となる知識を習得するとともに、個人個人に合わせた介護方法についての根拠を習得する。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

根拠となる医学知識の習得、今まで続けてきた活動、参加が継続できるよう支援できる技術の習得 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数  

１ オリエンテーション 3章・移動に関連したこころとからだのしくみ                        

２ 3章・移動に関連したこころとからだのしくみ 移動のしくみ、ボディメカニクス                      

３ 3章・移動に関連したこころとからだのしくみ 移動に関連したこころのしくみ      

４ 3章・移動に関連したこころとからだのしくみ 移動に関連したからだのしくみ 

５ 3章・移動に関連したこころとからだのしくみ 心身の機能低下が移動に及ぼす影響 

６ 3章・移動に関連したこころとからだのしくみ 変化の気付きと対応 

７ 3章まとめ 

８ 4章・身じたくに関連したこころとからだのしくみ 身じたくのしくみ 

９ 4章・身じたくに関連したこころとからだのしくみ 身じたくに関連したこころの仕組 

10 4章・身じたくに関連したこころとからだのしくみ 身じたくに関連したからだのしくみ 

11 4章・身じたくに関連したこころとからだのしくみ まとめ 

12 4章・身じたくに関連したこころとからだのしくみ 心身の機能低下が身じたくに及ぼす影響 

13 4章・身じたくに関連したこころとからだのしくみ 変化の気付きと対応 

14 4章まとめ 

15 3・4章まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

中央法規出版 介護福祉士養成講座 

こころとからだのしくみ 11 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その他を考慮

し単位認定。試験の評価基準は優 100～80、良 79～60 

可 59～51 不可 50点以下とし可以上を合格とする 

 



2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

障害の理解Ⅰ 

授業の種類 

講義 

授業担当者 

佐藤領子 

授業回数 

１５回 

時間数（単位数） 

 30（2） 

配当学年 

１学年 

必修・選択 

 必修 

〔授業の目的・ねらい〕 

・障害の基礎を理解する 

 

〔達成目標〕 

・障害の概念、障害の基礎知識を学ぶ。 

 

〔授業の進め方〕 

・教科書を尊厳し、各章毎に説明する。 

・必要に応じてプリントにて説明する。 

〔授業計画〕 

コマ数 

1 障害の概念・医学モデルと社会モデルという概念 

2 障害者基本法の定義・ICIDHから ICFへの返還 

3 障害者の定義・障害者総合支援法による定義・身体障害者・知的障害者・精神障害者の定義 

4 ノーマライゼーションの基本理念 

5 リハビリテーションの展開・4つ領域 

6 インクルージョン・エンパワメント、国際障害者年、障害者権利条約、アドボカシー 

7 障害者総合支援法の福祉サービス、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者総合支援法にもとづく

就労支援サービス、成年後見制度 

8 人間の欲求・マズローの欲求階層説 

9 適応機制、障害の受容段階、障害者を取り巻く 4つの障壁、ピアサポート 

10 肢体不自由、障害の原因 

11 身体的特性の理解、麻痺の種類、脊髄損傷レベルと介助方法 

12 視覚障害とは、視覚障害の種類・原因 

13 聴覚障害とは、聴覚の部位による分類、言語障害とは、失語症、発声発語障害 

14 まとめ 

15 重複障害とは 

〔使用テキスト・参考文献〕 

中央法規出版介護福祉士養成講座 14 

介護福祉士国試ナビ 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常店・出席率・その他を考慮し 

単位認定。試験の評価基準は 

優 100～80、良 79～60、可 59～51 

不可 50点以下とし可以上を合格とする[単位認定の方法及び基準] 
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2022 授業概要     

授業のタイトル（科目名） 

 医療的ケア 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

 吉澤 親代 

授業の回数 

 20 

時間数（単位数） 

   1800分 

（１年次 1800分・２年次 1200分、合計 4単位）  

配当学年・時期 

1学年 

通年 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

・医療的ケアを安全に実施できるよう、個人の尊厳・保健医療等の制度・救急蘇生・感染予防など医療的ケア

に必要な関連知識を理解することができる。 

・医療的ケアにおける「喀痰吸引」に必要な知識・技術を身につけることができる。 

〔授業全体の内容の概要〕 

 キーワードを明記し、授業を行う。教科書に基づき各章ごとに説明。必要に応じプリント配布、DVD 鑑賞

し説明する。救急蘇生、感染予防については、実技も行う。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

１ オリエンテーション 1章・医療的ケア実施の基礎  

２ 1章・医療的ケア実施の基礎 医療的ケア 

３ 1章・医療的ケア実施の基礎 安全な療養生活 

４ 1章・医療的ケア実施の基礎 清潔保持と感染予防 

５ 1章・医療的ケア実施の基礎 健康状態の把握 

６ 1章・医療的ケア実施の基礎 健康状態の把握 

７ 1章・医療的ケア実施の基礎 健康状態の把握 

８ 1章・医療的ケア実施の基礎 健康状態の把握 

９ 1章・医療的ケア実施の基礎 健康状態の把握  

10 ２章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論               

11 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論 

12 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論   

13 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論 

14 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論 

15 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論  

16 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 

17 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 

18 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 

19 2章・喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 

20 1章・2章まとめ 

[使用テキスト・参考文献〕 

 中央法規 介護福祉士養成講座 15 医療的ケア 

 中央法規 喀痰吸引・経管栄養研修テキスト 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・そ

の他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優

100～80、良 79～60 可 59～51 不可 50

点以下とし可以上を合格とする 
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２０２２ 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

英会話 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

アスク英会話スクール 

授業の回数 

１５ 

時間数（単位数） 

３０（１単位） 

配当学年・時期 

１年 前後期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

介護の現場で必要な英語表現を運用できる力を身に付ける 

〔授業全体の内容の概要〕 

英語による簡単なコミュニケーションがとれるようになる。 

生活援助場面の会話を中心に学び、実践を通じて英語に慣れるようにする。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

介護の現場で使われる実用的な英会話を学ぶ。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

章・コマ数 

第１回 オリエンテーション（概要と授業の進め方） 

２  unit‐１  高齢者介護と高齢者の生きがい 

   ３ unit‐２  施設の暮らし（食生活） 

   ４  unit‐３  施設の暮らし（リハビリテーション） 

   ５  unit‐４  施設の暮らし（行事） 

   ６  unit‐５  施設の暮らし（衣生活） 

   ７  unit‐６  施設の暮らし（移動） 

   ８  unit‐７  施設の暮らし（清潔） 

   ９  unit‐８  施設の暮らし（排泄） 

10  unit‐９  施設の暮らし（認知症高齢者の介護） 

11 unit‐10  施設の暮らし（ターミナル） 

12  unit‐11  在宅での暮らしへ（イギリスからの手紙） 

13  unit‐12  在宅での暮らしへ（ケアプラン） 

 １４  ふりかえり・まとめ 

 １５  ふりかえり・まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

中央法規出版 ・介護のための英語 

        

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その

他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優 100～

80、良 79～60 可 59～51 不可 50点以下と

し可以上を合格とする 

 

 



 

2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

韓国語 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

金 道詠 

授業の回数 

１０ 

時間数（単位数） 

２０（１単位） 

配当学年・時期 

１年 前期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

韓国語の基本を取り上げて授業を行う。 

〔授業全体の内容の概要〕 

韓国語による簡単なコミュニケーションがとれるようになる。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

韓国語の基本をしっかり身に付け、簡単な日常会話と簡単な読み書きを目指す。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕   

回 内容  

1回 オリエンテーション ハングル誕生に関して    

2回 ハングルの組合 子音の種類、母音の種類   韓国の文化に関して  

3回 母音の書く順番 発音の練習    

4回 子音の書く順番 発音の練習    

5回 濁音化 単語の読み書き   

6回 激音、濃音の種類  

 激音、濃音の発音、書く練習   

7回 複合母音の種類  

 複合母音の書き順番、発音の練習  

 日本と韓国の文化の差  

8回 パッチムの説明  

 バッチムがある単語、読み書き   

9回 ハングル確認復習  

 韓国語の挨拶表現   

10回 自己紹介の表現  

 旅行韓国語： 食堂、 商店、ショッピング  

〔使用テキスト・参考文献〕 

プリントを使用 

        

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その

他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優 100～

80、良 79～60 可 59～51 不可 50点以下と

し可以上を受講済みとする 

 

 



2022 授 業 概 要 

授業のタイトル（科目名） 

大正琴 

授業の種類 

講 義・演習 

授業担当者 

坂 悦子  川口 清 

授業回数 

  １０ 回 

時間数（単位数） 

２０時間（１単位） 

配当年次・時期 

1年次・前期 

必修・選択 

   必 修 科 目 

〔授業の目的・ねらい〕 

 大正琴が持っている大衆性を最高に活かし基礎的技術を楽しく学びながら、音楽の楽しさを味わい 

 豊かな音楽性を身に付ける。 

〔達成目標〕 

 初級（童謡・唱歌） 中級（日本の代表的な歌）の独奏や合奏ができるようになる 

 高齢者に基礎演奏を伝えたり、聞かせたりできるようになる 

〔授業の進め方〕 

  ・通常は一斉授業で行う 

  ・ソプラノ、アルト、テナー、ベース部門の分散授業 

  ・アンサンブル練習 

〔授業心得〕 

正しい姿勢、琴の位置、運指法、数字譜に慣れる 

〔授業計画〕 

１ 姿勢 運指 ピックの指導 

２ 4分 ８分音符、反復記号の理解 

３ 終止線、コーダ 

４ 春の小川、人形、はとの演奏 

５ 夕焼け小焼け 光よ星の演奏 

６ 返し弾きについて学ぶ 

７ 荒城の月の演奏 

８ 大きな古時計の演奏 

９ 三連音符の理解とドレミの歌の演奏 

１０ 実習施設で活かせる曲 ソウラン節を学ぶ 

   実習施設で活かせる曲 ３６５歩のマーチ 
 

〔使用テキスト・参考文献〕 

初めての大正琴 30曲集 

ポピュラークラシック曲集 

フォークボックス曲集 

童話・歌唱・民謡集より抜粋 

〔単位認定の方法及び基準〕 

出席数、日常の学習態度、運指の技術等観察によって 100 点満点

で点数化し、優 100～80、良 79～60 可 59～51 不可 50

点以下とし可以上を受講済とする。 
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２０２２ 授業概要    

授業のタイトル（科目名） 

点 字 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

 尾崎 素子 

授業の回数 

１０ 

時間数（単位数） 

２０時間（２単位） 

配当学年・時期 

１年生 前期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

視覚障がい者の現状と点字の必要性を知る 

点字の凸面読みと簡単な文章を書く 

 

〔授業の進め方〕 

点字の基礎を学ぶ 

点字器を使い点字を書く 

点字凸面を読む 

 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

点字の作文を書く 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

１ 視覚障がい者の現状、街中の点字、点字の概要、点字の組み立て、特徴、点字を書く器具 

２ 語の書き表し方１、基本的な仮名遣い、点字凹面で書く、清音、濁音、長音など 演習５  

３ 語の書き表し方２、間違えやすい仮名遣い、仮名遣いのポイント、演習６，７ 

４ 語の書き表し方３、数字、文を書く時の規則（マスあけ、句点、書き始め）演習１０，１１ 

５ 分かち書き１、文節分かち書き 演習１７ 

６ 視覚障害者福祉協会 清野氏の講話 

７ 分かち書き２、複合語、分かち書き３、人名・地名 演習１９、２１、２２ 

８ 文の書き方、段落・行替え 原文の分かち書きをして点訳する 

９ 点字で作文を書く 

１０ 作文の校正をして返却   手紙の書き方 

〔使用テキスト・参考文献〕 

「初めての点訳」 第３版 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その

他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優 100～

80、良 79～60 可 59～51 不可 50点以下と

し可以上を合格とする〔単位認定の方法及び基準〕 

 



2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

手話 

授業の種類 

講 義・演習 

授業担当者 

横手さおり  

授業回数 

  １５回 

時間数（単位数） 

30時間（１単位） 

配当年次・時期 

１年次・前期 

必修・選択 

   必 修 科 目 

〔授業の目的・ねらい〕 

 指文字で単語を伝えることが出来る。手話を使って基本的なコミュニケーションがとれる。 

〔達成目標〕 

 手話の質問に応じ、手話で意思を伝えられる。 

〔授業の進め方〕 

  プリント・資料を中心に講義や演習も交え、効果的な授業を展開していく。 

〔授業心得〕 

障がいの有無にかかわらず、様々な手段でコミュニケーションを成立させる重要性を知る。 

〔授業計画〕 

１ ろう者・手話について ウォーミングアップ、挨拶 

２ 指文字（50音）自分の名前，色々な名前（苗字）の手話  

３  1，2の復習・会話 

４ 数、日時 

５  1～４の復習・会話 

６ 日常生活、気持ち 

７  1～６の復習・会話 

８ 老人ホームの一日の流れ、施設内の場所、室内で用いるもの 

９  1～８の復習・会話 

１０ 様子、感情を表す 

１１ 1～10の復習・会話 

１２ まとめ 

１３ テスト範囲の学習 

１４ 筆記、技能確認 

１５ まとめ 振り返り 
 

〔使用テキスト・参考文献〕 

新 手話入門 

全日本ろうあ連盟 通訳者テキスト 

〔単位認定の方法及び基準〕 

（試験やレポートの評価基準など） 

授業の態度や参加意欲、出席数など平常点を加えて、筆記及び面接方

式による試験により優 100～80、良 79～60、可 59～51、不可

50点以下とし可以上を合格とする 
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２０２２ 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

情報基礎（1年） 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

荻山 知己 

授業の回数 

１０回 

時間数 

２０時間  

配当学年・時期 

１年生 後期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

社会で必要とされるコンピューター操作機能を身につけ、在学中の課題提出や就職活動等に役立てる

と共に情報収集ツールとして活用できる能力を修得する。 

 

〔達成目標〕 

Word、excelの基本知識、操作の理解。文章作成、活用ができる。  

高齢者に増えているネット環境を通じた悪質商法被害等を防ぐための最低限の知識を持つ。 

介護業務記録等に必要最低限の入力技術を身につける。 

 

〔授業の進め方〕 

プリント・スカイメニューによる表示 

 

〔授業心得〕 

情報ツールは高齢者生活を豊かにする反面、個人情報保護などのリスクマネジメント能力について理

解できるよう積極的に学ぶ。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

１ コンピュータの基本知識及び基本操作練習 

２ 文字入力と返還の基礎 保存とファイリング 

３ 文字入力と返還の応用 ワードの概要 文章作成 

４ 文章編成①（表の入力や記号など） 

５ 文章編集②（見出しや特殊文字等） ワードアート 図形描画 

７ インターネットを用いたイラストの挿入 写真の挿入や加工 広報新聞（施設新聞）作成 

８ 社外文章の作成 

９ excelを用いた四則演算 excelを用いた表の作成 データの並び替え 

１０ 表計算と関数 数値とグラフ まとめ 

〔使用テキスト・参考文献〕 

実教出版 word＆excel２０１８ 

〔単位認定の方法及び基準〕 

学則に基づき、試験・論文・平常点・出席率・その

他を考慮し単位認定。試験の評価基準は優 100～

80、良 79～60 可 59～51 不可 50点以下と

し可以上を合格とする〔単位認定の方法及び基準〕 
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2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

アクティビティ 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

鈴木 亮平 

授業の回数 

１０ 

時間数（単位数） 

 

配当学年・時期 

1年（前・後期） 

 

 学校独自科目 

〔授業の目的・ねらい〕 

高齢者や障がい者に人生を楽しんでもらい QOL を高め、ADL の維持や介護予防を行う。様々な活動

を計画に基づいて実践できることを目的とする。 

〔授業全体の内容の概要〕 

様々なアクティビティの実践例から知識を学び、どのように計画し実践しているのか理解を深める。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

アクティビティの理解を深め、様々な活動を計画し、実践できるようになる。 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数    

１ オリエンテーション、概要   

２ 様々なアクティビティ① 

３ 障害者スポーツ①（体験） 

４ 障害者スポーツ②（計画） 

５ 障害者スポーツ③（実践） 

６ 介護予防①（体験） 

７ 介護予防②（計画） 

８  介護予防③（実践） 

９ 様々なアクティビティ② 

10 まとめ、振り返り 

〔使用テキスト・参考文献〕 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

受講態度 参加意欲 を総合評価し、優 100～

80、良 79～60 可 59～50 不可 49点以下と

し可以上を合格とする 
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２０２２ 授業概要     

授業のタイトル（科目名） 

社会人常識マナー検定 

授業の種類 

講義   

授業担当者  

吉澤 親代 

授業の回数 

10 

時間数 

20時間 

配当学年・時期 

１年次  

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

社会組織の一員として必要不可欠な社会常識を理解し、仕事処理するために必要な知識やビジネスマ

ナーを学び、社内外の人と良好な関係を気づくため求められるコミュニケーション能力を習得する。 

〔授業全体の内容の概要〕 

仕事をしていくうえで必要な実務（一般知識、技能、マナー接遇）の遂行について深い理解を持ち、具

体的に学習する。さらに試験対策を視野に入れながら美しい立ち振る舞いやコミュニケーション能力を

磨く。ビジネス計算についても理解する。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

毎回、教授範囲の過去問題 小テストを行いポイントや達成感を確認 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

１ オリエンテーション 授業の進め方       

２ 過去問題  Ⅰ社会常識                   

３ 過去問題  Ⅰ社会常識                 

４ 過去問題  Ⅰ社会常識 

５ 過去問題  Ⅱコミュニケーション 

６ 過去問題  Ⅱコミュニケーション 

７ 過去問題  Ⅱコミュニケーション 

８ 過去問題  Ⅲビジネスマナー 

９ 過去問題  Ⅲビジネスマナー 

10 過去問題 検定試験について 

〔使用テキスト・参考文献〕 

社会人常識マナー検定テキスト 

最新過去問題集 社会人常識マナー検定試験 

（全国経理教育協会） 

〔単位認定の方法及び基準〕 

試験受験をもって、済とする。 
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2022 授業概要 

授業のタイトル（科目名） 

介護口腔ケア 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

鈴木 亮平 

授業の回数 

１０ 

時間数（単位数） 

 

配当学年・時期 

1年（前期） 

 

 学校独自科目 

〔授業の目的・ねらい〕 

介護現場で必要とされる口腔ケアを身につけ、要介護者の健康維持とQOL向上を図れる知識、技術の

習得を目的とする。 

〔授業全体の内容の概要〕 

現在、在宅生活を送っている高齢者数は増加しており、正しい口腔ケアを実践することでQOLの向上

が図れる。対象者に合わせた口腔ケアの知識、技術が習得できるよう口腔ケア関連の理解を深める。 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

介護口腔ケア推進士の資格取得を目標とする 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数    

１ オリエンテーション、概要   

２ 介護と口腔ケア 

３ 口腔と関連器官の構造 

４ 口腔にみられる症状と関連する疾病  

５ 口腔ケアの実際 

６ 口腔ケアの意義 

７ 環境の観察法 

8 症例に応じた口腔ケア方法  

9 専門家・専門機関との連携 

10 まとめ、振り返り 

 

〔使用テキスト・参考文献〕 

日本能率協会マネジメントセンター 

介護口腔ケア推進士試験 公式テキスト 

（改訂２版） 

〔単位認定の方法及び基準〕 

受講態度 参加意欲 検定結果を１００点満点で

総合評価し、優 100～80、良 79～60 可 59～

51 不可５０点以下とし可以上を合格とする 

 



 1 

2022 授業概要     

授業のタイトル（科目名） 

体育 

授業の種類 

演習   

授業担当者 スポーツプラザ進化塾 

鈴木ひろ子 小原和也 大友孝仁 

授業の回数 

１０ 

時間数 

２０時間 

配当学年・時期 

１年次 前期 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

運動を通じ、健康維持管理を学び実践する。健康の大切さを理解し、社会生活に役立てることを目的

とする。 

〔授業の進め方〕 

体験型授業から実践方法を身に付ける 

トレーニングルームではマシンを用いた有酸素運動や筋肉トレーニングを行う 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

基礎体力の向上 

 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

１ オリエンテーション ジムの利用心得 注意点                      

２ ズンバ ダンスの技術を学ぶ                      

３ ズンバ 復習                     

４ フルボックス 格闘系エアロビクスを学ぶ 

５ 格闘系エアロビクス復習 

６ リトモス ダンス系エアロビクスを学ぶ 

７ ピラティスを通じ、骨格を理解する 

８ 音楽を用いたトレーニング方法を学ぶ 

９ 音楽を用いたトレーニング方法を学ぶ 

10 ヨガの基本 

 

〔使用テキスト・参考文献〕 

スポーツプラザ進化塾で行う。 

〔単位認定の方法及び基準〕 

受講態度 参加意欲 スキルを１００点満点で総

合評価し、優 100～80、良 79～60 可 59～51 

不可 50点以下とし可以上を受講済みとする 
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２０２２ 授業概要  

授業のタイトル（科目名） 

 進路指導 

授業の種類 

講義  演習  実習 

授業担当者 

不破 良美 

授業の回数 

  ５ 

時間数（単位数） 

  １０時間 

配当学年・時期 

１学年・通年 

 

 必修   選択 

〔授業の目的・ねらい〕 

職業人として責任ある就職意欲、就職活動必要文章作成、面接の受け答えができる力を身に付ける 

〔授業全体の内容の概要〕 

 ジョブカフェ講師によるマナー講座・面接指導 

 個人・集団面接練習 

〔授業修了時の達成課題（達成目標）〕 

 専門職として意欲を伝えられる面接術の習得 

〔授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法〕 

コマ数 

１ オリエンテーション 授業内容について、国家試験受験について、就職について  

福祉職場説明会へ参加 

２ 福祉職場説明会へ参加 

３ Jobcafé マナー講座受講  

４ Jobcafe 就職活動に向けて  

５ Jobcafe  履歴書作成 注意事項 

                

〔使用テキスト・参考文献〕 

プリント 

 

〔単位認定の方法及び基準〕 

出席数、学習態度によって 100点満点で点数化し、優

100～80、良 79～60 可 59～51 不可 50点以下

とし可以上を受講済とする。 

 


