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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
コミュニケーションの基本と技術①
　（オリエンテーションを含む）

オリエンテーション。コミュニ
ケーションの意味や基本原理、
過程について学ぶ。

2
コミュニケーションの基本と技術②
　言語的・非言語的コミュニケーション

言語的・非言語的コミュニケー
ションを学ぶ。

3
人間の成長・発達とコミュニケーション①
　生涯にわたる発達の過程

心理・社会的発達とコミュニ
ケーションの獲得について学ぶ

4
人間の成長・発達とコミュニケーション②
　社会性の発達

対人距離とコミュニケーション
の関係、この点を踏まえた介護
職の態度等について学ぶ。

5
個人の援助とコミュニケーション①
　相談援助とコミュニケーション

相談援助過程におけるコミュニ
ケーション学

6
個人の援助とコミュニケーション②
　認知症高齢者援助のコミュニケーション

認知症高齢者援助のコミュニ
ケーションの基本を学ぶ

7
グループ援助のコミュニケーション①
　グループとグループワーク

グループの特性（グループダイナ
ミックス等）について理解する。

8
グループ援助のコミュニケーション②
　グループ展開

グループ展開とかかわりについ
て学ぶ

9
介護職の多面的な人間関係とコミュニケーション①
　スーパービジョン

スーパービジョンの役割と機能
について学ぶ

10
介護職の多面的な人間関係とコミュニケーション②
　対人援助職とストレス

コミュニケーションから生じる
ストレスやそれらへの適応につ
いて理解する。

11
介護職の多面的な人間関係とコミュニケーション③
　対人援助職支援のために

対人援助職支援のためのソー
シャルサポートについて学ぶ

12
介護の職場とコミュニケーション①
　介護職場のコミュニケーション

介護職場の日常的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
について学ぶ

13
介護の職場とコミュニケーション②
　職員間のコミュニケーションの特徴と課題

チームケアと職員間のコミュニ
ケーションについて学ぶ

14
コミュニケーションの基礎
　（　まとめ　）

ケースワークの原則、ソーシャル
ワークの技術を基にした専門職と
しての支援・援助について学ぶ。

15 筆記試験（期末試験）
期末試験として、受講者に対し
て筆記試験を実施する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

1 対人コミュニケーション論 2 30 必修 1 年 前期 伊藤　かおる

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護実践において肝要な
人間理解等に必要となる
基礎的なコミュニケー
ションの知識・技術等を
身に付ける。

出席状況、授業態度、授
業内活動、授業内提出物、
筆記試験等の結果を総合
して評価を行う。

テキスト・配布資料を基
に講義を行うが、随時演
習を取り入れながら展開
する。

「 人 間 関 係 と コ ミ ュ ニ
ケーション」
ミネルヴァ書房

教員からの

メッセージ

授業の中では、ワークや周りの学生と協同してのグループ活動を取り入れていきます。学生の積
極的な参加を期待しています。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 社会保障の基本的な考え方
社会保障の果たす役割とその意
義について理解する。

2 日本の社会保障制度の基礎理解
社会保障の体系と財政の内容に
ついて理解する。

3 介護保険創設の背景および目的
介護保険制度成立までの歴史的
変遷と制度の目的について理解
する。

4
介護保険制度のしくみの基礎的理解①
　介護保険の保険者と被保険者

介護保険制度のしくみについて
学び、理解する。

5
介護保険制度のしくみの基礎的理解②
　受給権者とサービス利用までの流れ

6
介護保険制度のしくみの基礎的理解③
　介護サービスの種類・内容

7
介護保険制度のしくみの基礎的理解④
　介護サービスの種類・内容

8
介護保険制度のしくみの基礎的理解⑤
　介護サービスの種類・内容

9
介護保険制度のしくみの基礎的理解⑥
　介護保険制度における組織、団体の役割

介護保険制度における組織、団
体の役割について理解する。

10
介護保険制度のしくみの基礎的理解⑦
　介護保険制度における組織、団体の役割　

11 介護保険制度における専門職の役割① 介護支援専門員・福祉専門職・
関連専門職の役割について理解
する。介護福祉士の役割を理解
する。12 介護保険制度における専門職の役割②

13 介護保険制度の動向
最近の介護保険制度の動向を理
解する。

14 介護保険制度の動向

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

2 社会保障論Ⅰ 2 30 必修 1 年 後期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

社会保障の考え方と介護
保険制度のしくみについ
て基礎的理解をはかる。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

主として資料、プリント
を使用し、問題を提示し
ながら講義する。

新介護福祉士養成講座
「社会と制度の理解」中
央法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 人と生活・生活の構造
生活とは何か。生活の構成要素
を考える

2
自分のライフコースとライフステージ
生涯曲線の作成

歴史的、空間的に自分の生きて
いる位置を考える。

3
人と社会的環境
エコマップ・ファミリーマップの作成

自分の生活と環境について考え
る。

4
家族とはなにか
家庭生活の基本機能

家族の概念、機能、役割を学び、
家族のあり方が多様化している
ことを理解する。

5
地域とは何か
地域社会の機能

自分たちの生活している地域の
範域や成り立ち、地域の機能に
ついて考える。

6
地域社会における集団・組織とその役割
コミュニティの概念

地域社会に存在するさまざまな
集団とその役割について考える。

7 地域における生活と福祉
地域での暮らしを支え合う必要
性と現状、地域住民活動の事例
について学ぶ。

8
変貌する地域社会
都市化・過疎化と地域社会

地域社会の変化と現状を理解す
る。

9
社会構造の変容とライフスタイルの変化
育児と介護の社会化

育児介護の社会化について理解
する。

10 少子高齢化 少子高齢化の現状を理解する。

11
日本の社会保障制度の発達
社会保障制度と憲法・福祉六法

日本の社会保障制度と憲法との
関係について理解する。

12
日本の社会保障制度の発達
国民皆保険・皆年金

国民皆保険、皆年金について理
解する。

13
日本の社会保障制度の発達
社会保障構造改革・社会福祉法・地域福祉の充実

社会福祉と福祉サービスの理念
を理解する。

14 生活支援と福祉の体系
社会福祉の法と実施体制につい
て学ぶ。

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

3 現代社会と福祉 2 30 必修 1 年 前期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自分のこれまでの生活を
振り返ることより、個人
の暮らしが家族、地域、
社会との関連で成り立っ
ていることを理解でき
る。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキスト、プリントから
参画型の講義形式をとり
ながら学ぶ。

新介護福祉士養成講座
「社会と制度の理解」中
央法規

教員からの

メッセージ
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No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

4 生活交流演習 2 60 必修 1年 通年
齋藤・尾台・釜土・
合津・丸山・赤沢・

福田・小坂

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 自己紹介
学生、教員ともに自己紹介をす
る。

担当教員
全員

2
生活交流演習の目的説明と今後の進め方
所属グループ発表・顔合わせ

生活交流演習の目的と進め方を
理解する

担当教員
全員

3

フレッシュマン交流会
１・２年生、教員と交流するこ
とができる。

担当教員
全員
　　

4

5 松本短期大学と笹賀地区とのつながり
短大が笹賀地区とのつながりに
興味をもつ。

担当教員
全員

6 笹賀地区の歴史と文化（講話）
笹賀地区の歴史と文化に興味を
もつ。

担当教員
全員

7 笹賀めぐり
笹賀地区内の史跡や施設を見学
し、地域についての理解を深め
る。

担当教員
全員

8 花壇づくり（目的の確認・準備）
園芸療法にも通じる花壇づくり
の目的を理解し、準備を行う。

担当教員
全員

9 花壇づくり（実施） 協力して花苗を植える。
担当教員

全員

10 笹賀地区の交流のまとめ 交流の成果を発表する。
担当教員

全員

11 昔の遊び・生活の理解
高齢者の遊び・生活を理解する
ことができる。

担当教員
全員

12 昔の遊び・生活の理解
高齢者の遊び・生活を理解する
ことができる。

担当教員
全員

13

ＰＲポスターづくり

出身高校の在校生にむけて、短
大での学びや介護のやりがいに
ついてＰＲポスターを作成す
る。

担当教員
全員

14

15 前期のまとめ
所属グループごとに振り返りを
行う。

担当教員
全員

16
後期の生活交流演習の進め方（各ゼミ）
レポートの書き方

課題レポートの書き方の説明を
受け、テーマを決める。

担当教員
全員
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教

育

内

容

17 学園祭準備 模擬店や展示の準備を行う。
担当教員

全員

18 学園祭準備 模擬店や展示の準備を行う。
担当教員

全員

19 学園祭参加
模擬店・展示の実施、来校者の
案内を行う。

担当教員
全員

20 学園祭参加
模擬店・展示の実施、来校者の
案内を行う。

担当教員
全員

21 運動会
スポーツを通じて交流ができ
る。

担当教員
全員

22 運動会
スポーツを通じて交流ができ
る。

担当教員
全員

23 春を待つガーデン作り
夏の花々の片づけ・春に咲く
花々の植え付けを行う

担当教員
全員

24 春を待つガーデン作り
夏の花々の片づけ・春に咲く
花々の植え付けを行う

担当教員
全員

25 課題レポート最終指導
チューターから課題レポートの
指導を受ける。

担当教員
全員

26 課題レポート提出日
課題レポートを提出し、内容を
発表する。

担当教員
全員

27 郷土食・季節の食づくり　準備　
郷土食や季節の食について歴史
や作り方を調べる。

担当教員
全員

28 郷土食・季節の食づくり会
郷土食や季節の食を調理し、味
わうことができる。

担当教員
全員

29 介護研究発表会に参加
２年生・専攻科の介護研究発表
会を聴講する。

担当教員
全員

30 介護研究発表会に参加
２年生・専攻科の介護研究発表
会を聴講する。

担当教員
全員

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

①学生間や教員との交流
②地域の生活に目をむ
け、地域との交流や郷土
食の調理をとおして、生
活体験を広げる。③介護
現場への興味や理解を深
め、介護のやりがいを。

活動へのとりくみ状況、
課題レポート、提出物な
どを総合して評価する。

所属グループ単位でさま
ざまな体験を企画、実
施する。学習や学生生
活について相談したり、
チューターから相談支援
をうける基礎集団とする

プリント

教員からの

メッセージ

課題や役割を通し、さまざまな人と関わりを築き、生活体験や良好な人間関係を広げていきましょ
う。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
【導入】
本授業の進め方と到達目標を確認する

「地域」の概念の把握

自分の生まれ育った地域社会で
の地域活動を想起し、「地域」
の概念を把握する。

合津

2
【講義とディスカッション】
様々なボランティア活動の特徴と役割
グループ毎に“ボランティア”を考える

“ボランティア”活動の可能性
を探る

合津・横山

3 【リサーチと準備】
笹賀地区ふれあい会食会参加に向けたリサーチ
と準備

対象地域の実情とそこに暮らす
人々のニーズを把握したうえ
で、ボランティア活動を企画し、
準備する

合津・横山

4

5
【実践】
笹賀地区ふれあい会食会に参加する

学生ボランティアとして地域に
合った活動をし、その後の振り
返りまでを行う

合津・横山

春日・保高
6

7
【リサーチと準備】
筑北村または笹賀地区におけるボランティア活
動に向けたリサーチと準備

対象地域の実情とそこに暮らす
人々のニーズを把握したうえ
で、ボランティア活動を企画し、
準備する

春日・保高8

9

10
【実践】
筑北村または笹賀地区におけるボランティア活
動の実践

学生ボランティアとして地域に
合った活動をし、その後の振り
返りまでを行う

合津・横山
春日・保高

11

12

13 【実践】
今後のボランティア活動について 今後の活動展開について考える 春日・保高

14

15
【プレゼンテーション】
活動報告会

これまでの活動内容を報告し、
総括する

合津・横山
春日・保高

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

5 地域ボランティア演習 1 30 選択
2 年（幼）
1 年（介）
1 年（看）

前期 合津千香・横山芳子
春日仁子・保高一仁

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

実践を通じて「ケアスペ
シャリスト」としての自
覚を育み、各々の教育課
程における専門性を意識
する。
幼児保育、介護福祉、看
護３学科の協働を通じ
て、それぞれの領域に対
する理解を深め、チーム
として地域社会に貢献す
る。

受講態度、活動の参加状
況とその内容、およびプ
レゼンテーションとレ
ポートの内容を総合的に
評価する。

演習形式で行う。 参考図書

「 学 生 の た め の ボ ラ ン
ティア論」岡本栄一、菅
井直也、妻鹿ふみ子 編
　社会福祉法人大阪ボ
ランティア協会出版部

（ISBN-10：4873080533
ISBN-13：978-4873080536）
配布資料

教員からの

メッセージ

本授業は「ケアスペシャリスト」の育成を目標とする本学３学科の合同履修科目です。いま、自
分に何ができるのかという問いに、実践を持って応え、互いに学びあう場とします。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
音楽の効用
高齢者の音楽療法

音楽の効用、高齢者の音楽療法
の事例を知る。

浦田

2
音楽の基礎知識
編曲の方法

音楽の基礎を理解する。 浦田

3 童謡、わらべうた

できるだけ多くの曲を知り、ボ
ディパーカッション、ゲームを
入れた楽しみ方、伴奏付け、楽
器とのアンサンブルを考える。

浦田

4
その他の歌曲
合奏

色々な楽器についての理解を深
め、楽しみ方を工夫する。

浦田

5
合奏
音楽鑑賞

様々なアンサンブルを体験し、
介護現場での活用法を考える。

浦田

6
介護施設での音楽の取り入れ方の実例と効用
を紹介し、今後の授業の展開を示す。

介護施設で行われる音楽の実例
を知り、その効果を理解する。

山口

7
基礎的な発声を行い、高齢者の好む童謡・唱
歌・流行歌などに身体表現をつける。

基礎的発声法を知り、歌に合わ
せて身体表現を体験する。

山口

8
グループ分けをし、それぞれ高齢者向けの曲に

オリジナル劇や身体表現を考える。

グループごとに工夫しながら作
品を創り出す。

山口

9
グループごとに、衣装、小道具など準備し、練

習をする。

グループで協力しあいながら練
習をし、作品を仕上げる。

山口

10 劇や身体表現を発表する。
作品を発表し合う楽しさを味わ
う。

山口

11

【導入】
本授業の目的を共有する。また、アートを介し
たコミュニケーションを体験するため、小品の
制作を行う。

様々なアートの諸相を知り、
アートと人間、アートと社会の
多様な結びつきについて考察を
深める。

保高

12

【制作①】
屋外に出て、散策をする。自らの歩幅や、周りの光の
量、温度、匂いなどに意識を向けながらモチーフを見
つける。その後、モチーフを基に平面作品を制作する

表現したものはすべて受け入れら
れるという守られた表現空間を知
り、各自自由に制作に取り組む。

保高

13

【ディスカッション①】
制作①で作成した作品を相互鑑賞する。また「作
品を受け入れるためのワークシート」を用いて
作品を介した対話を試みる

他者の作品に向かい合い、対話
を通じてより深い作品理解に到
達する。

保高

14

【ディスカッション②】
世代や心身の条件を問わずに実施できるアート・アプ
ローチの実際を学び、それを実践に結びつけていくた
めの姿勢・方法論についてディスカッションを行う。

医療・福祉の現場で導入されてい
る様々なアート・アプローチにつ
いて知る。また、アートが持つ治
療的機能についても理解を深める。

保高

15
【制作②】
はがき大の作品を制作し、グループ内で交換す
る。それを受け、お返しの作品を制作する。

他の人の作品を共感的に受け止
めていくための姿勢を学ぶ。

保高

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

6 感性を高める表現 1 30 必修 1年 後期
浦田真理子・山口真理

保高一仁



20

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

音 楽 表 現 の 基 礎 知 識、
及び 音楽の効用につい
て理解し、介護現場に
おける音楽の活用法を
考える。

レポート
授業の活動過程

作成した資料を用いて進
める。
必要に応じて視聴覚教材
を用いる。

「介護援助者のための実
践音楽レクリエーショ
ン」河村順子著　建帛社、

「高齢者のための音楽療
法的音楽活動入門」北村
英子著　ひかりのくに、
　他

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

音楽の身体表現・高齢
者の好む歌を学び、劇
を体験することにより、
介護の現場で生かすこ
とができるようにする。

出欠状況、授業への取
り組み方、レポート提
出の総合評価。

作成した資料に基づき
演習形式で進める。

「歌体操」寺島龍子著　
筒井書房、

「歌ってリズム」前田キ
ヨ子著　あおぞら音楽社

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

表現することを楽しみ
つつ、他の人が制作し
た作品を共感的に受け
止めていく姿勢を身に
着ける。

授業の取り組み方、制作
物やワークシートの内容
等を総合的に評価する。

演習形式で行う。 適宜プリント等を配布
する。

教員からの

メッセージ

音楽の楽しさを味わうとともに、人と音楽の関わりについて考えてみましょう。

教員からの

メッセージ

介護の現場で、少しでも音楽をとりいれることができるように、授業内容を習得してほしいと思
います。

教員からの

メッセージ

アートには、人とひと、人と社会を穏やかに結び付けて行く力があります。本授業でアートを通
じたコミュニケーションを体験してください。

＜浦田真理子＞

＜山口真理＞

＜保高一仁＞

＊学生は、毎回３グループに分かれて授業を行う。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
授業の進め方ガイダンス・
現代人とストレス

ストレスについて理解を深め
る。自己理解を深める。

百瀬

2
ストレス対処法について
　ストレスの自己対処法

ストレスコーピングを学ぶ 百瀬

3 癒しの技法①タッチケア

手を用いた癒しの技法の理論と
実際を学ぶ
タッチケアの演習と体験

赤沢

4 　　　タッチケアの技法 赤沢

5 　　　タッチケアの実際 赤沢

6 癒しの技法②アロマの理解
アロマの効用、利用方法につい
て知る。

外部講師
百瀬

7 　　　アロマセラピーの体験 アロマと同時に体を動かすこと
でのリラクゼーション効果を知
る

外部講師
百瀬

8 　　　アロマの利用場面
外部講師

百瀬

9 癒しの技法③動物介在療法
身近な動物がもたらす効用につ
いて知る

杉浦

10 癒しの技法④音楽療法 音楽療法の理論的理解をする 浦田

11

　　　音楽療法の実際
音楽を楽しむことでの癒し効果
を理解する

浦田

12

13 癒しの技法⑤リンパマッサージ
リンパマッサージの効果と方法
を学ぶ

外部講師
百瀬

14

療養場面での活用
実際の援助場面での患者・療養
者に癒し技法がもたらす効果を
体験する

全員

15 全員

16 全員

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

7 ストレスと癒し 1 30 選択 1 年 後期
赤沢　昌子・杉浦　恵子
百瀬ちどり・浦田真理子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

ストレスについて理解で
き、様々な癒しの技法を
学ぶ

出席
授業参加態度
レポート
ボランティア参加

理論的なこととの講義と
演習を通じて手技を学
ぶ。

プリント

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 Windows の基礎 Windows の基本操作の習得

2

Word 基礎 Word 基礎の習得

3

4

Excel 基礎 Excel 基礎の習得

5

6

PowerPoint の基礎 簡単なスライド資料作成

7

8

Word 応用 Word 応用の習得

9

10

Excel 応用 Excel 応用の習得

11

12

PowerPoint の応用
テーマに沿ったプレゼンテー
ションを作成

13

14 セキュリティと情報モラル
セキュリティと情報モラルにつ
いて理解する

15 演習 習得内容を活用し、課題作成

16 期末試験 習得内容を活用し、課題作成

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

8 情報処理演習 1 30 選択 1 年 後期 藤森　由紀子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

・各アプリケーションの
理解と技術の習得。

・出席状況
・スライド提出
・期末試験

・講義
・課題作成

学生のための
Office2010 ＆
情報モラル
　　（noa 出版）

教員からの

メッセージ

Word・Excel を使いこなせるようにしましょう。
効果的なプレゼンテーションを作りましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
国家試験の仕組み・形式等を知り、学習計画を
立てる。

国家試験の仕組み・形式等を知
り、１年間の学習計画を立てる
ことができる。

齋藤・福田

2
前期模擬試験①－人間関係とコミュニケーショ
ン・社会の理解・認知症の理解・生活支援技術・
介護過程・こころとからだのしくみ

模擬試験を解き、自分の実力を
知る。

釜土・尾台

3 模擬試験の解説―振り返りと自己学習
各科目の理解度を知り、計画を
立て学習を進める。

釜土・尾台

4 自己学習
前期に終了した科目について、
夏季休業中の学習計画を立てる。

齋藤・福田

5
前期模擬試験②－人間関係とコミュニケーショ
ン・社会の理解・生活支援技術・介護過程・認
知症の理解・こころとからだのしくみ

後期の第１回目として、前期科目
の夏季休業中の学習成果を試す。

齋藤・福田

6 模擬試験の解説―振り返りと自己学習
各科目の理解度を知り、計画を
立て学習を進める。

齋藤・福田

7 自己学習
前期に終了した科目について、
理解できるまで復習する。

釜土・齋藤

8 自己学習
前期に終了した科目について、
理解できるまで復習する。

尾台・福田

9
後期模擬試験①－人間関係とコミュニケーショ
ン・社会の理解・生活支援技術・介護過程・認知
症の理解・こころとからだのしくみ・総合問題

模擬試験を解き、自分の実力を
知る。

齋藤・釜土

10 模擬試験の解説―振り返りと自己学習
各科目の理解度を知り、計画を
立て学習を進める。

齋藤・釜土

11 自己学習
模擬試験の内容が理解できるま
で復習する。

尾台・福田

12
後期模擬試験②－人間関係とコミュニケーショ
ン・社会の理解・生活支援技術・介護過程・認知
症の理解・こころとからだのしくみ・総合問題

１学年の履修科目全般につい
て、模擬試験を解き、自分の実
力を知る。

齋藤・尾台

13 模擬試験の解説―振り返りと自己学習
各科目の理解度を知り、計画を
立て学習を進める。

齋藤・尾台

14 模擬試験の解説―振り返りと自己学習
各科目の理解度を知り、計画を
立て学習を進める。

齋藤・釜土

15
後期模擬試験③－人間関係とコミュニケーショ
ン・社会の理解・生活支援技術・介護過程・認知
症の理解・こころとからだのしくみ・総合問題

１学年の履修科目全般につい
て、模擬試験を解き、自分の実
力を知る。

齋藤・福田

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

9 介護特別講座Ⅰ 2 30 選択 1 年 通年
齋藤真木・福田　明
釜土禮子・尾台安子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

国家試験の仕組みを知
り、模擬試験を繰り返す
ことで、１年で履修する
各科目の内容を理解する
ことができる。

出席状態、授業態度、模
擬試験などの結果を総合
して評価する。

自己の計画に基づく学
習・模擬試験と結果の評
価を繰り返し行う。

書き込み式介護福祉士合
格ノート（成美堂出版）
プリント

教員からの

メッセージ

模擬試験を複数回行います。１年で履修する科目については ,1 年のうちに内容を全て理解できる
ように自己学習を計画的に進めてください。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
介護の現場から介護の仕事を理解する（特養・
老健）

介護の仕事の理解を現場の実践
者から学ぶ。

釜土

外部講師

2
介護の現場から介護の仕事を理解する（宅老所、
デイサービス、小規模多機能施設）

介護の仕事の理解を現場の実践
者から学ぶ。

釜土

外部講師

3 介護とは何か
介護とは誰のために、何のため
にする仕事か理念・目的の理解

井上

4 介護福祉士を取り巻く状況
介護福祉士誕生の社会的背景・
専門職の活動・職能団体として
の役割、活動についての理解

井上

5 尊厳を尊支える介護とは何か 尊厳の持つ意味と歴史性の理解 井上

6 介護の思想とノーマライゼーションの意味
介護の歴史とノーマライぜー
ションの関係の理解

井上

7 介護におけるノーマライゼーション実現の方法
介護の実践におけるノーマライ
ゼーションの具体化の方法の習
得

井上

8 介護の目的概念と生活との関係 介護と生活との関係の理解 井上

9 生活とは何か
生活の概念と構造についての理
解

井上

10 ＱＯＬの意味と考え方
生活の質とは何か、人類の歴史
と生活との関係の理解

井上

11 利用者主体の考え方と人権保障
人類の歴史から人権の意味を理
解する。

井上

12 自己決定・自己選択の意味と自律・自立の関係
自立の概念と自己決定・自己選
択の意味

井上

13
介護の現場から介護の仕事の理解（グループ
ホーム・通所リハビリテーション）

介護の仕事の理解を現場の実践
者から学ぶ。

釜土

14
介護の仕事の理解（養護老人ホーム、有料老人
ホーム）

介護の仕事の理解を現場の実践
者から学ぶ。

釜土

15 試験 授業内容の習熟度の評価 井上・釜土

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

10 介護福祉論Ⅰ 2 30 必修 1年 前期 井上千津子・釜土禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

①介護の本質的理解
②介護を取り巻く社会状況と専

門職の役割の理解
③尊厳・自立・生活について基

本的理解
以上のことを理解する事によっ
て介護の価値を認識し、介護職
としての姿勢を習得する

①授業終了時の試験
②授業カード（毎授業提

出）の内容
③授業態度

・講義
・グループワークによる

演習
・視覚教材の援用

介護の基本
（ミネルヴァ書房）

教員からの

メッセージ

介護福祉士取得のための基礎となるガイダンス科目である。講義を基本として、学生同士の議論
を通して、教員と学生が共に学びの場を作り上げて生きたい。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 家族介護から社会化への変化について
介護が社会化された社会的背景
の理解

井上

2 ライフステージの特徴や課題
人の一生とそれぞれのライフス
テージの特徴や課題の理解

井上

3 高齢者の暮らしと生活障害
加齢にともなう諸機能の低下に
よる生活障害の理解

井上

4 障害者の暮らしと生活障害 障害の状態と生活障害の理解 井上

5 家族支援の必要性と生活障害
家族支援の重要性と地域社会と
の関係についての理解

井上

6 チームケアの目的・意義
チームケアの目的・意義の理解
と関連職種の役割の理解

井上

7 チームケアの必要性と展開方法
チームケアの必要性と介護サー
ビスの概要の理解と展開方法の
習得

井上

8 生活の場による介護の特性
居宅介護の課題と介護方法の習
得

井上

9 生活の場による介護の特性
施設介護の課題と介護方法の習
得

井上

10 介護における安全の確保とリスクマネジメント
介護実践における安全確保の重
要性とリスクマネジメントとの
関係性の理解

釜土

11 身体拘束ゼロへの取り組み
身体拘束の弊害を理解し、身体
拘束ゼロへの取り組みを学ぶ。

釜土

12 身体拘束ゼロへの取り組み
身体拘束の弊害を理解し、身体
拘束ゼロへの取り組みを学ぶ。

釜土

13 医療行為と医療的ケアについて
医療行為と医療的ケアの理解を
深め、現状の実態を学ぶ。

釜土

14 医療的ケアをめぐる課題　
法的な面や現実から医療的ケア
を介護職が行うことに対する課
題について理解する。

釜土

15 まとめ 授業内容の習熟度の評価 井上・釜土

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

11 介護福祉論Ⅱ 2 30 必修 1年 前期 井上千津子・釜土禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書
①要介護者の生活実態と介護の必

要性についての理解
②家族支援と地域社会との関係性

んの理解。
③チームケアの必要性と展開方法

の習得
④介護実践における基本的知識と

展開方法の習得
上記から介護の基本的実践理論を
習得する

①授業終了時の試験
②授業カード
　（毎授業提出）の内容
③授業態度

・講義
・グループワークによる

演習
・視覚教材の援用

介護の基本
（ミネルヴァ書房）

教員からの

メッセージ

介護福祉士取得のための基礎となるガイダンス科目である。講義を基本として、学生同士の議論
を通して、教員と学生が共に学びの場を作り上げて生きたい。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護を必要とする人の理解について
介護を必要とする人の健康状
況、心身の状況などから個別性
について理解する。

2
介護を必要とする人の理解
　人間の多様性・複雑性の理解

人間のもつ価値観の違いや生活
体験から人間の生活の多様性複
雑性について理解する

3
介護を必要とする人の理解
　その人らしさの理解
　（過去 100 年の出来事から生活背景を理解）

過去 100 年間の出来事を調べ、
高齢者の生活背景を理解する。

4
介護を必要とする人の理解
　その人らしさの理解
　（過去 100 年の生活文化から生活背景を理解）

過去 100 年間の生活文化よりを
調べ、高齢者の生活背景を理解
する。

5
介護を必要とする人の理解
　その人らしさの理解
　（生活様式等の多様性やその他の理解）

高齢者の生活様式と自分の生活
様式に違いを理解する。

6
介護を必要とする人の理解
　高齢者のくらしの実際
　（健康、生活のリズムについて）

高齢者の健康状態や生活のリズ
ムについて理解する。

7
介護を必要とする人の理解
　高齢者のくらしの実際
　（生活文化、家族・世帯構成、役割）

高齢者の生活文化、家族形態、
役割について理解する。

8
介護を必要とする人の理解
　高齢者のくらしの実際
　（すまいと環境、就労・雇用、収入・生計・
社会活動・余暇活動、レクリエーション、その他）

高齢者の社会活動や余暇活動、レク
レーション活動、社会活動や余暇活動、
レクレーション活動等を理解する。

9
介護を必要とする人の理解
　その人らしさの理解
　（高齢者のライフヒストリーから価値観、生
活観、生活習慣の理解）

高齢者のライフヒストリーの事
例から生活習慣、価値観の違い
について理解する。

ライフヒスト
リー

10
介護を必要とする人の理解
　障害のある人のくらしの理解
　（障害のある人の生活ニーズ）

障害のある人の生活ニーズにつ
いて理解する。

11
介護を必要とする人の理解
　障害のある人のくらしの理解
　生活を支える基盤（各種年金制度、生活保護、介護保険）

障害がある人の生活基盤の保証
精度について理解する。

12
介護を必要とする人の理解
　介護を必要とする人の生活環境の理解
　（生活、生活環境の考え方）

高齢者の快適な生活空間の見取
り図を書いて必要な生活環境に
ついて理解する。

13
介護を必要とする人の理解
　介護を必要とする人の生活環境の理解
　（生活、生活環境の考え方）

障害者の快適な生活環境につい
ての見取り図を描いて必要な生
活環境について理解する。

14
介護を必要とする人の理解
　介護を必要とする人の生活環境の理解
　（家族、地域、社会）

介護を必要とする人の生活環境
で家族や地域や社会の役割につ
いて理解する。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

12 介護の基本Ⅰ
（介護の対象）

2 30 必修 1 年 後期 丸山　順子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護を必要とする人とし
て高齢者や障害のある人
の暮らしの違いや生活環
境の違いについて理解す
る。

出欠状況、授業態度、提
出物、発表評価、期末試
験などの結果を総合して
評価する。

主として資料、プリント
を使用し講義する。

資料

教員からの

メッセージ

「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の考え方を理解するとともに、「介護を必要とする人」
を、生活の観点から捉えるための学習です。多面的に捉えられる能力を身に着けましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 コミュニケーションの意味① 自己分析

2 コミュニケーションの意味②
他者との関係における自分を認
識する

3 コミュニケーションの意味③
他者理解とコミュニケーション
の役割

4
介護におけるコミュニケーションの基本
関係形成の基礎①

介護におけるコミュニケーショ
ンの意義・目的・役割について
理解できる

5
介護におけるコミュニケーションの基本
関係形成の基礎②

援助的コミュニケーションの基
本姿勢を学ぶ

6
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　傾聴技法①

話を聴く技術を身につける①

7
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　傾聴技法②

話を聴く技術を身につける②

8
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　感情を学ぶ技法

感情表現を察する技法を学ぶ

9
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　納得と同意を得る技法

納得と同意を得る技法を身につ
けることができる

10
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　相談・助言・指導の技法①

相談、助言、指導の技法を身に
つけることが出来る①

11
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　相談・助言・指導の技法②

相談、助言、指導の技法を身に
つけることが出来る②

12
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　意欲を引き出す技法

意欲を引き出す技法を身につけ
ることが出来る

13
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　利用者本人と家族の同意の調整を
図る技法

利用者本人と家族の同意の調整
を図る技法を身につけることが
出来る

14
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　利用者本人と家族との間の問題解
決を図る技法

利用者本人と家族との間の問題
解決を図る技法を身につけるこ
とが出来る

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

13 コミュニケーションと介護Ⅰ 2 30 必修 1 年 後期 伊藤　かおる

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護を必要とする者の理解
や援助的関係・援助的コミュ
ニケーションについて理解
するとともに、利用者や利
用者家族、あるいは様々な
場面でのコミュニケーショ
ン能力を身につける

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する

テキスト、プリントを使
用して参加型の講義とす
る

「ケア・コミュニケーショ
ン」（ウイネット）

教員からの

メッセージ



28

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
生活支援
　生活の理解（生活の定義と生活の構造、生活
支援の考え方、生活形成のプロセス）

生活の定義と構造、生活支援の
考え方、生活形成のプロセスに
ついて理解する。

丸山

2
生活支援
　生活の理解（生活経営）

生活経営から実際の生活を理解
し、介護との関係から生活を考
える事が出来る。

丸山

3
自立に向けた居住環境の整備
　居住環境整備の意義と目的、生活空間と介護－居場
所とアイデンティティー、生活の場、すまい、住み慣
れた地域での生活保障、（ベッドについて）その他－

快適な居住環境とそうではない環境とは何が
異なるのかを考え、居住環境整備の意義と目
的と生活空間と介護に関する諸理論を理解す
ることができる。

丸山

4
自立に向けた居住環境の整備
　生活環境の考え方－実習室使用にあたって－
手洗い・物品・整理整頓

実習室使用にあたって、手洗い・
物品・整理整頓ができる。

丸山・小坂

5
自立に向けた居住環境の整備
　ベッドメーキング①

快適な生活を送るための、日々
安心して休める良いベッドをつ
くることができる。

丸山・小坂

6
自立に向けた居住環境の整備
　ベッドメーキング②

快適な生活を送るための、日々
安心して休める良いベッドをつ
くることができる。

丸山・小坂

7 実技試験 丸山・小坂

8
自立に向けた居住環境の整備
　シーツ交換

快適な生活を送るための、日々
安心して休める良いベッド環境
をつくることができる。

丸山・小坂

9
自立に向けた居住環境の整備

　安全で心地よい生活の場づくり－快適な室内環境（寝具、段差、手すり、素材、スペー

ス）、浴室、トイレ、台所、プライバシーの確保、交流の促進、安全性への配慮。

生活空間と介護　施設等での集住の場合の工夫・留意点－ユニットケア、居室の個室化、 

安全で心地よい生活の場づくりの工
夫を考えることができる。在宅や施
設で生活する要介護高齢者の生活空
間について考えることができる。

丸山

10
自立に向けた居住環境の整備
　なじみの生活空間づくり、居室の個室化、ユニッ
トケアの留意点、他の職種の役割と協働、その他

施設におけるユニットケア、居室の
個室化、なじみの生活空間づくり等
の環境について考える事ができる。

丸山

11
自立に向けた居住環境の整備
　住宅のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン

住宅のバリアフリー化とその理
由を理解することができる。

丸山

12

13
自立に向けた睡眠の介護
　睡眠とは何か－睡眠の意義・目的、睡眠のメ
カニズムと睡眠障害の理解－、アセスメント

睡眠の意義・目的・睡眠のメカ
ニズムと睡眠障害について理解
できる。

丸山

14
自立に向けた睡眠の介護

　安眠を促す介助の技法と他職種の役割と協働

　利用者の状態・状況に応じた睡眠の介助の留意点－①感覚機能が低下してい

る人②運動機能が低下している人③認知・知覚機能の低下④不眠時の対応－

安眠のための介護の工夫について考え、他職
種の役割と協働の視点が理解できる。利用者
の状態・状況に応じた睡眠への介護の留意点
について考えることができる。

丸山

15 期末試験 丸山

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

14 生活支援学総論 2 30 必修 1 年 前期 丸山順子（小坂）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

生活、生活支援の意義や
実際の援助、自立に向け
た居住環境の整備や睡眠
に関する技術と知識につ
いて習得できる。

出席状況、授業態度、期
末試験など総合的に評価
する

テキスト、資料を用いた
講義、参加型授業を行う。

介護技術論
第一法規

教員からの

メッセージ

生活を様々な角度から捉えることができ、介護福祉士の生活支援の意義を考えましょう。また、
居住環境、睡眠等、生活する上で安全、安心できる状況に配慮できるような基礎的な知識・技術
を身につけるようにしましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
自立に向けた移動の介護
　移動の意義と目的・ボデイメカニクスの理解

移動が生活行為の基本動作であ
ることが理解できる。

赤沢

2
自立に向けた移動の介護
　安全で気兼ねなく動けることを支える介護
　移動動作（寝返り、側臥位、腹臥位、起き上がり）の身体の動き

移動動作（寝返り、側臥位、腹
臥位、起き上がり）の身体の動
きを理解できる。

赤沢・小坂

3
自立に向けた移動の介護
　安全で気兼ねなく動けることを支える介護
　移動動作（端座位、長座位）の身体の動き

移動動作（端座位、長座位）の
身体の動きを理解できる。

赤沢・小坂

4
自立に向けた移動の介護
　安全で気兼ねなく動けることを支える介護
　移動動作の（座位、立位、移動）の身体の動き

移動動作の（座位、立位、移動）
の身体の動きを理解できる。

赤沢・小坂

5 　実技試験  赤沢・小坂

6
自立に向けた移動の介護
　安全で的確な移動・移乗の介助の技法と福祉用具
　①体位変換（水平移動、側臥位、腹臥位、起き上がり）

安全で的確な体位変換の技法を
習得する。

赤沢・小坂

7
自立に向けた移動の介護
　安全で的確な移動・移乗の介助の技法と福祉用具
　②体位変換（起き上がり、端座位、立位）

安全で的確な体位変換の技法を
習得する。

赤沢・小坂

8
自立に向けた移動の介護
　安全で的確な移動・移乗の介助の技法と福祉用具
　③歩行の介助の技法（杖の種類、介助方法等）

杖の種類と用途について理解し、
杖歩行介助の方法を習得する。

赤沢・小坂

9
自立に向けた移動の介護
　安全で的確な移動・移乗の介助の技法と福祉用具
　④車椅子の介助（車椅子の種類、選び方、移乗方法）

安全で的確な車椅子の介助方法
を習得する。

赤沢・小坂

10
自立に向けた移動の介護
　安全で的確な移動・移乗の介助の技法と福祉用具
　⑤車椅子の介助（車椅子の移動）

安全で的確な車椅子の介助方法
を習得する。

赤沢・小坂

11 　実技試験 赤沢・小坂

12
自立に向けた移動の介護
　安全で的確な移動・移乗の介助の技法と福祉用具
　⑥安楽な体位の保持（姿勢に応じた安楽な体位）

姿勢の状況に応じた安全で的確
な安楽な体位の保持を習得する。

赤沢・小坂

13
自立に向けた移動の介護
　安全で的確な移動・移乗の介助の技法　
　⑦ストレッチャーへの移乗と介助

ストレッチャーへの移乗方法と
移動方法を習得する。

赤沢・小坂

14
自立に向けた移動の介護
　利用者の状態・状況に応じた移動の介助の留意点
　⑧運動機能 ( 半身麻痺・対麻痺・四肢麻痺等 ) が低下している人の介助の留意点

利用者の状態・状況に応じた移
動の介助の留意点について考え
ることができる。

赤沢・小坂

15 筆記試験 赤沢・小坂

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

15 生活支援技術の基本Ⅰ（移動） 1 30 必修 1 年 前期 赤沢昌子（小坂）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた移動への介
護方法を習得し、生活の
拡大を図る援助について
も考える事が出来る。

出欠状況、授業態度、毎
回の提出物、期末試験な
どの結果を総合して評価
する。

主として資料、プリント
を使用し、問題を提示し
ながら講義する。

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
食事、排泄の意義と目的
おいしく食べることを支える介護

食事、排泄の意義と目的を理解でき
る。おいしく食べることを支える介
護の工夫を理解することができる。

齋藤

2
安全で的確な食事介助の技法
食事をするときの姿勢

安全で的確な食事介助の基本を
理解することができる。

齋藤・釜土

3
利用者の状態・状況に応じた食事の介助の留意点①
－運動機能が低下している人の介助の留意点－

利用者の状態・状況に応じた食
事の介助の留意点や介助の方法
を理解することができる。

齋藤・釜土

4
利用者の状態・状況に応じた食事の介助の留意点②
－感覚機能および認知・知覚機能が低下している人
の介助の留意点

利用者の状態・状況に応じた食
事の介助の留意点や介助の方法
を理解することができる。

齋藤・釜土

5
利用者の状態・状況に応じた食事の介助の留意点③
－視覚障害のある人の食事介助

利用者の状態・状況に応じた食
事の介助の留意点や介助の方法
を理解することができる。

齋藤・釜土

6
自立に向けた排泄の介護－気持ちよい排泄を支
える介護の工夫（がまんさせない工夫、プライ
バシーに配慮した排泄の環境づくり、その他）

気持ちよい排泄を支える介護の工夫（が
まんさせない工夫、プライバシーに配慮
した排泄の環境づくり、その他）ができる。

齋藤・釜土

7
自立に向けた排泄の介護－気持ちよい排泄を支
える介護の工夫（おむつをしない介護）①

気持ちよい排泄を支える介護の
工夫（おむつをしない介護）が
できる。

齋藤・釜土

8
自立に向けた排泄の介護－気持ちよい排泄を支
える介護の工夫（おむつをしない介護）②

気持ちよい排泄を支える介護の
工夫（おむつをしない介護）が
できる。

齋藤・釜土

9
自立に向けた排泄の介護
排泄用品・排泄用具の理解

利用者の状態・状況に応じた排泄用品・
用具を使用して利用者にとって心地よ
い排泄の方法を考えることができる。

齋藤・釜土

10
安全・的確な排泄の介助の技法－運動機能が低下して
いる人の介助の留意点－①トイレ、ポータブルトイレ

安全・的確なトイレ、ポータブル
トイレの介助の技法を習得できる。

齋藤・釜土

11 安全・的確な排泄の介助の技法－②差し込み便器
安全・的確な差し込み便器の介
助の技法を習得できる。

齋藤・釜土

12 安全・的確な排泄の介助の技法－③おむつ
安全・的確なおむつの介助の技
法を習得できる。

齋藤・釜土

13 実技試験 齋藤・釜土

14
他の職種の役割と協働・利用者の状態・状況に
応じた介助の留意点

他の職種の役割と協働について理解するこ
とができる。利用者の状態・状況に応じた
介助の留意点を理解することができる。

齋藤

15 期末試験 齋藤

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

16 生活支援技術の基本Ⅱ
（食事・排泄）

1 30 必修 1 年 後期 齋藤真木・釜土禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた食事と排泄
の介護に関する技術と知
識について習得できる。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

講義、実技演習、事例検
討、グループワークを活
用した学習とする。

検討中

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
自立に向けた身じたくの介護
身じたくの意義と目的・衣類の役割と種類
生活習慣と装いの楽しみを支える介護－身だしなみの楽
しみを支える衣類の工夫

身じたくの意義・衣類の役割と種類目
的を理解できる。
生活習慣と装いの楽しみを支える身じ
たくの工夫について考える事ができる。

赤沢

2
自立に向けたみじたくの介護

整容行動、衣生活の介助の技法①整容（洗面、整髪、ひ

げの手入れ、化粧等）

整容（洗面、整髪、ひげの手入れ、

化粧等）に関する介護方法について

習得することができる。
赤沢・小坂

3
自立に向けたみじたくの介護

整容行動、衣生活の介助の技法②口腔の清潔、嚥下体操

口腔の清潔に関する介護方法につい

て習得することができ、誤嚥予防が

できる。
赤沢・小坂

4
自立に向けたみじたくの介護

整容行動、衣生活の介助の技法③衣服の着脱（自力で着

がえる方法）

衣服の着脱方法を習得することがで

きる。
赤沢・小坂

5
自立に向けたみじたくの介護

利用者の状態・状況に応じた身じたくの介助の留意点①衣生

活の介助の技法（半身麻痺の一部介助・全介助で着がえる方法）

心身の状況に応じた衣服の着脱の介護

方法について習得することができる。
赤沢・小坂

6
自立に向けた入浴・清潔保持の介護

入浴の意義と目的
入浴の意義と目的を理解することが

できる。
赤沢

7
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
爽快感・安楽を支える介護―爽快感・安楽を支える介護
の工夫（入浴を楽しむ環境づくり、スキンシップ、コミュ
ニケーション、その他）

爽快感・安楽を支える介護の工夫（入浴

を楽しむ環境づくり、スキンシップ、コ

ミュニケーション、その他）ができる。
赤沢・小坂

8
自立に向けた入浴・清潔保持の介護

　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－

　①入浴②シャワー浴

安全・的確な入浴・シャワーの介助

の技法を習得できる。
赤沢・小坂

9
自立に向けた入浴・清潔保持の介護

　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－

　③寝たままの全身清拭とおむつ交換

安全・的確な全身清拭とおむつ交換

の介助の技法を習得できる。
赤沢・小坂

10
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－
　④寝たままの足浴・手浴⑤フットケア・リフレクソロ
ジーとシーツ交換

安全・的確な足浴・手浴、フットケア・

リフレクソロジーとシーツ交換の介

助の技法を習得できる。
赤沢・小坂

11
自立に向けた入浴・清潔保持の介護

　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－

　⑥寝たままの洗髪と更衣

安全・的確な洗髪の介助と更衣の技

法を習得できる。
赤沢・小坂

12
自立に向けた入浴・清潔保持の介護

　他の職種の役割と協働・事例に基づいた衣服の着脱介助と入

浴清潔の保持と留意点（酸素使用・胃ろう・吸引必要など）

自立に向けた身じたく・入浴・清潔

保持の介護に関して他の職種の役割

と協働について考える事が出来る。

赤沢・小坂

13 自立に向けた身じたく、入浴・清潔保持の介護

利用者の状態・状況に応じた介助の留意点－

－寝たきり・車いすの方のユニバーサルファッション

ショー－

寝たきり・車いすの方の楽しみを支

える工夫ができる
赤沢・小坂

14

15 期末試験 赤沢

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

17 生活支援技術の基本Ⅲ
（身だしなみ・清潔）

1 30 必修 1 年 後期 赤沢昌子（小坂）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた身じたく・
入浴・清潔の介護に関す
る技術と知識について習
得できる。

出席状況、授業態度、提
出物、期末試験など総合
的に評価する。

講義、実技演習、事例検
討、グループワークを活
用した学習とする。

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 家事の意義と目的
生活における家事の意義と目的
を理解する。

竹内

2 生活支援のあり方
ＩＣＦの視点にもとづく生活支
援の方法を学ぶ。

竹内

3 自立に向けた家事の介護
家事に参加することを支える介
護の工夫について考察する。

竹内

4 家事支援における介護技術（食物）
摂取する食品の種類や量を考慮
し、個々人の心身の状況に応じ
た献立作成手順を学ぶ。

竹内

5 家事支援における介護技術（食物）
加工食品の活用と保存、配食
サービスの利用について学ぶ。

竹内

6 家事支援における介護技術（食物）
食を原因とした健康障害などを
防止するために必要な知識を習
得する。

竹内

7 家事支援における介護技術（家庭経営）
家庭経営の基本的考え方、個人
のライフコースや生活設計につ
いて学ぶ。

竹内

8 家事支援における介護技術（家庭経営）
生活資源、家事及び介護労働、
家庭経済の構造について学ぶ。

竹内

9 家事支援における介護技術（掃除・衛生管理）
掃除や衛生管理の意義を理解
し、支援の仕方を学ぶ。

竹内

10
家事支援における介護技術（買い物・家計の管
理）

金銭管理や買い物の意義を理解
し、支援の仕方を学ぶ。

竹内

11
自立に向けた家事の介護（被服）
快適な衣生活を支える介護

被服の役割と機能について理解
する。

雨宮

12
自立に向けた家事の介護（被服）
快適な衣生活を支える介護

被服素材の種類と性能について
理解する。

雨宮

13
自立に向けた家事の介護
家事の介助の技法（被服）

洗濯の意義、洗濯方法の基本、
自立支援のための工夫点につい
て学ぶ。

雨宮

14
自立に向けた家事の介護
家事の介助の技法（被服）

高齢者や障害者の体型変化を考
慮した被服に関する基礎知識を
習得する。

雨宮

15
自立に向けた家事の介護
家事の介助の技法（被服）

裁縫技術について、制作を通し
て基本的な技術を習得する。

雨宮

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

18 家政の生活支援Ⅰ 2 30 必修 1 年 後期 竹内亮子・雨宮邦子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

家庭生活を円滑に営む上
で必要な知識や技術を学
び、自立に向けた家事援
助の技法を習得する。

出席状況、授業態度、課
題提出状況、小テストを
総合して評価する。

講義、課題研究、グルー
プワーク等

プリント資料を
配布

教員からの

メッセージ



33

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護の仕事とは
介護の仕事に対するイメージを
作り上げることができる。

2 望ましい介護とは
専門職の行う介護と一般の人が行う

介護との相違点が理解でき、望まし

い介護について考えることができる。

3 生活の支援に必要なことは何か
生活支援をしていくために関わ
る力、観察する力、感じとる力
の必要性について理解する。

4 生活支援に必要なことは何か
生活支援をしていくためにはその人の

生き方や暮らしを理解し、意欲を引き

出すかかわりの必要性を理解する。

5
生活支援と介護過程の必要性

（介護過程の意義、目的）
介護過程の意義、目的について
理解する。

6
生活支援と介護過程の展開

（介護過程とＩＣＦの関係）

介護過程展開に必要な要素にＩ
ＣＦの視点が導入される必要性
を理解する

7 介護過程の展開とＩＣＦの考え方について
ＩＣＦの視点で情報収集するこ
とを理解する。

8 介護過程に必要な情報収集
アセスメントに必要な情報集が
何かを理解できる。

9
介護過程の展開：アセスメント

（情報の統合、解釈、意味づけ）
情報の統合、解釈することを考
えることができる。

10
介護過程の展開：アセスメント

（情報の統合、解釈、意味づけ）
情報の統合、解釈することを考
えることができる。

11
介護過程の展開：生活上の課題、総合的援助方
針、目標

アセスメントから生活上の課題
を考え、総合的援助方針を考え
ることができる。

12 介護過程の展開：介護計画の立案
その人にあった具体的援助内容
を考えることができる。

13 介護過程の展開：介護計画の立案
その人にあった具体的援助内容
を考えることができる。

14
介護過程の展開：評価の目的、内容、方法、モ
ニタリングの必要性

実施後の評価の方法について理
解する。

15 まとめと筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

19 介護過程総論 2 30 必修 1年 前期 尾台　安子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護過程の意義を理解
し、介護計画を立案し、
適切な介護サービスが提
供できる介護過程の理論
を学習する。

出席状況、授業態度、課
題レポート、筆記試験等
を総合的に評価する。

事例を用い、介護過程の
展開と実際の ICF モデル
での展開を行ってみる。

介護過程：中央法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護過程とＩＣＦ（復習）
介護過程を展開にＩＣＦの捉え
方が必要であることを理解する。

尾台

2
脳血管障害の基礎的知識の確認（運動機能が低
下している人の生活障害）

運動機能障害として脳血管障害
の基礎的知識を深める。

尾台

3
脳血管障害の事例の読み込み（運動機能が低下
している人の生活障害と自立支援）

脳血管障害の人の生活障害につ
いて考え、自立支援について考
える事が出来る。

尾台・赤沢

4
介護過程の実践的展開
　事例の読み込みと確認すべきこと
　（情報の整理とさらに必要な情報）

事例の情報を整理しながら、事
例のイメージができる。

尾台・赤沢

5
介護過程の実践的展開
　アセスメント（情報に整理と関連性）

情報を整理しながらその中から
生活課題を導くことができる。

尾台・赤沢

6
介護過程の実践的展開
　アセスメント（情報に整理と関連性）

情報を整理しながらその中から
生活課題を導くことができる。

尾台・赤沢

7 介護過程の実践的展開
情報を整理しながらその中から
生活課題を導くことができる。

尾台・赤沢

8
介護過程の実践的展開
　アセスメント（情報に整理と関連性）

情報を整理しながらその中から
生活課題を導くことができる。

尾台・赤沢

9
介護過程の実践的展開
　生活課題の整理と優先順位

生活課題の優先順位を考える事
ができる。

尾台・赤沢

10
介護過程の実践的展開
　総合的な援助方針と長期目標、短期目標

生活課題から総合的な援助方針
と目標を立てることができる。

尾台・赤沢

11
介護過程の実践的展開
　短期目標と具体的援助

短期目標を達成するための援助
を考える事ができる。

尾台・赤沢

12
介護過程の実践的展開
　短期目標と具体的援助

短期目標を達成するための援助
を考える事ができる。

尾台・赤沢

13
介護過程の実践的展開
　短期目標と具体的援助

その人にあった具体的援助内容
を考えることができる。

尾台・赤沢

14
介護過程の実践的展開
　実施と評価の方法、再アセスメント

実施後の評価から再アセスメン
トすることができる。

尾台・赤沢

15 まとめと筆記試験 尾台

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

20 介護過程展開論Ⅰ 1 30 必修 1 年 後期 尾台安子（赤沢）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護過程の意義を理解
し、介護計画を立案し、
適切な介護サービスが提
供できる介護過程の理論
を学習する。

出席状況、授業態度、筆
記試験等を総合的に評価
する。

事例を用い、介護過程の
展開と実際のＩＣＦモデ
ルでの展開を行なってみ
る。

介護過程：中央法規

教員からの

メッセージ

事例を展開していきますので、イメージを膨らませながらその人の立場になって考えてみてくだ
さい。



35

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護福祉実習の意義と必要性
介護福祉士資格をとるにあたっ
ての動機付けができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

2 実習施設の概要の理解と環境の観察の視点
実習施設の特徴と役割について
理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

3 実習オリエンテーション（実習課題の明確化）
実習課題を明確にし、誓約書や
申込書を書くことができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

4
実習オリエンテーション（介護導入実習の施設
の理解）

実習を行う施設の概要、特徴な
どを理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

5
実習オリエンテーション（施設・事業所で生活
する利用者の生活の理解と観察の視点）

高齢者の特徴が理解でき、観察
の視点をもつことができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

6
実習オリエンテーション（施設・事業所で生活
する利用者の生活の理解と観察の視点）

高齢者の特徴が理解でき、観察
の視点をもつことができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

7
実習オリエンテーション（施設で行われる介護
援助の必要性と観察の視点）

介護援助時の観察の必要性が理
解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

8
実習オリエンテーション

（実習記録の書き方と諸注意）
実習の目標を再確認し記録や心
得が理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

9
実習オリエンテーション

（実習記録の書き方と諸注意）
実習の目標を再確認し記録や心
得が理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

10
実習オリエンテーション（導入実習Ⅰの確認、
実習後のまとめ）

実習についての確認と実習後の
まとめについて理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

11 実習の反省会・まとめ
初めての実習の学びと課題を報
告する。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

12 実習報告会資料作り
実習した内容をまとめることが
できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

13 実習報告会
実習での学びを発表し、共有す
ることができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

14
実習オリエンテーション（訪問・グループホー
ムで行われる介護援助の必要性と観察の視点）

介護援助時の観察の必要性が理
解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

15
実習オリエンテーション（導入実習Ⅱの確認、
実習後のまとめ）

実習についての確認と実習後の
まとめについて理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

21 介護総合演習Ⅰ 1 30 選択 1 年 前期
小坂みづほ・釜土禮子

丸山順子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

さまざまな介護の現場で
実習し、実習報告をまと
め発表会を行うことで、
介護への理解を深める。

出席状態、授業態度、実
習終了後のまとめや報告
会から総合的に評価す
る。

講義、グループワーク、
発表会

実習要項
プリント

教員からの

メッセージ

初めての実習を行い、まとめや報告会を行うことで、今後の課題を明らかにしましょう。
また、自主性をもって事前準備、実習、まとめをする姿勢を身につけましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 実習報告会
実習での学びを発表し、共有す
ることができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

2 基礎実習施設の概要の理解
実習施設の特徴と役割について
理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

3
実習オリエンテーション

（介護基礎実習の施設の理解）
実習を行う施設の概要などをす
ることができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

4
実習オリエンテーション（施設で生活する利用
者の生活の理解と観察の視点）

実習課題を明確にし、誓約書や
申込書を書くことができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

5
実習オリエンテーション（施設で生活する利用
者の生活の理解と観察の視点）

高齢者の特徴が理解でき、観察
の視点をもつことができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

6
実習オリエンテーション（施設で生活する利用
者の生活の理解と観察の視点）

高齢者の特徴が理解でき、観察
の視点をもつことができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

7 ラベルの書き方
介護基礎実習でのラベルワーク
が理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

8
実習オリエンテーション（介護基礎実習の確認、
実習後のまとめ）

実習についての確認と実習後の
まとめについて理解できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

9 実習の反省会・まとめ
初めての実習の学びと課題を報
告する。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

10 実習報告会資料作り
実習した内容をまとめることが
できる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

11 実習報告会
実習での学びを発表し、共有す
ることができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

12 ラベルワーク
介護基礎実習でのラベルワーク
ができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

13 ラベルワーク
介護基礎実習でのラベルワーク
ができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

14 ラベルワーク
介護基礎実習でのラベルワーク
ができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

15 ラベルワーク報告会
実習での学びのラベルワークを
発表することができる。

A: 小坂・丸山・釜土

B: 小坂・丸山・釜土

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

22 介護総合演習Ⅱ 1 30 選択 1 年 後期
小坂みづほ・釜土禮子

丸山順子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

さまざまな介護の現場で実
習し、実習報告をまとめ発
表会を行うことで、介護へ
の理解を深める。実習の意
義を理解し、学内で学んだ
知識・技術・態度を統合さ
せ、具体的な援助につなげ
ていくことができる。

出席状態、授業態度、実
習終了後のまとめや報告
会から総合的に評価す
る。

講義、グループワーク、
発表会

実習要項
プリント

教員からの

メッセージ

実習の事前学習、実習、まとめを通して、専門職としての知識・技術・態度の習得と自己成長に
むけて、主体的に取り組みましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
人間の成長と発達の基礎的理解
　発達の定義、発達段階、発達課題、その他

人間の成長と発達を学習する上
での講義の概要を理解すること
ができる

塚田

2
人間の成長と発達の基礎的理解
　新生児、乳幼児、学童・思春期の心と身体の発達

出生から新生児、乳幼児、学童、
思春期までの心と体の発達や発
達課題について理解する。

塚田

3
人間の成長と発達の基礎的理解
　青年期、成人期、老年期の心と身体の発達

青年期、成人期、老年期の心と
体の発達や発達課題について理
解する。

塚田

4
老化に伴うこころとからだの変化と日常生活
　老化に伴う心身の変化の特徴；防衛反応、回
復力、適応力の変化

老化に伴う心身の変化の特徴を
理解できる。

塚田

5
老化に伴うこころとからだの変化と日常生活
　老化に伴う心身の変化の特徴；防衛反応、回
復力、適応力の変化

老化に伴う心身の変化の特徴を
理解できる。

塚田

6
老化に伴う心身機能の変化と日常生活
　身体的機能の変化と日常生活への影響

老化に伴う身体的機能変化と日
常生活への影響を理解する

塚田

7
高齢者に多い生活習慣病と身体的機能の変化と
　日常生活へ管理

老化に伴う生活習慣病としての
高血圧、動脈硬化症などの日常
生活への影響を理解する。

塚田

8
高齢者に多い生活習慣病と身体的機能の変化と
　日常生活へ管理

老化に伴う生活習慣病としての
脳血管障害、虚血性心疾患など
の日常生活への影響を理解する。

塚田

9
高齢者に多い生活習慣病と身体的機能の変化と
　日常生活へ管理

老化に伴う生活習慣病としての
高脂血症、痛風、糖尿病などの
日常生活への影響を理解する

塚田

10 高齢者の悪性腫瘍と、その日常生活上の管理
悪性腫瘍の病態と日常生活への
影響を理解する。

塚田

11
老年期の発達と成熟・老年期の発達課題；人格
の尊厳、老いの価値

老年期の心と体の発達を踏まえ
て、老年期の発達課題について
理解する。

上條

12
高齢者に多い精神疾患とその日常生活上の留意
点

高齢者に心の問題と精神疾患な
どと、その日常生活の生活上の
留意点について理解できる。

上條

13
高齢者に多い脳神経系疾患とその日常生活上の
留意点

高齢者に多い脳神経疾患とその
日常生活の生活上の留意点につ
いて理解できる。

上條

14
高齢者と健康
　高齢者に多い病気とその日常生活上の留意
点、保健医療職との連携

高齢者に慢性疾患・感覚器疾患
などと、日常生活の生活上の留
意点について理解できる。

塚田

15 期末試験 塚田

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

23 発達と老化の理解Ⅰ（身体） 2 30 必修 1 年 後期 塚田昌滋・上條節子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

人間の成長と発達につい
て学習し、発達段階にお
ける発達課題を理解す
る。

出席状況、授業の参加状
況、期末試験より総合的
に評価する。

テキスト、プリントを使
用し講義形式

発達と老化の理解
（中央法規出版）

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 命の発達支援者としての基本理念
介護福祉士は人間支援者である
ことの理解（自己点検を踏まえ
て）

2
人間の成長と発達について学習する。発達の心
理学的意味、生理的発達

基礎知識として学ぶ

3
発達段階と発達課題（エリクソンの発達段階説
を中核として）

自己点検をしながら理解する

4
発達を支える発達環境（啐啄から始まる心の発
達、感情の発達、知性の発達、人格形成）

心の栄養が吸収されないと発達
できないことの理解

5
発達欲求としてのマズローの欲求段階説とアイ
デンティテイの確立

真に心が求めるものについて理
解する

6
老化に伴う生活の変化（心身機能の変化。社会
的役割からの引退、定年退職、歪んだからの影
響）社会的価値観

アイデンティテイが崩れかかる
苦しみに共感し支援のあり方を
身につける

7 高齢者が陥りやすい自己否定感と生活の様相 精神的介護の基本姿勢を見出す レポート提出

8
高齢者が果たしてきた社会貢献、家族を作り子
孫を育てた功績の敬意、高齢者の知恵と体験の
財産の評価と活用

福祉とは、尊厳と自律を支援す
ることという理解

9
加齢に伴い発生する老化と生涯発達について理
解する（老化の個人差に目を向ける）エイジズ
ムにとりつかれない

老化理論を身につける
高齢者イメージの自己点検

10
老年期の喪失体験と価値観、老年期の人格と尊
厳（アイデンティテイの揺らぎ）

支援者としての価値観の自己点
検

11
老年期のセクシュアリティと絆の心理
サクセスフル・エイジングについて学ぶ

種族保存本能と命を繋げる「絆」
について理解する

12
社会的支援としての施設保護のあり方について

（よりどころとしての家族、地域の大切さにつ
いて学ぶ）

社会構造の単位としての家族の
役割を理解する

13
個の存在は一人ひとり違う、個を理解するため
の傾聴と共感と支援について学ぶ

利用者が主体者であることの理
解

14 精神的介護の役割と専門性について学ぶ
人を支える専門性の価値につい
て理解する

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

24 発達と老化の理解Ⅱ（こころ） 2 30 必修 1 年 後期 釜土　禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

利用者の心を深く理解
し、自己実現に向けた支
援のあり方について理解
する

出席状況、授業態度
期末試験等を総合して
評価する。

教科書を中心に、幅広い
学習課題をプリントして
講義する

発達と老化の理解
（新介護福祉士養成講座）
中央法規

教員からの

メッセージ

すばらしい介護専門者になることは、自分が人間として成長することにつながるからがんばって
ほしい。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 認知症とは
認知症の定義と病気の概要が理
解できる

2
認知症を取り巻く状況
認知症ケアの歴史と理念

認知症ケアの歴史を理解し、認
知症ケアの理念を理解すること
ができる。

3
医学的側面からみた認知症の基礎①
認知症による中核症状、周辺症状
記憶障害・見当識障害・失語・失行・失認

認知症の症状について理解する
ことができる。

4
医学的側面からみた認知症の基礎②
認知症による中核症状、周辺症状
記憶障害・見当識障害・失語・失行・失認

認知症の症状について理解する
ことができる。

5
医学的側面からみた認知症の基礎③
認知症の原因疾患（アルツハイマー型認知症・
脳血管性認知症）

認知症の原因疾患の症状の特徴
について理解できる。

6
医学的側面からみた認知症の基礎④
認知症の原因疾患（レビー小体型認知症・ピッ
ク症・その他の認知症）

認知症の原因疾患の症状の特徴
について理解できる。

7
医学的側面からみた認知症の基礎⑤
認知症とは間違えやすい症状－うつ病、せん妄

うつ病とせん妄状態について理
解し、認知症との違いについて
理解できる。

8
医学的側面からみた認知症の基礎⑥
若年性認知症

若年性認知症について特徴や対
応方法について理解する。

9
医学的側面からみた認知症の基礎⑦
病院で行われる検査、治療方法

認知症に対する検査や治療につ
いて理解できる。

10
医学的側面からみた認知症の基礎⑧
認知症の予防について

認知症を予防する活動と方法に
ついてする。

11
認知症を取り巻く状況①
認知症高齢者の現状と今後

認知症高齢者の現状と課題につ
いて理解する。

12
認知症を取り巻く状況②
認知症に関する行政の方針と施策①
相談対策、在宅対策、権利擁護対策

認知症に関する行政の対策と課
題について理解する。

13
認知症を取り巻く状況③
認知症に関する行政の方針と施策②
地域密着型サービス、認知症地域支援体制
構築等推進事業等

認知症に関する行政の対策と課
題について理解する。

14 最近の認知症の人をめぐる動向
パーソンセンタードケア、バリ
デーション等の概要について理
解することができる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

25 認知症総論 2 30 必修 1年 前期 宮島　渡

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

認知症のある人への介護
の全体像を生物学的・心
理学的・社会学的な側面
から把握することができ
る。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキストを参考に、最新
の情報を加味していく。

認知症の理解（中央法規
出版）

教員からの

メッセージ

【授業の目的・ねらい】
認知症に関する基礎的な知識を取得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の
視点を取得する学習とする。

【授業全体の概要】
認知症疾患の特性を理解する。さらに、人を生物学的側面、心理学的側面、社会学的側面、実存的側面など多面的に捉えることが、認知症の人をケアするために必要であ
ることを理解し、具体的な実践場面で活用することを習得できるよう授業を展開する。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症が及ぼす心理的影響

認知症の進行に伴う心理的影響
を理解する。

2
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症の人の特徴的な行動障害

認知症の進行に伴う不安、混乱
がもたらす行動障害の特徴を理
解する。

3
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症の人の特徴的な行動障害

認知症進行に伴う帰宅願望や徘
徊等の行動障害の背景にあるも
のを理解する。

4
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
周辺状況の背景にある、認知症の特徴的なここ
ろの理解

行動障害の背景にある認知症の
人の心理的変化や生活歴の把握
の重要性を理解する。

5
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
周辺状況の背景にある、認知症の特徴的なここ
ろの理解

行動障害の背景にある認知症の
人の心理的変化や生活歴の把握
の重要性を理解する。

6
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症に伴う機能の変化と日常生活への影響、
認知症の人の特性を踏まえたアセスメント

認知症の人からみたその人の行
動を理解できる。

7
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症に伴う機能の変化と日常生活への影響、
認知症の人の特性を踏まえたアセスメント

認知症の人からみたその人の行
動を理解できる。

8
連携と協働
地域におけるサポート体制
地域包括支援センターの役割・機能

地域におけるサポート体制について
理解し、地域包括支援センターが果
たす役割機能について考えることが
できる。

9
連携と協働
地域におけるサポート体制
コミュニティ地域連携、町づくり

認知症の人が安心して生活でき
る地域づくりについて考えるこ
とができる。

10
連携と協働
地域におけるサポート体制
ボランティアや認知症サポーターの役割・機能

認知症の人が安心して生活でき
るサポート体制を考えることが
できる。

11
連携と協働
チームアプローチ
他職種協働の継続的ケア

認知症の人へのアプローチにつ
いてそれぞれ専門職の果たす役
割について理解する。

12
家族への支援
家族の認知症の受容の過程での援助

認知症を抱える家族支援につい
て家族が受容していく過程を理
解する。

13
家族への支援
家族の介護力の評価

家族会の人から介護の実践報告
を聞き、介護力の評価と支援に
ついて理解する。

14
家族への支援
家族のレスパイト

家族会の果たす役割や地域の支
援体制について考えることがで
きる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

26 認知症援助論 2 30 必修 1年 後期 宮島　渡

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

認知症に伴うこころとか
らだの変化と日常生活へ
の影響を理解し、援助方
法が考えられ、地域にお
けるサポート体制につい
て学ぶ。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキストのほか、資料、
プリントを使用しながら
講議する。

認知症の理解（中央法規
出版）

教員からの

メッセージ

【授業の目的・ねらい】
認知症に関する基礎的な知識を取得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず、家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護
の視点を習得する学習とする。

【授業全体の概要】
認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活への影響を理解し、地域や他職種との連携を図り、家族及び認知症の人を援助する方法を学ぶ。認知症のビデオ教材や事例
を出しながら、認知症の人の理解を深め、日常生活における不自由さや不安、混乱等に対しての援助方法を学ぶ。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1

脳のつくりと働きの理解

A. 生命活動を維持する脳の部
位：脳幹　

B. 感情、欲求をコントロールす
る脳や記憶する脳の部位：大
脳辺縁系

C. 思考、意志判断し、創造する
脳の部位：大脳新皮質系

2

3

こころと脳のつながり

A. こころについての考え方

①こころの理解
②こころをつくり出す脳

B. 感覚・知覚・認知のしくみ

①感覚・知覚・認知とは
②感覚のしくみ
③知覚のしくみ
④認知のしくみ

4

5

6
人間の行動を引き起こす　
こころのしくみ

A. 動機づけのしくみ
B. 感情のしくみ

7 社会的人間としてのこころのしくみ
A. 自分を守るこころのしくみ
B. 社会性を引き出すこころ

8 試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

27 こころのしくみ 1 15 必修 1年 前期 上條　節子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

こころのしくみについて
学び、しくみが障害され
たときに表れる疾病につ
いて学ぶ

・出席状況
・授業状況
・期末試験
などにより、総合評価す
る

テキスト、プリント、ビ
デオを使用した講義を行
なう

「こころとからだのしく
み」（メヂカルフレンド
社）

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
からだのしくみの基礎

（生命の維持・恒常性のしくみ（体温、呼吸、　
脈拍、血圧、その他）

生命の維持、恒常性のしくみに
ついて理解できる。

2
からだのしくみの理解

（人体部位の名称）
人体の各部位とその機能につい
て理解できる。

3
からだのしくみの理解

（脳のしくみと機能）

からだのしくみの理解として、
脳の機能や疾病について理解で
きる。

4
からだのしくみの理解

（脳に関連する疾病）

からだのしくみの理解として、
脳の機能や疾病について理解で
きる。

5
からだのしくみの理解

（骨・筋肉 ･ 関節の機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
骨・筋肉の機能、関節の可動域
や疾病について理解できる。

6
からだのしくみの理解

（神経の機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
神経の機能や疾病について理解
できる。

7
からだのしくみの理解

（呼吸器の機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
呼吸器の機能や疾病について理
解できる。

8
からだのしくみの理解

（循環器のしくみと機能）

からだのしくみの理解として、
循環器の機能や疾病について理
解できる。

9
からだのしくみの理解

（循環器に関連する疾病）

からだのしくみの理解として、
循環器の機能や疾病について理
解できる。

10
からだのしくみの理解

（消化器のしくみと機能）

からだのしくみの理解として、
消化器の機能や疾病について理
解できる。

11
からだのしくみの理解

（消化器に関連する疾病）

からだのしくみの理解として、
消化器の機能や疾病について理
解できる。

12
からだのしくみの理解

（泌尿器に機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
泌尿器の機能や疾病について理
解できる。

13
からだのしくみの理解

（感覚器の機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
感覚器の機能や疾病について理
解できる。

14
からだのしくみの理解

（内分泌の機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
内分泌、その他の機能や疾病に
ついて理解できる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

28 人体の構造と機能及び疾病 2 30 必修 1年 前期 塚田　昌滋

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

からだのしくみについて
理解でき、そのしくみの
傷害された疾病について
学習できる。

出席状況、提出物、授業
態度、期末試験などによ
り総合評価する。

テキスト、プリントを使
用した講義形式

「人体の構造と機能及び
疾病」
中央法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
移動に関連したこころからだのしくみ
　基礎知識
　移動行為の生理的意味とその仕組み

移動行為の生理的意味とその仕
組みについて、重心の移動やバ
ランスについて理解する。

2
移動に関連したこころからだのしくみ
　基礎知識
　ボディメカニクスの理解・良肢位の理解

移動するときのボディメカニク
スと良肢位について理解する。

3
移動に関連したこころからだのしくみ
　安全・安楽な移動と姿勢・体位の保持の仕組
み、立位座位保持の仕組み

安全安楽な移動や姿勢や体位の
保持の仕組みについて理解す
る。

4
移動に関連したこころからだのしくみ
　歩行の仕組み、移動に伴う筋力・骨の強化の
仕組み等

歩行の仕組みや移動に伴う筋
力、骨の仕組みを理解する。

5

移動に関連したこころからだのしくみ
　機能の低下・障害が及ぼす移動への影響
　移動に関する機能の低下・障害の原因、骨折・
廃用症候群等

機能低下・障害により骨折や廃
用症候群が引き起こされてくる
仕組みについて理解する。

6

移動に関連したこころからだのしくみ
　機能の低下・障害が及ぼす移動への影響
　機能低下・障害が褥瘡の発生への仕組み、運
動が及ぼす身体への負担について

機能低下・障害により褥瘡を発
生する仕組みについて理解し、
運動が身体に及ぼす影響につい
て理解する。

7
移動に関連したこころからだのしくみ
　生活場面におけるこころとからだの変化の気
づきと医療職との連携

身体の状態で引き起こされてく
る変化について理解し観察する
ことが出来、医療職への連携の
必要性が理解できる。

8 筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

29
こころとからだのしくみＩ

（移動）
1 15 必修 1 年 前期 赤沢　昌子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

移動に関連した心と体の
仕組みと機能低下や障害
が身体に及ぼす影響につ
いて理解できる。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキストとプリントをも
とに講義する。

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
食べることに関連したからだとこころのしくみ
の基礎知識①－食べることの生理的意味－

食べることの生理的意味につい
て理解できる。

齋藤

2
食べることに関連したからだとこころのしくみの基礎
知識②－食欲、おいしさを感じるしくみ（空腹・満腹、
食欲に影響する因子、視覚・味覚・嗅覚、その他）－

食欲、おいしさを感じるしくみ（空腹・
満腹、食欲に影響する因子、視覚・味
覚・嗅覚、その他）について理解できる。

齋藤

3
食べることに関連したからだとこころのしくみの基
礎知識③－のどが渇くしくみ、食べるしくみ（食物
を口まで運ぶ、食物の性質の判断、食物にあった口
の準備、咀嚼運動、嚥下運動・嚥下反射、消化）－

のどが渇くしくみと食べるしくみ（食物
を口まで運ぶ、食物の性質の判断、食物
にあった口の準備、咀嚼運動、嚥下運動・
嚥下反射、消化）について理解できる。

齋藤

4
機能低下・障害が及ぼす食事への影響①－食べ
ることに関する機能の低下・障害の原因（低血
糖・高血糖）－

食べることに関する機能の低
下・障害の原因について理解す
ることができる。 

齋藤

5
機能低下・障害が及ぼす食事への影響②－食べること
に関する機能の低下・障害の原因（嚥下障害、誤嚥の
ある人の食行動、食欲不振のある人の食行動）－

食べることに関する機能の低
下・障害の原因について理解す
ることができる。

齋藤

6
機能低下・障害が及ぼす食事への影響③－食べ
ることに関する機能の低下・障害の原因（食事
制限が必要な人の食行動、その他）－

食べることに関する機能の低
下・障害の原因について理解す
ることができる。

齋藤

7
排泄に関連したこころからだの基礎知識－排泄
の生理的意味①

排泄の生理的意味を考えること
ができる。

釜土

8
排泄に関連したこころからだの基礎知識－排泄
の生理的意味②

排泄の生理を理解できる。 釜土

9
排泄に関連したこころとからだのしくみ－便の
性状、量、回数・便の生成（消化・吸収）のしくみ .・
排便のしくみ

便の生成（消化・吸収）のしく
み .・排便のしくみについて理
解できる。

釜土

10
排泄に関連したこころとからだのしくみ－尿の
性状、量、回数・尿の生成のしくみ .・排尿の
しくみ

尿の性状、量、回数・尿の生成
のしくみ .・排尿のしくみにつ
いて理解できる。

釜土

11
機能の低下・障害が及ぼす排泄への影響－排泄
に関連する機能の低下・障害の原因 .

排泄に関連する機能の低下・障
害の原因 . について理解するこ
とができる。

釜土

12
機能の低下・障害が及ぼす排泄への影響－機能
の低下・障害が及ぼす排泄への影響（便秘、下痢、
失禁、その他）

機能の低下・障害が及ぼす排泄へ
の影響（便秘、下痢、失禁、その他）
について理解することができる。

釜土

13 生活場面における快い食事と快い排泄の関連
日常生活の中で快食、快便のつ
ながりのしくみについてで考え
ることができる。

齋藤（釜土）

14
生活場面におけるこころとからだの変化の気づ
きと医療職との連携

誤嚥や脱水等の防止等、安全に食べるための観
察のポイント及び便秘・下痢に気づくための観
察のポイントについて学ぶとともに、医療職等
との連携についても理解することができる

齋藤（釜土）

15 期末試験 齋藤（釜土）

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

30
こころとからだのしくみⅡ

（食事・排泄）
2 30 必修 1 年 前期 齋藤真木・釜土禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

食事、排泄に関連した心
と体の仕組みと機能低下
や障害が身体に及ぼす影
響について理解できる。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキスト、資料、プリン
トを使用し、問題を提示
しながら講義する。

「介護技術論」第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
身だしなみ、入浴、清潔、睡眠に関連したこころ
　からだの基礎知識①精神的・身体的・社会的意味

身だしなみ、入浴、清潔、睡眠の必
要性について精神的・身体的・社会
的な側面から理解することができる。

2
身だしなみ、入浴、清潔、睡眠に関連したこころ
　からだの基礎知識②精神的・身体的・社会的意味

身だしなみ、入浴、清潔、睡眠の必
要性について精神的・身体的・社会
的な側面から理解することができる。

3
身だしなみに関連したこころとからだのしくみ
　衣服の役割と機能

衣服の役割と機能について、主に
高齢者の身だしなみと介護服の視
点から理解することができる。

4
身だしなみに関連したこころとからだのしくみ基礎知識
　爪・毛髪の構造と機能および口腔の清潔と口臭のしく
み、その他

爪・毛髪の構造と機能および口
腔の清潔と口臭のしくみについ
て理解することができる。

5
身だしなみに関連したこころとからだのしくみ
　機能低下・障害が及ぼす整容行動への影響
　口腔の清潔に関する機能の低下・障害の原因、機
能低下・障害が及ぼす口腔の清潔への影響、その他

整容行動とは何かについて確認でき、
機能低下・障害が整容行動に及ぼす
影響について考えることができる。

6
入浴、清潔保持に関連したこころからだのしくみ
　リラックス、爽快感を感じるしくみ

リラックス、爽快感を感じるし
くみについて考えることができ
る。

7
入浴、清潔保持に関連したこころからだのしくみ
　皮膚の汚れのしくみ、発汗のしくみ

皮膚の汚れや発汗のしくみを理
解できる。

8
入浴、清潔保持に関連したこころからだのしくみ
　機能の低下・障害が及ぼす入浴、清潔保持への影
響や入浴、清潔保持に関する機能の低下・障害の原因

入浴、清潔保持に関する機能の
低下・障害の原因について考え
ることができる。

9
入浴、清潔保持に関連したこころからだのしくみ
　機能の低下・障害が及ぼす入浴・清潔保持への影響
かゆみ、かぶれ、褥瘡、その他

機能の低下・障害が及ぼす入浴・
清潔保持への影響について理解
できる。

10
睡眠に関連したこころとからだのしくみ
　睡眠の生理的意味、睡眠時間、睡眠のリズム、
睡眠に関連したからだの器官、その他

睡眠の意味について、生理的・
心理的・社会的に理解すること
ができる。 

11
睡眠に関連したこころとからだのしくみ
　睡眠に関連したこころとからだのしくみ

睡眠のメカニズム（レム睡眠、ノンレ
ム睡眠）、睡眠時間、睡眠のしくみ・リ
ズムについて理解することができる。

12
睡眠に関連したこころとからだのしくみ
　機能低下・障害が及ぼす睡眠への影響
　睡眠に関連する機能の低下・障害の原因、機能
低下・障害が及ぼす口腔の清潔への影響、その他

不眠、睡眠時無呼吸症候群等の睡眠障
害について理解することができる。加
齢等による機能低下や障害が睡眠に及
ぼす影響について考えることができる。

13
身だしなみ・清潔・睡眠に関する生活場面にお
けるこころとからだの変化への気づきと医療職
等他職種との連携①

身だしなみ・清潔・睡眠に関する生活場面に
おけるこころとからだの変化について総合的
に理解した上で、医療職等他職種との連携の
必要性についても理解することができる。

14
身だしなみ・清潔・睡眠に関する生活場面にお
けるこころとからだの変化への気づきと医療職
等他職種との連携②

身だしなみ・清潔・睡眠に関する生活場面に
おけるこころとからだの変化について総合的
に理解した上で、医療職等他職種との連携の
必要性についても理解することができる。

15 筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

31
こころとからだのしくみⅢ

（身だしなみ・清潔・睡眠）
2 30 必修 1 年 前期 福田　明

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

身だしなみ、清潔、睡眠
に関するこころとからだ
のしくみの基礎知識を理
解することができる。

出席状況、授業態度、期
末試験など総合的に評価
する。

プリント・資料等をもと
に講義をする

毎回、プリント・資料を
用意する。

教員からの

メッセージ

身だしなみ、口腔ケア、入浴、清潔、睡眠に関する基礎知識を中心に学習します。根拠を持って介護するた
めにも、その背景にある知識は重要になります。また、身だしなみや清潔、睡眠といった内容は、人と人と
の関係や社会生活にも影響を与えるものです。そのような点にも注意を向けて授業を展開していきます。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 社会的適応としての「人間」の理解
人間は孤独では生きられない。
人間社会は相互に安全と尊厳を
守りあわないと社会は破滅する。

尾台

2 法律から見た人間の尊厳について
現代社会の中での「人間の尊厳」
が法的にどのように整備されて
いるかを理解する。

神戸

3
人間間の尊厳と自立について理解する
　介護実践における人間の尊厳と自立の意義

高齢者、障害者の尊厳について生活
場面や事例をとりあげ検証する。自
立と自己実現の欲求について考える。

神戸

4
人間の尊厳と自立・自律
　人権思想から導かれる人間の尊厳と自立

社会問題となった人権侵害に関わ
る諸課題等について学び、人権と
は何か理解する。
自律と自己実現の関係を理解する。

神戸

5
人間の尊厳と自立

人権思想から導かれる人間の尊厳と自立を守
るための権利擁護、アドボカシーについて

社会問題となった人権侵害に関
わる諸課題等について学び、権
利擁護制度を理解する。

神戸

6
人間の尊厳と自立
　介護現場における高齢者虐待の問題

介護の理念としての人間の尊厳
を守ることと高齢者虐待の課題
を理解する。

神戸

7
人間の尊厳と自立
　ＤＶにおける課題とジェンダーについて

人間の尊厳と自立を考える中
で、DV の事例を通して、課題
を理解する。

神戸

8
人間の尊厳と自立
　介護福祉士に求められる支援の理念

尊厳が維持できる支援の在り方。
自立支援の基本原理について理
解する。

尾台

9
介護における尊厳の保持と自立支援
　身体的・精神的・社会的な自立支援

身体的・精神的・社会的な自立
支援について学ぶ。

尾台

10
ハンセン病の歴史から人間の尊厳について考え
る

ハンセン病の歴史とともに生き
てきた人から人間の尊厳につい
て理解を深める。

尾台

11 介護問題のなかの尊厳の保持について
介護問題を取り上げてその中に
おける介護の基本倫理について
理解する。

尾台

12 身体拘束の問題と人間の尊厳について
身体拘束の弊害について理解
し、人間の尊厳と自律の立場か
ら考えることができる。

尾台

13 介護における倫理綱領
支援者としての倫理観を理解し、
もつことができる。社会の中の介
護福祉士の在り方について考える。

尾台

14 介護社会の在り方について
介護社会の構築と介護福祉士の
役割について考える。

尾台

15 筆記試験 尾台

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

1 人間の尊厳と自立 2 30 必修 2 年 後期 尾台安子・神戸美佳

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

一人の人間を生活障害者
として理解し、自立支援
のあり方を身につける。

出席状況、レポート内容、
期末試験を通して総合的
に評価する。

講義および事例研究 人間の尊厳と自立

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 いのちの誕生
受精から人間の命の誕生過程を
知り、いのちの尊さについて理
解する。

杉浦惠子

2 いのちを育む
いのちの誕生から成長発達過程
を学び、自己の成長を振り返る。

杉浦惠子

3 女性の健康と性
女性の健康と性について理解を
深め、いのちの尊さについて考
えることができる。

杉浦惠子

4 育児と健康
育児の現場においていのちを育
むことの意味を理解する。

杉浦惠子

5
子どものいのちについて考える①
　生まれるいのち

出生前診断や障がいを持って生
まれてきたことからのいのちに
ついて考える

山下恵子

6
子どものいのちについて考える②
　いのちを絶つこと

人工妊娠中絶、自死など自らの
意思でいのちを絶つことについ
て考える。

山下恵子

7
子どものいのちについて考える③
　病気とともにあるいのち

成長発達過程において病気に
なった子どもたちのいのちにつ
いて考える。

山下恵子

8
子どものいのちについて考える④
　子どもとその家族のいのちへの想い

子どもを亡くした親たちの「い
のち」への想いについて考える。

山下恵子

9 いのちと向き合う
いのちある生をいかに生きるこ
との大切さを考えることができ
る。

渡辺千枝子

10 いのちと向き合う
いのちある生をいかに生きるこ
との大切さを考えることができ
る。

渡辺千枝子

11 心の健康
精神的にやむことの多い現代社
会における心の健康を保つこと
の大切さを理解する。

丸山順子

12 心の健康
精神的にやむことの多い現代社
会における心の健康を保つこと
の大切さを理解する。

丸山順子

13 薬物と健康
薬物について理解を深め、健康
的な生き方について考えること
ができる。

丸山順子

14 たばこ・アルコールと健康
たばこ・アルコールの作用や弊
害を理解し、健康的な生き方に
ついて考えることができる。

丸山順子

15 論述試験（レポート） 丸山順子

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

2 いのちと健康 2 30 必修 2 年 後期
丸山順子・杉浦惠子
山下恵子・渡辺千枝子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

いのちの尊さを認識した
うえで健全な生き方につ
いて考えをもつ。

授業態度、振り返りシー
ト、レポート等より総合
的に評価する。

講義、VTR,DVD,
グループワークなど。

資料

教員からの

メッセージ

かけがえのないいのちを多角的にみつめ、自分自身や周囲の人々にとって健康的な生き方につい
て考える機会としてください。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 心理学への導入 心理学の概要を知る

2 発達心理学とは
発達心理学を学ぶ意味を理解す
る

3 発達心理学の基礎（１）成熟と学習
発達における遺伝と環境の役割
を理解する

4 　　　　　　　　　（２）社会化
発達の相対性と方向性について
理解する

5 　　　　　　　　　（３）個人差
発達における個人差のとらえ方
を理解する

6 生涯にわたる発達を学ぶ（１）胎児期
胎児の行動を知り胎内環境の重
要性を理解する

7 　　（２）新生児期のこども
原始行動や生得的個性について
理解する

8 　　（３）乳児期のこども（コンピテンス）
有能なこどもという発達観を知
り応答的環境を考える

9 　　（４）乳児期のこども（アタッチメント）
発達におけるアタッチメントの
果たす役割を理解する

10 　　（５）幼児期前期のこども
幼児期前期のこどもの発達的特
徴を理解する

11 　　（６）幼児期後期のこども
幼児期後期のこどもの発達的特
徴を理解する

12 　　（７）児童期のこども
児童期のこどもの発達的特徴を
理解する

13 　　（８）青年の心を理解する
青年期の特徴を把握しさまざま
な問題を考える

14 　　（９）成人からの発達
成人から中年期・高齢期のここ
ろを理解する

15 期末試験 筆記試験を受ける

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

3 発達心理学 2 30 必修 2年 後期 内藤　美智子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

発達心理学の基本的事項
を理解し、人間の発達段
階ごとの特徴を知る。

出欠状況、授業への参加
度、期末試験の結果から
総合的に評価する。

テキスト・資料に基き講
義形式で進める。

「子どもの発達心理学」
田島信元ほか編著　福村
出版

教員からの

メッセージ

福祉に関わる者にとって重要な人間理解のための授業です。自らの発達も考えながら生涯発達心
理学を共に学びましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 肥満について① 肥満の定義・測定を理解する。

2 肥満について②
なぜ肥満が悪いのかを理解す
る。

3 実践的ヘルシーダイエット食
実践的ヘルシーダイエット食を
理解する。

4 健康づくりと運動
体育館でさまざまなスポーツを
体験し、健康づくりと運動を理
解する。

5 現代人が太る仕組み
現代人が太る仕組みについて学
ぶ。

6 健康づくりと運動
体育館でさまざまなスポーツを
体験し、健康づくりと運動を理
解する。

7 ヘルシー・ダイエットの原則と食事療法の基本
ヘルシー・ダイエットの原則と
食事療法の基本について学ぶ。

8 健康づくりと運動
体育館でさまざまなスポーツを
体験し、健康づくりと運動を理
解する。

9 肥満の行動修正療法 肥満の行動修正療法を学ぶ

10 健康づくりと運動
体育館でさまざまなスポーツを
体験し、健康づくりと運動を理
解する。

11 話題のダイエット法問題
話題のダイエット法の問題を理
解する。

12 健康づくりと運動
体育館でさまざまなスポーツを
体験し、健康づくりと運動を理
解する。

13 リバウンドの予防と対応 リバウンドの予防と対応を学ぶ

14 健康づくりと運動
体育館でさまざまなスポーツを
体験し、健康づくりと運動を理
解する。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

4 介護予防と運動 2 30 選択 2 年 前期 呉　泰雄

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

生活習慣病予防を目的と
して、運動と栄養の科学
を学び、介護の現場で実
践していく知識を培う。

期末試験 60％、出席状
態 20％、授業態度 20％

座学ではパワーポイント
のスライドに沿って講義
を行う。

なし

教員からの

メッセージ

高齢者の介護予防のプロとして働く皆さんに役に立つ生活習慣病予防を目的として、運動と栄養
の科学の知識を培うことができますので授業中に集中して勉強してください。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 障害者総合支援制度創設の背景および目的
障害者総合支援制度成立までの
歴史的変遷と制度の目的につい
て理解する。

2 障害者総合支援制度のしくみ①
障害者総合支援制度の概要を理
解する。

3 障害者総合支援制度のしくみ②
障害者総合支援制度における組
織、団体の機能と役割について
理解する。

4
介護実践に関連する諸制度
個人の権利を守る制度について①

個人情報保護法および消費者保
護法、高齢者虐待防止法等につ
いて概要を理解する。

5
介護実践に関連する諸制度
個人の権利を守る制度について②

日常生活支援事業および成年後
見制度の概要について理解する。

6 社会保険の機能と構造
社会保険の種類およびその機能
と構造について理解する。

7
保健医療福祉に関する施策の概要
　医療保険のしくみ

医療保険のしくみについて理解
する。

8
保健医療福祉に関する施策の概要
医療保険のしくみ

高齢者保健医療制度の歴史的変遷
と制度の目的について理解する。

9
社会保険の概要
　年金保険のしくみ

年金保険のしくみについて理解
する。

10
社会保険の概要
　年金保険のしくみ

年金保険のしくみについて理解
する。

11
社会保険の概要
　労働保険のしくみ

労働保険のしくみについて理解
する。

12 生活保護制度の概要
生活保護制度のしくみについて
学び、その概要を理解する。

13 介護と関連領域との連携に必要な法規
医療関係施設・医療関係者に関
する法規について理解する。

14 現代社会における社会保障制度の課題
少子高齢社会における社会保障
制度の課題について理解する。

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

5 社会保障論Ⅱ 2 30 必修 2 年 前期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

社会保障制度の成立背
景、理念、目的を理解す
るとともに、現代社会に
おける社会保障制度の仕
組みについて理解する。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

主として資料、プリント
を使用し、問題を提示し
ながら講義する。

新介護福祉士養成講座
「社会と制度の理解」中
央法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 自分の暮らす地域の歴史と暮らし
自分の地域の歴史や特徴、伝承
行事や風習などについて調べる。

合津

2 自分の暮らす地域の歴史と暮らし
自分の地域の歴史や特徴、伝承
行事や風習などについて調べる。

合津

3 自分の暮らす地域の歴史と暮らし
自分の地域の歴史や特徴、伝承行
事や風習などについて発表する

合津

4 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

5 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

6 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

7 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

8 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

9 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

10 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

11 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

12 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

13 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

14 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

15 発表
グループで調べたことを発表で
きる。

宮島・合津

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

6 地域生活と文化 2 30 選択 2 年 後期 合津千香・宮島通江

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

学生が過去から現代の地
域の暮らしや文化を学
び、高齢者の生活背景を
理解して介護に役立てる
ことができる。

活動・授業への取り組み、
レポート、発表内容

毎回のテーマにそった
講義と演習、グループ活
動

適宜資料を配布

教員からの

メッセージ

積極的に行動し、学ぶ学生の参加を期待します。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
講義：手話を始めるにあたって
実技：挨拶・色

聞こえないことから派生する諸
問題を理解する。

2
講義：きこえの仕組み
実技：数

耳の仕組みを理解する

3
講義：障害の原因
実技：数に関する会話

障害の原因を理解する。

4
講義：コミュニケーション１　口話
実技：家族

コミュニケーションのメリット
デメリットについて理解を深め
る。

5
講義：コミュニケーション２　筆談
実技：指文字

コミュニケーションについて理
解を深める。

6
講義：聴覚障害者教育について

「音のない世界」視聴
ろう教育について現状を理解す
る。

ＶＴＲ視聴

7
講義：手話の成り立ち
実技：趣味・スポーツ

手話の歴史について理解する。

8 講義：聴覚障害者のお話
障害者の生活実態や、心理につ
いて学ぶ

9
講義：ろうあ運動
実技：住所

聞こえない人がおかれてきた差
別の歴史を学ぶ

10
講義：福祉制度
実技：将来の夢・仕事

福祉の制度について理解を深め
る

11
講義：福祉機器
実技：一日の生活

実際の機器にふれ、理解を深め
る

12
講義：高齢ろう者と介護
演習：グループ討議

事例から高齢ろう者の問題を理
解する

ＤＶＤ視聴

13
講義：情報保障
実技：手話スピーチの練習

事例から情報保障について考え
る

ＤＶＤ視聴

14
講義：手話を学び続けるために
実技：手話スピーチの練習

資格制度を理解する。

15 まとめ：スピーチ発表・読み取り まとめ

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

7 手話 1 30 選択 2年 前期 武居　みさ

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

聴覚障害について理解を
深める。自己紹介のス
ピーチができるレベルを
めざす。

授業態度、筆記試験、実
技試験により総合評価す
る。

使わないと忘れてしまい
ますので、繰り返し復習
しましょう

「手話のワークブック」

教員からの

メッセージ

手話は豊かな言語です。恥ずかしがらずにコミュニケーションを楽しみましょう。とにかく休ま
ないでください。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
福祉住環境コーディネーターとは何か　　　　
高齢者・障害者を取り巻く社会状況と住環境

福祉住環境コーディネーターがなぜ生
まれたのか。社会状況と住環境という
2 つの視点から理解することができる。

2 福祉住環境コーディネーターの役割と機能
福祉住環境コーディネーターの
役割と機能について理解できる。

3
障害のとらえ方とリハビリテーション、自立支
援

障害があるなかで生きることの意義やリハビ
リテーションの種類、自立（自律）支援とい
う考え方について学び、考えることができる。

4 高齢者・障害者の心身の特性 
高齢者・障害者の心理と身体的
特徴について理解できる。

5 在宅介護での自立支援のあり方
住環境の視点から在宅で自立して高齢
者等が生活するためにはどうしたらよ
いか、について考えることができる

6 高齢者に多い疾患別にみた福祉住環境整備 
脳梗塞後遺症やパーキンソン
病、脊髄損傷、白内障等の疾患
を例に、要介護者への住環境整
備の必要性について考えること
ができる。

7 障害別にみた福祉住環境整備

8 福祉住環境整備とケアマネジメント 福祉住環境コーディネーター
は、介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）等他職種とどう連携を
とっていけばよいのか、どのよ
うに福祉住環境整備を推進して
いくのか、を理解することがで
きる。

9 福祉住環境整備の進め方

10 福祉住環境整備関連職への理解と連携

11

生活行為別福祉住環境整備の手法

杖歩行、車椅子使用、ベッド上
での生活、1 人暮らし、高齢者
世帯等、それぞれに応じた福祉
住環境整備の手法について理解
することができる。

12

13

福祉用具と共用品の意味と活用

福祉用具と共用品の違いについ
て理解するとともに、それらの
種類と活用方法について理解す
ることができる。14

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

8 福祉住環境論 2 30 選択 2 年 前期 福田　明

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた環境の整備に関
する技術と知識について習得
できる。そして 7 月と 11 月
に行われる予定の福祉住環境
コーディネーター検定試験を
受験し、合格することを最終
的な目標とする。なお、試験
日程の詳細については第 1 回
目の授業時に説明する。

期末試験の結果と出席状
況で評価する。
※試験は、福祉住環境
コーディネーター 2 級ま
たは 3 級の模擬試験問題
を出題する予定である。

前半はパワーポイント、ビデ
オ、プリント・資料等を用い
た授業を中心に行う。
後半は、試験対策を重視し、
過去問や問題集のコピー、オ
リジナル問題を用意して実際
に問題を解く→解説するとい
う流れで授業を展開する。

毎回、プリント・資料を
用意する。なお、各自で
福祉住環境コーディネー
ター試験対策テキストを
購入し、自主的な学習を
行うことをすすめる。

教員からの

メッセージ

福祉住環境コーディネーターとは、住環境を整備し、高齢者・障害者等の自立した生活を支援するために誕生した
資格です。本授業を通して、福祉住環境コーディネーター 2 級または 3 級取得を受講生の皆さんが目指されること
を期待します。また、福祉住環境コーディネーター試験の方法等、必要な情報についても随時提供していく予定です。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
レクリエーションからアクティビティ・サービスへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

アクティビティサービ概要・変遷
を理解する。垣内理論の成り立ち。

2
レクリエーションからアクティビティ・サービスへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

生活の快論と社会福祉。

3 アクティビティ・サービスとは何か　　　　① 日常生活活動援助を考える。

4 アクティビティ・サービスとは何か　　　　②
日常生活援助の基本は
コミュニケーション。

5 アクティビティ・サービスとは何か　　　　③
高齢者や障害者の施設での取り
組みと課題を理解できる。

6 アクティビティ・サービスの基本　　　　　①
日常生活援助に果たす
アクティビティ・サービスの効果
①

7 アクティビティ・サービスの基本　　　　　②
日常生活援助に果たす
アクティビティ・サービスの効果
②

8 アクティビティ・サービスの基本　　　　　③
正当なアクティビティ・サービ
スの側面を理解する。

9 アクティビティ・サービスと環境整備　　　①
生活環境の全体整備Ⅱ。生活場面
からのリスクマネジメントを学習。

10 アクティビティ・サービスと環境整備　　　②
生活環境の全体整備Ⅲ。快い援
助を考える。

11 アクティビティ・サービス援助の基本　　　①
利用者の権利の保障と自分への
気づき。

12 アクティビティ・サービスの援助の基本　　②
高齢者の生活援助の必要性を考
える。援助のための人間理解。

13 アクティビティ・サービスの援助計画　　　① アクティビティプログラム計画作成学習

14 アクティビティ・サービスの援助計画　　　② アクティビティプログラム計画作成学習

15 定期試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

9 アクティビティ・サービス論Ⅰ 1 30 選択 2年 前期 長谷川　礼子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

①ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽの基
本を理解する。

②人を楽しませることか
ら、人の能力を引き出
すことが出来る援助法
を学ぶ。

出席状況、授業態度、課
題達成度、レポートなど
の総合評価

講義、グループワーク、
演習形式で行なう。

アクティビティ・サービ
ス（中央法規出版）

教員からの

メッセージ

①アクティビティ・サービスとは、一人ひとりの生活環境の整備を整えながら、生活の活性化につなげる
日常生活援助法です。『よくみて、聴いて、感じて』を大事に学習展開していきたいと考えております。



60

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 アクティビティサービスとは何か
それぞれの利用者に合ったアク
ティビティサービスとは何か考
える。

齋藤

2 スクラップブッキング
写真と紙を使って、思い思いの
作品を作ることができる。

時別講師
準備物：材料費 700
円程度自己負担。
はさみ、のり

3 スクラップブッキング 〃 〃

4 スクラップブッキング 〃 〃

5 スクラップブッキング（作品の鑑賞会）
お互いの作品を鑑賞し、工夫点
などを学ぶことができる。

〃

6
【導入】
本授業の進め方と到達目的を確認する。

保高

7
【治療的アートアプローチ①】
アートが治療的に働く場について講義する

高齢者を対象としたアートアプ
ローチの諸相を知る。

保高

8
【治療的アートアプローチ②】
芸術療法の原理について講義する。

芸術療法の原理と発展、その適
応範囲を理解する。

保高

9
【治療的アートアプローチ③】
芸術療法の臨床例を紹介する。

アクティビティーを運営してい
く上で必要なマインドのあり方
について思索を深める。

保高

10
【集団的アートアプローチ】
同時制作による作品を制作する。

表現したものはすべて受け入れら
れるという守られた表現空間を知
り、各自自由に制作に取り組む

保高
準備物：描画具
はさみ、のり

11
【活動案作成①】
グループ毎に、任意のテーマに基づくアクティ
ビティーを企画する。

アイディア出しを繰り返し、アク
ティビティーの叩き台をつくる。

保高

12
【活動案作成②】
グループ毎に、任意のテーマに基づくアクティ
ビティーを企画する。

活動の内容、安全性、対象の条件
に応じた柔軟性など、様々な視点
からアクティビティーを検証する。

保高

13
【指導案作成③】
グループ毎に、アクティビティーの制作物を試
作する。

試作品を完成させる。 保高

14
【活動案作成④】
グループ毎に、企画したアクティビティーをプ
レゼンボードにまとめる。

プレゼンボードを完成させる。 保高

15
【発表とディスカッション】
グループ毎に、プレゼンボードを用いて企画したア
クティビティーを発表し、ディスカッションを行う。

現場で通用する企画力の基礎を
身につける。

保高

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

10 アクティビティサービス論Ⅱ 1 30 選択 2 年 後期 齋藤真木・保高一仁

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

現場でアートアプローチ
を実践していくためのマ
インドと方法論を身につ
ける。

受講態度、課題の内容と
達成度を総合的に評価す
る。

演習形式で行う。 適宜プリントを配布す
る。

教員からの

メッセージ

・アートは、人の心を掬い取る器のようなものです。人の表現を受容し、また自身の表現も大切にあつかっ
ていく、そういう交流を持ちたいと思います。

・準備物は、各自で用意するようになります。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 この授業で何を学ぶか 介助の意味を理解する

2 残存能力と介助量
ADL における残存能力の評価の
方法を理解する

3 残存能力の観察（模擬障害の体験）
模擬障害の体験を通して残存能
力の活用を理解する

4 動作介助のポイント
動作介助における安定と不安定
の関係について理解する

5 残存能力を生かす動作介助（１）
臥位から端座位までの介助方法
について理解する

6 残存能力を生かす動作介助（確認実習）
全介助・部分介助・口頭指示に
よる違いを理解する

7 残存能力を生かす動作介助（２）
端座位から立位・着座までの介
助方法について理解する

8 残存能力を生かす動作介助（確認実習）
全介助・部分介助・口頭指示に
よる違いを理解する

9 残存能力を生かす動作介助（３） 移乗方法について理解する

10 残存能力を生かす動作介助（確認実習）
全介助・部分介助・口頭指示に
よる違いを理解する

11 歩行介助と歩行補助具の活用
歩行能力と歩行補助具の選定を
理解する

12 歩行介助（確認実習） 歩くことの意義を知る

13 実技試験対策 ベッド上基本動作の復習

14 実技試験

15 実技試験振り返り VTR で介助方法をチェック

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

11 生活リハビリテーション 1 30 選択 2 年 前期 西澤　利広

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

残存能力を活用する介助
方法を理解し、普通に生
活をすることの重要性を
理解して欲しい

出席状況、レポート提出、
実習に取り組む態度、期
末試験

主に実習を行うので実習
着を着用のこと。

介護技術論
（第一法規出版）

教員からの

メッセージ

要介護高齢者の残存能力を見極め、その能力を日常生活の場で最大限引き出せるテクニックを是
非、本講義で修得してください。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
自立・自律の言葉の意味の違いと生活行為の援
助における自立支援の考え方について

自立・自律とは何か考えること
ができる。

釜土

2 利用者主体の実現や利用者の意思の尊重とは
介護場面における利用者主体と
はどういうことなのかを理解す
る。

釜土

3
自立に向けた介護①
生活意欲を引き出す働きかけやエンパワメント
について必要な情報と援助方法について

生活意欲を引き出すことやその
人がもっている能力を引き出す
援助を考えられる。

釜土

4
自立に向けた介護②
個別ケアの重要性と介護過程の考え方 

個別ｹｱの重要性について介護過
程の関連で考える。

釜土

5
自立に向けた介護③
個別ケアの具体的展開方法について

個別ｹｱの具体的展開を事例を通
して理解できる。

釜土

6
自立に向けた介護④
　ＩＣＦの考え方について

個別ｹｱの展開がＩＣＦの考え方
に基づいていることを理解でき
る。

釜土

7
ＩＣＦの視点にもとづく利用者のアセスメント
の方法について

事例の情報からＩＣＦの視点を
理解でき、アセスメントに活か
すことができる。

釜土

8
事例を通してＩＣＦの視点にもとづく利用者の
アセスメントを展開してみる

事例を通してアセスメントが展
開できる。

釜土

9
事例を通して自立支援、利用者主体、生活意欲
の向上等の援助方法について

事例を通して自立支援や利用者
主体等について具体的援助が考
えられる。

釜土

10 リハビリテーションの考え方について
リハビリテーションの意義につ
いて考える事ができる。

西澤

11
介護場面におけるリハビリテーションの実際、
リハビリテーション専門職との連携等について

介護におけるリハビリテーショ
ンについて考えることができ
る。

西澤

12
病院・施設におけるリハビリテーションについ
て

病院や施設で行われているリハ
ビリについて理解できる。

西澤

13 在宅におけるリハビリテーションについて
在宅におけるリハビリについて
理解し、専門職との連携につい
て考えられる。

西澤

14 介護予防の方法について
介護予防について方法が理解で
きる。

西澤

15 筆記試験 釜土

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

12 介護自立支援論 2 30 必修 2 年 前期 釜土禮子・西澤利広

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

「尊厳の保持」「自立支
援」という考え方を理解
し、「介護を必要とする
人｣ を、生活の観点から
捉えることができる。

出欠状況、授業態度、期
末試験などの結果を総合
して評価する。

主としてテキストを使用
し、事例を提示しながら
講義する。

新介護福祉士養成
テキストブック
ミネルヴァ書房

「人間の尊厳と自立」

教員からの

メッセージ

　社会福祉の新しい思想をもとに、「自己決定することが自立生活だ」という考えが注目される
ようになってきた。人間の尊厳を保持ちし自立した日常生活を営めるよう、支援者として確かな
学びができるようにする。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
介護サービスの概要（訪問系サービス）
　介護保険サービスの種類と介護報酬

介護保険で提供されるサービス
の種類とサービスが提供される
場、介護報酬および算定基準に
ついて学ぶ。

2
介護サービスの概要（通所系サービス）
　介護保険サービスの種類と介護報酬

3
介護サービスの概要（短期入所サービス）
　介護保険サービスの種類と介護報酬

4
介護サービスの概要（施設サービス）
　介護保険サービスの種類と介護報酬

5
介護サービスの概要（その他のサービス）
　介護保険サービスの種類と介護報酬

6
介護サービスの概要（その他のサービス）
　介護保険サービスの種類と介護報酬

7
介護サービスの概要
　ケアマネジメントと介護保険

介護保険制度下で実施されてい
るケアマネジメントの実際につ
いて学び、その必要性を知る。

8
介護サービスの概要
　ケアプランと介護報酬

介護保険制度下で実施されてい
るケアプランの実際について学
び、介護報酬との関連を学ぶ。

9
介護実践における連携
　他職種連携

保健医療専門職や福祉専門職の職種
の専門性と役割について知り、介護
福祉士との連携の在り方ついて学ぶ。

10
介護実践における連携
　地域連携の意義と目的

地域連携の在り方とその目的に
ついて学ぶ。

11
介護実践における連携
　インフォーマルサポートの機能と役割

ボランティアや地域住民等のイン
フォーマルサポートの機能と役割に
ついて知り、連携の在り方を学ぶ

12
介護実践における連携
　地域包括支援センターの機能と役割

地域における包括的・継続的マネ
ジメントを担う地域包括支援セン
ターの機能と役割につい学ぶ。

13
介護実践における連携
　市町村の機能と役割

市町村が果たす機能と役割およ
び連携の在り方について学ぶ。

14
介護実践における連携
　都道府県の機能と役割

都道府県が果たす機能と役割お
よび連携の在り方について学ぶ。

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

13 介護福祉サービス論 2 30 必修 2 年 後期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護福祉サービスの在り方
やケアマネジメントに関す
る知識並びに連携の必要性
について理解するとともに
チームアプローチを行なう
際の介護福祉士が担うべき
役割について考えることが
できる。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

主として資料、プリント
を使用し、問題を提示し
ながら講義する。

信濃毎日新聞
「長野県版まるごと介護
の本」

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護における事故防止と安全の確保の必要性
介護における事故防止と安全の
確保の必要性について理解する

2
介護における安全の確保とリスクマネジメント
リスクマネジメントとは何か

リスクマネジメントの意味・目
的を理解する。

3
介護における安全の確保とリスクマネジメント

「尊厳あるくらし」を支えるための安全の確保

身体拘束禁止、高齢者虐待防止、
児童虐待防止、個人情報保護に
ついて理解する。

4
介護における安全お確保とリスクマネジメント
介護従事者の組織における安全の確保

介護保険施設におけるリスクマネジメ
ントの特徴を、施設長、中間管理職、介
護職員の視点の違いから明らかにする。

5
介護における安全の確保とリスクマネジメント
リスクマネジメント委員会の設置

リスクマネジメント委員会の設
置目的と設置する際に注意すべ
き事項を理解する

6
介護における安全の確保とリスクマネジメント
事故報告書・ヒヤリハット報告書

事故報告書・ヒヤリハット報告
書の違いと目的、記載方法を理
解する。

7
介護における安全の確保とリスクマネジメント
要因分析と事故予防対策（問題点の絞込み、原因を押さえる、関
係する業務の改善、予防策の実際と定着、予防策の評価と見直し）

転倒・転落防止、骨折予防等の
ための要因分析の手法と事故予
防対策について理解する。

8
介護保険施設におけるリスクマネジメント
ＰＤＣＡサイクルと第三者評価制度

介護保険施設におけるリスクマネジメントにも
欠かせないＰＤＣＡサイクルを理解する。また、
ＰＤＣＡサイクルのなかでも重要なＣの評価の
１つである第三者評価制度についても理解する

9
危険予知訓練（ＫＹＴ）とは何か。
ＫＹＴの演習①
施設におけるＫＹＴ
―利用者の転倒・転落防止・骨折予防等のためにー

ＫＹＴの意味・目的・進め方を理解する
ＫＹＴの演習を通じて、リスクマネジメント
に必要な観察、正確な技術、予測、分析といっ
た各能力を高める。

10
危険予知訓練（ＫＹＴ）の演習②
在宅におけるＫＹＴ
－日常生活の安全（鍵の閉め忘れ、消費者被害、防火・
防災対策、緊急連絡システム、その他）のために－

ＫＹＴの演習を通して、リスクマネ

ジメントに必要な観察、正確な技術、

予測、分析といった各能力を高める。

11
介護従事者の安全
感染対策①

感染予防の意義と介護、感染予
防の基礎知識を理解する。

12
介護従事者の安全
感染対策②

感染予防技術、感染管理、衛生
管理について理解する。

13
介護従事者の安全
身体の健康管理

身体の健康管理（腰痛予防と対
策、その他）について理解する

14
介護従事者の安全
心（精神面）の健康管理

心（精神面）の健康管理（スト
レス、燃えつき症候群、その他）
について理解する。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

14 介護安全対策論 2 30 必修 2 年 後期 釜土　禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

「尊厳の保持」「自立支援」と
いう介護の考え方や「介護を
必要とする人｣ を生活の観点
から捉えるための学習を行う。
また、介護における安全やチー
ムケア等について理解する。

出席状況、提出物、授業
態度、期末試験を総合し
て評価する。

事例等を用い、実際の介
護場面における安全管理
等について学ぶ。

介護の基本Ⅱ
（中央法規出版）

教員からの

メッセージ

介護における事故防止と安全の確保について考え、利用者にとって快適な生活を送るために必要
な配慮について理解できるようにしましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
介護におけるチームのコミュニケーション　
介護記録による情報の共有化

介護における記録の意義、目的・
方法について理解する。

2
介護におけるチームのコミュニケーション　
介護記録による情報の共有化

介護における記録の方法、留意
点、記録の管理・介護記録の共
有化について理解する。

3
介護におけるチームのコミュニケーション　
介護記録による情報の共有化

介護における記録の方法、留意
点、記録の管理・介護記録の共
有化について理解する。

4
介護におけるチームのコミュニケーション　
報告・連絡・相談の方法

報告・連絡・相談の方法、留意
点について理解できる。

5
介護におけるチームのコミュニケーション　
会議の種類、方法

会議の種類、方法、留意点につ
いて理解できる。

6 聴覚障害者とのコミュニケーションの方法
聴覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

7 聴覚障害者とのコミュニケーションの方法
聴覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

8 聴覚障害者とのコミュニケーションの方法
聴覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

9 視覚障害者とのコミュニケーションの方法
視覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

10 視覚障害者とのコミュニケーションの方法
視覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

11
視覚・聴覚重複障害のある人とのコミュニケー
ションの方法

視覚・聴覚重複障害のある人と
のコミュニケーション方法を体
験し、理解する。

12 失語症の人とのミュニケーションの方法
失語症の障害について学び、コ
ミュニケーション方法について
理解する。

13 失語症の人とのミュニケーションの方法
失語症の障害について学び、コ
ミュニケーション方法について
理解する。

14
知的障害のある人とのコミュニケーションの方
法

知的障害のある人とのコミュニ
ケーション方法を考え、理解する。

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

15 コミュニケーションと介護Ⅱ 1 30 必修 2 年 前期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護現場での記録とコ
ミュニケーションの方法
について理解する。コ
ミュニケーション障害の
ある利用者と適切なコ
ミュニケーションがとれ
る能力を身につける。

出席状況、体験学習への
取組状況、期末試験など
の結果を総合して評価す
る。

テキスト、プリントを使
用し、演習をとのいれな
がら学習する。

介護福祉士養成テキスト
ブック「コミュニケー
ション技術」ミネルヴァ
書房

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 事例の利用者の生活支援方法について理解する
事例の生活支援方法を外出支援に
結びつけて考えることができる

齋藤・小坂

2
外出支援計画を立てる（外出の目的や、交通、
利用者の状態などに配慮し、計画書を作成）

事例の利用者に合わせた外出支
援計画を立てることができる

齋藤・小坂

3
障害のある人の外出支援の留意点・車椅子介助
の留意点について理解する

障害のある人の外出支援の留意
点を知ることができる

齋藤・小坂

4 車いす介助の演習
安全・安楽な車いす介助の方法
を習得する

齋藤・小坂

5
外出の事前準備をする（下見を含めて、外出に
必要な準備をする）

利用者の安全・安楽を考えた外
出の準備をすることができる

齋藤・小坂

6

学外で外出支援の体験学習の実施

利用者・介護者の立場で、実際
に地域社会に出ることにより、
必要な外出支援や、社会のバリ
アフリーの状況などについて気
づき、学ぶことができる

齋藤

7

8 体験学習の振り返り記録を書く
各自が、体験学習による気づき
や学びを記録する

齋藤

9 体験学習のまとめ・事後学習
体験学習での学びをさらに深め
ることができる

齋藤

10 体験学習のまとめ・事後学習
体験学習での学びをさらに深め
ることができる

齋藤

11

体験学習の報告会
報告会を通して他のグループの
学びを共有することができる

齋藤

12

13 自立に向けた移動の支援
障害に応じた移動の支援方法を
学ぶことができる

齋藤・小坂

14 自立に向けた移動の支援
障害に応じた移動の支援方法を
学ぶことができる

齋藤・小坂

15 期末試験 齋藤

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

16 移動の生活支援Ⅱ 1 30 必修 2 年 後期 齋藤真木（小坂）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

利用者の状況に応じた移
動動作・及び外出の支援
方法が考えられ実践でき
る。

出席状況、授業態度、提
出課題・期末試験などの
結果を総合して評価す
る。

グループワークを活用
し、問題を提示しながら
演習をおこなう。

『介護技術論』
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 入浴の意義と目的
入浴の意義と目的を理解するこ
とができる。

齋藤

2
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
入浴に関する利用者のアセスメント－ＩＣＦの
視点にもとづくアセスメント①

ICF の視点にもとづくアセスメ
ントを考えることができる。

齋藤

3
入浴に関する利用者のアセスメント－ＩＣＦの
視点にもとづくアセスメント②

ICF の視点にもとづくアセスメ
ントを考えることができる。

齋藤

4
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
爽快感・安楽を支える介護―爽快感・安楽を支
える介護の工夫（入浴を楽しむ環境づくり、ス
キンシップ、コミュニケーション、その他）

爽快感・安楽を支える介護の工
夫（入浴を楽しむ環境づくり、
スキンシップ、コミュニケー
ション、その他）ができる。

齋藤

5
安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－①
入浴・シャワー浴

安全・的確な入浴・シャワーの
介助の技法を習得できる。

齋藤・小坂

6
安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－①
入浴・シャワー浴

安全・的確な入浴・シャワーの
介助の技法を習得できる。

齋藤・小坂

7
安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－②
全身清拭・陰部洗浄

安全・的確な全身清拭・陰部洗
浄の介助の技法を習得できる。

齋藤・小坂

8
安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－②
全身清拭・陰部洗浄

安全・的確な全身清拭・陰部洗
浄の介助の技法を習得できる。

齋藤・小坂

9
安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－③
足浴・手浴・洗髪

安全・的確な足浴・手浴・洗髪
の介助の技法を習得できる。

齋藤・小坂

10
安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－③
足浴・手浴・洗髪

安全・的確な足浴・手浴・洗髪
の介助の技法を習得できる。

齋藤・小坂

11
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
利用者の状態・状況に応じた介助の留意点－①感
覚・運動・知的機能が低下している人の事例検討

感覚・運動・知的機能が低下し
ている人の介助の留意点を理解
することができる。

齋藤

12
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
利用者の状態・状況に応じた介助の留意点－②感
覚・運動・知的機能が低下している人の事例検討

感覚・運動・知的機能が低下し
ている人の介助の留意点を理解
することができる。

齋藤

13
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
利用者の状態・状況に応じた介助の留意点－感覚・
運動・知的機能が低下している人の介助の留意点

感覚・運動・知的機能が低下し
ている人の介助の留意点を理解
することができる。

齋藤

14
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
他の職種の役割と協働

他の職種の役割と協働について
理解することができる。

齋藤

15 期末試験 齋藤

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

17 清潔の生活支援 1 30 必修 2 年 前期 齋藤真木（小坂）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

適切な介護技術を用い
て、安全に援助できる技
術や知識を習得すること
ができる。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

講義をもとにグループに
分れ演習を行う

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 睡眠とは何か－睡眠の意義・目的－ 睡眠の意義と目的を理解できる

2 睡眠のメカニズムと睡眠障害の理解

レム睡眠、ノンレム睡眠、睡眠
時間について理解できる。
睡眠障害の種類について理解す
ることができる

3
睡眠に関する利用者のアセスメント－ＩＣＦの
視点にもとづくアセスメント－

ＩＣＦの視点に基づくアセスメ
ントにより、睡眠に関する利用
者のアセスメントを行い、高齢
者特有の睡眠の特徴ついて理解
することができる。

4 安眠のための介護－安眠のための介護の工夫－

環境調整、日中の活動性を高め
る、夜間頻尿への対応等、安眠
のための介護の工夫について考
えることができる

5
安眠を促す介助の技法と他職種の役割と協働

安眠を促す工夫等について、他
職種の役割と協働の視点が理解
できる。

6
利用者の状態・状況に応じた睡眠の介助の留意
点－①感覚機能が低下している人・②運動機能
が低下している人

利用者の状態・状況に応じた睡
眠への介護の留意点について考
えることができる。

7
利用者の状態・状況に応じた睡眠の介助の留意
点－③認知・知覚機能が低下している人・④不
眠時の対応

利用者の状態・状況に応じた睡
眠への介護の留意点について考
えることができる。

8 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

18 睡眠の生活支援 1 15 必修 2 年 前期 福田　明

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた睡眠の介護
に関する技術と知識につ
いて習得できる。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

講義を中心とした授業を
行う。

毎回、プリント・資料を
用いる。

教員からの

メッセージ

最近、睡眠と健康との関連が注目されています。例えば、睡眠と肥満、睡眠と糖尿病といったよ
うに、睡眠と病気には関連があるとの報告もなされています。また、睡眠は利用者だけでなく、
夜勤を行う介護福祉士にとっても重要なテーマといえます。利用者の睡眠を中心に学びつつも、
介護福祉士と睡眠との関係についても考えてみたいと思います。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
終末期における介護の意義と目的
　①終末期における尊厳の保持

終末期における尊厳の保持につ
いて理解できる。

2 　②終末期における尊厳の保持
終末期における尊厳の保持につ
いて理解できる。

3 　①事前意思確認
事前意思確認について理解でき
る。

4 　②事前意思確認
事前意思確認について理解でき
る。

5
終末期の介護
　①終末期における利用者のアセスメント－
　ICF の視点にもとづくアセスメント

ICF の視点にもとづくアセスメ
ントを考えることができる。

6
　②終末期における利用者のアセスメント－
　事例をもとに考える

ICF の視点にもとづくアセスメ
ントを事例をもとに考えること
ができる。

7
　③終末期おける利用者のアセスメント－
　事例をもとに考える

ICF の視点にもとづくアセスメ
ントを事例をもとに考えること
ができる。

8
終末期の介護
　医療との連携

看取りのための制度（重度化対
応加算、看取り介護加算）につ
いて理解できる

9
終末期の介護
　①終末期における介護

終末期における介護が習得でき
る。

10 　②終末期における介護
終末期における介護が習得でき
る。

11
終末期の介護
　①臨終時の介護

臨終時の介護が習得できる。

12 　②臨終時の介護 臨終時の介護が習得できる。

13
終末期の介護
　①グリーフケア

グリーフケアが習得できる。

14 　②グリーフケア グリーフケアが習得できる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

19 終末期の介護 2 30 必修 2 年 後期 赤沢　昌子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

適切な介護技術を用い
て、安全に安楽に援助で
きる技術や知識を習得す
ることができる。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキスト、ビデオをもと
に講義を行い、グループ
に分れ演習を行う。

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 調理の意義と目的 調理の意義と目的を理解する。

2 調理の基本
調理器具の特徴と調理操作を学
ぶ

3 献立作成の基本
食品構成を基にバランスの良い
食事の献立作成を学ぶ

4 高齢者、障害者の心身の状態に応じた食事
摂食・嚥下が低下している人に
対する調理法を学ぶ

5 高齢者、障害者の心身の状態に応じた食事
摂食・嚥下が低下している人に対す
る食事介助の留意点が理解できる

6 高齢者、障害者の心身の状態に応じた食事
上肢の運動機能の低下している
人に対する調理法を学ぶ

7 高齢者、障害者の心身の状態に応じた食事
上肢の運動機能の低下している人
に対する食事介助の留意点を学ぶ

8 高齢者、障害者の心身の状態に応じた食事
感覚機能が低下している人に対する
食事介助の留意点、調理法を学ぶ。

9 利用者の要望に応じた食事
嗜好に合わせた食事作りを通して
調理技術と調理操作を習得する

10 利用者の要望に応じた食事
嗜好に合わせたおやつ作りを通し
て調理技術と調理操作を習得する

11 生活習慣病予防の食事
生活習慣病予防の献立と調理の
工夫を学ぶ

12 生活習慣病予防の食事
生活習慣病予防の献立と調理の
工夫ができる

13 生活状況に応じた食事計画
ありあわせの食材で献立を考え
る。

14 生活状況に応じた食事の作成
ありあわせの食材を用いて立て
た献立をもとに調理を行なう。

15 期末試験 試験を実施する

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

20 家事の生活支援Ⅱ 1 30 選択 2 年 前期 中倉　典子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

高齢者、障害者の心身の
状態に応じた食品選択及
び食事形態を判断する能
力を養い、実践に繋がる
調理技術と食事介護の技
術を習得する。

授業態度、期末試験、課
題提出状況、出席状況を
総合して評価する。

講義及び調理実習を行な
う。

適宜プリント資料を配布

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 認知症の人の理解
認知症の人の側に立って認知症
の病気について理解する。

丸山

2
認知症のある方の介護過程の実践的展開１

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

必要な情報が収集でき利用者の
状況が理解できる。

事例１

丸山（福田）

3
認知症のある方の介護過程の実践的展開２
（実際の事例を通して介護過程を展開）

情報の中からアセスメントを行
ない利用者の生活課題を考える
事が出来る。

丸山（福田）

4
認知症のある方の介護過程の実践的展開３

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

情報の中からアセスメントを行
ない利用者の生活課題を考える
事が出来る。

丸山（福田）

5
認知症のある方の介護過程の実践的展開４

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

生活課題より目標を設定し、援
助方法を考える事が出来る。

丸山（福田）

6
認知症のある方の介護過程の実践的展開５

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

事例の利用者のその人らしさに
ついて考える事が出来る。

丸山（福田）

7
認知症のある方の介護過程の実践的展開６

ＢＰＳＤのある人の介護過程の展開
利用者の立場に立ってその援助
方法が適切であるか検討できる。

グループワーク

丸山（福田）

8
認知症のある方の介護過程の実践的展開７

ＢＰＳＤのある人の介護過程の展開

認知症の人の側に立って認知症
の周辺症状に対する援助方法が
考えられる。

グループワーク

丸山（福田）

9
認知症のある方の介護過程の実践的展開８

ＢＰＳＤのある人の介護過程の展開

認知症の人の側に立って認知症
の周辺症状に対する援助方法が
考えられる。

グループワーク

丸山（福田）

10
精神障害のある方の介護過程の実践的展開１

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

必要な情報が収集でき利用者の
状況が理解できる。

事例２

丸山（福田）

11
精神障害のある方の介護過程の実践的展開２

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

情報の中からアセスメントを行
ない利用者の生活課題を考える
事が出来る。

丸山（福田）

12
精神障害のある方の介護過程の実践的展開３

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

情報の中からアセスメントを行
ない利用者の生活課題を考える
事が出来る。

丸山（福田）

13
精神障害のある方の介護過程の実践的展開４

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

生活課題より目標を設定し、援
助方法を考える事が出来る。

丸山（福田）

14
精神障害のある方の介護過程の実践的展開

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

事例の利用者のその人らしさに
ついて考える事が出来る。

丸山（福田）

15 期末試験 丸山

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

21 介護過程展開論Ⅱ 1 30 必修 2 年 前期 丸山順子（福田）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

認知症や精神障害のある
人の介護過程を展開で
き、その人の自立した生
活援助について考える事
が出来る。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

主として資料、プリント
を使用し、事例を提示し
ながら講義する。

介護過程：中央法規

教員からの

メッセージ

認知症や精神障害のある人の事例から、その人が歩んできた人生経験をたどり、さまざまな不安や混乱につい
て考える事が出来、必要な援助方法が考えられるようロールプレイを取り入れながら理解を深めることが出来
るようにしましょう。また、介護過程の実践的展開ができ、実習での学びにつなげられるようにしましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
オリエンテーション
感覚機能障がいのある人の基本的理解①（味覚・
嗅覚・触覚障害）

感覚機能障がいのある人につい
て、その疾病や症状、そこから
派生する生活のしづらさを中心
に基本的な理解ができる。

福田

2
感覚機能障がいのある人の基本的理解②（聴覚・
言語障害）

福田

3
感覚機能障がいのある人の基本的理解③（視覚
障害）

福田

4
感覚機能障がいのある人の体験とその支援①

（ガイドヘルプ）

感覚機能障害のある人への生活
支援の一手段として、ケアプラ
ンがあることを理解できる。

福田・合津

5
感覚機能障がいのある人の体験とその支援②

（「聞こえない人」の体験とコミュニケーション
ノート作成）

必要な情報が収集でき利用者の
状況が理解できる（意義・目的）。

福田・合津

6
感覚機能障がいのある人への理解③（コミュニ
ケーションノートの発表）

情報収集の中からアセスメントを
行い、利用者の生活課題を考える
ことができる（アセスメント）。

福田・合津

7
感覚機能障がいのある人へのケアプランの視点

（事例学習）

利用者の思いや状態・状況等に
応じた利用者主体のケアプラン
について事例を通して考えるこ
とができる。

福田

8 福田

9

事例に基づいた介護過程の展開
事例の紹介→アセスメント→ケアプランの作成
および評価の視点と方法

必要な情報が収集でき利用者の
状況が理解できる（意義・目的・
目標・情報収集）。

福田・合津

10 福田・合津

11
情報収集の中から情報の統合・解
釈を行い、利用者の生活課題を考
えることができる（アセスメント）。

福田・合津

12
利用者の生活課題に応じた支援
計画を立案できる（ケアプラン
の作成）。

福田・合津

13
利用者の立場に立ってその支援
が実施でき、適切な評価ができ
る（実施・評価）。

福田・合津

14 まとめ
介護過程展開論のまとめを行
い、利用者主体の介護過程につ
いて振り返ることができる。

福田・合津

15 期末試験 福田・合津

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

22 介護過程展開論Ⅲ 1 30 必修 2 年 後期 福田　明（合津）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

感覚機能障がいのある人へ
の介護過程を展開し、その
人の生活課題に応じたケア
プランを作成することがで
きる。そのうえで、その人
の自立した生活とは何かに
ついて考えることができる。

期末試験の結果に課題
（宿題）、発表、授業態度、
出席状況等を加味して総
合評価する。

プリント・資料等を活用
した授業を行う。
事例に基づき、個人ワー
クあるいはグループワー
クを取り入れる。

プリント・資料を用いる。

教員からの

メッセージ

介護は 1 人ではできません。多くの人が関わります。しかし、その 1 人ひとりがバラバラな介護を行っていても意味があり
ません。実際は、利用者の希望や必要性に応える介護を提供することが必要です。そのためにも、介護過程を展開し、その
人に適したケアプランを作成・実施し、評価できることが求められます。「独りよがりな介護」をしないためにも、きちん
と課題（宿題）を行い、介護過程の重要性について学んでほしいと思います。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
授業オリエンテーション
居宅サービス展開論の概論

在宅における生活とはどのよう
なものかが理解できる。

2 講義「介護保険制度・障害者総合支援制度概論」
各制度の概要を理解し、居宅
サービスの位置づけと意味合い
が理解できる。

3
講義と演習「対人援助の基本原則」の理解　１

「利用者主体」

利用者主体のために ｢尊厳の保
持｣ と ｢ノーマライゼーション
の理念｣ が理解できる。

4
講義と演習「対人援助の基本原則」の理解　２

「対人援助関係」

対人援助関係の構築と維持のた
めに何が必要になるのかが理解
できる。

5
講義と演習「対人援助の基本原則」の理解　３

「コミュニケーション」

対人援助関係に基づく相談面接
の重要性とそのための技術が理
解できる。

6
講義「対人援助の基本原則」の理解　４

「自立支援とそのための援助方法」
自立支援とは何かが理解でき、そ
のための援助技術が理解できる。

7 講義「居宅サービスの展開」概論
ケアマネジメントの展開過程と、
その中での居宅サービス計画の
位置づけと役割が理解できる。

8 講義「居宅サービス計画」作成過程
居宅サービス計画の作成過程
と、必要な情報が理解できる。

9
講義と演習「居宅サービス計画」の作成のため
の諸技術の理解　１

居宅サービス計画の作成のために
必要になる観察とコミュニケー
ションのあり方を理解できる。

10

演習「居宅サービス計画原案作成」
グループワークで計画作成を行う。

モデル事例を用いて実際に居宅
サービス計画（案）を作成し、
実際の計画作成のための必要な
過程・知識・技術を理解する。

11

12

13

14 講義と演習「居宅サービス計画原案の発表」
グループワークを通じて、居宅
サービス計画の理解を深めるこ
とができる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

23 居宅サービス展開論 1 30 必修 2 年 後期 中村　雅彦

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

利用者主体で、利用者の
生活目標の達成に寄与す
る居宅サービス計画が作
成できる。

3 分の 2 以上の出席、学
習への取組み、期末試験
の結果で評価する。

講義・グループワーク・
演習による学習を展開す
る。

成澤正則、『改訂増強版
　居宅サービス計画書　
作成と手続きのルール』、
日総研　を使用予定。

教員からの

メッセージ

この授業は、講義内容の理解を深めるためのグループワークや演習も随時取り入れて学習をしま
す。最終的には居宅サービス計画（案）を作成して、プレゼンテーションをします。そのため学
生にはグループワークや演習活動にも積極的自発的に参加する学習活動を求めます。
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No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

24 介護総合演習Ⅱ 2 60 選択 2 年 通年
赤沢昌子・齋藤真木

福田　明

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 前期オリエンテーション
１年間の実習の全体像を理解
し、実習への心構えができる。

赤沢・齋藤

2
個別援助実習オリエンテーション
と実習課題の明確化

個別援助技術実習の目的・内容
を理解し、実習申込書と誓約書
を作成できる。

赤沢・齋藤

3 実習施設と利用者と介護職員の理解

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
障害者支援施設について理解し、どうの
ような視点で利用者や介護職員と関わっ
て行くかについて学ぶことができる

赤沢・齋藤

4 個別実習内容の計画化
高齢者の特徴を理解でき、観察
の視点をもつことができる。

赤沢・齋藤

5 介護過程と記録の確認
介護現場での観察の必要性が理
解できる。

赤沢・齋藤

6

ラベルワークの理解
- 実習における振り返りの方法 -

ラベルワークについて理解する
ことができる。

赤沢・齋藤

福田

7

8

生活支援技術の確認
それぞれの生活場面や対象者に
応じた生活支援技術を実施でき
る。

赤沢・齋藤

福田

9

10 実習記録の書き方と諸注意
実習の望む態度と実習課題を明
確にすることができる。

赤沢・齋藤

11 個別援助実習の振り返り
実習を行なっての振り返りをグ
ループ内で発表できる。

赤沢・齋藤

12 事例検討についての理解
事例検討の方法について理解す
ることができる。

赤沢・齋藤

13

事例検討会に向けての報告書の作成
事例検討会の報告書をまとめる
ことができる。

赤沢・齋藤

福田

14

15 事例検討会（個別援助技術実習報告会）
事例としてまとめたものを発表
し、他学生も交えた事例検討を
行うことができる。

全員

16 後期オリエンテーション
介護総合実習の目的・内容を理
解できる

齋藤・赤沢
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教

育

内

容

17 実習におけるアクティビティケア
アクティビティの考え方と方法
について理解できる。

齋藤・赤沢

18
介護総合実習オリエンテーションと実習課題の
明確化

介護総合実習の実習申込書と誓
約書を作成できる。

齋藤・赤沢

19

アクティビティケアの計画立案

実習で行えそうなアクティビ
ティケアについて、そのプログ
ラムを考え発表することができ
る。

齋藤・赤沢

福田

20

21

生活支援技術の確認
各生活場面や対象者に応じた生
活支援技術を実施できる。

齋藤・赤沢

福田

22

23
実習課題の明確化と関連する知識の習得と記録
の書き方（ラベルワークを含む）

最後の実習に臨むに当たって実
習課題に沿った知識を深めるこ
とができる。

齋藤・赤沢

24 介護研究のまとめ方
事例研究と介護研究の違いがわ
かり、介護研究のまとめ方につ
いて理解することができる。

齋藤・赤沢

25
ラベルワーク
介護実習で学んだこと、感じたこと、考えたこ
と等 -

実習中の出来事に基づき、ラベ
ルワークを行うことができる。

齋藤・赤沢

26 介護実習の振り返りと今後の展開
ラベルワークの発表を行い、介
護実習を振り返り、自分の介護
観を育むことができる。

全員

27

介護研究のまとめ方
介護総合実習での学びを介護研
究としてまとめることができ
る。

齋藤・赤沢

福田

28

29

介護研究発表（介護総合実習報告会）
介護研究として発表ができ、他
学生の発表から介護の方法につ
いて気づくことができる。

全員

30

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

実習の意義を理解し、学
内で学んだ知識・技術・
態度を統合させ、具体的
な援助につなげていくこ
とができる。

出席状態、授業態度、実
習報告会等から総合的に
評価する。

内容に応じ、講義、実習
のまとめ、報告会など。

プリント
実習要項

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
障害の基礎的理解
　①障害の概念

障害の捉えかた、ICIDH.・ICF
への変換について理解すること
ができる。

2 　②障害者福祉の基本理念
ノーマライゼーション・リハビリ
テーション・国際障害者年の理念
について理解することができる。

3
障害の医学的側面の基礎的知識
　①視覚障害の種類と原因と特性

身体障害－視覚障害の種類と原
因と特性について理解すること
ができる。

4 　②聴覚障害、言語機能障害種類と原因と特性
身体障害－聴覚障害、言語機能
障害種類と原因と特性について
理解することができる。

5 　②聴覚障害、言語機能障害種類と原因と特性
身体障害－聴覚障害、言語機能
障害種類と原因と特性について
理解することができる。

6 　③肢体不自由の種類と原因と特性
身体障害－肢体不自由の種類と
原因と特性について理解するこ
とができる。

7 　③肢体不自由の種類と原因と特性
身体障害－肢体不自由の種類と
原因と特性について理解するこ
とができる。

8 　③肢体不自由の種類と原因と特性
身体障害－肢体不自由の種類と
原因と特性について理解するこ
とができる。

9 　④内部障害の種類と原因と特性
身体障害－内部障害の種類と原
因と特性について理解すること
ができる。

10 　⑤内部障害の種類と原因と特性
身体障害－内部障害の種類と原
因と特性について理解すること
ができる。

11
連携と協働
　①地域におけるサポート体制
　　－行政 , 関係機関との連携
　②地域自立支援協議会との連携

地域におけるサポート体制－行政 ,
関係機関・地域自立支援協議会との
連携について考えることができる。

12
　③チ－ムアプローチ－他の福祉職種との連携
　④保健医療職種との連携

チ－ムアプローチ－他の福祉職
種・医療職種との連携について
考えることができる。

13
家族への支援
　①家族の障害の受容の過程での援助

家族の障害の受容の過程での援
助について考えることができ
る。

14
　②家族の介護力の評価
　③家族のレスパイト

家族の介護力の評価、レスパイ
トついて理解することができ
る。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

25 障害の理解Ⅰ 2 30 必修 2 年 前期 丸山　順子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

身体障害のある人の心理
や身体機能に関する基礎
的知識と介護の視点を習
得できる。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

教科書とプリントをもと
に講義をする。

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ

※　再履修者のみ開講
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
障害の基礎的理解
障害の概念・障害者福祉の基本理念

障害の捉えかた、ICIDH.・ICF への
変換ノーマライゼーション・リハビ
リテーション・国際障害者年の理念
について理解することができる。

2
障害の医学的側面の基礎的知識
精神障害－精神障害の種類と原因と特性

精神障害－精神障害の種類と原
因と特性について理解できる。

3
障害の医学的側面の基礎的知識
精神障害－精神障害の種類と原因と特性

精神障害－精神障害の種類と原
因と特性について理解できる。

4
障害の医学的側面の基礎的知識
知的障害－知的障害の種類と原因と特性

知的障害－知的障害の種類と原
因と特性について理解できる。

5
障害の医学的側面の基礎的知識
知的障害－知的障害の種類と原因と特性

知的障害－知的障害の種類と原
因と特性について理解できる。

6
障害の医学的側面の基礎的知識
発達障害－発達障害の種類と原因と特性

発達障害－発達障害の種類と原
因と特性について理解できる。

7
障害の医学的側面の基礎的知識
発達障害－発達障害の種類と原因と特性

発達障害－発達障害の種類と原
因と特性について理解できる。

8
障害の医学的側面の基礎的知識
難病－難病の種類と原因と特性

難病－難病の種類と原因と特性
について理解できる。

9
障害の医学的側面の基礎的知識
難病－難病の種類と原因と特性

難病－難病の種類と原因と特性
について理解できる。

10
障害の医学的側面の基礎的知識
高次脳機能障害－種類と原因と特性

高次脳機能障害の種類と原因と
特性について理解できる。

11
障害の医学的側面の基礎的知識
障害のある人の心理－障害が及ぼす心理的影
響・障害の受容

障害のある人の心理－障害の受
容ついて考えることができる。

12
障害の医学的側面の基礎的知識
障害のある人の心理－適応と適応規制、その他

障害のある人の心理－適応と適応
規制について考えることができる。

13
障害の医学的側面の基礎的知識
障害に伴う機能の変化と日常生活への影響－障害の人の
特性を踏まえたアセスメント（保たれている機能と低下
している能力の把握、家族との関係の把握）

障害に伴う機能の変化と日常生活への影響－障
害の人の特性を踏まえたアセスメント（保たれ
ている機能と低下している能力の把握、家族と
の関係の把握）について考えることができる。

14
障害の医学的側面の基礎的知識
障害に伴う機能の変化と日常生活への影響－障
害の人の特性を踏まえたアセスメント

障害に伴う機能の変化と日常生活への
影響－障害の人の特性を踏まえたアセ
スメントについて考えることができる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

26 障害の理解Ⅱ 2 30 必修 2 年 後期 丸山　順子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

障害のある人の心理や身
体機能に関する基礎的知
識や他職種との連携の必
要性について理解し、さ
らにその中での介護福祉
士としての役割について
考えることができる。

期末試験の結果と出欠状
況等を考慮して評価す
る。

テキスト・プリント・資
料を使用して講義する。

介護技術論；第一法規

教員からの

メッセージ

介護の対象になる方々の理解には、障害の理解も必要です。講義には多くの障害が出てきますが、
対象者へのより良い介護の為に理解を深めましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
入浴、清潔に関連したこころからだの基礎知識
－清潔保持の生理的意味

清潔を保持する必要性について
考えることができる

2 入浴、清潔に関連したこころからだの基礎知識
－清潔保持に関連したからだの器官

清潔保持に関した体の器官につ
いて理解することができる

3
入浴、清潔保持に関連したこころからだのしく
み－リラックス、爽快感を感じるしくみ

リラックス、爽快感を感じるし
くみについて考えることができ
る

4
入浴、清潔保持に関連したこころからだのしく
み－皮膚の汚れのしくみ・発汗のしくみ

皮膚の汚れ・発汗のしくみを理
解できる

5
機能の低下・障害が及ぼす入浴、清潔保持への
影響－入浴、清潔保持に関する機能の低下・障
害の原因

入浴、清潔保持に関する機能の
低下・障害の原因について考え
ることができる

6
機能の低下・障害が及ぼす入浴・清潔保持への
影響－かゆみ、かぶれ、褥瘡、その他

機能の低下・障害が及ぼす入浴・
清潔保持への影響について理解
できる

7
生活場面におけるこころとからだの変化の気づ
きと医療職との連携－入浴が及ぼすからだへの
負担

入浴が及ぼすからだへの負担に
ついて理解できる。生活場面に
おけるこころとからだの変化の
気づきと医療職との連携につい
て理解できる

8 筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

27 生活行為の仕組みⅣ 1 15 必修 2 年 前期 齋藤　真木

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

清潔に関連した心と体の
仕組みと機能低下や障害
が身体に及ぼす影響につ
いて理解できる。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキストとプリントをも
とに講義する。

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
「死」の捉え方－生物学的な死・法律的な死・
臨床的な死

生物学的な死・法律的な死・臨
床的な死について考えることが
できる。

2
死にゆくひとのこころとからだのしくみ
　①終末期から危篤、死亡時のからだの理解－
身体の機能の低下の特徴

終末期から危篤、死亡時のから
だの理解－身体の機能の低下の
特徴について理解できる。

3
　②終末期から危篤、死亡時のからだの理解－
死後の身体的変化

終末期から危篤、死亡時のから
だの理解－死後の身体的変化に
ついて理解できる。

4
「死」に対するこころの理解
　①－死に対する恐怖・不安

死に対する恐怖・不安について
理解できる。

5
「死」に対するこころの理解
　②「死」を受容する段階

「死」を受容する段階について
理解できる。

6
「死」に対するこころの理解
　③家族の「死」を受容する段階

家族の「死」を受容する段階に
ついて理解できる。

7
医療職との連携－呼吸困難時・疼痛緩和に行わ
れる医療の実際と介護の連携

呼吸困難時・疼痛緩和に行われ
る医療の実際と介護の連携につ
いて考えることができる。

8 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

28 死生学 1 15 必修 2 年 前期 釜土　禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

死にゆくひとのこころと
からだのしくみについて
理解し、根拠ある介護方
法を習得できる。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキスト・プリント・ビ
デオ使用し講義を進め
る。

「介護技術論」
（第一法規出版）

教員からの

メッセージ

人としての尊厳を守りながら、自立を目標とした介助が考えられ、支援できる力をつけてほしい。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護保険制度創設の背景および目的
介護保険制度が成立するまでの
歴史的変遷とその目的について
理解する。

2 介護保険制度のしくみ①

介護保険制度の概要を理解す
る。

3 介護保険制度のしくみ②

4 介護保険制度のしくみ③

5 介護保険制度のしくみ④

6 介護保険制度のしくみ⑤
介護保険制度における組織、団
体および専門職の役割について
理解する。

7 障害者総合支援制度のしくみ①
障害者総合支援法の概要を理解
する。

8 障害者総合支援制度のしくみ②

9 個人の権利を守る制度について①
個人情報保護法、消費者保護法、
高齢者虐待防止法等についてそ
の概要を理解する。

10 個人の権利を守る制度について②
日常生活支援自立支援事業およ
び成年後見制度の概要について
理解する。

11 保健医療福祉に関する施策①
後期高齢者医療制度の歴史的変
遷とその目的について理解す
る。

12 保健医療福祉に関する施策②
結核・感染症、難病、HIV・エ
イズ予防対策等の実際について
理解する。

13 介護と関連領域との連携
医療関係者、医療関係施設に関
する法規について理解する。

14 生活保護制度のしくみ
生活保護制度の概要を理解す
る。

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

1 介護保険と障害者自立支援制度 2 30 必修 専攻科 前期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護保険制度と障害者自
立支援制度、成年後見制
度などその歴史的変遷お
よび目的等、基礎的知識
を習得する。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキスト、プリントを使
用し、問題を提示しなが
ら講義する。

新介護福祉士養成講座
「社会と制度の理解」中
央法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 自分の暮らす地域の歴史と暮らし
自分の地域の歴史や特徴、伝承
行事や風習などについて調べる。

合津

2 自分の暮らす地域の歴史と暮らし
自分の地域の歴史や特徴、伝承
行事や風習などについて調べる。

合津

3 自分の暮らす地域の歴史と暮らし
自分の地域の歴史や特徴、伝承行
事や風習などについて発表する

合津

4 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

5 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

6 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

7 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

8 日本に伝わる伝統的行事の由来 伝統行事の由来を理解する。 宮島

9 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

10 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

11 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

12 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

13 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

14 歳時記について 歳時記の内容を調べ理解する。 宮島

15 発表
グループで調べたことを発表で
きる。

宮島・合津

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

2 地域生活と文化 2 30 選択 専攻科 後期 合津千香・宮島通江

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

学生が過去から現代の地
域の暮らしや文化を学
び、高齢者の生活背景を
理解して介護に役立てる
ことができる。

活動・授業への取り組み、
レポート、発表内容

毎回のテーマにそった
講義と演習、グループ活
動

適宜資料を配布

教員からの

メッセージ

積極的に行動し、学ぶ学生の参加を期待します。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
講義：手話を始めるにあたって
実技：挨拶・色

聞こえないことから派生する諸
問題を理解する。

2
講義：きこえの仕組み
実技：数

耳の仕組みを理解する

3
講義：障害の原因
実技：数に関する会話

障害の原因を理解する。

4
講義：コミュニケーション１　口話
実技：家族

コミュニケーションのメリット
デメリットについて理解を深め
る。

5
講義：コミュニケーション２　筆談
実技：指文字

コミュニケーションについて理
解を深める。

6
講義：聴覚障害者教育について

「音のない世界」視聴
ろう教育について現状を理解す
る。

ＶＴＲ視聴

7
講義：手話の成り立ち
実技：趣味・スポーツ

手話の歴史について理解する。

8 講義：聴覚障害者のお話
障害者の生活実態や、心理につ
いて学ぶ

9
講義：ろうあ運動
実技：住所

聞こえない人がおかれてきた差
別の歴史を学ぶ

10
講義：福祉制度
実技：将来の夢・仕事

福祉の制度について理解を深め
る

11
講義：福祉機器
実技：一日の生活

実際の機器にふれ、理解を深め
る

12
講義：高齢ろう者と介護
演習：グループ討議

事例から高齢ろう者の問題を理
解する

ＤＶＤ視聴

13
講義：情報保障
実技：手話スピーチの練習

事例から情報保障について考え
る

ＤＶＤ視聴

14
講義：手話を学び続けるために
実技：手話スピーチの練習

資格制度を理解する。

15 まとめ：スピーチ発表・読み取り まとめ

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

3 手話 1 30 選択 専攻科 前期 武居　みさ

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

聴覚障害について理解を
深める。自己紹介のス
ピーチができるレベルを
めざす。

授業態度、筆記試験、実
技試験により総合評価す
る。

使わないと忘れてしまい
ますので、繰り返し復習
しましょう

「手話のワークブック」

教員からの

メッセージ

手話は豊かな言語です。恥ずかしがらずにコミュニケーションを楽しみましょう。とにかく休ま
ないでください。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
福祉住環境コーディネーターとは何か　　　　
高齢者・障害者を取り巻く社会状況と住環境

福祉住環境コーディネーターがなぜ生
まれたのか。社会状況と住環境という
2 つの視点から理解することができる。

2 福祉住環境コーディネーターの役割と機能
福祉住環境コーディネーターの
役割と機能について理解できる。

3
障害のとらえ方とリハビリテーション、自立支
援

障害があるなかで生きることの意義やリハビ
リテーションの種類、自立（自律）支援とい
う考え方について学び、考えることができる。

4 高齢者・障害者の心身の特性 
高齢者・障害者の心理と身体的
特徴について理解できる。

5 在宅介護での自立支援のあり方
住環境の視点から在宅で自立して高齢
者等が生活するためにはどうしたらよ
いか、について考えることができる

6 高齢者に多い疾患別にみた福祉住環境整備 
脳梗塞後遺症やパーキンソン
病、脊髄損傷、白内障等の疾患
を例に、要介護者への住環境整
備の必要性について考えること
ができる。

7 障害別にみた福祉住環境整備

8 福祉住環境整備とケアマネジメント 福祉住環境コーディネーター
は、介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）等他職種とどう連携を
とっていけばよいのか、どのよ
うに福祉住環境整備を推進して
いくのか、を理解することがで
きる。

9 福祉住環境整備の進め方

10 福祉住環境整備関連職への理解と連携

11

生活行為別福祉住環境整備の手法

杖歩行、車椅子使用、ベッド上
での生活、1 人暮らし、高齢者
世帯等、それぞれに応じた福祉
住環境整備の手法について理解
することができる。

12

13

福祉用具と共用品の意味と活用

福祉用具と共用品の違いについ
て理解するとともに、それらの
種類と活用方法について理解す
ることができる。14

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

4 福祉住環境論 2 30 選択 専攻科 前期 福田　明

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた環境の整備に関
する技術と知識について習得
できる。そして 7 月と 11 月
に行われる予定の福祉住環境
コーディネーター検定試験を
受験し、合格することを最終
的な目標とする。なお、試験
日程の詳細については第 1 回
目の授業時に説明する。

期末試験の結果と出席状
況で評価する。
※試験は、福祉住環境
コーディネーター 2 級ま
たは 3 級の模擬試験問題
を出題する予定である。

前半はパワーポイント、ビデ
オ、プリント・資料等を用い
た授業を中心に行う。
後半は、試験対策を重視し、
過去問や問題集のコピー、オ
リジナル問題を用意して実際
に問題を解く→解説するとい
う流れで授業を展開する。

毎回、プリント・資料を
用意する。なお、各自で
福祉住環境コーディネー
ター試験対策テキストを
購入し、自主的な学習を
行うことをすすめる。

教員からの

メッセージ

福祉住環境コーディネーターとは、住環境を整備し、高齢者・障害者等の自立した生活を支援するために誕生した
資格です。本授業を通して、福祉住環境コーディネーター 2 級または 3 級取得を受講生の皆さんが目指されること
を期待します。また、福祉住環境コーディネーター試験の方法等、必要な情報についても随時提供していく予定です。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
レクリエーションからアクティビティ・サービスへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

アクティビティサービ概要・変
遷を理解する。垣内理論の成り
立ち。

2
レクリエーションからアクティビティ・サービスへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

生活の快論と社会福祉。

3 アクティビティ・サービスとは何か　　　　①
日常生活援助の基本は
コミュニケーション。

4 アクティビティ・サービスとは何か　　　　②
高齢者や障害者の施設での取り
組みと課題を理解できる。

5 アクティビティ・サービスとは何か　　　　③
その人らしい、生活にあった日
常生活活動の提供を考察する。

6 アクティビティ・サービスの基本　　　　　①
人を楽しませることから人の能力
を引き出すことがサービスの基本
であることの理解を深める。①

7 アクティビティ・サービスの基本　　　　　②
人を楽しませることから人の能力
を引き出すことがサービスの基本
であることの理解を深める。②

8 アクティビティ・サービスの基本　　　　　③
人を楽しませることから人の能力
を引き出すことがサービスの基本
であることの理解を深める。③

9 アクティビティ・サービスと環境整備　　　①
生活環境の全体整備Ⅱ。生活場
面からのリスクマネジメントを
学習。

10 アクティビティ・サービス援助の基本　　　①
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ計画作成学習。
①

11 アクティビティ・サービス援助の基本　　　②
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ計画作成学習。
②

12 アクティビティ・サービスの援助の基本　　③
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ計画作成学習。
③

13 アクティビティ・サービスの援助の基本　　④
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ計画作成学習。
④

14 アクティビティ・サービスのまとめ総合学習 総合学習

15 定期試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

5 アクティビティ・サービス論Ⅰ 1 30 選択 専攻科 前期 長谷川　礼子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

①アクティビティ・サー
ビスの基本を理解す
る。

②人を楽しませることか
ら、人の能力を引き出
すことが出来る援助法
を学ぶ。

出席状況、授業態度、課
題達成度、レポートなど
の総合評価

講義、グループワーク、
演習形式で行なう。

アクティビティ・
サービス

（中央法規出版）

教員からの

メッセージ

①アクティビティ・サービスとは、一人ひとりの生活環境の整備を整えながら、生活の活性化に
つなげる日常生活援助法です。「よくみて、聴いて、感じて」を大事に学習展開していきたいと
考えております
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 この授業で何を学ぶか 介助の意味を理解する

2 残存能力と介助量
ＡＤＬにおける残存能力の評価
の方法を理解する

3 残存能力の観察（模擬障害の体験）
模擬障害の体験を通して残存能
力の活用を理解する

4 動作介助のポイント
動作介助における安定と不安定
の関係について理解する

5 残存能力を生かす動作介助（１）
臥位から端座位までの介助方法
について理解する

6 残存能力を生かす動作介助（確認実習）
全介助・部分介助・口頭指示に
よる違いを理解する

7 残存能力を生かす動作介助（２）
端座位から立位・着座までの介
助方法について理解する

8 残存能力を生かす動作介助（確認実習）
全介助・部分介助・口頭指示に
よる違いを理解する

9 残存能力を生かす動作介助（３） 移乗方法について理解する

10 残存能力を生かす動作介助（確認実習）
全介助・部分介助・口頭指示に
よる違いを理解する

11 歩行介助と歩行補助具の活用
歩行能力と歩行補助具の選定を
理解する

12 歩行介助（確認実習） 歩くことの意義を知る

13 実技試験対策 ベッド上基本動作の復習

14 実技試験

15 実技試験振り返り VTR で介助方法をチェック

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

6 生活リハビリテーション 1 30 選択 専攻科 前期 西澤　利広

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

残存能力を活用する介助
方法を理解し、普通に生
活をすることの重要性を
理解して欲しい

出席状況、レポート提出、
実習に取り組む態度、期
末試験

主に実習を行うので実習
着を着用のこと。

介護技術論
（第一法規出版）

教員からの

メッセージ

要介護高齢者の残存能力を見極め、その能力を日常生活の場で最大限引き出せるテクニックを是
非、本講義で修得してください。
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No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

7 生活交流演習 2 60 選択 専攻科 通年 尾台　安子

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 自己紹介フォトグラフ作り
自分を知ってもらうために自己
紹介ができる。

2 仲間作り
コミュニケーションゲームを通
して自己主張ができる

3 仲間作り
コミュニケーションゲームを通
して自己主張ができる

4 価値観の相違
人それぞれの価値観を持ってい
ることに気づくことができる。

5 コラージュ
自己の内面にあるものを表現で
きる。

6 発表会 自分の思いを発表できる。

7 季節の壁飾りつくり
壁飾りとしてグループで季節感
を表現できる。

8 季節の壁飾りつくり
壁飾りとしてグループで季節感
を表現できる。

9 季節の壁飾りつくり
壁飾りとしてグループで季節感
を表現できる。

10 ディベートの準備
問題意識をもち、討論ができる
準備をする。

11 ディベート 問題意識をもち、討論できる。

12 料理教室
グループで七夕にちなんだ料理
をつくる。

13 高齢者向けのゲーム大会
高齢者向けのゲームを考える事
ができる。

14 球技大会
球技を通して交流することがで
きる。

15 球技大会
前期のまとめを振り返り自分の
考えを述べることができる。

16 施設見学
高齢者施設を見学して、特徴を
理解する。
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教

育

内

容

17 施設見学
高齢者施設を見学して、特徴を
理解する。

18 施設見学
高齢者施設を見学して、特徴を
理解する。

19 発表会 施設見学の成果を報告できる。

20 発表会 施設見学の成果を報告できる。

21 障害の追体験
身体に障害をもつことで生活の
しにくさを体験する。

22 アクティビティ計画
施設実習で活用できるアクティ
ビティ援助方法が考えられる。

23 アクティビティ計画
施設実習で活用できるアクティ
ビティ援助方法が考えられる。

24 アクティビティ計画
施設実習で活用できるアクティ
ビティ援助方法が考えられる。

25 発表会
計画に基づいたアクティビティ
サービスを展開して実習に役立
てる。

26 発表会
計画に基づいたアクティビティ
サービスを展開して実習に役立
てる。

27 年中行事にまつわる行事食の下調べ
行事食について由来や言い伝え
について調べる。

28 おせち料理についての下調べ
おせち料理の作り方や料理に込
めた意味について調べる。

29 行事食の調理実習
行事食を調理してみて、伝統を
知る。

30 まとめ
1 年間を振り返ってのまとめを
行なう。

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

交流を通して仲間つくり
ができ、実習の場面で活
用できるアクティビティ
を考えられるようにす
る。

出席状況、授業態度、発
表会、レポート等から総
合的に評価する

グループワークや個人作
業を通して交流の輪を広
げていくことができるよ
うにする。

適宜資料配布

教員からの

メッセージ

楽しく交流の輪を広げましょう。
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No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

8 介護福祉論Ⅰ 2 30 必修 専攻科 前期 井上千津子（釜土）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

①介護の本質的理解
②介護を取り巻く社会状況と専

門職の役割の理解
③尊厳・自立・生活について基

本的理解
以上のことを理解する事によっ
て介護の価値を認識し、介護職
としての姿勢を習得する

①授業終了時の試験
②授業カード（毎授業提

出）の内容
③授業態度

・講義
・グループワークによる

演習
・視覚教材の援用

介護の基本
（ミネルヴァ書房）

教員からの

メッセージ

介護福祉士取得のための基礎となるガイダンス科目である。講義を基本として、学生同士の議論
を通して、教員と学生が共に学びの場を作り上げて生きたい。

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
介護の現場から介護の仕事を理解する（特養・
老健）

介護の仕事の理解を現場の実践
者から学ぶ。

釜土

外部講師

2
介護の現場から介護の仕事を理解する（宅老所、
デイサービス、小規模多機能施設）

介護の仕事の理解を現場の実践
者から学ぶ。

釜土

外部講師

3 介護とは何か
介護とは誰のために、何のため
にする仕事か理念・目的の理解

井上

4 介護福祉士を取り巻く状況
介護福祉士誕生の社会的背景・
専門職の活動・職能団体として
の役割、活動についての理解

井上

5 尊厳を尊支える介護とは何か 尊厳の持つ意味と歴史性の理解 井上

6 介護の思想とノーマライゼーションの意味
介護の歴史とノーマライぜー
ションの関係の理解

井上

7 介護におけるノーマライゼーション実現の方法
介護の実践におけるノーマライ
ゼーションの具体化の方法の習
得

井上

8 介護の目的概念と生活との関係 介護と生活との関係の理解 井上

9 生活とは何か
生活の概念と構造についての理
解

井上

10 ＱＯＬの意味と考え方
生活の質とは何か、人類の歴史
と生活との関係の理解

井上

11 利用者主体の考え方と人権保障
人類の歴史から人権の意味を理
解する。

井上

12 自己決定・自己選択の意味と自律・自立の関係
自立の概念と自己決定・自己選
択の意味

井上

13
介護の現場から介護の仕事の理解（グループ
ホーム・通所リハビリテーション）

介護の仕事の理解を現場の実践
者から学ぶ。

釜土

14
介護の仕事の理解（養護老人ホーム、有料老人
ホーム）

介護の仕事の理解を現場の実践
者から学ぶ。

釜土

15 試験 授業内容の習熟度の評価 井上・釜土
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 家族介護から社会化への変化について
介護が社会化された社会的背景
の理解

井上

2 ライフステージの特徴や課題
人の一生とそれぞれのライフス
テージの特徴や課題の理解

井上

3 高齢者の暮らしと生活障害
加齢にともなう諸機能の低下に
よる生活障害の理解

井上

4 障害者の暮らしと生活障害 障害の状態と生活障害の理解 井上

5 家族支援の必要性と生活障害
家族支援の重要性と地域社会と
の関係についての理解

井上

6 チームケアの目的・意義
チームケアの目的・意義の理解
と関連職種の役割の理解

井上

7 チームケアの必要性と展開方法
チームケアの必要性と介護サー
ビスの概要の理解と展開方法の
習得

井上

8 生活の場による介護の特性
居宅介護の課題と介護方法の習
得

井上

9 生活の場による介護の特性
施設介護の課題と介護方法の習
得

井上

10 介護における安全の確保とリスクマネジメント
介護実践における安全確保の重
要性とリスクマネジメントとの
関係性の理解

釜土

11 身体拘束ゼロへの取り組み
身体拘束の弊害を理解し、身体
拘束ゼロへの取り組みを学ぶ。

釜土

12 身体拘束ゼロへの取り組み
身体拘束の弊害を理解し、身体
拘束ゼロへの取り組みを学ぶ。

釜土

13 医療行為と医療的ケアについて
医療行為と医療的ケアの理解を
深め、現状の実態を学ぶ。

釜土

14 医療的ケアをめぐる課題　
法的な面や現実から医療的ケア
を介護職が行うことに対する課
題について理解する。

釜土

15 まとめ 授業内容の習熟度の評価 井上・釜土

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

9 介護福祉論Ⅱ 2 30 必修 専攻科 前期 井上千津子（釜土）

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書
①要介護者の生活実態と介護の必

要性についての理解
②家族支援と地域社会との関係性

んの理解。
③チームケアの必要性と展開方法

の習得
④介護実践における基本的知識と

展開方法の習得
上記から介護の基本的実践理論を

習得する

①授業終了時の試験
②授業カード
　（毎授業提出）の内容
③授業態度

・講義
・グループワークによる

演習
・視覚教材の援用

介護の基本
（ミネルヴァ書房）

教員からの

メッセージ

介護福祉士取得のための基礎となるガイダンス科目である。講義を基本として、学生同士の議論
を通して、教員と学生が共に学びの場を作り上げて生きたい。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
自立・自律の言葉の意味の違いと生活行為の援
助における自立支援の考え方について

自立・自律とは何か考えること
ができる。

釜土

2 利用者主体の実現や利用者の意思の尊重とは
介護場面における利用者主体と
はどういうことなのかを理解す
る。

釜土

3
自立に向けた介護①
生活意欲を引き出す働きかけやエンパワメント
について必要な情報と援助方法について

生活意欲を引き出すことやその
人がもっている能力を引き出す
援助を考えられる。

釜土

4
自立に向けた介護②
個別ケアの重要性と介護過程の考え方 

個別ｹｱの重要性について介護過
程の関連で考える。

釜土

5
自立に向けた介護③
個別ケアの具体的展開方法について

個別ｹｱの具体的展開を事例を通
して理解できる。

釜土

6
自立に向けた介護④
　ＩＣＦの考え方について

個別ｹｱの展開がＩＣＦの考え方
に基づいていることを理解でき
る。

釜土

7
ＩＣＦの視点にもとづく利用者のアセスメント
の方法について

事例の情報からＩＣＦの視点を
理解でき、アセスメントに活か
すことができる。

釜土

8
事例を通してＩＣＦの視点にもとづく利用者の
アセスメントを展開してみる

事例を通してアセスメントが展
開できる。

釜土

9
事例を通して自立支援、利用者主体、生活意欲
の向上等の援助方法について

事例を通して自立支援や利用者
主体等について具体的援助が考
えられる。

釜土

10 リハビリテーションの考え方について
リハビリテーションの意義につ
いて考える事ができる。

西澤

11
介護場面におけるリハビリテーションの実際、
リハビリテーション専門職との連携等について

介護におけるリハビリテーショ
ンについて考えることができ
る。

西澤

12
病院・施設におけるリハビリテーションについ
て

病院や施設で行われているリハ
ビリについて理解できる。

西澤

13 在宅におけるリハビリテーションについて
在宅におけるリハビリについて
理解し、専門職との連携につい
て考えられる。

西澤

14 介護予防の方法について
介護予防について方法が理解で
きる。

西澤

15 筆記試験 釜土

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

10 介護自立支援論 2 30 必修 専攻科 前期 釜土禮子・西澤利広

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

「尊厳の保持」「自立支
援」という考え方を理解
し、「介護を必要とする
人｣ を、生活の観点から
捉えることができる。

出欠状況、授業態度、期
末試験などの結果を総合
して評価する。

主としてテキストを使用
し、事例を提示しながら
講義する。

新介護福祉士養成
テキストブック
ミネルヴァ書房

「人間の尊厳と自立」

教員からの

メッセージ

　社会福祉の新しい思想をもとに、「自己決定することが自立生活だ」という考えが注目される
ようになってきた。人間の尊厳を保持ちし自立した日常生活を営めるよう、支援者として確かな
学びができるようにする。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護を必要とする人の理解について
介護を必要とする人の健康状
況、心身の状況などから個別性
について理解する。

2
介護を必要とする人の理解
　人間の多様性・複雑性の理解

人間のもつ価値観の違いや生活
体験から人間の生活の多様性複
雑性について理解する

3
介護を必要とする人の理解
　その人らしさの理解
　（過去 100 年の出来事から生活背景を理解）

過去 100 年間の出来事を調べ、
高齢者の生活背景を理解する。

4
介護を必要とする人の理解
　その人らしさの理解
　（過去 100 年の生活文化から生活背景を理解）

過去 100 年間の出来事を調べ、
高齢者の生活背景を理解する。

5
介護を必要とする人の理解
　その人らしさの理解
　（生活様式等の多様性やその他の理解）

高齢者の生活様式と自分の生活
様式に違いを理解する。

6
介護を必要とする人の理解
　高齢者のくらしの実際
　（健康、生活のリズムについて）

高齢者の健康状態や生活のリズ
ムについて理解する。

7
介護を必要とする人の理解
　高齢者のくらしの実際
　（生活文化、家族・世帯構成、役割） 

高齢者の生活文化、家族形態、
役割について理解する。

8
介護を必要とする人の理解
　高齢者のくらしの実際
　（すまいと環境、就労・雇用、収入・生計、社
会活動・余暇活動、レクリエーション、その他））

高齢者の住環境や就労状況、経済的
状況社会活動や余暇活動、レクレー
ション活動等について理解する。

9
介護を必要とする人の理解
　その人らしさの理解
　（高齢者のライフヒストリーから価値観、
生活感、生活習慣の理解）

高齢者のを理解する。
高齢者のライフヒストリーの事
例から生活習慣、価値観の違い
について理解する。

ライフヒスト
リー

10
介護を必要とする人の理解
　障害のある人のくらしの理解
　（障害のある人の生活ニーズ）

障害のある人の生活ニーズにつ
いて理解する。

事例

11
介護を必要とする人の理解
　障害のある人のくらしの理解
　生活を支える基盤（各種年金制度、
　生活保護、介護保険）

障害がある人の生活基盤の保証
精度について理解する。

12
介護を必要とする人の理解
　介護を必要とする人の生活環境の理解
　（生活、生活環境の考え方）

高齢者の快適な生活空間の見取
り図を書いて必要な生活環境に
ついて理解する。

13
介護を必要とする人の理解
　介護を必要とする人の生活環境の理解
　（生活、生活環境の考え方）

障害者の快適な生活環境につい
ての見取り図を描いて必要な生
活環境について理解する。

14
介護を必要とする人の理解
　介護を必要とする人の生活環境の理解
　（家族、地域、社会）

介護を必要とする人の生活環境
で家族や地域や社会の役割につ
いて理解する。

15 試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

11 介護福祉対象論 2 30 必修 専攻科 後期 丸山　順子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護を必要とする人とし
て高齢者や障害のある人
の暮らしの違いや生活環
境の違いについて理解す
る。

出欠状況、授業態度、提
出物、発表評価、期末試
験などの結果を総合して
評価する。

主として資料、プリント
を使用し、講義する。

プリント・資料

教員からの

メッセージ

「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の考え方を理解するとともに、「介護を必要とする人」
を、生活の観点から捉えるための学習です。多面的に捉えられる能力を身に着けましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護福祉サービスの理念
介護福祉サービスの理念につい
て理解する

2

介護保険サービスの内容（居宅サービス）

介護保険サービスの種類と法的
根拠、介護報酬、サービスが提
供される場の特性について理解
する。

3

4

介護保険サービスの内容（施設サービス）

5

6

介護保険サービスの内容（地域密着型サービス）7

8

9 他職種連携の意義と目的
他職種の機能と役割を理解す
る。

10 市町村と都道府県の機能と役割
市町村と都道府県の機能と役割
学ぶ。

11
地域連携の意義と目的
インフォーマルサポートの機能と役割

ボランティアや地域住民等のイ
ンフォーマルサポートの機能と
役割について知り、連携の在り
方を学ぶ。

12 地域包括支援センターの機能と役割
地域包括支援センターの機能と
役割について学ぶ。

13

ケアマネジメントの理論とプロセス
市町村と都道府県が果たす機能
と役割および連携の在り方につ
いて学ぶ。14

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

12 介護福祉サービス論 2 30 必修 専攻科 後期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護福祉サービスの内容
やケアマネジメントに関
する知識並びに多職種協
働（連携）の重要性につ
いて理解することを目標
とする。

出席状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキスト、プリントを使
用し、問題を提示しなが
ら講義する。

新介護福祉士養成講座
「介護の基本Ⅱ」
中央法規

「新版長野県まるごと介
護の本」信濃毎日新聞社

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護における事故防止と安全の確保の必要性
介護における事故防止と安全の
確保の必要性について理解する

2
介護における安全の確保とリスクマネジメント
リスクマネジメントとは何か

リスクマネジメントの意味・目
的を理解する。

3
介護における安全の確保とリスクマネジメント

「尊厳あるくらし」を支えるための安全の確保

身体拘束禁止、高齢者虐待防止、
児童虐待防止、個人情報保護に
ついて理解する。

4
介護における安全お確保とリスクマネジメント
介護従事者の組織における安全の確保

介護保険施設におけるリスクマネジメ
ントの特徴を、施設長、中間管理職、介
護職員の視点の違いから明らかにする。

5
介護における安全の確保とリスクマネジメント
リスクマネジメント委員会の設置

リスクマネジメント委員会の設
置目的と設置する際に注意すべ
き事項を理解する

6
介護における安全の確保とリスクマネジメント
事故報告書・ヒヤリハット報告書

事故報告書・ヒヤリハット報告
書の違いと目的、記載方法を理
解する。

7
介護における安全の確保とリスクマネジメント
要因分析と事故予防対策（問題点の絞込み、原因を押さえる、関
係する業務の改善、予防策の実際と定着、予防策の評価と見直し）

転倒・転落防止、骨折予防等の
ための要因分析の手法と事故予
防対策について理解する。

8
介護保険施設におけるリスクマネジメント
ＰＤＣＡサイクルと第三者評価制度

介護保険施設におけるリスクマネジメントにも
欠かせないＰＤＣＡサイクルを理解する。また、
ＰＤＣＡサイクルのなかでも重要なＣの評価の
１つである第三者評価制度についても理解する

9
危険予知訓練（ＫＹＴ）とは何か。
ＫＹＴの演習①
施設におけるＫＹＴ
―利用者の転倒・転落防止・骨折予防等のためにー

ＫＹＴの意味・目的・進め方を理解する
ＫＹＴの演習を通じて、リスクマネジメント
に必要な観察、正確な技術、予測、分析といっ
た各能力を高める。

10
危険予知訓練（ＫＹＴ）の演習②
在宅におけるＫＹＴ
－日常生活の安全（鍵の閉め忘れ、消費者被害、防火・
防災対策、緊急連絡システム、その他）のために－

ＫＹＴの演習を通して、リスクマネ

ジメントに必要な観察、正確な技術、

予測、分析といった各能力を高める。

11
介護従事者の安全
感染対策①

感染予防の意義と介護、感染予
防の基礎知識を理解する。

12
介護従事者の安全
感染対策②

感染予防技術、感染管理、衛生
管理について理解する。

13
介護従事者の安全
身体の健康管理

身体の健康管理（腰痛予防と対
策、その他）について理解する

14
介護従事者の安全
心（精神面）の健康管理

心（精神面）の健康管理（スト
レス、燃えつき症候群、その他）
について理解する。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

13 介護安全対策論 2 30 必修 専攻科 後期 釜土　禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

「尊厳の保持」「自立支援」と
いう介護の考え方や「介護を
必要とする人｣ を生活の観点
から捉えるための学習を行う。
また、介護における安全やチー
ムケア等について理解する。

出席状況、提出物、授業
態度、期末試験を総合し
て評価する。

事例等を用い、実際の介
護場面における安全管理
等について学ぶ。

介護の基本Ⅱ
（中央法規出版）

教員からの

メッセージ

介護における事故防止と安全の確保について考え、利用者にとって快適な生活を送るために必要
な配慮について理解できるようにしましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 コミュニケーションの意味① 自己分析

2 コミュニケーションの意味②
他者との関係における自分を認
識する

3 コミュニケーションの意味③
他者理解とコミュニケーション
の役割

4
介護におけるコミュニケーションの基本
関係形成の基礎①

介護におけるコミュニケーショ
ンの意義・目的・役割について
理解できる

5
介護におけるコミュニケーションの基本
関係形成の基礎②

援助的コミュニケーションの基
本姿勢を学ぶ

6
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　傾聴技法①

話を聴く技術を身につける①

7
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　傾聴技法②

話を聴く技術を身につける②

8
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　感情を学ぶ技法

感情表現を察する技法を学ぶ

9
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　納得と同意を得る技法

納得と同意を得る技法を身につ
けることができる

10
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　相談・助言・指導の技法①

相談、助言、指導の技法を身に
つけることが出来る①

11
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　相談・助言・指導の技法②

相談、助言、指導の技法を身に
つけることが出来る②

12
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　意欲を引き出す技法

意欲を引き出す技法を身につけ
ることが出来る

13
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　利用者本人と家族の同意の調整を
図る技法

利用者本人と家族の同意の調整
を図る技法を身につけることが
出来る

14
介護場面における利用者・家族とのコミュニ
ケーション　利用者本人と家族との間の問題解
決を図る技法

利用者本人と家族との間の問題
解決を図る技法を身につけるこ
とが出来る

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

14 コミュニケーションと介護Ⅰ 2 30 必修 専攻科 後期 伊藤　かおる

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護を必要とする者の理解
や援助的関係・援助的コミュ
ニケーションについて理解
するとともに、利用者や利
用者家族、あるいは様々な
場面でのコミュニケーショ
ン能力を身につける

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する

テキスト、プリントを使
用して参加型の講義とす
る

「ケア・コミュニケーショ
ン」（ウイネット）

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
介護におけるチームのコミュニケーション　
介護記録による情報の共有化

介護における記録の意義、目的・
方法について理解する。

2
介護におけるチームのコミュニケーション　
介護記録による情報の共有化

介護における記録の方法、留意
点、記録の管理・介護記録の共
有化について理解する。

3
介護におけるチームのコミュニケーション　
介護記録による情報の共有化

介護における記録の方法、留意
点、記録の管理・介護記録の共
有化について理解する。

4
介護におけるチームのコミュニケーション　
報告・連絡・相談の方法

報告・連絡・相談の方法、留意
点について理解できる。

5
介護におけるチームのコミュニケーション　
会議の種類、方法

会議の種類、方法、留意点につ
いて理解できる。

6 聴覚障害者とのコミュニケーションの方法
聴覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

7 聴覚障害者とのコミュニケーションの方法
聴覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

8 聴覚障害者とのコミュニケーションの方法
聴覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

9 視覚障害者とのコミュニケーションの方法
視覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

10 視覚障害者とのコミュニケーションの方法
視覚障害のある人とのコミュニケー
ション方法を体験し、理解する。

11
視覚・聴覚重複障害のある人とのコミュニケー
ションの方法

視覚・聴覚重複障害のある人と
のコミュニケーション方法を体
験し、理解する。

12 失語症の人とのミュニケーションの方法
失語症の障害について学び、コ
ミュニケーション方法について
理解する。

13 失語症の人とのミュニケーションの方法
失語症の障害について学び、コ
ミュニケーション方法について
理解する。

14
知的障害のある人とのコミュニケーションの方
法

知的障害のある人とのコミュニ
ケーション方法を考え、理解する。

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

15 コミュニケーションと介護Ⅱ 1 30 必修 専攻科 前期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護現場での記録とコ
ミュニケーションの方法
について理解する。コ
ミュニケーション障害の
ある利用者と適切なコ
ミュニケーションがとれ
る能力を身につける。

出席状況、体験学習への
取組状況、期末試験など
の結果を総合して評価す
る。

テキスト、プリントを使
用し、演習をとのいれな
がら学習する。

介護福祉士養成テキスト
ブック「コミュニケー
ション技術」ミネルヴァ
書房

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
生活支援
　人の生活の理解（生活の定義と生活の構造）

生活の定義と構造について理解
する。

2
生活支援
　生活の理解
　（生活形成のプロセス、生活経営）

生活の形成のプロセスについて
理解する。

3
生活支援
　生活の理解（生活経営について）

生活を維持していくための生活
経営について理解する。

4
生活支援
　生活の理解（生活経営の実際）

生活経営から実際の生活を理解
し、介護との関係から生活を考
える事が出来る。

5
生活支援
　（生活支援の考え方について）

生活支援について具体的に内容
を考える事が出来る。

6
生活支援
　（ＩＣＦの視点にもとづくアセスメント）

生活支援についてＩＣＦの視点
でとらえることができる。

7
生活支援
　（ＩＣＦの視点にもとづくアセスメント）

生活をＩＣＦの視点からアセス
メントでき援助方法が考えられ
る。

8 筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

16 生活支援学総論 1 15 必修 専攻科 前期 釜土　禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

生活の定義や生活の構造
について理解し、具体的
な生活支援について考え
る事が出来る。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

教科書、資料を使用し、
問題を提示しながら考え
生活について学修する。

介護技術論
（第一法規出版）

教員からの

メッセージ

生活をいろいろな角度から考え、捉えることができ、広い視野をもち介護者に接することが出来
るような基礎を養いましょう。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 居住環境等の整備の意義と目的
居住環境等の整備の意義と目的
を理解することができる。

2

ベッドメーキング

快適な生活を送るためには、
日々安心して休むことができる
寝具が重要であることを理解す
る。
そのうえで、崩れにくく、寝心
地が良く、見た目も美しいベッ
ドをつくることができる。

3

4

5

6

7

シーツ交換

ベッドから起きることができず、
ベッド上に利用者が寝ている場合
を想定して、シーツ交換を行うこ
とができる。その際は、利用者に
負担をかけることなく、安全・安
楽に配慮することができる。

8

9 実技試験

10
居住環境のアセスメント－ＩＣＦの視点に基づ
くアセスメント－

ＩＣＦの視点に基づくアセスメ
ントにより、居住環境のアセス
メントの視点について理解する。

11 安全で快適な生活環境の整備
寝具、段差、手すり、素材、スペース、浴室、トイレ、
台所、プライバシーの確保、交流の促進、安全性
への配慮等の観点から、安全で快適な生活環境整
備の必要性とその中身を理解することができる。

12 施設等での集住の場合の工夫・留意点

ユニットケアについて理解するととも
に、居室の個室化、なじみの生活空間づ
くりを中心に、施設等における利用者の
生活環境について考えることができる。

13

バリアフリーとユニバーサルデザイン
バリアフリーとユニバーサルデ
ザインの違いを理解することが
できる。14

15 期末試験（筆記試験）

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

17 環境の生活支援 2 30 必修 専攻科 前期 福田　明

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた環境の整備
に関する技術と知識につ
いて習得できる。

実技試験・期末試験の結
果に加え、課題レポート、
出席状況等を加味して総
合評価する。

実技演習、視聴覚教材、
プリント・資料等を活用
した授業を展開する。

ほぼ毎回、プリント・資
料を用いる。
テキスト：井上千津子・
尾台安子・松井奈美ほか

『介護技術論』第一法規、
2009 年

教員からの

メッセージ

居住環境、施設環境、都市環境等、一口に「環境」といってもさまざまです。しかし、それらの環境に共通することは、人とその人の
生活に密接に関係している、ということです。授業に参加するなかで、具体的にどのようなことが関係しているのかを考えてほしいと
思います。この授業を 1 つのきっかけに、将来的には、介護福祉士として人と環境とを結び付けられる（マネジメントできる）力を身
につけてほしいと思います。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
衣類の役割・種類・構成
衣類整理の支援

衣類の役割 ･ 種類 ･ 構成や衣類
整理のポイントについて理解す
ることができる

2
自立に向けた身だしなみの介護
座位での着替え

片麻痺の人の着脱方法を習得す
ることができる。

3 座位での着替え
片麻痺の人の着脱方法を習得す
ることができる。

4 座位での着替え
片麻痺の人の着脱方法を習得す
ることができる。

5 ベッド上での着替え
片麻痺の人の着脱方法を習得す
ることができる。

6 ベッド上での着替え
片麻痺の人の着脱方法を習得す
ることができる。

7 ベッド上での着替え
片麻痺の人の着脱方法を習得す
ることができる。

8 実技試験

9
身だしなみに関するＩＣＦの視点にもとづくア
セスメント

ＩＣＦの視点にもとづく身だし
なみのアセスメントのポイント
について理解できる。

10 心身の状況に応じた着替えの介護
心身の状況に応じた着替えの介
護方法について習得することが
できる。

11 心身の状況に応じた着替えの介護
心身の状況に応じた着替えの介
護方法について習得することが
できる。

12 口腔ケア
口腔のしくみとケアについて理
解することができる。

13 口腔ケア
口腔ケアの技術を習得すること
ができる。

14
自立に向けた身だしなみの介護
整容行動・衣生活を調整する能力のアセスメン
トと介助の技法

心身の状況に応じた身だしなみ
の介護方法について考えること
ができる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

18 身だしなみの生活支援 1 30 必修 専攻科 後期 福田　明

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた身だしなみ
の介護に関する技術と知
識について習得できる。

出席状況、授業態度、提
出物、期末試験などを加
味して総合的に評価す
る。

講義、実技演習、事例検
討、グループワークを活
用した学習とする。

毎回、プリント・資料を
用意する。

教員からの

メッセージ

この授業では、衣服の着脱介助と口腔ケアを中心に学んでいきます。どちらの内容も、毎回の授
業の積み重ねで徐々に習得していきますので、1 回 1 回の授業を大切にしてください。



104

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
自立に向けた移動の介護
　移動の意義と目的・ボデイメカニクスの理解

移動が生活行為の基本動作であ
ることが理解する。

2
自立に向けた移動の介護
　移動の意義と目的・キネストティクの理解

移動が生活行為の基本動作であ
ることが理解する。

3
移動に関する利用者のアセスメント
　（ICF の視点にもとづくアセスメント）

移動動作の寝返り、側臥位、腹
臥位、起き上がり、端座位を ICF
の視点からアセスメントできる。

4
移動に関する利用者のアセスメント
　（ICF の視点にもとづくアセスメント）

移動動作の座位保持、立位、移
乗、歩行等について ICF の視点
からアセスメントできる。

5
自立に向けた移動の介護
　歩行の介助の技法（杖の種類、介助方法等）

杖の種類と用途について理解し、
杖歩行介助の方法を習得する。

6
自立に向けた移動の介護
　車椅子の介助（車椅子の種類、選び方）

安全で的確な車椅子の移動方法
を習得する。

7
自立に向けた移動の介護
　安全で的確な移動・移乗の介助の技法
　①体位変換（水平移動、側臥位、腹臥位、起き上がり）

安全で的確な体位変換の技法を
習得する。

8
自立に向けた移動の介護
　①体位変換（水平移動、側臥位、腹臥位、起
き上がり）

安全で的確な体位変換の技法を
習得する。

9 　②体位変換（起き上がり、端座位、立位、移乗）
安全で的確な体位変換の技法を
習得する。

10 　②体位変換（起き上がり、端座位、立位、移乗）
安全で的確な体位変換の技法を
習得する。

11 　③車椅子の介助（移乗方法）
安全で的確な車椅子への介助方
法を習得する。

12 　③車椅子の介助（移乗方法）
安全で的確な車椅子への介助方
法を習得する。

13 　④安楽な体位の保持（姿勢に応じた安楽な体位）
姿勢の状況に応じた安全で的確
な安楽な体位の保持を習得する。

14 　⑤ストレッチャーへの移乗と介助
ストレッチャーへの移乗方法と
移動方法を習得する。

15 筆記試験・実技試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

19 移動の生活支援Ⅰ 1 30 必修 専攻科 前期 赤沢　昌子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた移動への介
護方法を習得し、生活の
拡大を図る援助について
も考える事が出来る。

出欠状況、授業態度、毎
回の提出物、期末試験な
どの結果を総合して評価
する。

テキスト、ビデオをもと
に講義を行い、グループ
に分れ演習を行う。

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 事例の利用者の生活支援方法について理解する
事例の生活支援方法を外出支援に
結びつけて考えることができる

2
外出支援計画を立てる（外出の目的や、交通、
利用者の状態などに配慮し、計画書を作成）

事例の利用者に合わせた外出支
援計画を立てることができる

3
障害のある人の外出支援の留意点・車椅子介助
の留意点について理解する

障害のある人の外出支援の留意
点を知ることができる

4 車いす介助の演習
安全・安楽な車いす介助の方法
を習得する

5
外出の事前準備をする（下見を含めて、外出に
必要な準備をする）

利用者の安全・安楽を考えた外
出の準備をすることができる

6

学外で外出支援の体験学習の実施

利用者・介護者の立場で、実際
に地域社会に出ることにより、
必要な外出支援や、社会のバリ
アフリーの状況などについて気
づき、学ぶことができる

7

8 体験学習の振り返り記録を書く
各自が、体験学習による気づき
や学びを記録する

9 体験学習のまとめ・事後学習
体験学習での学びをさらに深め
ることができる

10 体験学習のまとめ・事後学習
体験学習での学びをさらに深め
ることができる

11

体験学習の報告会
報告会を通して他のグループの
学びを共有することができる

12

13 自立に向けた移動の支援
障害に応じた移動の支援方法を
学ぶことができる

14 自立に向けた移動の支援
障害に応じた移動の支援方法を
学ぶことができる

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

20 移動の生活支援Ⅱ 1 30 必修 専攻科 後期 齋藤　真木

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

利用者の状況に応じた移
動動作・及び外出の支援
方法が考えられ実践でき
る。

出席状況、授業態度、提
出課題・期末試験などの
結果を総合して評価す
る。

グループワークを活用
し、問題を提示しながら
演習をおこなう。

『介護技術論』
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 食事の意義と目的 食事の意義と目的を理解する

2
自立に向けた食事の介護
　食事に適した姿勢

食事に適した姿勢について、介
助を受ける人、介助する人の立
場から考える

3 食事介助の基本 基本的な食事の介助方法を知る

4
安全で的確な食事介助の技法
　①運動機能障害がある人の食事介助

運動機能障害がある人への介助
方法を習得する

5 　　運動機能障害がある人の食事介助
運動機能障害がある人への介助
方法を習得する

6 　②視覚障害がある人の食事介助
視覚障害がある人への介助方法
を習得する

7 　　視覚障害がある人の食事介助
視覚障害がある人への介助方法
を習得する

8 　③咀嚼・嚥下に障害がある人の食事介助
咀嚼・嚥下に障害がある人への
介助方法を習得する

9 　　咀嚼・嚥下に障害がある人の食事介助
咀嚼・嚥下に障害がある人への
介助方法を習得する

10
おいしく安全に食べることを支える介護
　①食事の環境つくり

食事を楽しむための環境づくり
について考えることができる

11 　②食事の内容の工夫
おいしく安全な食事内容につい
て考えることができる

12
　③食事の場面のリスクマネージメント（ＫＹ
Ｔ）

食事の場面の危険要因と事故に
ついて考える

13 　食事の場面のリスクマネージメント（ＫＹＴ）
食事の場面の安全対策をグルー
プで考えて発表する

14
食事に関するＩＣＦの視点に基づくアセスメント
他職種の役割と協働

個人の心身の状況や社会的側面
などを考慮し、その人に適した
食事を考える

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

21 食事の生活支援 1 30 必修 専攻科 前期 齋藤　真木

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた食事の介護
に関する技術と知識につ
いて習得できる。

出席状況、レポート提出、
授業態度、期末試験等を
総合的に評価する。

講義、グループでの実技
演習を活用した学習とす
る。

『介護技術論』
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 入浴の意義と目的
入浴の意義と目的を理解するこ
とができる。

2
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
　入浴に関する利用者のアセスメント－ＩＣＦ
の視点にもとづくアセスメント①

ＩＣＦの視点にもとづくアセス
メントを考えることができる。

3
　入浴に関する利用者のアセスメント－ＩＣＦ
の視点にもとづくアセスメント②

ＩＣＦの視点にもとづくアセス
メントを考えることができる。

4
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
　爽快感・安楽を支える介護―爽快感・安楽を
支える介護の工夫（入浴を楽しむ環境づくり、
スキンシップ、コミュニケーション、その他）

爽快感・安楽を支える介護の工
夫（入浴を楽しむ環境づくり、
スキンシップ、コミュニケー
ション、その他）ができる。

5
　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－①
入浴・シャワー浴

安全・的確な入浴・シャワーの
介助の技法を習得できる。

6
　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－①
入浴・シャワー浴

安全・的確な入浴・シャワーの
介助の技法を習得できる。

7
　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－②
全身清拭・陰部洗浄

安全・的確な全身清拭・陰部洗
浄の介助の技法を習得できる。

8
　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－②
全身清拭・陰部洗浄

安全・的確な全身清拭・陰部洗
浄の介助の技法を習得できる。

9
　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－③
足浴・手浴・洗髪

安全・的確な足浴・手浴・洗髪
の介助の技法を習得できる。

10
　安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法－③
足浴・手浴・洗髪

安全・的確な足浴・手浴・洗髪
の介助の技法を習得できる。

11
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
　利用者の状態・状況に応じた介助の留意点－①感
覚・運動・知的機能が低下している人の事例検討

感覚・運動・知的機能が低下し
ている人の介助の留意点を理解
することができる。

12
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
　利用者の状態・状況に応じた介助の留意点－②感
覚・運動・知的機能が低下している人の事例検討

感覚・運動・知的機能が低下し
ている人の介助の留意点を理解
することができる。

13
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
　利用者の状態・状況に応じた介助の留意点－感覚・
運動・知的機能が低下している人の介助の留意点

感覚・運動・知的機能が低下し
ている人の介助の留意点を理解
することができる。

14
自立に向けた入浴・清潔保持の介護
　他の職種の役割と協働

他の職種の役割と協働について
理解することができる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

22 清潔の生活支援 1 30 必修 専攻科 後期 赤沢　昌子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

適切な介護技術を用い
て、安全に援助できる技
術や知識を習得すること
ができる。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

講義をもとにグループに
分れ演習を行う

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 排泄の意義と目的
排泄の意義と目的を理解するこ
とができる

2
自立に向けた排泄の介護
排泄に関する利用者の ICF の視点にもとづくア
セスメント

ＩＣＦの視点にもとづくアセス
メントを考えることができる

3
気持ちの良い排泄を支える介護の工夫（がまん
させない工夫、恥ずかしくなく排泄できる環境
づくり、その他）

気持ちの良い排泄を支える介護
の工夫ができる

4 安全・的確な排泄の介助の技法―①トイレ
安全・的確なトイレの介助の技
法を習得できる

5
安全・的確な排泄の介助の技法―②ポータブル
トイレ

安全・的確なポータブルトイレ
の介助の技法を習得できる

6
安全・的確な排泄の介助の技法―③尿器・差し
込み便器

安全・的確な尿器・便器の介助
の技法を習得できる

7 安全・的確な排泄の介助の技法―④おむつ
安全・的確なおむつの介助の技
法を習得できる

8
安全・的確な排泄の介助の技法―⑤おむつをは
ずすための援助

おむつをはずすための援助の方
法を考えることができる

9
安全・的確な排泄の介助の技法―おむつをはず
すための援助

おむつをはずすための援助の方
法を考えることができる

10
利用者の状態・状況に応じた介助の留意点―運
動機能が低下している人の介助の留意点

運動機能が低下している人の介助
の留意点を理解することができる

11
利用者の状態・状況に応じた介助の留意点―認
知・知覚機能が低下している人・感覚機能が低
下している人の介助の留意点

認知・知覚・感覚機能が低下し
ている人の介助の留意点を理解
することができる

12
利用者の状態・状況に応じた介助の留意点―便
秘・下痢の予防の為の日常生活の留意点

便秘・下痢の予防の為の日常生活
の留意点を理解することができる

13
利用者の状態・状況に応じた介助の留意点―尿
回数が多い人・失禁時の介助の留意点

尿回数が多い人・失禁時の介助の
留意点を理解することができる

14 他の職種の役割と協働
他の職種の役割と協働について
理解することができる

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

23 排泄の生活支援 1 30 必修 専攻科 前期 釜土　禮子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた排泄の介護
に関する技術と知識につ
いて習得できる。

出席状況、レポート提出、
授業態度、期末試験等を
総合的に評価する。

講義、実技演習、事例検
討、グループワークを活
用した学習とする。

『介護技術論』
第一法規

教員からの

メッセージ



109

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 家事の意義と目的
生活における家事の意義と目的
を理解する。

竹内

2 生活支援のあり方
ＩＣＦの視点にもとづく生活支
援の方法を学ぶ。

竹内

3 自立に向けた家事の介護
家事に参加することを支える介
護の工夫について考察する。

竹内

4 家事支援における介護技術（食物）
摂取する食品の種類や量を考慮
し、個々人の心身の状況に応じ
た献立作成手順を学ぶ。

竹内

5 家事支援における介護技術（食物）
加工食品の活用と保存、配食
サービスの利用について学ぶ。

竹内

6 家事支援における介護技術（食物）
食を原因とした健康障害などを
防止するために必要な知識を習
得する。

竹内

7 家事支援における介護技術（家庭経営）
家庭経営の基本的考え方、個人
のライフコースや生活設計につ
いて学ぶ。

竹内

8 家事支援における介護技術（家庭経営）
生活資源、家事及び介護労働、
家庭経済の構造について学ぶ。

竹内

9 家事支援における介護技術（掃除・衛生管理）
掃除や衛生管理の意義を理解
し、支援の仕方を学ぶ。

竹内

10
家事支援における介護技術（買い物・家計の管
理）

金銭管理や買い物の意義を理解
し、支援の仕方を学ぶ。

竹内

11
自立に向けた家事の介護（被服）
快適な衣生活を支える介護

被服の役割と機能について理解
する。

雨宮

12
自立に向けた家事の介護（被服）
快適な衣生活を支える介護

被服素材の種類と性能について
理解する。

雨宮

13
自立に向けた家事の介護
家事の介助の技法（被服）

洗濯の意義、洗濯方法の基本、
自立支援のための工夫点につい
て学ぶ。

雨宮

14
自立に向けた家事の介護
家事の介助の技法（被服）

高齢者や障害者の体型変化を考
慮した被服に関する基礎知識を
習得する。

雨宮

15
自立に向けた家事の介護
家事の介助の技法（被服）

裁縫技術について、制作を通し
て基本的な技術を習得する。

雨宮

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

24 家事の生活支援Ⅰ 1 30 必修 専攻科 後期 竹内亮子・雨宮邦子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

家庭生活を円滑に営む上
で必要な知識や技術を学
び、自立に向けた家事援
助の技法を習得する。

出席状況、授業態度、課
題提出状況、小テストを
総合して評価する。

講義、課題研究、グルー
プワーク等

プリント資料を
配布

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 睡眠とは何か－睡眠の意義・目的－ 睡眠の意義と目的を理解できる

2 睡眠のメカニズムと睡眠障害の理解

レム睡眠、ノンレム睡眠、睡眠
時間について理解できる。
睡眠障害の種類について理解す
ることができる

3
睡眠に関する利用者のアセスメント－ＩＣＦの
視点にもとづくアセスメント－

ＩＣＦの視点に基づくアセスメ
ントにより、睡眠に関する利用
者のアセスメントを行い、高齢
者特有の睡眠の特徴ついて理解
することができる。

4 安眠のための介護－安眠のための介護の工夫－

環境調整、日中の活動性を高め
る、夜間頻尿への対応等、安眠
のための介護の工夫について考
えることができる

5
安眠を促す介助の技法と他職種の役割と協
働

安眠を促す工夫等について、他
職種の役割と協働の視点が理解
できる。

6
利用者の状態・状況に応じた睡眠の介助の留意
点－①感覚機能が低下している人・②運動機能
が低下している人

利用者の状態・状況に応じた睡
眠への介護の留意点について考
えることができる。

7
利用者の状態・状況に応じた睡眠の介助の留意
点－③認知・知覚機能が低下している人・④不
眠時の対応

利用者の状態・状況に応じた睡
眠への介護の留意点について考
えることができる。

8 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

25 睡眠の生活支援 1 15 必修 専攻科 前期 福田　明

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

自立に向けた睡眠の介護
に関する技術と知識につ
いて習得できる。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

講義を中心とした授業を
行う。

毎回、プリント・資料を
用いる。

教員からの

メッセージ

最近、睡眠と健康との関連が注目されています。例えば、睡眠と肥満、睡眠と糖尿病といったよ
うに、睡眠と病気には関連があるとの報告もなされています。また、睡眠は利用者だけでなく、
夜勤を行う介護福祉士にとっても重要なテーマといえます。利用者の睡眠を中心に学びつつも、
介護福祉士と睡眠との関係についても考えてみたいと思います。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
終末期における介護の意義と目的
　①終末期における尊厳の保持

終末期における尊厳の保持につ
いて理解できる。

2 　②終末期における尊厳の保持
終末期における尊厳の保持につ
いて理解できる。

3 　①事前意思確認
事前意思確認について理解でき
る。

4 　②事前意思確認
事前意思確認について理解でき
る。

5
終末期の介護

①終末期における利用者のアセスメント－
ICF の視点にもとづくアセスメント

ICF の視点にもとづくアセスメ
ントを考えることができる。

6
②終末期における利用者のアセスメント－
事例をもとに考える

ICF の視点にもとづくアセスメ
ントを事例をもとに考えること
ができる。

7
③終末期おける利用者のアセスメント－
事例をもとに考える

ICF の視点にもとづくアセスメ
ントを事例をもとに考えること
ができる。

8
終末期の介護
　医療との連携

看取りのための制度（重度化対
応加算、看取り介護加算）につ
いて理解できる

9
終末期の介護
　①終末期における介護

終末期における介護が習得でき
る。

10 　②終末期における介護
終末期における介護が習得でき
る。

11
終末期の介護
　①臨終時の介護

臨終時の介護が習得できる。

12 　②臨終時の介護 臨終時の介護が習得できる。

13
終末期の介護
　①グリーフケア

グリーフケアが習得できる。

14 　②グリーフケア グリーフケアが習得できる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

26 終末期の介護 2 30 必修 専攻科 後期 赤沢　昌子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

適切な介護技術を用い
て、安全に安楽に援助で
きる技術や知識を習得す
ることができる。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキスト、ビデオをもと
に講義を行い、グループ
に分れ演習を行う。

「介護技術論」
第一法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護の仕事とは
介護の仕事に対するイメージを
作り上げることができる。

2 望ましい介護とは
専門職の行う介護と一般の人が行う

介護との相違点が理解でき、望まし

い介護について考えることができる。

3 生活の支援に必要なことは何か
生活支援をしていくために関わ
る力、観察する力、感じとる力
の必要性について理解する。

4 生活支援に必要なことは何か
生活支援をしていくためにはその人の

生き方や暮らしを理解し、意欲を引き

出すかかわりの必要性を理解する。

5
生活支援と介護過程の必要性

（介護過程の意義、目的）
介護過程の意義、目的について
理解する。

6
生活支援と介護過程の展開

（介護過程とＩＣＦの関係）

介護過程展開に必要な要素にＩ
ＣＦの視点が導入される必要性
を理解する

7 介護過程の展開とＩＣＦの考え方について
ＩＣＦの視点で情報収集するこ
とを理解する。

8 介護過程に必要な情報収集
アセスメントに必要な情報集が
何かを理解できる。

9
介護過程の展開：アセスメント

（情報の統合、解釈、意味づけ）
情報の統合、解釈することを考
えることができる。

10
介護過程の展開：アセスメント

（情報の統合、解釈、意味づけ）
情報の統合、解釈することを考
えることができる。

11
介護過程の展開：生活上の課題、総合的援助方
針、目標

アセスメントから生活上の課題
を考え、総合的援助方針を考え
ることができる。

12 介護過程の展開：介護計画の立案
その人にあった具体的援助内容
を考えることができる。

13 介護過程の展開：介護計画の立案
その人にあった具体的援助内容
を考えることができる。

14
介護過程の展開：評価の目的、内容、方法、モ
ニタリングの必要性

実施後の評価の方法について理
解する。

15 まとめと筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

27 介護過程総論 2 30 必修 専攻科 前期 尾台　安子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

介護過程の意義を理解
し、介護計画を立案し、
適切な介護サービスが提
供できる介護過程の理論
を学習する。

出席状況、授業態度、課
題レポート、筆記試験等
を総合的に評価する。

事例を用い、介護過程の
展開と実際の ICF モデル
での展開を行ってみる。

介護過程：中央法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1

運動機能が低下している人の生活障害
運動機能が低下している人の生活
障害について考える事が出来る。

運動機能が低下している人の生活障害と自立支
援

運動機能が低下している人の生
活障害について考え、自立支援
について考える事が出来る。

2

介護過程の実践的展開（事例１脳血管障害）
　事例の理解と情報収集

ＩＣＦ（国際生活機能分類）に
もとづくアセスメントの手法で
事例を整理することができる。

介護過程の実践的展開
　情報収集とアセスメント

ＩＣＦ（国際生活機能分類）に
もとづくアセスメントの手法で
事例を整理することができる。

3

介護過程の実践的展開
　アセスメントと生活課題

事例の情報をアセスメントし、生
活課題を導き出すことができる。

介護過程の実践的展開
　アセスメントと生活課題

事例の情報をアセスメントし、生
活課題を導き出すことができる。

4

介護過程の実践的展開
　介護目標と計画

事例の生活課題から自立に向けた
目標と計画を立てることができる。

介護過程の実践的展開
　評価とその方法

評価の目的と評価内容、その方
法が理解できる。

5

介護過程の実践的展開（事例２）
　情報収集とアセスメント

ＩＣＦ（国際生活機能分類）に
もとづくアセスメントの手法で
事例を整理することができる。

介護過程の実践的展開
　アセスメントと生活課題

事例の情報をアセスメントし、生
活課題を導き出すことができる。

6

介護過程の実践的展開
　アセスメントと生活課題

事例の情報をアセスメントし、生
活課題を導き出すことができる。

介護過程の実践的展開
　介護目標と計画

事例の生活課題から自立に向けた
目標と計画を立てることができる。

7

介護過程の実践的展開
　評価とその方法

評価の目的と評価内容、その方
法が理解できる。

介護過程の実践的展開
　事例の介護計画発表会

発表を通して介護計画の方法を
学びあう。

8
介護過程の実践的展開
　事例の介護計画発表会

発表を通して介護計画の方法を
学びあう。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

28 介護過程展開論Ⅰ 1 30 必修 専攻科 前期 赤沢　昌子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

運動機能障害における介
護過程の実践的展開につ
いて理解できる。

出席状態、課題レポート
提出、期末試験、授業態
度で総合的に評価する。

事例等を用い、実際の介
護場面を想定して介護過
程を展開していく。

『介護過程』中央法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 認知症の人の理解
認知症の人の側に立って認知症
の病気について理解する。

DVD

2
認知症のある方の介護過程の実践的展開１

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

必要な情報が収集でき利用者の
状況が理解できる。

3
認知症のある方の介護過程の実践的展開２
　（実際の事例を通して介護過程を展開）

情報の中からアセスメントを行
ない利用者の生活課題を考える
事が出来る。

事例１

4
認知症のある方の介護過程の実践的展開３

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

情報の中からアセスメントを行
ない利用者の生活課題を考える
事が出来る。

5
認知症のある方の介護過程の実践的展開４

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

生活課題より目標を設定し、援
助方法を考える事が出来る。

6
認知症のある方の介護過程の実践的展開５

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

事例の利用者のその人らしさに
ついて考える事が出来る。

7
認知症のある方の介護過程の実践的展開６

BPSD のある人の介護過程の展開
利用者の立場に立ってその援助
方法が適切であるか検討できる。

グループワー
ク

8
認知症のある方の介護過程の実践的展開７

BPSD のある人の介護過程の展開

認知症の人の側に立って認知症
の周辺症状に対する援助方法が
考えられる。

グループワー
ク

9
介護過程の実践的展開
利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開の
実際

生活課題より目標を設定し、援
助方法を考える事が出来る。

グループワー
ク

10
精神障害のある方の介護過程の実践的展開１

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

必要な情報が収集でき利用者の
状況が理解できる。

事例２

11
精神障害のある方の介護過程の実践的展開２

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

情報の中からアセスメントを行
ない利用者の生活課題を考える
事が出来る。

12
精神障害のある方の介護過程の実践的展開３

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

情報の中からアセスメントを行
ない利用者の生活課題を考える
事が出来る。

13
精神障害のある方の介護過程の実践的展開４

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

生活課題より目標を設定し、援
助方法を考える事が出来る。

14
精神障害のある方の介護過程の実践的展開

利用者の状態・状況に応じた介護過程の展開
の実際

事例の利用者のその人らしさに
ついて考える事が出来る。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

29 介護過程展開論Ⅱ 1 30 必修 専攻科 後期 丸山　順子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

認知症の人の側に立って
介護過程を展開でき、そ
の人の自立した生活援助
について考える事が出来
る。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

主として資料、プリント
を使用し、事例を提示し
ながら講義する。

介護過程：中央法規

教員からの

メッセージ

認知症の人の事例から、その人が歩んできた人生経験をたどり、認知症のさまざまな周辺症状の要因になる不安や
混乱について考える事が出来、必要な援助方法が考えられるようロールプレイを取り入れながら理解を深めること
が出来るようにしましょう。また、介護過程の実践的展開ができ、実習での学びにつなげられるようにしましょう。



115

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 感覚機能障害の人の理解①（聴覚・言語障害）

感覚機能障害の人の病気につい
て理解できる。

2 感覚機能障害の人の理解②（視覚障害）

3
感覚機能障害の人の理解③（味覚・嗅覚・触覚
障害）

4 感覚機能障害のある人への支援とケアプラン
感覚機能障害のある人への生活
支援の一手段として、ケアプラ
ンがあることを理解できる。

5
自立に向けた介護過程の展開の実践①

（総論）
必要な情報が収集でき利用者の
状況が理解できる（意義・目的）。

6
自立に向けた介護過程の展開の実践②

（アセスメント）

情報収集の中からアセスメント
を行い、利用者の生活課題を考
えることができる）。

7
自立に向けた介護過程の展開の実践③

（ケアプランの作成）

利用者の状態・状況に応じた援
助方法が考えられる。（生活支援
の課題、目標のとらえ方・計画）

8
自立に向けた介護過程の展開の実践④

（実施・評価）

利用者の立場に立ってその援助
方法が適切であるか検討できる

（実施・評価）9

10

事例に基づいた介護過程の展開

必要な情報が収集でき利用者の
状況が理解できる（意義・目的・
目標・情報収集）

11
情報収集の中から情報の統合・解
釈を行い、利用者の生活課題を考
えることができる（アセスメント）。

12
利用者の生活課題に応じた援助
計画を立案できる（計画）

13
利用者の立場に立ってその援助
が実施でき、適切な評価ができ
る（実施・評価）

14 ケアプラン発表会
自らが作成したケアプランを根拠
に基づき発表することができる。

15 筆記試験 全員が筆記試験を受験する。

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

30 介護過程展開論Ⅲ 1 30 必修 専攻科 後期 合津　千香

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

感覚機能障害のある人へ
の介護過程を展開し、そ
の人の生活課題に応じた
ケアプランを作成するこ
とができる。

出欠状況、授業態度、提
出物（宿題）、期末試験
などの結果を総合して評
価する。

プリント・資料等を活用
し、事例に基づき個人
ワークあるいはグループ
ワークを取り入れる。

プリント・資料を用いる。

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
授業オリエンテーション
居宅サービス展開論の概論

在宅における生活とはどのよう
なものかが理解できる。

2 講義「介護保険制度・障害者総合支援制度概論」
各制度の概要を理解し、居宅
サービスの位置づけと意味合い
が理解できる。

3
講義と演習「対人援助の基本原則」の理解　１

「利用者主体」

利用者主体のために ｢尊厳の保
持｣ と ｢ノーマライゼーション
の理念｣ が理解できる。

4
講義と演習「対人援助の基本原則」の理解　２

「対人援助関係」

対人援助関係の構築と維持のた
めに何が必要になるのかが理解
できる。

5
講義と演習「対人援助の基本原則」の理解　３

「コミュニケーション」

対人援助関係に基づく相談面接
の重要性とそのための技術が理
解できる。

6
講義「対人援助の基本原則」の理解　４

「自立支援とそのための援助方法」
自立支援とは何かが理解でき、そ
のための援助技術が理解できる。

7 講義「居宅サービスの展開」概論
ケアマネジメントの展開過程と、
その中での居宅サービス計画の
位置づけと役割が理解できる。

8 講義「居宅サービス計画」作成過程
居宅サービス計画の作成過程
と、必要な情報が理解できる。

9
講義と演習「居宅サービス計画」の作成のため
の諸技術の理解　１

居宅サービス計画の作成のために
必要になる観察とコミュニケー
ションのあり方を理解できる。

10

演習「居宅サービス計画原案作成」
グループワークで計画作成を行う。

モデル事例を用いて実際に居宅
サービス計画（案）を作成し、
実際の計画作成のための必要な
過程・知識・技術を理解する。

11

12

13

14 講義と演習「居宅サービス計画原案の発表」
グループワークを通じて、居宅
サービス計画の理解を深めるこ
とができる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

31 居宅サービス展開論 1 30 必修 専攻科 後期 中村　雅彦

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

利用者主体で、利用者の
生活目標の達成に寄与す
る居宅サービス計画が作
成できる。

3 分の 2 以上の出席、学
習への取組み、期末試験
の結果で評価する。

講義・グループワーク・
演習による学習を展開す
る。

成澤正則、『改訂増強版
　居宅サービス計画書　
作成と手続きのルール』、
日総研　を使用予定。

教員からの

メッセージ

この授業は、講義内容の理解を深めるためのグループワークや演習も随時取り入れて学習をしま
す。最終的には居宅サービス計画（案）を作成して、プレゼンテーションをします。そのため学
生にはグループワークや演習活動にも積極的自発的に参加する学習活動を求めます。
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No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

32 介護総合演習 2 60 必修 専攻科 通年 合津　千香

教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 介護導入実習の実習課題の明確化
介護導入実習の概要と実習課題
を理解する。

2 実習施設の概要と利用者の生活の理解
実習施設の特徴・役割を理解し、
介護現場での観察の必要性が理
解できる。

3
実習オリエンテーション

（実習記録の書き方と緒注意）
実習の目的を再確認し記録や心
得が理解できる。

4 実習後の振り返り
自己の実習の振り返りから学ん
だことや疑問を明確にできる。

5 実習報告会資料作り
実習した内容をまとめることが
できる。

6 実習報告会
実習での学びを発表し、共有す
ることができる。

7 実習施設の概要と利用者の生活の理解
実習施設の特徴・役割を理解し、
介護現場での観察の必要性が理
解できる。

8 実習施設の概要と利用者の生活の理解
実習施設の特徴・役割を理解し、
介護現場での観察の必要性が理
解できる。

9
実習オリエンテーション

（実習記録の書き方と緒注意）
実習の目的を再確認し記録や心
得が理解できる。

10 実習報告会資料作り
実習した内容をまとめることが
できる。

11 実習報告会
実習での学びを発表し、共有す
ることができる。

12 介護基礎実習の実習課題の明確化
介護基礎実習の概要と実習課題
を理解する。

13 実習施設の概要と利用者の生活の理解
実習施設の特徴・役割を理解し、
介護現場での観察の必要性が理
解できる。

14
実習オリエンテーション

（実習記録の書き方と緒注意）
実習の目的を再確認し記録や心
得が理解できる。

15 プロセスレコードの書き方と考察の視点
プロセスレコードから関わり方
の振り返りができる。

16 実習報告会資料作り
実習した内容をまとめることが
できる。
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教

育

内

容

17 実習報告会資料作り
実習した内容をまとめることが
できる。

18 実習報告会
実習での学びを発表し、共有す
ることができる。

19 総合実習オリエンテーションと実習施設の理解
介護総合実習についての概要を理
解し、実習する施設について概要
や特徴を調べることができる。

20 総合実習の課題の明確化
介護総合実習の実習課題を理解
する。

21 実習におけるアクティビティへの援助として計
画の立案と準備

アクティビティの内容と実習グ
ループ別に計画を立て、考える
ことができる。

22 実習におけるアクティビティサービスの計画と
準備

アクティビティサービスの内容
を考えることができる。

23 実習におけるアクティビティサービスの計画と
準備

アクティビティサービスの内容
を考えることができる。

24 ラベルワークの理解と実習課題
総合実習でのラベルワークの課
題を理解する。

25 実習課題の明確化と関連する知識の習得、記録
の書き方

実習中に行う感想ラベルの書き
方とまとめ方を理解する。

26 感想ラベルのまとめ
感想ラベルをまとめ、課題に対
する考えを導き出すことができ
る。

27 ラベルワークの発表
感想ラベルをまとめ、発表でき
る。また他学生のまとめから新
たな気づきができる。

28 事例研究のまとめ方
事例のまとめ方を理解し、実習
課題を持って実習に臨むことが
できる。

29 事例研究のまとめ
総合実習での事例を研究として
まとめることができる。

30 事例研究発表
事例研究として発表し学びを共
有することができる。

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

実習の意義を理解し、学
内で学んだ知識・技術・
態度を統合させ、具体的
な援助につなげていくこ
とができる。

出席状態、授業態度、実
習報告会等から総合的に
評価する。

内容に応じ、講義、実習
のまとめ、報告会など

実習要項
プリント

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
人間の成長と発達の基礎的理解－人間の成長と
発達

発達の定義・発達の段階・発達
課題について理解できる。

2
老年期の発達と成熟
老年期の定義（WHO、老人福祉、老人保健法の
老人医療制度）

老年期の定義 (WHO、老人福祉、
老人保健法の老人医療制度 ) に
ついて理解できる。

3 老年期の発達と成熟－老年期の発達課
人格と尊厳、老いの価値、喪失
体験、セクシュアリティについ
て理解できる。

4
老化に伴うこころとからだの変化と日常生活老
化に伴う心身の変化の特徴－防衛反応（反射神
経）の変化

老化に伴う心身の変化の特徴－
防衛反応（反射神経）の変化に
ついて理解できる。

5
老化に伴うこころとからだの変化と日常生活老
化に伴う心身の変化の特徴－回復力（抵抗力）
の変化

老化に伴う心身の変化の特徴－
回復力（抵抗力）の変化につい
て理解できる。

6
老化に伴うこころとからだの変化と日常生活老
化に伴う心身の変化の特徴－適応力（順応力）
の変化

老化に伴う心身の変化の特徴－
適応力（順応力）の変化につい
て理解できる。

7 老化に伴うこころとからだの変化と日常生活身
体的機能の変化と日常生活への影響

身体的機能の変化と日常生活へ
の影響知的について調べ考える
ことができる。

8
老化に伴うこころとからだの変化と日常生活知
的・認知機能の変化と精神的機能の変化と日常
生活への影響

知的・認知機能・精神的機能の
変化と日常生活への影響につい
て調べ考えることができる。

9 老化に伴うこころとからだの変化と日常生活高
齢者の心理－老化を受けとめる高齢者の気持ち

老化を受けとめる高齢者の気持
ちを考えることができる。

10
老化に伴うこころとからだの変化と日常生活高
齢者の心理－社会や家庭での役割を失う高齢者
の気持ち・障害を受けとめる高齢者の気持ち

社会や家庭での役割を失う高齢者
の気持ち・障害を受けとめる高齢
者の気持ちを考えることができる。

11
老化に伴うこころとからだの変化と日常生活高
齢者の心理－友人との別れを受け止める高齢者
の気持ち・経済的不安を抱える高齢者の気持

友人との別れを受け止める高齢者
の気持ち・経済的不安を抱える高
齢者の気持を考えることができる。

12
高齢者と健康
高齢者の疾病と生活上の留意点－高齢者の症状
の現れかたの特徴

高齢者の症状の現れかたの特徴
について理解できる。

13
高齢者と健康
高齢者の疾病と生活上の留意点－高齢者の体の
不調の訴え（痛み、かゆみ、不眠、冷え、その他）

高齢者の体の不調の訴え（痛み、
かゆみ、不眠、冷え、その他）
について理解できる。

14
高齢者と健康
高齢者に多い病気とその日常生活上の留意点・
保健医療職との連携

高齢者に多い病気とその日常生
活上の留意点・保健医療職との
連携について理解できる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

33 加齢と健康 2 30 必修 専攻科 後期 尾台　安子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

老化を理解し、老化に関
する心理や身体機能の変
化の特徴に関する基礎的
知識を習得する。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

教科書とプリントをもと
に講義をする。

『発達と老化の理解』
中央法規

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 認知症とは
認知症の定義と病気の概要が理
解できる

2
認知症を取り巻く状況
認知症ケアの歴史と理念

認知症ケアの歴史を理解し、認
知症ケアの理念を理解すること
ができる。

3
医学的側面からみた認知症の基礎①
認知症による中核症状、周辺症状
記憶障害・見当識障害・失語・失行・失認

認知症の症状について理解する
ことができる。

4
医学的側面からみた認知症の基礎②
認知症による中核症状、周辺症状
記憶障害・見当識障害・失語・失行・失認

認知症の症状について理解する
ことができる。

5
医学的側面からみた認知症の基礎③
認知症の原因疾患（アルツハイマー型認知症・
脳血管性認知症）

認知症の原因疾患の症状の特徴
について理解できる。

6
医学的側面からみた認知症の基礎④
認知症の原因疾患（レビー小体型認知症・ピッ
ク症・その他の認知症）

認知症の原因疾患の症状の特徴
について理解できる。

7
医学的側面からみた認知症の基礎⑤
認知症とは間違えやすい症状－うつ病、せん妄

うつ病とせん妄状態について理
解し、認知症との違いについて
理解できる。

8
医学的側面からみた認知症の基礎⑥
若年性認知症

若年性認知症について特徴や対
応方法について理解する。

9
医学的側面からみた認知症の基礎⑦
病院で行われる検査、治療方法

認知症に対する検査や治療につ
いて理解できる。

10
医学的側面からみた認知症の基礎⑧
認知症の予防について

認知症を予防する活動と方法に
ついてする。

11
認知症を取り巻く状況①
認知症高齢者の現状と今後

認知症高齢者の現状と課題につ
いて理解する。

12
認知症を取り巻く状況②
認知症に関する行政の方針と施策①
相談対策、在宅対策、権利擁護対策

認知症に関する行政の対策と課
題について理解する。

13
認知症を取り巻く状況③
認知症に関する行政の方針と施策②
地域密着型サービス、認知症地域支援体制
構築等推進事業等

認知症に関する行政の対策と課
題について理解する。

14 最近の認知症の人をめぐる動向
パーソンセンタードケア、バリ
デーション等の概要について理
解することができる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

34 認知症総論 2 30 必修 専攻科 前期 宮島　渡

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

認知症のある人への介護
の全体像を生物学的・心
理学的・社会学的な側面
から把握することができ
る。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキストを参考に、最新
の情報を加味していく。

認知症の理解（中央法規
出版）

教員からの

メッセージ

【授業の目的・ねらい】
認知症に関する基礎的な知識を取得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の
視点を取得する学習とする。

【授業全体の概要】
認知症疾患の特性を理解する。さらに、人を生物学的側面、心理学的側面、社会学的側面、実存的側面など多面的に捉えることが、認知症の人をケアするために必要であ
ることを理解し、具体的な実践場面で活用することを習得できるよう授業を展開する。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症が及ぼす心理的影響

認知症の進行に伴う心理的影響
を理解する。

2
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症の人の特徴的な行動障害

認知症の進行に伴う不安、混乱
がもたらす行動障害の特徴を理
解する。

3
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症の人の特徴的な行動障害

認知症進行に伴う帰宅願望や徘
徊等の行動障害の背景にあるも
のを理解する。

4
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
周辺状況の背景にある、認知症の特徴的なここ
ろの理解

行動障害の背景にある認知症の
人の心理的変化や生活歴の把握
の重要性を理解する。

5
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
周辺状況の背景にある、認知症の特徴的なここ
ろの理解

行動障害の背景にある認知症の
人の心理的変化や生活歴の把握
の重要性を理解する。

6
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症に伴う機能の変化と日常生活への影響、
認知症の人の特性を踏まえたアセスメント

認知症の人からみたその人の行
動を理解できる。

7
認知症に伴う心と身体の変化と日常生活
認知症に伴う機能の変化と日常生活への影響、
認知症の人の特性を踏まえたアセスメント

認知症の人からみたその人の行
動を理解できる。

8
連携と協働
地域におけるサポート体制
地域包括支援センターの役割・機能

地域におけるサポート体制について
理解し、地域包括支援センターが果
たす役割機能について考えることが
できる。

9
連携と協働
地域におけるサポート体制
コミュニティ地域連携、町づくり

認知症の人が安心して生活でき
る地域づくりについて考えるこ
とができる。

10
連携と協働
地域におけるサポート体制
ボランティアや認知症サポーターの役割・機能

認知症の人が安心して生活でき
るサポート体制を考えることが
できる。

11
連携と協働
チームアプローチ
他職種協働の継続的ケア

認知症の人へのアプローチにつ
いてそれぞれ専門職の果たす役
割について理解する。

12
家族への支援
家族の認知症の受容の過程での援助

認知症を抱える家族支援につい
て家族が受容していく過程を理
解する。

13
家族への支援
家族の介護力の評価

家族会の人から介護の実践報告
を聞き、介護力の評価と支援に
ついて理解する。

14
家族への支援
家族のレスパイト

家族会の果たす役割や地域の支
援体制について考えることがで
きる。

15 期末試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

35 認知症援助論 2 30 必修 専攻科 後期 宮島　渡

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

認知症に伴うこころとか
らだの変化と日常生活へ
の影響を理解し、援助方
法が考えられ、地域にお
けるサポート体制につい
て学ぶ。

出欠状況、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

テキストのほか、資料、
プリントを使用しながら
講議する。

認知症の理解（中央法規
出版）

教員からの

メッセージ

【授業の目的・ねらい】
認知症に関する基礎的な知識を取得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず、家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護
の視点を習得する学習とする。

【授業全体の概要】
認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活への影響を理解し、地域や他職種との連携を図り、家族及び認知症の人を援助する方法を学ぶ。認知症のビデオ教材や事例
を出しながら、認知症の人の理解を深め、日常生活における不自由さや不安、混乱等に対しての援助方法を学ぶ。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 障害における基礎的理解
障害の概念、ICIDH から ICF へ
の変遷および ICIDH、ICF の考
え方について理解する。

2 障害者福祉の基本理念とその発達
ノーマリゼーション、リハビリテー

ション、国際障害者年の理念等につい

て、その歴史的変遷を踏まえ理解する。

3
連携と協働（地域におけるサポート体制・チー
ムアプローチ）
家族の支援

行政・関係機関、地域自立支援協議会の役割および連
携や専門職種（他の福祉職、保健医療職種）との連携
必要性について理解する。家族の障害受容過程での援
助方法および家族の介護力の評価方法やレスパイトケ
アについて学ぶ。親亡き後の生活支援について考える。

4
障害の医学的側面の基礎的知識

（身体障害の基礎的理解）

視覚・聴覚・言語障害者、肢体
不自由の種類と原因と特性が理
解できる。

5
障害の医学的側面の基礎的知識

（身体障害の基礎的理解）

視覚・聴覚・言語障害者、肢体
不自由の種類と原因と特性が理
解できる。

6
障害の医学的側面の基礎的知識

（身体障害の基礎的理解）

視覚・聴覚・言語障害者、肢体
不自由の種類と原因と特性が理
解できる。

7 身体障害に伴う機能の変化と日常生活への影響
障害の人の特性を踏まえたアセ
スメント（保たれている機能と
低下している能力の把握、家族
との関係の把握）が理解できる。

8
障害の医学的側面の基礎的知識

（内部障害 ･ 難病の基礎的理解）
内部障害および難病の種類と原
因と特性が理解できる。

9
障害の医学的側面の基礎的知識

（内部障害 ･ 難病の基礎的理解）
内部障害および難病の種類と原
因と特性が理解できる。

10
内部障害・難病に伴う機能の変化と日常生活へ
の影響

障害の人の特性を踏まえたアセ
スメント（保たれている機能と
低下している能力の把握、家族
との関係の把握）が理解できる。

11
障害の医学的側面の基礎的知識

（精神障害の基礎的理解）
精神障害の種類と原因と特性が
理解できる。

12
障害の医学的側面の基礎的知識

（知的・発達障害の基礎的理解）
知的・発達障害の種類と原因と
特性が理解できる。

13
精神・知的・発達障害に伴う機能の変化と日常
生活への影響

障害の人の特性を踏まえたアセ
スメント（保たれている機能と
低下している能力の把握、家族
との関係の把握）が理解できる。

14
障害の医学的側面の基礎的知識
障害のある人の心理（障害が及ぼす心理的影響、
障害の受容、適応と適応規制、その他

障害のある人の心理状態を理解
する。

15 筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

36 障害の理解 2 30 必修 専攻科 後期 丸山　順子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

障害のある人の心理や身
体機能に関する基礎的知
識や他職種との連携の必
要性について理解し、さ
らにその中での介護福祉
士としての役割について
考えることができる。

期末試験の結果と出欠状
況等を考慮して評価す
る。

主としてプリント、資料
を使用して講義する。

介護技術論；第一法規

教員からの

メッセージ

「障害」とは何か、それを理解するために福祉的側面と医療的側面の両面から考えてみたいと思
います。また、障害のある人とその家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点について学
んでほしいと思っています。
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1
からだのしくみの基礎

（生命の維持・恒常性のしくみ（体温、呼吸、脈拍、
血圧、その他）

生命の維持、恒常性のしくみに
ついて理解できる。

2
からだのしくみの理解

（人体部位の名称）
人体の各部位とその機能につい
て理解できる。

3
からだのしくみの理解

（脳のしくみと機能・関連する疾病）

からだのしくみの理解として、
脳の機能や疾病について理解で
きる。

4
からだのしくみの理解

（骨・筋肉 ･ 関節の機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
骨・筋肉の機能、関節の可動域
や疾病について理解できる

5
からだのしくみの理解

（神経の機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
神経の機能や疾病について理解
できる。

6
からだのしくみの理解

（呼吸器の機能と疾病）

からだのしくみの理解として、
呼吸器の機能や疾病について理
解できる。

7
からだのしくみの理解

（循環器のしくみと機能）

からだのしくみの理解として、
循環器の機能や疾病について理
解できる。

8
からだのしくみの理解

（消化器のしくみと機能）

からだのしくみの理解として、
消化器の機能や疾病について理
解できる。

9
からだのしくみの理解

（泌尿器、感覚器の機能）

からだのしくみの理解として、
泌尿器の機能や疾病について理
解できる。

10
人間の基本的欲求と尊厳
　人間の欲求／自己概念と尊厳
こころのしくみを知るということ
　科学としての“こころ”の研究

「構成心理学」、「ゲシュタルト
心理学」、「行動主義心理学」、「精
神分析学」について理解する。

11
こころのしくみを知るということ
　パーソナリティの理論

「類型論」、「特性論」、「力動論」、
「人間性心理学」について理解
する。

12
こころの動きとしくみ
　学習・記憶・思考・感情

「学びのしくみ」、「覚えるしく
み」、「考えるしくみ」、「喜怒哀
楽のしくみ」について理解する。

13
こころの動きとしくみ
　意欲・適応・社会の関係

「やる気のしくみ」、「安定して
生きるしくみ」について理解す
る。

14
ストレスとこころとからだ
　ストレスによるこころとからだの変化

「ストレッサー」、「ストレス理
論」について理解する。

15 筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

37 こころとからだのしくみ 2 30 必修 専攻科 前期 尾台　安子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

こころとからだのしくみ
について学び、障害され
たときに表れる疾病との
関係を学ぶ。

出席状況、授業態度、課
題レポート、期末試験な
どにより、総合評価する。

テキスト、プリント、ビ
デオを使用した講義を行
なう。

「こころとからだのしく
み」（中央法規）

教員からの

メッセージ
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教

育

内

容

授業内容 授業到達目標 備考

1 生活行為の援助とは
生活行為の援助の多様性が理解
できる。

2
移動に関連したこころとからだのしくみ
　（基礎知識・しくみ）

移動に関連したからだのしくみ
を理解する。

3
移動に関連したこころとからだのしくみ
　（機能の低下・障害が及ぼす移動行動への影響）

移動に関する機能の低下・障害
がからだに及ぼす影響について
理解できる。

4
身じたくに関連したこころとからだのしくみ
　（基礎知識・しくみ）

身じたくの行為の生理的意味や
しくみが理解できる。

5
身じたくに関連したこころとからだのしくみ
　（機能の低下・障害が及ぼす整容行動への影響）

身じたくの行為の機能低下が整
容行動に及ぼす影響について理
解できる。

6
食事に関連したこころとからだのしくみ
　（基礎知識・しくみ）

食べることの生理的意味やしく
みについて理解する。

7
食事に関連したこころとからだのしくみ
　（機能の低下・障害が及ぼす食事行動への影響）

食べることに関する機能の低
下・障害の原因、嚥下障害、脱
水について理解できる。

8
入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみ
　（基礎知識・しくみ）

清潔保持の生理的意味、清潔保
持に関連したからだのしくみが
理解できる。

9
入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみ
（機能の低下・障害が及ぼす入浴、清潔行動
への影響）

入浴、清潔保持に関する機能の
低下がからだに及ぼす負担を理
解できる。

10
排泄に関連したこころとからだのしくみ
　（基礎知識・しくみ）

排泄の生理的意味、排尿・排便
のしくみが理解できる。

11
排泄に関連したこころとからだのしくみ
　（機能の低下・障害が及ぼす排泄行動への影響）

排泄に関連する機能の低下・障
害が排泄への影響について理解
できる。

12
睡眠に関連したこころとからだのしくみ
　（基礎知識・しくみ）

生理的睡眠に関連したからだの
しくみが理解できる。

13
睡眠に関連したこころとからだのしくみ
　（機能の低下・障害が及ぼす整容行動への影響）

睡眠に関連する機能の低下・障
害が及ぼす睡眠への影響を理解
できる。

14 生活行為のまとめ
生活行為のしくみについて理解
する。

15 筆記試験

No. 教科目名 単位数 時間数 必修・選択別 開講年次 開講時期 担当教員

38 生活行為のしくみ 2 30 必修 専攻科 前期 尾台　安子

教
育
評
価

最終到達目標 評価方法 学修方法 テキスト及び参考書

人体の構造や機能及び介
護サービスの提供におけ
る安全への留意点や心理
的側面への配慮について
理解する学習とする。

出席状態、授業態度、提
出物、期末試験などの結
果を総合して評価する。

教科書とプリントをもと
に講義をする。

「介護技術論」
　第一法規

教員からの

メッセージ

からだの機能の不思議さを理解しましょう。
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