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講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

人間の尊厳と自立 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

目黒 紀美代  

科目のねらい 

介護に携わる専門職としての知識や技術の基盤となる理念、「個人の尊厳」や「人権・権利擁護」について学
び、尊厳を守る介護及び自立支援の関係性の理解を深める。 

到達目標 

「人権」や「尊厳」を言葉で表現することは難解ですが、尊厳を守る介護と自立支援の関係性を理解し、専
門職像の確立ができるようになる。 

受講の心構え 

グループワーク形式で講義を進めますので、みな様の積極的な発言、建設的な討議等をお願いいたします。
みな様の積極的な取り組み姿勢なども成績に加味させていただきます。 

成績評価基準 

1. 試験：授業最終日（10 月 13 日）実施  
2．レポート：1200 字以上 1600 字以内  
3．発表等積極的な授業参加姿勢も加味させていただきます。 

授業計画表 

1. オリエンテーション 科目履修の意義「人間の」多目的理解 
2. 人間の尊厳と利用者主体 
3．人権思想の潮流とその具現化 
4．人権や尊厳に関する日本の諸規定 
5．人権・福祉理念の変遷①・② 
6．人権尊重と権利擁護 
7．人権思想から人間の尊厳についての考察（演①） 
8．自立の概念の多様性 
9．自立（自律）とは 
10.介護を必要とする人々の自律と自立支援 
11.介護を必要とする人の尊厳の保持と自立、自律支援の関係性① 
12.介護を必要とする人の尊厳の保持と自立、自律支援の関係性② ～事例から考える～ 
13.利用者の主体性を大切にした声かけ、自立支援について考察する（演習②） 
14.演習の振返り・発表 
15.試験 

使用テキスト・参考文献 

1.介護福祉士養成講座 1 人間の理解 
2．配布資料等 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 
人間関係とコミュニケーション 
（コミュニケーション概論Ⅰ） 

15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 
小野 千晴 
山根 英香  

 

科目のねらい 
介護は、人間関係の中で実践されていきます。それは介護者と利用者だけではありません。人間関係とは何
かを学び、自分についても知り、意図的なコミュニケーションができるようになることを目指します。（小
野） 
介護福祉士に必要なコミュニケーションを理論的に学びます。様々な場面でとるべきコミュニケーションの
理由を理解し、実務につなげていく基礎をつくることを目指します。（山根） 
到達目標 

人間関係のなかで自分と他者を理解し、自己覚知や自己開示について理解できる。（小野） 
介護福祉士にとって必要なコミュニケーションの種類や場面、技術を理解する。（山根） 

受講の心構え 

他人を理解するためには、自分を理解することが大切です。自分と向き合い、長所も短所も認めましょう。
（小野） 
学んだことを日常生活においても実践し、知識を定着させるようにしてください。（山根） 

成績評価基準 

講義への出席（25％）参加態度（25％）・小テスト（50％）の割合で総合的に評価します 

授業計画表 

１：オリエンテーション 人間と人間関係（人間らしさのはじまり） 
２：人間と人間関係（自分と他者の理解） 
３：人間と人間関係（発達心理学からみた人間関係） 
４：人間と人間関係（社会心理学からみた人間関係） 
５：人間と人間関係（人間関係とストレス） 
６：オリエンテーション 介護におけるコミュニケーション      
７：コミュニケーションの基本技術        
８：さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援①  
９：さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援②      
10：さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援③      
11：さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援④      
12：利用者家族との関係づくり        
13：チームにおけるコミュニケーション        
14：会議・事例検討に関する技術        
15：総括        

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座１人間の理解』中央法規出版介護福祉士養成講座
編集委員会 最新介護福祉士養成講座５「コミュニケーション技術」 中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

社会の理解（社会学概論） ８回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

池田 ひろみ  

科目のねらい 

個人・家族・地域社会・社会の関係について、個人・集団・社会の構造を理解する。 
社会の中で生きることの意味を考える。 
自分たちの身近な問題や課題を社会との関わりの視点で考える習慣を身につける。 

到達目標 

社会の仕組みについての基礎知識を理解し，自信の仕事や生活に役立てる。 
自分の意見屋感想を他者に伝えるために言葉で表現する力を養う。 
社会の一員として生きていく心構えを養う。 

受講の心構え 

配付資料はファイリングして全授業に持参すること。 
自分の意見を他者に伝える努力を惜しまず、積極的に言葉で表現する習慣を身につける。 

成績評価基準 

授業内の課題 30％、授業内の発言内容と態度 30％、筆記試験 40％ 

授業計画表 

１．自己紹介とオリエンテーション 「福祉とは」「社会とは」を考える 
２．社会規範について考える 
３．個人・集団・社会の関係を理解する 
４．日本の社会の現状を理解する：晩婚化、非婚化、少子化 
５．日本の社会の現状を理解する：超高齢化、世帯の縮小、孤立、介護の社会化 
６．日本の社会の現状を理解する：労働と雇用形態、結婚願望と実態 
７．地域社会の福祉を考える：絆づくり、孤立予防、地域住民同士の支え合い 
８．まとめ これからの自分の人生について考える 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座２ 社会の理解』中央法規出版 
授業中に適宜新聞記事等の資料を配付します。 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科   1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

社会の理解 （高齢者福祉論） 8 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

吉田 忠司 
社会福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する 

科目のねらい 

高齢者の生活を支える様々な施策の変遷や現状について基礎的な知識を学ぶ。高齢者を取り巻く社会の実情
を理解して、地域共生社会の制度や施策についても理解を深める。 

到達目標 

１高齢者をとりまく社会や生活の実情について理解できる。 
２高齢者福祉施策の変遷について理解できる。 
３高齢者福祉施策の現状や課題について理解できる。 

受講の心構え 

高齢者のおかれている状況や施策を理解し、幅広い視点で物事をとらえられるようになりましょう。 

成績評価基準 

筆記試験 80％、提出物・授業態度 20％ 

授業計画表 

１オリエンテーション/高齢者のイメージと実際 
２高齢者福祉の歴史と高齢者の生活① 
３高齢者福祉の歴史と高齢者の生活① 
４高齢者福祉施策① 
５高齢者福祉施策② 
６高齢者福祉施策③ 
７地域共生社会 
８まとめ 
 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座 2 社会の理解』中央法規出版 
 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科  1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

社会の理解（介護保険法） 8 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

吉田 忠司 
社会福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

介護保険制度の目的や仕組みを学び、介護保険サービスや介護福祉士の役割についての基本的理解を行う。 

到達目標 

１介護保険制度の背景や目的を理解することが出来る。 
２介護保険制度の仕組みを理解することが出来る。 
３介護保険制度における介護福祉士の役割を考えることが出来る。 

受講の心構え 

介護保険制度は、介護福祉士として活躍する際の基本となります。専門職になるための基本的知識を深めま
しょう。 

成績評価基準 

筆記試験 80％、提出物・授業態度 20％ 

授業計画表 

１オリエンテーション 
２介護保険制度の仕組み① 
３介護保険制度の仕組み② 
４介護保険制度の仕組み③ 
５介護保険制度の仕組み④ 
６介護保険制度の仕組み⑤ 
７介護保険制度における各種機関や専門職の役割 
８まとめ 
 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座 2 社会の理解』中央法規出版 
 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

法学 ８回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

町田 幸作  

科目のねらい 

社会生活における法の作用や役割について理解する。 

到達目標 

１．法の成立過程を民主的手続きについての知識を踏まえながら学ぶ。 
２．民法規定の概要を知り、法律を基にした具体的な判断の仕方を学ぶ。 

受講の心構え 

法律の知識は、社会の中でよりよく生活し幸せになるために必須です。法的根拠を元に物事を考察し判断す
る力を身に付けましょう。 

成績評価基準 

試験点数に授業態度や授業への参加状況などの平常点を加味して評価する。 

授業計画表 

１．オリエンテーション 法律とは 
２．民主主義と法の成立  
３．民法総則 
４．消費生活と法 
５．不法行為責任 
６．親族① 婚姻・離婚・親権 
７．親族② 親子・扶養・相続  
８．労働法・福祉現場における人権擁護 
 

使用テキスト・参考文献 

有斐閣ポケット六法 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

経済学 8 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

山梨 顕友  

科目のねらい 

私たちが選択に直面した時に、適切な判断を行うためにはしばしば利子や税金などといった経済学と深いか
かわりを持つ事柄についての知識が必要になります。この講義の目標は、経済学を学ぶことを通して日常生
活で出会う経済現象への理解を深めることにあります。 

到達目標 

経済学が扱う事柄が私たちの暮らしとどのようなかかわりを持つのかについて理解を深めます。経済学はお
金にまつわることだけでなく、人間や企業、政府の行動、そしてそれらの相互作用をうまく言い表すための
道具であることが理解できると良いですね。 

受講の心構え 

適時課題を提出してもらいます。 
身の回りの物事が経済とどうかかわっているのかに関心を持ってみましょう。 

成績評価基準 

試験・提出物 80％、授業態度・出席状況：20％ 
期末に試験を行います。 

授業計画表 

1. 経済学とは 
2. マクロ経済学について 利潤と GDP 
3. ミクロ経済学について 需要・供給と均衡 
4. 自由な市場の長所と短所 
5. 公共財と税金 
6. 貨幣と利子 
7. リスクと保険 
8. まとめ 

使用テキスト・参考文献 

中谷武（編）『１からの経済学』碩学舎 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 
介護福祉科 １年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 
介護の基本（介護概論Ⅰ） 30 回 60 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

小野 千晴 
介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以上の経験を
有する。 

科目のねらい 
介護福祉とは何かを学ぶ科目です。介護を必要としている人の現状や介護福祉士の役割、介護に関する法律やサービス
の種類などを幅広く学びます。 
到達目標 
・介護福祉とは何かを理解できる。 
・介護福祉士の役割と機能について理解できる。 
・介護を必要としている人々の生活とそれをささえるためのサービスについて理解できる。 
・自立支援の考え方について理解できる。 
受講の心構え 
介護福祉については、テキストだけではなく、新聞やテレビ、インターネットからもさまざまな情報を得ることができ
ます。意識して情報収集をしましょう。 
成績評価基準 
試験 80% 提出物・授業態度 20％ 
授業計画表 
１．オリエンテーション 
２．介護福祉とは（介護の成り立ち） 
３．介護福祉とは（介護の概念の変遷） 
４．介護福祉とは（介護福祉の基本理念） 
５．振り返り 
６．介護福祉の役割と機能（介護福祉士の活躍の場と役割） 
７．介護福祉士の役割と機能（社会福祉士及び介護福祉士法） 
８．介護福祉士の役割と機能（介護福祉士養成のカリキュラムの変遷） 
９．介護福祉士の役割と機能（介護福祉士を支える団体） 
10．振り返り 
11．介護福祉士の倫理（介護福祉士の倫理） 
12．介護福祉士の倫理（日本介護福祉士会倫理綱領） 
13．振り返り 
14．介護福祉を必要とする人の理解（私たちの生活の理解） 
15．介護福祉を必要とする人の理解（介護福祉を必要とする人たちの暮らし） 
16．介護福祉を必要とする人の理解（「その人らしさ」と「生活ニーズ」の理解 
17．介護福祉を必要とする人の理解（生活のしづらさの理解とその支援） 
18．振り返り 
19．自立支援に向けた介護福祉のあり方（自立支援の考え方） 
20．自立支援に向けた介護福祉のあり方（ICF の考え方） 
21．自立支援に向けた介護福祉のあり方（自立支援とリハビリテーション） 
22．自立支援に向けた介護福祉のあり方（自立支援と介護予防） 
23．振り返り 
24．介護福祉を必要とする人の生活を支えるしくみ（生活を支えるフォーマルサービス） 
25．介護福祉を必要とする人の生活を支えるしくみ（生活を支えるインフォーマルサービス） 
26．介護福祉を必要とする人の生活を支えるしくみ（地域連携） 
27．振り返り 
28．グループワーク（介護福祉士に求められることとはなにか） 
29．グループワーク発表 
30．まとめ 
使用テキスト・参考文献 
「介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座３ 介護の基本Ⅰ』中央法規出版」 
「介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座４ 介護の基本Ⅱ』中央法規出版」その他必要に応じて配布。 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

介護の基本（リハビリテーションⅠ) 8 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

伊藤 隆 
作業療法士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

リハビリテーションの中で介護福祉士が担う役割について学び、日常的な介護の中にこそリハビリテーショ
ンがあるという高い意識を身に付けます。 

到達目標 
１．リハビリテーションの理念を理解する 
２．リハビリテーションチームの中で介護職が担う役割を理解する 
３．リハビリテーションに関わる福祉用具や環境整備などについて知識を持つ 
４．疾患別障害像を理解し、障害別リハビリテーションにおける特徴を捉える 
５．リハビリテーション介護を理解する 
受講の心構え 

毎回、講義の最後に小テストを実施して理解の確認を行ないます。 
授業は集中して受講し、私語は慎み他人に迷惑のかからないようにしましょう。 

成績評価基準 

期末ﾃｽﾄ 

授業計画表 

１．リハビリテーション概論 
２．リハビリテーションの領域と役割 
３．障害の体験とその対応（演習） 
４．福祉用具と環境整備 
５．身体機能の障害とその理解 
６．認知機能の障害とその理解 
７．リハビリテーション介護 
８．まとめ 

使用テキスト・参考文献 

スライドと配布資料 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

介護の基本（家政学概論） 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

辻 慶子  

科目のねらい 
１．家庭経営の必要性を理解したうえで、家庭管理能力を養い、時代によって変化する家庭生活に対応でき

るようにする。  
２．高齢者・障害者にとって、より良い家庭生活をおくることが、生活の充実と向上につながることを理解

する。 
到達目標 

１．家庭管理の基本的な方法を習得し、まずは自分の生活を見直す。 
２．高齢者や障害者の身体的・精神的な特徴を理解したうえで、習得した技術を生かせるようにする。 

受講の心構え 

・提出物（課題プリント）は、必ず提出すること 
・ノートはしっかりとること（ノート提出あり） 

成績評価基準 

テスト９０％、提出物（課題プリント）及び授業態度１０％ 

授業計画表 

１．オリエンテーション、家庭経営と家庭管理の必要性 
２．家庭・家族の役割 
３．時代によって変化する家族関係 
４．生活時間（高齢者との比較） 
５．生活設計 
６．家計管理 
７．消費生活 
８．食事の意義 
９．基本的な調理技術 
10．掃除・片付け 
11．ゴミ捨てとリサイクル 
12．被服材料の特徴 
13．高齢者・障害者に適した被服と基本的な修理技術 
14．洗濯・しみ抜き 
15．まとめ 

使用テキスト・参考文献 

必要に応じてプリント配布 
参考文献：福祉のための家政学 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

介護の基本 レクリエーションⅠ 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

長屋 敦志 
介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

レクリエーション活動を用いて基本的な考え方を学びます。 
心を元気にするレクリエーション支援の理論と方法を学びます。 

到達目標 

１．人々が楽しさを感じ元気を回復する心の仕組みが理解できる。 
２．コミュニケーションを柱に、個々の信頼関係づくり、互いに認め合える良好な集団づくり、成功体験か

ら自主性・主体性を育む方法を展開できる。 

受講の心構え 

レクリエーション支援者として、自ら楽しむ・味わう・雰囲気作りができる支援者を目指しましょう。 

成績評価基準 

筆記試験 50％・演習課題、発表 30％・受講態度 20％ 

授業計画表 

1 レクリエーション概論 
2 楽しさと心の元気づくりの理論１ 
3 楽しさと心の元気づくりの理論２ 対象者の心の元気づくりの課題 
4 レクリエーション支援の理論１ 信頼関係づくり 
5 レクリエーション支援の理論２ 良好な集団作り 
6 レクリエーション支援の理論３ 自主的・主体的に楽しむ 
7 信頼関係を築く方法 
8 信頼関係とホスピタリティ 
9 アイスブレーキングと良好な集団作り 
10 アイスブレーキングの効果を高める技術 
11 自主的・主体的に楽しむ方法１ ハードル設定・CSS プロセス 
12 自主的・主体的に楽しむ方法２ ハードル設定を設けたプログラム作成 
13 自主的・主体的に楽しむ方法３ プログラムのアレンジ 
14 自主的・主体的に楽しむ方法４ プログラムの計画・実践 
15 自主的・主体的に楽しむ方法５ リスクマネジメントとプログラム 

使用テキスト・参考文献 

日本レクリエーション協会  
『楽しさをとおした心の元気づくりレクリエーション支援の理論と方法』 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

コミュニケーション技術演習Ⅰ 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

山根 英香  

科目のねらい 

・介護福祉士としてのコミュニケーションスキルを理解し演習する      
・介護現場におけるコミュニケーションスキルを理解し演習する 

到達目標 

介護場面において意図的なコミュニケーションをとることができる 

受講の心構え 

演習は、学生の皆さんの参加で成立します。積極的に受講されることを期待します。 

成績評価基準 

講義への出席（25％）参加態度（25％）・小テスト（50％）の割合で総合的に評価します 

授業計画表 

1 オリエンテーション 利用者・家族との人間関係におけるコミュニケーション①   
2 利用者・家族との人間関係におけるコミュニケーション②     
3 利用者・家族との人間関係におけるコミュニケーション③     
4 利用者・家族との人間関係におけるコミュニケーション④     
5 多職種との人間関係におけるコミュニケーション①     
6 多職種との人間関係におけるコミュニケーション②      
7 職場での人間関係におけるコミュニケーション①      
8 職場での人間関係におけるコミュニケーション②      
9 多職種との人間関係におけるコミュニケーション③      
10 障がいを持った方とのコミュニケーション①      
11 障がいを持った方とのコミュニケーション②       
12 コミュニケーション力を高めよう①        
13 コミュニケーション力を高めよう②        
14 事例検討        
15 総括        

使用テキスト・参考文献 

特になし 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

生活支援技術（入浴・清潔・身支度の介護） 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

佐藤 園子 
介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

入浴、清潔保持、身支度は、快適な生活をするうえで欠かすことのできない行為です。方法だけでなく、介
護の根拠を理解し、将来の生活にどう影響するのかを考え、実践できるようになります。 

到達目標 

１．自立に向けた身じたくについて理解し、実践できる。 
２．自立に向けた入浴、清潔について理解し、実践できる。 
３．入浴、清潔、身じたくの重要性を理解し、個別対応の実践ができる。 

受講の心構え 

プライベートに関することが多い授業です。介護者としての振る舞いについて考え続け 
ましょう。 

成績評価基準 

定期試験（60％）実技習得度 20％・レポート,ミニテスト 20％による総合評価 

授業計画表 

１． オリエンテーション・自立した身じたくとは（意義・流れ・すべきこと） 
２． 自立に向けた身じたくの介護（衣服の着脱の介助）① 
３． 自立に向けた身じたくの介護（衣服の着脱の介助）② 
４． 自立に向けた身じたくの介護（衣服の着脱の介助）③ 
５． 自立に向けた身じたくの介護（口腔ケア・洗顔） 
６． 自立に向けた身じたくの介護（整髪・ひげ、爪、耳の手入れ・化粧） 
７． 身じたくの介護における多職種との連携 
８． 自立した入浴・清潔保持とは（意義・流れ・すべきこと） 
９． 自立に向けた入浴・清潔保持の介護（個浴・機械浴・シャワー浴）① 
10． 自立に向けた入浴・清潔保持の介護（個浴・機械浴・シャワー浴）② 
11． 自立に向けた入浴・清潔保持の介護（個浴・機械浴・シャワー浴）③ 
12． 自立に向けた入浴・清潔保持の介護（清拭・手浴・足浴・洗髪）① 
13． 自立に向けた入浴・清潔保持の介護（清拭・手浴・足浴・洗髪）② 
14． 身じたくの介護における多職種との連携 
15． まとめ 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座７ 生活支援技術Ⅰ』中央法規出版 
江草安彦・岡本千秋『新版ポケット介護技法ハンドブック』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

生活支援技術（移動Ⅰ） 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

佐藤 園子 
介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

人の動作や身体の使い方の体験を通して、技術を習得します。介護を受ける人が心地 
よい介護を目指します。 

到達目標 

１．人間の生理的な機能を理解する 
２．ボディメカニクスとは何かを理解する 
３．利用者が動ける移動介護を理解する 

受講の心構え 

演習や介護技術検定で根拠のある介護を体験的に学びましょう。日頃から身体の動きを 
意識しながら、考えることをし続けます。 

成績評価基準 

定期試験（60％）実技習得度 20％・レポート,ミニテスト 20％による総合評価 

授業計画表 

１． オリエンテーション、自立に向けた移動の介護 
２． ボディメカニクス、生理学的運動 
３． 車椅子の使い方（名称・基本動作・注意事項） 
４． 車椅子の使い方（屋外での体験） 
５． 移動の介護の基本 
６． 体位変換（側臥位、仰臥位、ベッド上での移動）① 
７． 体位変換（側臥位、仰臥位、ベッド上での移動）② 
８． 安楽な姿勢（ポジショニング） 
９． 起き上がり（仰臥位から端座位） 
10． 立ち上がり（端座位から立位） 
11． 歩く（立位から歩行） 
12． ベッドから車椅子（移乗介助） 
13． 離床介助の流れ 
14． 事例を通した移動介護① 
15． 事例を通した移動介護② 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座６ 生活支援技術Ⅰ』中央法規出版 
江草安彦・岡本千秋『新版ポケット介護技法ハンドブック』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

生活支援技術（食事Ⅰ） ８回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

佐藤 園子 
介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

食事の意義と目的、栄養と食事の基礎知識について学び、適切な食事介護の方法や様々な工夫ができる視点
を身につける。ICF の視点を活用した利用者の状態像の理解から、生きるため、さらには意欲的な生活につ
ながる食生活について考える。 

到達目標 

１．食べることと人間らしく生きることの深い関係について理解する。 
２．自立に向けた食事介護の基本的な進め方について理解する。 
３．おいしく安全な食生活を支える他職種との連携について理解する。 

受講の心構え 

人間の生活における食事の本来のあり方を考え、その人らしい生き方につながる食 
事介護とは何かを考えながら学習してください。 

成績評価基準 

実技演習の取り組み・事例検討に関する提出物 60％、小テスト 30％、授業態度 10％ 

授業計画表 
 
 
１． オリエンテーション／食事の意義・目的 
 
２． 自立に向けた食事介護の基礎知識 
 
３． 自立に向けた食事介護の基本原則と介護福祉士の役割 
 
４．  自立に向けた食事介護の実際① 

＜環境整備と利用者の状態に応じた食事介護＞（実技）  
５．  
 
６． 自立に向けた食事介護の実際②<誤嚥予防と口腔ケア＞（実技） 
 
７． 他職種との連携 
 
８． 事例検討・まとめ 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座７ 生活支援技術Ⅱ』中央法規出版 
江草安彦・岡本千秋『新版ポケット介護技法ハンドブック』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

生活支援技術（排泄Ⅰ） ８回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

吉田 陽子 
介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

人間の基本的な生活行為のひとつである排泄を、尊厳に配慮して、利用者が快適に行うことができるよう支
援するために必要なスキルを学ぶ。 

到達目標 
１．自立に向けた排泄介護の基本姿勢や必要な基礎知識、利用者の観察の視点を理解 
  する。 
２．利用者の心身の状況に応じた適切な排泄介護の基本技術を学ぶ。 
３．利用者の尊厳に配慮した排泄介護の留意点について考える。 
受講の心構え 

介護福祉士の姿勢・態度が利用者の排泄行為そのものや精神状態に大きく影響を及ぼす生活場面です。真摯
な姿勢で学びましょう。 

成績評価基準 

実技演習の取り組み・事例検討に関する提出物 60％、小テスト 30％、授業態度 10％ 

授業計画表 

１． オリエンテーション／自立した排泄を支援するという考え方 
 
２． 排泄介護の基礎知識（メカニズムと排泄障害）／排泄介護の留意点 
 
３． 自立に向けた排泄介護の実際①＜トイレでの排泄＞ 
 
４． 自立に向けた排泄介護の実際②＜ポータブルトイレでの排泄＞ 
 
５． 自立に向けた排泄介護の実際③<尿器・便器での排泄> 
 
６． 自立に向けた排泄介護の実際④<おむつでの排泄> 
 
７． 自立に向けた排泄介護における他職種との連携／事例検討 
 
８． まとめ 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座７ 生活支援技術Ⅱ』中央法規出版 
江草安彦・岡本千秋『新版ポケット介護技法ハンドブック』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

生活支援技術（家政Ⅰ） 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

辻 慶子  

科目のねらい 

１．栄養に関する基礎的知識を習得し、食事の意義と健康維持に関しての理解を深める。 
２．高齢者が健全で豊かな生活がおくれるように、生活習慣病と食生活、栄養の関係を知り、具体的な知識

と技術を習得する。 

到達目標 
１．日本人の栄養摂取の実情と健康寿命を延ばすために、それぞれの食材の特徴を理解し、適切な食材選択

ができるようにする。 
２．高齢者向けの食事作りの注意点・ポイントを習得する。 
３．調理実習の基本的な操作と技術を習得する。 
受講の心構え 

・講義時のノートはしっかりとること。 
・調理実習時には、事前の説明をよく聞き、衛生・安全に気を付けること。 

成績評価基準 

テスト９０％、授業態度（実習を含む）１０％ 

授業計画表 

１．講義 オリエンテーション、健康寿命を延ばす日本人の食事摂取基準量 
２．講義 食中毒とその予防 
３．講義 調理実習のポイントと注意点・調理器具・調理室の使い方・後片付け・掃除等 
４．実習 野菜を中心に食材の切り方と下ごしらえ、米のとぎ方、汁物の作り方 
５．講義 五大栄養素の働きと多く含まれる食品（タンパク質・糖質） 
６．講義 五大栄養素の働きと多く含まれる食品（糖質、ビタミン、無機質）食品成分表の使い方 
７．講義 生活習慣病の食事（糖尿病・高血圧・骨粗しょう症等） 
８．実習 高血圧予防の食事 
９．講義 高齢者向きの食事 
10．実習 骨粗しょう症予防の食事 
11．講義 バランスガイド 
12．講義 食品の表示と法律・健康食品・機能性表示食品・特定保健用食品 
13．実習 バランスの良い食事 
14．講義 嚥下困難な人の食事形態 
15．講義 まとめ 

使用テキスト・参考文献 

『2022 オールガイド 食品成分表』実教出版 
その他、必要に応じてプリント配布 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

生活支援技術Ⅰ（睡眠） 8 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

栁沼 輝己  

科目のねらい 

睡眠とは何かを理解し、その人らしい睡眠を支えるために何ができるのかを考えていきます。睡眠が生活に
与える影響は何か、根拠を学び実践できるようになるための授業です。 

到達目標 
・睡眠に適切な環境を整えることができる。 
・人間の生活にとって睡眠がどのような意味があるのかについて理解できる。 
・睡眠の援助に不可欠なアセスメント項目、睡眠の援助は何を目標に行うかについて理解できる。 
・良質な睡眠のための介護方法、不眠の介護方法について理解できる。 
受講の心構え 

積極的な姿勢で授業に臨んでください。 

成績評価基準 

試験 80%、提出物 10%、授業態度 10%を総合評価（ミニテストを実施する場合あり） 

授業計画表 

１：オリエンテーション、環境整備（ベッドメイキング） 
２：環境整備（ベッドメイキング） 
３：自立した睡眠とは（目的・効果・特徴） 
４：自立した睡眠とは（不眠時の対応） 
５：自立に向けた休息・睡眠の介護（湯たんぽ等の役割について） 
６：休息・睡眠の介護における多職種の役割と協働 
７：睡眠のアセスメント 
８：振り返り、試験 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新・介護福祉士養成講座 生活支援技術Ⅱ』中央法規出版 
江草安彦・岡本千秋 共編『新版ポケット介護技法ハンドブック』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

生活支援技術（障害者ケア） 8 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 
高澤 淳子 
古山 和 

介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する教員が講義を行う。 

科目のねらい 

介護福祉士として、様々な障害の状態に合わせ、障害のある人の主体的な生活 
を支えるために必要な援助を考えて介護が実践できるスキルを身につける。 

到達目標 

１．様々な障害の状態に合わせた介護の留意点を理解し、基本的な支援技術を習得する。 
２．障害のある人の主体的な生活を支えるために必要な支援の実践を考えることができる。 

受講の心構え 

様々な障害のある人の主体的で充実した生活を支えるために、介護福祉士が担う役割について考えながら、
そのために必要な技術をしっかり学んでください。 

成績評価基準 

実技演習の取り組み・事例検討に関する提出物 60％ 
小テスト 30％、授業態度 10％ 

授業計画表 

1 オリエンテーション／障害の状態や生活状況に応じた生活支援技術とは  
2 視覚障害に応じた介護の基礎知識      
3 資格障害に応じた介護の実際<実技演習＞     
4 聴覚・言語障害・重複障害に応じた介護の基本知識と実際   
5 肢体不自由に応じた介護の基礎知識      
6 肢体不自由に応じた介護の実際①<実技演習>     
7 肢体不自由に応じた介護の実際②<実技演習>     
8 事例検討<障害のある人の暮らしを考える>     

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座８ 生活支援技術Ⅲ』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

生活支援技術 総合Ⅰ 8 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 
長屋 敦志 
栁沼 輝己 

介護福祉士として授業内容に関わる実務に 5 年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 
介護は、提供するだけの一方通行ではありません。 
介護を必要とする人が、なにを求めているか感じ、考え、実践できるようになる授業です。 
生活は継続です。過去・現在・将来がどう繋がるのか、実践や事例から学びます。 
また、将来を見据えた行動ができることも目指します。周囲と調整しながら、自主的に行動できるように学
びます。 
到達目標 
１．根拠に基づく介護を調べ、考える力がつく 
２．利用者の体験をし、何を必要としているか気づく 
３．相手の立場になって考える力がつく 
４．適切な報告、連絡、相談をし、調整する力がつく 
受講の心構え 

実習で何を学ぶか、2 年生の体験・報告から介護の考え方を教えてもらいます。 
また、自分の体験と他者の体験を確認し、考え方、価値観の違いや幅の広さを養います。 
そして、説明する力を磨き、生活について見つめましょう。 

成績評価基準 

課題提出 60％・受講姿勢 40％ 

授業計画表 

1 2 年生の実習目標発表 実習直前のグループ発表を聴く 
2 2 年生の実習実践報告 事例にも続く根拠ある介護とは １ 
3 2 年生の実習実践報告 事例にも続く根拠ある介護とは ２ 
4 2 年生の実習報告 実習後のグループ発表 その人らしさとは 
5 実習に向けたグループ目標発表 
6 実習報告会 実習中に出会った利用者の介護場面を振り返る １ 
7 実習報告会 実習中に出会った利用者の介護場面を振り返る ２ 
8 実習報告会 実習後のグループ報告会 自分たちの課題 

使用テキスト・参考文献 

特になし 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年生 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

介護過程Ⅰ 38 回 75 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 
長屋 敦志 
柳沼 輝己 

介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

介護福祉士は、客観的で科学的な思考過程と専門知識を用いて自立を支援する関わりが求められる。 
『その人らしい』生活を支えるとは何か、介護過程を通じて学びます。 
介護を必要としている人はどんな人か、イメージするとともに『伝えられる』ことを目指します。 

到達目標 
１．介護過程の意義と目的を理解する。 
２．介護過程の展開のプロセスを理解する。 
３．他の教科で学習した知識を統合して、アセスメントできる。 
４．個別ケアについて、考えることができる。 
受講の心構え 

介護福祉士に求められている『専門性』を身につけていきます。 
そのため、今の自分ではわからないことが沢山あると思います。答えは１つとは限りません。クラスメイト
や様々な人に確認して、立場の違いによって、どう変わるのか、考え方の幅を広げようとしてください。 

成績評価基準 

定期試験 40％・ケーススタディ 20％・提出期限厳守 20％・授業態度（グループワークの発言）20％ 

授業計画表 

1 オリエンテーション 
2~5 介護過程とは（意義と目的、ＩＣＦとは、ケーススタディについて） 
6~10 情報収集とは（主観・客観、ＩＣＦの視点） 
11~12 アセスメント、ニーズとは 
13~14 目標・計画とは 
15~18 事例検討（情報収集） 
19~23 事例検討（アセスメント） 
24~27 事例検討（ニーズ、目標、計画立案） 
28~30 実習中のケーススタディの振り返り（情報整理） 
31~32 実習中のケーススタディの振り返り（再アセスメント） 
33~36 実習中のケーススタディの振り返り（目標、計画立案） 
37~38 まとめ 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座９ 介護過程』中央法規出版 
八木裕子著『「ヘルプマン！」に学ぶ 介護過程』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

介護総合演習Ⅰ 38 回 75 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 
長屋 敦志 
柳沼 輝己 

介護福祉士として授業内容に関わる実務に 5 年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 
福祉施設を調べ、介護実習の目的を理解し実習に臨む 
①利用者の理解 ②技術の習得 ③施設理解の 3 本柱を中心に、実習計画を立てる。 
実習中に意識することや日誌（記録）の書き方・職員への相談方法を学び達成課題を明確にする。 
実習の事前・事後・報告会を通して、実習の学びを振り返り、自分自身の課題を見つめる。 
到達目標 
１．介護実習に必要な知識を学習することで目指すものが理解できる。 
２．実習を振り返り、自己覚知することで自分の特性を理解し、知識や技術、人間性などの課題を明確にす

る。 
３．人に対して向き合う姿勢や、自分自身の価値観など課題が明確になる。 
受講の心構え 

自分の価値観は大切ですが、それだけだと学べる範囲が狭く、独りよがりの介護になってしまう。 
迷うこと、わかっていることでも他者と価値観をすり合わすことによって、考え方の幅を広げよう。 
わからないことはそのままにせず、必ず資料・筆記用具を持って相談に来てください 

成績評価基準 

・提出物（期限厳守、内容）60% ・授業態度 30%・出席 10％ 

授業計画表 

1~4 実習オリエンテーション 概要と目的  
5~8 記録の書き方 日誌（客観・主観・要約・逐語） 
9 Ⅰ-① 6 月 18 日事前訪問 
10~16 Ⅰ-①の到達させることと目標 
17 Ⅰ-② 夏休み中の事前訪問について 
18~25 Ⅰ-②の到達させることと目標 
26 カンファレンスと報告・連絡・相談について 
27~28 Ⅰ-② 事前指導 
29~31 Ⅰ-② 事後指導 
32~35 実習振り返り 
36~8 自分の価値観と自己覚知 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座 10 介護総合演習・介護実習』中央法規出版 
社会福祉法人大阪ボランティア協会『福祉小六法 2022』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年生 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

介護実習Ⅰ  216 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 
長屋 敦志 
栁沼 輝己 

介護福祉士として授業内容に関わる実務に 5 年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 
① 高齢者や障害者と関わりながら、人間関係形成・信頼関係のあり方を学び、利用者の生活を知る。 
② 利用者を知ろうと意識して関わる中で、その人らしさとは何かを考える。 
③ 基本的な介護行為を見学・体験する中で身体・生活状況に合わせた介護実践のあり方について学ぶ。 
④ 施設の役割を知り、安心できる生活の場を提供する施設運営のあり方について学ぶ。 
⑤ 誰に対しても伝わる、利用者の様子や学んだ内容が伝わる記録の書き方を学ぶ。 
⑥ 指導を振り返り、自分自身の課題を客観的に把握することで自己覚知につなげる。 
到達目標 
１．利用者と専門職として信頼関係を構築する関わり方を学ぶ。 
２．生活状況を観察するなかで、その人のことを知る情報収取のしかたを学ぶ。 
３．学んだ知識・技術に基づき介護を体験することで技術を習得する。 
４．介護福祉士の役割・求められていることを知る。 
５．様々な介護施設の役割や機能、そこで働く他職種の役割を知る。 
６．自分以外の生活観・価値観があることを知り、ＱＯＬとはなにか考え方の幅を広げる。 
受講の心構え 

学習した知識や技術を実践的に理解・習得する機会です。 
実習ではたくさんの初めての経験をします。この機会に、目指す介護福祉士像をイメージできるようになり
ましょう。 

成績評価基準 

介護実習評価 40％   日誌 20％ 
ケーススタディ 20％  レポート 20％ 

授業計画表 

１．介護実習Ⅰ-① 6 月 29 日～ 7 月 1 日 3 日間 
          9 月 21 日～9 月 30 日 7 日間  計 10 日間（80 時間） 
    実習施設：通所介護、通所リハビリ、認知症対応共同生活介護、 
         特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・ケアハウス）、 
         小規模多機能型施設、障害者支援施設など 
 
２．介護実習Ⅰ-② 11 月 10 日～12 月 2 日 17 日間（136 時間） 
    実習施設：介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、 
         介護老人保健施設、障害者支援施設など 

使用テキスト・参考文献 

実習の手引き（学校配布資料） 
介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座１０ 介護総合演習・介護実習』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

こころの理解 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

渡辺 舞  

科目のねらい 

人のこころの基本的なしくみとして、「こころのしくみの基礎」「人間の欲求」「自己実現と尊厳」の 3 つの
領域について理解を深めていきます。 

到達目標 

１．人のこころの基本的なしくみについて学び、説明できるようになる。 
２．介護現場で活用できる知識を習得し、現場で活用できるようになる。 

受講の心構え 

プリントはノート代わりの書き込み式です。各自ファイル等を準備してください。 
プリントは最終授業の時に提出してもらい、評価の対象とします。 

成績評価基準 

試験評価 80％・プリント提出 10％・授業への参加度 10％ 

授業計画表 

１．オリエンテーション（授業のスケジュール・評価方法）／こころとはなにか？ 
２．感覚・知覚のしくみ／見ること・聞くことのしくみを理解する 
３．学習のしくみ／動物実験から行動のしくみを理解する 
４．記憶のしくみ 1／記憶実験から記憶の種類を理解する 
５．記憶のしくみ 2／脳と記憶のしくみを理解する  
６．思考のしくみ／問題解決から思考のしくみを理解する 
７．感情のしくみ／感情の生起するしくみを理解する 
８．認知のしくみ／知能のしくみと発達を理解する 
９．欲求・動機のしくみ１／欲求と動機の種類を理解する 
10．欲求・動機のしくみ 2／フラストレーションとストレスについて理解する 
11．適応のしくみ 1／自分を守るしくみを理解する  
12．適応のしくみ 2／人格と適応のしくみを理解する 
13．自己実現と尊厳のしくみ 1／ライフステージを理解する 
14．自己実現と尊厳のしくみ 2／自己実現と尊厳、生きがいについて考える 
15．「こころの理解」のまとめ 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『介護福祉士養成講座 11 こころとからだのしくみ』 中央法規 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

からだの理解 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

矢野 由紀 
看護師として授業内容に関わる実務に５年以上の
経験を有する。 

科目のねらい 

基本的な身体の仕組みと機能を学習します。介護を必要とする方は病気や障害を抱えており、介護職は身体
状況を踏まえた関わりが大切です。健常な状態を改めて理解することで異常の早期発見や適切な介護を判断
する基盤として、また自身の健康維持の知識として有用な科目です。 

到達目標 
身体の各器官の名称や仕組みを理解できる。 
身体の各器官の機能を理解できる。 

受講の心構え 

専門用語を使用しますが、介護現場で使われるものが殆どなので理解に努めましょう。 
身体は各器官が相互関連をもっているため、また多くの科目でも必要な基礎知識となるので積極的に聴講し
てください。 

成績評価基準 

テスト 60％、出席点・授業姿勢 40％ 

授業計画表 

1. 人体とは～人体の区分・名称 
2.          
3. 身体の支持と運動          
4. 皮膚・筋骨格系器官の仕組みと働き①        
5. 皮膚・筋骨格系器官の仕組みと働き②        
6. 調節器系器官の仕組みと働き①         
7. 調節器系器官の仕組みと働き②         
8. 感覚器系器官の仕組みと働き①         
9. 感覚器系器官の仕組みと働き②         
10. 呼吸器系器官の仕組みと働き         
11. 循環器系器官の仕組みと働き         
12. 消化器・代謝系器官の仕組みと働き①        
13. 消化器・代謝系器官の仕組みと働き②        
14. 排泄系器官の仕組みと働き         
15. 生殖・免疫系器官の仕組みと働き        
16. まとめ          

使用テキスト・参考文献 

最新介護福祉全書 12「こころとからだのしくみ」メヂカルフレンド社 
『ぜんぶわかる人体解剖図』成美堂出版 
随時、資料を配布。 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

こころとからだのしくみⅠ 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

服部 裕子 
看護師として授業内容に関わる実務に５年以上の
経験を有する教員が講義を行う。 

科目のねらい 

１．こころとからだのしくみが日常生活に与える影響を学習し、機能低下で起こりうる変化を理解する 
２．「生きるしくみ」「移動」「食事」に関するからだのしくみを学習し、介護の根拠や支援のポイントを習得
する 

到達目標 

１．通常の状態を理解し、異常や変化を把握するための観察のポイントがわかる 
２．「なぜその介護」が必要なのか、こころとからだのしくみの視点からその根拠を伝えられる 

受講の心構え 

こころとからだのしくみを学び観察する力を身に付けてください。 
自分の健康を視野に入れ、実践と結び付けて学習を進めてください。 

成績評価基準 

授業態度（事前準備、意欲、発言、協力性）提出物（内容、提出期限） 
評価（筆記試験 60％・授業態度 30％・提出物 10％） 

授業計画表 

1 健康とは何か、病気とは何か（病気、健康、介護の視点）   
2 生命、健康維持のためのからだのしくみ（からだと水、からだを守るしくみ） 
3 生命兆候としてのバイタルサイン（呼吸、体温、脈拍）    
4 生命兆候としてのバイタルサイン（血圧、酸素飽和度、意識）   
5 バイタルサイン測定（演習）      
6 「移動」 １～からだの名称、良肢位、ポジショニング、関節可動域  
7      ２～運動機能の変化（転倒、骨折、廃用症候群、フレイル）  
8      ３～運動機能の変化（褥瘡、起立性低血圧など）   
9      ４～機能、活動の低下、緊急性の有無    
10      ５～事例検討       
11 「食事」 １～食事の仕組みの理解（食事のメカニズム、消化と吸収）  
12     ２～摂食と嚥下（嚥下障害と誤嚥、低栄養）    
13     ３～食事療法のポイント（糖尿病、高血圧、腎不全、低栄養）  
14     ４～事例検討       
15 まとめ           

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座１１ こころとからだのしくみ』中央法規出版 
坂井達雄 橋本尚嗣『ぜんぶわかる人体解剖図』成美堂出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

発達と老化の理解（人間発達学） 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

川島 志緒里 
社会福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する。 

科目のねらい 

介護福祉士として高齢者を介護する姿勢を学ぶために、老年期の発達の段階と課題、高齢者をとりまく今日
的課題を学ぶ中で、人間としての尊厳の保持や高齢者観を確立していき、高齢者に向き合う姿勢と態度の基
本を身につけます。 

到達目標 
発達の概念と生涯発達の特徴と課題を理解し、疾病や障害を抱える高齢者の人間としての尊厳と存在意義を
自分の言葉で説明できるようになります。 
誕生から青年期までの社会性と道徳性の発達について理解し、介護福祉士として働く意義と役割を身につけ
ます。多職種との連携の重要性を理解し実践方法を習得します。 
受講の心構え 

配布資料は各自でファイリングしてください。 
「自分はこう思う」「自分ならこうする」を意識しながら積極的に授業に参加してください。 

成績評価基準 

期末テスト 80％ 出席点・授業姿勢 20％ 

授業計画表 

1. 成長・発達の考え方と原則・法則について 
2. 成長・発達に影響する遺伝的要因と環境的要因について 
3. 発達段階とそれぞれの発達課題について 
4. 身体的機能と成長と発達 
5. 心理的機能の発達 
6. 社会的機能の発達について 
7. 老年期の定義と老化について 
8. 老年期の発達的課題について 
9. 老年期をめぐる今日的課題について 
10. 老化にともなう心理的な変化と生活への影響 
11. 老化にともなう社会的な変化と生活への影響 
12. 健康長寿に向けての健康づくりについて 
13. 保健医療職をはじめ多職種との連携の重要性について 
14. 授業内容のまとめ 
15. 授業内容の振り返りと弱点の見直し 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会 編集「介護福祉士養成講座 １２」中央法規出版 
必要に応じて、授業開始時に資料を配布 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

発達と老化の理解（老齢健康論Ⅰ） 8 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

奥野 啓子 
看護師として授業内容に関わる実務に５年以上の
経験を有する。 

科目のねらい 

① 老化に伴う心身の特徴と、高齢者に多く見られる疾患に関する基礎知識を学習する。 
② 高齢者の生活上の留意点について学習し、援助の基本的考え方について学習する。 

到達目標 

① 老化に関する心身機能の変化や代表的な疾患の基礎的な知識が理解できる。 
② 医療との連携の必要性がわかる。 
③ 演習等を通して具体的にイメージできる。 

受講の心構え 

課題は授業や自己学習を基に作成してください。積極的な授業参加を希望します。 

成績評価基準 

筆記試験 90％ 課題（筆記試験終了後に回収します）10％ 平常点加減あります。 

授業計画表 

１． 老化に伴う身体的な変化と生活への影響について理解する。 
２． 高齢者の免疫機能の変化、感覚機能の変化と日常生活への影響について理解する。 
３． 老化に伴う筋・骨・関節の機能の変化と日常生活への影響について理解する。 
４． 高齢者の咀嚼機能と消化機能の変化と日常生活への影響について理解する。 
５． 高齢者の循環器と呼吸器の機能の変化と日常への影響について理解する。 
６． 老化に伴う泌尿器と体温維持機能の変化と日常生活への影響について理解する。 
７． 高齢者の痛み（腹痛・骨・筋肉・関節）と日常生活への影響について理解する。 
８． まとめ 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座 12 発達と老化の理解』中央法規 
初回授業時に資料をまとめて配布します。 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

認知症の理解Ⅰ 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

濱野 宏美  

科目のねらい 

認知症の病態を学び理解を深め、認知症の方とのコミュニケーションやケアの行い方等について学習し、介
護福祉士としてのスキルを身に付ける。 

到達目標 

① 認知症の基礎的知識、症状、診断、治療、評価法、予防について学習する。 
② 認知症の人の特性、心理、状況に応じたケアの理念と接し方について考える。 
③ 認知症の人のケアにおける介護福祉士の役割と重要性について理解する。 

受講の心構え 

認知症についての基礎的理解を深め、ケアの重要性を習得すると共に認知症の方のみならず、幅広く高齢者
を尊重する姿勢を持って介護することを念頭においてほしい。 

成績評価基準 

筆記試験 60％、提出物・授業態度 40％ 

授業計画表 

① オリエンテーション/認知症とは何か 
② 認知症の定義/脳のしくみと認知症の特徴 
③ 認知症の症状（1）＜中核症状と生活障害＞/MMSE/HDS-R 評価方法等 
④ 認知症の症状（2）＜BPSD＞IADL、ADL について、認知症の診断、重症度の評価方法等 
⑤ 認知症の診断と治療・予防 認知症の画像診断、日常生活自立度判定基準、CDR、FAST 等 
⑥ 認知症の原因疾患と特徴（1）＜アルツハイマー型認知症・血管性認知症＞ 
⑦ 認知症の原因疾患と特徴（2）＜レビー小体型認知症・前頭側頭型認知症・その他＞ 
⑧ 認知症・ケアの歴史と理念 新オレンジプラン、認知症施策の流れ、地域包括ケア、認知症サポーター 
⑨ 認知症の人の心理と思い 
⑩ 認知症ケアの実際（1）＜パーソン・センタード・ケア、ユマニチュード＞ 
⑪ 認知症ケアの実際（2）＜アセスメント＞ケアマネージメントセンター方式、ひもときシート等 
⑫ 認知症ケアの実際（3）＜コミュニケーション＞バリデーション、認知症ケアマッピング、回想法等 
⑬ 認知症ケアの実際（4）＜ADL・IADL のケア＞終末期状態の特徴と支援、家族介護者の心理過程の理解 
⑭ 認知症ケアの実際（5）＜BPSD のケア＞認知症の人へのケアの原則、レスパイトケア等 
⑮ まとめ 

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新 介護福祉士養成講座 13 認知症の理解』中央法規出版 
中央法規出版編集部『福祉用語辞典』中央法規出版 
 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

障害の理解（障害者福祉総論） ８回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

高澤 淳子 
介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する教員が講義を行う。 

科目のねらい 

障害のとらえ方・各法律での定義等の基本的な知識や当事者主体の生活を支える 
法制度や社会のしくみについて理解し、障害者福祉の理念に基づいた介護福祉 
士のあり方について考えることができる。 

到達目標 

１．障害の概念や障害者福祉の基本理念について理解する。 
２．障害者福祉に関する制度の全体像を理解する。 
３．当事者主体の自立した生活を支える介護福祉士の役割について考える。 

受講の心構え 

障害者が障壁を感じない社会とはどのような社会か、その実現のために私たちは何が 
できるのか等、当事者意識を持って考えながら学んでください。 

成績評価基準 

筆記試験 70％、提出物・授業態度 30％ 

授業計画表 

1 オリエンテーション／障害のとらえ方＜ICIDH、ICF＞      
2 "障害者の定義／障害者福祉の基本理念①＜ノーマライゼーションとリハビリテーション＞"  
3 障害者福祉の理念②＜エンパワメント・ストレングス＞    
4 障害者福祉の理念③＜アドボカシー・インクルージョン＞   
5 障害者福祉の理念④＜国際障害者年・障害者権利条約＞    
6 障害者福祉に関連する制度＜障害者総合支援法・障害者差別解消法＞  
7 "障害者福祉に関連する制度＜障害者差別解消法・障害者の就労支援/介護保険制度との関係性や違い＞" 
8 まとめ ＜障害者福祉の理念の実現を支える介護福祉士の役割を考える＞  

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座１４ 障害の理解』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

障害の理解（障害者福祉各論Ⅰ） ８回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

古山 和 
介護福祉士として授業内容に関わる実務に５年以
上の経験を有する教員が講義を行う。 

科目のねらい 
各障害を理解し、その生活をイメージしながら、当事者主体の生活を支えるために必要な支援について考え、
支援を実践できる介護福祉士を目指す。 
障害のある人の社会参加を支えるために活用できる社会資源や介護福祉士の役割について考えることがで
きる。 
到達目標 

１，各障害の理解に必要な基礎知識を学び、状態像を理解できる。 
２．それぞれの障害が生活にどのような影響を及ぼすのかについて理解できる。 
３．様々な障害のある人とその家族への支援において、介護福祉士が担うべき役割が理解できる。 

受講の心構え 

それぞれの障害を理解し、当事者の充実した生活・人生を支えるために介護福祉士 
の担うべき役割について考えながら学びましょう。 

成績評価基準 

筆記試験 70％、提出物・授業態度 30％ 

授業計画表 

1 オリエンテーション／肢体不自由の理解①     
2 肢体不自由の理解②       
3 肢体不自由の理解③       
4 視覚障害の理解        
5 聴覚・言語障害、重複障害の理解      
6 重症心身障害の理解       
7 家族への支援の意味とあり方      
8 まとめ <障害のある人に必要な支援と介護福祉士のあり方>    

使用テキスト・参考文献 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新介護福祉士養成講座１４ 障害の理解』中央法規出版 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 実技 

科目名 授業回数 授業時間 

手話 ８回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

町田 幸作  

科目のねらい 

日本手話の基礎を学び、ろう者のコミュニケーション手段を知る。 

到達目標 

１．音声によらず、相手に見せて伝える言葉の成り立ちを学ぶ。 
２．非言語的コミュニケーションの大切さを知る。 
３．手話で表現することの楽しさを感じる。 

受講の心構え 

恥ずかしがらず、すすんで手と体と顔の表情でコミュニケーションしてください。 

成績評価基準 

実技課題に授業態度や授業への参加状況などの平常点を加味して評価する。 

授業計画表 

１．オリエンテーション 手話の基本 あいさつ 
２．名前の手話 
３．人物・数の手話 
４．指文字  
５．趣味・職業の手話  
６．時に関する手話 
７．疑問を表す手話 
８．自然・天気・色の手話 
 

使用テキスト・参考文献 

さっぽろの手話 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

国語総合演習Ⅰ 10 回 20 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

浦田 日出雄  

科目のねらい 

自分が書く文字について振り返り、正確で読みやすい工夫をする。また、いろいろな様式の文章に触れ、目
的に合った文章を理解したり、書いたりする。 

到達目標 

字形を整え、丁寧に文字を書くことが出来る。語彙を増やし、使用することができる。いろいろな様式の文
章を書くことができる。 

受講の心構え 

伝えたいことを話したり、書いたり、相手の話を聞いたりしながら、豊かな表現を目指し取り組んでほしい。 

成績評価基準 

まとめの試験 60％ 小テスト 20％  授業姿勢 20％ 

授業計画表 

１． ひらがな、カタカナ、よく使う字について練習する。愛読書について。 
２． 同音異義語などについて理解し、練習する。 
３． 同訓異義語などについて理解し、練習する。 
４． 慣用句、専門用語の正しい理解と使い方を知る。 
５． ことわざについて知る。 
６． 四字熟語が読めて、意味を知る。 
７． テーマに合った文章を書く。 
８． 個人票、履歴書の様式を理解し、下書きをする。 
９． 個人票、履歴書を作成する。 
１０． 手紙、はがきの書き方をしる。まとめの試験をする。 

使用テキスト・参考文献 

必要に応じてプリントを配付する。 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 講義 

科目名 授業回数 授業時間 

応対論Ⅰ 10 回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

坪崎 美佐緒  

科目のねらい 
この科目では社会人としての信頼の土台であるマナーを身につける。 
気持ちの良い挨拶、表情、身だしなみや敬語、電話応対を身につける。 
実習に入った際にもマナーを身につけていることで信頼されされる存在となるため 
到達目標 

「あいさつ」「身だしなみ」「敬語」といった、社会人として最低限必要なことを日々の学校生活の中で
実践できるようになる 

受講の心構え 

応対論は社会に出る前の練習の場」であるので授業で学んだことを実践し身につけましょう。 
挨拶や敬語などマナーは他の教科、日常生活でも実施することで身につきます。 
欠席した場合は、次の授業で支障のないように事前に準備すること。 
成績評価基準 

筆記試験 30％・実技試験 30％・平常点(授業での取り組み 40％)の総合評価 

授業計画表 

１．円滑な人間関係を築くためにマナーの必要性・挨拶・お辞儀・表情・態度・立ち居振る舞い． 
２．正しい言葉遣い（尊敬語・謙譲語・丁寧語について、感じの良い表現） 
３．電話応対 
４．手紙のマナー 
５．来客応対（案内手順と心得） 
６．訪問のマナー（席次のマナー・アポイントの取り方） 
７．食事のマナー 
８．ビジネス文章 
９．慶弔のマナー通過儀礼と（冠婚葬祭） 
１０．まとめ 

使用テキスト・参考文献 

マナー&プロトコールの基礎知識 NPO 法人日本マナープロトコール協会 
介護・福祉職のためのマナーと接遇 関根健夫・杉山真知子 中央法規 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 2 年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

パソコン演習 15 回 30 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 
忽滑谷 夕鶴舞 ※ 
※「夕」は“ヨ”の下に“タ” 

 

科目のねらい 

Word・Excel・PowerPoint の基本的技術の習得を目指す。 
また、現場を意識した実践的な内容に取り組むことにより、 
その必要性と利便性を再確認する。 

到達目標 

Word・Excel・PowerPoint が実務で活用できる知識と技術を習得する。 

受講の心構え 

・演習中心の授業につき、意欲的に課題作成に取り組む。 
・配布資料はファイリングする。 

成績評価基準 

テスト・提出物・授業態度を総合的に評価する 

授業計画表 

1  授業の目的と意義、Windows の理解。スキルチェック（自己紹介カード）  
2  文書入力演習Ⅰ（Word 入門）      
3  文書入力演習Ⅱ（Word 活用）      
4  文書入力演習Ⅲ（Word 実践①）      
5  文書入力演習Ⅳ（Word 実践②）      
6  文書入力演習Ⅴ（Word 実践③）      
7  表作成Ⅰ（Excel 入門）       
8  表作成Ⅱ（Excel 活用）       
9  表作成Ⅲ（Excel 実践①）       
10 表作成Ⅳ（Excel 実践②）       
11 表作成Ⅴ（Excel 実践③）       
12 プレゼンテーションⅠ       
13 プレゼンテーションⅡ       
14 プレゼンテーションⅢ       
15 プレゼンテーションⅢ       

使用テキスト・参考文献 

実教出版株編集部『30 時間でマスター Word＆Excel 2010』実教出版株式会社 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 １年 実技 

科目名 授業回数 授業時間 

体育Ⅰ ８回 15 時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

浦田 日出雄  

科目のねらい 

身体活動を通して、心身の健康保持の大切さをしる。体力の向上とともに、公正・協力・責任などの態度を
養う。生涯を通して、生活を豊かにするために、スポーツに親しむ態度や能力を養う。 

到達目標 

運動に臨む態度や約束事を理解し実践する。各種の運動やスポーツに親しむことができる。全校球技大会に
受けて、協力し練習することができる。 

受講の心構え 

授業準備、用具の準備、後片付け、運動への積極的な取り組みを期待します。 

成績評価基準 

授業姿勢 30% 運動への取り組み 40% 運動技能 30%  

授業計画表 

１． 授業を進める上での約束事・取り組む姿勢の確認。ミニバレーボールに親しむ。 
２． バレーボールに親しむ。（ルールの理解、サーブ、レシーブ、トス、スパイク） 
３． バレーボールに親しむ（ゲームなど） 
４． 長縄跳びをする。バドミントン（シングルス）に親しむ（ルールの理解、基本練習） 
５． バドミントン（シングルス）に親しむ。（ゲームなど） 
６． キックベースボールに親しむ。 
７． 卓球（シングルス）に親しむ。（ゲームの理解、基本練習、ゲームなど） 
８． 卓球（シングルス）に親しむ。（ゲームなど） 

使用テキスト・参考文献 

必要に応じてプリントを配付する。 

 



講 義 要 綱 
学科・コース 年次 授業形態 

介護福祉科 1 年 演習 

科目名 授業回数 授業時間 

就職ガイダンスⅠ ２回 ４時間 

担当者氏名 担当者実務経験 

長屋 敦志  

科目のねらい 

卒業生の就職活動体験などの見聞を通じ、自身の進路選択の参考にする。 
希望する進路を実現させるために、自分自身に不足しているものは何か知り、内定に向けた取り組みが実践
できるようになる。 

到達目標 

1．進路（希望施設・種別・地域など）について考える。 
2．卒業生の就職活動体験を参考に、就職に対する主体的意欲を持つ。 
3．希望進路実現に向けた、計画的な取り組み、具体的行動を考える。 

受講の心構え 

どこで働きたいかイメージすることで、いつ・どこで・何を取り組むのか明確にして、希望進路の実現を目
指しましょう。 

成績評価基準 

受講をもって履修とする 

授業計画表 

1 オリエンテーション 進路希望調査と就職に関する疑問調査 
2 就職座談会 ～ 卒業生の体験談をもとに自分の将来をイメージする 

使用テキスト・参考文献 

特になし 

 


	1K-1
	1K-3「尊厳と自立」（目黒）0411差し替え
	1K-4【山根英香】コミュニケーション概論（1K）
	1K-5【池田ひろみ】社会学概論（1K）
	1K-6【吉田忠司】社会の理解（高齢者福祉論）（１ＫＡ） (2)
	1K-7【吉田忠司】社会の理解（介護保険法）（１ＫＡ）
	1K-8【町田幸作】法学（１KA）
	1K-9【山梨顕友】経済学（1K）
	1K-10【小野千晴】介護の基本（介護概論Ⅰ）（1K)
	1K-11【伊藤隆】リハビリテーションⅠ（１KA）
	1K-12【辻慶子】介護の基本（家政学概論）（１K）
	1K-13【長屋】介護の基本　レクリエーションⅠ
	1K-14【山根英香】コミュニケーション技術演習Ⅰ（1K）
	1K-15【佐藤園子】生活支援技術（入浴・清潔・身支度の介護）（1K)
	1K-16【佐藤園子】生活支援技術（移動Ⅰ）（1K）
	1K-17【佐藤園子】生活支援技術（食事Ⅰ）（1K)
	1K-18【吉田陽子】生活支援技術（排泄Ⅰ）1K
	1K-19【辻慶子】生活支援技術（家政Ⅰ）（１K）
	1K-20【栁沼】生活支援技術Ⅰ（睡眠）
	1K-21【高・古山】生活支援技術（障害者ケア）
	1K-22【長屋・栁沼】生活支援技術　総合Ⅰ
	1K-23【長屋】介護過程Ⅰ
	1K-24【長屋・栁沼】介護総合演習Ⅰ
	1K-25【長屋・柳沼】介護実習Ⅰ
	1K-26【渡邉舞】こころの理解（1K）
	1K-27【矢野由紀】からだの理解（1K）
	1K-28【服部】こころとからだのしくみ
	1K-29【川島詩緒里】発達と老化の理解（1KA）
	1K-30【奥野啓子】老齢健康論1（1Ｋ）
	1K-31【濱野宏美】認知症の理解Ⅰ（１k）
	1K-32【高澤】障害の理解（障害者福祉総論）
	1K-33【古山】障害の理解（障害者福祉各論Ⅰ）
	1K-34【町田幸作】手話（１KA）
	1K-35【浦田日出雄】国語総合演習Ⅰ（１K）
	1K-36【坪崎美佐緒】応対論Ⅰ（1K）
	1K-37【忽滑谷】パソコン演習
	1K-38【浦田日出雄】体育Ⅰ（１K）
	1K-39【長屋】就職ガイダンスⅠ

