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日程・諸行事 

 

※祝日であるが授業（実習）のある日 ・・・ １０月１１日、１１月３日  
 

【秋学期】 

９月３日（金） 秋学期ガイダンス・第１回 模擬試験 

９月６日（月） 秋学期 授業開始 

１０月１１日（月） ～ １１月５日（金） 介護実習Ⅱ（４週間） 

１１月２５日（木） ２０２１年度 全国学力試験 

１２月７日（火） 第２回 模擬試験 

１２月２０日（月） ～ １２月２４日（金） 秋学期定期試験 

１月６日（木）～ １月２１日（火） 国家試験対策講座 

１月１１日（火） 成績公開・追再試手続き日 

１月１３日（木） 追再試験日 

１月３０日（日） 介護福祉士国家試験 

２月上旬 介護福祉士国家資格登録手続きガイダンス 

２月１２日（土） ケアスタディ発表会 

３月１８日（金） 学位授与式 

【春学期】 

４月１日（木） 入学式 

４月８日（木） 春学期 授業開始 

４月１７日（土） 健康診断  

４月２４日（土）５月１５日（土）７月１０日（土） 授業実施日 

５月２０日（木） ウエルフェア参加 

６月７日（月） ～ ６月２４日（木） 介護実習Ⅰ（３週間） 

８月上旬 介護福祉士国家試験受験申込み 

７月２８日（水）  春学期 授業終了 

７月２９日（金） ～ ８月４日（水） 春学期定期試験 

７月２３日（金）～７月２７日（火）  国家試験対策講座 
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豊橋創造大学短期大学部 専攻科福祉専攻     
 

Ⅰ．ディプロマポリシー 

豊橋創造大学短期大学部で所定の単位を修めた者は、本学の「文化の向上を目指し、創造性豊か

な人間味溢れる人格の形成と新しい時代に適応する職業的教育」を目的として、「地域福祉に貢献し

得る社会人（市民）、職業人として、心身ともに健全な人格の形成者を育成する」ことを使命とした

建学の精神と教育理念に基づいて、以下の基準を満たしていると認め、専攻科福祉専攻の介護福祉

士の修了証が授与される。 

１．介護福祉士の専門的な知識・技術を修得し、実践する能力を身につけている 

２．他の職種の役割を理解し、チームに参画する能力を身につけている 

３．利用者の状況についてアセスメントし、計画的に介護が提供できる能力を身につけている 

４．個別の状態に応じたコミュニケーション能力を身につけている。 

  ５．人権擁護の視点や職業倫理を身につけている。 

 

 

Ⅱ．カリキュラムポリシー 

１．教育目標 

本学の教育理念に則り、保育士養成施設の卒業者を対象に、介護福祉の知識と技能を習得し、

人権を尊重し健康的な日常生活を支える科学的思考と文化的かつ創造的な人間性を併せもつ感性

豊かな専門的職業人の養成を目標とする。 

専攻科福祉専攻では、「人間と社会」「こころとからだ」「介護」「医療的ケア」の４領域に科目

を分類して、カリキュラム編成をしている。 

（１）介護福祉士に関する講義・演習・実習等を通して、支援を必要とする人たちの人間理解を

深め、専門職としての倫理的態度を涵養する。 

（２）介護に関する医学・リハビリ・栄養学など他職種についての学習を通し、他職種と連携協 

働できる知識・能力を養う。 

（３）障がい者・高齢者施設で段階的な実習をすることによって、理論と実践の融合化を図り、 

介護の実践力を養う。 

（４）地域活動を通して、支援を必要とする人たちを取り巻く環境の重要性を理解し、介護の専

門職としてリーダーシップをとる。 

 

 

Ⅲ．アドミッションポリシー 

ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーを踏まえ、求める学生像は以下のとおりである。 

１．保育の学びをいかして生活支援が必要な子どもから高齢者に対して尊厳を遵守した関わりがで

きる能力を身に付けることのできる人 

２．介護の専門的な知識や技能(技術)を習得し豊かな人間性を備えた支援者をめざすことができる

人 

３. 医療職等他の専門職と連携協働ができ、常に介護に対する探究心をもち課題解決に取り組もう

とすることができる人 
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専攻科福祉専攻 2021 カリキュラム・チャート
〔カリキュラムポリシー細分化項⽬〕 春学期 秋学期 介護実習１ 介護実習２ ケアスタディ

1.他者に共感でき、相⼿の⽴場に
⽴って考えられる姿勢を⾝につける

コミュニケーション技術１・２ ◎ ◎ ●

⽣活⽀援技術１・3・４
医療的ケア１

介護福祉基礎学２
医療的ケア２

発達と⽼化の理解・障害の理解

5.利⽤者本位のサービスを提供する
ため、多職種協働によるチームアプ
ローチの必要性を理解できる

介護福祉基礎学4 ○ ◎

6.介護に関する社会保障の制度、施
策についての基本的理解ができる

介護福祉制度 ○ ◎

7.他の職種の役割を理解し、チーム
に参画する能⼒を養う

○ ◎

介護過程１ 介護過程３

9.円滑なコミュニケーションの取り
⽅の基本を⾝につける。（障害に合
わせた）

○ ◎

10.的確な記録・記述・発表の⽅法
を⾝につける

コミュニケーション技術２ 介護過程４ ○ ◎

11.⼈権擁護の視点、職業倫理を⾝
につける

○ ◎ ●

介護過程３

13.実習の意義を理解し、介護福祉
⼠としての役割の理解をする

介護総合演習１  介護総合演習２ ●

介護過程２

介護福祉基礎学１・３

2.あらゆる介護場⾯に共通する基礎
的な介護の知識・技術を習得する

○ ◎

⽣活⽀援技術２・５・６

3.介護実践の根拠を理解する ○ ◎ ●
認知症の理解・こころとからだのしくみ

●

12.地域活動を通して、⽀援を必要
とする⼈たちを取り巻く環境の重要
性を理解し、介護の専⾨職としての
視点を⾝につける

○
介護福祉基礎学４

4.介護を必要とする⼈の潜在能⼒を
引き出し、活⽤・発揮させることの
意義について理解できる

◎ ◎

介護福祉基礎学4

8.利⽤者ができるだけなじみのある
環境で⽇常的な⽣活が豊かに送れる
よう、利⽤者ひとりひとりの⽣活機
能を的確に把握し、⾃⽴⽀援に資す
るサービスを総合的、計画的に提供
でき評価できる能⼒を⾝につける

○ ◎ ●
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Ⅰ 専攻科設立の趣旨・内容・特徴・期待する成果など 
 

 

豊橋創造大学短期大学部専攻科福祉専攻は、厚生労働省の認可を得て2002年平成14年４月に開設さ

れた。 

その目的は、豊橋創造大学短期大学部の理念である「文化の向上を目指し、創造性豊かな人間味あふ

れる人格の形成と新しい時代に適応する職業的教育を目的とし、人類の福祉に貢献し得る心身共に健全

な社会の形成者を育成することをその使命とする」に沿って、近年の「新しい時代」の要請である、高齢・障

害者福祉分野への人材育成に応えるべく、「社会福祉士及び介護福祉士法」第２条２項に則り、本学幼児

教育・保育科卒業生並びに保育士資格取得者に、一年間の養成課程を通して介護福祉士の技術と技能

を教育することによって、保育士の知識と技能の上に、より広範な福祉の教養と技術を習得した介護福祉士

の育成を目指す。 

保育と介護のダブルケアができる人材は、あらゆるライフステージに対応できる福祉人材として地域社会

に貢献できる人材として期待が大きくなっている。また、高齢化や医療が進歩する中で、医療的ケアの知識

や技術を習得し、医療と連携できる介護の中核を担う役割はますます重要になっている。 

 

図１教育課程編成の考え方及び特色 
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健康的思想 
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創造性 

文化的思想 

表現力 

やさしさ 

共感・受容する能力 

自己洞察力 

人間の重要性と健康的な日常

の生活を整える科学的視点 

文化的かつ創造的で人間性

豊かな専門的職業人 

乳幼児から高齢者までを対象とした介護福祉職 
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人権的思想 

健康的思想 

生活技術 

先見性 

行動力 

問題解決能力 

判断力 

ケアニーズに 

対応する実践者 

創造性 

文化的思想 

表現力 

やさしさ 

共感・受容する能力 

自己洞察力 

人間の重要性と健康的な日常

の生活を整える科学的視点 

文化的かつ創造的で人間性

豊かな専門的職業人 

乳幼児から高齢者までを対象とした介護福祉職 

Ⅱ 授業科目と履修方法 
 

 

１． 授業科目 
 

領域 教育内容 コード 開講科目名 

時間数と単位数 年間 

コマ数

合計 

開講時期

(●印) 必  修 

時間数 単位数 春 秋

人間と社会 基礎教養科目 2853 介護福祉制度 １５ １ ８  ●

介 護 

介護の基本 

2854 介護福祉基礎学１ ３０ ２ １５ ● 

2855 介護福祉基礎学２ ３０ １ １５ ●  

2856 介護福祉基礎学３ ６０ ２ ３０ ● 

2857 介護福祉基礎学４ ６０ ２ ３０ ● 

コミュニケーション技術 
2860 コミュニケーション技術１ ３０ １ １５ ●  

2861 コミュニケーション技術２ ３０ １ １５ ●  

生活支援技術 

2865 生活支援技術１ ６０ ２ ３０ ●  

2866 生活支援技術２ ６０ ２ ３０ ● 

2867 生活支援技術３ ３０ １ １５ ●  

2868 生活支援技術４ ３０ １ １５ ●  

2869 生活支援技術５ ９０ ３ ４５ ● 

2870 生活支援技術６ ３０ １ １５ ● 

介護過程 

2875 介護過程１ ３０ ２ １５ ●  

2876 介護過程２ ６０ ２ ３０  ●

2877 介護過程３ ３０ １ １５  ●

2878 介護過程４ ３０ １ １５  ●

介護総合演習 
2880 介護総合演習１ ３０ １ １５ ●  

2881 介護総合演習２ ３０ １ １５  ●

介護実習 2885 介護実習 ２１０ ７ １０５ 集中 

こころと 

からだの 

しくみ 

発達と老化の理解 2886 発達と老化の理解 ３０ ２ １５ ●  

認知症の理解 2887 認知症の理解 ６０ ２ ３０ ● 

障害の理解 2888 障害の理解 ３０ １ １５ ●  

こころとからだのしくみ 2889 こころとからだのしくみ ６０ ２ ３０ ● 

医療的ケア 医療的ケア 
2891 医療的ケア１ ３０ １ １５ ●  

2892 医療的ケア２ ６０ ２ ３０  ●

  合計 1245 ４５ 623   

 
２．履修方法 

● 学生は１カ年以上在学し、４５単位以上を取得しなければならない。 
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Ⅲ 学業に関する諸事項 
 

１．授業 
（１） 授業時間割 

年度のはじめに、事務局から学生に配布する。なお、授業時間割に変更があった場合、その都度、掲

示又はユニバーサルパスポート等により連絡する。 

時 限 時  間  

第１限 9：00～10：30  

第２限 10：40～12：10  

第３限 13：10～14：40  

第４限 14：50～16：20  

第５限 16：30～18：00  

（２） 休講・補講 

原則として、以下の場合は「休講」になります。補講は、補講期間又は通常の空き時間帯に実施され、

時間割はユニバーサルパスポート等に掲示します。 

原則として、以下の場合は「休講」になります。 

① 休講掲示があった場合 

② 学校行事等により、平常授業を行わない場合 

③ 授業開始から 30 分以上経過しても、授業担当から教室に連絡がない場合 

④ 愛知県東三河南部に「暴風警報」（暴風雪警報も含む）又は「特別警報」が発表された場合 

⑤ 交通機関のストライキ等の場合 

JR 東海、豊橋鉄道、名鉄のいずれかがストライキ又は自然災害等の影響で運行を停止し、

授業等の実施が困難な場合 

⑥ 大規模地震対策特別措置法に基づく「東海地震注意報または警戒宣言」が発表された場

合、もしくは大規模地震が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細情報】暴風警報、特別警報の発表及び解除に関する授業等の取扱について 

愛知県東三河南部に暴風警報（以降、暴風雪警報も含む）又は特別警報が発表された

場合は、授業等を休講とする。 

ただし、愛知県東三河南部の暴風警報又は特別警報が解除された場合の授業等の取扱

いは、次の通りとする。 

  状   況   授業等の実施 

午前 7 時までに解除された場合 平常授業等を実施する。 

午前 11 時までに解除された場合 午後 1 時以降の授業等を実施する。 

午後 4 時までに解除された場合 午後 6 時以降の授業等を実施する。 

なお、愛知県東三河南部以外の地域に居住する学生で、居住地域・通学経路に暴風警

報、特別警報が発表されている場合は、授業等への出席を要さない。その際は 3 日以内に

教務課カウンターへ申し出て、事務手続きを行うこと。 

 ※実習中の場合は、実習等の実施学科・科の指示に従うこと。 
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【詳細情報】暴風警報、特別警報の発表及び解除に関する授業等の取扱について 
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ただし、愛知県東三河南部の暴風警報又は特別警報が解除された場合の授業等の取扱

いは、次の通りとする。 

  状   況   授業等の実施 

午前 7 時までに解除された場合 平常授業等を実施する。 

午前 11 時までに解除された場合 午後 1 時以降の授業等を実施する。 

午後 4 時までに解除された場合 午後 6 時以降の授業等を実施する。 

なお、愛知県東三河南部以外の地域に居住する学生で、居住地域・通学経路に暴風警

報、特別警報が発表されている場合は、授業等への出席を要さない。その際は 3 日以内に

教務課カウンターへ申し出て、事務手続きを行うこと。 

 ※実習中の場合は、実習等の実施学科・科の指示に従うこと。 

 

※ 交通機関の事故のため遅刻または欠席した場合は、出校後直ちに該当する授業科目の担当

者へ届け出るものとする。延着証明書が渡された場合はそれを添えること。 

（３） 欠席の扱い 

欠席については、次のような扱いをする。 

① 遅刻・早退は、３回をもって欠席１回とみなす。 

ただし、30分を超えた遅刻・早退は欠席とする。 

欠席回数が、授業回数の１／３を超えた場合、定期試験の受験資格を失う。 

    欠席、遅刻、早退により実習に直接関連してくる教科の場合、課題レポートがあるので確認を各 

自で行うようにすること。 

② 次の場合は、欠席としない。 

該当の学生は、以下の手続き期間内に「公欠願」を教務課へ提出すること。 
 

欠席としない内容 
必要添付 

書類 
手続き期間 

忌引を認める期間 

● 一親等の場合（父母、配偶者）    ７日 

● 二親等の場合（祖父母・兄弟姉妹） ３日 

● その他三親等以内の親族のとき   １日 

※ 告別式又はその前日から数えて連続した日数とする。 

遠隔地の場合は、忌引日数の他に交通に要する日数を考慮する。 

会葬礼状 

または 

葬儀証明書

など 

左記機関の翌日

から3日 
（土日祝含まない） 

以内 

本人又はその家族が感染症（学校保健安全法施行規則第18条の定め

た感染症及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律」に規定する指定感染症等）にかかり出校停止となった場合 

第 1 種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、

ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリ

ア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウィルス属

SARS コロナウィルスであるものに限る）及び鳥インフルエン

ザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウ

イルスであつてその血清亜型がＨ五Ｎ一であるものに限る。

次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエ

ンザ（Ｈ五Ｎ一）」という。） 

第 2 種 インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）を除く。）、百

日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、

結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 

第 3 種  コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、

パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の

感染症 
 

医師の 

診断書 

医師により出校を

許可された日から

3日 
（土日祝含まない） 

以内 

地震・水害などの大規模な災害で出校することが危険となった場合 
 

 

その他大学が認めた場合 
 

 

 

③ 次の欠席は、公欠扱いとする。 

該当の学生は、「公欠願」を提出する。 

事前にわかっている場合は事前に提出し、事後提出する場合は、公欠した翌日より３日（土日祝

を含まない）以内に、下表に示された提出先へ添付書類とともに提出すること。 

ただし、公欠である点を配慮するか否かは各担当教員の判断によるものであるので、定期試験

前には、各自、その扱いを担当教員に確認すること。期限を過ぎたものは、一切受け付けることが

できません。 
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内    容 必要添付書類 提出先

① 大学の認めた公的な理由による場合 

（対外試合、課外活動等） 

学外行事参加願 

学外行事参加報告書 

集会・合宿許可願 

学生課

② 本人の就職試験等の場合 

（会社訪問は公欠として扱わない。） 
就職試験報告書 

キャリア

センター

③ 大学編入試験等による場合 受験報告書 教務課

④ その他大学が特に認めた場合    教務課

④ 交通機関の事故のため遅刻または欠席した場合は、出校後直ちに該当する授業科目の担当者

へ届け出るものとする。延着証明書が渡された場合はそれを添えること。 

⑤ 病気、その他の事由のため、１週間以上欠席する場合は、学生課に「長期欠席届」を提出するこ

と。（病気による欠席の場合は、医師の診断書を添付する。） 

⑥ 病気、その他の事由のため、３カ月以上欠席する場合は、学生課に申し出て、「休学願」を提出

すること。（病気による欠席の場合は、医師の診断書を添付する。） 

２．履修の手続き 

（１） 履修登録 

当年度履修する授業科目については，必ず所定の期限までに登録の手続きを行わなければならな

い。（登録のない授業科目については，受講および試験を受けることはできない。）所定の期限を過ぎ

ても登録を完了していない者については，修学の意志がないものとみなす。 

（２） 教科書の購入 

ガイダンス時に配布される教科書販売一覧表により登録した科目の教科書を購入する。（キャンパ

スカードまたは現金による購入。） 

なお、販売日、販売場所は春学期ガイダンスで指示する。一般書店では販売していない専門書が

多いので、指定された日時に購入すること。 

（３） ユニフォームの購入 

実習の際に着用するユニフォームは学内販売を予定している。指示する日時に採寸を行い、その

後購入してもらうことになる。（各自で実費を振り込む。） 

３．試験 

（１） 試験 

試験には定期試験、追試験、再試験、その他随時行われる試験がある。 

（２） 試験の実施方法・受験資格 

試験は、「筆記試験」、「実技試験」、「レポート（論文）試験」のいずれかの方法で実施されるが、試

験を実施しない場合もある。実施しない場合の評価は平常点である。履修科目の試験がいずれの方

法で行われるかについては、授業が終了するまでに担当教員に確認すること。担当者から報告のあっ

たものについては、試験実施方法一覧表として掲示する。 
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受験資格 

次の条件を備えていなければ定期試験及び追・再試験の受験資格はありません。 

１．授業担当者より履修の承認を受けること 

２．出席・レポート提出等が授業担当者の定める基準を満たしていること 

３．欠席回数が授業回数の１/３以内であること。 

（３） 定期試験 

半期で終了する科目はその学期末、通年科目については、秋学期末に実施する試験である。 

基本的に各授業科目の最終回に行う試験である。 

（４） 追試験 

病気、その他のやむを得ない事由のため定期試験当日に欠席した場合、あるいは、レポートの場
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② 介護実習Ⅰ、介護実習Ⅱのそれぞれの評価がＤ判定（不合格）の場合は、再実習を行う。 
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（６） 再試験 

定期試験の結果、成績不良とされた者が（「不」と評価された者）再び受ける試験である。再試験合

格の場合の成績評価は、原則として｢可｣である。 

ただし、授業科目によっては再試験を実施しない場合もあり、その場合の単位は認定されないので

注意すること。再試験・再実習該当者は、手続きを速やかに行うこと。日時・場所等については、おっ

て掲示するので各自にて確認すること。 

４．成績の評価 

 履修科目については、授業科目ごとに試験のうえ評価が行われ、成績と単位が認定される。成績

評価は次のように表記される。 
 

評価 意   味 
成績証明書（就職試験

等 で 提 出 ） へ の 記 載
備    考 

秀 合格 秀  

優 合格 優  

良 合格 良  

可 合格 可  

不 不合格 記載されない 定期試験の評価が「不」、
「欠」でその後、追試験・
再試験に合格すれば単
位が認定される。 

欠 試験欠席またはレポート未提出 記載されない 

失 
出席状況（レポート提出状況）などが
悪く、試験の受験資格がない場合 

記載されない 単位は認定しない 

 

Ⅳ 学籍に関する諸手続きについて 
 

学籍に関する事務手続きは、学生課が窓口となる。 

以下個別の事項について、学則に沿い解説する。 

 

１．在学期間： 
学則により、専攻科の最長在学年限は、２年とする。（学則第59条２項） 

 

２．休学・復学： 
病気、その他の事由のため３ヶ月以上修学を中止しようとする場合は、休学の許可をとる必要がある。

学則には「その事由を具して保証人連署のうえ休学を願い出て、学長の許可を得なければならない」とあ

る。また、病気の場合には、医師の診断書が必要となる。 

休学期間は半年または１年間とし、休学開始の時期は各学期の初めとする。休学期間中の学費は免

除となる。 

休学期間は通算して２年を超えることはできない。また、休学期間は在学期間には算入されない。休学

していた者が復学しようとする場合は、保証人連署のうえ願い出て学長の許可を得ること。ただし、病気の

ために休学していた場合は修学に支障のない旨の医師の診断書を添付すること。（学則第18条～21条） 

ただし、専攻科は１年課程でしかも通年科目や実習が多い。中途から休学をすると出席回数が足りなく

なり、１年で課程を修了することが困難となるので充分注意すること。（学則第64条、65条） 
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３．退学： 
病気その他やむを得ない理由により退学しようとする場合は、保証人連署のうえ退学願いを学生証とと 

もに提出し、学長の許可を得ること。（学則第22条） 

 

４．再入学： 
本学を退学の場合でも、願い出て教授会の議を経て許可されれば、再入学が認められる場合があ 

る。この場合、再入学の時期は学年の初めとなる。（学則第24条） 

 

５．除籍： 
次のいずれかに該当する者は専攻科会の議を経て学長が除籍とする場合がある。（学則第23条） 

（１）授業料その他所定の学費を指定期日までに納入しない者 

（２）専攻科規程第５９条２項に定める在学年限（２年）を超えた者 

（３）専攻科規程第２１条に定める休学期間の限度を超え、なお就学できない者 

（４）長期間にわたり行方不明の者  

 

Ⅴ 学生生活上の諸事項について 
 

 

諸手続きについては「スケジュールブック」を参照のこと。専攻科向けの事項は、基本的には短大部の学

生向けの事項を準用する。 

 

 

Ⅵ 専攻科学生の学校施設の利用について 
 

 

専攻科学生の使用教室は基本的にB21教室（被服実習室）、介護実習室、調理実習室である。 

 

 

Ⅶ 注意事項について 
 

 

（１） 証明書発行について 

専攻科の成績証明書の申し込みは、２月中旬に発行可能となる。そのため就職試験などで必要な場

合は、単位修得見込証明書を申請すること。就職先によっては短大時の証明書が必要な場合もあるた

め、必ず確認をとってから申請すること。 

また、専攻科は、卒業証明書ではなく修了証明書となるため注意すること。 

（２） 同窓会費について 

秋学期の授業料とともに同窓会費（￥10，000）を徴収する。 

ただし、豊橋創造大学短期大学部の卒業生は、幼児教育･保育科を卒業する際に会費を徴収してい 

るので、改めて徴収はしない。 
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Ⅷ 実習について 
 

 
１．はじめに 

介護福祉士は、少子高齢化が進み続ける社会の中で、介護の社会化には欠くことのできない福祉専門

職です。この介護福祉士の業務は、利用者（介護保険サービスを活用している対象者のことを言う）の日常

生活を介助するという実践だけでなく、一人の人間の生活全体を総合的に捉えて、利用者の望む生活を日

常生活の介護活動において自立支援することです。介護実習は、利用者が生活しているところである生活

の場です。また、介護実習は、住み慣れた地域で住み続けるために必要なことや住み慣れたところから離

れても、その人らしく人間らしく生活していくために必要なことを学ぶ人間理解の場とも言えます。本当の介

護は、病気や障害にだけ目をむけるのではなく、その人のいま「している活動」に着眼し、そのひとの「したい

活動」に近づくことができるように、その人に適した質の高い介護が行えるようになることが大事です。 

介護実習では、学内で学習した知識と技術を生かすことができます。また、実習時期によっては、学内で

学ぶ前に実際の介護の現場を知り、根拠ある介護の重要性を学ぶ機会としても大変重要です。 

 

２．介護実習の目的及び目標 
（１） 目的 

豊橋創造大学短期大学部専攻科福祉専攻における「介護実習」および「介護総合演習」は、既習

した介護福祉に必要な専門的知識や理論・技術を統合し、利用者の健康的な生活を支持し護るため

の実践能力と態度を養い、自己の介護福祉観と介護の専門職について考える機会とすることを目的と

する。 

健康的な生活とは、身体的・精神的・社会的に健康で、経済力・体力・精神力などさまざまな条件が

整い維持することができることをいう。人間は、この世に生まれ自立するために発育し発達するが、何

らかの理由による心身の障害や加齢による身体の変化により、日常生活を営む上で困難な状態となる。

介護福祉士の援助は、福祉専門職としてこのような対象者に、専門的対人援助を基本に、身体的・精

神的・社会的に健康な生活の確保と、発育、発達、生活改善を目指して、利用者の自己実現をはかる

ために生活の自立を図ることが目的である。 

 

（２） 目標 

① 講義、演習、学校内実習で学んだ知識に基づいて利用者との人間的な関わりを深め、利用者が

求めている介護の需要に関する理解力、判断力を養う。 

② 日常生活援助に関する介護技術能力を深めると同時に、各種の介護を助ける住設備機器や福

祉用具の知識と活用能力を養う。 

③ 実習指導者の指導を受けながら介護の計画の立て方や記録の仕方について学び、チームの一

員として介護を遂行する能力を養う。 

④ 施設介護実習では、施設の運営や在宅介護との連携、ならびに通所サービスにも参画し、要介

護老人・障害者等に対するサービス提供全般における介護職務の理解を深める。 

⑤ 訪問介護実習では、家庭を訪問して介護を行う訪問介護について理解を深める。 

 

（３） 実習の構成 

豊橋創造大学短期大学部専攻科福祉専攻における「介護実習」は、7単位210時間である。 
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【介護実習】 

介護実習は、介護実習Ⅰと介護実習Ⅱの二種類からなる。実習先は、原則として本学の指定する施

設で実施する。介護実習Ⅰは、訪問介護、通所介護、生活介護、ケアハウス、グループホーム、老人保

健施設、特別養護老人ホームで実習する。介護実習Ⅱは、特別養護老人ホーム、老人保険施設、身体

障害者施設で実施する。 

各段階の目標に沿って、介護実習Ⅰは3週間、介護実習Ⅱは4週間で実施する。 

 

（４） 各実習の目標 

【介護実習Ⅰ】 

個々の生活のリズムや個性を理解するという観点から様々な生活の場において個別ケアを理解し、利

用者・家族とのコミュニケーションの実際、介護技術の確認、他職種協働や関係機関との連携を通じて

チームの一員としての介護福祉士の役割について理解する。 
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個別ケアを行うための個々に応じた生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にする為の利用

者ごとの介護計画の作成、実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科

目で学修した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの提供を基本とする実践力を修得する。 

 

（５） 履修登録 ・・・ 介護実習の履修登録 

原則として、介護総合演習を履修していなければ、「介護実習」を履修することはできない。 

 

（６） 単位と単位認定 

「介護実習」は7単位210時間で、指定された実習機関で５分の４以上の出席が無ければ単位の認

定をされない。従って、病気その他やむを得ない事由で欠席した場合には、速やかにその旨を実習

担当教員並びに実習担当職員（実習指導者）に届けること。 

実習欠席の連絡は、実習先には実習開始10分前までに大学にも理由を添えて同様に連絡すること。 

実習の不足分は、担当教員の指示のもとに、後日、補習あるいは補充実習を行うことをもって充足

する。 

 

（７） 緊急時の欠席の取扱い 

警報時の実習の取り扱いについては、ガイダンス時に指示する。 

 

（８） 成績評価 

介護実習の成績評価は、配属実習先からの成績評価、並びに本学担当教員の評価の総合点をも

って行う。 

 

（９） 介護実習に伴う諸経費 

介護実習を行うにあたって、健康診断と細菌検査などが必要となる。 

また、予防接種並びに実習中に必要な食費・交通費・宿泊費・その他実習に係る費用は、学生の

自己負担とする。 
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３．介護総合演習について 
（１） 目的 

介護実習を行うにあたり、利用者の視点で考えることの大切さと実習生自身の実習への課題意識・

意欲が実習に不可欠な要素であることを理解する。 

実習が円滑に行われるよう、実習生に最低限求められる事項の確認を行い、十分な準備が実習を

充実させることを理解する。また、実習が身辺介助の介護技術の習熟のみを目指すのではなく、関わ

りの中で交流を図り、生活支援することを重視することを理解する。 

実習後は、障害者福祉や高齢者福祉の理念や思想に基づいた介護観や介護サービス利用者と

福祉職の在り方を見つめなおし、介護福祉観を養えるようにする。 

（２） 目標 

① 各段階期における実習目標に向けて実習の目的を明確化し、効果的な実習の動機づけを行う。 

② 体験実習の意義の重要性について理解する。 

③ 体験実習を通じて学校内で学んだ知識、技術、態度を具体的かつ実際的に理解できるように指 

導する。 

④ 習得した学校内諸学習を応用し、実践的な技術などを体得できるようにする。 

⑤ 介護福祉士としての自覚を促し、専門職に求められる資質、技能及び自己に求められる課題把

握など、総合的対応能力を習得できるようにする。 

⑥ 事例研究の進め方を学ぶ。 

（３） 実習前・中・後の指導内容 

① 実習前指導内容 

１） 実習の目的を知る 

・なぜ、実習が必要か、カリキュラム中の実習の意味と重要性を理解する。 

・介護実習Ⅰ、介護実習Ⅱの実習課題を把握する。 

２） 実習先の施設について一般的理解をする 

・施設の種類とサービス対象、サービス内容を確認して実習に臨む。 

・準拠法令などを調べて、理解する。 

・事前訪問後、実習側の諸注意事項について確認と必要な準備をする。 

３） 実習前記録用紙 

・実習前に必要な記録は、介護総合演習時に説明する。 

・各実習ごとに、事前に自己の実習目標を立てる。 

・さらに、事前に実習の目標が設定されたら、全実習期間の日々の実習目標を設定し、イメージ 

を描いて実習に臨む。目的意識を明確にし、文章化し記録になれるようにする。 

・実習が始まる前には、事前訪問を行い、実習に臨むための情報収集を行う。 

４） その他 

・実習先の施設との連絡は、学生自身が行うが、事前訪問時期・連絡時間帯・方法については 

指導を受けてから連絡をする。 

 

② 実習中指導内容 

１） スーパービジョン・カンファレンス 

実習中の指導は、実習指導者以外の介護福祉職から受けることも多い。利用者や施設や指

導者とのなれない環境から、はじめは戸惑うかもしれないが、はじめの一週間は、施設になれる

よう努力をするようにする。また、教員は巡回訪問に伺い、カンファレンスを持つようにする。その

際、司会者・記録者を決めておく。 
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３．介護総合演習について 
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・施設の種類とサービス対象、サービス内容を確認して実習に臨む。 

・準拠法令などを調べて、理解する。 

・事前訪問後、実習側の諸注意事項について確認と必要な準備をする。 

３） 実習前記録用紙 

・実習前に必要な記録は、介護総合演習時に説明する。 

・各実習ごとに、事前に自己の実習目標を立てる。 

・さらに、事前に実習の目標が設定されたら、全実習期間の日々の実習目標を設定し、イメージ 

を描いて実習に臨む。目的意識を明確にし、文章化し記録になれるようにする。 
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４） その他 

・実習先の施設との連絡は、学生自身が行うが、事前訪問時期・連絡時間帯・方法については 

指導を受けてから連絡をする。 

 

② 実習中指導内容 

１） スーパービジョン・カンファレンス 

実習中の指導は、実習指導者以外の介護福祉職から受けることも多い。利用者や施設や指

導者とのなれない環境から、はじめは戸惑うかもしれないが、はじめの一週間は、施設になれる

よう努力をするようにする。また、教員は巡回訪問に伺い、カンファレンスを持つようにする。その

際、司会者・記録者を決めておく。 

 

そこでは、実習前にたてた自己目標や学校の各実習の目標に対して検討をする。また、必要

に応じて、新しい自己目標の立て直しをする。カンファレンスの効果が上がるように、事前の準備

として、時間やテーマについて、計画的に準備し、指導者のアドバイスをきちんと受けられるよう

にしておくことが望ましい。このカンファレンスで意見交換や反省点・疑問点を記録し、自分自身

の経験を振り返る機会とする。 

２） 記録用紙 

実習中の記録用紙は、介護総合演習時に説明する。 

 

③ 実習直後の指導内容 

１） 提出物・お礼状 

実習全体を総まとめし、レポート作成する。 

自己の実習目標や各実習の目標に対しての反省を行う。 

実習でお世話になった施設にお礼状を出す。実習終了後、1週間以内を目安に成るべく早く出す。 

２） 記録用紙 

実習中の記録用紙は、介護総合演習時に説明する。 

 

④ 実習終了後の指導内容 

１） 専門職としての自己について考える。 

・ 福祉専門職について考える。 

・ 就職に向けてのイメージを持ち、自己の福祉職としての自己について考える。 

・ 利用者と福祉職のあり方や介護の方向性について自己の考えをまとめる。 

・ 他学生の体験を聞く。 

２） 実習報告会をもち、学生間の実習体験を共有し、新たな学習課題に向けて整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20

４．実習生の心得について 
（１） 学習面について 

① 実習の目的を十分理解しておくこと。 

② 施設の現状と課題については、文献・資料等で研究し、あらかじめ問題意識を高めておくこと。 

③ 実習中に探求すべき具体的テーマを各自で設定しておくこと。 

（２） 実習の円滑に実施するために 

① 学内オリエンテーションにおいて実習の概要説明を受け、実習施設からの連絡事項など必要事 

項を把握しておくこと。 

② 学内で指定する必要物品を早めにそろえておくこと。 

③ 健康状態に留意し、ベストコンディションで実習に臨むこと。 

（学内で指定する健康診断・細菌検査を受けること） 

④ 実習施設でのオリエンテーションを実習前に必ず出席すること 

ア） 実習施設に事前訪問の連絡をとる際の注意事項を聞いて、学生が自ら連絡を取ること。 

イ） 指定の日時に遅れないように施設訪問すること。 

ウ） 実習施設のオリエンテーションにおいては、施設の意向を的確に把握し、実習第一日目から充

実した実習ができるように心がけること。 

（３） 実習期間中の注意事項 

（１） 生活面での心得 

① 実習期間中は、実習施設の服務規程に従い、施設長をはじめ職員の指導を受け、施設の方

針を妨げないように努めなければならない。 

② 解らないことや、質問したいことは、必ず質問し、現状を理解した上で判断すること。 

③ 実習生の言動は、利用者に影響を与えるものであるから、常に施設職員としての良識に基づい

て判断し行動しなければならない。 

④ 実習は、将来の専門職としての準備であるが、学生としての良識を忘れず研鑚に努めなければ

ならない。 

ア） 出勤・退勤時間（実習時間）を守ること。（やむを得ず、遅刻・欠勤・早退する場合は、実習施

設と大学に連絡をすること） 

イ） 実習時間中に勝手に持ち場を離れないこと。 

⑤ 言葉使いや態度に気をつけること。 

ア） 指導者（施設職員）に対して、学生として礼儀正しく謙虚に対面すること。 

イ） 利用者に対して施設職員として明るく明快にふるまうこと。 

ウ） 保護者や外来者に対しては、実習生であることを明確にして対応すること。 

エ） 実習生同士であっても、実習中は礼儀正しくする。 

⑥ 施設内の備品の使用については、担当職員の許可を受け、管理に責任を持たなければならない。 

⑦ 実習生は、寮母・指導員・保育士・栄養士・看護師のあり方を見て、いつも手足と同時に頭も働

かせ、なぜ、いつ、なにを、どのようにするのかを、心に留めておくことが大切である。そして、傍

観者的立場ではなく、いつも利用者の視点に立って見たり、行動したりすることが必要である。 

⑧ 私用の電話は、施設周辺でも慎む。 

⑨ 宿泊する場合は、整理整頓を心がけ、戸締りや火の元に注意すること。 

⑩ 体調が悪いときは、実習指導者に申し出て休養する。 

無理をすると、自分だけでなく利用者に迷惑をかけることを自覚して行動する。 

⑪ 実習日誌は、毎日記入し、翌日実習指導担当者に提出する。 
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（４） 利用者への心得・配慮・職員との関係 

① 漠然と利用者を見ないで、利用者とともに楽しく時間を過ごしながら学習し、作業しながら考える 

ことが大切である。 

② 利用者の中に出来るだけ溶け込み、自分から声をかけていく。 

③ 利用者に対して、偏愛することなく、どの利用者にも公平に接すること。 

④ 特定の利用者から物品の授与・貸与・直接個人当ての通信などは、避けること。 

⑤ 利用者の様子がおかしいと感じたとき、すぐに回りの職員に知らせること。 

⑥ 利用者の観察を任せられたときは、全神経を集中して、事故に十分注意すること。 

自分に過分な行為であるならば、無理をせず、指導者に指導をうけながら行う。 

⑦ 利用者とのかかわりで、あらかじめ指示されたことについては必ず守ること。 

⑧ 実習中に知り得た利用者の情報は、みだりに外部へもらさないようにすること。 

⑨ 言葉をもたない利用者も多いが、言語によらないコミュニケーションについて、洞察力を獲得する

努力をしなければ、利用者の自立支援をすることは難しい。 

⑩ 対人援助の専門職は、利用者をありのままを受けいれるというが、言葉でいうほど簡単ではない。

むしろ、自分自身の行動や言動を振り返る自己洞察の機会とする。 

⑪ 建設的で良い人間関係をつくりあげるには、時間だけでなく、利用者と真剣に関わろうとする態度

が必要である。 

⑫ 体験だけでなく、許可を得てから、施設にある記録の資料をとおして利用者の介護計画の方向性

をさぐり、介護計画を立てながら、自己の介護方法を評価する。 

⑬ 施設職員を批判的に考察することはせず、なぜ、そうなっているのか、科学的に考えることが大切

である。 

⑭ 施設職員との人間関係も個人的甘えや感情を抜きにして、公的な人間関係を結ぶよう心がける。 
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Ⅸ 介護福祉士登録申請について 
 

 

１．「介護福祉士」となるには 
介護福祉士は、介護福祉士となる資格を有する者が、所定の事項について登録を受けることにより（法第

42条）、介護福祉士の資格を取得することができます。また、介護福祉士は、介護福祉士の名称を用いて、

専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある

者につき心身の状況に応じた介護（喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、

医師の指示の下に行なわれるもの（厚生労働省令で定めるものに限る。））を行ない、並びにその者及びそ

の介護者に対して介護に関する指導を行なうことを業とする者（法第2条）とされています。 

 

 

養成施設で介護福祉士となるには、 

介護福祉士養成施設で所定の科目を履修して卒業した者は、社会福祉士及び介護福祉士法第42条第

１項の規定により、介護福祉士となる資格を有し、登録申請を行って介護福祉士を取得してきましたが、以

下のように改正されました。 

 

「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成29年度から平成33年度末までに卒業する方は、所

定の単位を修得し、卒業後5年間は、介護福祉士になることができます。また、この間に国家試験に合格す

るか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録を継続すること

ができます。 

平成34年度以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることは

できません 

本学では、平成29年度（第30回）から、養成施設ルートが介護福祉士国家試験の受験資格となったこと

を受け、平成29年度の入学生より、介護福祉士の国家試験の受験を行います。 

いずれにしても、これまでと同様に、労働大臣から指定を受けている（財）社会福祉振興・試験センターに

介護福祉士の登録の申請を行い、登録を受けなければ介護福祉士の取得はできません。 

 

・ 受験申し込みの手続きについて 
・ 第34回（2021年度）介護福祉士国家試験の受験申し込み手続きの詳細は、2021年6月下旬頃、案内が

あります。 

受験申込書の受付（提出）期間は、2021年8月上旬から9月上旬の予定で、学校で一斉に申込みします。 

試験地 愛知県 
・ 試験科目 （11科目群） 

１. 人間の尊厳と自立、介護の基本 

 2. 人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 

 3. 社会の理解 

 4. 生活支援技術 

 5. 介護過程 

 6. 発達と老化の理解 

 7. 認知症の理解 

 8. 障害の理解 

 9. こころとからだのしくみ 
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10. 医療的ケア   

11. 総合問題 

 

・受験手数料（第33回）の場合 

15,300円 

 

・合格者の発表（第33回）の場合 

   3月下旬 

 

 

 

２．登録申請方法 
2月上旬に第１回登録申請ガイダンスを行う予定です。 

配布する｢資料｣に詳細が記載してあります。それに基づき登録申請の方法を説明いたします。 

卒業式終了後、3月下旬に通知と登録重要書類が届きましたら、登録の手続きに従い、登録の書類を作

成し、発送を各自で行います。なお、合格、不合格にかかわらず通知が来ましたら必ず担当者に連絡く

ださい。 

 

３．登録証の郵送 
登録申請書提出後（合格発表後提出）、概ね1ヵ月後にセンターから直接、自宅へ郵送されます。（登録

証は申請書に記入された現住所に郵送されますので、登録申請書には確実に登録証を受け取ることがで

きる住所を記載してもらいます。） 

 

４．提出書類等について（申請までに用意しておくもの） 
（１） 登録免許税（収入印紙9,000円分）※2枚に分けて購入（6,000円と3,000円） 

（２） 登録手数料・卒業証明書(厚生労働省指定の登録専用の卒業証明書) 

① 登録手数料（3,320円の払込受付証明書(お客様用)） 

（申請登録書類が届きましたら、貼付用紙所定の欄に全面糊付けして提出します。） 

② 卒業証明書…第1回登録申請ガイダンス後、卒業証明書の発行の手続きを現金にて行います。

※卒業証明書は卒業後、まとめて本学事務局より社会福祉振興・試験センターへ提出します。 

詳細は、随時、ガイダンスで説明します。 

    ③戸籍謄本、又は本籍地の記載のある住民票(本人確認のため) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅹ 授業科目の紹介 
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開講年度・開講学期 2021 年度 秋学期 授業コード 28530

科目 2853 介護福祉制度 授業種別 週間授業

担当教員 葛谷　潔昭 単位数 1

その他担当者

授業概要

本講義は、保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、以下の内容について学びます。（１）個や
集団、社会の単位で人間を理解する視点を養い、生活と社会の関係性を体系的に学習をする。（２）
対象者の生活の場としての地域という観点から、地域共生社会や地域包括ケアの基礎的な知識
を習得する。（３）日本の社会保障の基本的な考え方、しくみについて理解する。（４）高齢者
福祉、障害者福祉及び権利擁護等の制度・施策について、介護実践に必要な観点から、基礎的
な知識を習得する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①地域共生社会や地域包括ケアシステムの基本的な考え方としくみ、その実現のための制度・
　施策を理解し、説明することができる。
②社会保障の現状と課題や社会保障制度の基本的な考え方としくみを説明することができる。
③高齢者福祉制度の基本的な考え方としくみ、介護保険制度の内容を理解し、高齢者福祉の現
　状と課題を説明することができる。
④障害者福祉の現状と課題や障害者福祉制度の基本的な考え方としくみ、障害者総合支援法の
　内容を理解し説明することができる
⑤人間の尊厳と自立に関わる権利擁護や個人情報保護等、介護実践に関連する制度・施策の基
　本的な考え方としくみを理解し、説明することができる。

テキスト（教科書）

最新　介護福祉士養成講座 1『人間の理解』中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5761-8
最新　介護福祉士養成講座 2『社会の理解』中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5762-5

『介護福祉用語辞典』中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5094-7
『見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2022』  中央法規出版（2021 年 7 月刊行予定）

参考書および参考文献

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと　(30 分程度 )
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること (60 分程度 )
毎回、授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること (60 分程度 )
第 9回定期試験 (小テスト等の復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと )(120 分程度 )

成績評価 遅刻・早退や劣悪な受講態度は減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準

課題レポート・小テス
ト等

25％ 課題に対する適切な内容・記述となっているのか評価する。

受講態度等 25％ 授業の受講態度、授業の参加度で評価する。

定期試験 50％ 筆記試験にて、理解度を確認する

授業の実施方法と授業
計画

第１回　オリエンテーション
　　　　介護をめぐる社会状況（人口動態、人口予測、介護の費用等）
　　　　社会保障の基本的な考え方
        日本の社会保障制度の発達
        日本の社会保障制度の仕組みの基礎的理解
        生活と福祉における社会保障制度
第２回　高齢者保健福祉の動向
        高齢者保健福祉に関連する法体系
　　　　介護保険制度（１）
第３回　介護保険制度（２）、高齢者・障害者医療制度
第４回　障害者保健福祉の動向
        障害者保健福祉に関連する法体系
        障害者総合支援制度
　　　　障害児福祉と保育、療育
第５回　介護実践に関する福祉制度・施策
第６回　保健医療に関する制度・施策
第７回　貧困対策・生活困窮者支援に関する制度・施策
第８回　地域生活を支援する制度・施策

※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することもある

ナンバリング WSFM6001



28

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28540

科目 2854 介護福祉基礎学１ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 吉田　節子 単位数 2

その他担当者

授業概要

介護福祉士は介護サービスを提供する中核的な役割を担う国家資格である
人間理解と尊厳を学び介護における尊厳の保持・自立支援を理解する
介護福祉士の法的理解と専門職としての倫理を理解する
介護福祉士の専門職能団体について学ぶ
介護福祉士を取り巻く状況から求められる社会的役割について理解し、今後のキーワードとなる地域連携、
他職種協働について学ぶ

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ◎

授業の到達目標

・人間の尊厳と自立を学び、介護における尊厳の保持・自立支援について説明することができる
・介護福祉士を取り巻く状況から、介護福祉士誕生と社会的役割について説明することができる
・介護の歴史と介護問題の背景について説明することができる
・介護における生活支援・ 自立支援について説明することができる　　　　　　　　　　　
・介護福祉士を取り巻く状況から求められる介護福祉士像について説明することができる　　
・社会福祉士及び介護福祉士法の介護福祉士の定義と義務について説明することができる
・介護福祉士に求められる職業倫理、専門職能団体の活動について説明することができる　　
・利用者の人権と介護について説明することができる　　
・プライバシーの保護について説明することができる　　
・介護実践における他職種連携の意義・ 目的・ 活動について説明することができる
・介護実践における地域連携の意義 ・目的 ・活動について説明することができる　　

テキスト（教科書）

最新 介護福祉士養成講座第１巻『人間の理解』 編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　
 ISBN:978-4-8058-5761-8
最新介護福祉士養成講座 3巻『介護の基本Ⅰ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　
 ISBN:978-4-8058-5763-2
最新 介護福祉士養成講座第 4巻『介護の基本Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　
 ISBN:978-4-8058-5764-9
七訂介護福祉用語辞典 中央法規出版編集部 2015 年 中央法規出版 ISBN:978-4-8058-5094-7

参考書および参考文献
厚生労働省の各種資料
教材ビデオ
専門図書・新聞記事など随時プリント配布　

受講条件 履修条件はありません

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（2時間相当）
事前に、講義テーマに該当するテキストの内容を熟読する
毎回授業後に、授業で得た学びについて、ノートを作成する
授業後に、授業で指示されたテーマついてレポートを作成する
授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に出席する
第 16 回定期試験重点項目の復習を行う

成績評価
原則として毎回出席すること。授業の到達目標がどの程度達成できているかで評価します。
なお、遅刻、早退や劣悪な授業態度は減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 20％ 課題に対する適切な内容・記述になっているかを評価する

演習（グループワーク） 20％ グループワークの参加状況および貢献度を評価する

定期試験 60％ 筆記試験にて理解度を確認する

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　授業オリエンテーション　
　　　　 介護福祉士のイメージ
　　　　 小規模多機能型居宅介護事業所の DVD 学習
         施設サービス・在宅サービスから地域密着型サービスを知る
第 2 回　社会福祉士及び介護福祉士法の定義・義務を説明できる
第 3 回　介護福祉士に求められる職業倫理　日本介護福祉士会倫理綱領を説明できる
第 4 回　人間の尊厳と自立と介護における生活支援・自立支援を説明できる
第 5 回　介護福祉士を取り巻く状況を説明できる  
         人口構造と介護問題・子育て問題 ダブルケア支援の重要性
第 6 回　2015 年問題と 2025 年問題を説明できる
第 7 回　介護問題の社会的背景を説明できる
第 8 回　介護の歴史を説明できる                  　　　　　　
第 9 回　利用者の人権と介護　身体拘束禁止　虐待防止　プライバシーの保護を説明できる
第 10 回　介護福祉士の役割と機能を支える仕組み介護保険法と介護の現場を説明できる　
第 11 回　介護福祉士の役割と機能を支える仕組み障害者総合支援法と介護の現場を説明できる
第 12 回　介護実践における多職種連携・医療職との連携を説明できる　
第 13 回　介護実践における多職種連携・福祉職との連携を説明できる
第 14 回　介護実践における地域連携・他の人々との連携を説明できる
第 15 回　授業全体のまとめ　補足内容 Q ＆ A　学力評価試験・国家試験対策
※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することもある

ナンバリング WSDKM6001
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28540

科目 2854 介護福祉基礎学１ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 吉田　節子 単位数 2

その他担当者

授業概要

介護福祉士は介護サービスを提供する中核的な役割を担う国家資格である
人間理解と尊厳を学び介護における尊厳の保持・自立支援を理解する
介護福祉士の法的理解と専門職としての倫理を理解する
介護福祉士の専門職能団体について学ぶ
介護福祉士を取り巻く状況から求められる社会的役割について理解し、今後のキーワードとなる地域連携、
他職種協働について学ぶ

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ◎

授業の到達目標

・人間の尊厳と自立を学び、介護における尊厳の保持・自立支援について説明することができる
・介護福祉士を取り巻く状況から、介護福祉士誕生と社会的役割について説明することができる
・介護の歴史と介護問題の背景について説明することができる
・介護における生活支援・ 自立支援について説明することができる　　　　　　　　　　　
・介護福祉士を取り巻く状況から求められる介護福祉士像について説明することができる　　
・社会福祉士及び介護福祉士法の介護福祉士の定義と義務について説明することができる
・介護福祉士に求められる職業倫理、専門職能団体の活動について説明することができる　　
・利用者の人権と介護について説明することができる　　
・プライバシーの保護について説明することができる　　
・介護実践における他職種連携の意義・ 目的・ 活動について説明することができる
・介護実践における地域連携の意義 ・目的 ・活動について説明することができる　　

テキスト（教科書）

最新 介護福祉士養成講座第１巻『人間の理解』 編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　
 ISBN:978-4-8058-5761-8
最新介護福祉士養成講座 3巻『介護の基本Ⅰ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　
 ISBN:978-4-8058-5763-2
最新 介護福祉士養成講座第 4巻『介護の基本Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　
 ISBN:978-4-8058-5764-9
七訂介護福祉用語辞典 中央法規出版編集部 2015 年 中央法規出版 ISBN:978-4-8058-5094-7

参考書および参考文献
厚生労働省の各種資料
教材ビデオ
専門図書・新聞記事など随時プリント配布　

受講条件 履修条件はありません

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（2時間相当）
事前に、講義テーマに該当するテキストの内容を熟読する
毎回授業後に、授業で得た学びについて、ノートを作成する
授業後に、授業で指示されたテーマついてレポートを作成する
授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に出席する
第 16 回定期試験重点項目の復習を行う

成績評価
原則として毎回出席すること。授業の到達目標がどの程度達成できているかで評価します。
なお、遅刻、早退や劣悪な授業態度は減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 20％ 課題に対する適切な内容・記述になっているかを評価する

演習（グループワーク） 20％ グループワークの参加状況および貢献度を評価する

定期試験 60％ 筆記試験にて理解度を確認する

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　授業オリエンテーション　
　　　　 介護福祉士のイメージ
　　　　 小規模多機能型居宅介護事業所の DVD 学習
         施設サービス・在宅サービスから地域密着型サービスを知る
第 2 回　社会福祉士及び介護福祉士法の定義・義務を説明できる
第 3 回　介護福祉士に求められる職業倫理　日本介護福祉士会倫理綱領を説明できる
第 4 回　人間の尊厳と自立と介護における生活支援・自立支援を説明できる
第 5 回　介護福祉士を取り巻く状況を説明できる  
         人口構造と介護問題・子育て問題 ダブルケア支援の重要性
第 6 回　2015 年問題と 2025 年問題を説明できる
第 7 回　介護問題の社会的背景を説明できる
第 8 回　介護の歴史を説明できる                  　　　　　　
第 9 回　利用者の人権と介護　身体拘束禁止　虐待防止　プライバシーの保護を説明できる
第 10 回　介護福祉士の役割と機能を支える仕組み介護保険法と介護の現場を説明できる　
第 11 回　介護福祉士の役割と機能を支える仕組み障害者総合支援法と介護の現場を説明できる
第 12 回　介護実践における多職種連携・医療職との連携を説明できる　
第 13 回　介護実践における多職種連携・福祉職との連携を説明できる
第 14 回　介護実践における地域連携・他の人々との連携を説明できる
第 15 回　授業全体のまとめ　補足内容 Q ＆ A　学力評価試験・国家試験対策
※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することもある

ナンバリング WSDKM6001

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28550

科目 2855 介護福祉基礎学２ 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 1

その他担当者

授業概要

介護の対象者の特徴と介護福祉士の倫理綱領から、利用者と介護従事者のリスクを軽減するた
め①～⑤についてのリスクマネジメントについて学ぶ。
特に、下記①介護従事者の感染予防の知識・技術について予習、復習を確実に行いながら進め
てほしい。
①介護従事者の感染予防を理解する
②介護職が行う防火・防災対策、災害への対応を理解する
③利用者の生活する場の在宅や施設の安全対策を理解する
④医療行為に該当しない内容・薬剤の基礎知識を理解する
⑤介護職のための労働安全・介護従事者のストレス・バーンアウトを理解する

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○ ○

授業の到達目標

①介護従事者の職業倫理からリスクマネジメントの必要性が理解できる
②介護のおける安全の確保とリスクマネジメントを理解できる　　　　　　　　　　　　　　
③介護従事者の安全を理解できる
④厚生労働省が提示した標準感染予防策と感染発生時 の備えを理解し実施できる。

テキスト（教科書）
最新介護福祉士養成講座 3 巻『介護の基本Ⅰ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　 
ISBN 978-4-8058-5763-2
七訂介護福祉用語辞典 中央法規出版編集部 2015 年 中央法規出版 ISBN 978-4-8058-5094-7

参考書および参考文献
「介護福祉士国家試験　受験ワークブック 2021 上」介護福祉士国家試験受験ワークブック編集
委員会 中央法規 6 月出版予定

受講条件 履修条件はありません

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（2時間相当）
シラバスを参考にして、予めテキストや資料に目を通しておくこと  復習をしておくこと

成績評価 以下のとおりです。

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 20％ 課題に対して適切な内容になっているかを確認します。

定期試験 60％ 筆記試験により、理解度を確認します。

演習（グループワーク）20％
グループワークを通して、自分の意見が言え他者の意見を取り入れて
いるか確認する。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　授業の進め方と内容説明
　　　　　＜復習＞介護の対象となる方々の課題、介護職の倫理の課題、介護福祉士の定義から介護福祉士
　　　　　　　　　に求められるリスクマネジメントの必要性が理解できる
第 2 回　介護の現場に感染防止どうしているの学生から質問インタビュー　NO.1　
　　     ＜予習＞介護の現場に感染防止どうしているのか、質問を考えておく
　　     ＜復習＞日々、介護現場の方々へ感想とエールを送る内容を考える
第 3 回～第 10 回までは介護従事者の感染予防を理解するについての予習・復習は以下の通り
　　     ＜予習＞資料の該当項目を読んでわからないを書いておく
　　     ＜復習＞確認テストで感染予防の課題に取り組む 
第 3 回　1. 介護サービス提供の場で行う感染対策　
第 4 回　2. 標準予防策と感染経路別予防策
第 5 回　3. 感染拡大防止のための職員の健康管理　
 4. 生活の場における高齢者の健康管理　
第 6 回　5. 介護サービスを提供する際の衛生管理　
第 7 回　6. 手洗い、個人防護具の適切な使用
第 8 回　7. 感染予防策を踏まえた介護・看護ケア（平常時・感染症流行時）
第 9 回　8. 感染症発生時の対応（濃厚接触者・陽性者発生時を含む） 
第 10 回　9. 家族等への支援　
第 11 回 災害に強い施設とは　事業継続計画 BCP
　　　　 被災地熊本　今どうしている /介護の現場にインタビュー　逆遠隔支援講義　NO.2
　　     ＜予習＞被災後の施設からアドバイスを頂く、質問を考えてお　　　
　　     ＜復習＞災害に強い施設とは　感想
第 12 回　介護職が行う防火・防災対策、災害への対応　演習）防災ゲーム KIZUKI
　　     ＜予習＞テキストの介護職が行う防火・防災対策を読む
　　     ＜復習＞防災ゲーム KIZUKI から何を学ぶか
第 13 回 利用者の生活する場の在宅や施設の安全対策を理解する　図式使用　　　　　
　　     ＜予習＞テキストの在宅・施設の安全対策を読む　
 ＜復習＞在宅・施設における安全対策に振り返る
第 14 回 医療行為に該当しない内容・薬剤の基礎知識　演習）内服薬の介助と点眼薬の介助
　　     ＜予習＞医療行為に該当しない内容　高齢者の身体と薬の影響・薬剤介助時の介護・内服薬の介
　　　　　　　　　助と点眼薬の介助
　　     ＜復習＞確認テストで復習する
第 15 回 介護職のための労働安全・介護従事者のストレス・バーンアウトを理解する
　　     ＜予習＞テキストの介護職のための労働安全・介護従事者のストレス・バーンアウトを読む　
　　     ＜復習＞労働安全・ストレス・バーンアウトについて振り返る

ナンバリング WSBM6001
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28560

科目 2856 介護福祉基礎学３ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 村上　貴子 単位数 2

その他担当者 葛谷　潔昭

授業概要

本講義は、保育士養成施設で学んだ内容を踏まえて、地域生活における家族・地域・社会の機能と仕組みについて学び、地域共生社会を目指
す試みと実践活動を行う。
以上から、人間らしい生活を営むために、介護福祉士として地域の生活支援のあり方について学ぶ。
　複雑化・多様化・高度化する介護を必要とする乳幼児から高齢者の主にインフォーマルな支援について理解し、地域共生社会における地域
の生活支援について学ぶ。
具体的には、フードバンク及び子ども食堂の社会的活動を通して、家庭生活の基本機能、家族の機能と役割、地域の特性とコミュニティ、自
助や共助や公助のあり方、地域の暮らしを支える地域住民同士の活動のあり方について学ぶ。

「地域共生社会」の考え方と「地域包括ケアシステムのしくみ」等、その社会や制度の実現を支えている住民活動に参加する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①社会と生活の仕組みについて説明できる。
②生活の基本機能について説明できる。
③家族の機能について説明できる。
④社会、組織と役割について説明できる。
⑤地域の機能について説明できる。
⑥地域生活を支えるインフォーマルな活動に参加し、その意義が説明できる。
⑦乳幼児から高齢者が地域で生き生きと暮らすためにどのような支援を地域でしていけばいいのか説明できる。
⑧地域の暮らしを支える地域住民同士の活動どのような支援があるのか説明ができる。
⑨尊厳、自立の視点から「地域包括ケアシステムのしくみ」や「地域共生社会」の実現を支えている住民活動の効果と課題について説明できる。

テキスト（教科書）

1.最新介護福祉士養成講座　第３巻『介護の基本Ⅰ』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5763-2
2. 最新介護福祉士養成講座　第４巻『介護の基本Ⅱ』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5764-9
3. 最新介護福祉士養成講座　第１巻『人間の理解』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5761-8
4. 最新介護福祉士養成講座　第２巻『社会の理解』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5762-5
5.『介護福祉用語辞典』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5094-7
6.『見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2022』　中央法規出版（2021 年 7 月刊行予定）

参考書および参考文献

受講条件 受講条件はありません。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（30 分程度）
毎回、授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）

成績評価
授業の到達目標がどの程度達成できているかで評価します。
なお、遅刻、早退や劣悪な受講態度は減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準
課題・発表・態度 20％ 授業中の発表・発言（態度・姿勢も含む）

提出物 20％ 必ず期限を守り提出をする。

定期試験 60％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

【村上】　　
≪春学期≫
第 １回　ガイダンス　　　　
事前学習：シラバスを読んでおく
事後学習：フードバンクとはどのような活動なのかまとめる
第 ２回　フードバンクの役割と現状　　
事前学習：フードバンクの役割を調べる　https://www.asahi.com/articles/ASP146QFFP14IIPE00K.html
事後学習：フードバンクの役割と現状を復習する
第 ３回　NPO 法人東三河フードバンクの活動と現状　　
事前学習：NPO 法人東三河フードバンクについて調べる　http://hmfb.jp/
事後学習：NPO 法人東三河フードバンクの活動の現状と地域のつながりと地域資源の重要性をまとめる
第 ４回　NPO 法人東三河フードバンクの活動と現状（外部講師：フードバンク職員による講義）
≪フードバンクの課題・地域の課題と社会資源をつなぐフードバンクの意義≫

「地域社会とコミュニティ（地域社会の特性と機能）」　
事後学習：感想を提出する
第 ５回～第６回　東三河フードバンクの活動実践に参加
第 ７回　まとめ　事後学習：感想
≪秋学期≫
第 ８回　子ども食堂の役割と現状　
事前学習：子ども食堂の役割と現状を調べる、自分の地域で行われている箇所を調べる
事後学習：子ども食堂の役割と現状と課題を振り返る　
第 ９回　子ども食堂の役割と現状（外部講師）
事後学習：感想を提出する
第 10 回～第 11 回　子ども食堂の活動実践に参加（保育園での子ども食堂）
事後学習：感想≪子ども食堂の課題・子どもと社会資源とつなげる子ども食堂の意義≫
第 12 回～第 13 回　子ども食堂の活動実践に参加（グループホームでの子ども食堂）
事後学習：感想≪子ども食堂の課題・子どもと社会資源とつなげる子ども食堂の意義≫
第 14 回　地域生活を支えるインフォーマルな活動の意義についてまとめる
第 15 回　まとめ

【葛谷】　事前事後の学習は、第 16 回～ 30 回は授業内で示していく
≪春学期≫
第 16 回　「家庭生活の基本機能（生活とは）」
第 17 回　「生活の構成要素（労働と教育と健康のつながり）」
第 18 回　「家族とは（家族の定義）
第 19 回　「家族の機能と役割（家族観の多様化）」
第 20 回　「地域社会と都市化」
第 21 回　「社会、組織の機能と役割」
第 22 回　「複雑化・多様化・高度化する介護」　 
≪秋学期≫
第 23 回　「地域社会と過疎化」 
第 24 回　「介護を必要とする乳幼児から高齢者の生活課題」
第 25 回　「生活を支える支援・地域共生社会の実現に向けた制度や施策」
第 26 回　「地域共生社会・地域包括ケアの限界と克服」
第 27 回　「地域連携と介護福祉士、社会資源」　
第 28 回　「介護福祉士の視点からの地域福祉の発展への課題」
第 29 回　「介護福祉士の視点からの地域福祉の発展への期待」
第 30 回　まとめ
ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することもある

ナンバリング WSKLM6001
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28560

科目 2856 介護福祉基礎学３ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 村上　貴子 単位数 2

その他担当者 葛谷　潔昭

授業概要

本講義は、保育士養成施設で学んだ内容を踏まえて、地域生活における家族・地域・社会の機能と仕組みについて学び、地域共生社会を目指
す試みと実践活動を行う。
以上から、人間らしい生活を営むために、介護福祉士として地域の生活支援のあり方について学ぶ。
　複雑化・多様化・高度化する介護を必要とする乳幼児から高齢者の主にインフォーマルな支援について理解し、地域共生社会における地域
の生活支援について学ぶ。
具体的には、フードバンク及び子ども食堂の社会的活動を通して、家庭生活の基本機能、家族の機能と役割、地域の特性とコミュニティ、自
助や共助や公助のあり方、地域の暮らしを支える地域住民同士の活動のあり方について学ぶ。

「地域共生社会」の考え方と「地域包括ケアシステムのしくみ」等、その社会や制度の実現を支えている住民活動に参加する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①社会と生活の仕組みについて説明できる。
②生活の基本機能について説明できる。
③家族の機能について説明できる。
④社会、組織と役割について説明できる。
⑤地域の機能について説明できる。
⑥地域生活を支えるインフォーマルな活動に参加し、その意義が説明できる。
⑦乳幼児から高齢者が地域で生き生きと暮らすためにどのような支援を地域でしていけばいいのか説明できる。
⑧地域の暮らしを支える地域住民同士の活動どのような支援があるのか説明ができる。
⑨尊厳、自立の視点から「地域包括ケアシステムのしくみ」や「地域共生社会」の実現を支えている住民活動の効果と課題について説明できる。

テキスト（教科書）

1.最新介護福祉士養成講座　第３巻『介護の基本Ⅰ』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5763-2
2. 最新介護福祉士養成講座　第４巻『介護の基本Ⅱ』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5764-9
3. 最新介護福祉士養成講座　第１巻『人間の理解』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5761-8
4. 最新介護福祉士養成講座　第２巻『社会の理解』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5762-5
5.『介護福祉用語辞典』　中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5094-7
6.『見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2022』　中央法規出版（2021 年 7 月刊行予定）

参考書および参考文献

受講条件 受講条件はありません。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（30 分程度）
毎回、授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）

成績評価
授業の到達目標がどの程度達成できているかで評価します。
なお、遅刻、早退や劣悪な受講態度は減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準
課題・発表・態度 20％ 授業中の発表・発言（態度・姿勢も含む）

提出物 20％ 必ず期限を守り提出をする。

定期試験 60％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

【村上】　　
≪春学期≫
第 １回　ガイダンス　　　　
事前学習：シラバスを読んでおく
事後学習：フードバンクとはどのような活動なのかまとめる
第 ２回　フードバンクの役割と現状　　
事前学習：フードバンクの役割を調べる　https://www.asahi.com/articles/ASP146QFFP14IIPE00K.html
事後学習：フードバンクの役割と現状を復習する
第 ３回　NPO 法人東三河フードバンクの活動と現状　　
事前学習：NPO 法人東三河フードバンクについて調べる　http://hmfb.jp/
事後学習：NPO 法人東三河フードバンクの活動の現状と地域のつながりと地域資源の重要性をまとめる
第 ４回　NPO 法人東三河フードバンクの活動と現状（外部講師：フードバンク職員による講義）
≪フードバンクの課題・地域の課題と社会資源をつなぐフードバンクの意義≫

「地域社会とコミュニティ（地域社会の特性と機能）」　
事後学習：感想を提出する
第 ５回～第６回　東三河フードバンクの活動実践に参加
第 ７回　まとめ　事後学習：感想
≪秋学期≫
第 ８回　子ども食堂の役割と現状　
事前学習：子ども食堂の役割と現状を調べる、自分の地域で行われている箇所を調べる
事後学習：子ども食堂の役割と現状と課題を振り返る　
第 ９回　子ども食堂の役割と現状（外部講師）
事後学習：感想を提出する
第 10 回～第 11 回　子ども食堂の活動実践に参加（保育園での子ども食堂）
事後学習：感想≪子ども食堂の課題・子どもと社会資源とつなげる子ども食堂の意義≫
第 12 回～第 13 回　子ども食堂の活動実践に参加（グループホームでの子ども食堂）
事後学習：感想≪子ども食堂の課題・子どもと社会資源とつなげる子ども食堂の意義≫
第 14 回　地域生活を支えるインフォーマルな活動の意義についてまとめる
第 15 回　まとめ

【葛谷】　事前事後の学習は、第 16 回～ 30 回は授業内で示していく
≪春学期≫
第 16 回　「家庭生活の基本機能（生活とは）」
第 17 回　「生活の構成要素（労働と教育と健康のつながり）」
第 18 回　「家族とは（家族の定義）
第 19 回　「家族の機能と役割（家族観の多様化）」
第 20 回　「地域社会と都市化」
第 21 回　「社会、組織の機能と役割」
第 22 回　「複雑化・多様化・高度化する介護」　 
≪秋学期≫
第 23 回　「地域社会と過疎化」 
第 24 回　「介護を必要とする乳幼児から高齢者の生活課題」
第 25 回　「生活を支える支援・地域共生社会の実現に向けた制度や施策」
第 26 回　「地域共生社会・地域包括ケアの限界と克服」
第 27 回　「地域連携と介護福祉士、社会資源」　
第 28 回　「介護福祉士の視点からの地域福祉の発展への課題」
第 29 回　「介護福祉士の視点からの地域福祉の発展への期待」
第 30 回　まとめ
ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することもある

ナンバリング WSKLM6001

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28570

科目 2857 介護福祉基礎学４ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 皿井　幸代 単位数 2

その他担当者

授業概要

本講座の第 1回～第 15 回の前半に、福祉レクリエーションについて学ぶ。
介護やレクリエーション活動実践のために必要な人間の理解や、他者への情報伝達に必要な基礎的コミュニケーション能
力を養う。また、楽しさを通した心の元気を回復するレクリエーション及びレクリエーション支援について理解する。
また、第 16 回～第 30 回の後半は、介護実践における多職種連携（チームアプローチ）について学ぶ。介護におけるチー
ムのコミュニケーションについて学び、介護の専門職からの視点と記録のありかたを理解する。介護は、子どもから高齢
者の健康と生活を支援することであるため、どのような職種がサポートをしているのかを知る。具体的には、他の福祉職
種の機能と役割、連携（チームアプローチ）の意義と効果について学ぶ。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

病気やケガをした後の障害による生活しづらさはさらにコロナの影響で生活しづらく精神的、身体的に影響を考え、すべ
ての人間にレクリエーションは必要であると理解する。コロナの影響から高齢者や障害者がどのような生活環境になって
いるかを自分自身の社会的環境から認識する
・COVIC19 コロナウイルス感染症が蔓延して、高齢者や障害者の身体的、精神的にどのような影響を与えたかその実際を知る。
・どのようなレクリエーションを実際しているのかを知り、レクリエーションの意義を実技を通じて体感する
・高齢者や障害者の状況を想定しながらレクリエーションやコミュニケーションを計画し実施する。
・保健・医療・福祉・教育の専門職の役割と機能について説明できる。　　　　　　　　　　
・フォーマル・インフォーマルな支援にどのようなものがあるか社会資源について説明できる。

テキスト（教科書）

最新 介護福祉士養成講座第 4巻『介護の基本Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版
　 ISBN:978-4-8058-5764-9
最新 介護福祉士養成講座第 5巻『介護の基本Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版
　 ISBN:978-4-8058-5765-6

参考書および参考文献

■いますぐ使える福祉レクリエーション　アセスメントの視点をもって援助する　池良弘　　
中央法規　ISBN：9784805823408
■新・介護福祉士養成講座　７生活支援技術Ⅱ　第３版 
■図説ケアチーム　中央法規
■介護・福祉リーダーのためのチームマネジメント　中央法規
■介護福祉士がすすめる多職種連携　中央法規

受講条件 履修条件はありません。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
　毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（60 分程度）
　授業内で指示する内容について、事前に調べたり、作成したりして授業に参加すること（60 分程度）
中間試験・定期試験（小テスト等の復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと）（120 分程度）
新聞記事や TV など「福祉」や「介護」に関する内容に関心を持って目を通しておきましょう。
身近にみえる「介護を必要とされる方」があればいろいろ話を聞きましょう。

成績評価 原則として毎回出席すること。授業の到達目標がどの程度できているかで評価します。なお、遅刻、早退や劣悪な受講態
度は減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準
課題レポート・ログ 20％ 課題及び授業内容に対して適切な内容・記述になっているかで評価します。

グループワーク・演習 15％ 課題に取り組む態度や理解度を確認し評価する。

小テスト 15％ 講義内容の理解度を確認する。

定期試験 50％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　ガイダンス
　　　　 復習）介護福祉士は、食事や排せつや移動といった生活介護以外に高齢者や障がい（児）者の快適な生活を送ることができるよう福祉レクリエー
　　　　　　　 ションをする。
　　　　 予習）COVIC19（コロナウイルス）感染症が蔓延して、高齢者や障害者の身体的、精神的にどのような影響を与えたか考える。
第 2 回　そもそもレクリエーションって何だろう？　
　　　　 障害者や高齢者にとっての福祉とレクリエーションの関係を COVIC19（コロナウイルス）感染症から考える
　　　　 復習）そもそも人間にとってレクリエーションと何かについて考え、新型コロナによる身体的、精神的影響を想像してみる
　　　　 ※介護レク広場　https://www.kaigo-rec.com/TRecreationInformations/search　をみて、「作る・描く」「体を動かす」「考える」「歌う」楽しそ
　　　　　 うなものを見つけておく。
第 3 回　通所介護で行っている福祉レクリエーションが目指しているもの　
　　　　 ～まずは楽しむこと～
　　　　 復習）通所介護で行っている福祉レクリエーションで配慮することとは
第 4 回　通所介護で行っている福祉レクリエーションが目指しているもの
　　　　 ～脳が動く？　脳を動かす？　～基本はヨミ・カキ・ソロバン～
　　　　 復習）通所介護で行っている福祉レクリエーションで配慮することとは
第 5 回　通所介護で行っている福祉レクリエーションが目指しているもの
　　　　 ～転ばぬ先の足　介護予防は何予防？難しいそうでカンタンなこと～
　　　　 復習）通所介護で行っている福祉レクリエーションで配慮することとは
第 6 回　通所介護で行っている福祉レクリエーションの実際
　　　　 ～身近なもので身近にあそぶ①　～自立する福祉レクリエーション～
　　　　 復習）通所介護で行っている福祉レクリエーションで配慮することとは
第 7 回　通所介護で行っている福祉レクリエーションの実際
　　　　 ～身近なもので身近にあそぶ②　～成長する福祉レクリエーション～
　　　　 復習）通所介護で行っている福祉レクリエーションで配慮することとは
第 8 回　障がいを持っている人？障がいがある人？　～サポートの方法と考え方～
　　　　 復習）障がいを持っている人、障がいがある人の福祉レクリエーションで配慮することとは
　　　　 予習）介護レク広場　https://www.kaigo-rec.com/TRecreationInformations/search　等を参考にして、「作る・描く」「体を動かす」「考える」「歌
　　　　　　　 う」楽しそうなものを見つけておく。　これ以外でもよい。　第 9回～第 11 回の参考にする
第 9 回　～感じる・創造する～福祉レクリエーション①　
第 10 回　～工夫する・創造する～福祉レクリエーション②　　　
第 11 回　～生活とつなげる～福祉レクリエーション③
第 12 回　～高齢者が出かけることの意味とサポートの方法～
第 13 回  福祉レクリエーションはコミュニケーションのために①～大切なのは？～
第 14 回  福祉レクリエーションはコミュニケーションのために②～共存・共感がなぜ大事
第 15 回　まとめ
第 16 回　ガイダンス　介護におけるチームのコミュニケーションと多職種連携
第 17 回　介護における多職種連携の意義と課題
第 18 回　他職種の理解１
第 19 回　福祉サービスチームの特徴　ケアチームとリスクマネジメント
第 20 回　チームとは何か、ケアチームの概念、チームワークについて考える
第 21 回　福祉におけるリーダーの役割　自分にあったリーダーシップを身につける
第 22 回　1) 記録による情報の共有化
　　　　 介護における記録の意義、目的 /介護に関する記録の種類 /記録の方法、留意点
第 23 回　2）記録による情報の共有化　記録の管理
　　　　 介護記録の共有化 /情報通信技術（ICT）を活用した記録の意義、活用の留意点
　　　　 介護記録における個人情報保護　介護記録の活用 /その他　　　　　
第 24 回  3）報告
　　　　 報告の意義、目的 /報告・連絡・相談の方法、留意事項 /その他
第 25 回　4) 会議　会議の意義、目的
　　　　 会議の種類 /会議の方法、留意点 /その他
第 26 回　実際の会議の在り方　多職種連携　　
第 27 回　通所介護・通所リハビリにおける多職種連携
第 28 回　介護老人福祉施設・介護老人保健施設における多職種連携
第 29 回　障害児支援施設における多職種連携１
第 30 回　まとめ 
※受講生の状況により順番が変更する場合もあります。
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28600

科目 2860 コミュニケーション技術１ 授業種別 週間授業

担当教員 葛谷　潔昭 単位数 1

その他担当者

授業概要

介護の基本となる人間同士のコミュニケーション能力を高齢者とのレクリエーションを通して
習得します。
講義の中で支援計画を作成し実践力を養います。また、介護実習Ⅰでコミュニケーション支援
計画作成し実習とリンクします。
介護福祉士は、介護の対象となる人にとっての尊厳や自立を考慮することが重要であるため、
介護福祉士としてのコミュニケーションのあり方の評価について学びます。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

１．対人援助関係におけるコミュニケーションの意義と目的や技法（話を聴く技法・質問の技法）
　　を説明することができる。
２．介護福祉士に求められるコミュニケーションの基本を説明することができる。
３．介護福祉士は介護技術の提供を通して利用者とのコミュニケーションの際に身につけてお
　　かねばならない技術（感情表現を察する・納得と同意を得る・相談・助言・指導の技法・
　　利用者の意欲を引き出す方法・利用者と家族を調整する方法・複数の利用者のいる場合の
　　技法）を説明することができる。
４．事例や実践を通して①～③について、自己を振り返ることができる。

テキスト（教科書）

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
ISBN：978-4-8058-5765-6

『介護福祉用語辞典』中央法規出版　ISBN：978-4-8058-5094-7
『見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2022』  中央法規出版（2021 年 7 月刊行予定）

参考書および参考文献
『介護専門職のための声がけハンドブック』諏訪茂樹著　中央法規出版
『五感で磨くコミュニケーション』　平本相武著　日経文庫　

受講条件 なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各回 2時間相当）
毎授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと。
1. 毎授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること。
2. 授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること。
3. 第 16 回定期試験（小テスト等の復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと）

成績評価
・原則として毎回出席すること。
・数回の小レポートと小テスト、毎回の受講姿勢を加味する
・期末試験

評価項目 割合 評価基準

課題レポート・小テスト 25％ 課題に対する適切な内容・記述になっているのかを評価する。

受講態度等 25％ 授業の受講態度、授業の参加度等で評価する。

定期試験 50％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回．介護におけるコミュニケーションの基本（自己覚知）
第 2 回．人間関係の形成の基礎　(自己覚知・他者理解 )
第 3 回．対人関係・コミュニケーションの意義・目的・役割
第 4 回．コミュニケーションの技法（１）対人距離 (物的・心理的 )
第 5 回．高齢者、障害児・者の状況に応じたコミュニケーション支援と求められるレクリエー   
　　　　 ションとは
第 6 回．介護レクリエ―ションとは　介護レクリエーション支援の具体例
第 7 回．コミュニケーションを促がす環境について
第 8 回．コミュニケ―ションの技法（２）言語的コミュニケーション・非言語的コミュニケーション
第 9 回．コミュニケ―ション技法（３）受容・共感　
第 10 回．コミュニケーションの技法（４）傾聴
第 11 回．道具を用いた言語的コミュニケ―ション（１）機器を利用して
第 12 回．道具を用いた言語的コミュニケーション（２）記述を利用して
第 13 回．介護場面における利用者とのコミュニケーション支援
第 14 回．個性を引き出す支援とは、そのためのコミュニケーションとは
第 15 回．総まとめ　介護福祉士、援助者にとってのコミュニケーションとその支援、その技術とは

※講義の内容は、進行状況により変更されることがあります
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28600

科目 2860 コミュニケーション技術１ 授業種別 週間授業

担当教員 葛谷　潔昭 単位数 1

その他担当者

授業概要

介護の基本となる人間同士のコミュニケーション能力を高齢者とのレクリエーションを通して
習得します。
講義の中で支援計画を作成し実践力を養います。また、介護実習Ⅰでコミュニケーション支援
計画作成し実習とリンクします。
介護福祉士は、介護の対象となる人にとっての尊厳や自立を考慮することが重要であるため、
介護福祉士としてのコミュニケーションのあり方の評価について学びます。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

１．対人援助関係におけるコミュニケーションの意義と目的や技法（話を聴く技法・質問の技法）
　　を説明することができる。
２．介護福祉士に求められるコミュニケーションの基本を説明することができる。
３．介護福祉士は介護技術の提供を通して利用者とのコミュニケーションの際に身につけてお
　　かねばならない技術（感情表現を察する・納得と同意を得る・相談・助言・指導の技法・
　　利用者の意欲を引き出す方法・利用者と家族を調整する方法・複数の利用者のいる場合の
　　技法）を説明することができる。
４．事例や実践を通して①～③について、自己を振り返ることができる。

テキスト（教科書）

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
ISBN：978-4-8058-5765-6
『介護福祉用語辞典』中央法規出版　ISBN：978-4-8058-5094-7
『見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2022』  中央法規出版（2021 年 7 月刊行予定）

参考書および参考文献
『介護専門職のための声がけハンドブック』諏訪茂樹著　中央法規出版
『五感で磨くコミュニケーション』　平本相武著　日経文庫　

受講条件 なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各回 2時間相当）
毎授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと。
1. 毎授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること。
2. 授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること。
3. 第 16 回定期試験（小テスト等の復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと）

成績評価
・原則として毎回出席すること。
・数回の小レポートと小テスト、毎回の受講姿勢を加味する
・期末試験

評価項目 割合 評価基準

課題レポート・小テスト 25％ 課題に対する適切な内容・記述になっているのかを評価する。

受講態度等 25％ 授業の受講態度、授業の参加度等で評価する。

定期試験 50％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回．介護におけるコミュニケーションの基本（自己覚知）
第 2 回．人間関係の形成の基礎　(自己覚知・他者理解 )
第 3 回．対人関係・コミュニケーションの意義・目的・役割
第 4 回．コミュニケーションの技法（１）対人距離 (物的・心理的 )
第 5 回．高齢者、障害児・者の状況に応じたコミュニケーション支援と求められるレクリエー   
　　　　 ションとは
第 6 回．介護レクリエ―ションとは　介護レクリエーション支援の具体例
第 7 回．コミュニケーションを促がす環境について
第 8 回．コミュニケ―ションの技法（２）言語的コミュニケーション・非言語的コミュニケーション
第 9 回．コミュニケ―ション技法（３）受容・共感　
第 10 回．コミュニケーションの技法（４）傾聴
第 11 回．道具を用いた言語的コミュニケ―ション（１）機器を利用して
第 12 回．道具を用いた言語的コミュニケーション（２）記述を利用して
第 13 回．介護場面における利用者とのコミュニケーション支援
第 14 回．個性を引き出す支援とは、そのためのコミュニケーションとは
第 15 回．総まとめ　介護福祉士、援助者にとってのコミュニケーションとその支援、その技術とは

※講義の内容は、進行状況により変更されることがあります

ナンバリング WSAM6001

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28610

科目 2861 コミュニケーション技術２ 授業種別 週間授業

担当教員 平松　靖一郎 単位数 1

その他担当者 葛谷　潔昭、洲淵　智子、淺井　康史

授業概要
本講座は、保育士養成課程を経て、さまざまな障害のある乳幼児から高齢者の発達や可能性を引き出すためのコミュニケーション支援に関する知識や技法を学びます。また、
家族への支援やチームケアに必要なコミュニケーションの意義や技法を講義や学外演習を通じて学びます。
実務の経験を有する教員
平松靖一郎：手話通訳士、愛知県登録手話通訳者、豊橋市登録手話通訳者、豊川市登録手話通訳者　　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①さまざま障害の特性に応じた基本的なコミュニケーション方法が説明できる。
②さまざまな障害の特性に応じた基本的なコミュニケーション技術を実践できる。
③実践における家族への支援の意義を説明することができる。
④他職種との情報の共有化の意義を説明できる。
⑤具体的な介護アプローチの方法について説明できる。
⑥記録・報告・相談・会議・発表等、介護チームマネジメントに必要なコミュニケーション能力を習得し、実践することができる。

テキスト（教科書） 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　ISBN:978-4-8058-5765-6
聴覚障害：『聴さんと学ぼう！今すぐはじめる手話テキスト』　一般社団法人全日本ろうあ連盟 　ISBN 978-4-904639-10-8　C0037

参考書および参考文献

聴覚障害：「聴覚・言語障碍者とコミュニケーション」〔単行本〕中央法規出版　2,200 円　
　　　　　〔監修〕一番ケ瀬康子　〔企画・編集〕一般社団法人全国手話通訳問題研究会
　　　　　ISBN4805849231、9784805849231
視覚障害：「はじめに」（「点訳のしおり」日本点字図書館発行抜粋）
           必用に応じて講義の中で紹介をする。

受講条件 ○　なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

◆運動機能障害・家族支援・チームアプローチについては、
　予習・復習の内容（2時間相当）
　・講義前にテキストを指定箇所まで読んでおくこと。〔７回 /８回〕
　・毎授業後で得た学びについて復習をすること。〔７回 /８回〕
　・授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること。〔２回 /８回〕
　・第 16 回定期試験「小テストの復讐を行い、定期試験範囲の復習を行うこと。
◆聴覚障害
　事前学習
　・実技（手話）：各回学習予定の手話単語を事前に目を通しておくこと。
　・講義：各回学習内容に関するテキストの該当ページを事前に参照しておくこと。
　事後学習
　・実技：各回学習した内容を受講生同士で表現し合い、相手に伝わる表現ができているかを反復練習すること。
　・講義：講義で配布された講義関連資料に目を通して復習をしておくこと。
◆視覚障害：実技（点字）については事前に配布された資料を授業前には目を通しておくこと。〔２回 /２回〕
※各授業、指示された課題は期日までに提出すること。期限厳守。

成績評価

運動機能障害等、家族の支援、チームアプローチ：学外演習の参加度・グループワークへの取り組みと課題提出（30％）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小テスト（30％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定期試験（40％）
聴覚障害：授業内に実施する実技試験 (30％ )
          授業内に提示した課題に対するレポート（70％）　
視覚障害：授業への積極性
          点字の提出課題で評価。（減点法にて評価）
成績評価は 3つの講義に分けて評価したものを総合して評価とします。

評価項目 割合 評価基準
講義：①課題レポート（30％）
　　　②小テスト（30％）
 　　 ③定期試験（40％）

① 30％
② 30％
③ 40％

①課題に対する適切な内容・記述になっているか、評価する。
②講義内容の理解度を確認する。
③筆記試験にて理解度を確認する。（基礎問題 80％・応用問題 20％）

聴覚障害 :
①〔授業内に実施する実技試験〕
②〔授業内に提示した課題レポート〕

① 30％
② 70％

①簡単な手話表現が理解できる。
②障害特性に応じたコミュニケーション手段が理解できる。

視覚障害 :
①点字レポート課題
②授業内の実技課題

① 70％
② 30％

①簡単な点字で文章表現ができる。
②視覚障害の表現の仕方がわかり文章で表現できる。

最終評価（総合的な評価） 100％ 講義、各形態別コミュニケーション技術の点数を合算し、受講態度、授業参加度も含めて、総合的に評価をする。

授業の実施方法と授業
計画

※学習効果を高めるため、適宜、ビデオ教材を使用します。
※講義の内容は、進行状況により変更されることがあります。

【第 1回　担当：平松靖一郎（手話通訳士）】
第１回　ガイダンス／コミュニケーション支援とは

【第２回～第５回　担当：葛谷潔昭】
第２回　ガイダンス　対象者の特性に応じたコミュニケーション
　　　　利用者の家族との関係づくり／コミュニケーション障害への対応の基本　
第３回　様々なコミュニケーション障害のある人への支援／知的障害・発達障害・重症心身障害
第４回　利用者の状況に応じたコミュニケーションの実際／学外演習
第５回　利用者の状況に応じたコミュニケーションの実際／学外演習

【第６回～第９回　担当：浅井康史】
第６回　様々なコミュニケーション障害のある人への支援／失語症／構音障害／高次脳機能障害
第７回　様々なコミュニケーション障害のある人の支援／うつ病・統合失調症
第８回　利用者の状況に応じたコミュニケーションの実際／学外演習　　　　　　　　　
第９回　利用者の状況に応じたコミュニケーションの実際／学外演習

【第 10 回～ 13 回　担当：平松靖一郎（手話通訳士）】
聴覚障害
ろう者について知り、手話の基礎的な力を身に付けることを目標にしています。
第 10 回　〔実技〕 ①挨拶してみよう
　　　　　　　　②手話がわからなかったとき
　　　　　　　　③数字や時間の表現を覚えよう
　　　　 〔講義〕手話の基礎知識
　　　　　　　　①身振りと手話の違い
　　　　　　　　②日本の手話の歴史
　　　　　　　　③手話の地域性、個人性等日本の手話の特徴
　　　　　　　　④物の形や動作の模倣　⑤身振り表現での伝達 
第 11 回　〔実技〕①趣味のことを話そう
　　　　　　　　②行きたい場所の表現を覚えよう
　　　　　　　　③買い物とお金の表現を覚えよう
　　　 　〔講義〕聴覚障害の基礎知識
　　　　　　　　①聴覚障害について 　
　　　　　　　　②言葉の発達と獲得
　　　　　　　　③聴覚・言語障害者の関連福祉制度
第 12 回　〔実技〕①病気やけがで困ったとき
　　　　　　　　②お天気と乗り物の手話を覚えよう
　　　　 〔講義〕 聴覚障害者の生活
　　　　　　　　①家族とのコミュニケーション
　　　　　　　　②地域の人々とのコミュニケーション
　　　　　　　　③子育てで困ること
　　　　　　　　④職場で困ること
　　　　　　　　⑤病院で困ること
　　　　　　　　⑥情報保障について
　　　　　　　　⑦電話リレーサービスと遠隔手話通訳システム
第 13 回　〔実技〕①聴覚障害者の生活を知ろう
　　　　　　　　②災害に関する手話を覚えよう
　　　 　〔講義〕災害時における聴覚障害者支援の在り方
　　　　　　　　①個人の備え
　　　　　　　　②地域における備え
　　　　　　　　③施設における備え
　　　　　　　　④聴覚障害者支援の具体例

【第 14 回～ 15 回　担当 :洲淵智子】
視覚障害
第 14 回　①視覚障害の生活の現状と課題について
           視覚障害と安心してできるコミュニケーション支援の方法
第 15 回　②視覚障害者と点字について
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28650

科目 2865 生活支援技術１ 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 2

その他担当者 村上　貴子

授業概要
この科目では主に食事介助、口腔ケア、排泄介助の技術について学びます。多くの技術を体験、グループディスカッションやディベイトを用
いて高齢者の気持ちの理解を目指します。また、家庭内で高齢者や障害者の介護や医療施設に勤務した経験をもとに事例を用いながら解説し
ます。それらの体験を通して、その介助がどの様な根拠にあるのかを学んでいきます。国家試験を見据えた小テストを実施します。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○ ○

授業の到達目標

[食事 ]
①自立に向けた食事・口腔ケアのアセスメントや意義を説明できる
②障がいに応じた、食事・口腔ケアの介助を使用できる
③脱水や誤嚥の原因や対応を説明できる
④嚥下の仕組みを説明できる
[排泄 ]
①自立に向けた排泄介助のアセスメントや意義を説明できる
②障がいに応じた、排泄介助を使用できる
③褥瘡の原因や対応を説明できる
④便秘、失禁の種類や高齢者における排泄機能について説明できる

テキスト（教科書）

【使用テキスト】
最新 介護福祉士養成講座第６巻『生活支援技術Ⅰ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5766-3
最新 介護福祉士養成講座第７巻『生活支援技術Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5767-0
介護福祉士国家試験受験ワークブック　2021 上　ISBN　9784805881309　
介護福祉士国家試験受験ワークブック　2021 下　ISBN　9784805881309
毎年 6月初旬発行の為、それまで前年度のテキストのプリントで対応します

参考書および参考文献 随時紹介します

受講条件
【演習時の受講条件】　実技演習において感染予防に留意して、実施前、後には、手の消毒、換気等、確実に行えるように、一人ひとり心がけましょ
う。演習時は、おしゃべりは、つつしみ、静かに行う。髪型：髪はまとめ、肩につかないようにする。感染防止、実技の邪魔にならないように ,
前髪はピンで留めして受講すること。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に抗議テーマに該当する教科書のページをを読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについて自主学習および、レポートを作成すること（60 分程度）
毎回、授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）
第 31 回実技 i試験（毎回の実技等の復習を行い、実技試験範囲の復習を行うこと）（120 分程度）

成績評価
まとめテスト 60％、10 分ワーク・小テスト 20％、実技試験 10％、授業内態度 10％
採点した小テスト、10 分ワークは当該学生に開示し、不明点に対する説明を授業内で行う。両テストともに７割に満たない学生は再テストや
教員と勉強を行う。
まとめテスト　小テストは国家試験に関係する問題を主に提示する。

評価項目 割合 評価基準
実技演習 10％ 自己学習（テスト前の練習回数）も評価します。

小テスト　10分ワーク　レポート課題 10％ 課題に対する適切な内容・記述になっているかを評価する

実技試験 20％ 実技試験にて実技の確認と理解度を確認する。

定期試験　　 60％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

第1 回　食事における生活支援とは・食事のメカニズム
　　　　 〈復習〉美味しく食べる工夫についてワークにまとめる
第 2 回　一部介助・全介助での食事の介助技術
　　　　 〈復習〉食事介助の一連の流れ、留意点をワークにまとめる
第 3 回　ベッド上・片麻痺の方の食事の介助
　　　　 〈予習〉教科書にてベッド上の食事介助に目を通す。
第 4 回　嚥下の仕組み・誤嚥・窒息の予防・誤嚥性肺炎
　　　　 〈予習〉誤嚥性肺炎とは何かを調べる
　　　　 〈復習〉嚥下のメカニズム（10 分ワーク）に取り組む
第 5 回　水分摂取の介助・脱水の予防
　　　　 〈予習・課題〉脱水の兆候について調べる。
第 6 回　嚥下困難の方への食事介助
　　　　 〈予習〉嚥下のメカニズムを復習する
　　　　 〈復習〉食事の介助の分野（小テスト）に取り組むこれまでの学習内容（食事介助・口腔ケア）をプリントにまとめる
第 7 回　食事の姿勢と環境
　　　　 〈予習〉美味しく食べるための空間づくりをワークに記入する。
第 8 回　食事のための工夫と道具・用具の活用
　　　　 〈予習〉教科書にて食事のための道具・用具の種類に目を通す
第 9 回　口腔ケアの目的とブラッシングの種類
　　　　 〈復習〉口腔ケア分野（小テスト）に取り組む
第 10 回　口腔ケアの実技
　　　　 〈復習〉口腔の汚れのつきやすい部分を理解し、ブラッシングを実践する
第 11 回　口腔マッサージの効果と技法・義歯について
　　　　 〈予習〉教科書にて義歯の管理の方法調べる
第 12 回　片麻痺・認知症の方への口腔ケア
第 13 回　実技試験（片麻痺の方の口腔ケア）
　　　　 〈予習〉片麻痺の方の口腔ケアの留意しながら、実技試験へ向けの練習
第 14 回　ベッド上での口腔ケア
　　　　 〈復習〉誤嚥の５つのメカニズム（10 分ワーク）に取り組む
第 15 回　まとめ
　　　　 〈課題〉これまでの学習内容（食事介助・口腔ケア）をプリントにまとめる
第 16 回　自立に向けた排泄介助の意義と目的・排泄に関する物品
　　　　 〈復習〉オムツ体験にて排泄について、レポート提出
第 17 回　ベッド上での全介助の紙オムツ介助の技術・陰部洗浄
　　　　 〈予習〉教科書にて紙オムツでの介助に目を通す　〈復習〉技術の一連の流れを習得する
第 18 回　片麻痺の方の紙オムツの介助・立オムツの介助
　　　　 〈予習〉教科書にて紙オムツでの介助に目を通す　〈復習〉技術の一連の流れを習得する
第 19 回　布オムツの介助技術
　　　　 〈予習〉教科書にて紙オムツでの介助に目を通す　　〈復習〉技術の一連の流れを復習する。
第 20 回　排泄介助の留意点についてワークにまとめる
　　　　 高齢者に多い排泄の機能障害・排便尿コントロール
　　　　 〈予習〉高齢者に多い排泄の機能障害の種類について調べる
第 21 回　失禁の要因と種類・紙おむつの種類 （グループディスカッション）
　　　　 〈復習〉失禁の種類（10 分ワーク）に取り組む
第 22 回　便秘・下痢・便失禁・頻尿・尿失禁への対応
　　　　 〈復習〉便失禁の種類（10 分ワーク）に取り組む
第 23 回　トイレへ誘導する方への介助（車いす・ポータブルトイレ）
　　　　 〈復習〉便秘の種類（10 分ワーク）に取り組む
第 24 回　寝たままでのリネン交換・排泄交換の技術
　　　　 〈復習〉排泄介護（小テスト）に取り組む
第 25 回　褥瘡の誘発部位・原因について
　　　　 〈予習〉褥瘡とは何か、画像で調べる　　
　　　　 〈復習〉褥瘡の誘発部位・原因についてワークに記入
第 26 回　褥瘡の支援の仕方について
　　　　 〈予習〉褥瘡を防ぐための福祉用具を調べる
　　　　 〈復習〉ワークブックにて褥瘡の予防の介護について復習
第 27 回　尿器・差し込み便器の介助・疾患に応じた排泄介助
　　　　 〈予習〉教科書で尿器の種類を調べる
　　　　 〈課題〉褥瘡・疾患に応じた排泄介助の勉強（小テスト） 
第 28 回　ポータブルトイレの介助（全介助・片麻痺）
　　　　 〈予習〉教科書にてポータブルトイレでの介助に目を通す。〈復習〉技術の一連の流れを習得
第 29 回　実技試験（片麻痺の方のポータブルトイレの介助）
　　　　 〈予習〉技術の練習
第 30 回　まとめ
　　　　 〈予習〉ワークブックよりこれまでの学び（排泄の介助・褥瘡）をワークにまとめる
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28650

科目 2865 生活支援技術１ 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 2

その他担当者 村上　貴子

授業概要
この科目では主に食事介助、口腔ケア、排泄介助の技術について学びます。多くの技術を体験、グループディスカッションやディベイトを用
いて高齢者の気持ちの理解を目指します。また、家庭内で高齢者や障害者の介護や医療施設に勤務した経験をもとに事例を用いながら解説し
ます。それらの体験を通して、その介助がどの様な根拠にあるのかを学んでいきます。国家試験を見据えた小テストを実施します。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○ ○

授業の到達目標

[食事 ]
①自立に向けた食事・口腔ケアのアセスメントや意義を説明できる
②障がいに応じた、食事・口腔ケアの介助を使用できる
③脱水や誤嚥の原因や対応を説明できる
④嚥下の仕組みを説明できる
[排泄 ]
①自立に向けた排泄介助のアセスメントや意義を説明できる
②障がいに応じた、排泄介助を使用できる
③褥瘡の原因や対応を説明できる
④便秘、失禁の種類や高齢者における排泄機能について説明できる

テキスト（教科書）

【使用テキスト】
最新 介護福祉士養成講座第６巻『生活支援技術Ⅰ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5766-3
最新 介護福祉士養成講座第７巻『生活支援技術Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5767-0
介護福祉士国家試験受験ワークブック　2021 上　ISBN　9784805881309　
介護福祉士国家試験受験ワークブック　2021 下　ISBN　9784805881309
毎年 6月初旬発行の為、それまで前年度のテキストのプリントで対応します

参考書および参考文献 随時紹介します

受講条件
【演習時の受講条件】　実技演習において感染予防に留意して、実施前、後には、手の消毒、換気等、確実に行えるように、一人ひとり心がけましょ
う。演習時は、おしゃべりは、つつしみ、静かに行う。髪型：髪はまとめ、肩につかないようにする。感染防止、実技の邪魔にならないように ,
前髪はピンで留めして受講すること。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に抗議テーマに該当する教科書のページをを読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについて自主学習および、レポートを作成すること（60 分程度）
毎回、授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）
第 31 回実技 i試験（毎回の実技等の復習を行い、実技試験範囲の復習を行うこと）（120 分程度）

成績評価
まとめテスト 60％、10 分ワーク・小テスト 20％、実技試験 10％、授業内態度 10％
採点した小テスト、10 分ワークは当該学生に開示し、不明点に対する説明を授業内で行う。両テストともに７割に満たない学生は再テストや
教員と勉強を行う。
まとめテスト　小テストは国家試験に関係する問題を主に提示する。

評価項目 割合 評価基準
実技演習 10％ 自己学習（テスト前の練習回数）も評価します。

小テスト　10分ワーク　レポート課題 10％ 課題に対する適切な内容・記述になっているかを評価する

実技試験 20％ 実技試験にて実技の確認と理解度を確認する。

定期試験　　 60％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

第1 回　食事における生活支援とは・食事のメカニズム
　　　　 〈復習〉美味しく食べる工夫についてワークにまとめる
第 2 回　一部介助・全介助での食事の介助技術
　　　　 〈復習〉食事介助の一連の流れ、留意点をワークにまとめる
第 3 回　ベッド上・片麻痺の方の食事の介助
　　　　 〈予習〉教科書にてベッド上の食事介助に目を通す。
第 4 回　嚥下の仕組み・誤嚥・窒息の予防・誤嚥性肺炎
　　　　 〈予習〉誤嚥性肺炎とは何かを調べる
　　　　 〈復習〉嚥下のメカニズム（10 分ワーク）に取り組む
第 5 回　水分摂取の介助・脱水の予防
　　　　 〈予習・課題〉脱水の兆候について調べる。
第 6 回　嚥下困難の方への食事介助
　　　　 〈予習〉嚥下のメカニズムを復習する
　　　　 〈復習〉食事の介助の分野（小テスト）に取り組むこれまでの学習内容（食事介助・口腔ケア）をプリントにまとめる
第 7 回　食事の姿勢と環境
　　　　 〈予習〉美味しく食べるための空間づくりをワークに記入する。
第 8 回　食事のための工夫と道具・用具の活用
　　　　 〈予習〉教科書にて食事のための道具・用具の種類に目を通す
第 9 回　口腔ケアの目的とブラッシングの種類
　　　　 〈復習〉口腔ケア分野（小テスト）に取り組む
第 10 回　口腔ケアの実技
　　　　 〈復習〉口腔の汚れのつきやすい部分を理解し、ブラッシングを実践する
第 11 回　口腔マッサージの効果と技法・義歯について
　　　　 〈予習〉教科書にて義歯の管理の方法調べる
第 12 回　片麻痺・認知症の方への口腔ケア
第 13 回　実技試験（片麻痺の方の口腔ケア）
　　　　 〈予習〉片麻痺の方の口腔ケアの留意しながら、実技試験へ向けの練習
第 14 回　ベッド上での口腔ケア
　　　　 〈復習〉誤嚥の５つのメカニズム（10 分ワーク）に取り組む
第 15 回　まとめ
　　　　 〈課題〉これまでの学習内容（食事介助・口腔ケア）をプリントにまとめる
第 16 回　自立に向けた排泄介助の意義と目的・排泄に関する物品
　　　　 〈復習〉オムツ体験にて排泄について、レポート提出
第 17 回　ベッド上での全介助の紙オムツ介助の技術・陰部洗浄
　　　　 〈予習〉教科書にて紙オムツでの介助に目を通す　〈復習〉技術の一連の流れを習得する
第 18 回　片麻痺の方の紙オムツの介助・立オムツの介助
　　　　 〈予習〉教科書にて紙オムツでの介助に目を通す　〈復習〉技術の一連の流れを習得する
第 19 回　布オムツの介助技術
　　　　 〈予習〉教科書にて紙オムツでの介助に目を通す　　〈復習〉技術の一連の流れを復習する。
第 20 回　排泄介助の留意点についてワークにまとめる
　　　　 高齢者に多い排泄の機能障害・排便尿コントロール
　　　　 〈予習〉高齢者に多い排泄の機能障害の種類について調べる
第 21 回　失禁の要因と種類・紙おむつの種類 （グループディスカッション）
　　　　 〈復習〉失禁の種類（10 分ワーク）に取り組む
第 22 回　便秘・下痢・便失禁・頻尿・尿失禁への対応
　　　　 〈復習〉便失禁の種類（10 分ワーク）に取り組む
第 23 回　トイレへ誘導する方への介助（車いす・ポータブルトイレ）
　　　　 〈復習〉便秘の種類（10 分ワーク）に取り組む
第 24 回　寝たままでのリネン交換・排泄交換の技術
　　　　 〈復習〉排泄介護（小テスト）に取り組む
第 25 回　褥瘡の誘発部位・原因について
　　　　 〈予習〉褥瘡とは何か、画像で調べる　　
　　　　 〈復習〉褥瘡の誘発部位・原因についてワークに記入
第 26 回　褥瘡の支援の仕方について
　　　　 〈予習〉褥瘡を防ぐための福祉用具を調べる
　　　　 〈復習〉ワークブックにて褥瘡の予防の介護について復習
第 27 回　尿器・差し込み便器の介助・疾患に応じた排泄介助
　　　　 〈予習〉教科書で尿器の種類を調べる
　　　　 〈課題〉褥瘡・疾患に応じた排泄介助の勉強（小テスト） 
第 28 回　ポータブルトイレの介助（全介助・片麻痺）
　　　　 〈予習〉教科書にてポータブルトイレでの介助に目を通す。〈復習〉技術の一連の流れを習得
第 29 回　実技試験（片麻痺の方のポータブルトイレの介助）
　　　　 〈予習〉技術の練習
第 30 回　まとめ
　　　　 〈予習〉ワークブックよりこれまでの学び（排泄の介助・褥瘡）をワークにまとめる

ナンバリング WSBM6002

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28660

科目 2866 生活支援技術２ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 大林　博美 単位数 2

その他担当者 村上　貴子

授業概要

この科目では主に着脱の介助、入浴や清潔保持の技術、安眠のための技法、介護保険制度における福祉用具等を学びます。
また、応急手当の知識と技術及び災害における生活支援について学びます。多くの技術を体験し、グループディスカッショ
ンやディベイトを用いて病気や障害のある子どもから高齢者の気持ちにの理解を目指します。また、訪問看護師として地
域で高齢者や障害のある人の生活を支援してきた経験をもとに障害があっても住み慣れた地域で生活することの大切さに
ついて伝えます。国家試験を見据えた小テストを実施します。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○

授業の到達目標

①自立に向けた入浴・清潔保持・安眠のアセスメントや意義・技術を使用できる
②自立に向けた着脱介助の技術を使用できる
③罨法の意義や技法を使用できる
④介護保険における住環境と福祉用具の目的を理解することができる
⑤福祉用具の種類とその活用の目的を理解することができる
⑥応急手当の知識と技術を習得する。
⑦災害時における生活支援を理解する。

テキスト（教科書）

【使用テキスト】
最新 介護福祉士養成講座第６巻『生活支援技術Ⅰ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5766-3
最新 介護福祉士養成講座第７巻『生活支援技術Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5767-0
最新 介護福祉士養成講座第８巻『生活支援技術Ⅲ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5768-7

参考書および参考文献 随時紹介します

受講条件
【演習時の受講条件】　実技演習において感染予防に留意して、実施前、後には、手の消毒、換気等、確実に行えるように、
一人ひとり心がけましょう。演習時は、おしゃべりは、つつしみ、静かに行う。髪型：髪はまとめ、肩につかないようにする。
感染防止、実技の邪魔にならないように、前髪はピンで留めして受講すること。

事前・事後学習 (内容・
時間）

　毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
　毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（60 分程度）
　毎回、授業内で指示するないようについて、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）
第 31 回定期試験（小テスト等の復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと）（120 分程度）

成績評価 授業の到達目標がどの程度達成できているかで評価します。
なお、劣悪な授業態度は減点の対象とする場合があります。　

評価項目 割合 評価基準
学外演習・課題レポート 20％ 課題に対して適切な内容になっているかを確認します

演習課題試験 10％ 課題事例に対する実技試験にて、技術の理解度を確認します。

定期試験 50％ 筆記試験にて、理解度を確認します。

グループワークの貢献度・
参加度

20％ グループワークにおいて参加状況、資料作成過程資料内容

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　自立に向けた着脱介助の意義と目的・パジャマへの介助（一部介助・片麻痺介助）
　　　　 〈復習〉片麻痺の方のパジャマの介助の手順を習得する
第 2 回　パジャマへの介助（全介助）靴下の介助　（グループディスカッション）
　　　　 〈予習〉教科書にてパジャマへの着脱の介助に目を通す　〈復習〉パジャマの全介助の手順を習得する
第 3 回　浴衣の介助
　　　　 〈予習〉教科書にて浴衣の介助の方法に目を通す　〈復習〉実技試験に向け、浴衣介助の技術を練習する
第 4 回　自立に向けた入浴の介助の意義と目的・足浴の介助
　　　　 〈予習〉教科書の入浴介助を行うにあたってに目を通す
第 5 回　入浴の介助方法・ストレッチャー浴の体験
　　　　 〈予習〉教科書にて入浴の技術に目を通す　　〈課題〉着脱・入浴分野の勉強（小テスト）
第 6 回　洗体の技術と家庭浴槽への介助（グループディスカッション）
　　　　 〈予習〉教科書にて家庭浴槽への介助に目を通す　〈復習〉片麻痺の方の家庭浴の技法をワークに記入する
第 7 回　清拭の意義と目的・清拭の方法（全身清拭）
　　　　 〈予習〉教科書にて顔拭き・耳掃除の技法に目を通す　〈復習〉顔拭き・耳掃除の技法をワークに記入する
第 8 回　身支度の介助（爪・顔・髭剃り・耳の清潔）
　　　　 〈予習〉医療行為と関連した技術を調べる
第 9 回　実技試験（浴衣の介助）
　　　　 〈予習〉実技試験に向けて練習を行う
第 10 回　ベッドでの洗髪の介助（ケリーパット）
　　　　 〈課題〉清潔（爪切り・顔拭き・耳掃除・家庭浴槽）分野の勉強（小テスト）
第 11 回　睡眠・安眠の意義と目的
　　　　 〈予習〉私たちの眠りのリズムを調べる。子どもと高齢者の眠りのリズムを調べる
第 12 回　安眠のための姿勢と体位変換
　　　　 〈復習〉安眠のための体位や枕の使い方をワークに記録する
第 13 回　罨法の意義と技法（湯たんぽ・氷枕の作り方）
　　　　 〈予習〉罨法とは何かを調べる
第 14 回　実技試験（パジャマの着脱介助）
　　　　 〈予習〉実技試験に向けて練習を行う
第 15 回　国家試験過去問題を中心とした振り返り
　　　　 〈予習〉ワークブックよりこれまでの学び（入浴の介護・清潔保持の介護）をワークにまとめる
第 16 回　福祉用具の定義と種類・杖の種類
　　　　 〈予習〉福祉用具の種類を教科書から調べる　〈復習〉小テスト（杖の種類）
第 17 回　福祉用具の活用方法・介護保険制度における福祉用具
　　　　 〈課題〉小テスト（介護保険制度における福祉用具の貸与の種類を覚える）
第 18 回　ユニバーサルデザインとは（7つの原則）ユニバーサルデザインを探す
　　　　 〈課題〉ポートフォリオワーク６（ユニバーサルデザインを調べる）
第 19 回　ユニバーサルデザインのプレゼンテーション
　　　　 〈課題〉パワーポイントにユニバーサルデザイン製品とバリアフリーとの違いについてまとめる
第 20 回　応急手当の知識と技術
　　　　 想定される事故と予防の視点　応急手当
第 21 回　応急手当の実際
　　　　 外相　骨折　窒息　熱傷　救急車の手配　
第 22 回　災害時における生活支援
　　　　 被災地で活動する際の心構え
第 23 回　生活支援の重要性　現場の状況
第 24 回　生活の主役はその人自身　自分自身の自立
第 25 回　活動の中止　支援者としてのあり方
第 26 回　介護福祉士自身が被災した場合
第 27 回　災害時における生活支援　被災地における活動場所
第 28 回　災害時における生活支援
第 29 回　ハザードマップ　
第 30 回　防災に関する図記号　
※受講学生の習熟度より授業計画を変更することもあります。

ナンバリング WSBM6003
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28670

科目 2867 生活支援技術３ 授業種別 週間授業

担当教員 村上　貴子 単位数 1

その他担当者 大林　博美

授業概要

くらしの中での介護とアクティビティー・サービス（介護を必要とする高齢者・障害者のレク
リエーションを生活やくらしの観点から捉えるための学習）の関係について理解する。
アクティビティー・サービス支援の方法と技術を身につける。

アクティビティー・サービスの基本理念や利用者理解、実際の支援計画・実践について、講義
だけでなく、実技実習やアンケート調査、学外授業などの体験授業を通して学ぶ。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ◎

授業の到達目標

１．自分が育てる野菜が健康な実をつけることができる。
２．種を蒔き、実を結ぶまで、どのようなことが介護や保育と共通するかについて説明するこ
　　とができる
３．季節の野菜を身近に感じるレシピを協働で考え調理することができる。
４．季節の野菜を年中行事と人々の暮らしの関係や影響について説明することができる

テキスト（教科書）

参考書および参考文献

受講条件 履修条件はない。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと　(30 分程度 )
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること (60 分程度 )
毎回、授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること (60 分程度 )
レポート等の課題は、締切日までに必ず提出すること。

成績評価 毎回出席を原則とし、理由なき欠席、遅刻など状況によって減点対象とする場合がある。

評価項目 割合 評価基準

レポート 30％
あらゆる介護場面に共通する心身の活性化につながる支援の方法と理
解度の確認

課題の提出　　 30％ 総合課題の完成度

グループ演習貢献状況 40％
グループワークを通して、発言やグループ貢献度などを総合的に見て
評価する。

授業の実施方法と授業
計画

　１．ガイダンス　　
　　　最後に作物の成長記録をまとめる。（成長過程のメモをしたり、写真に撮ることを伝える）
　２．どこで育てるか、（実際の畑を見学）・野菜作りのイメージを持つ　　　　
　　　学外演習：畑を耕す　区画整理　1人 1区画担当　
　３．「何を植えるか」「植えたいか」を考える
　　　条件１　8月までに収穫ででき、今から育てられる野菜や果物を調べてみる
　　　条件２　みんなの作る作物で一つの料理をイメージする　
　　　≪何ができるかグループワーク≫
　４．「何を植えるか」「植えたいか」を決める≪誰が何を育てるか決める≫
　　　各自「どのように育てるか」を考え調べる
　　　「収穫はいつごろか」を調べる
　　　調べたことを発表する
　５．各自の作物の苗の買い付けをする
　６．担当区画にて苗の植え付けを行う（自分で購入した苗を植える）
　７．水やり・肥料など世話をしながら成長の様子を見る
　８．「収穫物の料理方法」を調べてみる
　９．段取り・計画（役割分担）をする。
１０．さつま芋の苗を植える
１１．さつま芋の苗を植える
１２．収穫「実際に作ってみよう」
１３．収穫「実際に作ってみよう」
１４．感想・アルバム作り
１５．感想・アルバム作り

【※受講生の状況により順番が変更する場合もある。】　

ナンバリング WSBDM6001
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28670

科目 2867 生活支援技術３ 授業種別 週間授業

担当教員 村上　貴子 単位数 1

その他担当者 大林　博美

授業概要

くらしの中での介護とアクティビティー・サービス（介護を必要とする高齢者・障害者のレク
リエーションを生活やくらしの観点から捉えるための学習）の関係について理解する。
アクティビティー・サービス支援の方法と技術を身につける。

アクティビティー・サービスの基本理念や利用者理解、実際の支援計画・実践について、講義
だけでなく、実技実習やアンケート調査、学外授業などの体験授業を通して学ぶ。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ◎

授業の到達目標

１．自分が育てる野菜が健康な実をつけることができる。
２．種を蒔き、実を結ぶまで、どのようなことが介護や保育と共通するかについて説明するこ
　　とができる
３．季節の野菜を身近に感じるレシピを協働で考え調理することができる。
４．季節の野菜を年中行事と人々の暮らしの関係や影響について説明することができる

テキスト（教科書）

参考書および参考文献

受講条件 履修条件はない。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと　(30 分程度 )
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること (60 分程度 )
毎回、授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること (60 分程度 )
レポート等の課題は、締切日までに必ず提出すること。

成績評価 毎回出席を原則とし、理由なき欠席、遅刻など状況によって減点対象とする場合がある。

評価項目 割合 評価基準

レポート 30％
あらゆる介護場面に共通する心身の活性化につながる支援の方法と理
解度の確認

課題の提出　　 30％ 総合課題の完成度

グループ演習貢献状況 40％
グループワークを通して、発言やグループ貢献度などを総合的に見て
評価する。

授業の実施方法と授業
計画

　１．ガイダンス　　
　　　最後に作物の成長記録をまとめる。（成長過程のメモをしたり、写真に撮ることを伝える）
　２．どこで育てるか、（実際の畑を見学）・野菜作りのイメージを持つ　　　　
　　　学外演習：畑を耕す　区画整理　1人 1区画担当　
　３．「何を植えるか」「植えたいか」を考える
　　　条件１　8月までに収穫ででき、今から育てられる野菜や果物を調べてみる
　　　条件２　みんなの作る作物で一つの料理をイメージする　
　　　≪何ができるかグループワーク≫
　４．「何を植えるか」「植えたいか」を決める≪誰が何を育てるか決める≫
　　　各自「どのように育てるか」を考え調べる
　　　「収穫はいつごろか」を調べる
　　　調べたことを発表する
　５．各自の作物の苗の買い付けをする
　６．担当区画にて苗の植え付けを行う（自分で購入した苗を植える）
　７．水やり・肥料など世話をしながら成長の様子を見る
　８．「収穫物の料理方法」を調べてみる
　９．段取り・計画（役割分担）をする。
１０．さつま芋の苗を植える
１１．さつま芋の苗を植える
１２．収穫「実際に作ってみよう」
１３．収穫「実際に作ってみよう」
１４．感想・アルバム作り
１５．感想・アルバム作り

【※受講生の状況により順番が変更する場合もある。】　

ナンバリング WSBDM6001

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28680

科目 2868 生活支援技術４ 授業種別 週間授業

担当教員 八木　幸一 単位数 1

その他担当者

授業概要

本講義は、保育士養成課程を踏まえて、人間にとって、「移動」できることの意義や介護福祉士
に必要な「移動」を安全に行うための理論を理解し、実践するための根拠ある技術を習得する。
また、コロナ禍での影響から、尊厳の保持や自立支援、生活の豊かさの観点から、生活が継続
できるよう、介護予防、リハビリテーションの意義について学び、他職種である理学療法士と
介護福祉士との連携の必要性、チームアプローチについて学習する。介護ロボットを含め移動
に関する福祉用具を活用する意義やその目的を理解するとともに、対象者の能力に応じた福祉
用具を選択・活用する知識を習得する
＊この科目は当該授業内容に関する理学療法士の実務経験を有する教員等がその実務経験を生
　かして講義等を行う科目です。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①介護に必要な運動機能の基礎知識を理解し、説明できる。
②運動機能障害を有する対象者の介助法が実践できる。
③基礎的な移動動作の介助法が実践できる。
④基本移動動作の基本的な介助方法が実践できる。
⑤介護予防の意義を説明できる。
⑥リハビリテーションの意義を生活の再構築の視点から説明できる。
⑥移動に関する福祉用具を選ぶポイントを説明できる。

テキスト（教科書）
新・介護福祉士養成講座　第 3巻『介護の基本Ⅰ』第 2版                                                    
新・介護福祉士養成講座　第 7巻『生活支援技術Ⅱ』第 2版

参考書および参考文献

受講条件

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（60 分程度）
毎回、授業内で指示するないようについて、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）
第 16 回定期試験（小テスト等の復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと）（120 分程度）　

成績評価 試験、レポート等総合的に評価します。

評価項目 割合 評価基準

筆記試験 50％ 筆記試験で理解度を確認します

実技試験 50％ 実技試験で技術の習得度を確認します

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回．ガイダンス　自立に向けた移動の介護
第 2 回．ICF の視点で見た「移動」の意義と目的の理解
第 3 回．移動に必要な運動学的知識とアセスメント
第 4 回．起き上がり動作から車椅子移乗
第 5 回．車椅子を利用した移乗
第 6 回．歩行を理解するための基礎知識
第 7 回．移動に関する福祉用具
第 8 回．歩行を支える介護
第 9 回．骨関節疾患を有する人の移動介護
第 10 回．中枢神経疾患を有する人の移動介護
第 11 回．生活支援と福祉用具
第 12 回．生活支援とリハビリテーション 〔テキスト：介護の基本Ⅰ〕
第 13 回．生活支援技術と介護予防〔テキスト：介護の基本Ⅰ〕
第 14 回．介護予防のための運動プログラム〔学外演習〕
第 15 回．他の職種の役割と協働〔学外演習〕　

※演習を行う場合は、ユニホームやジャージに着替えて、動きやすい服装に着替えてください
※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することもあります。

ナンバリング WSBM6004
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28690

科目 2869 生活支援技術５ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 武田　康代 単位数 3

その他担当者 柳原　伸行、村上　貴子

授業概要
高齢者の人口比率が高まる中で、介護福祉士の任務を認識し、健康で QOL の向上した高齢者や障害者を目指すため、衣食住環境における理論
と在宅ケアに必要な生活に関する知識や技術を基礎から学び、自立に向けた介助につなげる。
※この科目は当該授業内容に関する、管理栄養士、介護福祉士の実務経験を有する教員等がその実務経験を活かして講義等を行う科目です。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標
衣食住環境において高齢者や障害者の自立に向けた介助において、介護福祉士として取得しておく必要のある技術を基礎から学び、自ら実践
的に生活に活用できる能力や利用者の個別に対応できるための能力を修得することができる。

テキスト（教科書）
・共通使用：「最新　介護福祉士養成講座　6　生活支援技術Ⅰ」
     　　　介護福祉士養成講座編集委員会　中央法規　ISBN:978-4-8058-5766-3
・各テーマにより、必要に応じて適宜プリントを配布する。

参考書および参考文献 授業時間内に担当者から指示をする。

受講条件 なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

家事・生活分野 (1 時間相当）
①事前にテキストの内容を熟読しておく
②高齢者や障がいのある人の生活の特徴について考える
③課題のある場合は、提出期限までに仕上げる
住環境分野 (2 時間相当）
①事前にテキストの内容を熟読しておく
②高齢者や障がい者にとってのバリアフリーとは何か考える
食生活分野（3時間相当）
①保育士免許取得必須科目の「子どもの食と栄養」で学んだ栄養に関する内容を復習しておく
②事前にテキストの内容を熟読しておく
③高齢者や障がい者の食事について考え、調理実習を通して学んだ内容をノートに整理しておく

成績評価
・生活３分野の衣食住に分けて評価したものを総合して評価とします。
　毎回出席を原則とし、欠席や遅刻、受講態度の状況によっては減点対象とする場合がある。

評価項目 割合 評価基準
家 事 分 野 　 小 テ ス ト                   
提出物
筆記試験

30％
20％
50％

単元ごとの理解度を評価する
課題作品の完成度を評価する
理論の理解度を確認する

住 環 境 分 野　 小 テ ス ト                      
筆記試験

30％
70％

単元ごとの理解度を評価する
理論の理解度を評価する

食 生 活 分 野  実 技 試 験                                         
提出物 
筆記試験

20％
30％
50％

介護食技術の習得の確認をする
介護食実習ノートのまとめ方を確認をする
理論の理解度を確認する

授業の実施方法と授業
計画

家事介護【村上】

第 1 回．自立した家事とは

第 2 回．自立に向けた家事の介護（洗濯の意義：洗剤漂白剤の種類と洗濯の技法）

第 3 回．掃除・ごみ捨ての意義　掃除の仕方

第 4 回．買い物と金銭管理と家庭経営

第 5 回．衣類・寝具の衛生管理（整理整頓）について

第 6 回．アイロンのかけ方 と裁縫

第 7 回．演習（ボタン付け・衣類の補修） 

第 8 回．家事介護における多職種との連携（在宅と施設）

住環境【柳原】

第 9 回．自立に向けた居住環境の整備・住環境についての知識

第 10 回．居住環境整備の意義と目的

第 11 回．ICF の視点に基づく利用者のアセスメント　学外演習意見交換　　　　

第 12 回．安心で快適な生活の場づくりとは

第 13 回．安心で快適な生活の場づくりの工夫　住宅改修の事例

第 14 回．住宅のバリアフリー化の事例 ・ユニバーサルデザインの事例　　　　      

第 15 回．なじみの生活空間づくり           学外演習【人まちづくりに参加】

第 16 回．他の職員の役割と共同・まとめ（グループワーク）

住環境 2【村上】

第 17 回　高齢者の住まいにおける工夫　

第 18 回　在宅における環境整備（グループワーク）

第 19 回　在宅における環境整備【学外演習】

第 20 回　在宅における環境整備【学外演習】

第 21 回　施設における住居環境の特徴（ユニットケア）

第 22 回　ユニットケアにおける環境づくり

第 23 回　まとめ

食生活【武田】

第 24 回．ガイダンス・食文化・食生活の変化・高齢者の心身と身体機能の変化と栄養 

第 25 回．講義：「子どもの食と栄養」から「生活支援技術５」へ

第 26 回．講義：栄養学の基礎知識　食生活のアセスメント方法　食事調査の評価演習

第 27 回．講義：食物アレルギーの基礎知識　DVD 視聴

第 28 回．講義：調理の支援とは何か・調理の基本・献立の立て方 

第 29 回．講義：調理の基本・食品の調理性・食品の購入と選択・食品衛生（感染予防含む）

第 30 回．講義：フレイル・サルコペニア予防のための食事と運動

第 31 回．講義：食事介助の留意点 DVD 視聴　糖尿病の食事療法

第 32 回．調理実習：だしの旨味と減塩効果　相乗効果　衛生管理

第 33 回．試食と評価　五原味　包丁の扱い方　環境整備

第 34 回．調理実習：災害時の介護食応用へのパッククッキング

第 35 回．試食と評価　嚥下調整食　飲み込みやすさの比較

第 36 回．過去問試験対策　解説　食中毒早見表　

第 37 回．調理実習：咀嚼障害・嚥下障害のある場合　嚥下しやすい献立

第 38 回．調理実習：季節のおやつ作り

第 39 回．試食と評価　

第 40 回．調理実習：献立の作成　骨粗鬆症予防　高血圧症候群予防

第 41 回．試食と評価　居宅で 20 分以内で作成できる調理への理解

第 42 回．調理実習：実技試験準備　

第 43 回．実技試験：評価と試食　調理環境整備

第 44 回．講義：自立に向けた食事の介護　家事介助　

第 45 回．講義：高齢者、障害者の栄養と食生活　調理上の様々な工夫や活用

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、調理実習に関しては変更、延期する可能性がある。

また、受講生の習熟度や学外実習日程により授業計画を変更することもある
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28690

科目 2869 生活支援技術５ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 武田　康代 単位数 3

その他担当者 柳原　伸行、村上　貴子

授業概要
高齢者の人口比率が高まる中で、介護福祉士の任務を認識し、健康で QOL の向上した高齢者や障害者を目指すため、衣食住環境における理論
と在宅ケアに必要な生活に関する知識や技術を基礎から学び、自立に向けた介助につなげる。
※この科目は当該授業内容に関する、管理栄養士、介護福祉士の実務経験を有する教員等がその実務経験を活かして講義等を行う科目です。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標
衣食住環境において高齢者や障害者の自立に向けた介助において、介護福祉士として取得しておく必要のある技術を基礎から学び、自ら実践
的に生活に活用できる能力や利用者の個別に対応できるための能力を修得することができる。

テキスト（教科書）
・共通使用：「最新　介護福祉士養成講座　6　生活支援技術Ⅰ」
     　　　介護福祉士養成講座編集委員会　中央法規　ISBN:978-4-8058-5766-3
・各テーマにより、必要に応じて適宜プリントを配布する。

参考書および参考文献 授業時間内に担当者から指示をする。

受講条件 なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

家事・生活分野 (1 時間相当）
①事前にテキストの内容を熟読しておく
②高齢者や障がいのある人の生活の特徴について考える
③課題のある場合は、提出期限までに仕上げる
住環境分野 (2 時間相当）
①事前にテキストの内容を熟読しておく
②高齢者や障がい者にとってのバリアフリーとは何か考える
食生活分野（3時間相当）
①保育士免許取得必須科目の「子どもの食と栄養」で学んだ栄養に関する内容を復習しておく
②事前にテキストの内容を熟読しておく
③高齢者や障がい者の食事について考え、調理実習を通して学んだ内容をノートに整理しておく

成績評価
・生活３分野の衣食住に分けて評価したものを総合して評価とします。
　毎回出席を原則とし、欠席や遅刻、受講態度の状況によっては減点対象とする場合がある。

評価項目 割合 評価基準
家 事 分 野 　 小 テ ス ト                   
提出物
筆記試験

30％
20％
50％

単元ごとの理解度を評価する
課題作品の完成度を評価する
理論の理解度を確認する

住 環 境 分 野　 小 テ ス ト                      
筆記試験

30％
70％

単元ごとの理解度を評価する
理論の理解度を評価する

食 生 活 分 野  実 技 試 験                                         
提出物 
筆記試験

20％
30％
50％

介護食技術の習得の確認をする
介護食実習ノートのまとめ方を確認をする
理論の理解度を確認する

授業の実施方法と授業
計画

家事介護【村上】

第 1 回．自立した家事とは

第 2 回．自立に向けた家事の介護（洗濯の意義：洗剤漂白剤の種類と洗濯の技法）

第 3 回．掃除・ごみ捨ての意義　掃除の仕方

第 4 回．買い物と金銭管理と家庭経営

第 5 回．衣類・寝具の衛生管理（整理整頓）について

第 6 回．アイロンのかけ方 と裁縫

第 7 回．演習（ボタン付け・衣類の補修） 

第 8 回．家事介護における多職種との連携（在宅と施設）

住環境【柳原】

第 9 回．自立に向けた居住環境の整備・住環境についての知識

第 10 回．居住環境整備の意義と目的

第 11 回．ICF の視点に基づく利用者のアセスメント　学外演習意見交換　　　　

第 12 回．安心で快適な生活の場づくりとは

第 13 回．安心で快適な生活の場づくりの工夫　住宅改修の事例

第 14 回．住宅のバリアフリー化の事例 ・ユニバーサルデザインの事例　　　　      

第 15 回．なじみの生活空間づくり           学外演習【人まちづくりに参加】

第 16 回．他の職員の役割と共同・まとめ（グループワーク）

住環境 2【村上】

第 17 回　高齢者の住まいにおける工夫　

第 18 回　在宅における環境整備（グループワーク）

第 19 回　在宅における環境整備【学外演習】

第 20 回　在宅における環境整備【学外演習】

第 21 回　施設における住居環境の特徴（ユニットケア）

第 22 回　ユニットケアにおける環境づくり

第 23 回　まとめ

食生活【武田】

第 24 回．ガイダンス・食文化・食生活の変化・高齢者の心身と身体機能の変化と栄養 

第 25 回．講義：「子どもの食と栄養」から「生活支援技術５」へ

第 26 回．講義：栄養学の基礎知識　食生活のアセスメント方法　食事調査の評価演習

第 27 回．講義：食物アレルギーの基礎知識　DVD 視聴

第 28 回．講義：調理の支援とは何か・調理の基本・献立の立て方 

第 29 回．講義：調理の基本・食品の調理性・食品の購入と選択・食品衛生（感染予防含む）

第 30 回．講義：フレイル・サルコペニア予防のための食事と運動

第 31 回．講義：食事介助の留意点 DVD 視聴　糖尿病の食事療法

第 32 回．調理実習：だしの旨味と減塩効果　相乗効果　衛生管理

第 33 回．試食と評価　五原味　包丁の扱い方　環境整備

第 34 回．調理実習：災害時の介護食応用へのパッククッキング

第 35 回．試食と評価　嚥下調整食　飲み込みやすさの比較

第 36 回．過去問試験対策　解説　食中毒早見表　

第 37 回．調理実習：咀嚼障害・嚥下障害のある場合　嚥下しやすい献立

第 38 回．調理実習：季節のおやつ作り

第 39 回．試食と評価　

第 40 回．調理実習：献立の作成　骨粗鬆症予防　高血圧症候群予防

第 41 回．試食と評価　居宅で 20 分以内で作成できる調理への理解

第 42 回．調理実習：実技試験準備　

第 43 回．実技試験：評価と試食　調理環境整備

第 44 回．講義：自立に向けた食事の介護　家事介助　

第 45 回．講義：高齢者、障害者の栄養と食生活　調理上の様々な工夫や活用

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、調理実習に関しては変更、延期する可能性がある。

また、受講生の習熟度や学外実習日程により授業計画を変更することもある

ナンバリング WSBM6005

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28700

科目 2870 生活支援技術６ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 細田　和子 単位数 1

その他担当者 村上　実奈

授業概要

皆さんは身近な人の死を経験したことがありますか？「死を前にした人にあなたは何ができますか？」のテキストを参考にして、私
たちにできることがあることを学び、どのような援助ができるのか、具体的な方法について学ぶ。最後は、エンディングオブライ
フケアについてまとめる。
後半は人生の最終段階の終末期のケアと介護者の役割を理解し、看取りケアの基本的な知識、技術、態度について学ぶ。人生の最
終段階にある人と家族を支援するため、終末期の心身の変化に応じた生活支援について学ぶ。また、実際に家族を看取った人の話
も伺い、遺族ケア＜グリーフケア＞の大切にも触れる。国家試験で出題されるものをまとめる。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○

授業の到達目標

①終末期における介護の意義と介護の目的を理解できる
②看取りケアの基本的な知識、技術、態度について修得できる
③よりよく育てる保育と、よりよく生きていくことを支援する介護との関係を考え、自分の死生観を説明できる
④終末期の心身の状況を説明できる
⑤終末期における家族とのつながり、家族への配慮、他職種との連携・協働、臨終時の介護技術、亡くなった後の介護職自身のケ
　アのあり方、グルーフケアについて説明できる

テキスト（教科書）
最新 介護福祉士養成講座第７巻『生活支援技術Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会
中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5767-0
死を前にした人にあなたは、何ができますか？：医学書院　ISB 978-4-260-03208-7

参考書および参考文献
１）ケアの基本がわかる　重症心身障害児の看護　出生前から家族支援からの緩和ケアまで　ヘルス出版　ISBN 978-4-5033　
２)在宅における緊急看護　一橋出版　ISBN 4-8348-0013
３) 高齢者介護施設の看取りケアガイドブック　〈中央法規〉　ISBN 978-4-8058-3079-6

受講条件 履修条件はありません

事前・事後学習 (内容・
時間）

事前学習・事後の学習内容については、授業の実施方法と授業計画を参照のこと、なお、時間については、事前学習 30 分、事後学
習 60 分程度とする。
事前事後の課題やレポートについては講義で指示をする。

成績評価
毎回出席を原則とします。
なお遅刻、早退劣悪な授業態度は減点の対象となる場合があります。

評価項目 割合 評価基準
課題レポート 50％ 課題に対する適切な内容・記述になっているか評価する。

定期試験 50％ 筆記試験にて理解度を確認する。　

授業の実施方法と授業
計画

【村上実奈】　第 1回～第 6回
第 1 回　ガイダンス　苦しむ人への援助と５つの課題を理解する　　　　　　　　　
         ＜予習＞テキストより「苦しむ人への援助と５つの課題」を読む
         ＜復習＞授業後に授業で得た学びについてレポートを作成する
第 2 回　相手の苦しみをわかること、理解することはできるか
　　　　 ＜予習＞テキストより「相手の苦しみをわかること、理解することはできるか」
         ＜復習＞授業後に授業で得た学びについてレポートを作成する
第 3 回　相手の苦しみをキャッチする
         ＜予習＞テキストより「相手の苦しみをキャッチする」を読む
         ＜復習＞授業後に授業で得た学びについてレポートを作成する
第 4 回　自らの支えを知る
         ＜予習＞テキストより「自らの支えを知る」を読む
         ＜復習＞授業後に授業で得た学びについてレポートを作成する
第 5 回　援助を言葉にする
         ＜予習＞テキストより「援助を言葉にする」を読む
         ＜復習＞授業後に授業で得た学びについてレポートを作成する
第 6 回　特別養護老人ホームなどの施設での看取りの実際を学ぶ
         エンディンオブライフ・ケアについて　　
         ＜予習＞テキストより「エンディンオブライフ・ケア」を読む
         ＜復習＞特別養護老人ホームなどの施設での看取りの学びについてレポートを作成する

【細田和子】　第 7回～第 15 回
第 7 回　終末期における介護の意義と目的　
         ＜復習＞終末期における尊厳の保持　事前意思の確認の課題に取り組む
第 8 回　終末期における利用者のアセスメント１
         ＜予習＞テキストより「終末期における利用者のアセスメント」を読む　
         ＜復習＞授業後に授業で得た学びについてレポートを作成する
第 9 回　終末期から危篤時、臨終期の観察ポイントを学ぶ
         ＜予習＞テキストより「終末期から危篤時、臨終期の観察ポイント」を読む
         ＜復習＞授業後に授業で得た学びについてレポートを作成する
第 10 回　　看取りの場の変化と医療との連携
         終末期から危篤時に行われる医療チームで行う看取りの実際を学ぶ（呼吸困難時、疼痛緩和など）
         ＜予習＞在宅、施設の看取りの現状、看取りの場の変化を調べる　
         ＜復習＞看取りの場の変化に伴う介護職と医療職の役割に関する課題に取り組む
第 11 回　終末期における介護
         ＜予習＞テキストより基本的な生活援助支援を基に、「終末期の援助方法」を読む
         ＜復習＞終末期における苦痛緩和の方法、心が安らぐための介護の関する課題に取り組む
第 12 回　臨終時の介護
         ＜予習＞テキストより「施設における臨終時の手続き＜連絡・書類＞等の対応について」を読む
         ＜復習＞死後の身体的変化・施設における臨終時の手続き＜連絡・死亡診断書
 第 13 回　死後の身体的変化や独居高齢者の死、死後の処置　　
         ＜予習＞テキストより「死後の身体的変化や独居高齢者の死、死後の処置について」を読む
         ＜復習＞死後の処置などの演習を実践して、演習のリアクションペーパーを提出する
第 14 回　死に対する家族への支援を学ぶ
         ＜予習＞テキストより「グリーフケア＜遺族ケア＞の意味」のところを読む　
         ＜復習＞事例を通して、家族支援の現状を
第 15 回　終末期の介護　国家試験問題を確認する
         ＜予習＞国家試験問題集から終末期の介護の国家試験問題を調べて解いてみる　
         ＜復習＞国家試験問題集から終末期の介護の国家試験問題を調べて解いてみる　
※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することもある

ナンバリング WSBM6006
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28750

科目 2875 介護過程 1 授業種別 週間授業

担当教員 村上　貴子 単位数 2

その他担当者 大林　博美

授業概要

本講義では、介護福祉における介護過程の意義と目的を理解し、基本となる考え方を講義する。
他の教科で学習した知識や技術を統合し、介護過程を展開、介護計画を立案したうえで適切な
サービスの提供ができる能力を養うための講義を行う。
介護過程の意義を理解し、介護現場で展開できる力を身につけるための講義を行う。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ◎

授業の到達目標

１．介護過程の意義を理解し、介護実践に結びつけることができるようになる。
２．介護課程の実践に必要な知識を修得し、対象者の情報集・分析を行いニーズに沿った介護
過程の計画を立案することができるようになる。
３．介護過程を通じて専門職としての介護福祉士に求められる価値・倫理・知識・技術の必要
性を理解できる。

テキスト（教科書）

■新・介護福祉士養成講座 第 9巻 「介護過程」第 3版　編集 :介護福祉士養成講座編集委員会
　中央法規出版
■「介護過程」介護福祉士養成講座編集委員会　中央法規　「介護福祉士国家試験　受験ワーク 
　ブック　2021 年下」介護福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会　中央法規（後期使用）

参考書および参考文献
参考文献　随時活用
参考資料　介護実習・介護総合演習で使用する介護過程展開用プリント

受講条件

本講義は講義形式と個人学習で進めていきます。
テキストの内容を中心としながら参考資料を活用し講義を展開します。
・予習と授業中の積極的な発言を求めます。
・他教科と連動して考える力、専門的知識と技術が応用力が求められます。
・自ら考える姿勢で講義に臨んでください。
・国家試験対策も含めて講義を展開します。
　実習を含めて、必ず必要となる知識ですので、しっかり習得していきましょう。
　難解な言葉が多くありますが、わからないことは調べるなどして学修を進めていくことが必
要です。

事前・事後学習 (内容・
時間）

１．予習として、教科書のうち、講義内容に関わる部分を読み、疑問点を明らかにする。
２．復習として、課題のレポートを書く。
３．発展学習として、講義で紹介された参考文献を読む。
以上の内容を４H／週以上学修すること。

成績評価 遅刻、早退、欠席および劣悪な授業態度は減点の対象となります。

評価項目 割合 評価基準

授業内筆記試験 50％

演習 10％
グループワーク ･ カンファレンスへの参加状況・説明能力、グループ
ダイナミックスの成果

課題レポート 20％
講義の中で行う演習課題をレポートにまとめるもので、その出来具合
や提出状況等により評価する。

授業の実施方法と授業
計画

【第 1 回】介護過程とはなにか（目的・人を理解する）
【第 2 回】介護過程の構成要素・意義
【第 3 回】介護過程におけるニーズ (1)（介護福祉士の役割と 3つの視点）
【第 4 回】介護過程におけるニーズ (2)（生活上のニーズ・ニーズをめぐる理論　マズロー）
【第 5 回】介護過程の展開（１）（介護過程と ICF との関係）
【第 6 回】介護過程の展開（２） 情報収集　以下、事例を用いた介護過程の展開
【第 7 回】介護過程の展開（３）アセスメント
【第 8 回】介護過程の展開（４）生活上の課題　二ーズの明確化　優先順位の検討
【第 9 回】介護過程の展開（５）介護計画１　計画
【第 10 回】介護過程の展開（７）介護計画１　実践評価
【第 11 回】介護過程の展開（８）振り返り
【第 12 回】国家試験対策　　
【第 13 回】国家試験対策　
【第 14 回】国家試験対策
【第 15 回】まとめ（国家試験対策）・総合学習

但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することがある　

ナンバリング WSHM6001
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28750

科目 2875 介護過程 1 授業種別 週間授業

担当教員 村上　貴子 単位数 2

その他担当者 大林　博美

授業概要

本講義では、介護福祉における介護過程の意義と目的を理解し、基本となる考え方を講義する。
他の教科で学習した知識や技術を統合し、介護過程を展開、介護計画を立案したうえで適切な
サービスの提供ができる能力を養うための講義を行う。
介護過程の意義を理解し、介護現場で展開できる力を身につけるための講義を行う。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ◎

授業の到達目標

１．介護過程の意義を理解し、介護実践に結びつけることができるようになる。
２．介護課程の実践に必要な知識を修得し、対象者の情報集・分析を行いニーズに沿った介護
過程の計画を立案することができるようになる。
３．介護過程を通じて専門職としての介護福祉士に求められる価値・倫理・知識・技術の必要
性を理解できる。

テキスト（教科書）

■新・介護福祉士養成講座 第 9巻 「介護過程」第 3版　編集 :介護福祉士養成講座編集委員会
　中央法規出版
■「介護過程」介護福祉士養成講座編集委員会　中央法規　「介護福祉士国家試験　受験ワーク 
　ブック　2021 年下」介護福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会　中央法規（後期使用）

参考書および参考文献
参考文献　随時活用
参考資料　介護実習・介護総合演習で使用する介護過程展開用プリント

受講条件

本講義は講義形式と個人学習で進めていきます。
テキストの内容を中心としながら参考資料を活用し講義を展開します。
・予習と授業中の積極的な発言を求めます。
・他教科と連動して考える力、専門的知識と技術が応用力が求められます。
・自ら考える姿勢で講義に臨んでください。
・国家試験対策も含めて講義を展開します。
　実習を含めて、必ず必要となる知識ですので、しっかり習得していきましょう。
　難解な言葉が多くありますが、わからないことは調べるなどして学修を進めていくことが必
要です。

事前・事後学習 (内容・
時間）

１．予習として、教科書のうち、講義内容に関わる部分を読み、疑問点を明らかにする。
２．復習として、課題のレポートを書く。
３．発展学習として、講義で紹介された参考文献を読む。
以上の内容を４H／週以上学修すること。

成績評価 遅刻、早退、欠席および劣悪な授業態度は減点の対象となります。

評価項目 割合 評価基準

授業内筆記試験 50％

演習 10％
グループワーク ･ カンファレンスへの参加状況・説明能力、グループ
ダイナミックスの成果

課題レポート 20％
講義の中で行う演習課題をレポートにまとめるもので、その出来具合
や提出状況等により評価する。

授業の実施方法と授業
計画

【第 1 回】介護過程とはなにか（目的・人を理解する）
【第 2 回】介護過程の構成要素・意義
【第 3 回】介護過程におけるニーズ (1)（介護福祉士の役割と 3つの視点）
【第 4 回】介護過程におけるニーズ (2)（生活上のニーズ・ニーズをめぐる理論　マズロー）
【第 5 回】介護過程の展開（１）（介護過程と ICF との関係）
【第 6 回】介護過程の展開（２） 情報収集　以下、事例を用いた介護過程の展開
【第 7 回】介護過程の展開（３）アセスメント
【第 8 回】介護過程の展開（４）生活上の課題　二ーズの明確化　優先順位の検討
【第 9 回】介護過程の展開（５）介護計画１　計画
【第 10 回】介護過程の展開（７）介護計画１　実践評価
【第 11 回】介護過程の展開（８）振り返り
【第 12 回】国家試験対策　　
【第 13 回】国家試験対策　
【第 14 回】国家試験対策
【第 15 回】まとめ（国家試験対策）・総合学習

但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することがある　

ナンバリング WSHM6001

開講年度・開講学期 2021 年度 秋学期 授業コード 28760

科目 2876 介護過程２ 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 2

その他担当者

授業概要

介護過程 1で習得した知識を活用して、介護過程の実践的展開の準備として、介護現場を想定した事例や介護実践
の場での事例をもとに個人ワークを含めたグループワークで展開します。
本科目は実習前、中、後と実習期間にわたって行います。介護実習 II ではひとりで介護過程を展開していくので、
実習前のグループワークでしっかり記入方法、介護過程の展開技法を習得できるように指導していきます。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ◎

授業の到達目標

各事例に対するアセスメント・生活課題の抽出・介護計画の立案を行い、介護過程の展開について発表ができる。
介護に必要なケアマネジメント力や介護サービスについて学び、介護計画に沿ってロールプレイ・評価することが
できる。具体的には、以下の目標をあげる

【実習前の介護過程の目標】　
1. 実習で使用する用紙を使い介護過程ができる。
2. 快適・安全・自立の視点から生活課題を発見することができる
3. 生活課題の原因を関連付け、介護目標を立てることができる
4. 評価の書き方がわかる

【実習中の介護過程の目標】　　　
1. 受け持ち利用者を介護過程が展開できる

【実習後の介護過程の目標】　　　
1. 実習後、評価をすることができる
2. 介護過程をまとめて振り返ることができる

テキスト（教科書）
【使用テキスト】　　
最新 介護福祉士養成講座第９巻『介護過程』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　 ISBN:978-4-8058-
5769-4　

参考書および参考文献

受講条件

事例を基に介護過程を展開していくため、スケジュールを確認し遅れているグループは適宜時間外学習をし、期限
を守るようにしてください。積極的に発言し、グループワークを円滑にしてください。
疑問点は必ず質問し、解決して進めてください。他教科で学んだことを統合し、専門的知識と技術の応用力を求め
ています。自分のグループ内の役割を意識しチームビルディングを図ってください。

事前・事後学習 (内容・
時間）

１．予習として、教科書をしっかり読んで、利用者に応じた介護計画の立案に努めてください。
２．復習として、介護過程の資料を見直し、根拠を考、的確な資料作りをしてください。
３．この講義は、事例に応じた介護過程の展開を考え、介護計画書を作成します。精度の高い資料の作成は授業時
間だけでは完成しません。しっかり授業外学習を行ってください。
４．介護計画書は思いだけで作るのではなく、エビデンスが必要です。他の教科の教科書や参考書から、事実に基
づいた記述を心がけてください。本講義では、予習・復習で 120 時間とする。スケジュールを確認しながら進めて
ください。

成績評価 以下のとおりである。

評価項目 割合 評価基準

授業内課題・参加度・出席
態度

100％
授業内提出課題 80％　授業態度と意欲・グループワーク参加度 20％を通して、適切
に介護過程の実践を振り返ることができるか確認する。

授業の実施方法と授業
計画

 1回　オﾘエンテーション　
 2 回　介護過程の展開方法（実習に向けて）
 3 回　事例の紹介・アセスメント
 4 回　情報収集の方法
 5 回　情報収集の実際 (1)（情報収取シートの記入）
 6 回　情報収集の実際 (2)（情報収集シート（個人因子・環境因子）の記入
 7 回　情報収集の実際 (3)（情報収集シート（健康状態・心身機能・身体構造の記入）
 8 回　情報収集の実際 (4) 情報収集シート（活動・参加・個人因子の記入）
 9 回　情報分類の実際 (5) ICF の分類表　の記入
10 回　情報収集の実際 (6) アセスメント　表　（利用者の生活像）の記入　個人
11 回　情報収集の実際 (6) アセスメント　表　（利用者の生活像）の記入　グループ　
12 回　情報収集の実際 (7) アセスメント　表　情報の解釈・関連付け・統合化の　の記入　　
　　　 個人ワーク
13 回　情報収集の実際 (7) アセスメント　表　情報の解釈・関連付け・統合化の　の記入　　
　　　グループワーク
14 回　情報収集の実際 (8) アセスメント　表　予測される生活課題の記入　個人ワーク
13 回　情報収集の実際 (8) アセスメント　表　予測される生活課題の記入　グループワーク
14 回　情報収集からアセスメント　まで発表、難しかったこと、理解できたことを再確認
15 回　介護計画書（課題・目標・支援内容）　の記入　個人ワーク
16 回　介護計画書（課題・目標・支援内容）　の記入　グループワーク
17 回　計画まで発表　難しかったこと、理解できたことを再確認
18 回　難しかったこと、理解できたことを再確認　まとめ　個人指導　
19 回　情報収集シートの作成の記入　　　　　　　（実習第 1週）
20 回　介護情報収集シートの作成　　　　　　　　（実習第 1週）
21 回　受け持ち利用さんの情報分析　生活の課題　（実習第 2週）　
22 回　受け持ち利用さんの情報分析　目標　　　　（実習第 2週）　　　　　　　　
23 回　具体的援助計画の作成　　　　　　　　　　（実習第 3週）　
24 回　具体的援助計画の作成　　　　　　　　　　（実習第 3週）　
25 回　介護過程の展開　実施　　　　　　　　　　（実習第 4週）　
26 回　評価の意義と方法　　　　　　　　　　　　（実習第 2～ 4週）　　　　　
27 回　評価記入①　　　　　　　　　　　　　　　（実習第 2～ 4週）　
28 回　評価記入②　　　　　　　　　　　　　　　（実習第 4週）　
29 回　評価記入②　　　　　　　　　　　　　　　（実習第 4週）　
30 回　まとめ

ナンバリング WSHJM6001
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開講年度・開講学期 2021 年度 秋学期 授業コード 28770

科目 2877 介護過程３ 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 1

その他担当者

授業概要

専攻科介護福祉専攻という課程は、1 年間で介護福祉士という専門職に求められる様々な能力
を身につけなければなりません。1 年間で学ぶ、専門的知識・技術を用いて介護過程に沿った
実践を行い、評価することで、自己を振り返り、新たな課題を発見することになります。した
がって、介護過程３．４は介護実習Ⅱの介護実践を理論化するうえで事例研究の作成は特に重要
で、1年間の集大成になる科目です。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ○

授業の到達目標
1. 自分の興味あるテーマを見つけ、適切な事例研究論文を検索できる。
2. 理解した内容をわかりやすくまとめることができる。

テキスト（教科書）

最新 介護福祉士養成講座第９巻『介護過程』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　 
ISBN:978-4-8058-5769-4　
最新 介護福祉士養成講座第４巻『介護の基本Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　 
ISBN:978-4-8058-5764-9

参考書および参考文献 必要時、紹介します。

受講条件 介護実習Ⅱを終了し、介護過程の展開を実践していることが条件となる。

事前・事後学習 (内容・
時間）

１．この科目は事例研究論文の完成が目標です。
２．自分が取り組む研究に関連する先行研究及び参考文献をたくさん読んでください。
３．授業内にも論文の作成時間、担当教員の指導時間を設けますが、時間内では不十分です。
　　担当教員としっかり打ち合わせをし学習時間、論文作成時間をしっかり確保してください。

成績評価 以下の通りです。

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 80％ 課題に対して適切な内容になっているか確認します。

グループワーク 20％ グループワークを通して、理解度を確認します。

授業の実施方法と授業
計画

【第 1 回】介護過程の展開・・・実践的理解と理論化へ向けて
【第 2 回】介護過程の実際・・・事例研究の進め方について
【第 3 回】介護過程の実際・・・論文査読～過去の論文集から自分の研究テーマを探る
【第 4 回】介護過程の実際・・・文献検索～先行研究から自分の研究テーマを探る
【第 5 回】介護過程の実際・・・介護実習における研究テーマの決定（仮）
【第 6 回】介護過程の実際・・・研究テーマの決定　　文献検索
【第 7 回】介護過程の実際・・・介護実習における介護過程の整理
【第 8 回】介護過程の実際・・・介護実習における介護過程の整理
【第 9 回】介護過程の実際・・・介護実習における介護過程の整理
【第 10 回】介護過程の実際・・・論文作成 (1) 
【第 11 回】介護過程の実際・・・論文作成 (2)
【第 12 回】介護過程の実際・・・論文作成 (3)
【第 13 回】介護過程の実際・・・論文作成 (4)
【第 14 回】論文集の編集
【第 15 回】まとめ

ナンバリング WSGHLM6001
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開講年度・開講学期 2021 年度 秋学期 授業コード 28770

科目 2877 介護過程３ 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 1

その他担当者

授業概要

専攻科介護福祉専攻という課程は、1 年間で介護福祉士という専門職に求められる様々な能力
を身につけなければなりません。1 年間で学ぶ、専門的知識・技術を用いて介護過程に沿った
実践を行い、評価することで、自己を振り返り、新たな課題を発見することになります。した
がって、介護過程３．４は介護実習Ⅱの介護実践を理論化するうえで事例研究の作成は特に重要
で、1年間の集大成になる科目です。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ○

授業の到達目標
1. 自分の興味あるテーマを見つけ、適切な事例研究論文を検索できる。
2. 理解した内容をわかりやすくまとめることができる。

テキスト（教科書）

最新 介護福祉士養成講座第９巻『介護過程』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　 
ISBN:978-4-8058-5769-4　
最新 介護福祉士養成講座第４巻『介護の基本Ⅱ』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　 
ISBN:978-4-8058-5764-9

参考書および参考文献 必要時、紹介します。

受講条件 介護実習Ⅱを終了し、介護過程の展開を実践していることが条件となる。

事前・事後学習 (内容・
時間）

１．この科目は事例研究論文の完成が目標です。
２．自分が取り組む研究に関連する先行研究及び参考文献をたくさん読んでください。
３．授業内にも論文の作成時間、担当教員の指導時間を設けますが、時間内では不十分です。
　　担当教員としっかり打ち合わせをし学習時間、論文作成時間をしっかり確保してください。

成績評価 以下の通りです。

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 80％ 課題に対して適切な内容になっているか確認します。

グループワーク 20％ グループワークを通して、理解度を確認します。

授業の実施方法と授業
計画

【第 1 回】介護過程の展開・・・実践的理解と理論化へ向けて
【第 2 回】介護過程の実際・・・事例研究の進め方について
【第 3 回】介護過程の実際・・・論文査読～過去の論文集から自分の研究テーマを探る
【第 4 回】介護過程の実際・・・文献検索～先行研究から自分の研究テーマを探る
【第 5 回】介護過程の実際・・・介護実習における研究テーマの決定（仮）
【第 6 回】介護過程の実際・・・研究テーマの決定　　文献検索
【第 7 回】介護過程の実際・・・介護実習における介護過程の整理
【第 8 回】介護過程の実際・・・介護実習における介護過程の整理
【第 9 回】介護過程の実際・・・介護実習における介護過程の整理
【第 10 回】介護過程の実際・・・論文作成 (1) 
【第 11 回】介護過程の実際・・・論文作成 (2)
【第 12 回】介護過程の実際・・・論文作成 (3)
【第 13 回】介護過程の実際・・・論文作成 (4)
【第 14 回】論文集の編集
【第 15 回】まとめ

ナンバリング WSGHLM6001

開講年度・開講学期 2021 年度 秋学期 授業コード 28780

科目 2878 介護過程４ 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 1

その他担当者 村上　貴子

授業概要

介護実習 II で担当した利用者への介護過程を展開した事例を研究的にまとめ発表する（ケアス
タディ）までのプロセスを学ぶ。基本的には講義形式だが、個別指導を含む。ケアスタディを
通して自分の担当した事例を研究し発表できる能力を養う。また、介護福祉士として倫理的に
評価をすることで、自己を振り返り、福祉職として対人援助者として新たな課題を発見する科
目である。したがって、介護過程３．４は介護実習Ⅱの介護実践を理論化するうえで事例研究の
作成は特に重要で、1年間の集大成になる科目です。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ◎ ○

授業の到達目標

1. 適切でわかりやすいパワーポイントを作成できる。
2. 内容をわかりやすく伝える（発表できる）。
3. 効果的な発表ができる
4. 質問に理論的に答えることができる。
5. 自分の意見をまとめ、他の人の意見を適切に理解することができグループで議論することが
　できる。
6. 介護福祉士観を明確にできる。　

テキスト（教科書）
最新 介護福祉士養成講座第９巻『介護過程』編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　 
ISBN:978-4-8058-5769-4　

「プレゼンテーション演習１」福永弘之監修　樹村房

参考書および参考文献

受講条件
実習Ⅱを修了していること。専攻科介護福祉専攻は、1 年間で介護福祉士という専門職に求め
られる様々な能力を身につけます。ケーススタディは 1年間の集大成になると言えるものです。
常に問題意識を持って、探究する楽しさを感じ意欲的に取り組んでください。　

事前・事後学習 (内容・
時間）

実習Ⅱを修了していること。専攻科介護福祉専攻は、1 年間で介護福祉士という専門職に求め
られる様々な能力を身につけます。ケーススタディは 1年間の集大成になると言えるものです。
常に問題意識を持って、探究する楽しさを感じ意欲的に取り組んでください。　

１．この科目はパワーポイント作成・発表の完成が目標です。
２．自分が取り組む研究に関連する先行研究及び参考文献をたくさん読んでください。
３．授業内にも論文の作成時間、担当教員の指導時間を設けますが、時間内では不十分です。
　　担当教員としっかり打ち合わせをし学習時間、論文作成時間をしっかり確保してください。

成績評価 以下の通りです

評価項目 割合 評価基準

課題提出 80％ 課題に対して適切な内容になっているかを確認します。　

プレゼンターション 20％ プレゼンテーションのて、適切に発表できるか確認をする。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　ケアスタディ－事例研究におけるプレゼンテーションンの方法
第 2 回　ケアスタディ－事例研究の発表原稿作成
第 3 回　ケアスタディ－事例研究の発表原稿の指導
第 4 回　ケアスタディ－事例研究のパワーポイントの作成
第 5 回　ケアスタディ－事例研究のパワーポイントの指導
第 6 回　ケアスタディ－事例研究のパワーポイントの指導
第 7 回　ケアスタディ－事例研究発表会打ち合わせ
第 8 回　ケアスタディ－事例研究発表会（リハーサルと指導）
第 9 回　ケアスタディ－事例研究発表会（リハーサル）
第 10 回　ケアスタディ－事例研究発表会（リハーサル） 　　　　　　　　　　　　　　　
第 11 回　振り返り
第 12 回　ケアスタディ－事例研究発表会（最終リハーサル）
第 13 回　ケアスタディ－事例研究発表会
第 14 回　ケアスタディ－事例研究発表会
第 15 回　振り返り

ナンバリング WSHJM6002
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28800

科目 2880 介護総合演習１ 授業種別 週間授業

担当教員 長谷川　彰 単位数 1

その他担当者

授業概要

「介護総合演習」では効果的に介護実習を行うために、実習前、実習中、実習後に行うものである。
具体的には、   
①実習前には、実習の意義、目的について学び、介護実習に向けての心構えをする。また、実
　習の目標に対する予備知識や自己目標をたて、具体的に実習で何を学ぶのかを理解する。
②実習中には、実際の記録の書き方の指導を受け、実習で行っていることの報告をする。
③実習後には、振り返りを行い、介護実習Ⅱに向けた自己の課題を明確にする。
方法としては、グループワーク、ディスカッション、個別指導を通して、自己覚知する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ○

授業の到達目標

①実習施設の概要と利用者の生活ニーズを理解し、介護福祉士に求められる倫理性と専門性を
　明確にすることができる。
②さまざまな利用者の生活を理解し、個別ケアとチームアプローチの中で , 介護福祉士の役割
　について説明できる。
③種々の実習記録や及び介護過程のアセスメント・計画・実践・評価を通し、利用者のニーズ
　に応じたケアの実践能力を養い、介護福祉士に求められる知識・技術を包括的に説明できる。
④実習記録の記述、評価やレポート作成を通して、客観的、論理的に記述することができる。
⑤カンファレンスやグループディスカッションを通して、建設的に発言することができる。

テキスト（教科書）
【テキスト】
最新 介護福祉士養成講座第 10 巻『介護総合演習・介護実習』編集介護福祉士編集委員会：中
央法規出版　ISBN:978-4-8058-5770-0

参考書および参考文献 ホームヘルプの要点　著者：田中由紀子　一橋出版　

受講条件

この授業は、介護福祉士養成施設で行う実習にむけて必要な心構えや重要な手続きなどについ
ての指導を行う。
そのため、実習をおこなうにあたり、この講義を受け、必要事項が遂行されなければ実習を受
けることができない。遅刻や欠席は原則として認めない。やむを得ない場合、または、欠席し
た時の内容については、自主的に質問・実習指導を受ける。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（60 分程度）
毎回、授業内で指示するないようについて、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）

成績評価
原則として毎回出席のこと。実習で行う指導が聞けてない場合は、個別の補講授業にて指導を
行う場合があります。

評価項目 割合 評価基準

授業参加姿勢および発言 30％ 取り組む姿勢や授業中の発言・報告などで評価します。

提出物 50％ 記録の内容・適切な表現などで評価します。

グループワークの参加度 20％ カンファレンスやグループワークを通して理解度を確認します。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　ガイダンス・実習とは何か  実習の意義と目的
第 2 回　介護実習Ⅰの目的と介護実習目標
第 3 回　実習先の理解（在宅サービス 1高齢者施設・通所介護・グループホーム他）
第 4 回　実習先の理解（在宅サービス 2障害児者施設：生活介護他）
第 5 回　記録・報告の必要性、記録の書き方（日々の目標）
第 6 回　記録の書き方（日々の記録）
第 7 回　記録の書き方（プロセスレコードの書き方）
第 8 回　実習の心構え
第 9 回　事前訪問、施設オリエンテーション
第 10 回　カンファレンスの仕方、グループディスカッション
第 11 回　帰校日　実習中間指導Ⅰ　実習記録の確認
第 12 回　帰校日　実習中間指導Ⅱ　実習の学びの情報交換　グループワーク
第 13 回　帰校日　実習中間指導Ⅲ　実習の学びの情報交換　グループワーク
第 14 回　実習の学びのまとめ②発表
第 15 回　介護実習Ⅱへ向けた目標と課題　　

※以下の授業計画は、受講学生の状況により授業計画を変更することもある
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28800

科目 2880 介護総合演習１ 授業種別 週間授業

担当教員 長谷川　彰 単位数 1

その他担当者

授業概要

「介護総合演習」では効果的に介護実習を行うために、実習前、実習中、実習後に行うものである。
具体的には、   
①実習前には、実習の意義、目的について学び、介護実習に向けての心構えをする。また、実
　習の目標に対する予備知識や自己目標をたて、具体的に実習で何を学ぶのかを理解する。
②実習中には、実際の記録の書き方の指導を受け、実習で行っていることの報告をする。
③実習後には、振り返りを行い、介護実習Ⅱに向けた自己の課題を明確にする。
方法としては、グループワーク、ディスカッション、個別指導を通して、自己覚知する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ○

授業の到達目標

①実習施設の概要と利用者の生活ニーズを理解し、介護福祉士に求められる倫理性と専門性を
　明確にすることができる。
②さまざまな利用者の生活を理解し、個別ケアとチームアプローチの中で , 介護福祉士の役割
　について説明できる。
③種々の実習記録や及び介護過程のアセスメント・計画・実践・評価を通し、利用者のニーズ
　に応じたケアの実践能力を養い、介護福祉士に求められる知識・技術を包括的に説明できる。
④実習記録の記述、評価やレポート作成を通して、客観的、論理的に記述することができる。
⑤カンファレンスやグループディスカッションを通して、建設的に発言することができる。

テキスト（教科書）
【テキスト】
最新 介護福祉士養成講座第 10 巻『介護総合演習・介護実習』編集介護福祉士編集委員会：中
央法規出版　ISBN:978-4-8058-5770-0

参考書および参考文献 ホームヘルプの要点　著者：田中由紀子　一橋出版　

受講条件

この授業は、介護福祉士養成施設で行う実習にむけて必要な心構えや重要な手続きなどについ
ての指導を行う。
そのため、実習をおこなうにあたり、この講義を受け、必要事項が遂行されなければ実習を受
けることができない。遅刻や欠席は原則として認めない。やむを得ない場合、または、欠席し
た時の内容については、自主的に質問・実習指導を受ける。

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（60 分程度）
毎回、授業内で指示するないようについて、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）

成績評価
原則として毎回出席のこと。実習で行う指導が聞けてない場合は、個別の補講授業にて指導を
行う場合があります。

評価項目 割合 評価基準

授業参加姿勢および発言 30％ 取り組む姿勢や授業中の発言・報告などで評価します。

提出物 50％ 記録の内容・適切な表現などで評価します。

グループワークの参加度 20％ カンファレンスやグループワークを通して理解度を確認します。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　ガイダンス・実習とは何か  実習の意義と目的
第 2 回　介護実習Ⅰの目的と介護実習目標
第 3 回　実習先の理解（在宅サービス 1高齢者施設・通所介護・グループホーム他）
第 4 回　実習先の理解（在宅サービス 2障害児者施設：生活介護他）
第 5 回　記録・報告の必要性、記録の書き方（日々の目標）
第 6 回　記録の書き方（日々の記録）
第 7 回　記録の書き方（プロセスレコードの書き方）
第 8 回　実習の心構え
第 9 回　事前訪問、施設オリエンテーション
第 10 回　カンファレンスの仕方、グループディスカッション
第 11 回　帰校日　実習中間指導Ⅰ　実習記録の確認
第 12 回　帰校日　実習中間指導Ⅱ　実習の学びの情報交換　グループワーク
第 13 回　帰校日　実習中間指導Ⅲ　実習の学びの情報交換　グループワーク
第 14 回　実習の学びのまとめ②発表
第 15 回　介護実習Ⅱへ向けた目標と課題　　

※以下の授業計画は、受講学生の状況により授業計画を変更することもある

ナンバリング WSJMM6001

開講年度・開講学期 2021 年度 秋学期 授業コード 28810

科目 2881 介護総合演習２ 授業種別 週間授業

担当教員 村上　貴子 単位数 1

その他担当者

授業概要

　本科目は、「介護実習Ⅱ」を効果的に実習するための実習指導である。
具体的には、
①実習前には、実習の意義、目的について学び、介護実習に向けての心構えをする。また、実
習の目標に対する予備知識や自己目標をたて、具体的に実習で何を学ぶのかを理解する。
②実習中には、実際の記録の書き方の指導を受け、自分の行っていることの報告をする。
③実習後には、振り返りを行い、ケアスタディに向けた自己の課題を明確にする。
方法としては、グループワーク、ディスカッション、個別指導を通して、自己覚知する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ○

授業の到達目標

①実習前には、実習の意義、目的について説明することができる。
②実習前に、実習先の施設の概要について理解し、どのような知識や技術が必要かを説明できる。
③実習中は、自己目標を意識した実習をすることができる。 
④実習中は、指導者からのアドバイスを活かした実習をすることができる。
⑤実習中のカンファレンスは、準備をして積極的に参加し建設的な思考と発言することができ
る。
⑥実習後は、グループワーク、ディスカッション、、個別指導を通して振り返りを行い、自己の
課題を明確することができる。

テキスト（教科書）
最新 介護福祉士養成講座第 10 巻『介護総合演習・介護実習』編集介護福祉士編集委員会：中
央法規出版　 ISBN:978-4-8058-5770-0

参考書および参考文献

受講条件

【必須科目】介護福祉士養成施設で行う実習にむけて必要な心構えや重要な手続きなどについて
ガイダンスを行う。そのため、実習は、この講義を受けており、必要事項が遂行されなければ
自習を受けることができない。したがって、遅刻や欠席は原則として認めない。やむを得ない
場合、欠席した時の内容については、自主的に質問等を行うようにすること。　

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（60 分程度）
毎回、授業内で指示するないようについて、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）

希望実習施設のパンフレット等の資料をそろえ、事前に施設のイメージを持つこと。

成績評価
原則として毎回出席のこと。
実習で行う指導が聞けてない場合は、個別の補講授業にて指導を行う場合があります。

評価項目 割合 評価基準

課題提出 50％ 課題に対する適切な内容・記述になっているのか評価する。

グループワークの参加度 20％ 積極性・自発的発言など評価

実習に対する積極性と
施設への理解度

30％ 施設実習時における自発的意見とコミュニケーション力の総合評価

授業の実施方法と授業
計画

※以下の授業計画は、受講学生の状況により授業計画を変更することもある。

第 1 回　実習Ⅱオリエンテーション介護実習Ⅱの意義と目的
第 2 回　実習施設の理解
第 3 回　実習目標、実習の心構え
第 4 回  記録の書き方①（自己の実習目標の立て方）
第 5 回　記録の書き方②（日々の実習のイメージ作りと日々の目標）
第 6 回　記録の書き方③（情報収集・分析）
第 7 回　記録の書き方④（分析・計画立案の書き方）
第 8 回　各自の実習施設の事前理解
第 9 回　事前訪問、施設オリエンテーション
第 10 回　帰校日　事例検討（受け持ち利用者について・情報収集）
第 11 回　帰校日　事例検討（受け持ち利用者について・情報収集）
第 12 回　帰校日　事例検討（分析・計画立案）
第 13 回　帰校日　事例検討（実施）
第 14 回　事例検討（評価）、実習の振り返り、お礼状作成
第 15 回　まとめ
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28850

科目 2885 介護実習 授業種別 実習

担当教員 大林　博美 単位数 7

その他担当者 村上　貴子

授業概要

◇介護実習Ⅰは、様々な地域生活の場の介護サービスの実践を通して、利用者や家族とのコミュニケーションとの実践、介護技術の確認、他
職種協働や関係機関との連携を通して、介護福祉士の役割について理解する。
施設や事業所の実習担当者や職員にアドバイスを受けながら学習し、担当教員から週 1回の巡回指導を受ける。
◇介護実習Ⅱは、利用者のよりより生活を支援するため、個性を理解し、利用者の生活課題を明確にするため介護計画の作成、実施後の評価
やこれをふまえた計画の修正といった介護過程を展開する。
他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する。この実習では、指導者のスーパービジョ
ンを受けながら、利用者の状況に応じた支援についてアセスメント能力を養い、適切な介護福祉計画を立てる。また、介護職員を中心に、施
設職員の職種と役割、職種間の連携を理解し、利用者の状況に応じて適切な支援技術を身につける。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○ ◎ ◎ ◎

授業の到達目標

介護実習Ⅰ：
①個別ケアを行う為の個々の生活のリズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にする為の利用者ごとの介護計画の作成することができる。
②実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの
提供を基本となる実践力を習得することができる。
介護実習Ⅱ
①利用者の心身の状態に応じて求められる生活支援技術を身につけることができる。
②受け持ちケースの状態に応じた介護福祉計画を通して、アセスメント能力を身につけることができる。
③介護職員を中心に、施設職員の職種と役割、職種間の連携の必要性を説明することができる。

テキスト（教科書） 特になし　

参考書および参考文献 特になし

受講条件

以下の条件が満たされていなければ、実習への準備がなされていないものとし、実習を受けることができない
①各実習に必要な事前指導を「介護総合演習の講義」で行うため、「介護総合演習：で必要な指導を受けることが実習条件となる。
②実習中は、体調管理を行い、体調不良の場合は、早めに受診を行なうようにする。
やむを得ず遅刻、欠席した場合、原則として本人が 8 時 00 から 8 時半までに、施設と担当教員に連絡を行なう。自己判断をしないように相談
をする。
※再実習の場合は、必要な手続きを行なう。

事前・事後学習 (内容・
時間）

授業で学んだ介護技術の確認を実習前に行う。
介護実習に伴い、必要と思われる内容を事前にテキストなど内容を熟読しておく。
実習で学んだ技術及び内容は確実にできるようにしておくこと。

成績評価
・指導者評価を参考に巡回指導時におけるカンファレンスにて評価します。
・実習課題の到達度評価・諸記録・実習進捗状況の到達度評価します。
・理由なき遅刻、早退、記録の未提出など減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準
実習課題 50％ 指導者評価を参考に実習課題の到達度を評価する。

実習到達度 25％ 実習進捗状況の到達度を評価する。

実習記録 25％ 記録の内容・適切な表現など

授業の実施方法と授業
計画

※以下の授業計画は、受講学生の状況により授業計画を変更することもある。
介護実習Ⅰ（12 日間）
１）訪問介護実習・同行援護・行動援護 
①地域生活をしている利用者・家族とのコミュニケーションを実践し、利用者・家族のニーズを理解する。
②居宅に必要な生活支援技術を確認し、利用者の心身の状態、その人らしさ、暮らしや環境を踏まえた様々な生活の場における介護福祉士の役割について理解する。
③多職種協働や関係機関との連携を通じて介護の特性を理解する。
２）障害者地域生活介護実習
①利用者の心身の状態に応じて障害に応じた生活支援技術を身につける。
②指導者のスーパービジョンを受けながら、障害の特性に応じたコミュニケーション能力を養う。
③多職種協働や関係機関との連携を通じて介護の特性を理解する。
３）高齢者地域生活介護実習
①高齢者の心身の状態とニーズを理解し、基礎的な介護を実践できる。
③多職種協働や関係機関との連携を通じて介護の特性を理解する。
基礎実習１から３は以下の流れで起こなう
1日目 :
・オリエンテーション・実習施設の１日の流れを知る・利用者の 1日の生活の流れを知る
・様々な利用者とコミュニケーションを図る。・ケースを検討する。・支援内容の見学
2日目
・支援内容の見学・実施・指導者からの助言を受けながら受け持ちケースを決定し情報収集を開始する。・利用者を中心に様々な利用者と関わり理解を深める
3日目
・ケースの情報収集を行う①ケース記録票、②項目観察チェックリスト、③経過記録を整理し利用者理解をする
・支援内容の見学・実施
4日目
・スーパービジョンを受けながら、ケースの理解、支援内容・方法の理解に努める
・他職種との連携について学ぶ ・機関との関連について学ぶ・支援内容の見学・実施
対象施設は、通所介護・通所リハビリテーション・グループホーム・訪問介護・生活介護 (84 時間）　　
介護実習Ⅱ 16 日間

【実習先】
以下のような流れで行う
特別養護老人ホーム・老人保健施設 ･身体障害者支援施設
　受持ち利用者決定する。　　　　　　　
　情報収集を行なう。
　情報の分析を行なう
　介護計画を立案する
　実践を行なう。
　評価を行なう
1日目
・オリエンテーション・実習施設の１日の流れを知る・様々な入居者とコミュニケーションを図り、受け持ちご利用者を検討する。|2日目・|・対象ご利用者の検討・決定をする。
・指導者からの助言を受けながら受け持ちご利用者を確定し、情報収集を開始する。
・受け持ち利用者を中心に様々な利用者と関わり理解を深める
3日目
・受け持ち利用者の情報を①受け持ち利用者の記録票②項目観察チェックリスト③受け持ち経過記録に整理しながら理解する。　|4 日目 |・スーパービジョンを受けなが
ら受け持ち利用者の情報収集と理解に努める。
5日目
・受け持ちケースの情報収集・分析図を作成する。
・介護福祉計画を立案する。
・支援内容の計画を立てる。
6日目
・指導者からスーパービジョンを受けながら介護福祉計画の実施状の課題を明確にする。
・支援内容の計画・実施
7日目
・指導者からスーパービジョンを受けながら介護福祉計画の実施上の課題を明確にして修正する。
・支援内容の計画・実施
8日目
・指導者からスーパービジョンを受けながら介護福祉計画の実施・評価し修正する。
・支援内容の実施・結果　　　
9日目～ 16 日目
・指導者からスーパービジョンを受けながら介護福祉計画の実施し、評価を活かしながら修正する。
①受け持ちケース介護福祉計画の再アセスメント
②利用者の状態に応じ個別的かつ具体的な支援内容について検討し具体的解決方法の見直しを行う。
・他職種業務の見学
・他職種との連携を学ぶ
・支援内容の実施
介護福祉計画の総合評価

ナンバリング WSAM6002
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28850

科目 2885 介護実習 授業種別 実習

担当教員 大林　博美 単位数 7

その他担当者 村上　貴子

授業概要

◇介護実習Ⅰは、様々な地域生活の場の介護サービスの実践を通して、利用者や家族とのコミュニケーションとの実践、介護技術の確認、他
職種協働や関係機関との連携を通して、介護福祉士の役割について理解する。
施設や事業所の実習担当者や職員にアドバイスを受けながら学習し、担当教員から週 1回の巡回指導を受ける。
◇介護実習Ⅱは、利用者のよりより生活を支援するため、個性を理解し、利用者の生活課題を明確にするため介護計画の作成、実施後の評価
やこれをふまえた計画の修正といった介護過程を展開する。
他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する。この実習では、指導者のスーパービジョ
ンを受けながら、利用者の状況に応じた支援についてアセスメント能力を養い、適切な介護福祉計画を立てる。また、介護職員を中心に、施
設職員の職種と役割、職種間の連携を理解し、利用者の状況に応じて適切な支援技術を身につける。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○ ◎ ◎ ◎

授業の到達目標

介護実習Ⅰ：
①個別ケアを行う為の個々の生活のリズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にする為の利用者ごとの介護計画の作成することができる。
②実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの
提供を基本となる実践力を習得することができる。
介護実習Ⅱ
①利用者の心身の状態に応じて求められる生活支援技術を身につけることができる。
②受け持ちケースの状態に応じた介護福祉計画を通して、アセスメント能力を身につけることができる。
③介護職員を中心に、施設職員の職種と役割、職種間の連携の必要性を説明することができる。

テキスト（教科書） 特になし　

参考書および参考文献 特になし

受講条件

以下の条件が満たされていなければ、実習への準備がなされていないものとし、実習を受けることができない
①各実習に必要な事前指導を「介護総合演習の講義」で行うため、「介護総合演習：で必要な指導を受けることが実習条件となる。
②実習中は、体調管理を行い、体調不良の場合は、早めに受診を行なうようにする。
やむを得ず遅刻、欠席した場合、原則として本人が 8 時 00 から 8 時半までに、施設と担当教員に連絡を行なう。自己判断をしないように相談
をする。
※再実習の場合は、必要な手続きを行なう。

事前・事後学習 (内容・
時間）

授業で学んだ介護技術の確認を実習前に行う。
介護実習に伴い、必要と思われる内容を事前にテキストなど内容を熟読しておく。
実習で学んだ技術及び内容は確実にできるようにしておくこと。

成績評価
・指導者評価を参考に巡回指導時におけるカンファレンスにて評価します。
・実習課題の到達度評価・諸記録・実習進捗状況の到達度評価します。
・理由なき遅刻、早退、記録の未提出など減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準
実習課題 50％ 指導者評価を参考に実習課題の到達度を評価する。

実習到達度 25％ 実習進捗状況の到達度を評価する。

実習記録 25％ 記録の内容・適切な表現など

授業の実施方法と授業
計画

※以下の授業計画は、受講学生の状況により授業計画を変更することもある。
介護実習Ⅰ（12 日間）
１）訪問介護実習・同行援護・行動援護 
①地域生活をしている利用者・家族とのコミュニケーションを実践し、利用者・家族のニーズを理解する。
②居宅に必要な生活支援技術を確認し、利用者の心身の状態、その人らしさ、暮らしや環境を踏まえた様々な生活の場における介護福祉士の役割について理解する。
③多職種協働や関係機関との連携を通じて介護の特性を理解する。
２）障害者地域生活介護実習
①利用者の心身の状態に応じて障害に応じた生活支援技術を身につける。
②指導者のスーパービジョンを受けながら、障害の特性に応じたコミュニケーション能力を養う。
③多職種協働や関係機関との連携を通じて介護の特性を理解する。
３）高齢者地域生活介護実習
①高齢者の心身の状態とニーズを理解し、基礎的な介護を実践できる。
③多職種協働や関係機関との連携を通じて介護の特性を理解する。
基礎実習１から３は以下の流れで起こなう
1日目 :
・オリエンテーション・実習施設の１日の流れを知る・利用者の 1日の生活の流れを知る
・様々な利用者とコミュニケーションを図る。・ケースを検討する。・支援内容の見学
2日目
・支援内容の見学・実施・指導者からの助言を受けながら受け持ちケースを決定し情報収集を開始する。・利用者を中心に様々な利用者と関わり理解を深める
3日目
・ケースの情報収集を行う①ケース記録票、②項目観察チェックリスト、③経過記録を整理し利用者理解をする
・支援内容の見学・実施
4日目
・スーパービジョンを受けながら、ケースの理解、支援内容・方法の理解に努める
・他職種との連携について学ぶ ・機関との関連について学ぶ・支援内容の見学・実施
対象施設は、通所介護・通所リハビリテーション・グループホーム・訪問介護・生活介護 (84 時間）　　
介護実習Ⅱ 16 日間
【実習先】
以下のような流れで行う
特別養護老人ホーム・老人保健施設 ･身体障害者支援施設
　受持ち利用者決定する。　　　　　　　
　情報収集を行なう。
　情報の分析を行なう
　介護計画を立案する
　実践を行なう。
　評価を行なう
1日目
・オリエンテーション・実習施設の１日の流れを知る・様々な入居者とコミュニケーションを図り、受け持ちご利用者を検討する。|2日目・|・対象ご利用者の検討・決定をする。
・指導者からの助言を受けながら受け持ちご利用者を確定し、情報収集を開始する。
・受け持ち利用者を中心に様々な利用者と関わり理解を深める
3日目
・受け持ち利用者の情報を①受け持ち利用者の記録票②項目観察チェックリスト③受け持ち経過記録に整理しながら理解する。　|4 日目 |・スーパービジョンを受けなが
ら受け持ち利用者の情報収集と理解に努める。
5日目
・受け持ちケースの情報収集・分析図を作成する。
・介護福祉計画を立案する。
・支援内容の計画を立てる。
6日目
・指導者からスーパービジョンを受けながら介護福祉計画の実施状の課題を明確にする。
・支援内容の計画・実施
7日目
・指導者からスーパービジョンを受けながら介護福祉計画の実施上の課題を明確にして修正する。
・支援内容の計画・実施
8日目
・指導者からスーパービジョンを受けながら介護福祉計画の実施・評価し修正する。
・支援内容の実施・結果　　　
9日目～ 16 日目
・指導者からスーパービジョンを受けながら介護福祉計画の実施し、評価を活かしながら修正する。
①受け持ちケース介護福祉計画の再アセスメント
②利用者の状態に応じ個別的かつ具体的な支援内容について検討し具体的解決方法の見直しを行う。
・他職種業務の見学
・他職種との連携を学ぶ
・支援内容の実施
介護福祉計画の総合評価

ナンバリング WSAM6002

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28860

科目 2886 発達と老化の理解 授業種別 週間授業

担当教員 野口　惠美 単位数 2

その他担当者

授業概要

1. 人間の成長と発達の基礎的理解をする
2. 発達の定義、発達段階、発達課題を学ぶ
3. 老年期の定義と発達課題を学ぶ
4. 老化に伴うこころの変化と日常生活を学ぶ
5. 老化に伴うからだの変化と日常生活を学ぶ
6. 高齢者の疾患と生活上の留意点を学ぶ
7. 高齢者に多い疾患と日常生活上の留意点を学ぶ
8. 保健医療職との連携を学ぶ

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○

授業の到達目標

・人間の成長と発達の基礎的理解ができる
・老年期の発達と成熟について説明できる
・老化に伴うこころとからだの変化と日常生活の説明をすることができる
・老年期を発達段階の最終章ととらえて生活支援のアセスメントができる
・高齢者と健康について説明できる
・高齢者の尊厳と QOL について考え、自分の介護福祉観を養うことが出来る

テキスト（教科書）
テキスト
最新・介護福祉士養成講座 12　「発達と老化の理解」  中央法規出版　ISBN:978-4-8058-5772-4

参考書および参考文献 特になし

受講条件 『履修条件はありません』

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容
1. 毎授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと。    （第 2回～ 14 回／ 30 分程度）
2. 授業で学び得たことについてレポートを作成すること。（第 1回～ 15 回／ 60 分程度）
3. 授業内で支持する内容について、事前に調べて学外演習に参加すること。
　 （第 5回、第 10 回／ 60 分程度）
4. 毎回行った『小テストの復習』を行い定期試験に臨むこと。

成績評価 原則として毎回出席すること。授業の到達目標がどの程度達成できているかで評価します。

評価項目 割合 評価基準

定期（筆記）試験 60％ 筆記試験にて理解度を確認する。

小テスト 20％ 講義内容の理解度を確認する

課題レポート 20％
課題レポートは期日厳守とし、レポート用紙にて提出とする。
適切な内容・記述になっているのかを評価する。

授業の実施方法と授業
計画

※以下の授業計画は、受講学生の状況により授業計画を変更することもある。

第 1 回　人間の成長と発達の基礎的理解
第 2 回　老年期の定義　　
第 3 回　老年期の発達課題
第 4 回　高齢者と健康
第 5 回　老化に伴う心身の変化の特徴　
第 6 回　老化に伴う心身の変化の特徴
第 7 回　老化に伴う心身の機能の変化と日常生活への影響
第 8 回　老化に伴う心身の機能の変化と日常生活への影響
第 9 回　高齢者の心理
第 10 回　高齢者の疾患と生活上の留意点　
第 11 回　高齢者の疾患と生活上の留意点
第 12 回　高齢者に多い疾患とその日常生活上の留意点
第 13 回　高齢者に多い疾患とその日常生活上の留意点
第 14 回　保健医療職との連携
第 15 回　まとめ

ナンバリング WSCM6001
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28870

科目 2887 認知症の理解 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 大矢　日信 単位数 2

その他担当者

授業概要

　脳の病的変化により、これまで分かったことが分からなくなり、これまでできたことができなくなることで（認
知機能の障害または中核症状）、お金の管理や計算ができなくなったり、道具が使えなくなったり、親しい人のこ
とが分からなくなったりすることで、日常生活に障害が生じた状態を認知症という。認知症は大昔からあったが、
長生きをすることができ 75 歳以上の後期高齢者の人口が増えることで、認知症を抱えて生活する人の数も 500 万
人に達し、抱えて生活する年数も長くなっている。介護が必要となった主な原因は、認知症と脳卒中で要介護者の
8 割に認知症がある。認知症の人の行動や心理が理解をされず、周囲の人との関係が悪くなり、ひどい仕打ちを受
けることがある。認知症の人の行動やふるまいが理解され、認知症の人が、住み慣れた地域で生活をし続けていく
ためには、家族や地域の理解と協力、医療や看護、介護の連携も必要である。認知症の人の暮らし（生活）支援す
る介護職の役割を習得する。学外演習や事例検討を通して体験的に認知症の人の思いを理解をし、共に生きる支援
の方法を学ぶ。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ◎

授業の到達目標

①老人福祉、介護保険、認知症ケアに係る国の方針と施策（地域包括ケア、地域におけるサポート体制）を説明できる。
②認知症による障害、中核症状と BPSD（行動心理症状）を理解し説明できる。
③認知症の原因となる主な病気の症状の特徴を説明できる。
④認知症と間違えられやすい症状（せん妄とうつ病）を説明できる。
⑤認知症に伴う日常生活への影響を ICF を基本に本人主体（パーソンセンタードケア）の視点でアセスメントし支
　援できる。
⑥認知症の検査と評価方法を説明できる。
⑦認知症の薬物療法、非薬物療法を説明できる。
⑧家族介護者の課題を理解し家族介護者の支援の方法を説明できる。
⑨若年認知症の現状と支援方法を説明できる。

テキスト（教科書）
最新・介護福祉士養成講座 第 13 巻　『認知症の理解』 編集：介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版
ISBN 978-4-8058-5773-1

参考書および参考文献
「ボクはやっと認知症のことがわかった」
著者 :長谷川和夫　猪熊律子　角川書店　ISBN 978-4-0460-4499-0

「若年認知症ハンドブック」編集　認知症介護研究・研修大府センター

受講条件 履修必須科目

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと。（第 2～ 30 回）
  毎授業後に小テストを行い、授業で得た学びについて振り返る。（第 2回～ 30 回）
  授業内で指示する内容について、レポートを作成すること。
  授業内で指示する内容について、パワーポイントによるプレゼンテーションを作成し発表する。（13 回、29 回）
  授業内で指示する内容について、事前に調べて学外演習や、授業に参加すること。（4回／第 2～ 13 回）
  第 30 回定期試験『小テストの復習』を行う。

成績評価
原則として毎回出席をすること。授業の達成目標がどの程度達成できているかで評価します。
なお、遅刻、早退や劣悪な受講態度は減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準

定期試験 60％ 筆記試験にて理解度を確認する

プレゼンテーション 20％ 理解できたかを他者に説明する力で確認する。

課題レポート 20％ 課題に対する適切な内容・記述になっているのかを評価する。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　ガイダンス 「認知症の第一人者が認知症になった」NHK ドキュメンタリー　ディスカッション　
第 2 回　認知症を取り巻く状況①（認知症高齢者の現状と今後）認知症を取り巻く状況②
　　　　 （認知症施策とケアの理念）新型コロナ下における医療、介護、福祉　講義　ディスカッション　
第 3 回　医学的側面から見た認知症の基礎①（認知症とは何か、認知症の概念）フィールドワーク　
第 4 回　医学的側面から見た認知症の基礎②（認知症にみられる特徴的な症状）フィールドワーク　
第 5 回　認知症の人の医学・行動・心理的理解①（認知症の人の行動・心理症状　フィールドワーク　
第 6 回　認知症の人の医学・行動・心理的理解②（認知症の人の行動・心理症状　フィールドワーク　
第 7 回　医学的側面から見た認知症の基礎③（中核症状の理解）講義、小テスト
第 8 回　医学的側面から見た認知症の基礎④（BPSD の理解）講義、小テスト
第 9 回　医学的側面から見た認知症の基礎⑤（認知症の原因となる主な病気の症状と特徴）講義
第 10 回  医学的側面から見た認知症の基礎⑥（認知症の原因となる主な病気の症状と特徴）講義
第 11 回　医学的側面から見た認知症の基礎⑧（認知症と間違えられやすい状態）講義
第 12 回　医学的側面から見た認知症の基礎⑦（認知症の検査・治療・予防）講義、小テスト　　
第 13 回　まとめ（第 1回～ 14 回までの内容をまとめて発表する）プレゼンテーション　
第 14 回　認知症高齢者の生活の場と基礎知識　
第 15 回　認知症の人の生活理解①（環境の力・生活を続ける）　
第 16 回　認知症の人の生活理解②（認知機能の変化が生活に及ぼす影響）
第 17 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活①（認知症の人へのかかわりの基本）
第 18 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活②（認知症の人への気づき）
第 19 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活③（認知症の人の介護過程）
第 20 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活④（認知症の進行に応じた介護）
第 21 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活⑤（人が生きることを支えるということ）
第 22 回　連携と協働①（地域におけるサポート体制）
第 23 回　連携と協働②（チームアプローチ）
第 24 回　家族への支援①（家族の認知症の受容の過程での援助）
第 25 回　家族への支援①（家族の認知症の受容の過程での援助）
第 26 回　家族への支援②（家族の介護力の評価とレスパイトケア）
第 27 回　認知症に関する制度・関係機関①（認知症対策と介護保険制度）
第 28 回　まとめ（第 14 回～ 27 回までの内容をまとめて発表する）プレゼンテーション　
第 29 回　まとめ①（認知症の人の尊厳を守るケアについて考え発表する）プレゼンテーション
第 30 回　まとめ②（認知症の人の尊厳を守るケアについてのまとめ）国家試験対策　
※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することがある
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28870

科目 2887 認知症の理解 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 大矢　日信 単位数 2

その他担当者

授業概要

　脳の病的変化により、これまで分かったことが分からなくなり、これまでできたことができなくなることで（認
知機能の障害または中核症状）、お金の管理や計算ができなくなったり、道具が使えなくなったり、親しい人のこ
とが分からなくなったりすることで、日常生活に障害が生じた状態を認知症という。認知症は大昔からあったが、
長生きをすることができ 75 歳以上の後期高齢者の人口が増えることで、認知症を抱えて生活する人の数も 500 万
人に達し、抱えて生活する年数も長くなっている。介護が必要となった主な原因は、認知症と脳卒中で要介護者の
8 割に認知症がある。認知症の人の行動や心理が理解をされず、周囲の人との関係が悪くなり、ひどい仕打ちを受
けることがある。認知症の人の行動やふるまいが理解され、認知症の人が、住み慣れた地域で生活をし続けていく
ためには、家族や地域の理解と協力、医療や看護、介護の連携も必要である。認知症の人の暮らし（生活）支援す
る介護職の役割を習得する。学外演習や事例検討を通して体験的に認知症の人の思いを理解をし、共に生きる支援
の方法を学ぶ。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ◎

授業の到達目標

①老人福祉、介護保険、認知症ケアに係る国の方針と施策（地域包括ケア、地域におけるサポート体制）を説明できる。
②認知症による障害、中核症状と BPSD（行動心理症状）を理解し説明できる。
③認知症の原因となる主な病気の症状の特徴を説明できる。
④認知症と間違えられやすい症状（せん妄とうつ病）を説明できる。
⑤認知症に伴う日常生活への影響を ICF を基本に本人主体（パーソンセンタードケア）の視点でアセスメントし支
　援できる。
⑥認知症の検査と評価方法を説明できる。
⑦認知症の薬物療法、非薬物療法を説明できる。
⑧家族介護者の課題を理解し家族介護者の支援の方法を説明できる。
⑨若年認知症の現状と支援方法を説明できる。

テキスト（教科書）
最新・介護福祉士養成講座 第 13 巻　『認知症の理解』 編集：介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版
ISBN 978-4-8058-5773-1

参考書および参考文献
「ボクはやっと認知症のことがわかった」
著者 :長谷川和夫　猪熊律子　角川書店　ISBN 978-4-0460-4499-0
「若年認知症ハンドブック」編集　認知症介護研究・研修大府センター

受講条件 履修必須科目

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと。（第 2～ 30 回）
  毎授業後に小テストを行い、授業で得た学びについて振り返る。（第 2回～ 30 回）
  授業内で指示する内容について、レポートを作成すること。
  授業内で指示する内容について、パワーポイントによるプレゼンテーションを作成し発表する。（13 回、29 回）
  授業内で指示する内容について、事前に調べて学外演習や、授業に参加すること。（4回／第 2～ 13 回）
  第 30 回定期試験『小テストの復習』を行う。

成績評価
原則として毎回出席をすること。授業の達成目標がどの程度達成できているかで評価します。
なお、遅刻、早退や劣悪な受講態度は減点の対象とする場合があります。

評価項目 割合 評価基準

定期試験 60％ 筆記試験にて理解度を確認する

プレゼンテーション 20％ 理解できたかを他者に説明する力で確認する。

課題レポート 20％ 課題に対する適切な内容・記述になっているのかを評価する。

授業の実施方法と授業
計画

第 1 回　ガイダンス 「認知症の第一人者が認知症になった」NHK ドキュメンタリー　ディスカッション　
第 2 回　認知症を取り巻く状況①（認知症高齢者の現状と今後）認知症を取り巻く状況②
　　　　 （認知症施策とケアの理念）新型コロナ下における医療、介護、福祉　講義　ディスカッション　
第 3 回　医学的側面から見た認知症の基礎①（認知症とは何か、認知症の概念）フィールドワーク　
第 4 回　医学的側面から見た認知症の基礎②（認知症にみられる特徴的な症状）フィールドワーク　
第 5 回　認知症の人の医学・行動・心理的理解①（認知症の人の行動・心理症状　フィールドワーク　
第 6 回　認知症の人の医学・行動・心理的理解②（認知症の人の行動・心理症状　フィールドワーク　
第 7 回　医学的側面から見た認知症の基礎③（中核症状の理解）講義、小テスト
第 8 回　医学的側面から見た認知症の基礎④（BPSD の理解）講義、小テスト
第 9 回　医学的側面から見た認知症の基礎⑤（認知症の原因となる主な病気の症状と特徴）講義
第 10 回  医学的側面から見た認知症の基礎⑥（認知症の原因となる主な病気の症状と特徴）講義
第 11 回　医学的側面から見た認知症の基礎⑧（認知症と間違えられやすい状態）講義
第 12 回　医学的側面から見た認知症の基礎⑦（認知症の検査・治療・予防）講義、小テスト　　
第 13 回　まとめ（第 1回～ 14 回までの内容をまとめて発表する）プレゼンテーション　
第 14 回　認知症高齢者の生活の場と基礎知識　
第 15 回　認知症の人の生活理解①（環境の力・生活を続ける）　
第 16 回　認知症の人の生活理解②（認知機能の変化が生活に及ぼす影響）
第 17 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活①（認知症の人へのかかわりの基本）
第 18 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活②（認知症の人への気づき）
第 19 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活③（認知症の人の介護過程）
第 20 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活④（認知症の進行に応じた介護）
第 21 回　認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活⑤（人が生きることを支えるということ）
第 22 回　連携と協働①（地域におけるサポート体制）
第 23 回　連携と協働②（チームアプローチ）
第 24 回　家族への支援①（家族の認知症の受容の過程での援助）
第 25 回　家族への支援①（家族の認知症の受容の過程での援助）
第 26 回　家族への支援②（家族の介護力の評価とレスパイトケア）
第 27 回　認知症に関する制度・関係機関①（認知症対策と介護保険制度）
第 28 回　まとめ（第 14 回～ 27 回までの内容をまとめて発表する）プレゼンテーション　
第 29 回　まとめ①（認知症の人の尊厳を守るケアについて考え発表する）プレゼンテーション
第 30 回　まとめ②（認知症の人の尊厳を守るケアについてのまとめ）国家試験対策　
※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することがある

ナンバリング WSCM6002

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28880

科目 2888 障害の理解 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 1

その他担当者 熊谷　享子、葛谷　潔昭

授業概要

障がいの基礎理解と障がいのある人の生活を理解する
障がいについての基礎的理解を土台として、障がいのある人を生活者として捉え、生活介護の
視点から習得する。
後半は、グループ研究課題を決めてグループワークを実践し、その成果を発表する力を身に付
ける。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ○

授業の到達目標
①障がいに関する基礎的知識を概説できる。
②障がい特性に沿った生活介護の基礎を実践できる。
③グループ研究を通して、支援、介護のあり方に関して協調できる。

テキスト（教科書）
最新 介護福祉士養成講座第 14 巻 『障害の理解』 編集介護福祉士編集委員会：中央法規出版　 
ISBN:978-4-8058-5774-8

参考書および参考文献
医療保育セミナー　日本医療保育学会編　建帛社　ISBN 978-4-7679-5033-4

『見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2022』  中央法規出版（2021 年 7 月刊行予定）

受講条件 必修科目

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎回、授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度）
毎回、授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（60 分程度）
毎回、授業内で指示するないようについて、事前に調べて授業に参加すること（60 分程度）
第 16 回定期試験（小テスト等の復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと）（120 分程度）

成績評価 以下のとおりです。

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 20％ 課題に対して適切な内容になっているかを確認します。

定期試験　　　 60％ 筆記試験にて、理解度を確認します。

小テスト 20％ 筆記試験にて、理解度を確認します。　

授業の実施方法と授業
計画

 1 回　障害者福祉の基本的理念 /障害のある人の基本的視点【葛谷】
 2 回　障害の基本的理解・障害者の権利条約（制度の概要・関連制度）【葛谷】
 3 回　障害のある人の心理
 4 回　障害の医学的側面の基礎的知識　１身体障害ー視覚障害の種類と原因と特性
 5 回　障害の医学的側面の基礎的知識　２身体障害ー聴覚障害の種類と原因と特性
 6 回　障害の医学的側面の基礎的知識　３身体障害ー重複障害の種類と原因と特性
 7 回　障害の医学的側面の基礎的知識　４身体障害ー肢体不自由の種類と原因と特性
 8 回　障害の医学的側面の基礎的知識　５身体障害ー内部障害の種類と原因と特性
 9 回　障害の医学的側面の基礎的知識　７精神障害―精神障害の種類と原因と特性
10 回　障害の医学的側面の基礎的知識　８精神障害―高次脳機能障害の種類と原因と特性
11 回　障害の医学的側面の基礎的知識　９知的障害ー成人した知的障害者　【葛谷】
12 回　障害の医学的側面の基礎的知識　10 発達障害ー成人した発達障害者　【熊谷】
13 回　障害の医学的側面の基礎的知識　11 重症心身障害
14 回　障害の医学的側面の基礎的知識　12 難病
15 回　連携と協働　家族への支援　

※毎回、講義前に小テスト、講義終了後に確認テストを実施します。

ナンバリング WSCM6003
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28890

科目 2889 こころとからだのしくみ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 芝田　郁子 単位数 2

その他担当者

授業概要

１．人体の構造や機能を学び、こころとからだの両面から利用者の状況を観察して、その状態がどのような要因か
　　ら引き起こされているのかを学ぶ。そして、生活支援に必要な介護方法の根拠を説明し、個々の利用者にとっ
　　て、適切な介護の提案ができることを目指す。
２．こころとからだは相互に影響し合い、意欲や行動などに影響を及ぼしていることを理解したうえで、移動、身
　　じたく、食事、入浴・清潔保持、排泄、睡眠、人生の最終段階のケアに関連したこころとからだしくみについ
　　て、生活を支える介護の実践の中で理解する。
３．加齢に伴う機能低下・障害が生活場面に及ぼす影響を知り、利用者の変化に気づく能力を養う。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ 〇

授業の到達目標

１．生活支援のために必要とされる基礎的な人体の構造や機能、こころのしくみを説明できる。
２．加齢や病気等におけるこころとからだの状態の変化を理解できる。
３．こころとからだの機能低下が日常生活動作等に及ぼす影響を理解し、介護実践の根拠として説明できる。
４．潜在能力を引き出し利用者の尊厳の尊重と自立を支援するための適切な介護方法を考えることができる。
５．生活場面におけるこころとからだの状態変化に気づく観察の重要性を学び、医療関係職種と連携が取れる。

テキスト（教科書）

最新介護福祉士養成講座１１　こころとからだのしくみ　
編集　介護福祉士養成講座編集委員会
発行　中央法規出版株式会社
定価　2860（税込）
ISBN 978-4-8058-5771-7

参考書および参考文献

大澤智恵子著：「介護現場で生かすフィジカルアセスメント」　中央法規　2016　2,600（税別）
荒井千明著：「いつもと違う高齢者をみたら　在宅・介護施設での判断と対応」　医歯薬出版株式会社　2016　2,600（税別）
佐藤禮子監修：「絵で見るターミナルケア」学研メディカル秀潤社　2015　3,200（税別）
髙橋聡美編集「グリーフケア」メヂカルフレンド社　2015　2,400（税別）
※ NHK「きょうの健康」も参考になります。
その他、随時紹介

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（2時間相当）
1. 毎授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（第 2～ 14 回、第 16 回～ 29 回において 30 分程度）
2. 毎授業後に授業で得た学びについてまとめ、専門用語を整理しておくこと
   （第 2～ 14 回、第 16 回～ 29 回において 90 分程度）
3. 授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること
   （第 2～ 14 回、第 16 回～ 29 回において 60 分程度）
4. 定期試験（小テストの復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと（第 14 ～ 15 回、第 29 ～ 30 回において 120 分）

成績評価
原則として毎回出席すること。知識の確認のため定期試験のほか、小テストを実施したり、レポート提出を求めま
す。課題をグループで討論する場合は参加度や積極的な発言などを評価する。

評価項目 割合 評価基準

レポート 20％ 課題に対する適切な内容・記述になっているのかを評価する。

小テスト 30％ 講義の内容の理解度を確認する。

定期試験 50％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

第 １回　こころのしくみの理解①（健康、人間の欲求）
第 ２回　こころのしくみの理解②（自己概念、記憶・感情・意欲）　　
第 ３回　からだのしくみの理解①（からだの部位、生命の維持と恒常性）　
第 ４回　人体各部の構造と病気の理解（脳・神経）
第 ５回　人体各部の構造と病気の理解（感覚器）①
第 ６回　人体各部の構造と病気の理解（感覚器）②
第 ７回　人体各部の構造と病気の理解（呼吸器）
第 ８回　人体各部の構造と病気の理解（循環器）　　
第 ９回　人体各部の構造と病気の理解（消化器）　　
第 10 回　人体各部の構造と病気の理解（泌尿器）
第 11 回　人体各部の構造と病気の理解（骨・筋肉・関節）
第 12 回　人体各部の構造と病気の理解（生殖器・内分泌）
第 13 回　人体各部の構造と病気の理解（血液・体液・リンパ）
第 14 回　からだのしくみの理解②（心身の調和、薬の知識など）
第 15 回　まとめ　中間テスト
第 16 回　フィジカルアセスメント（バイタルサイン）
第 17 回　移動のしくみ
第 18 回　心身の機能低下が移動に及ぼす影響・変化の気づき
第 19 回　身じたくのしくみ
第 20 回　心身の機能低下が身じたくに及ぼす影響・変化の気づき
第 21 回　食事のしくみ
第 22 回　心身の機能低下が食事に及ぼす影響・変化の気づき
第 23 回　入浴・清潔保持のしくみ　
第 24 回　心身の機能低下が入浴・清潔保持に及ぼす影響・変化の気づき
第 25 回　排泄のしくみ
第 26 回　心身の機能低下が排泄に及ぼす影響・変化の気づき
第 27 回　休息・睡眠のしくみ
第 28 回　心身の機能低下が休息・睡眠に及ぼす影響・変化の気づき
第 29 回　人生の最終段階のケアに関連したこころとからだのしくみ
第 30 回　まとめ  卒業試験対策
※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することもある　
※レポート及びテスト等については、授業内でレポートの総評をし、評価をしたレポートを返却し、質問や疑問等
に対するフィードバックを行う。毎回、授業終了 5分前にはリフレクションカードを利用し振り返りを行い、リフ
レクションカードは翌週にコメントを入れ返却する。 

ナンバリング WSCM6004
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 28890

科目 2889 こころとからだのしくみ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 芝田　郁子 単位数 2

その他担当者

授業概要

１．人体の構造や機能を学び、こころとからだの両面から利用者の状況を観察して、その状態がどのような要因か
　　ら引き起こされているのかを学ぶ。そして、生活支援に必要な介護方法の根拠を説明し、個々の利用者にとっ
　　て、適切な介護の提案ができることを目指す。
２．こころとからだは相互に影響し合い、意欲や行動などに影響を及ぼしていることを理解したうえで、移動、身
　　じたく、食事、入浴・清潔保持、排泄、睡眠、人生の最終段階のケアに関連したこころとからだしくみについ
　　て、生活を支える介護の実践の中で理解する。
３．加齢に伴う機能低下・障害が生活場面に及ぼす影響を知り、利用者の変化に気づく能力を養う。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ 〇

授業の到達目標

１．生活支援のために必要とされる基礎的な人体の構造や機能、こころのしくみを説明できる。
２．加齢や病気等におけるこころとからだの状態の変化を理解できる。
３．こころとからだの機能低下が日常生活動作等に及ぼす影響を理解し、介護実践の根拠として説明できる。
４．潜在能力を引き出し利用者の尊厳の尊重と自立を支援するための適切な介護方法を考えることができる。
５．生活場面におけるこころとからだの状態変化に気づく観察の重要性を学び、医療関係職種と連携が取れる。

テキスト（教科書）

最新介護福祉士養成講座１１　こころとからだのしくみ　
編集　介護福祉士養成講座編集委員会
発行　中央法規出版株式会社
定価　2860（税込）
ISBN 978-4-8058-5771-7

参考書および参考文献

大澤智恵子著：「介護現場で生かすフィジカルアセスメント」　中央法規　2016　2,600（税別）
荒井千明著：「いつもと違う高齢者をみたら　在宅・介護施設での判断と対応」　医歯薬出版株式会社　2016　2,600（税別）
佐藤禮子監修：「絵で見るターミナルケア」学研メディカル秀潤社　2015　3,200（税別）
髙橋聡美編集「グリーフケア」メヂカルフレンド社　2015　2,400（税別）
※ NHK「きょうの健康」も参考になります。
その他、随時紹介

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（2時間相当）
1. 毎授業前に指定箇所まで教科書を読んでおくこと（第 2～ 14 回、第 16 回～ 29 回において 30 分程度）
2. 毎授業後に授業で得た学びについてまとめ、専門用語を整理しておくこと
   （第 2～ 14 回、第 16 回～ 29 回において 90 分程度）
3. 授業内で指示する内容について、事前に調べて授業に参加すること
   （第 2～ 14 回、第 16 回～ 29 回において 60 分程度）
4. 定期試験（小テストの復習を行い、定期試験範囲の復習を行うこと（第 14 ～ 15 回、第 29 ～ 30 回において 120 分）

成績評価
原則として毎回出席すること。知識の確認のため定期試験のほか、小テストを実施したり、レポート提出を求めま
す。課題をグループで討論する場合は参加度や積極的な発言などを評価する。

評価項目 割合 評価基準

レポート 20％ 課題に対する適切な内容・記述になっているのかを評価する。

小テスト 30％ 講義の内容の理解度を確認する。

定期試験 50％ 筆記試験にて理解度を確認する。

授業の実施方法と授業
計画

第 １回　こころのしくみの理解①（健康、人間の欲求）
第 ２回　こころのしくみの理解②（自己概念、記憶・感情・意欲）　　
第 ３回　からだのしくみの理解①（からだの部位、生命の維持と恒常性）　
第 ４回　人体各部の構造と病気の理解（脳・神経）
第 ５回　人体各部の構造と病気の理解（感覚器）①
第 ６回　人体各部の構造と病気の理解（感覚器）②
第 ７回　人体各部の構造と病気の理解（呼吸器）
第 ８回　人体各部の構造と病気の理解（循環器）　　
第 ９回　人体各部の構造と病気の理解（消化器）　　
第 10 回　人体各部の構造と病気の理解（泌尿器）
第 11 回　人体各部の構造と病気の理解（骨・筋肉・関節）
第 12 回　人体各部の構造と病気の理解（生殖器・内分泌）
第 13 回　人体各部の構造と病気の理解（血液・体液・リンパ）
第 14 回　からだのしくみの理解②（心身の調和、薬の知識など）
第 15 回　まとめ　中間テスト
第 16 回　フィジカルアセスメント（バイタルサイン）
第 17 回　移動のしくみ
第 18 回　心身の機能低下が移動に及ぼす影響・変化の気づき
第 19 回　身じたくのしくみ
第 20 回　心身の機能低下が身じたくに及ぼす影響・変化の気づき
第 21 回　食事のしくみ
第 22 回　心身の機能低下が食事に及ぼす影響・変化の気づき
第 23 回　入浴・清潔保持のしくみ　
第 24 回　心身の機能低下が入浴・清潔保持に及ぼす影響・変化の気づき
第 25 回　排泄のしくみ
第 26 回　心身の機能低下が排泄に及ぼす影響・変化の気づき
第 27 回　休息・睡眠のしくみ
第 28 回　心身の機能低下が休息・睡眠に及ぼす影響・変化の気づき
第 29 回　人生の最終段階のケアに関連したこころとからだのしくみ
第 30 回　まとめ  卒業試験対策
※但し受講学生の習熟度により授業計画を変更することもある　
※レポート及びテスト等については、授業内でレポートの総評をし、評価をしたレポートを返却し、質問や疑問等
に対するフィードバックを行う。毎回、授業終了 5分前にはリフレクションカードを利用し振り返りを行い、リフ
レクションカードは翌週にコメントを入れ返却する。 

ナンバリング WSCM6004

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期 授業コード 28910

科目 2891 医療的ケア 1 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 1

その他担当者

授業概要

介護福祉士が医療職との連携のもとに、医療的ケアを安全・適切に行うための知識を習得する 。
①医療的ケアの法的根拠を通して学ぶ
②喀痰吸引・経管栄養を必要とする利用者の特徴を把握する
③医療的ケアを受ける利用者や家族の気持ちを理解する
④医療的ケアの手順を感染に留意しながら実施することを理解する
⑤医療的ケアを受ける人に必要な観察とリスクマネジメントができる
⑥医療的ケアを受ける人の安全を守るため、医療職と連携の連絡・報告・記録について学ぶ

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ◎

授業の到達目標

①医療的ケアの法的根拠を理解する。
②医療的ケアを必要とする利用者の特徴を把握する。
③医療的ケアを受ける利用者や家族の気持ちを理解する。
④医療的ケアの手順を感染に留意しながら実施することを理解する。
⑤医療的ケアを受ける人に必要な観察とリスクマネジメントができる。
⑥医療職への連絡・報告・記録について学ぶ。

テキスト（教科書）
最新　介護福祉士養成講座　15　医療的ケア　編集　介護福祉士養成講座編集委員会　中央法規出版
ISBN:978-4-8058-5775-5

参考書および参考文献 介護福祉士養成課程・介護職等のための医療的ケア  建帛社 ISBN ／ 978-4-7679-3376-4

受講条件

【介護実習室での演習を行なう場合の注意点】
必ずユニフォームを着用すること、また、髪の毛は実技の邪魔にならないようにして、実技を受けること。（顔に
髪がかかるなどする場合は、髪の長さが短くても、ピンで留める。なお、ユニフォームを忘れた場合は、受講でき
ません。）

事前・事後学習 (内容・
時間）

【予習】30 分【復習】60 分　内容は授業計画に記載してあります
毎回、内容の要点を再確認し、理解を深めてください。

成績評価 以下のとおりである。

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 20％ 課題に対して適切な内容になっているかを確認します。　

小テスト 筆記試験にて、理解度を確認します。

演習 30％

定期試験 50％ 筆記試験にて、理解度を確認します。

授業の実施方法と授業
計画

 1回  授業の進め方と医療的ケアを学ぶ意義についてオリエンテーションをする
       ＜復習＞医療的ケアを学ぶ意義についてまとめる　課題
 2 回　介護職の専門的役割と医療的ケアを理解する
　　　保健医療制度を理解する　
       ＜予習＞テキストより保健医療制度を読む
       ＜復習＞介護福祉士などの医療的ケアなどを行うことに関わる制度の課題に取り組む
　　　保健医療制度の課題に取り組む
 3 回　医療的行為と医行為の違いを理解する
       ＜予習＞テキストより医療的行為と医行為の違いを読む　
       ＜復習＞医療的行為と医行為の違いの課題に取り組む
 4 回　安全な療養生活を理解する
       ＜予習＞テキストより安全な療養生活を読む　
       ＜復習＞安全な療養生活の課題に取り組む
 5 回　清潔の保持と感染予防を理解する＜１＞
       ＜予習＞テキストより清潔の保持と感染予防を読む　
       ＜復習＞職員の感染予防の課題に取り組む
 6 回　清潔の保持と感染予防を理解する＜２＞
       ＜予習＞テキストより清潔の保持と感染予防を読む　　　　　　　　　　　　
       ＜復習＞滅菌と消毒の課題に取り組む
 7 回　健康状態の把握
       ＜予習＞バイタルサインとは何かテキストを読む
       ＜復習＞平常時のバイタルサインの課題に取り組む
 8 回　急変時の状態を把握する
       ＜予習＞テキストの急変時の状態を読む
       ＜復習＞急変時の対応について課題に取り組む　
 9 回　講義の振り返りと補足　確認テスト　まとめ　　
       ＜予習＞過去の国家試験問題を解いてみる
       ＜復習＞まとめをする

【喀痰吸引の基礎知識】＜大林＞　
10 回　喀痰吸引の基礎的知識を理解する
       ＜予習＞テキストの呼吸の仕組みのしくみと機能を読む　　　　
       ＜復習＞呼吸器系のいつもと違う呼吸としくみを復習する
11 回　吸引が必要な状態と観察の視点を理解する。
       ＜予習＞テキストの呼吸器系の感染を読む　
       ＜復習＞テキストの喀痰吸引が必要な状態を読む
12 回　呼吸器系の感染と予防を理解する
       ＜予習＞テキストの喀痰吸引の感染予防を読む　
       ＜復習＞喀痰吸引の感染予防の課題に取り組む
13 回　吸引を受ける利用者や家族の気持ちと対応について理解する
       ＜予習＞テキストの吸引を受ける利用者や家族の気持ちを読む　
       ＜復習＞利用者や家族の気持ちの課題に取り組む
14 回　喀痰吸引により生じる危険と安全の理解をする。
       喀痰吸引による危険と安全確認を理解する　急変・事故発生時の対応を理解する　　
       ＜予習＞テキストの喀痰吸引の危険と対応を読む　
       ＜復習＞喀痰吸引の危険と対応の課題に取り組む
15 回　子どもの喀痰吸引を理解する
       人工呼吸器装着の方の吸引方法を理解する
       ＜予習＞テキストの子どもの吸引について読む。子どもの呼吸器の特徴をインターネット等活用し調べておく。
      テキストの人工呼吸療法を読む　
       ＜復習＞人工呼吸療法の課題に取り組む。子どもの喀痰吸引の課題に取り組む
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開講年度・開講学期 2021 年度 秋学期 授業コード 28920

科目 2892 医療的ケア 2 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 2

その他担当者 今泉　真理子

授業概要

介護福祉士が医療職との連携のもとに、医療的ケアを安全・適切に行うための知識を習得する。
①医療的ケアの法的根拠を通して学ぶ。
②喀痰吸引・経管栄養を必要とする利用者の特徴を把握する。
③医療的ケアを受ける利用者や家族の気持ちを理解する。
④医療的ケアの手順を感染に留意しながら実施することを理解する。
⑤医療的ケアを受ける人に必要な観察とリスクマネジメントができる。
⑥医療的ケアを受ける人の安全を守るため、医療職と連携の連絡・報告・記録について学ぶ。
⑦医療的ケアを適切に実施することを学ぶ。
⑧医療的ケアの感染防止や危険について理解する。
⑨救急蘇生法を適切に実施することを理解する実技の演習は、以下の回数を行います。
1）喀痰吸引：口腔５回以上、鼻腔５回以上、気管カニューレ内部５回以上
2）経管栄養：鼻腔は腸ろう・胃ろう５回以上、経鼻経管栄養を５回以上行います。
5回目にはすべての項目において手順どおりに実施できたことを確認した上で、実技試験を実施します。　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ○ ○

授業の到達目標

①医療的ケアを必要とする利用者の特徴を把握する。
②医療的ケアを受ける利用者や家族の気持ちを理解する。
③医療的ケアの手順を感染に留意しながら実施することを理解する。
④医療的ケアを受ける人に必要な観察とリスクマネジメントができる。
⑤医療職への連絡・報告・記録について学ぶ。　
⑥痰の吸引の実践が安全 ･安楽に一人でできる。
⑦経管栄養・喀痰吸引の実践が安全 ･安楽に一人でできる。
⑧緊急時の蘇生法が一人でできる。

テキスト（教科書） 最新　介護福祉士養成講座　15　医療的ケア　編集　介護福祉士養成講座編集委員会　中央法規出版 ISBN:978-4-8058-5775-5

参考書および参考文献 適時、紹介をする。

受講条件 【介護実習室での演習を行なう場合の注意点】
必ず、エプロンを着用すること。髪の毛は縛るなどして実技に臨んでください

事前・事後学習 (内容・
時間）

【予習】30 分【復習】60 分　内容は授業計画に記載してあります
毎回、内容の要点を再確認し、理解を深めてください。

成績評価
遅刻・早退や劣悪な受講態度は態度は減点の対象とする場合があります。
課題レポート 20％　評価基準：講義内容の理解度を確認する。　
実技試験：40％　演習態度・実技の習得度の確認をする。
定期試験　40％　筆記試験にて理解度の確認をする。　

評価項目 割合 評価基準
課題レポート 20％ 講義内容の理解度を確認する。

実技試験 40％ 演習態度・実技の習得度の確認をする。

定期試験 40％ 筆記試験にて理解度の確認をする。

授業の実施方法と授業
計画

[喀痰吸引の基礎知識のまとめ ]＜大林＞
 1 回　喀痰吸引の講義の振り返りと補足　　　
　　　 ＜予習＞喀痰吸引に関する国家試験問 ]題を解いてみる
　　　 ＜復習＞経管栄養のまとめをする
[救急蘇生法の演習 ] ＜今泉＞
 2 回　救急蘇生法
　　　 ＜予習＞＜復習＞救急蘇生の方法の手順の課題に取り組む
 3 回　救急蘇生法
　　　 ＜予習＞＜復習＞救急蘇生の方法の手順の課題に取り組む
[喀痰吸引の演習 ]＜今泉＞
 4 回　事前学習確認・喀痰吸引で用いる器具・器材とそのしくみを理解する
　　　 ＜予習＞テキストの吸引の手順書を見ておき、使用する機材を確認する　
　　　 実施前・実施直後、中・吸引後の利用者の身体変化の観察を調べておく
　　　 ＜復習＞吸引の清潔操作の課題に取り組む
 5 回　デモストレーション　たんの口腔内吸引（1回、2回）
　　　 ＜復習＞正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
 6 回　たんの口腔内吸引（3回、4回）
　　　 ＜復習＞口腔内吸引時の観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
 7 回　たんの口腔内吸引（5回）
　　　 ＜復習＞たんの鼻腔内吸引の自己の課題に取り組む
　　　 ＜復習＞口腔内の吸引による事故対応の課題に取り組む
 8 回　デモストレーション　たんの鼻腔内吸引（1回、2回）
　　　 ＜復習＞吸引の正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
 9 回　たんの鼻腔内吸引（3回、4回）
　　　 ＜復習＞吸引時の観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
10 回　たんの鼻腔内吸引（5回）
　　　 ＜復習＞たんの鼻腔内吸引の自己の課題に取り組む（5回）
11 回　デモストレーション　たんの気管内吸引（1回）
　　　 ＜復習＞正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
12 回　たんの気管内吸引（3回、4回）
　　　 ＜復習＞吸引時の観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
13 回　たんの気管内吸引（5回）
       ＜復習＞たんの気管内吸引の自己の課題に取り組む（5回）
14 回　自己演習　個人指導
15 回　自己演習　個人指導
16 回　自己演習　個人指導　　
[経管栄養の基礎知識 ]
17 回　経管栄養の基礎的知識を理解する
       ＜予習＞テキストの消化器系器官のしくみと機能を読む　
       ＜復習＞消化器系器官のいつもと違う消化のしくみを復習する
18 回　経管栄養が必要な状態と観察の視点を理解する
       ＜予習＞テキストの経管栄養が必要な状態を読む　
       ＜復習＞経管栄養が必要な状態の課題に取り組む
19 回　経管栄養に関する感染と予防を理解する
       ＜予習＞テキストの経管栄養の感染予防を読む　
       ＜復習＞経管栄養の感染予防の課題に取り組む
20 回　経管栄養を受ける利用者の気持ちと家族の気持ちと対応を理解する
       ＜予習＞テキストの経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちを読む　
インターネットで経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちを調べる。
       ＜復習＞利用者や家族の気持ちの課題に取り組む。経管栄養の実施に関する説明と同意の課題に取り組む
21 回　経管栄養により生じる危険と安全の理解をする
       ＜予習＞テキストの経管栄養に危険と対応を読む　
       ＜復習＞経管栄養にの危険と対応の課題に取り組む
22 回　経管栄養の講義の振り返りと補足
       ＜予習＞経管栄養に関する過去の国家試験問題を解いてみる
       ＜復習＞経管栄養のまとめをする
[演習＜鼻腔・胃ろう＞ ]
23 回　事前学習確認・経管栄養で用いる器具・器材とそのしくみを理解する
       ＜予習＞テキストの経管栄養に使用する機材を確認する
       ＜復習＞経管栄養の清潔操作の課題に取り組む
24 回　デモストレーション　経鼻経管栄養（1回、2回）
       ＜復習＞正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
25 回　経鼻経管栄養（3回、4回）
       ＜復習＞経鼻経管栄養時の観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
26 回　経鼻経管栄養（5回）
       ＜復習＞経鼻経管栄養による自己の課題に取り組む
27 回　デモストレーション　胃ろう（1回、2回）
       ＜復習＞胃ろうの正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
28 回　胃ろう（3回、4回）
       ＜復習＞胃ろうの観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
29 回　胃ろう（5回）
       ＜復習＞胃ろうの自己の課題に取り組む（5回）
30 回　自己学習
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● 学則 

● 豊橋創造大学短期大学部履修規程 

● 豊橋創造大学短期大学部履修規程細則 

● 試験における不正行為者の処分に関する規程 

● ハラスメント防止人権委員会規程 

● ハラスメント相談窓口に関する規程 

● ハラスメント調査委員会規程 

● ハラスメント防止ガイドライン 

開講年度・開講学期 2021 年度 秋学期 授業コード 28920

科目 2892 医療的ケア 2 授業種別 週間授業

担当教員 大林　博美 単位数 2

その他担当者 今泉　真理子

授業概要

介護福祉士が医療職との連携のもとに、医療的ケアを安全・適切に行うための知識を習得する。
①医療的ケアの法的根拠を通して学ぶ。
②喀痰吸引・経管栄養を必要とする利用者の特徴を把握する。
③医療的ケアを受ける利用者や家族の気持ちを理解する。
④医療的ケアの手順を感染に留意しながら実施することを理解する。
⑤医療的ケアを受ける人に必要な観察とリスクマネジメントができる。
⑥医療的ケアを受ける人の安全を守るため、医療職と連携の連絡・報告・記録について学ぶ。
⑦医療的ケアを適切に実施することを学ぶ。
⑧医療的ケアの感染防止や危険について理解する。
⑨救急蘇生法を適切に実施することを理解する実技の演習は、以下の回数を行います。
1）喀痰吸引：口腔５回以上、鼻腔５回以上、気管カニューレ内部５回以上
2）経管栄養：鼻腔は腸ろう・胃ろう５回以上、経鼻経管栄養を５回以上行います。
5回目にはすべての項目において手順どおりに実施できたことを確認した上で、実技試験を実施します。　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

ディプロマポリシーと
の関連性

○ ○ ○

授業の到達目標

①医療的ケアを必要とする利用者の特徴を把握する。
②医療的ケアを受ける利用者や家族の気持ちを理解する。
③医療的ケアの手順を感染に留意しながら実施することを理解する。
④医療的ケアを受ける人に必要な観察とリスクマネジメントができる。
⑤医療職への連絡・報告・記録について学ぶ。　
⑥痰の吸引の実践が安全 ･安楽に一人でできる。
⑦経管栄養・喀痰吸引の実践が安全 ･安楽に一人でできる。
⑧緊急時の蘇生法が一人でできる。

テキスト（教科書） 最新　介護福祉士養成講座　15　医療的ケア　編集　介護福祉士養成講座編集委員会　中央法規出版 ISBN:978-4-8058-5775-5

参考書および参考文献 適時、紹介をする。

受講条件 【介護実習室での演習を行なう場合の注意点】
必ず、エプロンを着用すること。髪の毛は縛るなどして実技に臨んでください

事前・事後学習 (内容・
時間）

【予習】30 分【復習】60 分　内容は授業計画に記載してあります
毎回、内容の要点を再確認し、理解を深めてください。

成績評価
遅刻・早退や劣悪な受講態度は態度は減点の対象とする場合があります。
課題レポート 20％　評価基準：講義内容の理解度を確認する。　
実技試験：40％　演習態度・実技の習得度の確認をする。
定期試験　40％　筆記試験にて理解度の確認をする。　

評価項目 割合 評価基準
課題レポート 20％ 講義内容の理解度を確認する。

実技試験 40％ 演習態度・実技の習得度の確認をする。

定期試験 40％ 筆記試験にて理解度の確認をする。

授業の実施方法と授業
計画

[喀痰吸引の基礎知識のまとめ ]＜大林＞
 1 回　喀痰吸引の講義の振り返りと補足　　　
　　　 ＜予習＞喀痰吸引に関する国家試験問 ]題を解いてみる
　　　 ＜復習＞経管栄養のまとめをする
[救急蘇生法の演習 ] ＜今泉＞
 2 回　救急蘇生法
　　　 ＜予習＞＜復習＞救急蘇生の方法の手順の課題に取り組む
 3 回　救急蘇生法
　　　 ＜予習＞＜復習＞救急蘇生の方法の手順の課題に取り組む
[喀痰吸引の演習 ]＜今泉＞
 4 回　事前学習確認・喀痰吸引で用いる器具・器材とそのしくみを理解する
　　　 ＜予習＞テキストの吸引の手順書を見ておき、使用する機材を確認する　
　　　 実施前・実施直後、中・吸引後の利用者の身体変化の観察を調べておく
　　　 ＜復習＞吸引の清潔操作の課題に取り組む
 5 回　デモストレーション　たんの口腔内吸引（1回、2回）
　　　 ＜復習＞正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
 6 回　たんの口腔内吸引（3回、4回）
　　　 ＜復習＞口腔内吸引時の観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
 7 回　たんの口腔内吸引（5回）
　　　 ＜復習＞たんの鼻腔内吸引の自己の課題に取り組む
　　　 ＜復習＞口腔内の吸引による事故対応の課題に取り組む
 8 回　デモストレーション　たんの鼻腔内吸引（1回、2回）
　　　 ＜復習＞吸引の正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
 9 回　たんの鼻腔内吸引（3回、4回）
　　　 ＜復習＞吸引時の観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
10 回　たんの鼻腔内吸引（5回）
　　　 ＜復習＞たんの鼻腔内吸引の自己の課題に取り組む（5回）
11 回　デモストレーション　たんの気管内吸引（1回）
　　　 ＜復習＞正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
12 回　たんの気管内吸引（3回、4回）
　　　 ＜復習＞吸引時の観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
13 回　たんの気管内吸引（5回）
       ＜復習＞たんの気管内吸引の自己の課題に取り組む（5回）
14 回　自己演習　個人指導
15 回　自己演習　個人指導
16 回　自己演習　個人指導　　
[経管栄養の基礎知識 ]
17 回　経管栄養の基礎的知識を理解する
       ＜予習＞テキストの消化器系器官のしくみと機能を読む　
       ＜復習＞消化器系器官のいつもと違う消化のしくみを復習する
18 回　経管栄養が必要な状態と観察の視点を理解する
       ＜予習＞テキストの経管栄養が必要な状態を読む　
       ＜復習＞経管栄養が必要な状態の課題に取り組む
19 回　経管栄養に関する感染と予防を理解する
       ＜予習＞テキストの経管栄養の感染予防を読む　
       ＜復習＞経管栄養の感染予防の課題に取り組む
20 回　経管栄養を受ける利用者の気持ちと家族の気持ちと対応を理解する
       ＜予習＞テキストの経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちを読む　
インターネットで経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちを調べる。
       ＜復習＞利用者や家族の気持ちの課題に取り組む。経管栄養の実施に関する説明と同意の課題に取り組む
21 回　経管栄養により生じる危険と安全の理解をする
       ＜予習＞テキストの経管栄養に危険と対応を読む　
       ＜復習＞経管栄養にの危険と対応の課題に取り組む
22 回　経管栄養の講義の振り返りと補足
       ＜予習＞経管栄養に関する過去の国家試験問題を解いてみる
       ＜復習＞経管栄養のまとめをする
[演習＜鼻腔・胃ろう＞ ]
23 回　事前学習確認・経管栄養で用いる器具・器材とそのしくみを理解する
       ＜予習＞テキストの経管栄養に使用する機材を確認する
       ＜復習＞経管栄養の清潔操作の課題に取り組む
24 回　デモストレーション　経鼻経管栄養（1回、2回）
       ＜復習＞正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
25 回　経鼻経管栄養（3回、4回）
       ＜復習＞経鼻経管栄養時の観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
26 回　経鼻経管栄養（5回）
       ＜復習＞経鼻経管栄養による自己の課題に取り組む
27 回　デモストレーション　胃ろう（1回、2回）
       ＜復習＞胃ろうの正しい手順の課題に取り組む（1回、2回）
28 回　胃ろう（3回、4回）
       ＜復習＞胃ろうの観察項目や自己の課題に取り組む（3回、4回）
29 回　胃ろう（5回）
       ＜復習＞胃ろうの自己の課題に取り組む（5回）
30 回　自己学習

ナンバリング WSBM6008
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第１章 目的及び使命 

第１条 豊橋創造大学短期大学部（以下「本学」という）は、教育基本法及び学校教育法に則り、文化の向

上を目指し創造性豊かで人間味あふれる人格の形成と、新しい時代に適応する職業的教育を目的とし、人

類の福祉に貢献し得る心身共に健全な社会の形成者を育成することをその使命とする。 

第２章 学科、学生定員、教育目標及び修業年限 

第２条 本学には、次の学科を置く。 

  幼児教育・保育科 

  キャリアプランニング科 

  専攻科福祉専攻 

２ 専攻科に関する事項は、4条以降の規定に関わらず第15章の規定による。 

第２条の２ 本学に、別科を置く。 

２ 別科に関する必要な事項は、別に定める。 

第３条 本学の学生定員は、次のとおりとする。 

(1) 総定員 

  幼児教育・保育科    200名 

  キャリアプランニング科 120名 

  専攻科福祉専攻      20名 

(2) 入学定員 

  幼児教育・保育科    100名 

  キャリアプランニング科  60名 

  専攻科福祉専攻      20名 

２ 各学科、専攻科の教育目標は、以下の各号のとおりとする。 

(1) 幼児教育・保育科 

  短期大学部の教育理念に則り、豊かな感性と高い専門職意識、時代の変化に適応出来る柔軟性や

実践力を兼ね備えた保育者の育成を目標とする。 

(2) キャリアプランニング科 

  短期大学部の教育理念に則り、社会人として求められる教養やマナーを身につけさせると同時

に、健全な職業観、就業意識を育成し、情報学を基盤として時代の要請に沿った職業的教育を施す

ことを目標とする。 

(3) 専攻科福祉専攻 

  短期大学部の教育理念に則り、保育士養成施設卒業者を対象に、介護福祉の知識と技能を修得さ

せ、人権を尊重し、健康的な日常生活を支えるに要する科学的思考と文化的かつ創造的な人間性を

併せ持つ感性豊かな専門的職業人の養成を目標とする。 

第４条 本学の修業年限は、2年とする。ただし在学期間は通算4年を超えてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、キャリアプランニング科においては、学長の許可を得て、長期履修生として

在学することができる。  

３ キャリアプランニング科の長期履修生に関して必要な事項は、別に定める。  

第３章 学年、学期、授業日数及び休業日 

第５条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

第６条 学年を分けて次の2期とする。 

  春学期  4月 1日から  9月15日まで 
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  秋学期  9月16日から翌年3月31日まで 

第７条 年間の授業日数は、定期試験等の期間を含め35週にわたるものとする。 

第８条 休業日は、次のとおり定める。 

  日曜日 

  国民の祝日に関する法律に規定する祝日 

  春期休業  2月下旬から  3月下旬まで 

  夏期休業  7月21日から  9月15日まで 

  冬期休業 12月25日から翌年1月10日まで 

２ 休業日については、必要に応じて学長が教授会の議を経て変更することができる。 

３ 上記の外に必要に応じて臨時休業を行うことができる。 

第４章 教育課程 

第９条 本学において開設する授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。 

２ 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標

準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準

により計算するものとする。 

(1) 講義については15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30

時間の授業をもって1単位とする。 

(2) 演習については30時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については15

時間の授業をもって1単位とする。 

(3) 実験、実習及び実技については45時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科

目については30時間の授業をもって1単位とする。 

(4) 卒業研究における成果に対しても、その成果を評価して単位を与えることができる。 

第１０条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、単位を与える。 

２ 試験等の評価は秀、優、良、可、不可をもって表わし、可以上を合格とする。 

第４章の２ 卒業等 

第１０条の２ 本学を卒業するためには、学生は2年以上在学し、別表1に定めるところにより64単位以上を

修得し、卒業要件を充たさなければならない。 

第１０条の３ 本学に2年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授

会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

第１０条の４ 前条により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与す

る。 

第１０条の５ 本学において取得できる資格及び免許状の種類は次のとおりとする。 

  幼児教育・保育科     幼稚園教諭2種免許状  保育士資格 

２ 本学において幼稚園教諭2種免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び施行規則に定められ

た授業科目の単位を修得しなければならない。 

３ 本学において保育士資格を取得しようとする者は、児童福祉法施行規則に定められた授業科目の単位を

修得しなければならない。 

第５章 入学、休学、復学、退学、除籍、転入学、再入学、学科変更及び転学 

第１１条 入学の時期は、学期の初めとする。 

第１２条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定した者 

(4) 文部科学大臣の指定した者 

(5) 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 

(6) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者 

(7) その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

第１３条 入学志願者は、所定の願書に別表2の入学検定料を添え、定められた期日までに願い出なければ

ならない。 
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第１４条 入学を志願した者については、本学において選考のうえ、入学を許可する。選考の方法は、別に

定める。 

第１５条 入学を許可された者は、別に定めるところにより、学納金を添えて入学の手続きをしなければな

らない。誓約書には、保証人の連署を必要とする。 

第１６条 入学を許可された者が指定の期日までに入学に必要な手続きを完了しないときは、入学の許可を

取り消すものとする。 

第１７条 保証人は成人であって、独立の生計を営む者で、本人の在学中の一切のことについて責任を負う

ことのできる者とし、その責任の詳細については別に定めるものとする。 

第１８条 病気、その他の事由のため3か月以上修学を中止しようとする者は、その事由を付して保証人連

署のうえ休学を願い出て、学長の許可を得なければならない。ただし、病気の場合は、医師の診断書を添

付しなければならない。 

第１９条 特殊な病気のため長期の療養を必要と認めた場合は、休学を命じることがある。 

第２０条 休学していた者が復学しようとする場合は、保証人連署のうえ願い出て学長の許可を得なければ

ならない。ただし、病気のため休学していた者が復学しようとする場合は、修学に支障のない旨の医師の

診断書を添付しなければならない。 

第２１条 休学期間の限度は、通算して2年を超えることができない。休学期間は在学年数には通算しな

い。なお、入学後最初の学期は原則として休学することができない。 

第２２条 やむを得ない理事由により退学しようとする者は、保証人連署で学長に願い出て、その許可を得

なければならない。 

第２３条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。 

(1) 第4条に定める在学年限を超えた者 

(2) 第21条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

(3) 指定の期日内に学納金を納入しない者 

(4) 長期間にわたり行方不明の者 

(5) 規定の手続きをしないで、他の学校に入学を出願した者 

第２４条 本学に転入学、再入学又は学科変更を願い出る者があるときは、教授会の議を経て学長は許可す

ることができる。 

第２５条 他の学校に入学又は転入学しようとする者は、学長に願い出て許可を得なければならない。 

第６章 表彰及び懲戒 

第２６条 学生に善行があって、全学の模範とするに足る者がある場合には、表彰することができる。 

第２７条 学生が学則に反し、又は本学の秩序を乱し、その他学生の本分にもとる行為をしたときは、懲戒

することができる。懲戒は、次のとおりに分ける。 

(1) 戒告 

(2) 停学 

(3) 退学 

第２７条の２ 前条の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

第２８条 学生の表彰は、学長が教授会の議を経てこれを行う。 

２ 学生の懲戒は、学生委員会で審議し、教授会の議を経て学長がこれを行う。  

第７章 学納金等 

第２９条 学納金及び手数料は、別表2に定めるとおりとする。 

第３０条 学納金は、年2期に分けて指定期日までに分納することを原則とする。 

第３１条 削除 

第３２条 大学で定める費用は、指定期日までに納入しなければならない。 

第３３条 一旦納入した学納金は、原則として返還しない。ただし、入学試験区分によって特に指定した日

までに取り消し願い出書を提出した者については、納入した学納金のうちから事情により授業料及び教育

充実費を返還することができる。 

第３３条の２ 前5条に定めるもののほか、学納金等納付金の納入に関し必要な事項は、別に定める。 
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第８章 職員組織 

第３４条 本学に次の職員を置く。 

  学長 

  教授 

  准教授 

  助教 

  助手 

  事務職員 

第３４条の２ 前条のほか、本学に副学長、科長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 

第３５条 職員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 学長は、校務を掌り所属職員を統督する 

(2) 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる 

(3) 科長は、科に関する校務をつかさどる 

(4) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(5) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有

する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(6) 講師は、教授及び准教授に準ずる職務に従事する 

(7) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(8) 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する 

(9) 事務職員は、学校事務を処理する 

第９章 教授会及び運営幹部会 

第３６条 本学に教授会を置く。 

２ 本学に運営幹部会を置く。 

第３７条 教授会は、学長、副学長、教授、准教授、専任講師及び助教をもって組織する。ただし、必要の

ある場合は、その他の職員を加えることができる。 

２ 運営幹部会は、理事長、学長、副学長、科長、教務委員長、学生委員長、図書委員長、事務局長をもっ

て構成する。 

第３８条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及

び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。  

３ 運営幹部会は次の事項を審議する。 

(1) 学則その他必要な規程の制定改廃に関する事項 

(2) 教育、研究、学生指導に関する大学としての基本方針に関する事項 

(3) 主要な大学行事に関する事項 

(4) 主要な施設等の新設・改廃に関する事項 

(5) 豊橋創造大学と共有する施設の運営や共同で実施する行事に関する事項 

(6) その他大学全般に関わる重要な事項 

第３９条 教授会の会議は、学長が招集し、その議長となる。 

２ 運営幹部会の会議は、学長が招集し、その議長となる。 

第４０条 学長にやむを得ない事故のあるときは、学長が指名した者が職務を代理する。 

第４１条 教授会の議事は、出席者の過半数によりこれを決定する。 

２ 運営幹部会の議事は、出席者の過半数によりこれを決定する。 

３ その他教授会及び運営幹部会に関し必要な事項は別に定める。 

第１０章 図書館 

第４２条 本学に附属図書館を置き、教職員、学生の自由な研究に資することとする。 

第４２条の２ 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。  
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第１１章 公開講座 

第４３条 本学は、成人教育及び一般公衆の文化向上を目的とし、教授会の議を経て、公開講座を開設する

ことができる。 

第１２章 科目等履修生及び聴講生 

第４４条 本学の授業科目中その1科目又は数科目の履修を志願する者がある時は、学生の修学を妨げない

限り、選考のうえ、科目等履修生又は聴講生として入学を許可することがある。 

第４５条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に履歴書等の必要な書類及び検定料を添え

て所定の期日までに願い出なければならない。 

第４６条 科目等履修生の入学志願資格及び選考方法等については、別に定める。 

第４７条 科目等履修生の入学時期は、学年又は学期の初めとする。 

第４８条 科目等履修生はその聴講した科目につき願い出により試験を受けることができる。 

２ 前項の試験に合格した者には、単位修得証明書を与える。 

第４９条 科目等履修生の学納金は別表３に定めるとおりとする。ただし、履修に特別の費用を要するとき

は、実費を徴収する。 

第５０条 科目等履修生については本章に定めるもののほか学生に関する規定を準用する。 

第５０条の２ 聴講生について必要な事項は、別に定める。 

第１２章の２ 特別聴講学生 

第５０条の３ 他大学等（外国の大学等を含む）の学生で本学の授業科目の履修を希望する者があるとき

は、当該大学等との協議に基づき、特別聴講学として入学を許可する。 

２ 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。 

第１３章 委託生及び外国人留学生 

第５１条 官庁又は公共団体等が、半期以上の在学期間とし、学修科目を指定して学生委託を願い出たとき

は、選考のうえ、委託生として入学を許可することがある。願い出には、所定の検定料を添えなければな

らない。 

第５２条 委託生の入学資格等は、別に定める。 

第５３条 委託生の入学時期は、学年又は学期の初めとする。 

第５４条 委託生の学納金は、別表３に定めるとおりとする。ただし、修学に特別の費用を要するときは実

費を徴収する。 

第５５条 委託生が修学した科目の試験に合格した場合は、単位修得証明書を与える。 

第５６条 外国人で短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者がある

ときは選考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

第１４章 健康・相談センター 

第５７条 本学に健康・相談センターを置き、学生及び職員の健康保持、健康増進に資することとする。 

２ 健康・相談センターに関し必要な事項は別に定める。 

第５８条 学生及び職員の健康保持のため毎年定期に行う健康診断を受け、病気の予防と健康の増進に努め

なければならない。 

第１５章 専攻科 

第５９条 本学に設置する専攻科（以下「本専攻科」という）は、短期大学の教育の基礎の上に精深な程度

において特別の事項を教授し、専門的職業人を育成することを目的とする。 

２ 本専攻科の標準修業年限は、1年とし、最長在学年限は、2年とする。 

第６０条 本専攻科に入学を志願することのできる者は、次のとおりとする。 

   専攻科福祉専攻  学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学できる者（保育士養成施設が大

学である場合において、当該大学が同法第90条第２項の規定により当該大学に入学させた者を含

む。）であって、厚生労働大臣の指定した保育士養成施設を卒業した者とする。 

２ 本専攻科の入学の時期は学年の初めとする。 

第６１条 本専攻科に専攻科会を置く。 
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２ 専攻科会は、当該専攻科の授業科目を担当する専任教員及び専攻科長をもって組織する。 

３ 本専攻科の専攻科長は、当該専攻科の授業科目を担当する専任教員の中から学長が指名し、専攻科会の

承認を得る。 

４ 専攻科会は、次の事項を審議する。 

(1) 専攻科担当教員資格審査に関する事項 

(2) 授業料日の編成及び担当に関する事項 

(3) 卒業認定及び最終試験に関する事項 

(4) 学生の入学、休学、退学、除籍、再入学、留学に関する事項 

(5) 試験に関する事項 

(6) 学生の奨学及び賞罰に関する事項 

(7) その他、当該専攻科に関する事項 

第６２条 本専攻科の専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設する。 

２ 授業科目の名称、分類、単位数及び履修方法は、別表1のとおりとする。 

第６３条 本専攻科の授業科目の単位数の計算は、次の授業時間を含み45時間の学修を必要とする内容をも

って一単位を構成することを標準とする。 

(1) 講義及び演習科目については15時間の授業 

(2) 実習科目については30時間の授業 

第６４条 出席時間数が全体の3分の2に満たない者は、履修認定及び認定試験を受けることができない。ま

た、介護実習については出席時間数が全体の5分の4に満たない者は、履修認定及び認定試験を受けること

ができない。 

第６５条 本専攻科に1年以上在学し、次に定める単位を修得した者については、教授会の議を経て学長が

修了を認定する。 

     専攻科福祉専攻       45単位 

第６６条 本専攻科への編入学については、これを認めない。 

第６７条 科目等履修生として、本専攻科の授業科目の履修をおこなうことはこれを認めない。 

第６８条 本専攻科の入学検定料、入学金及びその他の学納金は、別表2に定めるとおりとする。 

第６９条 本章に定める以外は、本学則を準用する。 

第１６章 自己評価等 

第７０条 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及びその社会的使命を達成するため、教育研究

活動の状況について、自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に専門委員会を設置する。 

附則 

１ この学則は、昭和58年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の別表2は昭和59年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、昭和61年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、昭和75年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

 

学科 

昭和61年度 昭和62年度～昭和74年度 昭和75年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

秘書科 200人 300人 200人 400人 100人 300人 

 

附則 

１ この学則は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の別表2は昭和63年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成元年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成元年度入学生から適用する。 
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附則 

１ この学則は、平成2年4月1日から施行し、改正後の別表2は平成2年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成3年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成4年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

 

学科 

平成4年度 平成5年度～平成11年度 平成12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

経営情報科 180人 280人 180人 360人 100人 280人 

 

附則 

１ この学則は、平成5年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成5年度入学生から適用する。ただし、経

営情報科の平成4年度入学生について、別表1のうち、名称変更にかかるものについては新名称を適用する

ほか、新設科目のうち、コンピュータ簿記、経営管理演習、文書処理システム演習、情報処理システム演

習、専門セミナーについてはこれを適用するものとする。 

附則 

１ この学則は、平成6年4月1日から施行し、改正後の別表2は平成6年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成7年4月1日から施行し、改正後の別表2は平成7年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成8年4月1日から施行する。 

２ 第2条に規定する経営情報科については、平成8年4月1日から募集停止とし、平成7年4月1日現在に入学

した学生が、全員卒業した時点で、廃止となる。 

３ 平成4年度から平成11年度に至る経営情報科の期間を付した入学定員は、平成8年4月1日、同科の募集停

止にともなって、豊橋創造大学経営情報学部経営情報学科の入学定員に引き縦がれる 

４ 第3条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

 

学科 

平成8年度 平成9年度～平成11年度 平成12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科  80人 180人  80人 160人 80人 160人 

秘書科 170人 370人 170人 340人 70人 240人 

 

附則 

１ この学則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の別表1、別表2は平成9年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成10年度入学生から適用するものとす

る。ただし、旧秘書科として平成9年度に入学した学生については、別表1の「特別研究セミナーⅡ」と新

設科目のうち、「特別科目・文書検定2 級」「特 別科目・文書検定1級」「特別科目・簿記検定2級」

「特別科目・簿記検定1級」「特別科目・英語検定準2級」「特別科目・英語検定2級」「特別科目・英語

海外研修」「特別科目・企業実務実習」について、これを適用するものとする。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、次のとおりとする。 

 



62

 

年度 

 

学科 

平成8年度 平成9年度～平成11年度 平成12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科 80人 180人 80人 160人 80人 160人 

実務教育科 170人 370人 170人 340人 70人 240人 

 

附則 

１ この学則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第10条の5に規定する幼児教育科の資格について

は、平成10年度入学生から適用するものとする。 

附則 

１ この学則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表1は平成12年度入学生から適用する

ものとする。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成14年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科  80 160  80 160  80 160 

実務教育科 170 340 170 340 170 340 

 

附則 

１ この学則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成13年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成14年度入学生から適用する。ただし、

平成13年度に入学した実務教育科学生については、別表1の新設科目「医学の基礎知識」、「医療保険制

度」、「医療法規」、「医療事務コンピュータ」について、これを適用する。 

附則 

１ この学則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の幼児教育・保育科の名称、及び別表1の

卒業要件については、平成14年度入学生から適用するものとする。 

附則 

１ この学則は、平成15年7月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成16年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成17年4月1日から施行する。 

２ 実務教育科は、平成17年度から募集を停止し、在学生の卒業を持って廃止する。ただし、平成16年度以

前の実務教育科入学生については、なお従前の例による。 

附則 

１ この学則は、平成17年12月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成19年4月1日から施行する。 
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附則 

１ この学則は、平成20年4月1日から施行する。 

２ 別表2 学納金及び手数料内訳表については、平成20年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成21年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成22年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

 

学科 

平成21年度 平成22年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育・保育科 100 200 100 200 

キャリアプランニング科 130 280 130 260 

専攻科福祉専攻  20  20  20  20 

 

附則 

１ この学則は、平成22年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成23年4月1日から施行する。なお、「電子カルテ演習」については、平成22年度入学生

から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成23年6月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成23年度以前の入学生については、なお従前の

入学年度の学則を適用する。 

附則 

１ この学則は、平成25年4月1日から施行する。なお、別表１の「医療事務特講Ⅲ」については、平成24年

度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日以前に入学した学生について

は、従前の学則を適用する。 

附則  

１ この学則は、平成27年4月1日から施行する。 

附則  

１ この学則は、平成28年4月1日から施行する。  

附則  

１ この学則は、平成29年4月1日から施行する。  

附則 

１ この学則は、平成30年4月1日から施行する。 

２ 第３条に規定する学生定員は、平成31年度までの間は次のとおりとする。 
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年度 

 

学科 

平成30年度 平成31年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育・保育科 100 200 100 200 

キャリアプランニング科 60 190 60 120 

専攻科福祉専攻 20 20 20 20 

専攻科医療情報専攻 15 15 15 15 

 

  

附則  

１ この学則は、平成31年4月1日から施行する。 

２ 第29条の規定に基づく別表２の適用において、平成31(2019)年度以前に入学した学生については、なお

従前の例による。  

附則  

１ この学則は、2020年4月1日から施行する。 

  

  

  

別表１ 開設する科目、単位数及び卒業要件 省略 

  

別表２ 学納金及び手数料内訳表  

 

学納金項目 
短期大学部 

入学手続き時 1年次入学後 2年生 

入学金 180,000円  

授業料 325,000円 325,000円 650,000円 

教育充実費 160,000円 160,000円 320,000円 

実験実習費 50,000円 50,000円 

合計 665,000円 535,000円 1,020,000円 

 

入学検定料        30,000円   

  

 

学納金項目 
短期大学部 専攻科福祉専攻 

入学手続き時 1年次入学後 

入学金 250,000円  

授業料 325,000円 325,000円 

教育充実費 125,000円 125,000円 

実験実習費 105,000円 

合計 700,000円 555,000円 

 

入学検定料          30,000円  
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別表３ 科目等履修生及び委託生学納金及び手数料内訳表  

  

 

  入学金 
授業料(1単位につき) 

実習科目 演習科目 講義科目 

科目等履修生 50,000円 12,000円 12,000円 12,000円 

委託生 0円 12,000円 12,000円 12,000円 

 

検定料          10,000円   
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豊橋創造大学短期大学部履修規程

平成 年 月 日制定

改正平成 年 月 日

（趣旨）

第１条 この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則（以下「学則」という。）に基づき、授業科目の履修、

単位及び成績等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（授業科目）

第２条 授業科目は、学則別表１のとおりとする。

（履修登録）

第３条 学生は、学則第１０条に定めるところにより、履修しようとする授業科目について、所定の期日ま

でに履修登録を行わなければならない。

（卒業・修了要件）

第４条 卒業・修了の要件は、学則第１０条の２もしくは学則第６５条に定めるところによる。

（成績評価と単位の授与）

第５条 履修登録した授業科目の成績評価は、試験等により行う。

２ 成績評価は学則第１０条に定めるところにより、秀・優・良・可を合格とし、不可を不合格とする。

３ 授業科目を履修し、試験等に合格したものに、それぞれ授業科目所定の単位を与える。不合格のものに

は単位を与えない。

４ 成績評価の評価基準及び による評価に当たり成績評価に与えられる

（以下「 」という）は以下のとおりとする。

成績評価 成績評価基準

秀 ～ 点

優 ～ 点

良 ～ 点

可 ～ 点

不可 点以下

認 単位認定科目 －

５ 学則第２３条により、学期の途中で除籍処分となった場合は、その時点で全科目の成績を無効とする。

（試験）

第６条 試験は、定期試験、追試験及び再試験とし、筆記試験、レポートその他の方法により、これを行

う。ただし、授業科目により、その他随時諸種の試験等を行うことができる。

（定期試験）

第７条 定期試験は、原則として各授業科目が終了する学期末に、一定の期間を定めて行うものとする。た

だし、早期に終了した授業科目にあっては、適宜行うことができる。

２ 定期試験の受験資格は、次のとおりとする。

授業担当者より履修の承認を受けている者

出席・レポート提出等が授業担当者の定める基準を満たしている者

授業実施回数の２／３以上、介護実習については４／５以上出席している者

追試験

第８条 病気その他公欠等のやむを得ない事由により、定期試験を受験できなかった者には、追試験を行う

ことができる。

２ 追試験を受けようとする者は、原則として欠席当日の翌日から３日（土日祝日を除く。）以内に欠席届

と必要書類を添えて、教務課に提出し指示を受けなければならない。

３ 追試験の成績評価は、第５条第２項に準ずる。

（再試験）

第９条 定期試験の成績評価において成績不良で不合格（「不可」の評価）となった者には、再試験を行う

ことができる。ただし、授業科目によっては実施しないこともある。
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２ 再試験受験者は、所定期日までに再試験の受験申請をしなければならない。

３ 再試験受験者が合格した場合の成績評価は「可」とする。

（不正行為）

第１０条 試験中に不正行為をした者には、学則第２７条及び豊橋創造大学短期大学部試験における不正行

為者の処分に関する規程に基づき処分を行う。

（再履修）

第１１条 単位を修得できなかった授業科目は、再履修することができる。

２ 授業科目の単位を修得できなかった者が、当該単位を修得しようとするときは、改めて履修登録を行い

再履修しなければならない。

（成績評価の照会）

第１２条 学生は成績評価に関して疑義が生じた場合、どのような基準・方法で成績が評価されたかについ

て照会を求めることができる。

２ 成績評価の照会を行おうとする者は、成績発表の日から 週間以内（最終日が休業日にあたるときは翌

日まで）に「成績評価確認願（別紙 ）」を提出しなければならない。

３ 教務課は、「成績評価確認願」を受理したときは、授業担当教員に確認依頼を行うものとする。

４ 確認依頼をうけた教員は、教務課を通して速やかに当該学生に回答を行うものとする。

（その他）

第１３条 この規程に定めるもののほか、履修等に関し必要な事項は、豊橋創造大学短期大学部履修規程細

則に定めるところによる。

附則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部履修規程細則 

平成２８年４月 １日制定 

（趣旨） 

第１条 この細則は、豊橋創造大学短期大学部履修規程の定めるところにより、履修に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（授業及び時間割） 

第２条 授業は、すべて教育課程に基づいて実施する。 

２ 授業は、集中講義や実習に関する授業、及び休業日に実施する科目を除きすべて時間割に従って実

施する。 

３ 時間割は、教育課程に基づき、学期ごとに編成する。 

４ 時間割及び教室の変更は教務課の承認を得なければならない。 

５ 授業時間は以下のとおりとする。ただし、キャリアプランニング科調理師・フードコースの授業時間につ

いては別に定める。 

時限 時  間 

第１限  ９：００～１０：３０ 

第２限 １０：４０～１２：１０ 

第３限 １３：１０～１４：４０ 

第４限 １４：５０～１６：２０ 

第５限 １６：３０～１８：００ 

 

（欠席及び公欠） 

第３条 授業の欠席については、次のとおりとする。 

 （１）遅刻・早退は、３回をもって欠席１回とみなす。ただし、授業開始後、３０分を超えた遅刻・早退は欠席

とみなす。       

２ 授業を次の理由で欠席する者は、公認欠席（以下「公欠」という。）として取扱いを受けることができる。 

（１） 忌引 

（２） 本人又はその同居家族等が感染症（学校保健安全法施行規則第１８条に定める感染症及び「感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する指定感染症等）に罹り、

出校停止措置を受ける場合 

（３） 本人の就職試験等（会社訪問は除く）の場合 

（４） 大学の認めた公的な理由による場合（対外試合・課外活動等） 

（５） 地震・水害等の大規模な災害で出校することが危険となった場合 

（６） その他大学が正当な理由として特に認めた場合 

３ 公欠は、原則として出席を必要とする授業回数に含まない。ただし、最終的な取り扱いは授業担当者の

判断による。 

 

（追試験・再試験の受験料） 

第 4 条 追試験、再試験の受験料は一科目につき１，０００円とする。ただし、公欠により定期試験を受験で

きなかった場合の追試験の受験料は徴収しない。 
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（再履修の登録料） 

第５条 授業科目の再履修にかかる登録料は無料とする。 

 

（その他） 

第６条 その他、履修等に関する詳細な取り扱いについては、別途定めることができる。 

 

 

附則 この細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この細則の施行に伴い、豊橋創造大学短期大学部教育課程実施に関する細則を廃止する。 
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豊橋創造大学短期大学部

試験における不正行為者の処分に関する規程

平成 14 年 4 月 1 日制定

改正平成 21 年 4 月 1 日

　（目　的）

第１条　この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則第 27 条に基づき試験における不正行為者の処

　　　分について必要な事項を定める。

　（定　義）

第２条　試験とは定期試験、追試験、再試験をいう。

　（適　用）

第３条　この規程は、教育的見地から学生を適正に指導する目的を達するように適用する。

　（処分と手順）

第４条　不正行為が発覚した場合の手順は別に定め、不正行為者の処分は、教務委員会が原案を

　　　作成し、教授会の審議を経て学長が行う。

　（不正行為）

第５条　次に定める行為を不正行為とみなす。

(1)　 替え玉受験及びその依頼

(2)　 答案交換

(3)　 カンニングペーパーの使用

(4)　 書き込み（机、所持品、身体など）

(5)　 答案を写す（見た者、見せた者）

(6)　 私語又は動作による連絡（連絡した者、連絡を受けた者）

(7)　 偽名、氏名抹消又は故意による無記名

(8)　 持込みが許可されていない参照物件の使用

(9)　 使用が許可された参照物件の貸借（借りた者、貸した者）

(10)　携帯通信機器の使用

(11)　受験態度が不良の場合

(12)　レポート提出に際して他者のものを引き写した場合

(13)　第 1号から第 12 号に準ずると認められる場合

(14)　第 1号から第 13 号の行為が試験終了後に発覚した場合

　（処分内容）

第６条　第５条に該当する不正行為を行った者には、次のいずれかの処分を行う。

(1)　当該科目を無効とする

(2)　当該学期における当該科目までに行った履修科目の試験の単位を無効とする

(3)　当該学期の全履修科目の単位を無効とする

(4)　停学とする

(5)　退学とする
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豊橋創造大学短期大学部

試験における不正行為者の処分に関する規程

平成 14 年 4 月 1 日制定

改正平成 21 年 4 月 1 日

　（目　的）

第１条　この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則第 27 条に基づき試験における不正行為者の処

　　　分について必要な事項を定める。

　（定　義）

第２条　試験とは定期試験、追試験、再試験をいう。

　（適　用）

第３条　この規程は、教育的見地から学生を適正に指導する目的を達するように適用する。

　（処分と手順）

第４条　不正行為が発覚した場合の手順は別に定め、不正行為者の処分は、教務委員会が原案を

　　　作成し、教授会の審議を経て学長が行う。

　（不正行為）

第５条　次に定める行為を不正行為とみなす。

(1)　 替え玉受験及びその依頼

(2)　 答案交換

(3)　 カンニングペーパーの使用

(4)　 書き込み（机、所持品、身体など）

(5)　 答案を写す（見た者、見せた者）

(6)　 私語又は動作による連絡（連絡した者、連絡を受けた者）

(7)　 偽名、氏名抹消又は故意による無記名

(8)　 持込みが許可されていない参照物件の使用

(9)　 使用が許可された参照物件の貸借（借りた者、貸した者）

(10)　携帯通信機器の使用

(11)　受験態度が不良の場合

(12)　レポート提出に際して他者のものを引き写した場合

(13)　第 1号から第 12 号に準ずると認められる場合

(14)　第 1号から第 13 号の行為が試験終了後に発覚した場合

　（処分内容）

第６条　第５条に該当する不正行為を行った者には、次のいずれかの処分を行う。

(1)　当該科目を無効とする

(2)　当該学期における当該科目までに行った履修科目の試験の単位を無効とする

(3)　当該学期の全履修科目の単位を無効とする

(4)　停学とする

(5)　退学とする

 （処分の通知・掲示） 

第７条 不正行為者の処分内容は、本人に通知するとともに、学内所定の場所に掲示する。 

 （処分の記載） 

第８条 処分事項は、不正行為報告書に記載し保管する。 

 

  附 則 

この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
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豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会規程 

 
制定  

平成14年11月 1日 

改正  

平成18年 4月 1日 

平成19年 1月 1日 

平成20年 4月 1日 

平成24年 4月 1日  

平成25年 7月 1日  

平成27年 4月 8日   

 

（目的） 

第１条 豊橋創造大学短期大学部（以下「本学」という。）において働く教職員及び学生全ての諸活動にお

けるハラスメント等の人権侵害の防止と問題解決のために、本学にハラスメント防止人権委員会（以下「人

権委員会」という。）を置き、その任務、組織等について定める。 

（定義） 

第２条 この規程における「人権尊重の精神に反するハラスメント行為」とは、教職員及び学校関係者の就

労上並びに学生の修学上の人権が侵害される以下の行為をいう。 

(1) セクシャル・ハラスメント：相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、肉体的苦痛又

は困惑を与えること。 

(2) パワー・ハラスメント：就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言動、指導を

行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること。 

(3) アカデミック・ハラスメント：教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱して不適切な教

育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること。 

(4) その他のハラスメント:前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる正当

性のない嫌がらせの言動によって、相手に不快の念を抱かせること 

（組織） 

第３条 人権委員会は、次の者で構成する。 

２ 委員は、各科教授会及び学生委員会より各1名と事務職員代表職員1名とし、学長が指名する。 

３ 人権委員会に委員長を置く。委員長は学長が指名する。 

４ 人権委員会が必要とするときは、委員長の推薦による若干名を委員とし、学長が指名することができる。 

（任務） 

第４条 人権委員会は、いずれも関係者個人の秘密を厳守し、次の各号に掲げる事項を任務として遂行する。 

(1) ハラスメントに関する相談、救済とその対応 

(2) ハラスメント防止に関する情報収集、研修及び啓発 

(3) その他ハラスメントに関する重要事項の対応 

２ ハラスメントに関する相談、申し立て及び問題解決の手続きについては、別に定めるガイドラインに則

して取り扱うものとする。 

（会議） 

第５条 人権委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。 

（ハラスメント相談窓口） 

第６条 人権委員会は、ハラスメントに関する相談、救済とその対応のために、ハラスメント相談窓口を設

置する。 

２ 前項のハラスメント相談窓口に関する規程は、別に定める。 

（ハラスメント調査委員会） 

第７条 人権委員会は、ハラスメントに関する実態調査のために、ハラスメント調査委員会を設置すること

ができる。 

２ 前項のハラスメント調査委員会に関する規程は、別に定める。 

（任期） 

第８条 委員長・委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 

（幹事） 

第９条 人権委員会に幹事を置き、教学部長及び教学部の職員1名をあてる。 

２ 幹事は、委員長の指揮をうけて会務を処理する。 



73

 

附則 

１ この規程は、平成14年11月1日から施行する。 

２ セクシュアル・ハラスメント防止規程（平成12年4月1日制定）は、廃止する。 

附則 

  この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成19年1月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

附則  

  この規程は、平成24年4月1日から施行する。  

附則  

  この規程は、平成25年7月1日から施行する。  

    附則 

  この規程は、平成27年4月8日から施行する。  
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豊橋創造大学短期大学部 

                 ハラスメント相談窓口に関する規程 

平成 14 年 11 月 1 日制定 

平成 18 年 4 月 1 日改正 

平成 19 年 1 月 1 日改正 

平成 20 年 4 月 1 日改正 

平成 25 年 7 月 1 日改正 

 （目 的） 

第１条 本規程は、豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」  

   という。）規程第 6 条に基づき、本学のハラスメント相談窓口（以下「相談窓口」という。） 

   に関して必要な事項を定める。 

 （組 織） 

第２条 ハラスメント相談員（以下「相談員」という。）は、学長の指名をもって次のとおり構成 

   する。男女比はほぼ等しくなるように配慮するものとする。 

   (1) 各科から選出された教育職員 各 2 名 

   (2) 学生課から選出された事務職員  1 名 

   (3) 健康・相談センター業務要員および心理カウンセラー 

   (4) その他学長が必要と認めた者 

  ２ 相談窓口は、学生課、健康・相談センターに設置する。相談員が直接相談を受け付ける 

   こともできる。 

  ３ 相談員以外の教職員がハラスメントに関わる相談を受けた時は、本人の了承を得た上で、 

   秘密を守り速やかに本人が指名する相談員に連絡をする。 

 （任 務） 

第３条 相談員は、人権委員会規程に関する相談に応じるとともに、これを速やかに人権委員会 

   委員長に報告をする。 

 （対 象） 

第４条 本規程の対象者は、本学において働く教職員及び本学学生とする。 

 （相談員およびハラスメント相談に関与した者の義務） 

第５条 相談窓口の担当者、相談員、その他、職務上ハラスメント相談に関する情報を知り得た 

   者は、当該事案について秘密を厳守するとともに、相談者及びハラスメントに関わる情報 

   をもたらした者への不利益や二次被害が生じないようにしなければならない。  

 （相談員の任期） 

第６条 委員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

  附 則 この規程は、平成 14 年 11 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 19 年 1 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。 
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豊橋創造大学短期大学部 

                 ハラスメント相談窓口に関する規程 

平成 14 年 11 月 1 日制定 

平成 18 年 4 月 1 日改正 

平成 19 年 1 月 1 日改正 

平成 20 年 4 月 1 日改正 

平成 25 年 7 月 1 日改正 

 （目 的） 

第１条 本規程は、豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」  

   という。）規程第 6 条に基づき、本学のハラスメント相談窓口（以下「相談窓口」という。） 

   に関して必要な事項を定める。 

 （組 織） 

第２条 ハラスメント相談員（以下「相談員」という。）は、学長の指名をもって次のとおり構成 

   する。男女比はほぼ等しくなるように配慮するものとする。 

   (1) 各科から選出された教育職員 各 2 名 

   (2) 学生課から選出された事務職員  1 名 

   (3) 健康・相談センター業務要員および心理カウンセラー 

   (4) その他学長が必要と認めた者 

  ２ 相談窓口は、学生課、健康・相談センターに設置する。相談員が直接相談を受け付ける 

   こともできる。 

  ３ 相談員以外の教職員がハラスメントに関わる相談を受けた時は、本人の了承を得た上で、 

   秘密を守り速やかに本人が指名する相談員に連絡をする。 

 （任 務） 

第３条 相談員は、人権委員会規程に関する相談に応じるとともに、これを速やかに人権委員会 

   委員長に報告をする。 

 （対 象） 

第４条 本規程の対象者は、本学において働く教職員及び本学学生とする。 

 （相談員およびハラスメント相談に関与した者の義務） 

第５条 相談窓口の担当者、相談員、その他、職務上ハラスメント相談に関する情報を知り得た 

   者は、当該事案について秘密を厳守するとともに、相談者及びハラスメントに関わる情報 

   をもたらした者への不利益や二次被害が生じないようにしなければならない。  

 （相談員の任期） 

第６条 委員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

  附 則 この規程は、平成 14 年 11 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 19 年 1 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。 
 

豊橋創造大学短期大学部ハラスメント調査委員会規程 

 
制定  

平成14年11月 1日 

改正  

平成18年 4月 1日 

平成20年 4月 1日 

平成25年 7月 1日  

平成27年 4月 8日  

 

（目的） 

第１条 本規程は、豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」という。）

規程第7条に基づき、本学のハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」という。）に関して必要な事項

を定める。 

（組織） 

第２条 調査委員会は、次の各号に定める委員長及び委員をもって構成する。 

(1) 委員長 

(2) 委 員  若干名 

２ 委員長は学長が指名する。 

３ 委員は、人権委員会委員長の推薦により、学長が指名する。ただし、人権委員会が必要と認めたときは、

学長は人権委員会委員長の推薦によりその他の者を委員に指名することができる。なお、委員の指名にあ

たっては、委員の男女比や調査の客観性、中立性および公平性が確保されるよう配慮しなければならない。 

４ 前項のほか、人権委員会が必要と認めるときは、学長は人権委員会委員長の推薦により学外者（弁護士・

医師等）に委員を委嘱することができる。 

５ 調査においては、ハラスメント被害を申し立てた者の要請に応じて、担当したハラスメント相談員も同

席することができる。 

（任期） 

第３条 委員長及び委員の任期は、調査終了までとする。 

（任務） 

第４条 調査委員会の任務は、次に掲げる事項とし迅速に対応するものとする。 

(1) ハラスメントに関する実態調査 

(2) 調査結果の人権委員会への報告 

２ 調査委員会は、ハラスメントをしたと申し立てられた者に対して、意見陳述の機会をもうけなければな

らない。 

３ 調査委員会の委員は、任期中および任期後において、その職務上知り得たあらゆる情報の秘密を厳守す

るとともに、関係者のプライバシーを保護し、人権を尊重しなければならない。 

（事務）  

第５条 調査委員会の事務の所管は、事務局長あるいは事務局長が任命した者とする。 

附則 

  この規程は、平成14年11月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成25年7月1日から施行する。  

    附則  

  この規程は、平成27年4月8日から施行する。  
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豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止ガイドライン 

 

平成 25 年 6 月 5 日 

改正平成 28 年 4 月 1 日 

 

豊橋創造大学短期大学部 

ハラスメント防止人権委員会 

 

１．目的 

このガイドラインは、本学においてハラスメントのない快適な修学・就労環境が維持さ 

れることをめざして、本学のすべての学生および教職員がハラスメント防止に関する理解 

を深めるとともに、ハラスメントに関する学内の対応について周知することを目的として 

作成されています。 

 

２．ガイドラインの対象および適用範囲 

（１）本学で修学・就労するすべての学生および教職員がその対象となります。 

（２）本学の学生および教職員間で発生した事案は、発生場所、時間を問わず、その対象 

となります。 

 

３．ハラスメントとは 

（１）セクシュアル・ハラスメント 

セクシュアル・ハラスメントとは「相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、 

肉体的苦痛又は困惑を与えること」をさします。 

セクシュアル・ハラスメントには、教育・研究・就労上の地位を利用して不当に性的要 

求を行うもの（対価型）と修学・就労環境を悪化させるもの（環境型）があります。 

修学・就労を目的として本学に所属しているにもかかわらず、学生、教員あるいは同僚 

としてではなく、性的対象として扱われるということは、たとえそれが常にではなくても、 

それだけで人間としての意思を無視されたように感じる、非常に不愉快な事態です。その 

うえ、立場や地位を不当に利用して、本人の意思に反した性的要求を行うという対価型ハ 

ラスメントは、人間の尊厳を損なう大変卑劣な行為です。絶対に許してはなりません。 

一方、環境型セクシュアル・ハラスメントには、言動の受け手が不快に感じる場合だけ 

でなく、同席する第三者が不快に感じる場合も含まれます。性別、性指向、性役割分業に 

関する固定観念にもとづく言動も、相手を不快にさせ、教育・研究・就労環境を著しく損 

ねる可能性があります。悪意なしに行われた場合でも、相手が不快に感じていることを知 

ったうえで、なお繰り返す場合は、ハラスメントとみなされます。 
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豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止ガイドライン 

 

平成 25 年 6 月 5 日 

改正平成 28 年 4 月 1 日 

 

豊橋創造大学短期大学部 

ハラスメント防止人権委員会 

 

１．目的 

このガイドラインは、本学においてハラスメントのない快適な修学・就労環境が維持さ 

れることをめざして、本学のすべての学生および教職員がハラスメント防止に関する理解 

を深めるとともに、ハラスメントに関する学内の対応について周知することを目的として 

作成されています。 

 

２．ガイドラインの対象および適用範囲 

（１）本学で修学・就労するすべての学生および教職員がその対象となります。 

（２）本学の学生および教職員間で発生した事案は、発生場所、時間を問わず、その対象 

となります。 

 

３．ハラスメントとは 

（１）セクシュアル・ハラスメント 

セクシュアル・ハラスメントとは「相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、 

肉体的苦痛又は困惑を与えること」をさします。 

セクシュアル・ハラスメントには、教育・研究・就労上の地位を利用して不当に性的要 

求を行うもの（対価型）と修学・就労環境を悪化させるもの（環境型）があります。 

修学・就労を目的として本学に所属しているにもかかわらず、学生、教員あるいは同僚 

としてではなく、性的対象として扱われるということは、たとえそれが常にではなくても、 

それだけで人間としての意思を無視されたように感じる、非常に不愉快な事態です。その 

うえ、立場や地位を不当に利用して、本人の意思に反した性的要求を行うという対価型ハ 

ラスメントは、人間の尊厳を損なう大変卑劣な行為です。絶対に許してはなりません。 

一方、環境型セクシュアル・ハラスメントには、言動の受け手が不快に感じる場合だけ 

でなく、同席する第三者が不快に感じる場合も含まれます。性別、性指向、性役割分業に 

関する固定観念にもとづく言動も、相手を不快にさせ、教育・研究・就労環境を著しく損 

ねる可能性があります。悪意なしに行われた場合でも、相手が不快に感じていることを知 

ったうえで、なお繰り返す場合は、ハラスメントとみなされます。 

（２）パワー・ハラスメント 

パワー･ハラスメントとは「就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言 

動、指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」です。この場合のパ 

ワーは、一般には立場が上にある者が有すると考えられますが、職務上の特定の権限、人 

間関係、影響力を背景に、立場が下にある者から上にある者へのパワー・ハラスメントが 

発生する場合もあります。 

パワー・ハラスメントは、身体的・精神的攻撃、無視や仲間はずれなどの人間関係から 

の切り離し、プライベートへの過度の侵害、遂行不可能な過大な要求、もしくは本人の能 

力・経験には不相応に過小な要求など（担当から外す、仕事を与えない等）によって発生 

します。 

正当な業務命令に相当する場合でも、結果的に相手に不要な苦痛を与えた場合は、効果 

的に業務命令が遂行されたとは言いがたいことから、受け手の苦痛を知った時点で、受け 

手に応じた言動に修正することが望ましいと考えられます。また、一般的な業務命令であ 

っても、敏感な受け手が特に苦痛を表明する場合もありえますが、受け手の苦痛を知った 

あとでもなおその言動を修正しない場合は、ハラスメントとみなされます。 

 

（３）アカデミック・ハラスメント 

アカデミック・ハラスメントとは「教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱し 

て不適切な教育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」を 

さします。 

アカデミック・ハラスメントには、権限を不当に超える、行き過ぎた指導や叱責（濫用 

的言動）、権限に無関係な指導や叱責（恣意的言動）などがあります。 

アカデミック・ハラスメントにおいては、パワー・ハラスメント同様、教員等の言動、 

指導の「不当性」が問題となりますが、正当な指導であっても、強すぎるあるいは多すぎ 

る指導（濫用的言動）によって相手の苦痛があまりに大きく、教育効果があがっていない 

あるいは修学が困難になっているような場合は、ハラスメントとみなされる可能性があり 

ます。その場合は、相手の個人差に応じて、言動・指導方法を変更する必要があります。 

 

（４） その他のハラスメント 

その他のハラスメントには、上記の（１）、（２）、（３）以外のハラスメントが含まれます。たとえば、飲

み会において飲酒を強要すること（アルコール・ハラスメント）はこれに相当します。 

 

４．ハラスメントを防止するために 

（１）基本的な心構え 

お互いに、唯一無二のかけがえのない存在として、相手の人格を尊重しましょう。性別、 

立場、地位が異なっているからといって、相手を一方的に劣っているとみなしたり、特定 
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の固定観念にもとづいて自律的な言動を妨げたりすることのないようにしましょう。立場 

や地位を不当に利用したり、濫用したりして、相手に不要な苦痛を与えないようにしまし 

ょう。 

 

（２）初期段階で食い止める 

物事の受け止め方には個人差があることから、悪意があるかどうか、意図的かどうかに 

関わらず、ハラスメントの芽はどこにでも生じうると言えます。重要なのは、受け手が苦 

痛を感じていることを察知した初期の段階で防止することです。第三者として察知した場 

合も、見てみぬふりをせず、自分にできることはないかを模索してください。 

万一、意図せず相手に苦痛を与えてしまった場合は、謝罪したうえで、言動を修正する 

ようにしましょう。また、日常的に他者の受け止め方や自分の言動が及ぼす影響を絶えず 

評価し、受け手に不要な苦痛を与えずにすむ方法はないかを模索するよう心がけましょう。 

 

（３）一人で抱え込まない 

物事の受け止め方に個人差があるということは、他者が苦痛に感じていることを察知す 

るのは難しいということでもあります。立場、地位の違いから、相手に苦痛を感じている 

ことを表明するのが非常に難しい場合もありえます。もし不当な苦痛を与えられていると 

感じた場合は、一人で抱え込まず、第三者の力を借りましょう。身近な人はもとより、学 

内に設置されているハラスメント相談窓口を利用してください。ハラスメントかどうかは 

っきりしない場合でも、相談は受け付けますので、あきらめないでください。 

また、相手から苦痛を表明されたが、どのように対応したらよいかわからないという場 

合、第三者として事態を察知した場合も、第三者としてできることはないかを共に考える 

という形で、相談を受け付けます。皆が当事者意識をもって、快適な修学・就労環境を維 

持するように、努力し続けましょう。 

 

５．ハラスメントを受けたと感じたら 

（１）相談窓口と相談員 

本学では、学生課および健康・相談センターにハラスメント相談窓口が設置されていま 

す。身近に相談できる人がいない場合、あるいは、自分（たち）にできることを行ったけ 

れど事態が改善されない場合は、上記の相談窓口に連絡してください。なお、相談窓口を 

介さず、直接相談員に連絡することも可能です。 

相談窓口では、相談内容、所属、性別等を配慮して、２名の相談員を指名し、相談に応 

じる態勢を整えます。相談窓口の担当者が相談員を兼ねている場合は、そのまま相談員と 

なる場合もあります。 

相談は、原則として、本人あるいは本人の同意を得た第三者によるものを受け付けます。 

第三者が相談窓口に連絡する場合は、大学への要望や相談後の対応について、可能な限り 
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の固定観念にもとづいて自律的な言動を妨げたりすることのないようにしましょう。立場 
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物事の受け止め方には個人差があることから、悪意があるかどうか、意図的かどうかに 

関わらず、ハラスメントの芽はどこにでも生じうると言えます。重要なのは、受け手が苦 

痛を感じていることを察知した初期の段階で防止することです。第三者として察知した場 

合も、見てみぬふりをせず、自分にできることはないかを模索してください。 

万一、意図せず相手に苦痛を与えてしまった場合は、謝罪したうえで、言動を修正する 

ようにしましょう。また、日常的に他者の受け止め方や自分の言動が及ぼす影響を絶えず 

評価し、受け手に不要な苦痛を与えずにすむ方法はないかを模索するよう心がけましょう。 

 

（３）一人で抱え込まない 

物事の受け止め方に個人差があるということは、他者が苦痛に感じていることを察知す 

るのは難しいということでもあります。立場、地位の違いから、相手に苦痛を感じている 

ことを表明するのが非常に難しい場合もありえます。もし不当な苦痛を与えられていると 

感じた場合は、一人で抱え込まず、第三者の力を借りましょう。身近な人はもとより、学 

内に設置されているハラスメント相談窓口を利用してください。ハラスメントかどうかは 

っきりしない場合でも、相談は受け付けますので、あきらめないでください。 

また、相手から苦痛を表明されたが、どのように対応したらよいかわからないという場 

合、第三者として事態を察知した場合も、第三者としてできることはないかを共に考える 

という形で、相談を受け付けます。皆が当事者意識をもって、快適な修学・就労環境を維 

持するように、努力し続けましょう。 

 

５．ハラスメントを受けたと感じたら 

（１）相談窓口と相談員 

本学では、学生課および健康・相談センターにハラスメント相談窓口が設置されていま 

す。身近に相談できる人がいない場合、あるいは、自分（たち）にできることを行ったけ 

れど事態が改善されない場合は、上記の相談窓口に連絡してください。なお、相談窓口を 

介さず、直接相談員に連絡することも可能です。 

相談窓口では、相談内容、所属、性別等を配慮して、２名の相談員を指名し、相談に応 

じる態勢を整えます。相談窓口の担当者が相談員を兼ねている場合は、そのまま相談員と 

なる場合もあります。 

相談は、原則として、本人あるいは本人の同意を得た第三者によるものを受け付けます。 

第三者が相談窓口に連絡する場合は、大学への要望や相談後の対応について、可能な限り 

本人の希望を確認しておいてください。 

相談後の対応に際しては、相談事案の担当者以外には非公表とすることも可能です。ただし、

その場合には、解決方法に限界がありますので、相談員とともによく検討しましょう。 

 

（２）プライバシーの保護と守秘義務 

ハラスメントに関わる情報の取り扱いに関しては、厳格な守秘義務が課されます。また、 

相談者との対応に際して、あたかも責任の一端が本人にあるかのように言ったり、ほのめ 

かしたりすることによって、二次被害が発生しないように十分に配慮します。 

 

（３）相談員の役割 

相談員は、相談者の立場を十分に配慮した上で、相談に応じ、必要な助言を与えるとと 

もに、以下の事柄を支援します。 

 

イ．現状の理解や要望の整理 

ロ．解決方法の選択 

ハ．申立書の作成 

 

問題解決にあたって、相談者が大学側に何らかの対応を要望する場合、相談者は被害の 

状況や大学への要望をまとめた申立書を作成します。 

なお、相談の過程で必要な助言が与えられ、自ら解決できそうな見通しが立った場合に 

は、申立てをしないで相談を終了します。 

 

（４）不利益取り扱いの禁止 

ハラスメントの相談、申立て、調査への協力等によって、不利益な取り扱いを受けるこ 

とは許されません。もしこれらの関係者に対して、不利益な取り扱いを行った場合には、 

懲戒処分の対象となる場合があります。 

 

（５）虚偽の申し立て・証言の禁止 

ハラスメントの相談、申立ておよび調査に際して、虚偽の申し立てや証言をしてはなり 

ません。もし虚偽の申立て・証言を行った場合は、懲戒処分の対象となる場合があります。 

また、当該事実の確認等のため、聴取を求められた場合は、正当な理由なく拒否すること 

はできません。もし正当な理由なく拒否した場合は、懲戒処分の対象となる場合がありま 

す。 
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６．問題解決の手続き 

相談者は大学に対して、以下の手続きを選択して申立てをすることができます。ハラス 

メント防止人権委員会は、被害者の状況に応じて最善の問題解決を図るために、以下の手 

続きに先行して（あるいは併行して）、修学・就労環境を確保するための緊急措置を講ずる 

ことがあります。なお、公平性を確保するために、原則として、申立人と同じ部局の委員 

は当該事案の担当者となることはできません。 

 

（１）通知 

「通知」とは、相手方の特定の言動に関して、それがハラスメントに相当するかどうか 

は問わないまま、その言動に関する相談があったことのみを相手方に知らせ、自発的な問 

題解決を依頼するものです。「通知」は、ハラスメント防止人権委員長から相手方に直接行 

われます。また「通知」は、申立人の名前を相手方には公開しないで行うことができます。 

「通知」は、申立てがあってから１ヶ月以内の手続き終了をめざします。 

 

（２）調整 

申立人が、相手方の言動に関してハラスメントかどうかを問うことよりも、問題解決を 

優先する場合には、ハラスメント防止人権委員会委員長によって指名された委員が双方に 

助言を与えながら、申立人と相手方の主張を公平な立場で調整します。ハラスメント防止 

人権委員会委員長は、考想された調整プランの内容を学長に要請し、学長は関連部局長に 

その実行を直接指示します。「調整」は、申立てがあってから２ヶ月以内の手続き終了をめ 

ざします。 

 

（３） 調査 

相手方の言動に関して、懲戒処分の検討も含めた厳正な対応を要望する場合には、相手 

方の言動がハラスメントに相当するかどうかの事実関係の調査を行うために、ハラスメン 

ト調査委員会を設置します。ハラスメント防止人権委員会は、調査結果にもとづいてとら 

れるべき措置についての勧告案を作成します。学長はその勧告を受けて、すみやかに必要 

な措置を講じます。学長は、原則として、調査結果にもとづく措置勧告の内容を申立人お 

よび相手方に開示します。その際、ハラスメントを行ったとされる者は、ハラスメント防 

止人権委員会に不服申し立てを行うことができます。学長は、必要に応じて、関係者のプ 

ライバシーに配慮しながら、調査結果にもとづく措置勧告の内容について関係部局長に開 

示します。「調査」は、申立てがあってから３ヶ月以内の手続き終了をめざします。 

なお、調査の結果、ハラスメントの事実が存在しないこと、あるいは措置に適さないこ 

とが明らかになった場合は、申立人に通知し、ハラスメント防止人権委員会は申立ての取 

り下げを勧告することができます。 
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６．問題解決の手続き 
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相手方の言動に関して、懲戒処分の検討も含めた厳正な対応を要望する場合には、相手 

方の言動がハラスメントに相当するかどうかの事実関係の調査を行うために、ハラスメン 

ト調査委員会を設置します。ハラスメント防止人権委員会は、調査結果にもとづいてとら 

れるべき措置についての勧告案を作成します。学長はその勧告を受けて、すみやかに必要 

な措置を講じます。学長は、原則として、調査結果にもとづく措置勧告の内容を申立人お 

よび相手方に開示します。その際、ハラスメントを行ったとされる者は、ハラスメント防 

止人権委員会に不服申し立てを行うことができます。学長は、必要に応じて、関係者のプ 

ライバシーに配慮しながら、調査結果にもとづく措置勧告の内容について関係部局長に開 

示します。「調査」は、申立てがあってから３ヶ月以内の手続き終了をめざします。 

なお、調査の結果、ハラスメントの事実が存在しないこと、あるいは措置に適さないこ 

とが明らかになった場合は、申立人に通知し、ハラスメント防止人権委員会は申立ての取 

り下げを勧告することができます。 

 

７．その他の防止策 

（１）  学生および教職員に対して、ガイダンス等の機会を利用して、このガイドライン 

を周知徹底させ、ハラスメントに関する理解の向上を図ります。 

（２）  教職員に対しては、定期的に講演会や研修を行い、ハラスメント防止に関する理 

解の向上を図ります。 

（３）  教職員のうち、特に管理職およびハラスメント防止を担当する教職員に対しては、 

ハラスメントの防止と排除に関して、求められる責任と果たすべき役割について理解 

させ、適切な対応がとれるようになるための研修を行います。 

 

８．その他 

（１）  このガイドラインは平成 25 年 7 月 1 日から実施します。 

（２）  運用の状況をみて、見直しの必要が生じた時には、その都度改定を行うものとし 

ます。 

以上 
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履修登録下書き用紙
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