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授業名 介護学演習Ⅰza 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Seminar Ⅰ 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 武田 康晴 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

人間は社会の中で生活を営み、その生活が幸せで自己実現でき、自分で納得いく人生を歩むことが大切である。

生活が守られ、人として生きる価値を見だせなければ幸せとはいえない。この演習では、地域活動に参加しなが

ら社会における様々な課題を見つけ、必要な資料を集め分析を行う。 
学習成果 

到達目標 

1)社会・介護への問題を整理し口頭で説明できる。            
2)地域活動に参加し、地域貢献の意味や必要性を理解している。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業で指示する。 

参考書 授業で指示する。 

留意事項 積極的に授業に参加してください。随時古川町商店街の門掃き、介護サロンを行う。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容） 2 回生ゼミの流れ、目標を設定する 
（必要な準備） シラバスを参照しておくこと 

第２回 研究の進め方 
（内   容） 研究の進め方、これからの流れ 
（必要な準備） 研究のしおりを読んでおくこと 

第３回 研究テーマの選定準備 ゼミ交流会 
（内   容） テーマ選定のためディスカッションを行う 
（必要な準備） 課題について考えてくること 

第４回 研究テーマの選定準備 ディスカッション 
（内   容） テーマ選定のためディスカッションを行う 
（必要な準備） 課題について考えてくること 

第５回 研究テーマの選定準備 ディスカッション 
（内   容） ディスカッション後の発表 
（必要な準備） 発表できるようにまとめておく 

第６回 研究テーマの選定準備 
（内   容） 講演会の実施 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第７回 資料収集 図書館の活用 
（内   容） 図書館での文献収集方法 
（必要な準備） 調べてみたい文献を探しておく 

第８回 資料収集 文献講読と収集方法 
（内   容） 文献を読み、引用や参考 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第９回 研究テーマの選定準備 
（内   容） 講演会の実施 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第 10 回 資料収集 活用方法 
（内   容） 資料の活用方法 
（必要な準備） コピーして資料を準備しておくこと 

第 11 回 施設見学 
（内   容） 施設見学 
（必要な準備） 施設を事前に調べておく 

第 12 回 テーマ発表 
（内   容） 個別のテーマ発表 
（必要な準備） 発表できるようにしておいてください 

第 13 回 研究レポート書き出し 
（内   容） 「はじめに」を仕上げる 
（必要な準備） 資料をまとめておく 

第 14 回 研究レポート書き出し 夏休みの課題 
（内   容） 分析方法について理解する 
（必要な準備） 資料をまとめておく 

第 15 回 目標設定の確認 
（内   容） 目標設定の進捗状況評価 
（必要な準備） 春学期に収集した資料に目を通しておく 

オフィス 

アワー 
水曜日、木曜日、金曜日の 12:30～13:00 

 

 

授業名 介護学演習Ⅰzb 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Seminar Ⅰ 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

人間は社会の中で生活を営み、その生活が幸せで自己実現でき、自分で納得いく人生を歩めることが大切である。 
この演習では、地域活動に参加しながら社会における様々な課題を見つけ、必要な資料を集め分析を行う。 

学習成果 

到達目標 

１）社会・介護への問題を整理し明らかにすることができる            
２）地域活動に参加することができる 
３）地域貢献の意味や必要性を理解することができる 

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

□筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑ コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力 ☑ 課題発見・解決能力 

☑( 汎用能力                   ) □(                              ) 

テキスト 授業で指示する 

参考書 授業で指示する 

留意事項 地域活動への参加、研究課題に積極的に取り組んでください  

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 
（内   容） 2回生ゼミの流れ、目標を設定する 

（必要な準備） シラバスを参照しておくこと 

第２回 研究の進め方 
（内   容） 研究の進め方、これからの流れ 
（必要な準備） 研究のしおりを読んでおくこと 

第３回 研究テーマの選定準備 ゼミ交流会 
（内   容） テーマ選定のためディスカッションを行う 
（必要な準備） 課題について考えてくること 

第４回 研究テーマの選定準備 ディスカッション 
（内   容） テーマ選定のためディスカッションを行う 
（必要な準備） 課題について考えてくること 

第５回 研究テーマの選定準備 ディスカッション 
（内   容） ディスカッション後の発表 
（必要な準備） 発表できるようにまとめておく 

第６回 研究テーマの選定 
「内   容） 研究テーマの絞込み 
（必要な準備） 研究計画書を作成 

第７回 資料収集 文献講読と収集方法 
（内   容） 文献収集方法を学ぶ 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第８回 資料収集(図書館の活用) 
（内   容） 図書館での文献収集 
（必要な準備） 調べてみたい研究文献を探しておく 

第９回 資料収集 
（内   容） 文献を読み、引用や参考にまとめる 
（必要な準備） 資料を準備しておくこと 

第 10 回 資料収集の活用方法 
（内   容） 文献を読み、引用や参考にまとめる 
（必要な準備） 資料を準備しておくこと 

第 11 回 研究方法のいろいろ 
（内   容） 量的・質的研究を学ぶ 
（必要な準備） 資料を読んでおくこと 

第 12 回 研究計画書の作成 
（内   容） 研究計画書を発表する 
（必要な準備） 研究計画書発表するための準備 

第 13 回 研究レポート書き出し 
（内   容） 「はじめに」を仕上げる 
（必要な準備） 今までの資料をまとめておく 

第 14 回 研究レポート書き出し 夏休みの課題 
（内   容） 研究に必要な手法を個別に学ぶ 
（必要な準備） 今までの資料をまとめておく 

第 15 回 目標設定の確認 
（内   容） 目標設定の進捗状況評価 
（必要な準備） 春学期に収集した資料に目を通しておく 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 
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授業名 介護学演習Ⅰza 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Seminar Ⅰ 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 武田 康晴 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

人間は社会の中で生活を営み、その生活が幸せで自己実現でき、自分で納得いく人生を歩むことが大切である。

生活が守られ、人として生きる価値を見だせなければ幸せとはいえない。この演習では、地域活動に参加しなが

ら社会における様々な課題を見つけ、必要な資料を集め分析を行う。 
学習成果 

到達目標 

1)社会・介護への問題を整理し口頭で説明できる。            
2)地域活動に参加し、地域貢献の意味や必要性を理解している。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業で指示する。 

参考書 授業で指示する。 

留意事項 積極的に授業に参加してください。随時古川町商店街の門掃き、介護サロンを行う。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容） 2 回生ゼミの流れ、目標を設定する 
（必要な準備） シラバスを参照しておくこと 

第２回 研究の進め方 
（内   容） 研究の進め方、これからの流れ 
（必要な準備） 研究のしおりを読んでおくこと 

第３回 研究テーマの選定準備 ゼミ交流会 
（内   容） テーマ選定のためディスカッションを行う 
（必要な準備） 課題について考えてくること 

第４回 研究テーマの選定準備 ディスカッション 
（内   容） テーマ選定のためディスカッションを行う 
（必要な準備） 課題について考えてくること 

第５回 研究テーマの選定準備 ディスカッション 
（内   容） ディスカッション後の発表 
（必要な準備） 発表できるようにまとめておく 

第６回 研究テーマの選定準備 
（内   容） 講演会の実施 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第７回 資料収集 図書館の活用 
（内   容） 図書館での文献収集方法 
（必要な準備） 調べてみたい文献を探しておく 

第８回 資料収集 文献講読と収集方法 
（内   容） 文献を読み、引用や参考 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第９回 研究テーマの選定準備 
（内   容） 講演会の実施 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第 10 回 資料収集 活用方法 
（内   容） 資料の活用方法 
（必要な準備） コピーして資料を準備しておくこと 

第 11 回 施設見学 
（内   容） 施設見学 
（必要な準備） 施設を事前に調べておく 

第 12 回 テーマ発表 
（内   容） 個別のテーマ発表 
（必要な準備） 発表できるようにしておいてください 

第 13 回 研究レポート書き出し 
（内   容） 「はじめに」を仕上げる 
（必要な準備） 資料をまとめておく 

第 14 回 研究レポート書き出し 夏休みの課題 
（内   容） 分析方法について理解する 
（必要な準備） 資料をまとめておく 

第 15 回 目標設定の確認 
（内   容） 目標設定の進捗状況評価 
（必要な準備） 春学期に収集した資料に目を通しておく 

オフィス 

アワー 
水曜日、木曜日、金曜日の 12:30～13:00 

 

 

授業名 介護学演習Ⅰzb 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Seminar Ⅰ 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

人間は社会の中で生活を営み、その生活が幸せで自己実現でき、自分で納得いく人生を歩めることが大切である。 
この演習では、地域活動に参加しながら社会における様々な課題を見つけ、必要な資料を集め分析を行う。 

学習成果 

到達目標 

１）社会・介護への問題を整理し明らかにすることができる            
２）地域活動に参加することができる 
３）地域貢献の意味や必要性を理解することができる 

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

□筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑ コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力 ☑ 課題発見・解決能力 

☑( 汎用能力                   ) □(                              ) 

テキスト 授業で指示する 

参考書 授業で指示する 

留意事項 地域活動への参加、研究課題に積極的に取り組んでください  

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 
（内   容） 2回生ゼミの流れ、目標を設定する 

（必要な準備） シラバスを参照しておくこと 

第２回 研究の進め方 
（内   容） 研究の進め方、これからの流れ 
（必要な準備） 研究のしおりを読んでおくこと 

第３回 研究テーマの選定準備 ゼミ交流会 
（内   容） テーマ選定のためディスカッションを行う 
（必要な準備） 課題について考えてくること 

第４回 研究テーマの選定準備 ディスカッション 
（内   容） テーマ選定のためディスカッションを行う 
（必要な準備） 課題について考えてくること 

第５回 研究テーマの選定準備 ディスカッション 
（内   容） ディスカッション後の発表 
（必要な準備） 発表できるようにまとめておく 

第６回 研究テーマの選定 
「内   容） 研究テーマの絞込み 
（必要な準備） 研究計画書を作成 

第７回 資料収集 文献講読と収集方法 
（内   容） 文献収集方法を学ぶ 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第８回 資料収集(図書館の活用) 
（内   容） 図書館での文献収集 
（必要な準備） 調べてみたい研究文献を探しておく 

第９回 資料収集 
（内   容） 文献を読み、引用や参考にまとめる 
（必要な準備） 資料を準備しておくこと 

第 10 回 資料収集の活用方法 
（内   容） 文献を読み、引用や参考にまとめる 
（必要な準備） 資料を準備しておくこと 

第 11 回 研究方法のいろいろ 
（内   容） 量的・質的研究を学ぶ 
（必要な準備） 資料を読んでおくこと 

第 12 回 研究計画書の作成 
（内   容） 研究計画書を発表する 
（必要な準備） 研究計画書発表するための準備 

第 13 回 研究レポート書き出し 
（内   容） 「はじめに」を仕上げる 
（必要な準備） 今までの資料をまとめておく 

第 14 回 研究レポート書き出し 夏休みの課題 
（内   容） 研究に必要な手法を個別に学ぶ 
（必要な準備） 今までの資料をまとめておく 

第 15 回 目標設定の確認 
（内   容） 目標設定の進捗状況評価 
（必要な準備） 春学期に収集した資料に目を通しておく 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 
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授業名 介護学演習Ⅱza 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Seminar Ⅱ 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 武田 康晴 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

人間は社会の中で生活を営み、その生活が幸せで自己実現でき、自分で納得いく人生を歩めることが大切である。

生活が守られ、人として生きる価値を見だせなければ幸せとはいえない。この演習では、地域活動に参加しなが

ら社会における様々な課題を見つけ、分析、考察を行いプレゼンテーションを通して人と共有化すること。 
授業は、ゼミ形式で行い、討論、プレゼンテーションを通して課題を深めていく。 

学習成果 

到達目標 

1) 社会・介護への問題の解決にむけて分析・考察を行い研究レポートにまとめ、発表することにより共有化す

ることができる。 
2) 地域活動に参加し、地域貢献の意味や必要性を理解する。  

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業で指示する。 

参考書 授業で指示する。 

留意事項 積極的に授業に参加してください。随時古川町商店街の門掃き、介護サロンを行う。  

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション  
（内   容）2 回生ゼミ秋学期の流れ、目標を再確認する 
（必要な準備）シラバスを参照しておくこと  

第２回 研究の流れを知る 
（内   容） 卒業生から体験談を聞く 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第３回 研究レポートの執筆 
（内   容） 各自でレポートの執筆を行う 
（必要な準備） 執筆に必要な文献を用意しておく 

第４回 研究レポートの執筆 
（内   容） 各自でレポートの執筆を行う 
（必要な準備） 執筆に必要な文献を用意しておく 

第５回 研究レポートの執筆 下書き指導 
（内   容） 個別で下書き指導を行う 
（必要な準備） 下書きを提出する 

第６回 研究レポートの執筆 下書き指導 
（内   容） 個別で下書き指導を行う 
（必要な準備） 下書きを提出する 

第７回 研究レポートの執筆 清書指導 
（内   容） 個別で清書指導を行う 
（必要な準備） 清書を提出する 

第８回 研究レポートの執筆 清書指導 
（内   容） 個別で清書指導を行う 
（必要な準備） 清書を提出する 

第９回 研究レポートの執筆 完成原稿にむけて執筆 
（内   容） 個別で執筆を行う 
（必要な準備） 原稿の作成を行う 

第 10 回 研究レポートの提出 
（内   容） 研究レポートの提出 
（必要な準備） 完成原稿を提出する 

第 11 回 研究発表（ゼミ内） 
（内   容） ゼミ内で研究を共有する 
（必要な準備） 完成原稿を読み直す 

第 12 回 抄録作成 
（内   容） 抄録を作成する 
（必要な準備） 抄録作成に必要な資料を持参する 

第 13 回 ポスター発表制作 
（内   容） ポスターを作成する 
（必要な準備） ポスターに必要な資料を持参する 

第 14 回 目標達成状況把握 
（内   容） 目標設定の進捗状況評価 
（必要な準備） 目標達成状況をまとめておく 

第 15 回 研究発表会 
（内   容） 研究発表会で発表を行う 
（必要な準備） 抄録を読み返す 

オフィス 

アワー 
水曜日、木曜日、金曜日の 12:30～13:00 

 

  

授業名 介護学演習Ⅱzb 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Seminar Ⅱ 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

人間は社会の中で生活を営み、その生活が幸せで自己実現でき、自分で納得いく人生を歩めることが大切である。 
この演習では、地域活動に参加しながら社会における様々な課題を見つけ、分析、考察を行いプレゼンテーショ 
ンを通して人と共有化すること。授業は、ゼミ形式で行い、討論、プレゼンテーションを通して課題を深める。 

学習成果 

到達目標 

１）社会・介護への問題の解決にむけて分析・考察を行い研究レポートにまとめることができる 
２）研究発表することにより共有化することができる 
３）地域活動に参加し、地域貢献の意味や必要性を理解する  

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑ プレゼンテーション能力  ☑ 課題発見・解決能力 

☑(汎用力                    ) □(                              ) 

テキスト 授業で指示する 

参考書 授業で指示する 

留意事項 積極的に授業に参加してください。随時古川町商店街の門掃き、介護サロンを行う。  

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション  
（内   容）2 回生ゼミ秋学期の流れ、目標を再確認する 
（必要な準備）シラバスを参照しておくこと  

第２回 研究の流れを知る 
（内   容） 卒業生から体験談を聞く 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第３回 研究レポートの執筆 
（内   容） 各自でレポートの執筆を行う 
（必要な準備） 執筆に必要な文献を用意しておく 

第４回 研究レポートの執筆 
（内   容） 各自でレポートの執筆を行う 
（必要な準備） 執筆に必要な文献を用意しておく 

第５回 研究レポートの執筆 下書き指導 
（内   容） 個別で下書き指導を行う 
（必要な準備） 下書きを提出する 

第６回 研究レポートの執筆 下書き指導 
（内   容） 個別で下書き指導を行う 
（必要な準備） 下書きを提出する 

第７回 研究レポートの執筆 清書指導 
（内   容） 個別で清書指導を行う 
（必要な準備） 清書を提出する 

第８回 研究レポートの執筆 清書指導 
（内   容） 個別で清書指導を行う 
（必要な準備） 清書を提出する 

第９回 研究レポートの執筆 完成原稿にむけて執筆 
（内   容） 個別で執筆を行う 
（必要な準備） 原稿の作成を行う 

第 10 回 研究レポートの提出 
（内   容） 研究レポートの提出 
（必要な準備） 完成原稿を提出する 

第 11 回 研究発表（ゼミ内） 
（内   容） ゼミ内で研究を共有する 
（必要な準備） 完成原稿を読み直す 

第 12 回 抄録作成 
（内   容） 抄録を作成する 
（必要な準備） 抄録作成に必要な資料を持参する 

第 13 回 ポスター発表制作 
（内   容） ポスターを作成する 
（必要な準備） ポスターに必要な資料を持参する 

第 14 回 目標達成状況把握 
（内   容） 目標設定の進捗状況評価 
（必要な準備） 目標達成状況をまとめておく 

第 15 回 研究発表会 
（内   容） 研究発表会で発表を行う 
（必要な準備） 抄録を読み返しておく 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 
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授業名 介護学演習Ⅱza 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Seminar Ⅱ 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 武田 康晴 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

人間は社会の中で生活を営み、その生活が幸せで自己実現でき、自分で納得いく人生を歩めることが大切である。

生活が守られ、人として生きる価値を見だせなければ幸せとはいえない。この演習では、地域活動に参加しなが

ら社会における様々な課題を見つけ、分析、考察を行いプレゼンテーションを通して人と共有化すること。 
授業は、ゼミ形式で行い、討論、プレゼンテーションを通して課題を深めていく。 

学習成果 

到達目標 

1) 社会・介護への問題の解決にむけて分析・考察を行い研究レポートにまとめ、発表することにより共有化す

ることができる。 
2) 地域活動に参加し、地域貢献の意味や必要性を理解する。  

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業で指示する。 

参考書 授業で指示する。 

留意事項 積極的に授業に参加してください。随時古川町商店街の門掃き、介護サロンを行う。  

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション  
（内   容）2 回生ゼミ秋学期の流れ、目標を再確認する 
（必要な準備）シラバスを参照しておくこと  

第２回 研究の流れを知る 
（内   容） 卒業生から体験談を聞く 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第３回 研究レポートの執筆 
（内   容） 各自でレポートの執筆を行う 
（必要な準備） 執筆に必要な文献を用意しておく 

第４回 研究レポートの執筆 
（内   容） 各自でレポートの執筆を行う 
（必要な準備） 執筆に必要な文献を用意しておく 

第５回 研究レポートの執筆 下書き指導 
（内   容） 個別で下書き指導を行う 
（必要な準備） 下書きを提出する 

第６回 研究レポートの執筆 下書き指導 
（内   容） 個別で下書き指導を行う 
（必要な準備） 下書きを提出する 

第７回 研究レポートの執筆 清書指導 
（内   容） 個別で清書指導を行う 
（必要な準備） 清書を提出する 

第８回 研究レポートの執筆 清書指導 
（内   容） 個別で清書指導を行う 
（必要な準備） 清書を提出する 

第９回 研究レポートの執筆 完成原稿にむけて執筆 
（内   容） 個別で執筆を行う 
（必要な準備） 原稿の作成を行う 

第 10 回 研究レポートの提出 
（内   容） 研究レポートの提出 
（必要な準備） 完成原稿を提出する 

第 11 回 研究発表（ゼミ内） 
（内   容） ゼミ内で研究を共有する 
（必要な準備） 完成原稿を読み直す 

第 12 回 抄録作成 
（内   容） 抄録を作成する 
（必要な準備） 抄録作成に必要な資料を持参する 

第 13 回 ポスター発表制作 
（内   容） ポスターを作成する 
（必要な準備） ポスターに必要な資料を持参する 

第 14 回 目標達成状況把握 
（内   容） 目標設定の進捗状況評価 
（必要な準備） 目標達成状況をまとめておく 

第 15 回 研究発表会 
（内   容） 研究発表会で発表を行う 
（必要な準備） 抄録を読み返す 

オフィス 

アワー 
水曜日、木曜日、金曜日の 12:30～13:00 

 

  

授業名 介護学演習Ⅱzb 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Seminar Ⅱ 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

人間は社会の中で生活を営み、その生活が幸せで自己実現でき、自分で納得いく人生を歩めることが大切である。 
この演習では、地域活動に参加しながら社会における様々な課題を見つけ、分析、考察を行いプレゼンテーショ 
ンを通して人と共有化すること。授業は、ゼミ形式で行い、討論、プレゼンテーションを通して課題を深める。 

学習成果 

到達目標 

１）社会・介護への問題の解決にむけて分析・考察を行い研究レポートにまとめることができる 
２）研究発表することにより共有化することができる 
３）地域活動に参加し、地域貢献の意味や必要性を理解する  

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

□筆記試験 □レポート ☑制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑ プレゼンテーション能力  ☑ 課題発見・解決能力 

☑(汎用力                    ) □(                              ) 

テキスト 授業で指示する 

参考書 授業で指示する 

留意事項 積極的に授業に参加してください。随時古川町商店街の門掃き、介護サロンを行う。  

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション  
（内   容）2 回生ゼミ秋学期の流れ、目標を再確認する 
（必要な準備）シラバスを参照しておくこと  

第２回 研究の流れを知る 
（内   容） 卒業生から体験談を聞く 
（必要な準備） 配布資料を読んでおくこと 

第３回 研究レポートの執筆 
（内   容） 各自でレポートの執筆を行う 
（必要な準備） 執筆に必要な文献を用意しておく 

第４回 研究レポートの執筆 
（内   容） 各自でレポートの執筆を行う 
（必要な準備） 執筆に必要な文献を用意しておく 

第５回 研究レポートの執筆 下書き指導 
（内   容） 個別で下書き指導を行う 
（必要な準備） 下書きを提出する 

第６回 研究レポートの執筆 下書き指導 
（内   容） 個別で下書き指導を行う 
（必要な準備） 下書きを提出する 

第７回 研究レポートの執筆 清書指導 
（内   容） 個別で清書指導を行う 
（必要な準備） 清書を提出する 

第８回 研究レポートの執筆 清書指導 
（内   容） 個別で清書指導を行う 
（必要な準備） 清書を提出する 

第９回 研究レポートの執筆 完成原稿にむけて執筆 
（内   容） 個別で執筆を行う 
（必要な準備） 原稿の作成を行う 

第 10 回 研究レポートの提出 
（内   容） 研究レポートの提出 
（必要な準備） 完成原稿を提出する 

第 11 回 研究発表（ゼミ内） 
（内   容） ゼミ内で研究を共有する 
（必要な準備） 完成原稿を読み直す 

第 12 回 抄録作成 
（内   容） 抄録を作成する 
（必要な準備） 抄録作成に必要な資料を持参する 

第 13 回 ポスター発表制作 
（内   容） ポスターを作成する 
（必要な準備） ポスターに必要な資料を持参する 

第 14 回 目標達成状況把握 
（内   容） 目標設定の進捗状況評価 
（必要な準備） 目標達成状況をまとめておく 

第 15 回 研究発表会 
（内   容） 研究発表会で発表を行う 
（必要な準備） 抄録を読み返しておく 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 
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授業名 社会保障論Ⅰ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Theory of Social SecurityⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

個人が自立した生活を営むには、生活と社会の関わりや制度の仕組みを理解する必要があります。社会保障論Ⅰ

では、我が国の社会保障の基本的な考え方、歴史と変遷、特に介護と密接な介護保険のしくみについて理解する

学習とする。 
学習成果 

到達目標 

１）社会保障についての基本的知識が理解できる。 
２）社会保障の成り立ちについて理解できる。 
３）介護保険制度の仕組みが理解できる 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑ 筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（   50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(思考力                        ) □(                           ) 

テキスト 介護福祉士養成講座編集委員会、新・介護福祉士養成校講座『社会と制度の理解』、中央法規 

参考書 『社会保障入門』2016、中央法規 

留意事項 
講義を中心とするが、グループワーク等をとりいれながら行うので、積極的に取り組んでください。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 現代におけるライフスタイルの変化 

（内   容） 日本の将来人口を展望する。 
（必要な準備） 生活支援技術Ⅰ（ライフスタイルの変化）を 

復習 

第２回 社会が直面する変化と課題を知る 
（内   容） 人口減少社会の現状を理解し課題を考える 
（必要な準備） 新聞記事を読んでまとめておく 

第３回 社会が直面する変化と課題を討議する 
（内   容） グループで討議しながら理解を深める 
（必要な準備） まとめた資料を持参する 

第４回 社会が直面する変化と課題を発表する 
（内   容） 課題発表を行う 
（必要な準備） まとめを話せるようにしておく 

第５回 社会保障の基本的な考え方 
（内   容） 社会保障はなぜ必要かを明らかにする。 
（必要な準備） テキストｐ64～73 を読む 

第６回 社会保障制度の仕組み 
（内   容） 社会保険・社会扶助について理解する。 
（必要な準備） テキストｐ92～110 を読む 

第７回 社会保障の誕生と発達 
（内   容） 社会保障誕生の歴史を振り返る。 
（必要な準備） テキストｐ75～87 を読む 

第８回 日本における社会保障制度の歴史 戦後 
（内   容） 戦後の緊急援護と社会保障の基盤整備をみる。 
（必要な準備） 憲法との関係を調べておく 

第９回 日本における社会保障制度の歴史 見直し 
（内   容） 社会保障制度の見直しの必要性を理解する。 
（必要な準備） 1970 年代の歴史を理解しておく 

第 10 回 社会福祉基礎構造改革 
（内   容） 介護保険制度の創設と目的について理解する。 
（必要な準備） テキストｐ124～130 を読む 

第 11 回 介護保険制度のしくみ 
（内   容） 介護保険制度のしくみを理解する 
（必要な準備） テキストｐ133～150 を読む 

第 12 回 介護保険のサービス内容 
（内   容） 介護サービスの内容を理解する。 
（必要な準備） 介護サービスを調べておく 

第 13 回 介護保険の制度改正 
（内   容） これまでの主要な制度改正を概観する。 
（必要な準備） 今までの改正について調べておく 

第 14 回 地域包括システムの登場 
（内   容） 地域包括システムが必要なることを理解する。 
（必要な準備） テキストｐ160～166 を読む 

第 15 回 公的介護保険の構造と問題点 
（内   容） 日本の介護保険の問題点を概観する。 
（必要な準備） 介護保険制度の課題を整理する 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 

 

 

授業名 社会保障論Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Theory of Social SecurityⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

社会保障Ⅱにおいては、社会保障制度の各論と介護実践にかかわる諸制度の理解について講義を行う。さらに、

福祉国家といわれる北欧と自立型の米国の社会保障制度について考え、日本の福祉国家体制の限界と将来展望に

ついて理解を深める。 
学習成果 

到達目標 

１）社会保障についての基本的知識を習得することができる。 
２）社会保障のかかえる課題を理解しまとめることができる。 
３）各国の社会保障制度との違いが理解できる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（   50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 介護福祉士養成講座編集委員会、新・介護福祉士養成校講座『社会と制度の理解』、中央法規 

参考書 『社会保障入門』2016 

留意事項 
講義を中心とするが、グループワーク等をとりいれながら行うので、積極的に取り組んでください。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 介護実践にかかわる諸制度１ 権利を擁護する 
（内   容） 日常生活自立支援事業を理解する。 
（必要な準備） テキストｐ262～264 を読む 

第２回 介護実践にかかわる諸制度２ 成年後見制度 
（内   容） 成年後見制度を理解する。 
（必要な準備） テキストｐ264～267 を読む 

第３回 医療需要の変化 
（内   容） 日本の医療保障の特徴を理解する。 
（必要な準備） 日本の医療保障制度について調べておく 

第４回 医療保険制度の概要 
（内   容） 医療保障はなぜ必要になるかを考える。 
（必要な準備） テキストｐ101～105 を読む 

第５回 高齢化と医療 
（内   容） 人口高齢化が医療に与える影響を理解する。 
（必要な準備） 医療保険における課題についてまとめておく 

第６回 年金制度の概要 
（内   容） わが国の年金制度の概要を理解する。 
（必要な準備） テキストｐ96～101 を読む 

第７回 年金保険の給付と財源 
（内   容） 人口高齢化が医療に与える影響を理解する。 
（必要な準備） プリントを配布するので予習しておく 

第８回 年金制度改革 
（内   容） 年金財政フレームを理解する。 
（必要な準備） 2006 年年金改正を調べまとめておく 

第９回 福祉レジームから福祉国家を考える 
（内   容） 社会民主主義、保守主義システムを理解する。 
（必要な準備） 各国の社会保障をまとめてくる 

第 10 回 福祉レジームから福祉国家を考える 
（内   容） 自由主義のシステムを理解する。 
（必要な準備） 各国の社会保障をまとめてくる 

第 11 回 労働者を守る雇用保険制度 
（内   容） 雇用保険・労働者災害補償保険を理解する。 
（必要な準備） テキストｐ105～106 を読む 

第 12 回 我が国の社会保障問題を考える 
（内   容） 我が国における社会保障の問題を考える 
（必要な準備） 資料を収集しておく 

第 13 回 我が国の社会保障問題をまとめる 
（内   容） 考えられた課題をわかりやすくまとめる 
（必要な準備） 資料を収集しておく 

第 14 回 我が国の社会保障問題をまとめる 
（内   容） 考えられた課題を発表できるようにまとめる 
（必要な準備） 資料を収集しておく 

第 15 回 我が国の社会保障問題を発表する 
（内   容） 課題を発表する 
（必要な準備） 他の人の資料に目を通しておく 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 
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授業名 社会保障論Ⅰ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Theory of Social SecurityⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

個人が自立した生活を営むには、生活と社会の関わりや制度の仕組みを理解する必要があります。社会保障論Ⅰ

では、我が国の社会保障の基本的な考え方、歴史と変遷、特に介護と密接な介護保険のしくみについて理解する

学習とする。 
学習成果 

到達目標 

１）社会保障についての基本的知識が理解できる。 
２）社会保障の成り立ちについて理解できる。 
３）介護保険制度の仕組みが理解できる 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑ 筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（   50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(思考力                        ) □(                           ) 

テキスト 介護福祉士養成講座編集委員会、新・介護福祉士養成校講座『社会と制度の理解』、中央法規 

参考書 『社会保障入門』2016、中央法規 

留意事項 
講義を中心とするが、グループワーク等をとりいれながら行うので、積極的に取り組んでください。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 現代におけるライフスタイルの変化 

（内   容） 日本の将来人口を展望する。 
（必要な準備） 生活支援技術Ⅰ（ライフスタイルの変化）を 

復習 

第２回 社会が直面する変化と課題を知る 
（内   容） 人口減少社会の現状を理解し課題を考える 
（必要な準備） 新聞記事を読んでまとめておく 

第３回 社会が直面する変化と課題を討議する 
（内   容） グループで討議しながら理解を深める 
（必要な準備） まとめた資料を持参する 

第４回 社会が直面する変化と課題を発表する 
（内   容） 課題発表を行う 
（必要な準備） まとめを話せるようにしておく 

第５回 社会保障の基本的な考え方 
（内   容） 社会保障はなぜ必要かを明らかにする。 
（必要な準備） テキストｐ64～73 を読む 

第６回 社会保障制度の仕組み 
（内   容） 社会保険・社会扶助について理解する。 
（必要な準備） テキストｐ92～110 を読む 

第７回 社会保障の誕生と発達 
（内   容） 社会保障誕生の歴史を振り返る。 
（必要な準備） テキストｐ75～87 を読む 

第８回 日本における社会保障制度の歴史 戦後 
（内   容） 戦後の緊急援護と社会保障の基盤整備をみる。 
（必要な準備） 憲法との関係を調べておく 

第９回 日本における社会保障制度の歴史 見直し 
（内   容） 社会保障制度の見直しの必要性を理解する。 
（必要な準備） 1970 年代の歴史を理解しておく 

第 10 回 社会福祉基礎構造改革 
（内   容） 介護保険制度の創設と目的について理解する。 
（必要な準備） テキストｐ124～130 を読む 

第 11 回 介護保険制度のしくみ 
（内   容） 介護保険制度のしくみを理解する 
（必要な準備） テキストｐ133～150 を読む 

第 12 回 介護保険のサービス内容 
（内   容） 介護サービスの内容を理解する。 
（必要な準備） 介護サービスを調べておく 

第 13 回 介護保険の制度改正 
（内   容） これまでの主要な制度改正を概観する。 
（必要な準備） 今までの改正について調べておく 

第 14 回 地域包括システムの登場 
（内   容） 地域包括システムが必要なることを理解する。 
（必要な準備） テキストｐ160～166 を読む 

第 15 回 公的介護保険の構造と問題点 
（内   容） 日本の介護保険の問題点を概観する。 
（必要な準備） 介護保険制度の課題を整理する 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 

 

 

授業名 社会保障論Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Theory of Social SecurityⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

社会保障Ⅱにおいては、社会保障制度の各論と介護実践にかかわる諸制度の理解について講義を行う。さらに、

福祉国家といわれる北欧と自立型の米国の社会保障制度について考え、日本の福祉国家体制の限界と将来展望に

ついて理解を深める。 
学習成果 

到達目標 

１）社会保障についての基本的知識を習得することができる。 
２）社会保障のかかえる課題を理解しまとめることができる。 
３）各国の社会保障制度との違いが理解できる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（   50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 介護福祉士養成講座編集委員会、新・介護福祉士養成校講座『社会と制度の理解』、中央法規 

参考書 『社会保障入門』2016 

留意事項 
講義を中心とするが、グループワーク等をとりいれながら行うので、積極的に取り組んでください。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 介護実践にかかわる諸制度１ 権利を擁護する 
（内   容） 日常生活自立支援事業を理解する。 
（必要な準備） テキストｐ262～264 を読む 

第２回 介護実践にかかわる諸制度２ 成年後見制度 
（内   容） 成年後見制度を理解する。 
（必要な準備） テキストｐ264～267 を読む 

第３回 医療需要の変化 
（内   容） 日本の医療保障の特徴を理解する。 
（必要な準備） 日本の医療保障制度について調べておく 

第４回 医療保険制度の概要 
（内   容） 医療保障はなぜ必要になるかを考える。 
（必要な準備） テキストｐ101～105 を読む 

第５回 高齢化と医療 
（内   容） 人口高齢化が医療に与える影響を理解する。 
（必要な準備） 医療保険における課題についてまとめておく 

第６回 年金制度の概要 
（内   容） わが国の年金制度の概要を理解する。 
（必要な準備） テキストｐ96～101 を読む 

第７回 年金保険の給付と財源 
（内   容） 人口高齢化が医療に与える影響を理解する。 
（必要な準備） プリントを配布するので予習しておく 

第８回 年金制度改革 
（内   容） 年金財政フレームを理解する。 
（必要な準備） 2006 年年金改正を調べまとめておく 

第９回 福祉レジームから福祉国家を考える 
（内   容） 社会民主主義、保守主義システムを理解する。 
（必要な準備） 各国の社会保障をまとめてくる 

第 10 回 福祉レジームから福祉国家を考える 
（内   容） 自由主義のシステムを理解する。 
（必要な準備） 各国の社会保障をまとめてくる 

第 11 回 労働者を守る雇用保険制度 
（内   容） 雇用保険・労働者災害補償保険を理解する。 
（必要な準備） テキストｐ105～106 を読む 

第 12 回 我が国の社会保障問題を考える 
（内   容） 我が国における社会保障の問題を考える 
（必要な準備） 資料を収集しておく 

第 13 回 我が国の社会保障問題をまとめる 
（内   容） 考えられた課題をわかりやすくまとめる 
（必要な準備） 資料を収集しておく 

第 14 回 我が国の社会保障問題をまとめる 
（内   容） 考えられた課題を発表できるようにまとめる 
（必要な準備） 資料を収集しておく 

第 15 回 我が国の社会保障問題を発表する 
（内   容） 課題を発表する 
（必要な準備） 他の人の資料に目を通しておく 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 
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授業名 ターミナルケア論 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Theory of Terminal Care 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 野田 隆生 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

「死」とは何か？「いのち」って何だろう？この問いにははっきりとした答えはあるのだろうか。人は必ず死ぬ

ということは知識としてみなさんは理解しています。しかし、あなたの両親や兄弟姉妹が余命いくばくもないと

告知を受けたとしたら家族はどうなるのでしょうか。本講では、まず現代社会における「死」の様相を明らかに

し、次いで「死にゆく人」への関わりについて社会福祉においてどのような視点で捉えていくことが必要とされ

るのかについて考察していきます。 

学習成果 

到達目標 

１）「ターミナル・ケア」「ホスピス」「ビハーラ」「緩和ケア（ＰＣＵ）」等の用語について理解し、その違いに

ついて説明できる。 
２）現代社会における「死」をめぐる諸問題について考察し、社会福祉専門職としての役割を理解できる。 
３）ターミナル期にある利用者・患者への全人的ケアについて理解し、必要なコミュニケーションについて理解

できる。 

評価方法 
定期試験

（  80  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。配布資料あり。 

参考書 

水野敬生監修『その人らしい看取り支援業務 実践Ｑ＆Ａ50』日総研、垂水雄二著『生命倫理と環境倫理―生物

学からのアプローチ―』八坂書房、小畑万里編著『地域・施設で死を看取るとき いのちと死に向き合う支援』

明石書店、柴田久美子『看取り士 幸せな旅立ちを約束します』コスモ 21、阿保順子他『認知症ケアの創造 そ

の人らしさの看護へ』雲母書房、マリ・ロイド編、若林佳史訳『緩和ケアにおける心理社会的問題』星和書店 

留意事項 安直な動機での履修は歓迎しない。問いかけに対して自ら問題意識をもつように心がけること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 はじめに 
（内   容） 講義の進め方、成績評価の方法について解説 
（必要な準備） シラバスから学びの道筋をイメージしておく 

第２回 現代社会における誕生と死 
（内   容） 統計資料に基づく誕生と死 
（必要な準備） 『国民の福祉と介護の動向』を閲覧する。 

第３回 社会問題としてのターミナル･ケア 
（内   容） 社会問題としての死 
（必要な準備） 『国民衛生の動向』を閲覧する。 

第４回 患者の権利と尊厳ある死 
（内   容） 患者の権利について 
（必要な準備） 「リスボン宣言」「患者の権利宣言」を読む。 

第５回 ターミナル･ケアの歴史 ～キリスト教の場合～ 
（内   容） 語源の整理と日本での現状 
（必要な準備） 紹介した書籍を読む。 

第６回 ターミナル･ケアの歴史 ～仏教の場合～ 
（内   容） 語源の整理と日本での現状 
（必要な準備） 紹介した書籍を読む。 

第７回 ホスピス病棟の紹介 
（内   容） 映像を通じて理解する。レポートを課す。 
（必要な準備） “考える”姿勢 

第８回 ビハーラ病棟の紹介 
（内   容） 映像を通じて理解する。レポートを課す。 
（必要な準備） “考える”姿勢 

第９回 ＰＣＵにおける MSW の役割と機能 
（内   容） MSW の事例紹介 
（必要な準備） ソーシャルワークに関する書籍を読む。 

第 10 回 
死にゆく人の「苦しみ」と「痛み」  

～心理的・社会的ニード～ 

（内   容） 全人的痛みの理解とその援助 
（必要な準備） 紹介した書籍を読む。 

第 11 回 
死にゆく人の「苦しみ」と「痛み」  

～スピリチュアルニード～ 

（内   容） 全人的痛みの理解とその援助 
（必要な準備） 紹介した書籍を読む。 

第 12 回 ターミナル･ケアの実際 福祉施設 
（内   容） 特別養護老人ホームにおける事例 
（必要な準備） 実習内容をまとめる。 

第 13 回 ターミナル・ケアの実際 在宅 
（内   容） 在宅ケアにおける多職種連携の意義 
（必要な準備） 実習内容をまとめる。 

第 14 回 わたしが作る理想のホスピス 
（内   容） 各自が理想のホスピスを設計する 
（必要な準備） 創造・マネジメントへの理解 

第 15 回 まとめ ～「生ききる」ことを支えるケアとは～ 
（内   容） 全体を通したまとめ 
（必要な準備） “考える”姿勢 

オフィス 

アワー 
火曜日 午前８時より同１０時まで 

 

 

授業名 教育相談（カウンセリングを含む） 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Educational Counseling 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 岸 優子 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

教育相談の目的、方法、対象、態度とともに、支援の方法を学ぶ。幼児、児童、生徒の発達段階を踏まえて、

生活環境から生じるさまざまな問題を解決するための相談の方法や技術を学び、関係機関と連携する重要性を学

ぶ。 
学習成果 

到達目標 

１）教育相談の意義、目的を理解し、基本的なカウンセリングの理論を学ぶ。 
２）幼児、児童、生徒の抱える問題を理解して、問題を解決するための方法を理解する。 
３）教育相談の方法や技術を習得して、関係機関との連携ができるようになる。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

☑筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解 ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 高野久美子著『教育相談入門―心理援助の定点』日本評論社、2012 年 

留意事項 
出来る限り具体的事例をもとに考えることを目標とするので、日頃から、現代の教育問題についての情報を収集

するように努めておくこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 
科目ガイダンス：教育相談の意義 

 
（内   容）教育相談の目的、方法、対象、態度、内容 

第２回 
コミュニケーション・スキル 

 

（内   容）言語的／非言語的コミュニケーション  
（必要な準備）プリント 

第３回 
幼児、児童、生徒の心理 

 

（内   容）幼児、児童、生徒の発達段階  
（必要な準備）プリント 

第４回 
傾聴 

 

（内   容）対象者の話の聴き方、伝え方  
（必要な準備）プリント 

第５回 
カウンセリング・マインド 

 

（内   容）受容、共感、自己一致 
（必要な準備）プリント  

第６回 
保護者対応、支援 

 

（内   容）保護者との信頼関係 
（必要な準備）プリント  

第７回 
家庭教育への支援 

 

（内   容）家庭との連携 
（必要な準備）プリント 

第８回 
学びへの支援（１）：適応と不適応 

 

（内   容）適応と不適応等の支援、アセスメントの方法  
（必要な準備）プリント 

第９回 
学びへの支援（２）：問題行動 

 

(内    容) 問題行動の背景 

(必要な準備) プリント 

第 10 回 
学びへの支援（３）：いじめ 

 

（内    容） いじめの背景 

(必要な準備) プリント 

第 11 回 
学びへの支援（４）：不登校 

 

(内    容) 不登校の背景 

(必要な準備) プリント 

第 12 回 
学びへの支援（５）：摂食障害 

 

（内   容）摂食障害の背景 
（必要な準備）プリント  

第 13 回 
支援のネットワーク（１）：組織内での支援 

 

（内   容）組織内の相談支援システムの類型  
（必要な準備）プリント 

第 14 回 
支援のネットワーク（２）：関係機関との連携、協働 

 

（内   容）地域の専門機関との連携、協働の仕方 
（必要な準備）プリント  

第 15 回 
まとめ 

 

（内   容）これまでの学びを振り返り、課題を見出す  
（必要な準備）プリント 

オフィス 

アワー 
月曜日・火曜日 12 時 10 分から 13 時 
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授業名 ターミナルケア論 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Theory of Terminal Care 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 野田 隆生 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

「死」とは何か？「いのち」って何だろう？この問いにははっきりとした答えはあるのだろうか。人は必ず死ぬ

ということは知識としてみなさんは理解しています。しかし、あなたの両親や兄弟姉妹が余命いくばくもないと

告知を受けたとしたら家族はどうなるのでしょうか。本講では、まず現代社会における「死」の様相を明らかに

し、次いで「死にゆく人」への関わりについて社会福祉においてどのような視点で捉えていくことが必要とされ

るのかについて考察していきます。 

学習成果 

到達目標 

１）「ターミナル・ケア」「ホスピス」「ビハーラ」「緩和ケア（ＰＣＵ）」等の用語について理解し、その違いに

ついて説明できる。 
２）現代社会における「死」をめぐる諸問題について考察し、社会福祉専門職としての役割を理解できる。 
３）ターミナル期にある利用者・患者への全人的ケアについて理解し、必要なコミュニケーションについて理解

できる。 

評価方法 
定期試験

（  80  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。配布資料あり。 

参考書 

水野敬生監修『その人らしい看取り支援業務 実践Ｑ＆Ａ50』日総研、垂水雄二著『生命倫理と環境倫理―生物

学からのアプローチ―』八坂書房、小畑万里編著『地域・施設で死を看取るとき いのちと死に向き合う支援』

明石書店、柴田久美子『看取り士 幸せな旅立ちを約束します』コスモ 21、阿保順子他『認知症ケアの創造 そ

の人らしさの看護へ』雲母書房、マリ・ロイド編、若林佳史訳『緩和ケアにおける心理社会的問題』星和書店 

留意事項 安直な動機での履修は歓迎しない。問いかけに対して自ら問題意識をもつように心がけること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 はじめに 
（内   容） 講義の進め方、成績評価の方法について解説 
（必要な準備） シラバスから学びの道筋をイメージしておく 

第２回 現代社会における誕生と死 
（内   容） 統計資料に基づく誕生と死 
（必要な準備） 『国民の福祉と介護の動向』を閲覧する。 

第３回 社会問題としてのターミナル･ケア 
（内   容） 社会問題としての死 
（必要な準備） 『国民衛生の動向』を閲覧する。 

第４回 患者の権利と尊厳ある死 
（内   容） 患者の権利について 
（必要な準備） 「リスボン宣言」「患者の権利宣言」を読む。 

第５回 ターミナル･ケアの歴史 ～キリスト教の場合～ 
（内   容） 語源の整理と日本での現状 
（必要な準備） 紹介した書籍を読む。 

第６回 ターミナル･ケアの歴史 ～仏教の場合～ 
（内   容） 語源の整理と日本での現状 
（必要な準備） 紹介した書籍を読む。 

第７回 ホスピス病棟の紹介 
（内   容） 映像を通じて理解する。レポートを課す。 
（必要な準備） “考える”姿勢 

第８回 ビハーラ病棟の紹介 
（内   容） 映像を通じて理解する。レポートを課す。 
（必要な準備） “考える”姿勢 

第９回 ＰＣＵにおける MSW の役割と機能 
（内   容） MSW の事例紹介 
（必要な準備） ソーシャルワークに関する書籍を読む。 

第 10 回 
死にゆく人の「苦しみ」と「痛み」  

～心理的・社会的ニード～ 

（内   容） 全人的痛みの理解とその援助 
（必要な準備） 紹介した書籍を読む。 

第 11 回 
死にゆく人の「苦しみ」と「痛み」  

～スピリチュアルニード～ 

（内   容） 全人的痛みの理解とその援助 
（必要な準備） 紹介した書籍を読む。 

第 12 回 ターミナル･ケアの実際 福祉施設 
（内   容） 特別養護老人ホームにおける事例 
（必要な準備） 実習内容をまとめる。 

第 13 回 ターミナル・ケアの実際 在宅 
（内   容） 在宅ケアにおける多職種連携の意義 
（必要な準備） 実習内容をまとめる。 

第 14 回 わたしが作る理想のホスピス 
（内   容） 各自が理想のホスピスを設計する 
（必要な準備） 創造・マネジメントへの理解 

第 15 回 まとめ ～「生ききる」ことを支えるケアとは～ 
（内   容） 全体を通したまとめ 
（必要な準備） “考える”姿勢 

オフィス 

アワー 
火曜日 午前８時より同１０時まで 

 

 

授業名 教育相談（カウンセリングを含む） 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Educational Counseling 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 岸 優子 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

教育相談の目的、方法、対象、態度とともに、支援の方法を学ぶ。幼児、児童、生徒の発達段階を踏まえて、

生活環境から生じるさまざまな問題を解決するための相談の方法や技術を学び、関係機関と連携する重要性を学

ぶ。 
学習成果 

到達目標 

１）教育相談の意義、目的を理解し、基本的なカウンセリングの理論を学ぶ。 
２）幼児、児童、生徒の抱える問題を理解して、問題を解決するための方法を理解する。 
３）教育相談の方法や技術を習得して、関係機関との連携ができるようになる。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

☑筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解 ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 高野久美子著『教育相談入門―心理援助の定点』日本評論社、2012 年 

留意事項 
出来る限り具体的事例をもとに考えることを目標とするので、日頃から、現代の教育問題についての情報を収集

するように努めておくこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 
科目ガイダンス：教育相談の意義 

 
（内   容）教育相談の目的、方法、対象、態度、内容 

第２回 
コミュニケーション・スキル 

 

（内   容）言語的／非言語的コミュニケーション  
（必要な準備）プリント 

第３回 
幼児、児童、生徒の心理 

 

（内   容）幼児、児童、生徒の発達段階  
（必要な準備）プリント 

第４回 
傾聴 

 

（内   容）対象者の話の聴き方、伝え方  
（必要な準備）プリント 

第５回 
カウンセリング・マインド 

 

（内   容）受容、共感、自己一致 
（必要な準備）プリント  

第６回 
保護者対応、支援 

 

（内   容）保護者との信頼関係 
（必要な準備）プリント  

第７回 
家庭教育への支援 

 

（内   容）家庭との連携 
（必要な準備）プリント 

第８回 
学びへの支援（１）：適応と不適応 

 

（内   容）適応と不適応等の支援、アセスメントの方法  
（必要な準備）プリント 

第９回 
学びへの支援（２）：問題行動 

 

(内    容) 問題行動の背景 

(必要な準備) プリント 

第 10 回 
学びへの支援（３）：いじめ 

 

（内    容） いじめの背景 

(必要な準備) プリント 

第 11 回 
学びへの支援（４）：不登校 

 

(内    容) 不登校の背景 

(必要な準備) プリント 

第 12 回 
学びへの支援（５）：摂食障害 

 

（内   容）摂食障害の背景 
（必要な準備）プリント  

第 13 回 
支援のネットワーク（１）：組織内での支援 

 

（内   容）組織内の相談支援システムの類型  
（必要な準備）プリント 

第 14 回 
支援のネットワーク（２）：関係機関との連携、協働 

 

（内   容）地域の専門機関との連携、協働の仕方 
（必要な準備）プリント  

第 15 回 
まとめ 

 

（内   容）これまでの学びを振り返り、課題を見出す  
（必要な準備）プリント 

オフィス 

アワー 
月曜日・火曜日 12 時 10 分から 13 時 
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授業名 コミュニケーション技術Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Communication SkillsⅡ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 勝山 広子 ・ 桂 千草 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

介護現場において円滑な援助関係の構築のために、視覚・聴覚に障害のある利用者の社会的基本知識と具体的援

助方法について学びます。また、視覚障害者の使用する点字についての演習、聴覚障害者のコミュニケーション

手段の手話で簡単な自己紹介や日常会話の習得を目指します。 
学習成果 

到達目標 

１）視覚障害と聴覚障害の基礎的な知識と取り巻く諸問題を理解する。 
２）視覚障害と聴覚障害の特性を理解し、適切に援助・介護ができる。 
３）点字や手話の基本を身に付けることができる。 

評価方法 
定期試験 

 （ ４０％ ） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験 

 （ ６０ ％ ） 

□筆記試験  ☑レポート  □制作物 

□口述 □実習 ☑実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト ［視覚障害］・［聴覚障害］ プリントを随時配布します。 

参考書 授業中に随時紹介します。 

留意事項 

［視覚障害］六行書き点字器、点字用紙２５枚、点字一覧表を購入のこと。毎回課題を提出する。 
［聴覚障害］前半講義、後半は手話実技。聴覚障害者に関する諸問題について、視聴覚教材などで解説をします。 
毎回積極的に授業に参加しましょう。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 
授業の進め方  

視覚障害者・聴覚障害者の概要 

（内   容）授業の方法と進め方についての説明 
視覚障害・聴覚障害についての理解 

（必要な準備）シラバス・プリントを読む 

第２回 視覚障害者・聴覚障害者の現状理解と援助 
（内   容）全盲と弱視、中途失明、支援方法  

聴覚障害概論「聴こえないってどんなこと？」手話実技（挨拶）  
（必要な準備）前回の復習、プリントを読む 

第３回 コミュニケーション支援 

（内   容）点字の概要  
聴覚障害者のコミュニケーション 手話実技（名前・指文字）  

（必要な準備）［視覚］点字一覧表を読む[聴覚]手話で挨拶表現練 
       習 

第４回 
点字の基本 

聴覚障害とコミュニケーショ ン 

（内   容）点字で５０音と名前を書く 
聴覚障害の実態手話実技（名前・指文字） 

（必要な準備）［視覚］点字一覧表を読む[聴覚]手話で名前を表現練習 

第５回 点字の自己紹介 ・ 耳の仕組みと聞こえ 
（内   容）点字で自己紹介を書く 

聴覚障害者と聞こえの仕組み 手話実技（家族） 
（必要な準備）［視覚］点字５０音を書く[聴覚]手話で名前を表現練習 

第６回 点字で短文 ・ 聴覚障害と福祉制度 
（内   容）点字で短文の読み書き。  

聴覚障害者と福祉制度「聞こえを補う」。手話実技（趣味）  
（必要な準備）［視覚］５０音の暗記  [聴覚]手話で名前を表現練習 

第７回 移動 ・ 聴覚障害教育（言葉の獲得） 
（内   容）手引きの方法 

 聴覚障害者と教育「ことばの習得」 手話実技（仕事）  
（必要な準備）［視覚］プリントＰ５を読む[聴覚]手話で趣味を練習  

第８回 
点字で詩の読み書き  

聴覚障害者への情報保障 

（内   容）点字で詩を書く、詩を読む 
     聴覚障害者に情報保障をするために手話実技 

（必要な準備）［視覚］プリントＰ７を読む [聴覚]手話で仕事を練習 

第９回 点字の数字 ・ 聴覚障害（中途失聴・難聴） 
（内   容）点字で数字の書き方、笑い話を読む 

   中途失聴者・難聴者のコミュニケーション（筆談で会話） 
（必要な準備）［視覚］プリントＰ９を読む[聴覚]手話で自己紹介練習 

第 10 回 盲導犬 ・ 聴覚障害と職業 
（内   容）盲導犬使用者の理解  

聴覚障害者と職業  手話実技（住所） 
（必要な準備）［視覚］プリントＰ１１を読む [聴覚]手話の復習 

第 11 回 英語点字 ・ 聴覚障害者と介護・配慮 
（内   容）英語点字の読み書き。  

聴覚障害者と介護  手話実技（誕生日） 
（必要な準備）［視覚］プリントＰ１２を読む [聴覚]手話の復習 

第 12 回 
視覚障害者の福祉機器  

手話言語条例制定 

（内   容）時計・パソコン・音声信号機 
 聴覚障害者と手話  手話実技（自己紹介） 

（必要な準備）［視覚］プリントＰ１４を読む  [聴覚]手話の復習 

第 13 回 点図 ・ コミュニケーション保障 
（内   容）点字で絵を書く。手話で会話をしてみよう 
（必要な準備）これまでの復習、プリントを読み確認する 

第 14 回 点字で手紙 ・ 手話実技（自己紹介） 
（内   容）点字で手紙・はがきを書く  

手話実技「実技課題」自己紹介 
（必要な準備）［視覚］プリントＰ１７を読む [聴覚]手話の復習  

第 15 回 まとめ 点字で作文 ・ 手話を読み取ろう 
（内   容）点字で作文（点字にかなをふる） 

聴覚障害者への配慮 
（必要な準備）これまでの総復習    

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する 

 

 

授業名 生活支援技術Ⅲ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Livelihood Support SkillsⅢ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 池田 登美子 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

生活を総合的に支援するために家政学に生活、介護の視点が必要不可欠である。利用者がなじみのある環境で日

常的 な生活が送れるよう、礼節を含め快適な生活環境を整備するために必要な家事機能を理解する。生活援助

の場面をより具体的にイメージできるように、高齢者の生きてきた時代背景にある用具等を知り、衣食住への援

助のあり方を演習する。 
学習成果 

到達目標 

１）快適な生活環境を整備するために必要な家事機能を具体的に行うことができる。 
２）家事支援の意義及び目的を理解し、自分の言葉で説明できる。 
３）高齢者の生きてきた時代が理解できる。 

評価方法 
定期試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  100 ％） 

☑筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(技術力                    ) □(                               ) 

テキスト 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編 中央法規 

参考書 随時指示する。 

留意事項 
生活支援技術Ⅰの理論について振り返りの講義・演習をする。高齢者に対する施策を学ぶ（介護保険の復習） 
提出物は必ず期限を守ること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 介護を必要とする人の理解 
（内   容） 本講義の目標を理解し、学習計画を立てる 
（必要な準備） 

第２回 自立に向けた家事介護Ⅰ 介護支援 
（内   容） 生活支援とは何か その人らしさの理解 
（必要な準備） テキスト P１～P12 を読んでおく 

第３回 自立に向けた家事介護Ⅰ 高齢者のくらしの実際 

（内   容） 生活支援の基本的な考え方（健康、生活のリ

ズム、生活文化、家族など） 
（必要な準備） テキスト P13～P25 を読んでおく 

第４回 
家事の介助技法Ⅰ 家事に参加することを支える

介護 

（内   容） 家事労働と介護労働 衣服の管理・裁縫・衣服の補修  
（必要な準備） 裁縫道具 雑巾縫いのための古タオル 

第５回 家事の介助技法Ⅱ 着脱しやすい衣服を考える 
（内   容） 衣服の管理 障害のある人の衣服の工夫 
（必要な準備） 裁縫道具 

第６回 家事の介助技法Ⅲ 着脱しやすい衣服の作成 
（内   容） 衣服の管理 
（必要な準備） 障がいのある方の衣服の工夫（裁縫道具） 

第７回 家事の介助技法Ⅳ 調理について 

（内   容） 食生活 献立を考え必要品の準備・高齢者の

食の特性と調理方法 
（必要な準備） 必要な買い物について 

第８回 家事の介助技法Ⅴ 栄養を考える 
（内   容） 調理方法 栄養素について 
（必要な準備） 買い物の確認 

第９回 家事の介助技法Ⅵ 献立に沿って調理する 
（内   容） 調理の実際 
（必要な準備） 食材の確認 

第 10 回 
家事の介助技法Ⅶ 高齢者の生きた時代を考 え

る 

（内   容） 高齢者の話を聴く・高齢者へのインタビューのまとめ  
（必要な準備） 明治・大正・昭和の年表 

第 11 回 
家事の介助技法Ⅷ 掃除・ゴミ捨て（分別方） 衣

類・寝具の衛生管理 

（内   容） 和服のたたみ方・家事に関する利用者の考え方  
（必要な準備） 掃除道具・アイロン等 

第 12 回 
自立に向けた居住空間の整備 介護保険制度 で

できること 

（内   容） 高齢者・障がい者の居住環境整備、住宅改修 
（必要な準備） テキスト P68～P99 読んでおく 

第 13 回 自立に向けた居住空間の整備 
（内   容） 住まいの役割と機能 在宅・施設での工夫 
（必要な準備） 我が家の構造を考えておく 

第 14 回 テスト・ 礼節・マナー 敬語の使い方・話し方など 
（内   容） 言葉つかいを含めたマナーについて 
（必要な準備） 正しい敬語を考えておく 

第 15 回 まとめ 環境整備（実習室の清掃など） 
（内   容） これまでの総復習をする 
（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する 
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授業名 コミュニケーション技術Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Communication SkillsⅡ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 勝山 広子 ・ 桂 千草 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

介護現場において円滑な援助関係の構築のために、視覚・聴覚に障害のある利用者の社会的基本知識と具体的援

助方法について学びます。また、視覚障害者の使用する点字についての演習、聴覚障害者のコミュニケーション

手段の手話で簡単な自己紹介や日常会話の習得を目指します。 
学習成果 

到達目標 

１）視覚障害と聴覚障害の基礎的な知識と取り巻く諸問題を理解する。 
２）視覚障害と聴覚障害の特性を理解し、適切に援助・介護ができる。 
３）点字や手話の基本を身に付けることができる。 

評価方法 
定期試験 

 （ ４０％ ） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験 

 （ ６０ ％ ） 

□筆記試験  ☑レポート  □制作物 

□口述 □実習 ☑実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト ［視覚障害］・［聴覚障害］ プリントを随時配布します。 

参考書 授業中に随時紹介します。 

留意事項 

［視覚障害］六行書き点字器、点字用紙２５枚、点字一覧表を購入のこと。毎回課題を提出する。 
［聴覚障害］前半講義、後半は手話実技。聴覚障害者に関する諸問題について、視聴覚教材などで解説をします。 
毎回積極的に授業に参加しましょう。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 
授業の進め方  

視覚障害者・聴覚障害者の概要 

（内   容）授業の方法と進め方についての説明 
視覚障害・聴覚障害についての理解 

（必要な準備）シラバス・プリントを読む 

第２回 視覚障害者・聴覚障害者の現状理解と援助 
（内   容）全盲と弱視、中途失明、支援方法  

聴覚障害概論「聴こえないってどんなこと？」手話実技（挨拶）  
（必要な準備）前回の復習、プリントを読む 

第３回 コミュニケーション支援 

（内   容）点字の概要  
聴覚障害者のコミュニケーション 手話実技（名前・指文字）  

（必要な準備）［視覚］点字一覧表を読む[聴覚]手話で挨拶表現練 
       習 

第４回 
点字の基本 

聴覚障害とコミュニケーショ ン 

（内   容）点字で５０音と名前を書く 
聴覚障害の実態手話実技（名前・指文字） 

（必要な準備）［視覚］点字一覧表を読む[聴覚]手話で名前を表現練習 

第５回 点字の自己紹介 ・ 耳の仕組みと聞こえ 
（内   容）点字で自己紹介を書く 

聴覚障害者と聞こえの仕組み 手話実技（家族） 
（必要な準備）［視覚］点字５０音を書く[聴覚]手話で名前を表現練習 

第６回 点字で短文 ・ 聴覚障害と福祉制度 
（内   容）点字で短文の読み書き。  

聴覚障害者と福祉制度「聞こえを補う」。手話実技（趣味）  
（必要な準備）［視覚］５０音の暗記  [聴覚]手話で名前を表現練習 

第７回 移動 ・ 聴覚障害教育（言葉の獲得） 
（内   容）手引きの方法 

 聴覚障害者と教育「ことばの習得」 手話実技（仕事）  
（必要な準備）［視覚］プリントＰ５を読む[聴覚]手話で趣味を練習  

第８回 
点字で詩の読み書き  

聴覚障害者への情報保障 

（内   容）点字で詩を書く、詩を読む 
     聴覚障害者に情報保障をするために手話実技 

（必要な準備）［視覚］プリントＰ７を読む [聴覚]手話で仕事を練習 

第９回 点字の数字 ・ 聴覚障害（中途失聴・難聴） 
（内   容）点字で数字の書き方、笑い話を読む 

   中途失聴者・難聴者のコミュニケーション（筆談で会話） 
（必要な準備）［視覚］プリントＰ９を読む[聴覚]手話で自己紹介練習 

第 10 回 盲導犬 ・ 聴覚障害と職業 
（内   容）盲導犬使用者の理解  

聴覚障害者と職業  手話実技（住所） 
（必要な準備）［視覚］プリントＰ１１を読む [聴覚]手話の復習 

第 11 回 英語点字 ・ 聴覚障害者と介護・配慮 
（内   容）英語点字の読み書き。  

聴覚障害者と介護  手話実技（誕生日） 
（必要な準備）［視覚］プリントＰ１２を読む [聴覚]手話の復習 

第 12 回 
視覚障害者の福祉機器  

手話言語条例制定 

（内   容）時計・パソコン・音声信号機 
 聴覚障害者と手話  手話実技（自己紹介） 

（必要な準備）［視覚］プリントＰ１４を読む  [聴覚]手話の復習 

第 13 回 点図 ・ コミュニケーション保障 
（内   容）点字で絵を書く。手話で会話をしてみよう 
（必要な準備）これまでの復習、プリントを読み確認する 

第 14 回 点字で手紙 ・ 手話実技（自己紹介） 
（内   容）点字で手紙・はがきを書く  

手話実技「実技課題」自己紹介 
（必要な準備）［視覚］プリントＰ１７を読む [聴覚]手話の復習  

第 15 回 まとめ 点字で作文 ・ 手話を読み取ろう 
（内   容）点字で作文（点字にかなをふる） 

聴覚障害者への配慮 
（必要な準備）これまでの総復習    

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する 

 

 

授業名 生活支援技術Ⅲ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Livelihood Support SkillsⅢ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 池田 登美子 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

生活を総合的に支援するために家政学に生活、介護の視点が必要不可欠である。利用者がなじみのある環境で日

常的 な生活が送れるよう、礼節を含め快適な生活環境を整備するために必要な家事機能を理解する。生活援助

の場面をより具体的にイメージできるように、高齢者の生きてきた時代背景にある用具等を知り、衣食住への援

助のあり方を演習する。 
学習成果 

到達目標 

１）快適な生活環境を整備するために必要な家事機能を具体的に行うことができる。 
２）家事支援の意義及び目的を理解し、自分の言葉で説明できる。 
３）高齢者の生きてきた時代が理解できる。 

評価方法 
定期試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  100 ％） 

☑筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(技術力                    ) □(                               ) 

テキスト 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編 中央法規 

参考書 随時指示する。 

留意事項 
生活支援技術Ⅰの理論について振り返りの講義・演習をする。高齢者に対する施策を学ぶ（介護保険の復習） 
提出物は必ず期限を守ること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 介護を必要とする人の理解 
（内   容） 本講義の目標を理解し、学習計画を立てる 
（必要な準備） 

第２回 自立に向けた家事介護Ⅰ 介護支援 
（内   容） 生活支援とは何か その人らしさの理解 
（必要な準備） テキスト P１～P12 を読んでおく 

第３回 自立に向けた家事介護Ⅰ 高齢者のくらしの実際 

（内   容） 生活支援の基本的な考え方（健康、生活のリ

ズム、生活文化、家族など） 
（必要な準備） テキスト P13～P25 を読んでおく 

第４回 
家事の介助技法Ⅰ 家事に参加することを支える

介護 

（内   容） 家事労働と介護労働 衣服の管理・裁縫・衣服の補修  
（必要な準備） 裁縫道具 雑巾縫いのための古タオル 

第５回 家事の介助技法Ⅱ 着脱しやすい衣服を考える 
（内   容） 衣服の管理 障害のある人の衣服の工夫 
（必要な準備） 裁縫道具 

第６回 家事の介助技法Ⅲ 着脱しやすい衣服の作成 
（内   容） 衣服の管理 
（必要な準備） 障がいのある方の衣服の工夫（裁縫道具） 

第７回 家事の介助技法Ⅳ 調理について 

（内   容） 食生活 献立を考え必要品の準備・高齢者の

食の特性と調理方法 
（必要な準備） 必要な買い物について 

第８回 家事の介助技法Ⅴ 栄養を考える 
（内   容） 調理方法 栄養素について 
（必要な準備） 買い物の確認 

第９回 家事の介助技法Ⅵ 献立に沿って調理する 
（内   容） 調理の実際 
（必要な準備） 食材の確認 

第 10 回 
家事の介助技法Ⅶ 高齢者の生きた時代を考 え

る 

（内   容） 高齢者の話を聴く・高齢者へのインタビューのまとめ  
（必要な準備） 明治・大正・昭和の年表 

第 11 回 
家事の介助技法Ⅷ 掃除・ゴミ捨て（分別方） 衣

類・寝具の衛生管理 

（内   容） 和服のたたみ方・家事に関する利用者の考え方  
（必要な準備） 掃除道具・アイロン等 

第 12 回 
自立に向けた居住空間の整備 介護保険制度 で

できること 

（内   容） 高齢者・障がい者の居住環境整備、住宅改修 
（必要な準備） テキスト P68～P99 読んでおく 

第 13 回 自立に向けた居住空間の整備 
（内   容） 住まいの役割と機能 在宅・施設での工夫 
（必要な準備） 我が家の構造を考えておく 

第 14 回 テスト・ 礼節・マナー 敬語の使い方・話し方など 
（内   容） 言葉つかいを含めたマナーについて 
（必要な準備） 正しい敬語を考えておく 

第 15 回 まとめ 環境整備（実習室の清掃など） 
（内   容） これまでの総復習をする 
（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する 
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授業名 介護技術Ⅲ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Nursing Care Work SkillsⅢ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

近接領域の職種理解を行い、「生活を支援する介護福祉士としての視点」をもっていることが必要です。本科目

では、医療的なケアを行う前に介護職としてできることを明らかにし、それに必要な知識・技術を習得すること

を目的とします。 
学習成果 

到達目標 

１）介護が医療的ケアを行う意味について人に説明できる。 
２）自分が行った介護技術をエビデンスに基づいて人に説明できる。 
３) 介護に必要な専門用語を理解することができる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 ☑実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(介護技術力                    ) □(                              ) 

テキスト 日本医療企画「医療・介護を提供する者との連携」日本医療企画 

参考書 随時、指示する。 

留意事項 
講義に加えて、実習室を利用しての学内演習を行なうため、介護技術に適した服装、靴の着用が必須。 
介護実習室を使い自習すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス  睡眠への介護 

（内   容） 安眠のためのアセスメントと技法 
（必要な準備） テキストでわからない語句、読み方を調べる

3～15。 

第２回 福祉用具の活用技術１「福祉用具の定義」 
（内   容） 福祉用具を利用するときのアセスメント 
（必要な準備） 同上 p17～29 

第３回 福祉用具の活用技術２「福祉用具の適合技術」 
（内   容） 様々な福祉用具を見る 
（必要な準備） 同上 p31～62 

第４回 福祉用具の活用技術３「福祉用具の見学実習」 
（内   容） 場面で使用する福祉用具の長所・短所 
（必要な準備） 同上 p121～134 

第５回 褥瘡発見と予防 
（内   容） 褥瘡の予防を様々な介護から導き出す 
（必要な準備） 同上 p18～p32 

第６回 安楽の技法１「体位変換」 
（内   容） 安楽な体位の意義を理解し良肢位を作る 
（必要な準備） 同上 p135～147 

第７回 安楽の技法２「あん法」 
（内   容） あん法の考え方を理解し用いる 
（必要な準備） 同上 p151～165 

第８回 医療と介護の役割と連携１「医療的ケアの変遷」 
（内   容） 「医療的ケア」の変遷を学ぶ 
（必要な準備） 同上 ｐ165～184 

第９回 医療と介護の役割と連携２「介護職の役割」 
（内   容） 「医療的ケア」を介護が行う意味を考える 
（必要な準備） 同上 p185～195 

第 10 回 薬剤使用時の介護 
（内   容） 薬剤の正しい知識を知り、用いる 
（必要な準備） 同上 p197～218 

第 11 回 緊急時の対応１「家庭内の事故対応」 
（内   容） 家庭内でおこる事故に対する予防と事故対応 
（必要な準備） 同上 p219～最終 

第 12 回 緊急時の対応２「地域社会の事故対応」 
（内   容） 救急救命技術を行う 
（必要な準備） 学内ＡＥＤの配置を知っておくこと 

第 13 回 終末期の介護 
（内   容） 終末期のアセスメントと看取りと介護 
（必要な準備） 学んだ知識・技術を見直しておく 

第 14 回 事例演習「事例をもとに演習を行う」 

（内   容） 演習を通して根拠のある介護を確認する 
（必要な準備） 評価規準に照らしながらできなかったところ

を見直ししておく 

第 15 回 総復習「演習を振り返る」 
（内   容） 行なった介護を見直しする 
（必要な準備） 介護技術Ⅰ･Ⅱをとおして確認しておく 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 

 

 

授業名 介護指導者演習 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Supervisor Practice 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 高岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

介護福祉とは、法的根拠でも明らかなように「専門的知識及び技術をもって心身状況に応じた介護」をするだけ

ではなく、「介護に関する指導」もできなければならない。この講義では、介護福祉の専門職として、後進を育成・

指導できるための知識、技法、態度、倫理等についてスーパービジョンを通して獲得することを目的としている。 
学習成果 

到達目標 

１）スーパービジョンの構成要素を理解することができる。 
２）介護従事者の職業倫理を人に説明することができる。 
３）指導ができるための科学的根拠を、介護技術を通して説明することができる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50   ％） 

□筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(汎用能力                      ) □(                              ) 

テキスト 植田寿之『対人援助のスーパービジョン』中央法規、2005 

参考書 随時紹介します 

留意事項 提出物は期限を守って提出してください 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 施設におけるリスク 
（内   容）介護指導者演習を受講する意味 
（必要な準備）介護福祉士倫理要領を復習しておく 

第２回 介護従事者の安全１ リスクとマネジメント 
（内   容）施設におけるリスクとマネジメント方法を知る 
（必要な準備）実習での振り返り 

第３回 介護従事者の安全１介護福祉士と感情労働 
（内   容）介護福祉士の感情と行為の吟味 
（必要な準備）テキストｐ20～を読んでおくこと 

第４回 介護従事者の安全２ ストレスと防衛機制 
（内   容）介護福祉士のストレスとバーンアウト 
（必要な準備）ｐ24～ｐ36 を読んでおくこと 

第５回 介護従事者の安全３ 防衛機制 
（内   容）防衛機制の使い方 
（必要な準備）防衛機制を調べてきてください 

第６回 スーパービジョンの必要性 
（内   容）スーパービジョンの必要性を理解する 
（必要な準備）ｐ60～ｐ70 を読んでおくこと 

第７回 スーパービジョンの機能と方法 
（内   容）スーパービジョンの機能と方法を理解する 
（必要な準備）ｐ38～ｐ49 を読んでおくこと 

第８回 スーパービジョンの形態 
（内   容）スーパービジョンの形態を理解する 
（必要な準備）それぞれの長所・短所を調べてくること 

第９回 介護指導 面接方法事例 
（内   容）指導する姿勢を考える 
（必要な準備）事例内容を読んでくること 

第 10 回 介護指導 記録の指導法 
（内   容）記録の書き方への指導を理解する 
（必要な準備）実習での記録を持参する 

第 11 回 介護を必要とする人の理解１(課題作成) 
（内   容）情報をいれた実技試験課題を作成する 
（必要な準備）介護過程Ⅲで配布した資料を復習する 

第 12 回 介護を必要とする人の理解２(評価規準と基準) 
（内   容）課題に沿った評価規準・基準を作成する 
（必要な準備）介護過程Ⅲで配布した資料を復習する 

第 13 回 介護を必要とする人の理解３(評価の作成) 
（内   容）課題に沿った評価規準・基準を作成する 
（必要な準備）介護過程Ⅲで配布した資料を復習する 

第 14 回 介護を必要とする人の理解４（計画への指導） 
（内   容）知識及び技術を統合した事例への指導を行う 
（必要な準備）介護技術を復習する 

第 15 回 介護を必要とする人の理解５（計画を実践する） 
（内   容）知識及び技術を統合した技術への指導を行う 
（必要な準備）介護技術を復習する 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 
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授業名 介護技術Ⅲ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Nursing Care Work SkillsⅢ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 髙岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

近接領域の職種理解を行い、「生活を支援する介護福祉士としての視点」をもっていることが必要です。本科目

では、医療的なケアを行う前に介護職としてできることを明らかにし、それに必要な知識・技術を習得すること

を目的とします。 
学習成果 

到達目標 

１）介護が医療的ケアを行う意味について人に説明できる。 
２）自分が行った介護技術をエビデンスに基づいて人に説明できる。 
３) 介護に必要な専門用語を理解することができる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 ☑実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(介護技術力                    ) □(                              ) 

テキスト 日本医療企画「医療・介護を提供する者との連携」日本医療企画 

参考書 随時、指示する。 

留意事項 
講義に加えて、実習室を利用しての学内演習を行なうため、介護技術に適した服装、靴の着用が必須。 
介護実習室を使い自習すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス  睡眠への介護 

（内   容） 安眠のためのアセスメントと技法 
（必要な準備） テキストでわからない語句、読み方を調べる

3～15。 

第２回 福祉用具の活用技術１「福祉用具の定義」 
（内   容） 福祉用具を利用するときのアセスメント 
（必要な準備） 同上 p17～29 

第３回 福祉用具の活用技術２「福祉用具の適合技術」 
（内   容） 様々な福祉用具を見る 
（必要な準備） 同上 p31～62 

第４回 福祉用具の活用技術３「福祉用具の見学実習」 
（内   容） 場面で使用する福祉用具の長所・短所 
（必要な準備） 同上 p121～134 

第５回 褥瘡発見と予防 
（内   容） 褥瘡の予防を様々な介護から導き出す 
（必要な準備） 同上 p18～p32 

第６回 安楽の技法１「体位変換」 
（内   容） 安楽な体位の意義を理解し良肢位を作る 
（必要な準備） 同上 p135～147 

第７回 安楽の技法２「あん法」 
（内   容） あん法の考え方を理解し用いる 
（必要な準備） 同上 p151～165 

第８回 医療と介護の役割と連携１「医療的ケアの変遷」 
（内   容） 「医療的ケア」の変遷を学ぶ 
（必要な準備） 同上 ｐ165～184 

第９回 医療と介護の役割と連携２「介護職の役割」 
（内   容） 「医療的ケア」を介護が行う意味を考える 
（必要な準備） 同上 p185～195 

第 10 回 薬剤使用時の介護 
（内   容） 薬剤の正しい知識を知り、用いる 
（必要な準備） 同上 p197～218 

第 11 回 緊急時の対応１「家庭内の事故対応」 
（内   容） 家庭内でおこる事故に対する予防と事故対応 
（必要な準備） 同上 p219～最終 

第 12 回 緊急時の対応２「地域社会の事故対応」 
（内   容） 救急救命技術を行う 
（必要な準備） 学内ＡＥＤの配置を知っておくこと 

第 13 回 終末期の介護 
（内   容） 終末期のアセスメントと看取りと介護 
（必要な準備） 学んだ知識・技術を見直しておく 

第 14 回 事例演習「事例をもとに演習を行う」 

（内   容） 演習を通して根拠のある介護を確認する 
（必要な準備） 評価規準に照らしながらできなかったところ

を見直ししておく 

第 15 回 総復習「演習を振り返る」 
（内   容） 行なった介護を見直しする 
（必要な準備） 介護技術Ⅰ･Ⅱをとおして確認しておく 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 

 

 

授業名 介護指導者演習 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Nursing Care Supervisor Practice 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 高岡 理恵 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

介護福祉とは、法的根拠でも明らかなように「専門的知識及び技術をもって心身状況に応じた介護」をするだけ

ではなく、「介護に関する指導」もできなければならない。この講義では、介護福祉の専門職として、後進を育成・

指導できるための知識、技法、態度、倫理等についてスーパービジョンを通して獲得することを目的としている。 
学習成果 

到達目標 

１）スーパービジョンの構成要素を理解することができる。 
２）介護従事者の職業倫理を人に説明することができる。 
３）指導ができるための科学的根拠を、介護技術を通して説明することができる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50   ％） 

□筆記試験 ☑レポート ☑制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(汎用能力                      ) □(                              ) 

テキスト 植田寿之『対人援助のスーパービジョン』中央法規、2005 

参考書 随時紹介します 

留意事項 提出物は期限を守って提出してください 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 施設におけるリスク 
（内   容）介護指導者演習を受講する意味 
（必要な準備）介護福祉士倫理要領を復習しておく 

第２回 介護従事者の安全１ リスクとマネジメント 
（内   容）施設におけるリスクとマネジメント方法を知る 
（必要な準備）実習での振り返り 

第３回 介護従事者の安全１介護福祉士と感情労働 
（内   容）介護福祉士の感情と行為の吟味 
（必要な準備）テキストｐ20～を読んでおくこと 

第４回 介護従事者の安全２ ストレスと防衛機制 
（内   容）介護福祉士のストレスとバーンアウト 
（必要な準備）ｐ24～ｐ36 を読んでおくこと 

第５回 介護従事者の安全３ 防衛機制 
（内   容）防衛機制の使い方 
（必要な準備）防衛機制を調べてきてください 

第６回 スーパービジョンの必要性 
（内   容）スーパービジョンの必要性を理解する 
（必要な準備）ｐ60～ｐ70 を読んでおくこと 

第７回 スーパービジョンの機能と方法 
（内   容）スーパービジョンの機能と方法を理解する 
（必要な準備）ｐ38～ｐ49 を読んでおくこと 

第８回 スーパービジョンの形態 
（内   容）スーパービジョンの形態を理解する 
（必要な準備）それぞれの長所・短所を調べてくること 

第９回 介護指導 面接方法事例 
（内   容）指導する姿勢を考える 
（必要な準備）事例内容を読んでくること 

第 10 回 介護指導 記録の指導法 
（内   容）記録の書き方への指導を理解する 
（必要な準備）実習での記録を持参する 

第 11 回 介護を必要とする人の理解１(課題作成) 
（内   容）情報をいれた実技試験課題を作成する 
（必要な準備）介護過程Ⅲで配布した資料を復習する 

第 12 回 介護を必要とする人の理解２(評価規準と基準) 
（内   容）課題に沿った評価規準・基準を作成する 
（必要な準備）介護過程Ⅲで配布した資料を復習する 

第 13 回 介護を必要とする人の理解３(評価の作成) 
（内   容）課題に沿った評価規準・基準を作成する 
（必要な準備）介護過程Ⅲで配布した資料を復習する 

第 14 回 介護を必要とする人の理解４（計画への指導） 
（内   容）知識及び技術を統合した事例への指導を行う 
（必要な準備）介護技術を復習する 

第 15 回 介護を必要とする人の理解５（計画を実践する） 
（内   容）知識及び技術を統合した技術への指導を行う 
（必要な準備）介護技術を復習する 

オフィス 

アワー 
木曜日 12：10～13：00 
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授業名 こころとからだのケア 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Mental and Physical Care 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 小西 憲子 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

日常の生活行為に対して、こころとからだのしくみを根拠に置いた、体系的な理解をする。 

学習成果 

到達目標 

１）人間の欲求の基本的理解及び感情や思考の機能を理解できる。 
２）こころとからだの状態の変化を観察するために必要な医学的知識を理解できる。 
３）様々な利用者の状態に応じた介護技術の展開と、介護サービス提供における応用が図れる。 

評価方法 
定期試験

（  80 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑ (  汎用的能力              ) □(                              ) 

テキスト 最新介護福祉全書 第 12 巻『こころとからだのしくみ』 （メヂカルフレンド社） 

参考書 適宜紹介する。 

留意事項 
講義・演習で指示する復習のレポートは、評価方法及び基準の提出物対象となるので必ず提出すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容）授業内容、進め方、評価について 
（必要な準備） 

第２回 生命活動を調節する仕組み 
（内   容）ホメオスタシス、自律神経、免疫について 
（必要な準備）教科書の予習・復習 

第３回 こころのしくみを理解する・脳の神経と認知力 
（内   容）こころのしくみの基礎・老化と脳機能の変化 
（必要な準備）こころのしくみ予習・脳機能の復習 

第４回 社会人としてのこころのしくみ・感情のしくみ 
（内   容）変化の気づきと対応・他者のこころを知る 
（必要な準備）テキストの予習 グループレポート 

第５回 身支度に関連したこころのしくみ・五感のしくみ 
（内   容）五感と脳神経・神経伝達の経路 
（必要な準備）テキストの予習 

第６回 活動に関連したこころとからだのしくみ 
（内   容）洗顔、口腔清潔と身体運動・口腔の構造 
（必要な準備）テキストの予習 

第７回 食事に関連したこころとからだのしくみ・摂食 
（内   容）摂食と嚥下の段階について・誤嚥の予防 
（必要な準備）摂食のしくみ予習  

第８回 食事に関連したこころとからだのしくみ・栄養 
（内   容）栄養素・水分出納・消化器系の働き・腎機能 
（必要な準備）栄養素をテキストで予習 

第９回 
入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしく

み 

（内   容）心身の機能低下・骨と筋肉を動かす神経伝達 
（必要な準備）全身の骨と筋肉についてテキストを予習 

第 10 回 
入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしく

み 

（内   容）体液の循環・水圧と血圧について 
（必要な準備）水分出納について復習 

第 11 回 排泄に関連したこころとからだのしくみ・排便 
（内   容）機能低下と排便のしくみ・消化器系の働き 
（必要な準備）自律神経についてテキストを予習 

第 12 回 排泄に関連したこころとからだのしくみ・排尿 
（内   容）機能低下と泌尿器系のしくみ・腎臓の働き 
（必要な準備）循環器系・自律神経の復習 

第 13 回 睡眠に関連したこころとからだのしくみ 
（内   容）心身の機能低下と睡眠 
（必要な準備）脳機能のしくみと働き予習 

第 14 回 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ 
（内   容）終末期のこころとからだの理解  
（必要な準備）レポート 

第 15 回 まとめ 
（内   容）総括 
（必要な準備）テキスト全体の復習 

オフィス 

アワー 
初回の授業で連絡します。 

 

 
授業名 認知症対応技術 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Dementia Coping Skills 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 吉藤 郁 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

病気としての認知症の基礎的知識を基にしたこころとからだの変化と認知症を取り巻く環境を理解し、介護福祉

士が行う日常生活支援・介護を学ぶ。 

学習成果 

到達目標 

１）認知症の中核症状とそれに伴う生活のしづらさ、具体的な介護の展開が理解できる。 
２）行動・心理症状（BPSD）の特性及びその支援と理由が説明できる。 
３）認知症を介護する家族介護者の負担感の理解とその支援が考えらえる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 最新介護福祉全書 10『認知症の理解と介護』メヂカルフレンド社（2015 年度に購入したものを使用する） 

参考書 「センター方式の使い方・活かし方」（認知症介護研究・研修センター発行）（2015 年度に購入したものを使用する） 

留意事項 グループワークを中心に、個別の事例を通して認知症ケアを学ぶ。（アクティブラーニング実施） 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーションと認知症ケアの理念 
（内   容） オリエンテーションとケアの理念 
（必要な準備） 「認知症の理解」の復習 

第２回 認知症の状態の理解とそれを起こす主な病気 
（内   容） 症状と疾患の関係の理解 
（必要な準備） 「認知症の理解」の復習 

第３回 認知症の人が語る世界 
（内   容） 認知症の人の感情の理解 
（必要な準備） 指定された図書を読んでおく 

第４回 認知症の人の生活の場と介護：排泄 
（内   容） 認知症介護：排泄 
（必要な準備） 生活支援技術（排泄）の復習 

第５回 認知症の人の生活の場と介護：入浴、身だしなみ 
（内   容） 認知症介護：入浴、身だしなみ 
（必要な準備） 生活支援技術（入浴、身だしなみ）の復習 

第６回 認知症の人の生活の場と介護：食事 
（内   容） 認知症介護：食事 
（必要な準備） 生活支援技術（食事）の復習 

第７回 主な病気から考える食事のしづらさと介護 
（内   容） 疾患による食事のしづらさの特徴の理解 
（必要な準備） 「認知症の理解」の授業資料を読み返す 

第８回 
認知症の人の生活の場と介護：帰宅願望の捉え

方 

（内   容） 帰宅願望の捉え方 
（必要な準備） 認知症の状態の理解の復習 

第９回 
認知症の人の生活の場と介護：帰宅願望への支

援 

（内   容） 帰宅願望への支援 
（必要な準備） その人への支援を考える 

第 10 回 
認知症の人の生活の場と介護：生活リズムの乱

れ 

（内   容） 認知症介護：日中の活動と睡眠 
（必要な準備） 生活支援技術（睡眠）の復習 

第 11 回 非薬物療法の理解 
（内   容） 回想法、バリデーション、音楽療法等の理解 
（必要な準備） 事前配布資料を読んでおく 

第 12 回 認知症ケアにおける社会資源 
（内   容） フォーマル、インフォーマルケアの理解 
（必要な準備） 事前配布資料を読んでおく 

第 13 回 認知症の人を介護する家族介護者への支援 
（内   容） 家族介護者の負担感と支援 
（必要な準備） 家族介護者の負担感についての予習 

第 14 回 認知症ケアの人と犯罪 
（内   容） 悪徳商法等巻き込まれる犯罪の理解 
（必要な準備） 認知症の人が巻き込まれる犯罪について予習 

第 15 回 認知症の人の意思決定と介護についてのまとめ 
（内   容） 尊厳ある人として意思決定することへの支援 
（必要な準備） 必要な法制度についての予習 

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する。 
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授業名 こころとからだのケア 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Mental and Physical Care 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 小西 憲子 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

日常の生活行為に対して、こころとからだのしくみを根拠に置いた、体系的な理解をする。 

学習成果 

到達目標 

１）人間の欲求の基本的理解及び感情や思考の機能を理解できる。 
２）こころとからだの状態の変化を観察するために必要な医学的知識を理解できる。 
３）様々な利用者の状態に応じた介護技術の展開と、介護サービス提供における応用が図れる。 

評価方法 
定期試験

（  80 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑ (  汎用的能力              ) □(                              ) 

テキスト 最新介護福祉全書 第 12 巻『こころとからだのしくみ』 （メヂカルフレンド社） 

参考書 適宜紹介する。 

留意事項 
講義・演習で指示する復習のレポートは、評価方法及び基準の提出物対象となるので必ず提出すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容）授業内容、進め方、評価について 
（必要な準備） 

第２回 生命活動を調節する仕組み 
（内   容）ホメオスタシス、自律神経、免疫について 
（必要な準備）教科書の予習・復習 

第３回 こころのしくみを理解する・脳の神経と認知力 
（内   容）こころのしくみの基礎・老化と脳機能の変化 
（必要な準備）こころのしくみ予習・脳機能の復習 

第４回 社会人としてのこころのしくみ・感情のしくみ 
（内   容）変化の気づきと対応・他者のこころを知る 
（必要な準備）テキストの予習 グループレポート 

第５回 身支度に関連したこころのしくみ・五感のしくみ 
（内   容）五感と脳神経・神経伝達の経路 
（必要な準備）テキストの予習 

第６回 活動に関連したこころとからだのしくみ 
（内   容）洗顔、口腔清潔と身体運動・口腔の構造 
（必要な準備）テキストの予習 

第７回 食事に関連したこころとからだのしくみ・摂食 
（内   容）摂食と嚥下の段階について・誤嚥の予防 
（必要な準備）摂食のしくみ予習  

第８回 食事に関連したこころとからだのしくみ・栄養 
（内   容）栄養素・水分出納・消化器系の働き・腎機能 
（必要な準備）栄養素をテキストで予習 

第９回 
入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしく

み 

（内   容）心身の機能低下・骨と筋肉を動かす神経伝達 
（必要な準備）全身の骨と筋肉についてテキストを予習 

第 10 回 
入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしく

み 

（内   容）体液の循環・水圧と血圧について 
（必要な準備）水分出納について復習 

第 11 回 排泄に関連したこころとからだのしくみ・排便 
（内   容）機能低下と排便のしくみ・消化器系の働き 
（必要な準備）自律神経についてテキストを予習 

第 12 回 排泄に関連したこころとからだのしくみ・排尿 
（内   容）機能低下と泌尿器系のしくみ・腎臓の働き 
（必要な準備）循環器系・自律神経の復習 

第 13 回 睡眠に関連したこころとからだのしくみ 
（内   容）心身の機能低下と睡眠 
（必要な準備）脳機能のしくみと働き予習 

第 14 回 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ 
（内   容）終末期のこころとからだの理解  
（必要な準備）レポート 

第 15 回 まとめ 
（内   容）総括 
（必要な準備）テキスト全体の復習 

オフィス 

アワー 
初回の授業で連絡します。 

 

 
授業名 認知症対応技術 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Dementia Coping Skills 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 吉藤 郁 対象学生 介護２回生 

授業の 

概 要 

病気としての認知症の基礎的知識を基にしたこころとからだの変化と認知症を取り巻く環境を理解し、介護福祉

士が行う日常生活支援・介護を学ぶ。 

学習成果 

到達目標 

１）認知症の中核症状とそれに伴う生活のしづらさ、具体的な介護の展開が理解できる。 
２）行動・心理症状（BPSD）の特性及びその支援と理由が説明できる。 
３）認知症を介護する家族介護者の負担感の理解とその支援が考えらえる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 最新介護福祉全書 10『認知症の理解と介護』メヂカルフレンド社（2015 年度に購入したものを使用する） 

参考書 「センター方式の使い方・活かし方」（認知症介護研究・研修センター発行）（2015 年度に購入したものを使用する） 

留意事項 グループワークを中心に、個別の事例を通して認知症ケアを学ぶ。（アクティブラーニング実施） 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーションと認知症ケアの理念 
（内   容） オリエンテーションとケアの理念 
（必要な準備） 「認知症の理解」の復習 

第２回 認知症の状態の理解とそれを起こす主な病気 
（内   容） 症状と疾患の関係の理解 
（必要な準備） 「認知症の理解」の復習 

第３回 認知症の人が語る世界 
（内   容） 認知症の人の感情の理解 
（必要な準備） 指定された図書を読んでおく 

第４回 認知症の人の生活の場と介護：排泄 
（内   容） 認知症介護：排泄 
（必要な準備） 生活支援技術（排泄）の復習 

第５回 認知症の人の生活の場と介護：入浴、身だしなみ 
（内   容） 認知症介護：入浴、身だしなみ 
（必要な準備） 生活支援技術（入浴、身だしなみ）の復習 

第６回 認知症の人の生活の場と介護：食事 
（内   容） 認知症介護：食事 
（必要な準備） 生活支援技術（食事）の復習 

第７回 主な病気から考える食事のしづらさと介護 
（内   容） 疾患による食事のしづらさの特徴の理解 
（必要な準備） 「認知症の理解」の授業資料を読み返す 

第８回 
認知症の人の生活の場と介護：帰宅願望の捉え

方 

（内   容） 帰宅願望の捉え方 
（必要な準備） 認知症の状態の理解の復習 

第９回 
認知症の人の生活の場と介護：帰宅願望への支

援 

（内   容） 帰宅願望への支援 
（必要な準備） その人への支援を考える 

第 10 回 
認知症の人の生活の場と介護：生活リズムの乱

れ 

（内   容） 認知症介護：日中の活動と睡眠 
（必要な準備） 生活支援技術（睡眠）の復習 

第 11 回 非薬物療法の理解 
（内   容） 回想法、バリデーション、音楽療法等の理解 
（必要な準備） 事前配布資料を読んでおく 

第 12 回 認知症ケアにおける社会資源 
（内   容） フォーマル、インフォーマルケアの理解 
（必要な準備） 事前配布資料を読んでおく 

第 13 回 認知症の人を介護する家族介護者への支援 
（内   容） 家族介護者の負担感と支援 
（必要な準備） 家族介護者の負担感についての予習 

第 14 回 認知症ケアの人と犯罪 
（内   容） 悪徳商法等巻き込まれる犯罪の理解 
（必要な準備） 認知症の人が巻き込まれる犯罪について予習 

第 15 回 認知症の人の意思決定と介護についてのまとめ 
（内   容） 尊厳ある人として意思決定することへの支援 
（必要な準備） 必要な法制度についての予習 

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する。 

 
 
 277

介
護
学
科
（
発
展
科
目
）

2016年度版_華頂短期大学03シラ�ス.indd   277 16.3.22   11:08:45 AM


