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別表

　　介護福祉学科　履修科目 (R4年度) (R5年度)

前期 後期 前期 後期

人間の尊厳と自立 1 講義 30 必修 2 ● 坂井　勉　 古川　太基

人間関係とコミュニケーション 2 講義 30 必修 2 ● 坂井　勉　 古川　太基

チームマネジメント 3 講義 30 必修 2 ● 富澤　伸也 古川　太基

社会の理解 社会の理解 4 講義 60 必修 4 高山/魚屋 古川　太基

介護インクルージョンⅠ 5 講義 60 必修 4 増田　麗子 古川　太基

介護インクルージョンⅡ 6 講義 60 必修 4 増田　麗子 古川　太基

計 270 18

介護の基本Ⅰ 7 講義 60 必修 4 金古　英士 古川　太基

介護の基本Ⅱ 8 講義 60 必修 4 小林/田口 古川　太基

介護予防 9 演習 30 必修 1 ● 黛　真人 黛　真人

リハビリテーション 10 講義 30 必修 2 ● 黒川/田辺 古川　太基

コミュニケーション技術 コミュニケーション技術 11 演習 60 必修 2 魚屋真佐江 古川　太基

生活支援技術 12 講義 60 必修 4 荻野/黛 黛　真人

生活支援技術演習Ⅰ 13 演習 120 必修 4 古川/黛 古川　太基

生活支援技術演習Ⅱ 14 演習 60 必修 2 黛/古川 黛　真人

食生活援助 15 演習 60 必修 2 八木　卓 古川　太基

介護過程総論 16 講義 60 必修 4 黛　真人 黛　真人

介護過程各論 17 講義 60 必修 4 黛　真人 黛　真人

事例研究 18 演習 30 必修 1 ● 黛　真人 黛　真人

介護総合演習Ⅰ 19 演習 60 必修 2 魚屋/黛 黛　真人

介護総合演習Ⅱ 20 演習 60 必修 2 魚屋/黛 黛　真人

介護実習Ⅰ-（1） 21 実習 45 必修 1 ● 古川/黛/深澤/魚屋/髙草木/千田/戸丸/清水 古川　太基

介護実習Ⅰ-（2） 22 実習 90 必修 2 ● 古川/黛/深澤/魚屋/髙草木/千田/戸丸/清水 古川　太基

介護実習Ⅰ-（3） 23 実習 135 必修 3 ● 古川/黛/深澤/魚屋/髙草木/千田/戸丸/清水 古川　太基

介護実習Ⅱ 24 実習 180 必修 4 ● 古川/黛/深澤/魚屋/髙草木/千田/戸丸/清水 古川　太基

計 1,260 48

発達と老化の理解 25 講義 30 必修 2 ● 垣上/髙草木 髙草木　めぐ美

高齢者の健康 26 講義 30 必修 2 ● 関/星野/傳谷 深澤　みはる

認知症の理解Ⅰ 27 講義 30 必修 2 ● 髙草木　めぐ美 髙草木　めぐ美

認知症の理解Ⅱ 28 講義 30 必修 2 ● 深澤　みはる 深澤　みはる

障害の理解 障害の理解 29 講義 60 必修 4 前川/藤井/髙草木 髙草木　めぐ美

こころとからだのしくみⅠ 30 講義 60 必修 4 髙草木　めぐ美 髙草木　めぐ美

こころとからだのしくみⅡ 31 講義 60 必修 4 髙草木　めぐ美 髙草木　めぐ美

計 300 20

医療的ケアⅠ 32 講義 30 必修 2 ● 深澤/髙草木 深澤　みはる

医療的ケアⅡ 33 講義 60 必修 4 ● 深澤/髙草木 深澤　みはる

医療的ケアⅢ 34 演習 30 必修 1 ● 深澤/髙草木 深澤　みはる

医療的ケア（演習・実習） 35 実習 45 選択 1 深澤/髙草木 深澤　みはる

計 165 8

特別講座Ⅰ 36 講義 60 必修 4 魚屋/黛 黛　真人

特別講座Ⅱ 37 講義 60 必修 4 髙草木/深澤 髙草木　めぐ美

計 120 8

人間と社会 18

介護 48

こころとからだのしくみ 20

医療的ケア 8

その他 8

合計 102
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1年 2年

担当教員



講義３０時間・２単位 １学年　前期

坂井　勉 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義・演習

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義・演習

13 講義

14 講義・演習

15 テスト・講義

介護における自立支援②　（自立支援のめざすもの）

介護における自立支援③　（依存と選択）

介護における自立支援④　（尊厳を守る介護と自立支援）

テスト・まとめ

テキスト・参考書
最新・介護福祉士養成講座１　人間の理解　中央法規

介護における自立支援①　（自立の概念と自立）

講義内容

人間の尊厳と自立の意義　（尊厳とは、自立とは、授業概要説明）

人間の尊厳について考える①

人間の尊厳について考える②　（人権思想の潮流、人権思想の具現化）

人間の尊厳について考える③　（日本における諸規定）

人間の尊厳について考える④　（社会福祉領域での福祉理念の変遷）

人間の尊厳と自立の意義　（尊厳とは、自立とは、まとめ）

人権、尊厳と自立に関する歴史的経過と変遷

福祉関係の法律の理念・目的・内容①

福祉関係の法律の理念・目的・内容②

福祉関係の法律の理念・目的・内容③

目標

１　尊厳の保持と自立について基本となる考え方を理解する。

２　個々人の権利としての人権を理解した上で、権利侵害や権利擁護について理解す
る。

３　介護における自立支援の実際の内容の理解を深める。

科目名 １．人間の尊厳と自立

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
児童福祉関連施設にて３５年実務経験を行った経験を活かし、子ども家庭福祉に関す
る制度等を指導する。

評価基準 　筆記試験（７０％）　授業態度、提出物（３０％）



講義３０時間・２単位 １学年　後期

坂井　勉 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義

3 講義・演習

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義・演習

9 講義

10 講義・演習

11 講義

12 講義

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト・講義

目標

１．対象者との関係づくりのために必要なコミュニケーションを理解する。

２．コミュニケーションについての知識と理解を深める。

３．個別的。具体的なコミュニケーション技術の基礎を理解する。

科目名 ２．人間関係とコミュニケーション

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
児童福祉関連施設にて３５年実務経験を行った経験を活かし、子ども家庭福祉に関す
る制度等を指導する。

評価基準 筆記試験（７０％）　授業態度・提出物（３０％）

人間関係の形成④　（現在・過去・未来を考える）

講義内容

福祉サービスを提供する際の基本的な態度①　（共感的理解と基本的態度）

福祉サービスを提供する際の基本的な態度②　（サービス利用者への支援の実際）

福祉サービスを提供する際の基本的な態度③　（自己理解、他者理解）

発達心理学からみた人間関係①　（主体の存在と主人公の生活）

発達心理学からみた人間関係②　（個々の認知の世界　人生における必要な支援）

発達心理学からみた人間関係③　（ストレスについて）

対人援助におけるコミュニケーション（概念、基本構造、手段）

人間関係の形成①　（人生の振り返り）

人間関係の形成②　（家族と人間関係）

人間関係の形成③　（エコマップ）

テキスト・参考書

最新・介護福祉士養成講座１　人間の理解　中央法規

最新・介護福祉士養成講座１２　発達と老化の理解　中央法規

介護福祉用語辞典　福祉小六法

対人援助とコミュニケーション①　（基本となる人間関係とコミュニケーション）

対人援助とコミュニケーション②　（対人援助の基本、バイステックの７原則）

対人援助とコミュニケーション③　（組織におけるコミュニケーション）

テスト・まとめ

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



講義30時間（2単位） ２年生・後期

富澤　伸也 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・演習

4 講義

5 講師

6 講義・演習

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義・演習

11 講義

12 講義

13 講義・演習

14 講義・演習

15 筆記試験

介護実践におけるチームマネジメントの意義（３）

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 ３．チームマネジメント

訪問介護やデイサービス、老人保健施設や特別養護老人ホーム等の管理職として勤務
している経験から、チームマネジメントに必要な基礎的知識を指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準 筆記試験により70％、授業態度・課題提出により30％として合計100％で評価する

介護実践におけるチームマネジメントの意義（２）

介護実践におけるチームマネジメントの意義（１）

講義内容

目標
２．介護実践をマネジメントするために必要な組織運営や人材育成、それらに必要な
リーダーシップ・フォロワーシップの基本を理解する。

人材育成・自己研鑽のためのチームマネジメント（２）

１．介護の質を高めるために必要なチームマネジメントの基礎的知識を理解し、チー
ムで働くための能力を養う。

その他必要に応じて資料配布予定

最新・介護福祉士養成講座 １　人間の理解　中央法規
テキスト・参考書

ケアを展開するためのチームマネジメント（１）

人材育成・自己研鑽のためのチームマネジメント（１）

ケアを展開するためのチームマネジメント（３）

ケアを展開するためのチームマネジメント（２）

試験

振り返り、まとめ

組織の目標達成のためのチームマネジメント（３）

組織の目標達成のためのチームマネジメント（２）

組織の目標達成のためのチームマネジメント（１）

人材育成・自己研鑽のためのチームマネジメント（４）

人材育成・自己研鑽のためのチームマネジメント（３）



講義60時間(4単位） ２年生・通年
 ①高山啓一（第1～15回）
 ②魚屋真佐江（第16～30回）

有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 テスト・講義

6 講義

講義内容

次第１章　社会と生活のしくみ　第１節生活を幅広くとらえる
１「人間」をとらえる複合的な視点・２複合的視点に関する代表的な学説
・３「社会生活」のメカニズム

次第１章　社会と生活のしくみ　第２節生活の基本機能
１生活の多様性をとらえたる視点・２「家族」と「家庭」の違い・３家庭機能の特徴

次第１章　社会と生活のしくみ　第３節ライフスタイルの変化
１生活と働き方の変化・２少子高齢化と健康寿命
第４節家族の機能と役割
１家族の概念とその変容・２家族の構造と形態・３家族の機能とその変化・４家族観の多様化

次第１章　社会と生活のしくみ　第５節社会・組織の機能と役割
１社会・組織の概念・２社会・組織の機能と役割
・３グループ支援、組織化、エンパワーメント
第６節地域・地域社会
１地域・地域社会の概念・２産業化・都市化・過疎化・３自助・互助・共助・公助
第７節地域社会における生活支援
１地域社会における生活支援・２地域の集団、組織による生活支援

次第１章　社会と生活のしくみ　振り返り

第３章　社会保障制度　第１節社会保障の基本的な考え方
１社会保障のイメージをつかむ・２社会保障の意義と役割・３社会保障の目的と機能・４ライフサ
イクルからみた社会保障

目標

【第1～15回】
１．個人が自立した生活を営むということを理解するため、個人、家族、近隣、地域、社会の単位
で人間を捉える視点を養い、人間の生活と社会の関わりや、自助から公助に至る過程について理解
するための学習とする。
２．わが国の社会保障の基本的な考え方、歴史と変遷、しくみについて理解する学習とする。
３．介護に関する近年の社会保障制度の大きな変化である介護保険制度と障害者自立支援制度につ
いて、介護実践に必要な観点から基礎的知識を習得する学習とする。
【第16～30回】
１．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システムの基礎
的な知識を習得する。
２．高齢者福祉、介護保険制度の制度・施策について、介護実践に必要な視点から基礎的な知識を
習得する。
３．介護実践に関連する諸制度を学び、日本の福祉の実際の運用を学ぶ。

科目名 ４．社会の理解

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

①高齢者施設を中心に、生活相談員として生活支援を行ってきた。障害者が高齢に伴い施設
に入所するケースも多く障害者保健福祉・高齢者福祉に関わってきた経験を活かし指導にあ
たる。
②社会福祉士として相談員の経験あり。実務において介護保険や障害者福祉に関わった経験
を交えて、具体的に社会のしくみがどのように反映されているのかを伝えていく。

評価基準
①授業態度と課題提出状況：20％、筆記試験：80％　※合計100％で評価する
②授業態度10％、筆記試験90％　※合計100％で評価する
　※総合評価：（①＋②）÷２＝100％で評価となる



7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 テスト・講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

16 講義

17 講義

18 講義

19 講義

20 講義

21 テスト

22 講義

第３章　社会保障制度　過去問題

第５章　障害者保健福祉と障害者総合支援制度
第１節障害者保健福祉の動向　１障害者福祉の現状・２障害者福祉の動向
第２節障害者の定義　１障害者の法的定義

第５章　障害者保健福祉と障害者総合支援制度
第３節障害者保健福祉に関する制度　１障害者福祉の歴史・２障害者保健福祉の法律・３傷害児に
対する支援制度

第５章　障害者保健福祉と障害者総合支援制度
第４節障害者総合支援制度　１障害者総合支援制度の目的・２市町村、都道府県、国の役割・３自
立支援給付と地域生活支援事業・４財源と利用者負担・５障害者福祉サービスの種類と内容、利用
手続き・６障害支援区分の認定・７協議会と基幹相談支援センター・８障害者総合支援制度におけ
る相談支援事業と相談支援専門員・９障害児を支える障害者総合支援制度

テスト

第３章　社会保障制度　第１節社会保障の基本的な考え方
１社会保障のイメージをつかむ・２社会保障の意義と役割・３社会保障の目的と機能・４ライフサ
イクルからみた社会保障

第３章　社会保障制度　第２節日本の社会保障制度の発達
１社会保障制度の歴史を学ぶ意義・２日本国憲法と社会保障
３戦後社会と社会保障に基盤整備・４国民皆保険・皆年金の確立
５社会保障の拡充・６社会保障の見直し・７介護保険と福祉の考え方の変化・8社会保障改革

第３章　社会保障制度　第３節日本の社会保障制度のしくみ
１社会保障を支えるもの・２社会保障の実施体制・３社会保障のしくみ・４社会保障制度の体系・
５年金保険・６医療保険・８雇用保険と労働者災害補償保険９各種社会扶助

第３章　社会保障制度　第４節現代社会と社会保障制度
１少子高齢化の進行と社会保障・２財政問題と社会保障・３社会保障における給付と負担の関係・
４持続可能な社会保障制度への道・５地域分権と社会保障構造改革の課題

第３章　社会保障制度　振り返り

第4章　高齢者保健福祉と介護保険制度　　②介護保険制度

次第１章　社会と生活のしくみ　振り返り

次第１章　社会と生活のしくみ
第１節生活の基本機能
１生活の基本機能・２「生活」への接近方法・３「社会生活」のメカニズム・４家庭生活の機能第

次第１章　社会と生活のしくみ
２節ライフスタイルの変化
１生活と働き方の変化・２少子高齢化と健康寿命
第3節家族の機能と役割
次第１章　社会と生活のしくみ
第4節社会・組織の機能と役割
１社会・組織の概念・２社会・組織の機能と役割・３グループ支援、組織化
第5節地域・地域社会

次第１章　社会と生活のしくみ
第6節地域社会における生活支援
１生活支援と福祉・２自助・互助・共助・公助



23 講義

24 講義

25 講義

26 講義

27 講義

28 講義

29 講義

30 テスト

テキスト・参考書
最新・介護福祉士養成講座２　社会の理解　中央法規

その他、必要に応じて資料配布予定

第６章　介護実践に関連する諸制度　　地域生活を支援する制度・施策

科目習得試験

第4章　高齢者保健福祉と介護保険制度　　③介護保険制度

第4章　高齢者保健福祉と介護保険制度　　④介護保険制度

第4章　高齢者保健福祉と介護保険制度　　⑤介護保険制度

第６章　介護実践に関連する諸制度　　個人の人権を守る制度・施策

第６章　介護実践に関連する諸制度　　保健医療に関する制度・施策

第６章　介護実践に関連する諸制度　　貧困対策・生活困窮者支援に関する制度・施策



講義・演習
60時間　4単位

１学年　通年

増田　麗子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義

12 講義

13 講義

科目名 ５．介護インクルージョンⅠ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

生活技術　新しい生活様式④（感染症に対する意識と行動：世界各国の状況）

担当講師の実務経験

評価基準

目標

1.　介護の実践を支える教養を高め、総合的な判断力及び豊かな人間性を養う。
　　　●生物や人間等の「生命」の基本的な仕組みを学ぶ。
　　　●家族・福祉、衣食住・消費生活等に関する基本的な知識と技術を学ぶ。
　　　●社会生活における数学の活用と数学的・論理的思考を学ぶ。
2.　多文化・多様性な社会で生きるということを様々な角度から考える。
　　　●外国の状況を知ると共に日本との違いを確認する。
　　　●仕事のマナーやルールを確認し、実行できるようになる。
　　　●公的義務について学び、日本で生活するための必要な知識を得る。

ミニテスト（5回×10点）授業レポート（8回×5点）授業参加・出席状況（10点）等を総
合的に判断する。

講義内容

オリエンテーション　シラバスの説明
介護職としての自分について（マンダラアートを使用した目標設定と自己実現）

生活技術　新しい生活様式①（新型コロナウィルス：国と県、学校の対応）

生活技術　新しい生活様式②（新型コロナウィルス：個人の対応）

生活技術　新しい生活様式③（感染症に対する意識と行動：マスク着用、手指消毒等）

多文化共生　多様性の理解①（国と地域）

多文化共生　多様性の理解②（宗教と宗教的配慮、習慣、マナー）

多文化共生　多様性の理解③（異文化間コミュニケーション）

多文化共生　日本と各国を知る①（イベント・行事）

多文化共生　日本と各国を知る②（イベント・行事）

社会　日本の保険（国民健康保険）

社会　日本の年金（国民健康保険）

社会　日本の税金（国税：所得税・地方税：市県民税　消費税等）



14 講義

15 講義

16 講義

17 講義

18 講義

19 講義

20 講義

21 講義・演習

22 講義

23 講義

24 講義

25 講義

26 講義

27 講義

28 講義

29 講義

30 講義

生命科学　インクルージョンの創造④（パラリンピック）

生命科学　インクルージョンの創造①（障害の理解：手話・点字・筆談）

生命科学　インクルージョンの創造②（障害の理解：手話・点字・筆談）

生命科学　インクルージョンの創造③（パラリンピック）

教育制度　介護職の接遇②

生命科学　インクルージョンの創造⑤（ジェンダー・ハンディキャップ）

政治経済　日本と外国を取り巻く状況①（政治・経済）

政治経済　日本と外国を取り巻く状況②（政治・経済）

生活文化　外出会の計画①

生活文化　外出会の計画②

歴史　日本の歴史（原爆から75年＋2年）

歴史　各国の歴史

教育制度　やさしい介護の日本語①

教育制度　やさしい介護の日本語②

教育制度　介護職の接遇①

教育制度　介護職のアンガーマネージメント

まとめ　目標設定の取組と振り返り

テキスト・参考書
テキスト・参考書なし

適宜必要な資料を配布する



講義・演習
60時間　4単位

２学年　通年

増田　麗子 有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

科目名 ６．介護インクルージョンⅡ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

国際理解　日本と各国の文化②

担当講師の実務経験

評価基準

目標

ミニテスト（5回×10点）授業レポート（8回×5点）授業参加・出席状況（10点）等を
総合的に判断する。

1.　介護の実践を支える教養を高め、総合的な判断力及び豊かな人間性を養う。
　　● SDG’ｓを踏まえながら、家族・福祉、衣食住・消費生活等に関する基本的な知識と
　　　技術を学ぶ。
　　●現代社会の基礎的な問題を理解し、社会を見つめる感性や現代を生きる人間としての
　　　生き方について考える力を養う。
2.　様々な文化や価値観を背景とする人々と相互に尊重し合いながら共生する社会への理解や
　　国際的な視野を養う。
　　●人間関係の形成やチームで働く力を養うためのコミュニケーション力・チーム
　　　マネージメント力・リーダー力の基礎的な知識を身に付ける。
　　●日本と外国の比較をしながら理解を深める。

講義内容

オリエンテーション　シラバスの説明
介護職の自分について（マンダラアートを使用した目標設定と自己実現）

多文化共生　多様性の理解①

多文化共生　多様性の理解②

国際理解　日本と各国の文化①

生活文化　地域住民との共生①（災害活動）

生活文化　地域住民との共生②（災害活動）

生活文化　SDG’ｓを学ぶ①

生活文化　SDG’ｓを学ぶ②

生活文化　SDG’ｓを学ぶ③（群馬パース大学福祉専門学校で取り組む事例）

生活文化　SDG’ｓを学ぶ④（群馬パース大学福祉専門画工で取り組む事例）

生活文化　SDG’ｓを学ぶ⑤（発表）



13 講義

14 講義

15 講義

16 講義

17 講義

18 講義

19 演習

20 演習

21 演習

22 演習

23 演習

24 演習

25 演習

26 演習

27 演習

28 演習

29 演習

30 演習

教育制度　キャリアデザイン⑥（介護職のワークライフバランス）

教育制度　キャリアデザイン①（就職活動・面接）

教育制度　キャリアデザイン②（履歴書の書き方）

教育制度　キャリアデザイン③（履歴書の書き方）

教育制度　キャリアデザイン④（電話のかけかた・受けかた）

労働法則　労働法②（最低賃金法、働き方改革関連法）

教育制度　キャリアデザイン⑤（エンディングノート）

現代社会　日本の社会問題①

現代社会　日本の社会問題②

現代社会　世界の社会問題

現代社会　日本の人権問題①（高齢者、女性と子供、外国人）

現代社会　日本の人権問題②（感染症、難病患者、障害者）

現代社会　世界の人権問題（国際的人権保障規定と国際人道法）

労働法則　外国人の在留資格①

労働法則　外国人の在留資格②

労働法則　労働法①（労働基準法、労働安全衛生法）

労働法則　労働法③（労働災害）

まとめ　目標設定の取組と振り返り

テキスト・参考書

テキスト・参考書なし

適宜必要な資料を配布する



講義60時間・4単位 １学年　通年

金古　英士 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

目標

◎介護ニーズおよび介護福祉を取り巻く状況を社会的な課題としてとらえ、尊厳の保
持や自立支援という介護福祉の基本となる理念を習得する。

◎地域や施設・在宅の場や、介護予防や看取り、災害時等の場面や状況における、介
護福祉士の役割と機能、さらに社会福祉及び介護福祉士法に関連する諸規定とうにつ
いて習得する。

◎ＩＣＦの視点にもとづくアセスメントを理解し、エンパワメントの観点から個々の
状態に応じた自立を支援するための環境整備や介護予防、リハビリテーション等の意
義や方法について習得する。

科目名 ７．介護の基本Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員等の資格をいかし、約20年、医療や介護の
現場で勤務してきた。その経験を講義で伝えていきたい。

評価基準 筆記試験100％

社会福祉士及び介護福祉士法（心身の状況に応じた介護を考える）

講義内容

介護の基本的な考え方（理論に基づく介護、法的根拠に基づく介護）

介護の成り立ち（専門職による「介護」が誕生した社会的な背景）

介護の概念の変遷①（１９７０年代～１９８０年代）

介護の概念の変遷②（１９９０年代～２０００年以降）

介護福祉の基本理念①（介護福祉の理念とは、価値観について考える）

介護福祉の基本理念②（尊厳を支える介護、自立を支える介護）

介護福祉士の活動の場と役割①（介護サービスの種類）

介護福祉士の活動の場と役割②（地域包括ケアシステム）

介護福祉士の活動の場と役割③（介護予防、医療的ケア）

介護福祉士の活動の場と役割④（人生の最終段階の支援、災害時の支援）

社会福祉士及び介護福祉士法に関連する諸規定（介護福祉士の義務規定）

介護福祉士養成カリキュラムの変遷（介護福祉士への期待）



14 講義

15 試験・講義

16 講義

17 講義

18 講義

19 講義

20 講義

21 講義

22 講義

23 講義

24 講義

25 講義

26 講義

27 講義

28 講義

29 講義

30 試験・講義

テキスト・参考書
最新・介護福祉士養成講座３　介護の基本Ⅰ　中央法規

その他必要に応じて資料配布予定

自立支援と介護予防①（介護予防の種類と特徴）

介護の基本Ⅰまとめ

後期筆記試験（50％）・後期まとめ

自立支援と介護予防②（高齢者の身体特性と介護予防、介護予防の実際）

介護予防における介護福祉士の役割

介護保険制度について①（介護保険制度の仕組み）

介護保険制度について②（居宅サービス）

介護保険制度について③（施設サービス、地域密着型サービス）

障害者総合支援制度について

介護福祉士を支える団体（日本介護福祉士会）

前期筆記試験（50％）・前期まとめ

介護福祉士の倫理

日本介護福祉士会の倫理綱領

自立支援の考え方①（自立支援とエンパワメントの考え方）

自立支援の考え方②（自立支援とＩＣＦの考え方）

介護におけるＩＣＦのとらえ方

自立支援とリハビリテーション



講義６０時間・４単位 ２学年通年

 ①小林美夕紀（第1～15回）
 ②田口敏治（第16～30回）

有　・　無

回 方法

1 講　　義

2 講　　義

3 講　　義

4 講　　義

5 講　　義

6 講　　義

7 講　　義

8 講　　義

9 講　　義

10 講　　義

介護福祉を必要とする人たちの暮らし①（介護福祉を必要とする高齢者の暮らし）  　 （小林）

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 ８．介護の基本Ⅱ

①介護福祉士・介護支援専門員として20年以上の実務経験。
②介護福祉士として病院・老健で20年の実務経験

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準

　※総合評価：（①＋②）÷２＝100％で評価となる

①筆記試験（100％）
②筆記試験（100％）

私たちの生活の理解②　（生活にとって大切な要素・生活の特性）　　　　　　 　　  （小林）

私たちの生活の理解①　（生活とはなにか）　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  （小林）

講義内容

目標 【第16～30回】
◎介護現場でのさまざまな形の連携を理解し、チームケアを担う介護職となれるよう理解
する。
◎介護におけるリスクマネジメントの考え方を理解し、介護場面での事故および感染対策
の具体的な手法について理解する。
◎介護を担う人自身の健康を守るため、こころとからだの健康管理に必要な基礎知識と技
術を身につける。

【第1～15回】
◎私たちの生活を理解したうえで、介護福祉を必要する方の生活やその人らしさの多様性
を理解し、利用者個々に寄り添うことのできる考え方を身に付ける。
◎生活を支えるフォーマル・インフォーマルサービス・地域連携を学び、介護福祉士とし
ての視点を理解する。

介護福祉を必要とする人たちの暮らし②（介護福祉を必要とする高齢者の暮らし）   　（小林）

生活のしづらさの理解とその支援①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （小林）

「その人らしさ」と「生活ニーズ」の理解　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（小林）

介護福祉を必要とする人たちの暮らし（介護福祉を必要とする障害者の暮らし）   　　（小林）

生活を支えるフォーマルサービス（社会的サービス）とは②　　　　　　　　　　　   （小林）

生活を支えるフォーマルサービス（社会的サービス）とは①　　　　　　　　　　   　（小林）

生活のしづらさの理解とその支援②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （小林）



11 講　　義

12 講　　義

13 講　　義

14 講　　義

15 試　　験

16 講　　義

17 講　　義

18 講　　義

19 講　　義

20 講　　義

21 講　　義

22 講　　義

23 講　　義

24 講　　義

25 講　　義

26 講　　義

27 講　　義

28 講　　義

29 講　　義

30 試　　験後期筆記試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（田口）

健康管理の意義と目的（介護という仕事の特徴、介護職の健康と介護の質）　　　　 （田口）

健康管理に必要な知識と技術①（こころの健康管理）　　　　　　　　　　　　　　 （田口）

健康管理に必要な知識と技術①（からだの健康管理）　　　　　　　　　　　　　 　（田口）

安心して働ける環境づくり（労働環境の整備、改善・労働安全の基本原則）　　　　 （田口）

介護を取り巻く状況の変化と自身の学び方・専門職業人としての介護福祉士　　　　 （田口）

他職種連携①（他職種連携の意義と目的・協働職種の理解と連携）　　　　　　　 　（田口）

他職種連携②（利用者を取り巻く他職種連携の実際）　　　　　　　　　　　　　　 （田口）

地域連携①（地域連携の意義と目的）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （田口）

地域連携②（地域連携にかかわる機関の理解・利用者を取り巻く地域連携）　　　 　（田口）

介護の基本Ⅱまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （田口）

介護における安全の確保
（介護における安全の確保の重要性、安全確保のためのリスクマネジメント）　　 　（田口）

事故防止と安全対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（田口）

感染管理のための方策①（生活の場での感染対策、高齢者介護施設の感染対策）　 　（田口）

感染管理のための方策②
（感染対策とリスクマネジメント、感染対策の基礎知識、感染症発生時の対応）　 　（田口）

最新・介護福祉士養成講座４　介護の基本Ⅱ　中央法規

テキスト・参考書

前期筆記試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　      （小林）

前期まとめと復習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（小林）

地域連携②（地域福祉のにない手・利用者を取り巻く地域連携の実際）　　　　　   　（小林）

地域連携①（地域連携の意義と目的・機関の理解）　　　　　　　　　　　　　　　   （小林）

生活を支えるインフォーマルサービス（私的サービス）とは　　　　　　　　　　　   （小林）



演習30時間・1単位 １学年　前期

黛　真人 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11

12

13 講義・演習

14 講義・演習

15 試験

体を使うレクリエーション①　関節と筋肉とは

体を使うレクリエーション②　呼吸器とは　　　　　　　　　　　　【提出物①】

定期試験

テキスト・参考書

頭を使うレクリエーション②　口腔機能とは　　　　　　　　　　　【提出物②】

日本の伝統的な遊び　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　【提出物③】

実技試験に向けて　グループでレクリエーションを企画・準備する　①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【グループでの提出物①】

実技試験に向けて　グループでレクリエーションを企画・準備する　②

実技試験に向けて　グループでレクリエーションを企画・準備する　③

レクリエーション支援の基礎　公益財団法人日本レクリエーション協会（参考書）
※配布資料にて授業を展開する

実技試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【提出物④】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【グループでの提出物②】

演習・試験

実習先で行うレクリエーション企画　　　　　　　　　　　　　　　【提出物⑤】

実習先で行ったレクリエーションの振り返り・まとめ　　　　　　　【提出物⑥】

頭を使うレクリエーション①　頭を使うとは

科目名 ９．介護予防

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

講義内容

オリエンテーション（授業の説明）

レクリエーションの目的

担当講師の実務経験
介護施設にてレクリエーションを実施したり、施設内の年間の行事の企画・運営を
担っていたため、高齢者に対するレクリエーションの企画・実施方法の指導を行う。

評価基準

目標

個人での提出物：30％　グループワークでの提出物：10％
実技試験・・・30％　筆記試験・・・30％
出席点：減点方式（欠席数　×　－2点、遅刻・早退数　×　－1点）

・介護予防の意義と目的を理解する。
・高齢者を対象とした介護予防プログラムの実践能力を習得し、援助者としての役割
を学ぶ。
・介護予防の手段としてのレクリエーションプログラムを目的をもって作成する能力
を身につける。



講義30時間・2単位 2学年　前期

黒川 望／田辺 将也 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 中間試験

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 定期試験

リハビリテーションに関する社会資源

　リハビリテーションの理念や障害分類，リハビリテーションのサービス体系につい
て理解し，介護職としての資質や目的意識を高めるために①リハビリテーションの理
念を知ること，②リハビリテーションのサービス体系を知ること，③疾患ごとの障が
い形態や特徴を理解することを講義の到達目標とする．

講義期間内の2回の筆記試験により判定する．中間試験40％，学期末試験60％とし
て，全体で60％以上を合格とする．

目標

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

リハビリテーションの領域と役割

リハビリテーションの理念（ガイダンス込み）

講義内容

科目名 10．リハビリテーション

　講師両名とも理学療法士である。主に高齢者を対象とした理学療法について、病院
等の医療施設から地域における介護施設まで、幅広い経験を有している。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

参考書：最新介護福祉全書別巻２　リハビリテーション論　メヂカルフレンド社

テキスト：授業時に配布する資料を中心とする
テキスト・参考書

福祉用具

中間試験（第1回～第6回の内容について）

リハビリテーション介護

住居の改造／福祉のまちづくり

学期末試験（第8回～第14回の内容について）

地域リハビリテーション

高齢者のリハビリテーション

パーキンソン病のリハビリテーション

脊髄損傷のリハビリテーション

脳卒中のリハビリテーション②

脳卒中のリハビリテーション①

関節リウマチのリハビリテーション



演習60時間（2単位） １学年

魚屋　真佐江 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

コミュニケーションの基本技術③　目的別コミュニケーション技術

コミュニケーションの基本技術④　集団コミュニケーション技術

障害の特性に応じたコミュニケーション①　コミュニケーション障害とは

障害の特性に応じたコミュニケーション②　視覚・聴覚障害のある人への支援　

障害の特性に応じたコミュニケーション③　構音障害・失語症の人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション④　認知症・うつ病・抑うつ状態の人への支
援

障害の特性に応じたコミュニケーション⑤　統合失調症・知的障害・発達障害のある
人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション⑥　高次脳機能障害・重症心身障害のある人
への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション⑦　まとめ

コミュニケーションの基本技術②　言語・非言語コミュニケーション

担当講師の実務経験
社会福祉士として障害者施設や高齢者施設において相談員の経験あり。コミュニケー
ション技術が現場においてどのようになされているか、事例を交えて伝え、より実践
的な技術の習得をめざす。

評価基準 筆記試験（90％）、授業態度等（10％）合計100％で評価する。

目標

１． 介護場面における基本的態度を習得する。
２． 対象者との支援関係の構築やチームケアを実践するためのコミュニケーションの
意義や技法を学ぶ。
３． 介護実践に必要なコミュニケーション能力を養う学習とする。

講義内容　

介護場面における基本的態度①（日常生活に必要な挨拶と身だしなみ）

介護場面における基本的態度②（日常生活に必要な挨拶と身だしなみ）

介護におけるコミュニケーションの基本　

コミュニケーションの基本技術①　傾聴・受容・共感

科目名 11．コミュニケーション技術

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無



15 試験

16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義・演習

19 講義・演習

20 講義・演習

21 講義・演習

22 講義・演習

23 講義・演習

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義

30 試験

まとめ

試験

テキスト・参考書
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

コミュニケーションの応用技法③

介護におけるチームのコミュニケーション①    チームのコミュニケーションとは

介護におけるチームのコミュニケーション②  報告・連絡・相談の技術

介護におけるチームのコミュニケーション③  記録の技術

会議・議事進行・説明の技術①　カンファレンスとは

会議・議事進行・説明の技術②　カンファレンスの進め方

会議・議事進行・説明の技術③　カンファレンスの運用

会議・議事進行・説明の技術④　カンファレンスの振り返り

事例検討に関する技術

コミュニケーションの応用技法①　

コミュニケーションの応用技法②　

家族とのコミュニケーション②　家族への支援

中間テスト

家族とのコミュニケーション①　家族との関係づくり



講義６０時間・４単位 １学年　通年

①荻野由起子（第1～15回）
②黛真人（第16～30回）

有　・　無

回 方法

1 　　　　　講義

2 　　　講義・実習

3 　　　講義・実習

4 　　　講義・実習

5 　　　講義・実習

6 　　　講義・実習

7 　　　講義・実習

8 　　　講義・実習

9 　　　　筆記試験

10 　　　講義・実習

11 　　　講義・実習

12 　　　講義・実習（衣生活⑫）高齢者への対応（着脱しやすい工夫）　　　アイロンがけ　　　（荻野）

（衣生活⑪）衣類・寝具の衛生管理　　　　　　　　　　エプロン名札付け　（荻野）

講義内容

（衣生活①）シラバス説明、実習室の使い方　　　　　　　　　　　　　　　（荻野）

（衣生活②）被服生活の基本知識　　　　　　　　　　　裁縫道具の説明　　（荻野）

（衣生活③）繊維の種類と特徴　　　　　　　　　　　　ボタン付け　　　　（荻野）

（衣生活④）布地の性質　　　　　　　　　　　　　　　ボタンホールの工夫（荻野）

（衣生活⑤）衣類の洗濯　　　　　　　　　　　　　　　スナップ付け　　　（荻野）

（衣生活⑥）衣類の漂白としみ抜き　　　　　　　　　　まつり縫い①　　　（荻野）

（衣生活⑦）衣類取り扱い絵表示①　　　　　　　　　　まつり縫い②　　　（荻野）

（衣生活⑧）衣類取り扱い絵表示②　　　　　　　　　　まつり縫い③　　　（荻野）

（衣生活⑨）中間筆記試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（荻野）　　　　　　　

（衣生活⑩）衣類の保管　　　　　　　　　　　　　　　ミシンの基本操作　（荻野）

目標

【第1～15回：衣生活】
①被服の機能、管理について理解し高齢者に適した衣類の知識を深める。
②基礎的な裁縫の技術を習得する。

【第16～30回：生活支援】
①尊厳の保持や自立支援、生活の豊かさの観点から、本人主体の生活が継続できるよう、
根拠に基づいた介護実践を行うための知識を身につける。
②自立に向けた様々な生活支援の基礎的な知識を習得する。
③福祉用具を活用する知識を習得する。

科目名 12．生活支援技術

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
①被服製作と被服材料学を服装専門学校で指導してきた。
②介護施設にて介護福祉士、理学療法士、介護支援専門員として勤務経験があり、
福祉用具や住環境について指導をする。

①衣生活：筆記試験（60%）提出物（40%）
②生活支援：筆記試験(90％)　 提出物(10％)等の提出状況

　※総合評価：（①＋②）÷２＝100％で評価となる



13 　　　講義・実習

14 　　　講義・実習

15 　　　筆記・実習試験

16 講　義

17 講　義

18 講　義

19 講　義

20 講　義

21 講義・演習

22 講　義

23 講　義

24 講　義

25 講義・演習

26 講　義

27 講　義

28 講　義

29 講　義

30 試験・まとめ

（生活支援②）生活支援と介護過程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援③）生活支援とチームアプローチ　　　　　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援④）居住環境の整備　住まいの役割と機能　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援⑤）居住環境の整備　多職種との連携　　　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援⑥）居住環境の整備　自宅の間取りと危険個所　　　　　　　　　 （黛）

（衣生活⑬）高齢者への対応（生理機能に合わせた工夫)　和服のたたみ方　  （荻野）

（衣生活⑭）高齢者への対応（運動機能に合わせた工夫） 和服のたたみ方　  （荻野）

（衣生活⑮）筆記・実習試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（荻野）

（生活支援①）シラバス説明・生活支援とは何か（意義と目的）　　　　　　 （黛）

テキスト・参考書

（生活支援⑦）生活支援と福祉用具の活用　　　　　　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援⑭）災害時における生活支援　　　　　　　　　　　 　　　　　　（黛）

（生活支援⑮）定期試験・まとめ                      　　　 　　　　　　　   　　　（黛）

（生活支援⑧）福祉用具を選ぶための視点　　　　　　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援⑨）家庭生活にかかわる基本知識　　　　　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援⑩）家庭生活にかかわる基本知識　グループワーク　 　　　　　　（黛）

（生活支援⑪）自立に向けた家事の介護　　　　　　　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援⑫）家事の介護における多職種との連携　　　　　　　　　　　　 （黛）

（生活支援⑬）緊急時の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （黛）

最新・介護福祉士養成講座６　生活支援技術Ⅰ　中央法規
随時コピー配布（資料）



演習120時間・4単位 １学年　通年

古川　太基／黛　真人 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習
9

10

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義・演習

19 講義・演習

20 講義・演習

21

22

23

24

実技試験①

移動：杖歩行介助　　①歩行のしくみ　②杖の使用方法
　　　　　　　　　　③杖歩行の介助方法（平面、階段）

講義・演習

移動：視覚障害者の歩行介助 講義・演習

移動：車椅子の移動介助　　自走体験

移動：ボディメカニクスの実践　①上方移動　②水平移動

移動：ボディメカニクスの実践　仰臥位～側臥位（背面法、対面法）

移動：ボディメカニクスの実践
　　　①仰臥位～長座位～端座位　②仰臥位～側臥位～端座位

移動：ボディメカニクスの実践
　　　①立位と座位のしくみ　②健側と患側　③立位・座位介助

移動：①車椅子の構造　②ベッド⇒車椅子の移乗（一部介助）

科目名 １３．生活支援技術演習Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

睡眠：ベッドメイキング　実技試験告知と練習

担当講師の実務経験 子供から高齢者まで、様々な疾患や障害のある方に対して、身体介護を行ってきた。これら
の経験から基礎から応用まで自立支援の考えに基づいた介護技術を指導する。

評価基準

目標

講義内容

生活支援とは（オリエンテーション含む）
　①シラバス説明・実習室の使用方法
　②介護福祉士が行う生活支援、アセスメント

睡眠：①睡眠の意義と目的　②ベッドの物品と使用方法

睡眠：ベッドメイキング　①広げ方、三角コーナー　②たたみ方

睡眠：ベッドメイキング　①ラバーシーツ　②横シーツ　③枕

睡眠：ベッドメイキング　実技試験練習

睡眠：ベッドメイキング　実技試験練習

睡眠：ベッドメイキング　①実技試験練習　②実習着の確認

移動：①移動の意義と目的　②主な姿勢、麻痺の障害部位
　　　③ボディメカニクス、関節可動域

ベッドメイキング　実技試験

移動：車椅子の移動介助　　介助方法（段差、坂道、砂利道）

移動：実技試験告知と練習

移動：実技試験練習

筆記試験40％、実技試験60％
レポート課題の提出：減点方式で総合評価から減点する
出席点：減点方式で総合評価から減点する
（遅刻、欠席、早退、忘れ物：１つでも該当で、１コマにつき－１点）

・利用者の自立を尊重し、潜在能力を引き出すための介護技術を理解する。
・利用者個々に応じた適切で安全な援助を行うために、基本的な介護技術の意義や目的を理
解する。また、実践できるよう演習を通して習得する。



25 講義・演習

26 講義・演習
27

28

29 講義・演習

30 講義・演習

31 講義・演習

32 講義・演習

33 講義・演習
34

35

36 講義・演習

37 講義・演習
38

39

40 講義・演習

41 講義・演習

42 講義・演習

43 講義・演習

44 講義・演習

45 講義・演習

46 講義・演習

47 講義・演習
48

49

50

51

52 講義・演習

53 講義・演習
54

55

56 筆記試験

57 講義・演習

58 講義・演習

59 講義・演習

60 講義・演習

講義・演習

排泄：実技試験 実技試験④

講義・演習

身じたく：実技試験 実技試験③

清保：ベッド上での部分浴（ケリーパット） 講義・演習

排泄：ポータブルトイレ

身じたく：実技試験練習

身じたく：実技試験練習

排泄：①意義と目的　②トイレ誘導

排泄：①尿器　②便器

排泄：おむつ交換とパットの使い方

排泄：実技試験告知、練習

排泄：陰部洗浄、実技試験練習

実技試験②移動：実技試験

身じたく：実技試験告知と練習

身じたく：実技試験練習

食事：①意義と目的　②食事介助

身じたく：①意義と目的　②整容介助（顔拭き、髭剃り、爪切り）

移動：実技試験練習

移動：実技試験練習

清保：入浴、清潔保持の意義と目的

清保：入浴介助
　　　ベッド上での部分浴と整容（手浴、足浴、爪切り）

筆記試験

テキスト・参考書

最新・介護福祉士養成講座６　生活支援技術Ⅰ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座７　生活支援技術Ⅱ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座11　こころとからだのしくみ　中央法規
※必要に応じて資料配布、他科目のテキストを使用する場合あり

実習に向けて①：ベッドメイク

実習に向けて②：体位変換

実習に向けて③：移乗介助

実習に向けて④：排泄介助

振り返り

排泄：実技試験練習

排泄：実技試験練習

身じたく：衣服の着脱　かぶり（一部介助）　①座位時　②臥位時

身じたく：衣服の着脱　前開き（一部介助）　①臥位時　②浴衣



演習60時間・2単位 ２学年　通年

黛　真人 ／ 古川　太基 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3

4

5

6

7

8

9

10

11 講義・演習

12 講義・演習
移動の介護の実践的応用：複数名での移乗介助
①ベッド⇒車椅子　②ベッド⇒ストレッチャー

実習に向けて①②：自立に向けた身支度・移動・排泄の介護等
　　　　　　　　　全介助の利用者の立ち上がり・移乗動作の介助

実習に向けて③：自立に向けた身支度・移動・排泄の介護等
　　　　　　　　排泄介助の復習ならびに事例への応用

科目名 14．生活支援技術演習Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
介護施設での勤務経験があり、利用者の自立支援・残存機能の活用を目指した
介護技術の指導を行う。

評価基準

筆記試験30％・実技試験70％（前期20%・後期50%）・
レポート課題の提出状況等：未提出の場合は減点とする
出席点：減点方式で総合評価から減点する
（欠席、遅刻、早退、忘れ物：１つでも該当で、１コマにつき2点減点）

福祉用具を活用した介護技術③　　スーパートランスファー

講義内容

１年間の講義に向けて
　　　①オリエンテーション：シラバス説明、実技組み合わせ確認
　　　②リハビリテーションの視点からの関節可動域・筋力評価

障害に応じた生活支援技術：知的障害（療育活動の考え）

・1年次に習得した基本的な介護技術を応用し、安全・安楽に考慮した援助ができる
ようになる。
・利用者の自立を尊重し、個々に応じた援助ができるようになる。様々な角度から介
護技術を捉えられる力を養い、実践できるようになる。
・障害の状況や状態に応じた援助について学び、介護福祉士の役割と生活支援のあり
方について理解を深める。
・終末期における援助について学び、介護福祉士の役割と生活支援のあり方について
理解を深める。

前期実技試験告知、練習

福祉用具を活用した介護技術①②
　　　　　　　床走行式リフト、スライディングボード、スライディングシート

講義・演習

目標

講義・演習

講義・演習

講義・演習



13

14

15 講義・演習

16

17

18 講義・演習

19

20

21 講義・演習

22 試験

23

24

25

26

27

28

29

30

試験

筆記試験

まとめ

最終実技試験 試　験

最終実技試験告知、事例発表練習

事例発表、最終実技試験の注意事項

テキスト・参考書

チームアプローチ　災害時における対応

終末期：死に対する心理の理解（キューブラーロス）

終末期：家族への支援の実際（グリーフケア）

最新・介護福祉士養成講座６　生活支援技術Ⅰ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座７　生活支援技術Ⅱ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座11　こころとからだのしくみ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座８　生活支援技術Ⅲ　中央法規（参考書）
※必要に応じて資料配布、他科目のテキストを使用する場合あり。

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

終末期：終末期の意義と介護福祉士の役割（ターミナルケア）

終末期：終末期における介護技術（エンゼルケア）

前期実技試験



演習60時間・2単位 1学年　通年

八木　卓 有　・　無

回 方法

1 講義・実習

2 〃

3 実習

4 〃

5 実習

6 〃

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

・栄養素、食生活の基礎について理解する。

・調理の手技や食品、食器、調理器具の衛生的な取扱い方について、

　調理実習を通じて理解する。

科目名 15．食生活援助　

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

目標

・高齢者の身体機能の低下に合わせた、食事面からの介入方法を理解する。

担当講師の実務経験
管理栄養士を有し、病院・老健において、主に高齢者に対し、栄養管理・指導や食事
提供を行ってきた。これらの経験から栄養や食生活の基礎知識、高齢者に対する食事
面からのアプローチ方法、疾病に対する食事療法を指導する。

評価基準
筆記試験（50％）、豆試験及びグループワーク（20％）、レポート提出（20％）、

学習態度・出席状況（10％）

食中毒について

講義内容

講義ガイダンス・調理実習①

講義ガイダンス・調理実習①

調理実習②（とろみ調整食品）

調理実習②（とろみ調整食品）

調理実習③（とろみ調整食品）

調理実習③（とろみ調整食品）

栄養素について

栄養素について

栄養素について

食生活の基礎について

献立作成について

疾病と食事療法について

高齢者の身体的変化と食事について



15 講義

16 講義

17 実習

18 〃

19 実習

20 〃

21 実習

22 〃

23 実習

24 〃

25 実習

26 〃

27 実習

28 〃

29 講義

30 試験

テキスト・参考書

最新　介護福祉士養成講座６　生活支援技術Ⅰ　中央法規

調理実習：エプロン・三角巾・マスク・上靴を用意

調理実習⑥

グループワーク発表、食生活援助振り返り

まとめ・試験

調理実習⑦

調理実習⑦

調理実習⑧

調理実習⑧

調理実習⑨

調理実習⑨

疾病と食事療法について

疾病と食事療法について

調理実習④

調理実習④

調理実習⑤

調理実習⑤

調理実習⑥



講義60時間・4単位 １学年・通年

黛　真人 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

科目名 16．介護過程総論

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

介護過程の展開：介護計画立案の理解（長期目標・短期目標の設定）　【提出物①】

介護過程の全体像　アセスメントについて

担当講師の実務経験
グループホーム及び特別養護老人ホームにて介護支援専門員として、ケアプラン作成
業務を担っていたため、
利用者の状況・状態に応じた介護の思考過程を指導する。

評価基準

目標

筆記試験（中間試験30％、期末試験50％）　各提出物（20％）
授業態度：欠席1コマにつき、2点減点
遅刻・早退1回につき1点減点
筆記試験：15回目に中間試験、年度末に筆記試験をおこなう

講義内容

オリエンテーション　～介護過程で学ぶこと～

介護過程の意義と目的を理解する

介護過程の基本視点　ＩＣＦの考え方と介護過程の必要性

介護過程の全体像　ＩＣＦにもとづいて情報を整理する

介護過程の展開：アセスメントの理解（アセスメントの基本的視点）

介護過程の展開：アセスメントの理解（情報収集の理解）

介護過程の展開：アセスメントの理解（解釈・関連付け、統合化）①

介護過程の展開：アセスメントの理解（解釈・関連付け・統合化）②

介護過程の展開：アセスメントの理解（アセスメント表の作成）

介護過程の展開：実施

介護過程の展開：評価

○介護過程の意義・目的について学び、計画的な支援提供とチームケ
ア・多職種連携の必要性を理解できる。
○介護過程の実践的展開について学び、利用者の状況に応じたアセス
メント・計画の立案・実施・評価の一連のプロセスを理解できる。



14 講義

15 試験

16

17

18

19

20

21

22

23

24 講義・演習

25 講義・演習

26

27

28 講義・演習

29 講義・演習

30 試験

講義・演習

講義・演習

介護過程の展開の復習

中間試験

講義・演習

講義・演習

講義・演習

最新・介護福祉士養成講座９　介護過程　中央法規
事例で読み解く介護過程の展開　中央法規出版（参考書）
「よくする介護」を実践するためのICFの理解と活用　中央法規出版（参考書）
※他必要に応じて資料を配布する。

介護過程の実践的展開：事例の検討１　　　情報の整理①

介護過程の実践的展開：事例の検討１　　　情報の整理②　　　　　　【提出物②】

介護過程の実践的展開：事例の検討１　　　情報の解釈・関連付け①

介護過程の実践的展開：事例の検討１　　　情報の解釈・関連付け②　【提出物③】

まとめ

定期試験

テキスト・参考書

介護過程の実践的展開：事例の検討１　　　イメージの共有

介護過程の実践的展開：事例の検討１　　　生活課題の抽出①

介護過程の実践的展開：事例の検討１　　　生活課題の共有、生活課題の表現方法

介護過程の実践的展開：事例の検討１　　　生活課題の抽出②　　　　【提出物④】



講義60時間・４単位 ２学年・通年

黛　真人 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2

3

4

5

6 講義・演習

7 講義

8 講義・演習

9 講義・演習

10

11

12

13

14

15

介護過程の実践的展開１：事例①の検討　介護計画の立案②
　立案した計画の発表
【提出物３　事例の個別援助計画】

講義内容

介護過程の展開について振り返り

講義・演習

講義・演習
介護過程の実践的展開１：事例①の検討　実施・評価
【提出物４　グループで実施・評価をイメージする】

講義・演習

講義・演習

講義・演習

介護過程の実践的展開１：事例①の検討　生活課題の抽出

実習における介護過程の展開　情報収集・アセスメント（実習に向けて）

介護過程の実践的展開：事例の検討　課題の抽出、目標設定
実習を終えて、担当利用者の生活課題をもう一度を見直してみよう

介護過程の実践的展開１：事例の検討　「目標」の表現について

介護過程の実践的展開１：事例①の検討　情報の整理

介護過程の実践的展開１：事例①の検討　情報の解釈・関連付け
　【提出物１　アセスメント表（２）】

介護過程の実践的展開：事例の検討　介護計画の立案①
具体的な援助内容・方法の検討
【提出物２　実習で担当した利用者の個別援助計画】

担当講師の実務経験
グループホーム及び特別養護老人ホームにて介護支援専門員として、ケアプラン作成
業務を担っていたため、利用者の状況・状態に応じた介護の思考過程を指導する。

評価基準

目標

提出物（40%）　発表会（10％）・筆記試験（50％）
出席点：減点方式で総合評価から減点する
　　（欠席：1コマにつき2点減点、遅刻・早退1回につき1点減点）

〇 他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立
　案し、適切な介護サービスの提供ができる能力を養う。
〇 介護過程の展開に基づいた生活支援について理解する。
　①自立に向けた介護過程展開の実際を理解する。
　②利用者の状況・状態に応じた介護過程の展開を理解する。
〇 介護過程の展開を事例を通じて理解する。

科目名 17．介護過程各論

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無



16

17

18

19

20

21

22

23

24 講義

25

26

27

28

29 講義・演習

30 試験

演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

まとめ

介護過程の実践的展開２：事例の検討　発表会（支援を演じてみる）

介護過程の実践的展開２：事例の検討　グループワーク②
【提出物５　フェイスシート　アセスメント表（１）（２）】

介護過程の実践的展開２：事例の検討　グループワーク③
【提出物６　個別援助計画　実施評価表】
【提出物７　発表用レジュメ】

介護過程の実践的展開２：事例の検討　グループワーク①

定期試験

テキスト・参考書

※他必要に応じて資料を配布する。

最新・介護福祉士養成講座９　介護過程　中央法規
事例で読み解く介護過程の展開　中央法規（参考書）

実習における介護過程の展開　個別援助計画の立案、実施・評価（実習に向けて）

介護過程の実践的展開２：介護計画の修正（再アセスメント）
実習を終えて、担当利用者の今後の支援について考える
【提出物8　実習で担当した方の今後の課題と計画】

介護過程とチームアプローチ　災害時における対応

講義・演習

講義・演習



演習30時間・1単位 ２学年　後期

黛　真人 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4

5

6 演　習

7

8

9 演　習

10

11

12

13

14 講　義

15 試　験

演　習

演　習

科目名 18．事例研究

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
論文執筆の経験があり、アンケート調査を通して研究の楽しさを学び、結果を自分の
言葉でまとめ　　他者に伝えられるよう指導を行う。

評価基準

目標

筆記試験（50％）　　演習提出物（20％）　発表会（30％）
授業態度：欠席1コマにつき、2点減点
遅刻・早退1回につき1点減点

①   介護実践に研究を活用する意義・目的を理解する。
②   事例研究の進め方、作成方法を理解する。
③　論文としての文章表現を学び身につける。
④　事例研究を通して質の高い介護実践やエビデンスの構築につながる実践研究の意
　　義とその方法を理解する。

講義内容

事例研究とは（研究の意義・目的）事例研究の視点（エンパワー視点等）
事例研究の守るべき倫理等

文献について（研究にとっての文献の必要性、文献の検索方法）

アンケート調査をしてみる①　　調査を行ううえでの留意点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【提出物①（研究計画）】

アンケート調査をしてみる②　　アンケートを作ってみる    【提出物②（調査票）】

テキスト・参考書
介護福祉士・介護福祉学生のためのよくわかる介護福祉研究入門　保育社（参考書）

※講義は配布資料にて展開する

アンケート調査をしてみる③　　各グループのアンケートに答える

アンケート調査をしてみる⑤　　結果からみえてきたことをまとめる

発表会 演　習

まとめ・振り返り

筆記試験　　

アンケート調査をしてみる④　　アンケートの集計　　　【提出物③（集計結果）】

結果からみえたことをまとめる　論文としてまとめる　【提出物④（発表会資料）】

演　習



演習60時間（2単位） １学年

魚屋真佐江/黛真人 有 ・ 無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

Ⅰ‐(2)事前学習②　実習記録の記入方法

Ⅰ‐(1)事前学習④　事前オリエンテーションの進め方（電話のかけ方等）
　　　　　　　　　 ※スーツチェック（身だしなみの確認）

Ⅰ‐(1)通所介護実習　事前オリエンテーション

Ⅰ‐(1)事前学習③　実習目標の確認

Ⅰ‐(1)通所介護実習　実習前の最終確認

Ⅰ-(1)事後学習①　実習ファイルの整理A:B
                  　　　通所介護実習：振り返り、お礼状作成
２．Ⅰ‐(1)訪問介護実習：各書式の配布

Ⅰ‐(1)訪問介護実習　事前オリエンテーション（対象者）
※対象者以外は実習事前確認

Ⅰ‐(1)訪問介護実習　実習前の最終確認　報告会準備

担当講師の実務経験 高齢者施設、障害者施設等での相談員その他の実務経験あり。対人援助の専
門家として、実習を通して介護福祉士に必要な素養を育てていく。

評価基準
筆記試験：30％　実技試験：20％　提出物：50％

出席点：減点方式（欠席数　×　－3点）

目標

・介護福祉士として必要な専門知識・技術を身につけるための介護実習の必
要性について理解する。
・各実習段階における学習の視点・目標・目的について理解を深め、効果的
な学習をするための準備を行う。
・記録の書き方、必要性について理解する。

・介護福祉士として人に伝える能力の向上を図る。

講義内容

オリエンテーション

実習施設の理解

Ⅰ‐(1)事前学習①　実習に取り組む姿勢について
実習Ⅰ‐(1)の特徴と各書式の配布

Ⅰ‐(1)事前学習②　実習記録の記入方法

科目名 19．介護総合演習Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

提出① 実習に向けて学校での生活態度

提出③ 実習での目標

提出④ 事前オリエンテーション

提出⑤ 通所振り返り

提出② 実習記録ウサビッチ



13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義・演習

19 講義・演習

20 講義・演習

21 講義・演習

22 講義・演習

23 講義・演習

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義

30 試験

【講義を受けるにあたって】

①配布資料を保存できるファイルを購入すること

②黒のボールペンを使用するので購入すること（修正不可のもの)

③実習中はポケットサイズのメモ帳を使用するので購入すること

Ⅰ‐(1)事後学習②　実習Ⅰ‐(1)報告会準備

Ⅰ‐(1)事後学習③　実習Ⅰ‐(1)報告会準備

まとめ・振り返り

筆記試験

Ⅰ‐(2)事前学習③　実習記録の書き方の確認

Ⅰ‐(2)事前学習④　カンファレンスの進め方
　　　　　　　　　オリエンテーションの確認

Ⅰ‐(2)　事前オリエンテーション

Ⅰ‐(2)事前学習⑤　実習前の最終確認

Ⅰ‐(2)登校日　実習ファイルの整理

Ⅰ‐(2)事後学習①　実習ファイルの整理

Ⅰ‐(2)事後学習②　Ⅰ‐(2)振り返り

Ⅰ‐(2)事後学習③　振り返り発表

Ⅰ‐(2)事前学習②　実習目標の確認

テキスト・参考書

最新　介護福祉士養成講座10　介護総合演習・介護実習　中央法規

その他配布資料（介護実習の手引き・様式集・記録用紙など）

④7月に訪問介護実習を行うため、掃除、洗濯、調理の練習をしておくこと

⑤実習用のファイルを学校から配布します。2年間使用するため、なくさないこと

Ⅰ‐(1)事後学習④　実習Ⅰ‐(1)報告会

Ⅰ‐(1)事後学習⑤　実習Ⅰ‐(1)報告会

Ⅰ‐(1)事後学習⑥　実習ファイル返却

Ⅰ‐(2)事前学習①　実習Ⅰ‐(2)の特徴と各書式の配布

Ⅰ‐(1)事後学習①　実習ファイル整理
Ⅰ‐(1) 訪問介護実習：振り返り　２．報告会準備 提出⑥ 実習Ⅰ-（1）自己評価

提出⑦ 実習Ⅰ-（2）目標

提出⑧ 事前オリエンテーション

提出⑨ 実習Ⅰ-（2）自己評価

提出⑩ 2年生の実習に向けての取り組み



演習60時間（2単位） ２学年

魚屋真佐江/黛真人 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・演習

4 講義・演習

5

6

7

8

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12

13

科目名 20．介護総合演習Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

目標

・各実習段階の意義・目的を理解し、より効果的な実習になるように準備を　行
う(知識の再確認・技術練習・介護過程の理解・記録の書き方など)。

・実習での学びを整理し、介護福祉士としてのあり方を理解する。その中で自己
の課題を見つけ出し、成長に繋げる。

・実習報告会を通して他者の学びを聞き、視野や見識を広げる。

・介護福祉士として人に伝える能力の向上を図る。

担当講師の実務経験 高齢者施設、障害者施設等での相談員その他の実務経験あり。対人援助の専門家
として、実習を通して介護福祉士に必要な素養を育てていく。

評価基準
筆記試験：30％　実技試験：20％　提出物：50％

出席点：減点方式（欠席数　×　－3点）

Ⅰ‐(3)　事後学習③　報告会準備②

講義内容

オリエンテーション
実習Ⅰ‐(3)の特徴と各書式の配布

Ⅰ‐(3)　実習事前学習①　実習目標の確認

Ⅰ‐(3)　実習事前オリエンテーション

Ⅰ‐(3)　実習事前学習②　実習前の最終確認

Ⅰ‐(3)　登校日　実習中の学びの整理
　　　　　　　「アセスメント」について

講義・演習

Ⅰ‐(3)　事後学習①　実習後の学びの整理
　　　　　　　　　「生活課題をもう一度見直す」実習ファイルの整理

講義・演習

Ⅰ‐(3)　事後学習②　１.Ⅰ‐(3)振り返り　２.報告会準備

Ⅰ‐(3)　事後学習③　報告会準備①

Ⅰ‐(3)　事後学習④　実習報告会
※テーマに沿ったパワーポイント資料を作成して、発表をする。

講義・演習

提出① 実習事前調査
（夜勤希望、障害者施設希望、通い方法等）

提出② 実習Ⅰ-（3）目標

提出③ 事前オリエンテーション

提出④ 実習Ⅰ-（3）自己評価



14 講義・演習

15 講義・演習

16 講義・演習

17 講義・演習

18

19

20 講義・演習

21 講義・演習

22

23

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27

28

29 講義

30 試験

Ⅱ 事後学習①　実習後の学びの整理
　　　　　　　「評価　~新たな課題の確認～　」実習ファイル整理

講義・演習

Ⅰ‐(3)　事後学習⑤　実習ファイル返却

Ⅱ 実習事前学習①　実習Ⅱの特徴と各書式の配布
　　　　　　　　　 実習目標の確認

Ⅱ 実習事前オリエンテーション

Ⅱ 実習事前学習②　実習前の最終確認

Ⅱ 登校日①　　実習中の学びの整理
　　　　　　　「アセスメント」について

講義・演習

Ⅱ 登校日②　　実習中の学びの整理
　　　　　　　「介護計画の立案」について

Ⅱ 登校日②　　実習中の学びの整理
　　　　　　　「介護計画の立案」について

筆記試験

テキスト・参考書

最新　介護福祉士養成講座10　介護総合演習・介護実習　中央法規
最新　介護福祉士養成講座9　 介護過程　中央法規
介護実習の手引き・記録用紙・その他配布資料
【講義を受けるにあたって】
1年次に用意した物品を継続して使用すること。
（実習ファイル※学校で預かっている、紙ファイル※保存用、
ボールペン【黒・赤・青】、メモ帳、訂正印など）

Ⅱ 事後学習②　１．Ⅱ振り返り　２．報告会準備

Ⅱ 事後学習③　報告会準備

Ⅱ 事後学習④　報告会準備

Ⅱ 事後学習⑤　実習報告会　※実習で担当した利用者の生活場面を演じて振り返る 講義・演習

まとめ・振り返り

提出⑥ 事前オリエンテーション

提出⑦ 実習Ⅱ自己評価

提出⑤ 実習Ⅱ 目標

提出⑧ 介護の展望、スキルアップ・ライフサイクル観等



実習45時間・１単位 １学年　前期

古川太基・黛真人・深澤みはる
魚屋真佐江・髙草木めぐ美
千田仁・戸丸美智子・清水潮里

有　・　無

科目名 21．介護実習Ⅰ-（1）

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

【通所実習の目的】
通所施設の特徴と職員の役割又、施設利用者の特徴と援助内容、利用者や家族に対し
て
どのような援助が行われているのか、見学及び体験を通して学ぶ。

【通所実習の到達目標】
　①通所施設利用者の生活を知ることができる。
　②施設の特徴を学ぶ。
　③多職種協働について理解する。
　④実習生らしい態度や身だしなみで実習を行うことができる。

【訪問介護実習の目的】
居宅介護サービス事業を利用している対象利用者の特徴と援助内容や地域における訪
問介護の役割について、見学及び体験を通して学ぶ。

【訪問介護実習の到達目標】
　①訪問介護員の業務内容について学び、利用者の生活を支えるためにどのような
　　援助を行っていくのか理解する。
　②在宅での生活を継続するための社会資源や地域とのつながりを理解する。
　③在宅で生活を送るための環境整備、個々に応じた援助がどのように展開されて
　　いるのか理解する。

〇実習の手引き・要項を参照のこと。
〇実習期間
　通所介護実習：2022年 7月：4日間
　訪問介護実習：2022年 7月：2日間（16時間）
　※訪問介護実習期間の外国人留学生及び訪問介護実習に参加できない日本人学生に
　　ついては通所実習を2日間行う。
〇実習時間：原則8：30～17：30（8時間）

備考

担当講師の実務経験
介護施設等での勤務経験を活かし、学校で学習した内容と実習施設で学び得たものが
どのように関連があるのかを指導する。

評価基準

目的・目標

①施設指導者による評価50％：介護実習Ⅰ-（1）評価表20項目（通所・訪問）
②教員による評価50％：施設概要、実習記録、実習態度等の評価
※それぞれの評価を総合し、最終評価とする。



実習90時間・2単位 １学年　後期

古川太基・黛真人・深澤みはる
魚屋真佐江・髙草木めぐ美
千田仁・戸丸美智子・清水潮里

有　・　無

科目名 22．介護実習Ⅰ-（2）

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

備考
○実習の手引き・要項を参照のこと。
○実習期間：2023年1月～2月　　※土・日・祝日を除く12日間
○実習時間：原則8：30～17：30（8時間）

担当講師の実務経験
介護施設等での勤務経験を活かし、学校で学習した内容と実習施設で学び得たものが
どのように関連があるのかを指導する。

評価基準
①施設指導者による評価45％：介護実習Ⅰ-（2）評価表15項目
②教員による評価55％：実習記録、まとめ、実習態度等の評価
※それぞれの評価を総合し、最終評価とする。

目的・目標

【目的】
様々な施設で生活している利用者の特徴とその利用者や家族に対してどのような援助
が行われているのか、見学および体験を通して学ぶ。実習を通じて、時間の厳守、適
切な挨拶、身だしなみ、言葉遣いなど一般社会人となるためのマナーを身につける。

【到達目標】
　①施設利用者がどのような日常生活を過ごしているのか利用者の生活を知ること
　　ができる。
　②施設の概要、機能や役割について知る。
　③様々な職種が施設で働いていることを知る。
　④実習生らしい言葉遣いや身だしなみで実習を行うことができる。



実習135時間・3単位 ２学年　前期

古川太基・黛真人・深澤みはる
魚屋真佐江・髙草木めぐ美
千田仁・戸丸美智子・清水潮里

有　・　無

科目名 23．介護実習Ⅰ-（3）

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

備考

○実習の手引き・要項を参照のこと。
○実習期間：2022年6月
　※土・日・祝日を除く17日間
○実習時間：原則8：30～17：30（8時間）

担当講師の実務経験
介護施設等での勤務経験を活かし、介護過程を展開し担当利用者の生活課題を導き出
せるよう指導を行う。

評価基準
①施設指導者による評価　50％：介護実習Ⅰ‐（3）評価表　20項目
②教員による評価　50％：実習記録、カンファレンス内容、実習態度等の評価
※それぞれの評価を総合し、最終評価とする。

目的・目標

【目的】
学内やこれまでの実習での学びを基に、施設利用者個々の状態に応じた援助方法につ
いて学びを深める。介護過程の展開を通して利用者理解の方法やニーズの捉え方など
を学び、より具体的な援助とは何かを理解する。

【到達目標】
　①介護過程の展開を通して利用者のニーズを捉え、問題点を抽出し、課題をあげ
　　ることができる。
　②記録の種類や重要性について理解することができる。
　③実習指導者の下で、基本的な介護技術を高め、個別援助と自立支援の視点を理
　　解する。



実習180時間・4単位 ２学年　後期

古川太基・黛真人・深澤みはる
魚屋真佐江・髙草木めぐ美
千田仁・戸丸美智子・清水潮里

有　・　無

備考

○実習の手引きを参照のこと。
○実習期間：2022年9月～10月
　※土・日・祝日を除く23日間
○実習時間：原則8：30～17：30（8時間）

担当講師の実務経験
介護施設等での勤務経験を活かし、介護過程を展開し担当利用者の生活課題を導き出
し、介護計画を立案し、介護の実施ができるよう指導を行う。

評価基準
①実習指導者による評価　50％：介護実習Ⅱ評価表25項目
②教員による評価　50％：実習記録、カンファレンス内容、実習態度等の評価
※それぞれの評価を総合し、最終評価とする。

目的・目標

【目的】
特定の利用者についてのニーズを把握するために、情報収集・アセスメントを行い、
介護計画の立案・実施・評価の一連の介護過程を学ぶ。その展開の中で他職種との連
携・協働について学び、また利用者本位の介護とは何か、介護福祉士ができることは
何かを学ぶ。

【到達目標】
　①特定の利用者を対象に介護過程を展開し、利用者理解に必要な能力を養う。
　②個別援助を行うために必要なことは何かを学ぶ。
　③介護過程の展開の中で他職種の役割とそれぞれの専門性について学び、施設利用
　　者のニーズに沿った援助を行うために、どのように連携を図っているかを学ぶ。
　④総合的な援助のために必要な知識や技術の再確認をし、より多くのことを学びと
　　る。

科目名 24．介護実習Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無



講義30時間・2単位 2学年　前期

垣上正裕/髙草木めぐ美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義（髙草木）

14 講義（髙草木）

15 試験

①発達の概念および、発達に影響する要因の学習を通じ、人間のライフサイクルにおける生
涯発達を概観する。
②人間の生涯発達の過程の学習を通じ、健康の概念を理解する。
③老年期における形態・機能的特徴を学習し、老年期の対象の形態・機能的側面を理解す
る。
④老年期における心理・社会的特徴を学習し、老年期の対象の心理・社会的側面を理解す
る。
⑤老年期における健全な発達を阻害する因子について学習し、老年期の対象が健全な発達過
程を送るために必要な身体的・心理的社会的支援の重要性を理解する。

老年期の精神機能の特徴　―精神機能と生活のつながりについて考える―

目標

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準 筆記試験100％　（垣上80％　高草木20％）

生涯発達と健康　―生涯発達の視点から健康とは何かについて考える―

発達とは　―生涯発達という考え方を学ぶ―

講義内容

発達段階とは　―人間の一生を各期にわけて検討する考え方を学ぶ―

科目名 25．発達と老化の理解

幼児期から老年期の健康問題をもつ様々な発達段階にある対象に対する看護実践経験
を有する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

配付資料

最新・介護福祉士養成講座12　発達と老化の理解　中央法規
テキスト・参考書

発達課題とは　―誕生から死までの間に変化する人間の心理・社会的発達―

老年期の認知の特徴　―精神機能と生活のつながりについて考える―

発達と死　―生涯発達の視点から死に対する受容について考える―

発達と個別性　―人間の生涯発達に影響する因子について考える―

試験

まとめ②

まとめ①

老年期の発達と健康問題の概観　―これまでの学習内容を概観し老年期の対象への理
解を深める―

老年期のこころの健康問題②　―認知症によってもたらされる生活上の困難と支援―

老年期のこころの健康問題①　―老年期に起こりうるこころの健康問題

老年期の心理の特徴　―老年期の心理の特徴から生きがいや健康、死について考える



講義30時間・2単位 １学年　前期

関　妙子　星野泰栄
傳谷典子

有　・　無

回 方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9 講義（星野）

10 講義（星野）

11 講義（星野）

12 講義（星野）

13 講義（星野）

14 講義（星野）

15 試験（星野）

評価基準 筆記試験90％、レポート10％

講義内容

目標
2．高齢者の健康を維持・推進するために、有効な支援の内容や方法、保険医療職と
の協　働活動のあり方について理解できる。

1．高齢者の健康を高齢期に特徴的な体の変化をはじめ、疾病や傷害、及び家族や社
会的環境との関係から総合的に考えることができる。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 26．高齢者の健康

【関】急性期看護（脳神経外科他）・訪問看護（管理者）・看護管理者（看護部長）として
の臨床経験を経て、現在看護大学の准教授として老年看護学を担当する。
【星野】助産師・看護師（消化器外科）としての臨床経験を経て、現在看護大学の講師とし
て老年看護学を担当する。
【傳谷】看護師（心臓外科、消化器外科、整形外科、訪問看護）としての臨床経験を経て、
現在看護大学の講師として老年看護学を担当する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

最新　介護福祉士養成講座12　発達と老化の理解　中央法規テキスト・参考書

筆記試験

高齢者と健康　⑧高齢者に多い疾患・症状と生活上の留意点（その他）
　　　　　　　⑨多職種連携

高齢者と健康　➆高齢者に多い疾患・症状と生活上の留意点
　　　　　　　（悪性新生物、感染症、精神疾患）

高齢者と健康　⑥高齢者に多い疾患・症状と生活上の留意点
　　　　　　　（内分泌・代謝系、歯・口腔疾患）

高齢者と健康　⑤高齢者に多い疾患・症状と生活上の留意点
　　　　　　　（呼吸器系、消化器系、腎・泌尿器系）

高齢者と健康　④高齢者に多い疾患・症状と生活上の留意点
　　　　　　　（脳・神経系、皮膚・感覚器系、循環器系）

高齢者と健康　①高齢者の健康　②高齢者に多い症状・疾患の特徴
　　　　　　　③高齢者に多い疾患・症状と生活上の留意点（骨格系・筋系）

講義
（関）

講義
（関）

講義
（関）

演習
（傳谷・星野）

老化にともなう心理的な変化と生活への影響
　　　　　　　①認知機能の変化　　②知的機能の変化と心理的影響
　　　　　　　③パーソナリティ（性格）の変化　　④老化と動機づけ・適応

老化にともなう体の変化と日常生活への影響
　　　　　　　高齢者の日常生活の動作体験（高齢者疑似体験）

老化にともなう社会的な変化と生活への影響
　　　　　　　①社会の中での生活上の課題　②高齢者の社会的活動の現状と課題
　　　　　　　③社会における老化理論

老化にともなう身体的な変化と生活への影響
　　　　　　　①加齢による生理機能の全体的低下
　　　　　　　②身体的機能の低下と日常生活への影響



　講義３０時間・２単位 　　　１学年・後期

　　　髙草木　めぐ美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 試験

目標

・認知症の人を取り巻く状況を知り、介護の必要性を理解する。

・認知症の人にかかわる上で必要な医学知識を理解する。

・認知症の人の生活理解と介護者の役割について理解する。

科目名 27．認知症の理解Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、脳神経外科病棟での経験を踏まえ、認知症
の方との関わりについて学習を進めていく

評価基準 定期試験（100%)

認知症当事者の視点②

講義内容

認知症を理解するための導入　認知症とは

認知症の人の心理・脳のしくみ

認知症の症状・診断①

認知症の症状・診断②

認知症の症状・診断③

認知症の原因疾患①　診断と重症度

認知症の原因疾患②　原因疾患と重症度

認知症の治療・認知症の予防

認知症を取り巻く状況・認知症ケアの理念と視点

認知症当事者の視点①

認知症の人とのかかわりを考える①

認知症の人とのかかわりを考える②

まとめ

定期試験

テキスト・参考書 最新・介護福祉士養成講座13　認知症の理解　中央法規



講義30時間・2単位 2学年　前期

深澤　みはる 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 試験

講義内容

認知症ケアの実際①　パーソン・センタード・ケア

認知症ケアの実際②　コミュニケーションとケア

担当講師の実務経験
施設での経験を活かし、認知症の人のニーズを考え、ケアに反映できるような知識と
技術を伝える。

評価基準

目標

定期試験　100％

・認知症の人への具体的なケア方法を理解する
・家族介護者を支える介護福祉職の役割を理解する
・認知症の人が地域で暮らすために必要な多職種連携と協働について学習する。

科目名 28．認知症の理解Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

国家試験対策④

認知症ケアの実際③　さまざまなアプローチ

認知症ケアの実際④　終末期医療と介護

定期試験

テキスト・参考書

介護者支援①　家族への支援

介護者支援②　介護福祉職への支援

認知症の人の地域生活支援

国家試験対策①

国家試験対策②

最新・介護福祉士養成講座13　認知症の理解　中央法規

国家試験対策⑤

国家試験対策⑥

認知症ケアの実際⑤　環境づくり

国家試験対策③



講義６０時間　４単位 １学年　通年

  ①前川由美子（第1～9回）
  ②藤井友和（第10～15回）
  ③髙草木めぐ美（第16～30回）

有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

目標

【第1～9回】
障害のある人の心理や身体機能に関する基礎的知識を習得するとともに、障がいのある人の
体験を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する
学習とする。

【第10～15回】
・障害別の特性に応じた意思表示やコミュニケーション方法を理解する
・医療福祉サービスを含む様々な社会資源を使った支援を理解する

【第16～30回】
①障害のある人の心理や身体機能に関する基礎的知識を習得する
②障害のある人の体験を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護
の視点を習得する

科目名 29．障害の理解

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

①知的障害者支援事業所に在籍。障碍者への直接処遇支援及びサービス管理を主な業務とし
ている。障害者福祉の現状から障害の理解や支援の視点を習得できるように講じる。
②20年以上、高齢者を始め、様々な疾患や身体障害のある方に対して、身体介護を行って
きた。これらの経験から障害別の基礎的理解と特性に応じた支援方法を指導する。
③小児科病棟・急性期病棟などでの障害受容に向けた支援、療養病棟・介護老人保健施設で
の障害受容後の支援の実際を踏まえ、障害のある人の理解について学習を深めていく。

評価基準

①筆記試験、その他課題の提出状況など
②筆記試験
③筆記試験（中間試験・定期試験　その他課題の提出状況など）

　※総合評価：①＋②＋③＝100％で評価となる

講義内容

①シラバス説明・講義の見通し②障害者施設の紹介　　　　　　　　　　　　　（前川）

基本的視点に基づいた個別支援（身体障害）　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

基本的視点に基づいた個別支援（知的障害）　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

基本的視点に基づいた個別支援（知的障害）　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

基本的視点に基づいた個別支援（身体障害）　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

障害者施設での生活と介護の基本的視点　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

生活のしづらさ（生活障害）への支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

サポート体制・まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）



9 講義・試験

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 筆記試験

16 講義

17 講義

18 講義

19 講義

20 講義

21 講義

22 講義

23 講義

24 試験

25 講義

26 講義

27 講義

28 講義

29 講義

30 試験

精神障害の理解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤井）

試験・まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

知的障害の理解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤井）

テキスト・参考書 最新・介護福祉士養成講座14　障害の理解　中央法規

内部障害　腎機能障害　膀胱・直腸機能障害　小腸機能障害

まとめ

定期試験

内部障害　ＨＩＶ・肝臓機能障害　まとめ（中間）

中間テスト

重症心身障害とは　障害に応じた支援

家族への支援・家族の介護力の評価と介護負担の軽減

障害のある人への支援を考える①

障害のある人への支援を考える②

高次脳機能障害の理解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤井）

発達障害の理解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤井）

難病の理解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤井）

障害別の基礎的理解と特性に応じた支援方法まとめ　　　　　　　　　　　　　（藤井）

障害のある人の心理　障害受容の過程

肢体不自由　運動機能障害・身体的特徴の理解①・心理的特徴の理解②

視覚障害とは　障害の特性の理解

聴覚障害・言語障害とは

重複障害とは　障害児への支援

内部障害　心臓機能障害　呼吸機能障害



講義60時間・４単位 １学年　通年

髙草木　めぐ美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

目標
①介護に必要な基礎的な知識として、からだとこころのしくみについて理解する

②人体の構造や機能を理解し、根拠をもった介護実践につなげる

科目名 30．こころとからだのしくみⅠ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験 解剖生理学をもとに、看護師として患者様に関わってきた経験を活かした授業を行う

評価基準
筆記試験（中間試験・定期試験・授業態度）　100％

からだのしくみ　⑥　消化器　消化と吸収（胃・小腸・大腸）

講義内容

「健康」とは何か　アレルギー　標準予防策

人間の欲求の基礎的理解　マズローの欲求段階とは

こころのしくみの基礎　脳のしくみ　学習・記憶・思考のしくみ

からだのしくみ　①　身体各部の名称、骨・筋肉　母国語での変換

からだのしくみ　②　筋肉の動き　関節の動き

からだのしくみ　③　脳、神経　末梢神経

からだのしくみ　④　感覚器（目・鼻・耳・味覚器・皮膚）　内臓の名称

薬の知識　服薬の介助　

薬の知識　点眼・座薬・浣腸

からだのしくみ　⑤　呼吸器・循環器（心臓・血液の流れ）

からだのしくみ　⑤・⑥　振り返り

からだのしくみ　⑦　消化器（肝臓・胆のう・脾臓）

からだのしくみ　⑧　泌尿器（腎臓）・生殖器・内分泌



15 講義

16 講義

17 講義

18 試験

19 講義

20 講義

21 講義

22 講義

23 講義

24 講義

25 講義

26 講義

27 講義

28 講義

29 講義

30 試験

テキスト・参考書
最新・介護福祉士養成講座11　こころとからだのしくみ　中央法規

ストーマ・尿道カテーテルの管理の方法②

まとめ②

定期試験

自律神経を考える①

自律神経を考える②

ハンドトリートメント

終末期の関わり①

終末期の関わり②

まとめ①

からだのしくみ　⑨　血液・免疫・体液・リンパ

からだのしくみ　⑩　爪・毛髪・口腔・歯の構造と機能

生命維持と恒常性のしくみ

中間試験

からだのしくみでクイズを作ろう

介護福祉職の行える範囲の処置

ストーマ・尿道カテーテルの管理の方法①



講義60時間・４単位 ２年生　通年

髙草木　めぐ美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義・試験

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

内分泌、代謝性疾患、感染症、膠原病、精神疾患と症状

先天性疾患、血液・造血器疾患と症状

在宅医療と多職種連携

運動器疾患、神経、筋疾患と症状

講義内容

移動のしくみ・心身の機能低下が移動に及ぼす影響

身じたくのしくみ・心身の機能低下が身じたくに及ぼす影響

食事のしくみ・心身の機能低下が食事に及ぼす影響

入浴・清潔保持のしくみ・心身の機能低下が入浴・清潔保持に及ぼす影響

排泄のしくみ・心身の機能低下が排泄に及ぼす影響

休息・睡眠のしくみ・心身の機能低下が休息・睡眠に及ぼす影響

人生の最終段階のケアに関する「死」のとらえ方

終末期における医療職との連携　介護職の役割　看取ることとは　中間試験

呼吸器・循環器疾患と症状

腎・泌尿器・消化器疾患と症状

目標

①介護実践の根拠となる、人体の機能及び介護サービスの提供における安全の配慮に
ついて理解する

②生活支援に必要な基礎的知識を身につける　

③死に対するこころとからだの変化を理解する

科目名 31．こころとからだのしくみⅡ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
看護師として実施した患者指導、家族指導の経験から、根拠のある介護実践とは何か
という部分に重きをおいた授業を展開していく

評価基準
筆記試験（中間試験・定期試験・授業態度）100％



15 講義

16 講義

17 講義

18 講義

19 講義

20 講義

21 講義

22 講義

23 講義

24 講義

25 講義

26 講義

27 講義

28 講義

29 講義

30 試験

各国のエンゼルケアを調べてみよう①

各国のエンゼルケアを調べてみよう②

終末期とその後の対応　エンゼルケア①

終末期とその後の対応　エンゼルケア②

振り返り

入院、施設、在宅の違い

まとめ

テキスト・参考書

最新・介護福祉士養成講座11　こころとからだのしくみ　中央法規

振り返り

まとめ

定期試験

振り返り

振り返り

振り返り

振り返り

振り返り

振り返り



講義30時間・2単位 1学年　前期

深澤　みはる
髙草木　めぐ美

有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 試験

14 講義・演習

15 講義・演習

講義内容

医療的ケアとは　　　　　（医療的ケアとは　バイタルサインとは）

健康チェックとアセスメント①　　（体温測定）

担当講師の実務経験
病院での経験を活かし、バイタルサインの意味や必要性を理解し、利用者の健康管理
ができるような知識と技術を伝える。

評価基準

目標

筆記試験（70点）・レポート課題等（30点）

・介護の場における医療的ケアについて理解する。
・健康管理の必要性と健康管理に必要な技術を学ぶ。
・普通救急講習を通して、救急時の対応ができるように知識・技術を広げる。特に、
一次救急処置（心肺蘇生法・AEDを用いた除細動）の標準的な実技を実施できる。消
防署の普通救命Ⅰの資格を取得する。

科目名 32．医療的ケアⅠ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

健康状態の把握　　　　（バイタルサイン・急変状態について）

健康チェックとアセスメント②　　（脈拍測定）

健康チェックとアセスメント③　　（血圧測定）

一次救命処置②　　　　　（AEDの使用の仕方・傷病者の観察他）

テキスト・参考書

バイタルサインの測定

口腔ケアを必要とする利用者への援助①　（誤嚥とそのリスク）

口腔ケアを必要とする利用者への援助②　（口腔ケア援助方法）

医療的ケアとは　　　　（喀痰吸引等制度・その他の制度）

安全な療養生活　　　　（喀たん吸引や経管栄養の安全な実施）

最新　介護福祉士養成講座15　医療的ケア　中央法規
配布資料

筆記試験

一次救命処置①　　　　　（AEDの使用の仕方・傷病者の観察他）

健康チェックとアセスメント④　　（動脈血酸素飽和度測定）

清潔保持と感染予防　　（感染予防・消毒と滅菌）



講義60時間 ・4単位 １学年　後期

深澤　みはる
髙草木　めぐ美

有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論⑥
急変・事故発生時の対応と事前対策

高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順①
喀痰吸引で用いる器具・機材とそのしくみ、清潔保持

高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順②
口腔内吸引・鼻腔内吸引の技術と留意点１

高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順③
口腔内吸引・鼻腔内吸引の技術と留意点２

口腔内吸引の手順・手技　１

口腔内吸引の手順・手技　２

鼻腔内吸引の手順・手技

高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順④
気管カニューレ内吸引の技術と留意点１

高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順⑤
気管カニューレ内吸引の技術と留意点２

気管カニューレ内部吸引の手順・手技１

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論⑤
喀痰吸引により生じる危険、事後の安全確認

担当講師の実務経験
病院での経験を活かし、医療的ケアの意味や必要性を理解できるように、基本的な知
識と技術を伝える。

評価基準 筆記試験（100％）

目標
・医療職と連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術
を習得する
・介護の場における医療的ケアの必要性を理解する

講　義　内　容　

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論①　喀痰吸引とは

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論②
人工呼吸療法の場合の吸引・子どもの吸引について

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論③
吸引を受ける利用者や家族の気持ちと対応、説明と同意

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論④
呼吸器系の感染と予防（吸引と関連して）

科目名 33．医療的ケアⅡ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無



16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義

19 講義

20 講義

21 講義

22 講義・演習

23 講義・演習

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義・演習

30 試験

まとめ（経管栄養）

テスト

テキスト・参考書
最新　介護福祉士養成講座15　医療的ケア　中央法規

配布資料

高齢者および障害児・者の胃ろう・腸ろう経管栄養実施手順②

まとめ（吸引）

高齢者および障害児・者の経管栄養概論①
消化・吸収とよくある消化器の症状

高齢者および障害児・者の経管栄養概論②
経管栄養法とは・注入する栄養剤に関する知識・経管栄養実施上の留意点

高齢者および障害児・者の経管栄養概論③
経管栄養により生じる危険　注入後の安全確認、急変・事故発生時の対策と事前対策

高齢者および障害児・者の経管栄養実施手順①

高齢者および障害児・者の経管栄養実施手順②

経管栄養の手技・手順１

経管栄養の手技・手順２

経管栄養の手技・手順３

高齢者および障害児・者の胃ろう・腸ろう経管栄養実施手順①

気管カニューレ内部吸引の手順・手技３

気管カニューレ内部吸引の手順・手技２



演習30時間・1単位 2学年　前期

深澤　みはる
髙草木　みぐ美

有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 試験

9 試験

10 試験

11 試験

12 試験

13 試験

14 試験

15 試験

講義内容

口腔内吸引の手順・手技　まとめ１

鼻腔内吸引の手順・手技　まとめ２

担当講師の実務経験
病院での経験を活かし、専門職との連携の重要性を伝え、安全に医療的ケアが実施で
きるように、基本的な知識と技術を指導する。

評価基準

目標

演習　　実技試験

利用者の安全に配慮した、喀たん吸引及び経管栄養の技術を正しく習得することが
できる。
（口腔内吸引・鼻腔内吸引・気管内吸引・経鼻経管栄養・胃ろう腸ろう経管栄養）

科目名 34．医療的ケアⅢ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

実技試験（経鼻・胃ろう・腸ろうによる経管栄養）

気管カニューレ内吸引の手順・手技　まとめ１

気管カニューレ内吸引の手順・手技　まとめ２

実技試験（経鼻・胃ろう・腸ろうによる経管栄養）

テキスト・参考書

胃ろう・腸ろう経管栄養の手技・手順　まとめ

喀痰吸引・経管栄養の演習まとめ

実技試験（口腔・鼻腔・気管カニューレからの吸引）

実技試験（口腔・鼻腔・気管カニューレからの吸引）

実技試験（口腔・鼻腔・気管カニューレからの吸引）

最新　介護福祉士養成講座15　医療的ケア　中央法規
配布資料

実技試験（経鼻・胃ろう・腸ろうによる経管栄養）

実技試験（経鼻・胃ろう・腸ろうによる経管栄養）

経鼻経管栄養の手技・手順　まとめ

実技試験（口腔・鼻腔・気管カニューレからの吸引）



実習45時間・１単位
２学年　通年
（選択科目）

深澤みはる・髙草木めぐ美 有　・　無

科目名 35．医療的ケア実習　

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

【医療的ケア実習の目的】
平成24年4月1日改正「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づき、喀痰吸引等の医療的
ケアを必要とする利用者に対し、より安全で安定的なケアを提供するため、適切に当
該ケアを行える介護福祉士を養成することを目的とする。

【医療的ケア実習の到達目標】
学生が、指導看護師の指導を受けながら、利用者の心身の状態を正確に観察し、指導
看護師と連携し医師に報告し、その指示に基づいて、医療的ケアを安全かつ効果的に
実施できる。

【医療的ケア実習期間】
実習期間　指定された2日間および４日間　全6日間
実習時間　原則8：30～17：30（1日8時間）
医療的ケア実習を行う時間以外は、介護技術の向上を図るために、利用者支援の時間
に当てる。多種職協働とチームケアについて、医療職と介護職との連携や報告方法等
においても積極的に学ぶ機会とする。

[実地研修・項目]
　喀痰吸引
① 口腔内吸引　　　　　10回以上
② 鼻空内吸引　　　　　20回以上
③ 気管カニューレ内部　20回以上
 　経管栄養
④ 胃ろうまたは腸ろう　20回以上
⑤ 経鼻　　　　　　　　20回以上
＊以上の項目の内、実習施設及び病院等の実習先において、①と②のみの実施を行
う。
＊また、学内で行った研修の回数は、実施研修の回数に含まれない。

備考

担当講師の実務経験
病院等での勤務経験を活かし、安全・安楽に医療的ケアが実施できるように指導す
る。

評価基準

目的・目標

施設指導者による評価、及び巡回指導の教員評価



講義60時間・４単位 １学年・通年

魚屋真佐江/黛真人 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 健康診断

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 就職活動

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

8月ホームルーム

9月ホームルーム

10月ホームルーム

11月ホームルーム

7月ホームルーム（夏休みに向けて）

講義内容

学事予定（オリエンテーション①）

学事予定（オリエンテーション②）

学事予定（オリエンテーション③）

学事予定（オリエンテーション④）

学事予定（健康診断）

4月ホームルーム

5月ホームルーム

学事予定（防災訓練）

6月ホームルーム

学事予定（就職相談会）＊スーツ着用

目標

〇 学校生活を円滑に送れるよう、授業の内容や学則等の理解を深める。
〇 行事等を通し、協調性やコミュニケーション能力を高め、豊かな感性を養う。
〇 就職に向けての準備を進めるにあたり、必要な情報や知識を得る。
〇 留学生と日本人学生が共に学びあうことで学習効果を高める。

科目名 36．特別講座Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

評価基準
出席状況、レポート等



16 文化祭

17 文化祭

18 文化祭

19 文化祭

20 文化祭

21 文化祭

22 文化祭

23 文化祭

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義・演習

30 講義・演習

学事予定（PAZ祭準備など②）

学事予定（PAZ祭準備など③）

学事予定（PAZ祭準備など④）

学事予定PAZ祭

学事予定PAZ祭

学事予定（PAZ祭準備など①）

テキスト・参考書

〇 テキストは特に使用せず、必要に応じて資料を配布する。
〇 学校行事に関連する内容については、内容をきちんと確認し積極的に取り組むこ
と。
〇 他の科目の学習の進捗状況によっては、内容及び実施時期が変更となる可能性あ
り。

学事予定PAZ祭

学事予定（予餞会）

学事予定（予餞会）

学事予定PAZ祭

12月ホームルーム（冬休みにむけて）

1月ホームルーム

2月ホームルーム

学事予定（予餞会準備①）

学事予定（予餞会準備②）



講義60時間・4単位 ２学年  通年

髙草木めぐ美/深澤みはる 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 試験

4 試験

5 健康診断

6 講義・演習

7 試験

8 試験

9 就職活動

10 試験

11 試験・講義

12 講義

13 講義

14 講義

目標

・学校生活を円滑に送れるよう、授業の内容や学則等の理解を深める。
・行事等を通し、協調性やコミュニケーション能力を高め、豊かな感性を養う。
・就職に向けての準備を進めるにあたり、必要な情報や知識を得る。
・留学生と日本人学生が共に学びあえるような学習効果を高める。

科目名 37．特別講座Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

評価基準 学力評価試験100％（125点×0.8）

第1回全国模擬試験、夏休みにむけて

講義内容

学事予定（オリエンテーション①）

学事予定（オリエンテーション②）

校内・模擬試験（第1回）

校内・模擬試験（第1回）

学事予定（健康診断）

学事予定（防災訓練）

校内・模擬試験（第２回）

校内・模擬試験（第２回）

学事予定（就職相談会）

第1回全国模擬試験

学力評価試験・国家試験対策（領域：介護）

学力評価試験・国家試験対策（領域：こころとからだ、医療的ケア）

学力評価試験・国家試験対策（領域：社会）



15 試験

16 試験

17 講義

18 講義

19 講義

20 試験

21 試験

22 文化祭

23 文化祭

24 文化祭

25 文化祭

26 文化祭

27 文化祭

28 文化祭

29 文化祭

30 講義・演習

テキスト・参考書

学事予定（PAZ祭準備など）

学事予定（PAZ祭）

学事予定（冬休みにむけて）

学事予定（PAZ祭準備など）

学事予定（PAZ祭準備など）

学事予定（PAZ祭準備など）

学事予定（PAZ祭）

学事予定（PAZ祭）

学事予定（PAZ祭）

・必要に応じて資料配布。
・行事に関連する事柄においては内容をきちんと確認し、積極的に取り組むこと。
・学習の進捗状況により、内容及び実施時期が変更になることもある。

第2回全国模擬試験

第2回全国模擬試験

学力評価試験・国家試験対策（領域：介護）

学力評価試験・国家試験対策（領域：こころとからだ、医療的ケア）

学力評価試験・国家試験対策（領域：社会）

学力評価試験

学力評価試験
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別表

　　保育学科　履修科目

必修 選択 前期 後期 前期 後期

保育原理 1 講義 必修 2 ○ 塩澤　恵美

教育原理 2 講義 必修 2 ○ 都丸　千寿子

子ども家庭福祉 3 講義 必修 2 ○ 坂井 勉

社会福祉 4 講義 必修 2 ○ 太田　茂

子ども家庭支援論 5 講義 必修 2 ○ 西川　君代

社会的養護Ⅰ 6 講義 必修 2 ○ 井上　暁子

保育者論 7 講義 必修 2 ○ 塩澤　恵美
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保育の心理学 8 講義 必修 2 ○ 諸星　聡美

子ども家庭支援の心理学 9 講義 必修 2 ○ 井上　暁子

子どもの理解と援助 10 演習 必修 1 ○ 田子　文子

子どもの保健 11 講義 必修 2 ○ 内山かおる

子どもの食と栄養Ⅰ 12 演習 必修 1 ○ 飯塚　由美

子どもの食と栄養Ⅱ 13 演習 必修 1 ○ 飯塚　由美

実践演習　こどもの医療Ⅰ 14 演習 選択必修 1 ○ 小室　浩子

実践演習　こどもの医療Ⅱ 15 演習 選択必修 1 ○ 小室　浩子

療育支援論 16 講義 選択必修 2 ○ 橋口優・井上暁子
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保育の計画と評価 17 講義 必修 2 ○ 都丸　千寿子

保育内容総論 18 演習 必修 1 ○ 都丸　千寿子

保育内容健康 19 演習 必修 1 ○ 小林　由井子

保育内容人間関係 20 演習 必修 1 ○ 高橋　恵津子

保育内容環境 21 演習 必修 1 都丸　千寿子

保育内容言葉 22 演習 必修 1 ○ 高橋　恵津子

保育内容表現 23 演習 必修 1 ○ 小林　由井子

身体表現と遊び 24 演習 必修 1 霜触　智紀

音楽表現と遊びⅠ 25 演習 必修 1 ○ 鵜飼　侑起子

造形表現と遊び 26 演習 必修 1 ○ 宮川　紗織

言語表現と遊び 27 演習 必修 1 ○ 田子　文子

乳児保育Ⅰ 28 講義 必修 2 ○ 剣持　佐智子

乳児保育Ⅱ 29 演習 必修 1 ○ 剣持　佐智子

子どもの健康と安全 30 演習 必修 1 ○ 小室　浩子

障がい児保育Ⅰ 31 演習 必修 1 ○ 井上　暁子

障がい児保育Ⅱ 32 演習 必修 1 ○ 井上　暁子

社会的養護Ⅱ 33 演習 必修 1 ○ 坂井 勉

子育て支援 34 演習 必修 1 ○ 田子文子・太田茂

保育・子育て支援演習Ⅰ 35 演習 選択必修 1 小林由井子・鵜飼侑起子

保育・子育て支援演習Ⅱ 36 演習 選択必修 1 小林由井子・鵜飼侑起子

実践演習　自然と食Ⅰ 37 演習 選択必修 1 都丸千寿子・剣持佐智子

実践演習　自然と食Ⅱ 38 演習 選択必修 1 都丸千寿子・剣持佐智子

音楽表現と遊びⅡ 39 演習 選択必修 1 ○ 鵜飼　侑起子

保育教材研究Ⅰ 40 演習 選択必修 1 ○ 塩澤　恵美

保育教材研究Ⅱ 41 演習 選択必修 1 ○ 椎名　容子

保育のためのピアノ演習Ⅰ 42 演習 選択必修 1 ○ 鵜飼　侑起子

保育のためのピアノ演習Ⅱ 43 演習 選択必修 1 ○ 鵜飼　侑起子

保育のためのピアノ演習Ⅲ 44 演習 選択必修 1 ○ 鵜飼　侑起子

保育のためのピアノ演習Ⅳ 45 演習 選択必修 1 ○ 鵜飼　侑起子
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保育実習Ⅰ（保育所） 46 実習 必修 2 ○ 剣持佐智子・鵜飼侑紀子

保育実習Ⅰ（施設） 47 実習 必修 2 ○ 井上暁子

保育実習指導Ⅰ（保育所） 48 演習 必修 1 剣持佐智子・鵜飼侑紀子

保育実習指導Ⅰ（施設） 49 演習 必修 1 井上暁子

保育実習Ⅱ 50 実習 選択必修 2 ○ 剣持佐智子・鵜飼侑起子

保育実習指導Ⅱ 51 演習 選択必修 1 ○ 剣持佐智子・鵜飼侑起子

保育実習Ⅲ 52 実習 選択必修 2 ○ 井上　暁子

保育実習指導Ⅲ 53 演習 選択必修 1 ○ 井上　暁子

計 6 6

条件
単位 1年 2年

○

○

保育の本質・目的に関する科目

保育の対象の理解に関する科目

○

2022年度　保育学科カリキュラム

区分 授業科目名 NO.

○

担当教員
授業
形態

集中

○

○

保育実習

○

保育の内容・方法に関する科目



保育実践演習 54 演習 必修 2 塩澤　恵美

計 2 0

保育の英語Ⅰ 55 演習 選択必修 1 ○ 増田　麗子

保育の英語Ⅱ 56 演習 選択必修 1 ○ 増田　麗子

体育講義 57 講義 必修 1 ○ 衣川　隆

体育実技 58 実技 必修 1 衣川　隆

基礎学力演習 59 演習 選択必修 1 ○ 西川君代・塩崎猛雄

保育キャリアデザインⅠ 60 演習 選択必修 1 ○ 井上暁子・塩澤恵美・西川君代・塩崎猛雄

保育キャリアデザインⅡ 61 演習 選択必修 1 井上暁子・塩澤恵美・西川君代・塩崎猛雄

メディア社会と子育て 62 講義 選択必修 2 ○ 塩澤　恵美

日本国憲法 63 講義 選択必修 2 ○ 魚屋真佐江

計 2 9

特別講座Ⅰ 64 演習 選択 1

特別講座Ⅱ 65 演習 選択 1

14

9 4

20 11

6 6

2

2 9

2

合計 53 32

集中

その他

保育の本質・目的に関する科目

○

○

総合演習

教養科目

○

○

その他

保育の対象の理解に関する科目

保育の内容・方法に関する科目

保育実習

総合演習

教養科目



講義30時間・2単位 1学年　前期

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

生活事例からはじめる保育原理（青踏社）
保育所保育指針解説(フレーベル館)
幼稚園教育要領解説(フレーベル館)
幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説(フレーベル館)

保育の方法

目標

１．保育の意義及び目的について理解する。
２．保育に関する法令及び制度を理解する。
３．保育所保育指針における保育の基本について理解する。
４．保育の思想と歴史的変遷について理解する。
５．保育の現状と課題について考察する。

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準
授業態度・提出物（20％）

筆記試験（80%）

保育者に求められるもの

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）
保育とは

講義内容

子ども理解とは

テキスト・参考書

保育の思想と歴史

保育の目標と内容

科目名 保育原理

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

保育所・幼稚園・認定こども園の制度と機能

保育の理念を支える法規

テスト・まとめ

多様化する保育ニーズと子育て支援

保育者のあり方

海外の保育事情

日本の保育の現状と課題

子どもの育ち・学びの連続性

保育の計画と評価

1



講義30時間・２単位 １年生　後期

都丸  千寿子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

　　

外国の教育理論②　ペスタロッチ、フレーベルの思想

テキスト・参考書

外国の教育理論③　デューイ、モンテッソーリの思想

日本の教育理論③　倉橋惣三、城戸幡太郎の思想

日本の教育理論②　福沢諭吉、森有礼の思想

日本の教育理論①　貝原益軒、佐藤信淵の思想

まとめ  /　テスト

教育行政・制度　　教育委員会・生涯学習・学校選択制

教育実践②　　　　発達理解

教育実践①　　　　教育課程と教育方法

日本教育史②　　  民主的教育制度の確立と教育

日本教育史②　　　 近代の教育

日本教育史①　　　 古代から中世武家社会までの学校や教育

外国教育史　　　　 古代ギリシャから近代ヨーロッパの教育思想や歴史

「人物で学ぶ教育原理」（三恵社）

評価基準
授業態度・提出物（２０％）

筆記試験・レポート（８０％）

外国の教育理論①　コメニウス、ロック、ルソーの思想

教育の意義　保育と教育の関係などについて

講義内容

目標

1.教育学の基礎的な概念について学び、教育の意義や目的、保育と教育の関係を理解する。
2.教育思想の歴史的変遷を学び、教育の理論や歴史を理解する。
3.西洋及び日本における教育の大衆化、制度化、高度化の歴史について理解し、現代の
　教育行政や教育制度について理解する。
4.教育実践の様々な取組や先人の教育観・子ども観を学び、現代的に考える。
5.生涯学習社会における教育の現状と課題について理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 教育原理

幼稚園・小学校教諭・校長、県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）として幼児教
育・義務教育に携わってきた。これらの経験から幅広く教育について指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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講義30時間・2単位 １学年・後期

坂井　勉 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

児童の福祉を支える子ども家庭福祉　　（萌文書林）

テキスト・参考書

子ども家庭福祉と保育１　（保育所/保育士の仕事、人権擁護の歴史的変遷）

子ども家庭福祉の財政と実施機関　（厚生労働省、地方自治体、児童相談所等）

子ども家庭福祉の制度と法体系　（保育・福祉の法体系、児童福祉法、児童虐待防止法）

子ども家庭福祉と保育２　（児童の権利に関する条約、第三者評価、苦情解決）

テスト・まとめ

改正児童福祉と専門職・実施者　（それぞれの職場と仕事/里親について）

ひとり親家庭、子どもと保育　（母子家庭、父子家庭、母子福祉施設、食育基本法）

障害のある児童、少年非行への対応と支援　（在宅の障害児童の暮らしと支援制度）

児童虐待、ドメスティック・バイオレンス、社会的養護　（児童虐待の実態と対応）

多様なニーズへの対応　（地域における保育サービスの展開）

少子化と子育て支援サービス、母子保健　（子育て支援施策の変遷、現代の施策の概要）

児童福祉施設等　（児童福祉施設の概要と法的枠組み、子育て支援事業）

科目名 子ども家庭福祉

児童福祉関連施設にて３５年実務経験を行った経験を活かし、子ども家庭福祉に関する制度
等を指導する。

講義内容

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
筆記試験（70％）、授業態度・提出物等（30％）

子ども家庭福祉の歴史的変遷　（理念、実践の変化と現代家庭福祉の理解）

子ども家庭福祉の理念と概念　（活動内容・実践対象とその方法）

開講学年

担当講師の実務経験

現代社会と子ども家庭福祉　（現代社会の子育ての実態と児童福祉の必要性）

目標

３．子ども家庭福祉の現状と課題にについて説明できるようになる。

２．子ども家庭福祉と保育との関連性及び児童の人権について説明できるようになる。

１．現代社会における子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷について説明できるようになる。
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講義30時間・2単位 1学年　前期

太田　　茂 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義・演習

14 講義

15 講義・試験

①現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷について説明できるようになる。

②社会福祉と児童福祉及び児童の人権や家庭支援との関連性について理解する。

③社会福祉の制度や実施体系について理解する。

科目名 社会福祉 

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験 知的障害者福祉施設勤務３５年・社会福祉士（国家資格）

評価基準 筆記試験（７０％）・レポート（２０％）・講義態度（１０％）

目標

テキスト・参考書

社会福祉　　吉田眞里著　　青鞜社

社会福祉の相談援助①　社会福祉の専門技術としての相談援助技術の意義と原則を学ぶ。

社会福祉の相談援助②　社会福祉における相談援助の方法と技術を学ぶ。

社会福祉の動向と課題①　少子高齢化社会への課題を学ぶ。

社会福祉の動向と課題②　在宅福祉・地域福祉の推進を学ぶ。

④社会福祉における相談援助や利用者の保護にかかわる仕組みについて説明できるようになる。

⑤社会福祉の動向と課題について理解する。

利用者を保護する仕組み　「第三者評価」「苦情解決の仕組み」「権利擁護」の仕組みを学ぶ。

講義内容

社会福祉の理念と課題①　日本における社会福祉の概念について、法的基盤を学ぶ。

社会福祉の理念と課題②　「福祉ニーズ」「社会参加」とは何かを考える。

社会福祉の理念と課題③　社会福祉で考える「自立」・「平等」・「平等な支援」とは何かを学ぶ。

社会福祉の歴史的変遷①　貧困問題の取り組みについて歴史的変遷を知り貧困の理由を学ぶ。

社会福祉の歴史的変遷②　国民の福祉の保障と、福祉を支援するのは誰かを学ぶ。

社会福祉と児童家庭福祉　社会福祉と児童家庭福祉の関連性を学び支援の基本的な考えを学ぶ。

児童の権利擁護　子どもの権利擁護に基づく支援の在り方を学ぶ。

社会福祉の制度①　「社会福祉の基盤となる法律」を学ぶ。

社会福祉の制度②　「福祉の政策主体」や「社会福祉施設の役割」・「財源」を学ぶ。

社会保険　「社会保険」の仕組みと内容を学ぶ。



講義30時間・2単位 ２学年　後期

西川　君代 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

評価基準
筆記試験（80％）　　授業態度・提出物（20％）

子ども家庭支援の目的と機能（養育・保護・休息・生活文化伝承）

子ども家庭支援の意義と必要性（家庭の意義・離婚や再婚・親子関係・ジェノグラム）

講義内容

目標

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 子ども家庭支援論

公立幼・小・中学校での勤務とスクールカウンセラーの経験を活かし、相談の意義や技法を
指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

5. 子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と、子ども家庭支援の現状と課題について
理解する。

3. 子育て家庭に対する支援体制を理解する。
4. 相談援助の基本的理論の理解とともに、技法演習を通して力量を高める。

1. 子育て家庭に対する支援の意義・目的を理解する。
2. 保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解する。

参考書　　「子どもの福祉と子育て家庭支援」（みらい）

テキスト　「児童の福祉を支える　子ども家庭支援論」（萌文書林）

子どもの発達と家族・家族の役割（子どもの発達・親の発達・親として・子どもとしての役
割）

テキスト・参考書

保育士等による子ども家庭支援の意義と基本（専門性を活かした支援）

家庭の状況に応じた支援（面談演習③）

家庭の状況に応じた支援（面談演習②）

保育士に求められる基本的態度（子どもの育ちの喜び共有・面談の基本・面談演習①）

まとめ・テスト

子ども家庭支援の内容及び現状と課題（子どもの問題・子どもと家庭を支援する社会の機運
等）

多様な支援の展開と関係機関との連携（家庭支援の内容・対象・関係機関）

子育て家庭に対する支援の体制（次世代育成支援施策・男女共同参画社会・ワークライフバラ
ンス）

子育て家庭に対する支援の体制（子育て家庭の福祉を図るための社会資源・子育て支援施策）

地域の資源の活用と自治体・関係機関等との連携・協力（地域資源　物・人・金）

家庭の状況に応じた支援（面談演習⑤）

家庭の状況に応じた支援（面談演習④）
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講義30時間・2単位 １学年　前期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

テキスト・参考書

児童の福祉を支える社会的養護Ⅰ（萌文書林）

社会的養護の基本原則Ⅱ：保護 －自己実現に向けた支援－

社会的養護の基本原則Ⅲ：子どもであることへの回復 －治療的支援－

社会的養護の基本原則Ⅳ：生活文化と生活力の習得 －自立支援－
社会的養護の基本原理Ⅴ：生命倫理観の醸成

社会的養護の制度と実施体系

施設養護の対象・形態・専門職Ⅰ－乳児院と児童養護施設－

施設養護の対象・形態・専門職Ⅱ－障害児の入所施設－

施設養護の対象・形態・専門職Ⅲ －児童自立支援施設と児童心理治療施設－

家庭養護の特徴・対象・形態　－里親・ファミリーホーム－

社会的養護の現状と課題① －施設の運営管理、倫理、権利擁護－

社会的養護の現状と課題② －被措置児童等虐待防止、地域福祉－

まとめ・テスト

社会的養護の基本原則Ⅰ：養育 －日常生活支援－

担当講師の実務経験
障害児入所施設の職員として、子どもの生活支援等にあたってきた。これらの経験から、施
設養護についてや、社会的養護を必要とする子どもやその家庭の支援について教授する。

評価基準
筆記試験（70％）、授業態度・提出物（30％）

目標

1．現代における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。

2．子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。

3．社会的養護の制度や実施体系等について理解する。

4．社会的養護の対象や形態、関係する専門職等について理解する。

5．社会的養護の現状と課題について理解する。。

講義内容

科目のガイダンス、現代社会における社会的養護の意義と変遷

子どもの人権擁護と社会的養護

家庭の機能と社会的養護

科目名 社会的養護Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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講義30時間・2単位 １学年　後期

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育者論

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業態度・提出物（20％）

筆記試験（80%）

幼稚園教諭とは

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）
保育者とは

講義内容

目標

３．保育者の資質向上とキャリア形成について理解する。

２．多様な専門性を持った保育者や機関等との協働について理解する。

１．保育者の役割・倫理を理解したうえで、保育士という職業の制度的な位置づけと
　　専門性について考察し、理解する。

保育士とは

保育者論（萌文書林）
保育所保育指針解説（フレーベル館）
幼稚園教育要領解説（フレーベル館）
幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（フレーベル館）

テキスト・参考書

保育教諭および施設で働く保育者

保育者の資質・能力

保育者の制度的位置づけ

保育の現代的問題①　子どもの最善の利益

テスト・まとめ

保育の現代的な問題②　保育者の課題

保育者の葛藤と成長

専門機関や地域との連携

園内の保育者チーム及び家庭との連携

計画に基づく保育の実践と省察・評価

保育の質の向上

養護及び教育の一体的展開
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講義30時間・2単位 1学年　前期

諸星　聡美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義　

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

評価基準 レポート課題により評価を行う

子どもの発達と環境（第２章）

子どもの発達を理解することの意義（第１章）

講義内容

目標

③子どもの学びの過程や特性について基礎的な知識を習得し、保育における人との相互的
　関わりや体験、環境の意義を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育の心理学

臨床心理士・公認心理士。医療及び教育現場で不適応をおこしている子どもや保護者のカウ
ンセリングを行ってきた。これらの経験から、保育現場での子ども理解に役に立つよう、胎
児期から老年期までの発達について講義をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

②子どもの発達に関わる心理学の基礎を習得し、養護及び教育の一体性や発達に即した援
　助の基本となる子どもへの理解を深める。

①保育実践に関わる発達理論などの心理学的知識を踏まえ、発達を捉える視点について理
　解する

「実践につながる新しい保育の心理学」大浦賢治　ミネルヴァ書房　2019年

子ども観・保育観と発達理論からの視点（第３章）

テキスト・参考書

社会情動的発達（第４章）

言語の発達（第７章）

認知の発達（第６章）

身体機能と運動機能の発達（第５章）

乳幼児期の学び（遊び）を支える保育（第１５章）

乳幼児期の学び（遊び）の過程と特性（第１４章）

乳児期の学びに関する理論（第１３章）

成人期から老年期までの発達（第１２章）

学童期から青年期までの発達（第１１章）

３，４，５歳の発達（第１０章）

０，１，２歳の発達（第９章）

アセスメント（第８章）
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講義30時間・2単位 2学年　後期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 テスト

科目名 子ども家庭支援の心理学

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

目標

1．生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性、発達課題等に
　ついて理解する。
2．家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、親子関係や家族関係について発達的に
　理解し、子どもとその家庭を包括的に捉える視点を習得する。

4．子どもの精神保健とその課題について理解する。

3．子育て家庭をめぐる現代の社会状況と課題について理解する。

担当講師の実務経験
障がい児入所施設の児童指導員として、子どもの発達支援や保護者支援や相談業務にあたっ
てきた。これらの経験から、様々な背景や課題を抱えた子どもや保護者の心理や家庭支援に
ついて教授する。

評価基準
筆記試験（70％）、授業態度・提出物（30％）

特別な配慮を必要とする家庭（２）

講義内容

ガイダンス　／　生涯発達とは何か

乳幼児期から学童期前期にかけての発達

学童期後期から青年期にかけての発達

成人期・老年期における発達

子育てを取り巻く社会的状況

家族・家庭の意義と機能

親子関係・家族関係の理解

子育ての経験と親としての育ち　－ライフコースと仕事・子育て－

多様な家庭形態とその理解

特別な配慮を必要とする家庭（１）

発達支援の必要な子どものいる家庭

子どもの精神保健　－子どもの生活・生育環境とその影響－

子どもの精神保健　－子どもの心の健康に関わる問題－

まとめ・テスト

テキスト・参考書

「子ども家庭支援の心理学」（みらい）
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演習30時間・1単位 １学年　後期

田子　文子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 試験

　子どもの見取りと記録から保育実践へつなぐための保育カンファレンス

   特別な配慮を要する子どもの理解と援助　保育カウンセラーとの連携

  子ども理解から子育ての支援へ

 まとめ

テキスト・参考書

「幼児理解に基づいた評価」　文部科学省　（チャイルド社）

「幼稚園教育要領解説」

　子どもの見取りと記録から保育実践へつなぐための保育カンファレンス

講義内容

　保育の始まりとしての子ども理解の重要性

　子ども理解の基盤としてのカウンセリングマインド

　乳児期の発達に応じた援助とかかわり

　乳児期の発達に応じた援助とかかわり

　幼児期の発達に応じた援助とかかわり

　幼児期の発達に応じた援助とかかわり

　ビデオ視聴から子どもの思いを見取り援助の方法を探る

　エピソード記録の取り方について学ぶ

　教育実習のエピソード記録から子ども理解を深め保育実践へつなぐ

　教育実習のエピソード記録から子ども理解を深め保育実践へつなぐ

目標

１ 子ども理解が保育の始まりであり、子どもの行為のどこを見て何を理解しどう援助
　するのか、その基本を学ぶ

２子ども理解を深め援助の質を高めていくための記録の取り方・保育への生かし方を学ぶ

３子ども理解を深める保育カンファレンスについて学ぶ

科目名 子どもの理解と援助

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
幼稚園教諭・園長、幼稚園新規採用教員研修指導員、保育アドバイザー等の実務経験から得
たさまざまな事例をもとに分かりやすく学習できるような授業内容にすると共に、学生自身
の実習経験を通して実践力を身に付けるようにする。

評価基準
　授業への参加意欲（10％）・提出物（10％）・試験（80％）
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講義30時間・2単位 1学年　前期

内山　かおる 有　・　無

3.乳幼児期に起こしやすい事故の予防と発生時の初期対応について説明できる。

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義、GW

13 講義、GW

14 講義

15 試験

新基本保育シリーズ⑪　子どもの保健　（中央法規）

乳幼児期の健やかな成長・発達に向けて保育環境の調整及び衛生管理と実施体制

乳幼児期の健やかな成長・発達に向けた保護者・地域との連携

医療的ケアを必要とする子どもの特性と保育の現状について

試験

テキスト・参考書

乳幼児がけがや事故を起こしやすい理由、事故の予防と発生時の初期対応について

講義内容

オリエンテｰション、子どもの健康と保健の意義、1）健康の概念と健康指標

2）保健活動の目的　乳幼児の生命保持と情緒の安定にかかる保健活動の必要性

子どもの虐待防止に向けての保健活動と保育者の役割、発達障害の支援

乳幼児の心身の発育と運動機能の発達と保健

乳幼児期の生理機能の発育特性にみる生活支援の必要性

乳幼児の健康状態の観察および心身の不調などの早期発見と初期対応

子どもの疾病と保育1：1）乳幼児期の疾病の特徴、2）起こしやすい主要症状

子どもの疾病と保育2：3）子どもの感染症理解の基本、4）耳鼻咽喉科疾患

子どもの疾病と保育3：4）免疫・アレルギー疾患、5）内分泌疾患

子どもの疾病と保育4：6）脳疾患、けいれん・てんかん、7）先天性疾患

目標

1.乳幼児の心身の状態や成長・発達の特性を学び、保育における保健活動の意義を説明できる。

2.乳幼児期に起りやすい主要症状や心身の健康問題に対する基礎的な支援方法を説明できる。

科目名 子どもの保健

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
大学病院小児病棟勤務後、看護系短大・大学にて小児看護学の講義・実習を行っている。看護実習
における保育園・幼稚園実習の指導経験や病院内の病児保育との連携体験などを通して教授する。

評価基準
筆記試験　80％　レポート20％
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演習30時間・1単位 ２学年　前期

飯塚　由美 有　・　無

回 方法

1 講　義

2 講　義

3 講　義

4 講　義

5 講　義

6 講　義

7 講　義

8 講　義

9 講　義・演　習

10 講　義

11 講　義

12 講　義

13 講　義

14 講　義

15 試　験

・子どもの発育・発達と食生活　乳児期の授乳・離乳の意義と食生活
　①乳児期の心身の特徴と食生活の関係
・子どもの発育・発達と食生活　乳児期の授乳・離乳の意義と食生活
　②乳汁栄養
・子どもの発育・発達と食生活　乳児期の授乳・離乳の意義と食生活
　③離乳の意義とその実践

筆記試験

テキスト・参考書

『子育て・子育ちを支援する　子どもの食と栄養』 堤　ちはる・土井正子（萌文書林）

・母乳分泌と食生活

講義内容

・シラバスの説明
・子どもの健康と食生活の意義

・子どもの心身の健康と食生活

・子どもの食生活の現状と課題

・子どもの発育・発達と食生活
　①身体発育、精神・運動機能発達と栄養・食生活
・子どもの発育・発達と食生活
　②食べる機能・消化吸収機能の発達と栄養・食生活
・栄養に関する基礎知識
　①栄養素・栄養生理・代謝に関する基礎知識　糖質、脂質
・栄養に関する基礎知識
　①栄養素・栄養生理・代謝に関する基礎知識　たんぱく質、ビタミン、無機質

・日本人の食事摂取基準の意義とその活用

・献立作成・調理の基本

・子どもの発育・発達と食生活　妊娠期（胎児期）の食生活

目標

・子どもの栄養と食生活は、生涯にわたる健康の基礎が形成される。健全な発育・発達に必
要な事柄を栄養と食生活の綿から学ぶ。
・家庭や児童福祉施設における食生活の現状や課題、特別な配慮を必要とする子どもへの対
応を学び、保護者に対して育児不安を軽減するための指導・援助する力を身に付ける。

・食育の基本と内容を理解し、実践できるようになる。

科目名 子どもの食と栄養Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
病院や児童福祉施設等で栄養管理・栄養指導を実践してきた。これらの経験から他職種協働
の重要性を痛感し、食と栄養に関する基礎知識と実践・応用について指導する。

評価基準
筆記試験40％　レポート、課題の提出20％　授業の取り組み　40％

出席点：減点方式で総合評価から減点する（遅刻、欠席、早退）
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演習30時間・1単位 2学年　後期

飯塚　由美 有　・　無

回 方法

1 講　義

2 講　義・演　習

3 講　義

4 講　義

5 講　義

6 講　義

7 講　義

8 講　義

9 講　義・演　習

10 講　義・演　習

11 講　義

12 講　義・演　習

13 講　義

14 講　義

15

目標

・子どもの栄養と食生活は、生涯にわたる健康の基礎が形成される。健全な発育・発達に
必要な事柄を栄養と食生活の綿から学ぶ。
・家庭や児童福祉施設における食生活の現状や課題、特別な配慮を必要とする子どもへの対
応を学び、保護者に対して育児不安を軽減するための指導・援助する力を身に付ける。

・食育の基本と内容を理解し、実践できるようになる。

科目名 子どもの食と栄養Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
病院や児童福祉施設等で栄養管理・栄養指導を実践してきた。これらの経験から他職種協働
の重要性を痛感し、食と栄養に関する基礎知識と実践・応用について指導する。

評価基準
筆記試験 40％　レポート、課題の提出 20％　授業の取り組み 40％

出席点：減点方式で総合評価から減点する（遅刻、欠席、早退）

特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　②食事療法

講義内容

・幼児期の心身の特徴と食生活の関係

・幼児期の食生活の特徴とその実践

・幼児期の食生活上の問題と健康への対応

・学童期・思春期の心身の発達と食生活

・子どもの発育・発達と食生活　　生涯発達と食生活

・高齢期の食生活上の問題と健康への対応

・食育の基本と内容

・家庭や児童福祉施設における食事と栄養
　①家庭における食事と栄養
・家庭や児童福祉施設における食事と栄養
　②児童福祉施設における食事と栄養
特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　①子どもの疾病の特徴と食生活

特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　①食物アレルギーのある子どもへの対応Ⅰ
特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　②食物アレルギーのある子どもへの対応Ⅱ
特別な配慮を要する子どもの食と栄養
　③障害の特徴と食生活

筆記試験

テキスト・参考書

『子育て・子育ちを支援する　子どもの食と栄養』 堤　ちはる・土井正子（萌文書林）
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演習30時間・1単位 2学年　前期

小室　浩子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

評価基準
授業の参加の積極性（30％）を踏まえて、総合的観点から評価

授業内で実施する試験、レポート提出などの結果（70％）

医療保育概論Ⅰ

オリエンテーション　医療保育とは

講義内容

目標

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 実践演習　こどもの医療Ⅰ

保育園及び病棟保育で得た経験により、医療を必要とする子どもたちへの保育、保護者への
支援のあり方を指導していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

３．医療保育とセーフティマネージメントチーム医療の理解

２．特別なニーズのある子どもの保育支援を美につける

１．医療を必要とする子どもへの理解と対応を身につける

ほけんだより　イラスト&文例集（ナツメ社）

医療保育概論Ⅱ

テキスト・参考書

救急対応Ⅰ

事故防止と対応Ⅱ

事故防止と対応Ⅰ

救急対応Ⅱ

前期試験（前期に学習した内容を中心に出題）

本科の各内容を振り返り、および発展学習方法について

乳幼児突然死症候群Ⅱ

乳幼児突然死症候群Ⅰ

発達障害Ⅱ

発達障害Ⅰ

子ども虐待への対応Ⅱ

子ども虐待への対応Ⅰ
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演習30時間・1単位 2学年　後期

小室　浩子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

評価基準
授業の参加の積極性（30％）を踏まえて、総合的観点から評価

授業内で実施する試験、レポート提出などの結果（70％）

アレルギーの対応Ⅱ

アレルギーの対応Ⅰ

講義内容

目標

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 実践演習　こどもの医療Ⅱ

保育園及び病棟保育で得た経験により、医療を必要とする子どもたちへの保育、保護者への
支援のあり方を指導していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

３．医療保育とセーフティマネージメントチーム医療の理解

２．特別なニーズのある子どもの保育支援を美につける

１．医療を必要とする子どもへの理解と対応を身につける

ほけんだより　イラスト&文例集（ナツメ者）

感染症対策Ⅰ

テキスト・参考書

感染症対策Ⅱ

疾患の概論

疾患の概論

感染症対策Ⅲ

後期試験（後期に学習した内容を中心に出題）

本科の各内容を振り返り、および発展学習方法について

子どもの死とどう向き合うかⅠ

医療保育と家族支援Ⅱ

医療保育と家族支援Ⅰ

疾患の各論

疾患の各論

疾患の概論

15



講義30時間・2単位 2学年　後期

　橋口 　優 (1～10回）
　井上　暁子(11～15回）

有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義・演習

15 講義・演習

目標

1. 子どもの障害・疾患や気になる発達について、早期発見・療育を行うための医療・保健
　・福祉機関の役割と連携について学ぶ。
2. 診断にかかわる問題や、医療的ケア児の支援、小児リハビリテーションについても理解
　する。

科目名 療育支援論

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

橋口：総合支援学校2校にて、内部支援専門家（理学療法士）として4年間勤務した。この
　　　経験から、総合支援学校を含む療育施設の役割や具体的な支援の考え方と実践方法
　　　について教授する。
井上：医療型障がい児入所施設の職員として、子どもの療育にあたってきた。これらの経
　　　験から、療育機関の役割や療育支援の必要な子どもの支援の概要について教授する。

評価基準 出席・授業態度（30％）・ 筆記試験（50％）・レポート（20％）

療育機関の理解：放課後等デイサービス

講義内容

療育とは

定型発達の理解①

定型発達の理解②

定型発達の理解③

運動発達の障害と疾患①　～脳性麻痺～

運動発達の障害と疾患②　～遺伝性疾患～

運動発達の障害と疾患③　～発達障がい～

療育における支援の実際①　～病院などの医療施設での関わり～

療育における支援の実際②　～学校での関わり～

療育における支援の実際③　～地域での関わり～

療育機関の理解：児童発達支援センター、児童発達支援事業所

療育機関の理解：医療型障害児入所施設

医療的ケア①　～吸引～

医療的ケア②　～経管栄養～

テキスト・参考書

配布資料のみ使用

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。
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講義30時間・2単位 2年生　前期

都丸　千寿子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

　　

テキスト　「保育の計画と評価＝豊富な例で1からわかる」（萌文書店）
参考書　　「平成29年度告示　幼稚園教育要領　保育所保育指針　幼保連携型認定こども園教育・
　　　　　保育要領原本」（チャイルド本社）
　　　　　「幼稚園教育要領解説」「保育所保育指針解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育
　　　　　要領解説」（フレーベル館）

社会の変化と保育に求められるもの

テキスト・参考書

幼稚園・保育所・認定こども園における教育・保育の計画（1）

子ども理解に基づく計画と評価

教育課程の編成の実際

幼稚園・保育所・認定こども園における教育・保育の計画（2）

まとめ  /　テスト

保育の評価と改善（振り返ること、ＰDCAサイクル）

保育の省察及び記録（子ども理解と記録の重要性、子どもの育ちを理解する記録）

指導計画の作成と展開　まとめ

指導計画の作成と展開（3）（日案の作成）

指導計画の作成と展開（2）（指導案作成の基礎）

指導計画の作成と展開（1）（指導計画の基本）

指導計画におけるねらいと内容

評価基準
授業態度・提出物（30％）

筆記試験・レポート（70％）

教育課程・保育課程の歴史と変遷

保育における計画と評価の意義、カリキュラムの基礎理論

講義内容

目標

4.保育記録を基に自己評価を行い、次の保育を考える。

3.具体的な指導計画の立案について学び、長期の計画を基に、子どもの実態に即した短期
　の指導計画を立案する。

1.カリキュラムの変遷を学び、就学前教育に必要なカリキュラムについて理解する。
2.教育課程編成の考え方・手順・評価を学び、PDCAの考え方を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育の計画と評価

幼稚園教諭・県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）・県幼児教育センター長とし
て幼児教育に携わってきた。これらの経験から保育の計画や評価の在り方や重要性について
指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

17



演習30時間・1単位 2年生　前期

都丸　千寿子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

　　

テキスト　「生活事例からはじめる－保育内容－総論」（青踏社）
参考書　　「平成29年度告示　幼稚園教育要領　保育所保育指針　幼保連携型認定こども園教育・
　　　　　保育要領原本」（チャイルド本社）
               「幼稚園教育要領解説」[保育所保育指針解説」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領
                 解説」（フレーベル館）
　　　　　「保育する力」（ミネルヴァ書房）

保育内容の歴史的変遷

テキスト・参考書

環境を通して行う保育①ー環境とは、人的環境について

子どもの発達と保育内容（０，１，２歳児の発達と遊び）

子どもの生活場面と保育内容

環境を通して行う保育②―物的環境、自然や社会の事象について

まとめ  /　テスト

保育の記録・幼保こ小の連携（小学校教育への円滑な接続）

多様性への対応・家庭や地域との連携

保育における計画の重要性

保育内容を深めるための園行事の意味と計画

保育の基本を踏まえた保育内容の展開　　遊びによる総合的な保育及び5領域の総合的な展開

保育の基本を踏まえた保育内容の展開　　遊びによる総合的な保育及び5領域の総合的な展開

子どもの発達と保育内容（３，４，５歳児の発達と遊び）

評価基準
授業態度・提出物（30％）

筆記試験・レポート（70％）

保育内容と保育の展開の基本

保育の基本と保育内容について

講義内容

目標

3.子どもの遊びや生活の様子から子ども理解を深め、理解に基づいた指導計画が立案でき
　るようにする。

2.幼稚園・保育所等での乳幼児の生活と遊びを諸側面から捉え、養護と保育が一体となっ
　た保育という営みを理解し、多様に展開できるようにする。

1.保育の基本について学び、保育を総合的にとらえる力を養う。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容総論

幼稚園教諭・県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）・県幼児教育センター長とし
て幼児教育に携わってきた。これらの経験から保育の基本や保育を巡る歴史や現状等につい
て指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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演習30時間・1単位 １学年　前期

小林　由井子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 　テスト

保育内容・領域「健康」について
保育所保育指針・幼稚園教育要領・教育保育要領の全体を熟読する

テキスト・参考書

子どもの育ちと領域「健康」
子どもの様々な面から、発育発達の進み方や、順序について理解する。

子どもの健康と遊び  (子どもの健康と遊びの関連を学ぶ)

子どもの「健康」をめぐる現状と課題
子どもの運動機能の発達 (子どもの運動機能の発達の様子を理解する)

子どもの「健康」をめぐる現状と課題
最近の子どもの体力・運動能力について学ぶ
子どもの健康を促す発育発達状態に見合った運動遊び及び環境構成を理解する

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出すことを目指す視点から全項を振り返
る。

模擬保育
教材研究に基づく保育の活動計画と評価を含めた模擬保育の実践

指導計画と教材研究
運動遊びにおける指導計画を含めた教材研究

運動指導と教材研究
運動遊びにおける指導法を含めた教材研究

子どもの健康と安全教育　(子どもの安全教育について学ぶ)

園生活と生活習慣   (基本的な生活習慣とその意義について学ぶ)

保育所保育指針解説書・幼稚園教育要領解説書・幼保連携型認定こども園教育・保育要領解
説書・事例で学ぶ保育内容　<領域>健康

子どもの健康と遊び  (子どもの興味を引き出す環境の構成)

子どもの健康と遊び  (様々な遊びについて理解を深める)

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容　健康

 幼稚園・保育所での勤務経験を活かし、子どもが充実した生活や遊びのなかで健康に必要な
習慣や態度を身に付けていくことを踏まえ、適切な環境を整えて適時的な援助をする必要が
あることを授業を通して実践していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準

幼児教育の基本　(幼児教育の捉え方について理解を深める)
保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こども教育保育要領の理解

幼児教育の基本　(幼児教育の捉え方について理解を深める)

講義内容

目標
2、幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「健康」に関わる具体的な指導場面を想定し
　た保育を構想する方法を身につける。

1、幼稚園教育要領・保育所保育指針における「領域健康」の「ねらい」「内容」につい
　て理解し、習得し、保育活動の中で実践できるようにする。

　　試験（60％）　授業態度・提出物（40％）
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演習30時間・1単位 １学年　前期

髙橋　恵津子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

子どもの人間関係と社会性・道徳性②　社会性道徳性の育ち、規範意識の芽生え、大人の役割について

必要に応じて資料配布

「幼稚園教育要領解説」「保育所保育指針解説」「幼保連携型こども園教育・保育要領解説」

ワークで学ぶ保育内容「人間関係」菊地篤子［著］（みらい）

保育における人間関係②　園生活で育まれる人間関係について学ぶ

テキスト・参考書

乳幼児期の人間関係　　０歳児の発達と生活・遊び・身近な大人や保育者の役割について学ぶ

子どもの人間関係と社会性・道徳性①　社会性道徳性の育ち、規範意識の芽生え、大人の役割について

３歳以上児の人間関係　　３歳以上児の発達と生活・遊び保育者の役割について学ぶ

１歳以上３歳未満児の人間関係　　１歳以上３歳未満児の発達と生活・遊び保育者の役割を学ぶ

保育者が紡ぐ「人間関係」　子ども理解と保育の質の向上や今後の課題について学ぶ

多様な配慮と保育の構想②　個と集団の育ちへの理解と援助の方法を学ぶ

多様な配慮と保育の構想①　個別な配慮が必要な幼児への援助に関する事例研究

小学校生活生活への接続　幼児期の終わりまでに育ってほしい「人間関係」について学ぶ

保育の展開と指導計画　　人間関係を育む保育計画の立案

家庭や地域との連係②　保護者支援について学ぶ

家庭や地域との連係①　地域とのかかわりについて学ぶ

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容人間関係

幼稚園現場での指導や管理職として長年勤務してきた。
これまで経験した様々なエピソードや事例を多用しながら具体的で実践にいかせる教育を行
う

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業内提出課題・レポート（30％）筆記試験（50％）授業態度（20％）

保育における人間関係①　領域人間関係に示される「ねらい」「内容」について学ぶ

子どもを取り巻く人間関係　　子どもを取り巻く社会的背景と人間関係の始まりについて理解する

講義内容

目標

幼児を取り巻く現代的課題を理解する

領域「人間関係」の指導の基盤となる、幼児の人と関わる力の育ちに関する専門的事項
についての知識を学ぶ

領域「人間関係」に示される「ねらい」及び「内容」を理解する
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演習30時間・1単位 1年生　通年

都丸　千寿子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 演習

12 演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

子どもの生活と環境との関わり

 参考書　「平成29年度告示　幼稚園教育要領　保育所保育指針　幼保連携型認定こども園教育・
　　　　　保育要領 原本」（チャイルド本社）
  　　　　「幼稚園教育要領解説」[保育所保育指針解説」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領
　　　　　解説」（フレーベル館）

テキスト  「保育内容 環境」無藤隆・中坪史典・後藤範子（大学図書出版）

テキスト・参考書

園のあり方としての環境（人的環境・物的環境・自然環境・社会環境等）

科学との出会いと環境(生活や遊びの中に科学の芽をみる)

子どもと身近な物とのかかわり

保育環境を構成することとは(保育所・幼稚園での環境構成の実際)

領域「環境」のまとめ  /　テスト

/環境構成と保育者の役割　/　部分実習指導案の作成

環境教育/子どもを取り巻く情報メディア

自然素材を活かした活動　/　教材研究

可動式遊具を使っての環境構成

数量・図形・文字・標識とのかかわり（興味・関心・感覚を豊かに）

自然環境とのかかわり （原体験からの学び）

保育と行事　/子どもを取り巻く社会環境（地域社会との関わり）

評価基準
授業態度・提出物（30％）

筆記試験・レポート（70％）

領域「環境」について（ねらい・内容・保育者の役割等）/ 教材研究（季節の花マップ）

オリエンテーション／保育とは・環境とは

講義内容

目標

　について考えを深め、伝えられるようになる。

2.身近な環境に自ら関わり、自身の感性を高めるとともに乳幼児の発達に適切な環境

1.子どもを取り巻く環境について知り、子どもの育ちにおける環境の重要性を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容　環境

幼稚園教諭・県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）・県幼児教育センター長とし
て幼児教育・生活科に携わってきた。これらの経験から環境とは何か、乳幼児の環境の重要
性や環境を構成すること等について指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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演習30時間・1単位 １学年　後期

髙橋　恵津子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

児童文化財③　絵本とは何か　絵本各部の名称や絵本のジャンルについて学ぶ

必要に応じて資料配布

「幼稚園教育要領解説」「保育所保育指針解説」「幼保連携型こども園教育・保育要領解説」

保育学生のための「幼児と言葉」「言葉指導法」馬見塚昭久・小倉直子（編著）（ミネルヴァ書房）

乳幼児期の言葉の獲得　　言葉の獲得過程とその特徴について理解する

テキスト・参考書

言葉の豊かさ　　日本語の特徴を理解し、楽しさ、豊かさ、美しさを実感する

児童文化財②　紙芝居　　紙芝居の歴史と特性を知ると共にや演じ方のポイントを学ぶ

児童文化財①　おはなし　児童文化財の意義を理解する。お話の意義を理解し活用方法を身に付ける

言葉遊び　　言葉遊びを体験し、その活用方法を考える

領域「言葉」で育てたい力と保育者の役割について考える

言葉に関して配慮を必要とする幼児の援助と保護者支援について学ぶ

言葉を育む保育③　文字との出会いや文字に対する興味関心を育てる環境について考える

言葉を育む保育②　言葉を豊かにするための教材研究（２）

言葉を育む保育①　言葉を豊かにするための教材研究（１）

幼児の言葉を探る  生活や遊びの中での言葉・幼児の言葉から見える思いや保育者の援助について学ぶ

児童文化財④　絵本と子ども　　読み聞かせの基本的な知識や技術を学ぶ

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容　言葉

幼稚園現場での指導や管理職として長年勤務してきた。
これまで経験した様々なエピソードや事例を多用しながら具体的で実践にいかせる教育を行う

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業内提出課題・レポート（30％）筆記試験（50％）授業態度（20％）

人間と言葉　　自分の考えや思いを伝える「話し言葉」と「書き言葉」について学ぶ

保育の基本と領域「言葉」に示される「ねらい」「内容」について学ぶ

講義内容

目標

言葉の発達を促す保育者の役割や指導の在り方について具体的に学ぶ

幼児の発達における児童文化財の意義について理解を深め、実践する

領域「言葉」に示される「ねらい」及び「内容」を理解する
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演習30時間・1単位 1学年　後期

小林　由井子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 演習

13 演習

14 講義

15 テスト

評価基準
筆記試験（60％）　　授業への意欲・発表内容（40％）

乳幼児の発達と表現

子どもの遊びや生活における表現 

講義内容

目標
3 　幼児の豊かな「表現」を保証する環境や人の関係性を思案できる。
4　「表現」に関する指導案の立て方を学ぶ。

2　 保育者として自ら表現することを楽しみ、表現力を広げて深めていけるよう計画し、
　可能な環境設定の中で模擬授業をする。

1 　領域「表現」を理解し、日常の保育や行事での「表現に関する」具体的な指導法を学ぶ。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育内容　表現

幼稚園・保育所での勤務経験を活かし、子どもの感性と表現を育む保育者のありようについ
て授業を通して考えていきたい。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

身体的な感性と表現

テキスト・参考書

造形的な感性と表現

領域「表現」と小学校教科等とのつながり

領域「表現」の歴史と内容

音楽的な感性と表現

保育内容〔表現〕のまとめ

乳幼児期の表現に関わる現代的課題

音楽表現の教材と指導法

造形表現の教材と指導法

３歳以上児の領域「表現」の指導方法及び保育の構想

３歳以上児の領域「表現」の指導方法及び保育の構想

保育所保育指針解説書・幼稚園教育要領解説書・幼保連携型認定こども園教育・保育要領解
説書　・「最新保育講座　保育内容「表現」平田智久・小林紀子・刑部育子　編著　（ミネ
ルヴァ書房）

３歳未満児の領域「表現」の指導方法の及び保育の構想

領域「表現」と環境構成
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演習30時間・1単位 1学年　集中

霜触 智紀 有　・　無

回 方法

1 講義・実習

2 講義

3 実習

4 実習

5 実習

6 実習

7 実習

8 実習

9 実習

10 実習

11 実習

12 実習

13 実習

14 実習

15 実習・試験

テキスト・参考書

からだで遊ぶ2：少し難しい動きに挑戦する。模倣遊び、リズム遊び

運動遊び1：鬼ごっこ、伝承遊び

からだで遊ぶ4：群での動きを考え、仲間と一緒に踊る・動く。表現運動遊びの応用・発展

からだで遊ぶ3：音楽の感じを理解し、リズムの変化に合わせ動きも変化させる。表現運動遊
びの基本

まとめ

運動遊び指導の実践3：運動遊びの発表（模擬保育）、評価

運動遊び指導の実践2：指導案に基づく実践と検討

運動遊び指導の実践1：運動遊びの指導案の作成

運動遊び5：サーキット遊びの内容と指導・援助法

運動遊び4：身近な物（新聞紙、布、風船等）を用いた遊びの内容と指導・援助法

運動遊び3：表現運動遊びの内容と指導・援助法

運動遊び2：各種ゲームの内容と指導・援助法

③様々な運動遊びの援助法や安全管理の基本について理解する。

②子どもの発育・発達に応じた運動遊びの展開方法について理解する。

①「表現運動遊び」を楽しく実践する技能と指導法を身に付ける。

河田隆 「幼児体育教本」、同文書院、2007年

前橋明 監修「決定版！保育の運動遊び450」、新星出版社、2017年

からだで遊ぶ1：簡単な動きをつなげる。からだづくり、動きづくり

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 身体表現と遊び

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業態度（50％）、実技試験（30％）、提出物（20％）

幼児の運動遊びについて：幼児の運動遊びや遊びの内容と指導・援助について

ガイダンス（授業の目標、内容、進め方）

講義内容

目標
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演習30時間・1単位 1学年　前期

鵜飼　侑起子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・試験

4 講義

5 講義・試験

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習・試験

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習・試験

器楽①幼児が親しみやすい楽器とその種類、カスタネット

器楽②タンブリン、鈴、トライアングル

声楽②声や身体表現を用いた自然や日常の場面の創作

器楽③簡易打楽器を用いたリズム遊び、「おひさま」に向けて①

器楽④簡易打楽器を用いたリズム遊び、「おひさま」に向けて②

器楽⑤実技試験

テキスト・参考書

「子どものための音楽表現技術―感性と実践力豊かな保育者へ―」 今泉明美編著他
(萌文書林)

「改訂ポケットいっぱいのうた」鈴木恵津子他（共同音楽出版社）

音楽の基礎知識④【確認テスト②】

声楽①歌唱活動の意義、呼吸法、保育者のモデル唱、伴奏法

声楽③子どもの声の発達と支援の仕方

声楽④子どもの歌唱への支援方法(導入教材)

声楽⑤歌唱導入教材の実践、歌唱実技試験

音楽の基礎知識①楽譜のしくみ、音名、小節、演奏順序、楽曲形式

音楽の基礎知識②拍、拍子、音符と休符、記号と楽語【確認テスト①】

評価基準
試験・課題提出(70%)

音楽の基礎知識③音程、音階、和音、コードネーム

授業態度・参加の積極性(30%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について、「表現」との関連性

講義内容

目標

3.人の声や楽器等に親しむ体験を通して、子どもの生活と遊びにおける音楽素材や教材等の特
性を理解する。

2.子どものイメージを豊かにし、感性を養う音や音楽の環境構成を理解する。

1.子どもの生活と遊びを豊かに展開するために、子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術
を習得する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 音楽表現と遊びⅠ

ソロ・アンサンブルでの演奏活動や作曲・編曲活動の経験を活かして、子どもの豊かな表現
活動を支えるための音楽表現技術を指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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演習時間30時間・1単位 1学年　後期

宮川　紗織 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義

10 講義

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 筆記試験

幼児の感性や創造性を豊かにするためのさまざまな表現遊びや環境構成、幼児の発達段階に
あわせた活動計画等を実践的に学び、幼児期の表現活動を支援するための知識・技能、表現
力を身に付ける。

グループワーク①　模擬保育実践準備

保育指導案の書き方

保育者の支援　材料・用具・場と空間

幼児の造形表現⑤　版を用いた平面技法

幼児の造形表現②　自然素材との出会い

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 造形表現と遊び

アート、造形、食をテーマに子供から大人まで幅広い年齢を対象としたワークショップを実
践してきた。また乳幼児を対象とした親子教室でのファシリテーターや特別支援学校での美
術の教員としての経験を有する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

授業態度15％、授業の出席率15％、筆記試験30%
授業内での制作作品、ポートフォリオおよび課題の提出40%

吉田収　宮川萬寿美編著『生活事例からはじめる　造形表現』（青踏社）
槇英子『保育をひらく造形表現』（萌文書林）
磯部錦司『生活から生まれる新しい造形活動　子どもとアート』（小学館）
無藤隆『事例で学ぶ保育内容　領域表現』（萌文書林）

テキスト・参考書

幼児の造形表現③　生活素材との出会い

幼児の造形表現④　平面技法

子どもの発達と描画に見られる特徴

造形表現の意義

評価基準

幼児の造形表現①　片栗粉粘土　触覚の変化をあじわう

授業ガイダンス　今後の授業の進め方　アートカードで自己紹介

講義内容

筆記試験

グループワーク④　模擬保育の実践と考察３

グループワーク③　模擬保育の実践と考察２

目標

グループワーク②　模擬保育の実践と考察１
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 演習30時間・1単位 １学年　前期

 田子  文子 有　・　無

１絵本や昔話、紙芝居などの児童文化財に関する基礎的知識を習得しその表現技術を学ぶ

回 方法

1 　　　　　講義

2 　　　　演習・講義

3 　　　　　講義

4 　　　　演習・講義

5 　　　　　講義

6 　　　　　講義

7 　　　　演習・講義

8 　　　　演習・講義

9 　　　　演習・講義

10 　　　　演習・講義

11 　　　　演習・講義

12 　　　　演習・講義

13 　　　　演習・講義

14 　　　　演習・講義

15 　　　　　演習

日本の昔話が語り継がれてきた意味

絵本や物語の面白さを保護者と共有する

子どもの心の中に生き遊びにつながる絵本について考える

絵本や物語からの子ども理解　３歳～５歳　（２）

指導案立案（絵本の読み聞かせ・紙芝居・パペット、ペープサート等の表現技術の実践）　

言葉遊び・紙芝居に関する知識の習得と実践　

テキスト・参考書

保育実践に生きる「言語表現」（萌文書林）

グリム童話を始め外国の昔話が語り継がれてきた意味

模擬保育　　指導案立案と実践、相互評価

模擬保育　　指導案立案と実践、相互評価

まとめ　実習での実践リストを作る

講義内容

絵本や物語の魅力、パペット、ペープサート、パネルシアター等の教材観

絵本作家や画家の創作への思いを知る　

0歳～２歳が喜ぶ絵本や物語と子ども理解

絵本や物語からの子ども理解　３歳～５歳　（１）

0歳～２歳が喜ぶ絵本や物語と教材の活用方法

目標

３シアタースタイルの表現技術を身につけ、豊かな言語活動の実践者となる

２絵本や物語の展開から子供の発達と心の在り様を捉え保育への生かし方を学ぶ

科目名 言語表現と遊び

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
幼稚園教諭・園長、幼稚園新規採用教員研修指導員、保育アドバイザー等の実務経験から絵
本、紙芝居等の文化財の持つ力を保育に生かす知識や技術を学んでいけるようにする。

評価基準
授業への参加意欲（10％）・提出物（30％）

模擬保育での実践（10％）レポートでのまとめ（50％）
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講義30時間・2単位 1学年　前期

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 演習

14 講義・演習

15 テスト

基本的生活習慣の自立に向けた支援と援助（睡眠・衣服の着脱・清潔）

・「新訂 見る・考える・創りだす乳児保育」茶々保育園グループ社会福祉法人あすみ福
　祉会編(萌文書林)

・保育所保育指針(厚生労働省）・保育所保育指針解説

・「コンパス　乳児保育」咲間まり子薯（建帛社）

多様な子育て支援政策と乳児保育の様々な場

テキスト・参考書

1歳未満児の発達過程と保育内容

基本的生活習慣の自立に向けた支援と援助（食事・排泄）

2歳以上3歳未満児の発達過程と保育内容

1歳以上２歳未満児の発達過程と保育内容

乳児保育Ⅰのまとめ

子育てをめぐる家族の権利と責任（児童福祉法・教育基本法、児童の権利に関する条約からの
検討・演習）　　視覚教材を使った保育実践

調乳・授乳・おむつ交換

冷凍・冷蔵母乳と食物アレルギー、保育室での配慮

乳児保育の計画と記録（個別の配慮と環境・職員間の協働）

乳児保育における連携（子育て支援のシステムと支援方法）

乳児向け視覚教材の作成

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 乳児保育Ⅰ

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準

　

筆記試験(60％)、レポート等課題の内容（20％）、授業の態度、提出物の遂行(20％)を踏ま
え、総合的な観点で評価する。

乳児保育の理念と歴史的変遷　/ 現代の乳児保育の社会的役割

ガイダンス / 乳児保育とは / 乳児保育の課題 / 保育所保育指針の理解

講義内容

目標
3. 3歳未満児の発育・発達を踏まえた保育内容を理解し、保育に必要な基礎知識や技能を
　習得する。

2. 乳児保育が行われている多様な場での保育の現状と課題について理解する。

1. 乳児保育の意義・目的と歴史的変遷、役割等について理解する。
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演習30時間・１単位 ２学年　後期

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 演習

15 テスト

・「新訂 見る・考える・創りだす乳児保育」茶々保育園グループ社会福祉法人あすみ
　福祉会編(萌文書林)

・保育所保育指針(厚生労働省）・保育所保育指針解説

・「乳児保Ⅱ一日の流れで考える発達と個性に応じた保育実践」尾野明美・小湊真衣・
　菊池篤子編薯（萌文書林）

テキスト・参考書

沐浴・おむつ替え/着替えの演習

１～３歳未満児の発育・発達を踏まえた遊びと子ども同士の関わりの援助

１～3歳未満児の保育内容　/　発育・発達を踏まえた生活と援助の実際

0歳児の発育・発達を踏まえた遊びの援助の理解と実際

乳児保育Ⅱのまとめと振り返り

模擬保育

乳児保育を支える連携の実際（職員との連携、保護者との連携、地域との連携）

乳児保育における健康と安全のための配慮

乳児保育における計画と評価

乳児保育の遊びの実際

乳児保育で生かせる教材研究

評価基準

　

筆記試験（60％）、レポート等課題の内容（20％）、授業の態度、提出物の遂行(20％)を踏
まえ、総合的な観点で評価する。

一日の流れの中で考える生活・遊びと環境構成

ガイダンス　/　乳児保育の理念と役割　/　乳児保育の基本

講　義　内　容

３．３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた援助や関わりについて具体的に理解
　し、指導計画を作成する力を身につける。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 乳児保育Ⅱ

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

目標

４．乳児保育における保護者との連携について理解する。

２．養護、及び教育の一体性を踏まえ、３歳未満児の保育の内容や方法、環境、配慮につ
　いて具体的に理解する。

１．乳児保育の理念や役割、現状や課題について関心をもち、理解を深める。

０～3歳未満児の発育・発達のまとめ

0歳児の保育内容　/　発育・発達を踏まえた生活と援助の実際
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演習30時間・1単位 １学年　後期

小室　浩子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

テキスト・参考書

子どもの体調不良に対する適切な対応Ⅰ

感染症対策Ⅰ

子どもの体調不良に対する適切な対応Ⅲ

子どもの体調不良に対する適切な対応Ⅱ

後期試験（後期に学習した内容を中心に出題）

本科の各手内容を振り返り、および発展学習方法について

健康及び安全の管理の実施体制Ⅲ

健康及び安全の管理の実施体制Ⅱ

健康及び安全の管理の実施体制Ⅰ

保育における健康的対応Ⅱ

保育における健康的対応Ⅰ

感染症対策Ⅱ

３．子どもの健康および安全管理に関わる組織的な取り組みや健康活動の計画及び評価等
　について、具体的に理解する

２．子どもの体調不良に対する適切な対応について、具体的に理解する

１．保育における健康的観点を踏まえた保育環境や援助について理解する

子どもの健康と安全（ななみ書房）

保育における健康及び安全の管理Ⅱ

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 子どもの健康と安全

保育園及び病棟保育で得た経験により、子どもたちへの健康と安全指導、家族支援、地域支
援のあり方を指導していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業の参加の積極性（30％）を踏まえて、総合的観点から評価

授業内で実施する試験、レポート提出などの結果（70％）

保育における健康及び安全の管理Ⅰ

オリエンテーション　健康的観点を踏まえた保育環境及び援助

講義内容

目標
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演習30時間・1単位 １学年　前期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

テキスト・参考書

テキスト「障害児保育－子どもとともに成長する保育者を目指して－」（萌文書林）

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

聴覚障害児の理解と支援

言語障害児の理解と支援

肢体不自由児の理解と支援

重症心身障害児、医療的ケア児、その他の特別な配慮を要する子どもの理解と支援

知的障がい児の理解と支援

発達障がい児の理解と支援①：自閉スペクトラム症

発達障がい児の理解と支援②：自閉スペクトラム症

発達障がい児の理解と支援③：注意欠如多動症

発達障がい児の理解と支援④：限局性学習症　／　発達障害まとめ

発達障がい児の理解と支援⑤：視覚支援と環境の構造化

まとめ・筆記試験

視覚障がい児の理解と支援

担当講師の実務経験
障害児入所施設・障害者支援施設の施設の職員として、障がいのある対象者の発達支援や生
活支援にあたってきた。これらの経験から、障害の理解や支援について教授する。

評価基準
筆記試験（70％）、提出物（10％）、授業態度と参加の積極性（20％）

目標

1．障がい児保育を支える理念や歴史的変遷について学び、障がい児及びその保育につい
　ての基礎を理解する。

2．様々な障害について理解し、個々の特性や心身の発達等に応じた支援や配慮のポイン
　ト・支援の具体的方法について理解する。

講義内容

ガイダンス　／　「障がい」の概念

障がい児保育の歴史的変遷

障害のある子どもの地域社会への参加・包容、　障害児保育の基本

科目名 障がい児保育Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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演習30時間・1単位 ２学年　後期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 演習

9 講義・演習

10 演習

11 演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 テスト

目標

1．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育における計画の作成や援助の具体的
　方法について理解する。
2．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの家庭への支援や関係機関との連携・協働
　について理解する。

3．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育に関する現状と課題について理解する。

科目名 障がい児保育Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
障害児入所施設・障害者支援施設の施設の職員として、障がい児・者や保護者の支援にあ
たってきた。これらの経験から、障害児やその家庭に対する具体的な支援について教授す
る。

評価基準
筆記試験（60％）、教材製作(15％)、　ワークシート（10％）、

授業態度と参加の積極性（15％）

製作した教材の発表と保育場面における活用

講義内容

ガイダンス／　子どもの発達を促す生活や遊びの環境①

子どもの発達を促す生活や遊びの環境②

気になる行動の理解と支援①

気になる行動の理解と支援②、　職員間の連携・協働

子ども同士のかかわりあいと育ち合い

生活や遊びのための教材の紹介と教材製作のプランニング

指導計画および個別の支援計画の作成

子どもの発達を促す遊び：教材製作

保護者や家族に対する理解と支援①

保護者や家族に対する理解と支援②

地域における自治体や関係機関との連携

小学校等との連携

障がい児・特別な配慮を要する子どもの保育に関わる現状と課題

筆記試験・まとめ

テキスト・参考書

テキスト「障害児保育－子どもとともに成長する保育者を目指して－」（萌文書林）

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。
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演習30時間・1単位 2学年・前期

坂井　勉 有　・　無

回 方法

1 　　　　　講義

2 　　　　　講義

3 　　　　　講義

4 　　　　　講義

5 　　　　　講義

6 　　　講義・演習

7 　　　　　講義

8 　　　　　講義

9 　　　　　講義

10 　　　講義・演習

11 　　　　　講義

12 　　　　　講義

13 　　　講義・演習

14 　　　講義・演習

15 　　　　テスト

里親制度の現状と課題

児童支援のスキル①（ほめトレ）

児童支援のスキル②（ほめトレ）

テスト・まとめ

テキスト・参考書

よりそい支える社会的養護Ⅱ（教育情報出版）

施設の高機能化と小規模化と地域支援

講義内容

授業オリエンテーション（児童概要説明など）

社会的養護とは何か（概要、アドミッションケアについて）

社会的養護における子ども理解（子どものニーズ把握、総合的アセスメント）

施設養護の原理・原則（社会的養護における支援）

施設養護の実践内容①（児童養護施設）

児童養護における家族理解（構造的家族療法他）

施設養護の実践内容②（児童心理治療施設・児童自立支援施設）

施設養護の実践内容③（乳児院・母子生活支援施設）

児童養護の実践内容（性教育について他）

施設における支援の実際（行事計画、児童自立支援計画）

目標

１．社会的養護を担う児童福祉施設の実践について学ぶ

２．子どもたちの生活と、保育士の役割を学ぶ

３．児童福祉に求められる、スキルについて学ぶ

科目名 社会的養護Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
児童福祉関連施設にて３５年実務経験を行った経験を活かし、子ども家庭福祉に関する制度
等を指導する。

評価基準
筆記試験（80％）、授業態度・各種提出物（20％）
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演習 30 時間・1 単位 ２学年 後期

田子　文子・太田　茂 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習・中間試験

9 講義

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 試験

保育者の行う子育て支援の実際　①　　保護者からの相談を受けるとき

保育者の行う子育て支援の実際　②　　子供の様子を伝えるとき

保育者の行う子育て支援の実際　③　　園全体での取り組み・地域を巻き込んだ取り組み

まとめ：学びの集約

テキスト・参考書
生活事例からはじめる子育て支援　吉田真理　著 (青鞜社）

保育者の行う子育て支援の特性　保育とともに行う保護者支援　②　

講義内容

保育者の行う子育て支援の特性①　保護者への支援。相談支援とは何かを理解する。

保育者の行う子育て支援の特性②　保護者との相互理解と信頼関係の形成。
                                                                                                                       相談支援の原則

保護者の行う子育て支援の特徴③　保護者のニーズの気づきと理解。　相談支援の原則②

保護者の行う子育て支援の特徴④　子どものニーズの多面的理解。　相談支援の原則③

保護者の行う子育て支援の展開①　子ども・保護者の状況状態の把握。 相談支援の原則④

保護者の行う子育て支援の展開②　支援計画と環境の構成（計画・実践・評価）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談支援の原則⑤

保育者の行う子育て支援の展開③　職員間の連携・協働・守秘義務。　相談支援の原則⑥

保育者の行う子育て支援の展開④　社会資源の活用・連携・協働・開発。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談支援の原則⑦

子育て支援の基本　子育て支援が必要とされる社会的な背景と保育者の役割

保育者の行う子育て支援の特性　保育とともに行う保護者支援　①　

目標

科目名 子育て支援

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

田子文子：幼稚園教諭・園長、保育アドバイザー等で経験した子育て支援の実際を参考に、
保育者としての支援の在り方を分かりやすく学習できるような授業内容にする。
太田茂：社会福祉士資格を持ち、知的障害者入所施設の職員としての知的障害者の生活支援
や就労支援を行うとともに、当事者や保護者の相談支援を行ってきた。また、地域社会にお
けるボランティア活動を通した地域福祉の向上に努めてきた。これらの実践経験を通し養っ
てきた「社会福祉の理念」や「相談支援の基本的技術」を教授する。

評価基準
　演習課題（50％）　試験（30％）　リアクションペーパー（20％）〈前半〉

　授業態度（10％）　まとめ試験（90％）〈後半〉

・保育の専門性を背景とした保護者に対する支援の特性を理解する。
・保育の専門性を生かした保護者支援のあり様を学び、事例を通して支援の実際を学ぶ。
・保育者の行う相談、助言、情報提供，行動モデル提示の展開を具体的に理解する。
・保育者の行う子育て支援を、多様な場と対象について展開できるように方法と技術を理
　解するように方法と技術を理解する。
・具体的な場面を設定した事例を学び、相談援助技術の活用方法や子育て支援の実際を理
　解する。
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演習30時間・1単位 １学年　通年

小林由井子・鵜飼侑起子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 演習

3

4

5 演習

6 演習

7

8

9

10

11 演習

12

13

14 演習

15 まとめ

あそびの広場「おひさま」について学ぶ・実際に参加する
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)

目標 ２、保護者とのかかわりの基本を学ぶ。

１、子育て家庭の課題と支援制度の現状や支援の実際を捉え、子育て支援の在り方を学ぶ。

演習

評価基準
実践への取り組み、レポートの課題等で総合的に評価する。(50％)

授業に主体的に参加し、協同して実践する。(50％) 　

あそびの広場「おひさま」について学ぶ・二年生と打ち合わせ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)

オリエンテーション(授業の進め方　授業の目的と内容・評価について)
保育・子育て支援とは何か

講義内容

開講学年

科目名 保育・子育て支援演習Ⅰ

幼稚園・保育所での勤務経験を活かし、実際に遊びの中で育つ子どもの今を見てもらい、傍に寄り添う
大人のありようを学ぶ授業にしていく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

担当講師の実務経験 ステージでの演奏活動や子どもへの指導経験を活かし、子どもに伝わる表現方法や、音楽の
効果について指導していく。

子育て支援の実際   (劇団　もこもこ　から学ぶ) 合同授業 

あそびの広場「おひさま」について学ぶ・二年生と打ち合わせ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)

あそびの広場「おひさま」について学ぶ・二年生と打ち合わせ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)
あそびの広場「おひさま」について学ぶ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)
(子どもが豊か体験をできる遊び場・保護者にとっての学びのある場づくり)

保育・子育て支援活動への学生の参加と学び 遊びの広場「おひさま」の準備 

あそびの広場「おひさま」の運営   計画し、実践する 

演習

演習

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」テキスト・参考書

あそびの広場「おひさま」についての学ぶ・二年生と打ち合わせ
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり)
あそびの広場「おひさま」について学ぶ。
(活動開始の準備・活動の計画及び環境構成・親子との実際のかかわり) 演習

35



演習30時間・1単位 ２学年　通年

小林由井子・鵜飼侑起子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 まとめ

1 保育・子育て支援の役割や機能について理解する。

遊びの広場運営への取り組み状況（50％）、協働といったチームによる活動（50％）

保育・子育て支援における学びの内容について
・「おひさま」の準備(1回目の活動の計画の立案)

保育・子育て支援における学びの内容について
・保育、子育て支援の役割や機能・環境づくり（前半の活動計画の立案）

講義内容

4 保育者の役割や倫理について具体的に学ぶ。

3 保育・子育て支援活動の計画を作成し、活動の内容や方法、環境構成や観察・記録等に
  ついて学ぶ。

2 観察や親子とのかかわりを通して親子への理解を深める。

評価基準

目標

開講学年

科目名 保育・子育て支援演習Ⅱ

ステージでの演奏活動や子どもへの指導経験を活かし、子どもに伝わる表現方法や、音楽の
効果について指導していく。（鵜飼）

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

担当講師の実務経験

幼稚園・保育所での勤務経験を活かし、授業で習得した知識や技術を基盤とし、理論と実践とを統合し
た体験の中で、親子に関わる総合的な実践力を養うための授業を行う。（小林）

テキスト・参考書
「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

保育・子育て支援における学びの内容について
・「おひさま」の準備
子育て支援活動の運営　遊びの広場「おひさま」の準備

子育て支援活動の運営　遊びの広場「おひさま」の準備

子育て支援活動の運営　遊びの広場「おひさま」の準備
・「おひさま」の準備(2回目の活動の計画の立案)

子育て支援の実践 (遊びの広場「おひさま」の運営)
「保育実践演習」

遊びの広場「おひさま」企画実践の学習内容

子育て支援の実践 (遊びの広場「おひさま」の運営)
「保育実践演習」

子育て支援活動の運営 　遊びの広場「おひさま」の準備
「保育実践演習」

子育て支援の実践 (遊びの広場「おひさま」の運営)
「保育実践演習」

子育て支援活動の運営　遊びの広場「おひさま」の準備

保育・子育て支援における学びの内容について
・「おひさま」の準備(後半の活動の計画の立案)

遊びの広場「おひさま」振り返り

子育て支援の実践 (遊びの広場「おひさま」の運営)
「保育実践演習」
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演習30時間・1単位 1年生　通年

都丸千寿子・剣持佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 演習

5 演習

6 講義・演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 レポート・演習

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 実践演習　自然と食Ⅰ

都丸千寿子：幼稚園・小学校教諭、県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）として
自然と関わってきた。また中学校家庭科免許を食物専攻で取得した。これらの経験と学びを
生かし、保育における食の大切さを伝えるとともに、食と関連した自然体験を指導する。
剣持佐智子：保育園長経験者としての幅広い経験を活かし、食と関連した自然体験を指導す
る。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業態度・意欲（個・グループ活動）（50％）

レポート・提出物（50％）

保育の中で進める食育活動（保育所保育指針、幼稚園教育要領等から）　／　畑や花壇の手入れ

オリエンテーション　/ 食育とは　/　保育所・幼稚園での食育の実際　／　畑・花壇の見学

講義内容

目標

（3. 子育て広場でのおやつ提供を通して、食からの子育て支援を学ぶ。）

2. 演習を通して食べ物への興味・関心を深め日常の食事を大切にする態度を養う。

1. 栽培・調理・食べる・遊び・教材作り等の演習を通して、食への理解を深めるとともに乳幼児
　施設での具体的な食育の実践力を養う。

食育を通して行われる保健指導 　／　畑や花壇の手入れ

その他、必要に応じて資料配布

「幼稚園教育要領解説」[保育所保育指針解説」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領解説」（フ
レーベル館）

テキスト・参考書

さつまいも植え（子育て支援総合センター（のびのびこあら）との交流）／　球根の掘り起こし
／　畑や花壇の除草等

クッキング（幼稚園・保育所等で子どもと作れる簡単おやつ【じゃがいも】）

 じゃがいも掘り

食育を通して行われる栄養指導／（　遊びの広場「おひさま」でのおやつ提供リハーサル）／
畑や花壇の除草等

まとめ

栽培物で遊ぼう（栽培物を使った教材づくり）

絵本を使った食育の取り組み

絵本を使った食育の取り組み

クッキング（幼稚園・保育所等で子どもと作れる簡単おやつ【さつまいも】）

さつまいも堀り（子育て支援総合センター（のびのびこあら）との交流）

さつまいも堀り（交流計画）準備　／　食育遊び　／　畑や花壇の除草等

栽培物で遊ぼう
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演習30時間・1単位 ２年生　通年

都丸千寿子・剣持佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 演習

4 講義・演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 講義・演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 レポート・演習

栽培活動（栽培物の手入れと記録）　／　食育教材について

その他、必要に応じて資料配布

「幼稚園教育要領解説」[保育所保育指針解説」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領解説」（フ
レーベル館）

テキスト・参考書

食育計画・食育教材作り①　／　栽培活動（栽培物の手入れと記録）

食育教材の紹介と検討会　／　栽培記録のまとめ　／　栽培活動（栽培物の手入れと記録）

食育計画・食育教材作り③　／　栽培活動（栽培物の手入れと記録）

食育計画・食育教材作り②　／　栽培活動（栽培物の手入れと記録）

まとめ

食育だより発表

食育だより作成

食育だより作成

食育だよりの考え方

クッキング（幼稚園・保育所等で子どもと作れる簡単おやつ）

クッキングの計画（幼稚園・保育所等で子どもと作れる簡単おやつ）　／　栽培活動（栽培物の手
入れ・片付けと記録）

栽培活動発表会

評価基準
授業態度・意欲（個・グループ活動）（50％）

レポート・提出物（50％）

食育計画作成の基本と考え方　／　栽培計画の作成

オリエンテーション　/ 保育の中で進める食育活動　／　栽培活動について

講義内容

目標

3. 自身の望ましい食生活の構築に努める。

2. 栽培・クッキング・教材作り等を通して保育に生かせる食育の実践力を養う。

1.保育の中で進める食育活動とはどのようなことか、食育計画に基づいた実践の在り方を
　学ぶ中で理解を深める。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 実践演習　自然と食Ⅱ

都丸千寿子：幼稚園・小学校教諭、県教育委員会指導主事（幼児教育・生活科担当）として
自然と関わってきた。また中学校家庭科免許を食物専攻で取得した。これらの経験と学びを
生かし、食と関連した自然体験を指導し、現場での食育の実践力を育成する。
剣持佐智子：保育園長経験者としての幅広い経験を活かし、食と関連した自然体験を指導す
る。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師
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演習 30 時間・1 単位 １学年 後期

鵜飼 侑起子 有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習・試験

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 音楽表現と遊びⅡ

ソロ・アンサンブルでの演奏活動や作曲・編曲活動の経験を活かして、子どもの豊かな表現
活動を支えるための音楽表現技術を指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

子どもを取り巻く音環境、器楽活動における留意点

日常の音を聴く遊び、ボディーパーカッション

評価基準
試験・課題提出(70%)

オルフの音楽教育、言葉のリズムを使った音楽遊び

授業態度・参加の積極性(30%)

音板打楽器の演奏、簡易打楽器の理解とリズム演習

講義内容

目標

3.人の声や楽器等に親しむ体験を通して、子どもの生活と遊びにおける音楽素材や教材等
　の特性を理解する。

2.子どものイメージを豊かにし、感性を養う音や音楽の環境構成を理解する。

1.子どもの生活と遊びを豊かに展開するために、子どもの発達と音楽表現に関する知識と
　技術を習得する。

わらべうたの意義、わらべうたの遊び方とその支援

リトミックを用いた音楽遊び

低年齢児を対象とした音楽遊びの計画案の理解と実践

4・5歳児を対象とした音楽遊びの計画案の理解と実践

ミュージックベル・トーンチャイムの演奏、合奏指導

アンサンブルの演奏試験

楽器を用いた音楽的表現遊びの立案

乳幼児の音楽的発達、音楽遊びの指導計画

音楽的表現遊びの実践と相互評価、遊びで使用する曲の弾き歌い確認

オリジナル手遊びの創作

オリジナル手遊びの創作・発表

テキスト・参考書

「子どものための音楽表現技術―感性と実践力豊かな保育者へ―」 今泉明美編著他
(萌文書林)
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演習30時間・1単位 １学年　後期

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

ビニルを用いた被服構成①

目標
１．保育現場で必要とされる保育教材の意義について理解し、様々な保育教材に触れ、
       その活用法について学ぶ。
２．自ら様々な保育教材を作製して、実習やボランティアなどの保育実践に備える。

評価基準
授業態度（30％）

提出物（70％）

布を使用した保育教材

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）
保育教材とは

講義内容

科目名 保育教材研究Ⅰ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

開講学年

担当講師の実務経験

適宜、資料を配布する。

テキスト・参考書

ビニルを用いた被服構成➁

身近なものを利用した保育教材①　割りばし　　

伝承遊び①

風景や自然物を利用した保育教材

保育教材ネタ帳作製

自由研究

廃材を利用した保育教材➁　牛乳パック

廃材を利用した保育教材①　トイレットペーパー芯

伝承遊び➁

身近なものを利用した保育教材④　画用紙

身近なものを利用した保育教材③　紙コップ

身近なものを利用した保育教材➁　毛糸
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演習30時間・1単位 ２学年　前期

椎名　容子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

パネルシアター制作②

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育教材研究Ⅱ

こども園、保育園、幼稚園、小学校、障害者施設、高齢者施設などでコンサート(歌・パネルシアター)活動をしています。人と
人との繋がりを作るパネルシアターを保育の中の一つの手段として伝え、制作を通して技術を指導します。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
授業態度・制作発表

パネルシアター制作①　（制作に必要な道具を確認する）

オリエンテーション（パネルシアターの不思議さと、面白さを知る）

講義内容

目標 ② 保育士として遊び心が大切ということをパネルシアターを通して学ぶ。

① パネルシアター制作・発表を行うことで保育現場で必要な表現技術を高めていく。

資料を配布する。

テキスト・参考書

パネルシアター制作③　（ポスターカラーを使って色塗りをする）

パネルシアター制作⑥

パネルシアター制作⑤

パネルシアター制作④

パネルシアターの発表③

パネルシアターの発表②

パネルシアターの発表①　（演じ方の指導）

パネルシアター制作⑪

パネルシアター制作⑩

パネルシアター制作⑨（接着剤を使って貼り付ける）

パネルシアター制作⑧

パネルシアター制作⑦
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演習 30 時間・1 単位 １学年 前期

鵜飼侑起子・坐間啓子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

8 実技試験

15 実技試験

【課題曲】 ● ちょうちょう

● チューリップ

● よいこのあいさつ

● こいのぼり

● おはようのうた

● せんせいとおともだち ● とんぼのめがね

● おべんとう ● 南の島のハメハメハ大王

● はをみがきましょう

開講学年

科目名 保育のためのピアノ演習Ⅰ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

ソロ・アンサンブルなどの演奏活動や、幅広い年齢層へのピアノ指導の経験を活かして、 ピ
アノ演奏の基礎から子どもの豊かな感性をはぐくむ弾き歌いの表現方法まで、個人の能力に
合わせて指導する。

担当講師の実務経験

小テスト（20%）、試験(60%)、授業態度・提出物(10%)、課題曲達成度(10%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について、グループ分け

評価基準

2

〜
７

演習

講義内容

目標

3.子どもの興味・関心を引き出す童謡を生活のうた、春のうた、夏のうたを中心に習得
　し、保育の具体的展開に活用できるようにする。

2.子どものイメージを豊かにする、声楽とピアノおよび弾き歌いの技術を習得する。

1.子どもの生活と遊びにおける人の声や音楽に親しむ体験の重要性を理解し、音楽活動を 
　通じた他者とのコミュニケーションを援助する技術を習得する。

個人レッスン（各人のレベルに応じた課題曲の習得）

「簡易伴奏による子どもの歌ベストテン〈改訂新版〉」 板東貴余子 編(ドレミ楽譜出版社)テキスト・参考書

小テスト

注意事項
爪の長さは、手のひら側から見て爪が見えない程度にしましょう。 マニキュア・ジェルネイ
ル等の爪の装飾も禁止です。 楽器を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがある場合は授業を
受けられません。

● たなばたさま

● おかえりのうた

● シャボンだま

● みずあそび

● さよならのうた

９
〜
14

個人レッスン（各人のレベルに応じた課題曲の習得） 演習

試験・まとめ
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演習 30 時間・1 単位 １学年 後期

鵜飼侑起子・坐間啓子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

15 実技試験

【課題曲】 ● まつぼっくり

● どんぐりころころ

● 大きな栗の木の下で ● あわてんぼうのサンタクロース

● 山の音楽家

● おばけなんてないさ

● やきいもグーチーパー

● ゆき

● おしょうがつ

担当講師の実務経験
ソロ・アンサンブルなどの演奏活動や、幅広い年齢層へのピアノ指導の経験を活かして、 ピ
アノ演奏の基礎から子どもの豊かな感性をはぐくむ弾き歌いの表現方法まで、個人の能力に
合わせて指導する。

開講学年

科目名 保育のためのピアノ演習Ⅱ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

試験(80%)、授業態度・提出物(10%)、課題曲達成度(10%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について

評価基準

2

〜
14

演習

講義内容

目標

3.子どもの興味・関心を引き出す童謡を秋のうたと冬のうたを中心に習得し、保育の具体
　的展開に活用できるようにする。

2.子どものイメージを豊かにする、声楽とピアノおよび弾き歌いの技術を習得する。

1.子どもの生活と遊びにおける人の声や音楽に親しむ体験の重要性を理解し、音楽活動を
　通じた他者とのコミュニケーションを援助する技術を習得する。

個人レッスン

「改訂ポケットいっぱいのうた 実践 子どものうた 簡単に弾ける144選」
鈴木恵津子・冨田英也　監修・編著（教育芸術社）

「簡易伴奏による子どもの歌ベストテン〈改訂新版〉」 板東貴余子 編(ドレミ楽譜出版社)

テキスト・参考書

試験・まとめ

注意事項
爪の長さは、手のひら側から見て爪が見えない程度にしましょう。 マニキュア・ジェルネイ
ル等の爪の装飾も禁止です。 楽器を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがある場合は授業を
受けられません。

● うれしいひなまつり

● おもいでのアルバム

● いちねんせいになったら

● きたかぜこぞうのかんたろう

● たきび

● まめまき
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演習 30 時間・1 単位 2学年 前期

鵜飼侑起子・坐間啓子・
小平のり江

有　・　無

回 方法

1 講義・演習

15 実技試験

【課題曲】 ● 森のくまさん

● 飛んでったばなな

● 宇宙船のうた

● あめふりくまのこ

● アイスクリームのうた

● 大きな古時計

● いぬのおまわりさん

● にじ

開講学年

科目名 保育のためのピアノ演習Ⅲ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

担当講師の実務経験
ソロ・アンサンブルなどの演奏活動や、幅広い年齢層へのピアノ指導の経験を活かして、 ピ
アノ演奏の基礎から子どもの豊かな感性をはぐくむ弾き歌いの表現方法まで、個人の能力に
合わせて指導する。

試験(80%)、授業態度・提出物(10%)、課題曲達成度(10%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について、グループ分け

評価基準

2

〜
14

演習

講義内容

目標

3.子どもの興味・関心を引き出す童謡を習得し、保育の具体的展開に活用できるようにする。

2.子どものイメージを豊かにする、声楽とピアノおよび弾き歌いの技術を習得する。

1.子どもの生活と遊びにおける人の声や音楽に親しむ体験の重要性を理解し、音楽活動を
　通じた他者とのコミュニケーションを援助する技術を習得する。

個人レッスン

「改訂ポケットいっぱいのうた 実践 子どものうた 簡単に弾ける144選」
鈴木恵津子・冨田英也　監修・編著（教育芸術社）

「年齢別声域配慮版こどものうた 12 か月」井上勝義 編(ひかりのくに)

「簡易伴奏による子どもの歌ベストテン〈改訂新版〉」 板東貴余子 編(ドレミ楽譜出版社)

テキスト・参考書

試験・まとめ

注意事項
爪の長さは、手のひら側から見て爪が見えない程度にしましょう。 マニキュア・ジェルネ
イル等の爪の装飾も禁止です。 楽器を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがある場合は授
業を受けられません。

● アンパンマンのマーチ

● となりのトトロ

● 夢をかなえてドラえもん

● そうだったらいいのにな

● おもちゃのチャチャチャ

● アイアイ

● 手のひらを太陽に
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演習 30 時間・1 単位 2学年 後期

鵜飼侑起子・坐間啓子・
小平のり江

有　・　無

回 方法

1 講義・演習

15 実技試験

【課題曲】 ● おかあさん

● とけいのうた

● トマト

● コンコンクシャンのうた

● くじらのとけい

● すてきなパパ

● バスごっこ

● きのこ

開講学年

科目名 保育のためのピアノ演習IV

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

担当講師の実務経験
ソロ・アンサンブルなどの演奏活動や、幅広い年齢層へのピアノ指導の経験を活かして、 ピ
アノ演奏の基礎から子どもの豊かな感性をはぐくむ弾き歌いの表現方法まで、個人の能力に
合わせて指導する。

試験(80%)、授業態度・提出物(10%)、課題曲達成度(10%)

本科目のねらい、進め方、評価基準について

評価基準

2

〜
14

演習

講義内容

目標

3.子どもの興味・関心を引き出す童謡を習得し、保育の具体的展開に活用できるようにする。

2.子どものイメージを豊かにする、声楽とピアノおよび弾き歌いの技術を習得する。

1.子どもの生活と遊びにおける人の声や音楽に親しむ体験の重要性を理解し、音楽活動を
　通じた他者とのコミュニケーションを援助する技術を習得する。

個人レッスン

「改訂ポケットいっぱいのうた 実践 子どものうた 簡単に弾ける144選」
鈴木恵津子・冨田英也　監修・編著（教育芸術社）

「年齢別声域配慮版こどものうた 12 か月」井上勝義 編(ひかりのくに)

「簡易伴奏による子どもの歌ベストテン〈改訂新版〉」 板東貴余子 編(ドレミ楽譜出版社)

テキスト・参考書

試験・まとめ

注意事項
爪の長さは、手のひら側から見て爪が見えない程度にしましょう。 マニキュア・ジェルネイ
ル等の爪の装飾も禁止です。 楽器を傷つけたり、怪我をしたりする恐れがある場合は授業を
受けられません。

● ぼくのミックスジュース

● さんぽ

● あおいそらにえをかこう

● ドロップスのうた

● おなかのへるうた

● すずめがサンバ

● ニャニュニョのてんきよほう
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実習90時間・2単位 1学年　後期

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

・「保育所保育指針解説」（厚生労働省）　　　　・実習の手引き

・「幼稚園･保育所･認定こども園実習パーフェクトガイド」（わかば社）

・「生活事例からはじめる教育実習 保育実習」（青踏社）

テキスト・参考書

Ⅱ子どもの理解

Ⅲ保育内容・保育環境

（１）子どもの観察や記録を通して理解を深める。
（２）子どもへの援助や関わりを通して理解を深める。
（３）日々の課題をもって実習に取り組み、子どもの発達について理解する。

Ⅳ保育の計画、観察、記録
（１）部分実習指導案を立て実践をする中で指導計画の理解を深める。
（２）記録に基づく省察・自己評価を通して、子どもの見取り方や保育者の援助の仕方に
ついて学ぶ。

（１）保育計画に基づく保育内容について学ぶ。
（２）子どもの発達過程に応じた保育内容について学ぶ。
（３）生活や遊びの一部を担当し保育技術を身につける。
（４）子どもの生活や遊びと保育環境について学ぶ。
（５）子どもの生活と安全、健康への配慮について学ぶ。

実習

Ⅰ保育所の役割と機能についての理解

（１）実習園によるオリエンテーション（実習園の概要の理解）
（２）保育所における子どもの生活と保育士の援助や関わりについて学ぶ。
（３）保育所保育指針に基づく保育の展開を学ぶ。

Ⅴ保育士の業務内容
（１）職員間の役割分担やチームワークについて学ぶ。
（２）保育士の役割と職業倫理を具体的に学ぶ。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 保育実習Ⅰ（保育所）

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

講義内容

実習からの評価（50％）　実習日誌（30％）　実習課題(10％)
実習に臨む態度(10％)

目標

5. 保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。

4. 保育の計画・観察・記録及び自己評価について具体的に理解する。

1. 保育所、児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。

2. 観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。

3. 既習の教科の理論や技術を生かし保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。

評価基準
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実習90時間・２単位 １学年　後期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

テキスト・参考書

「施設実習　パーフェクトガイド」（わかば社）

「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド」（わかば社）

3．既習の教科目の内容を踏まえ、施設における保育士の支援について総合的に理解する。

３．施設における子ども・利用者の生活と環境
　　(1)計画に基づく活動や支援
　　(2)子ども・利用者の心身の状況に応じた生活と対応
　　(3)子ども・利用者の活動と環境
　　(4)健康管理、安全対策の理解

講義内容

12

日
間

児童福祉施設（福祉型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター）や障害者施設（障害者
支援施設、障害福祉サービス事業所）で、12日間の実習を行う中で、施設保育士として必要と
される以下の内容について学ぶ。

実習

【内容】
１．施設の役割と機能の理解
　　(1)施設における子ども・利用者の生活と保育士の支援や関わり
　　(2)施設の役割と機能
２．子ども・利用者理解
　　(1)子ども・利用者の観察とその記録
　　(2)個々の状態に応じた支援や関わり

４．計画と記録
　　(1)支援計画の理解と活用
　　(2)記録に基づく省察・自己評価

５．専門職としての保育士の役割と倫理
　　(1)施設保育士の業務内容
　　(2)職員間の役割分担や連携
　　(3)施設保育士の役割と職業倫理

目標

1．児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能を具体的に理解する。

2．観察や子ども・利用者とのかかわりを通して子ども・利用者への理解を深める

4.   支援計画、観察、記録及び自己評価等について具体的に理解する

5.　保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ

科目名 保育実習Ⅰ(施設）

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
障害児入所施設や障害者支援施設の職員として、子どもや利用者の生活支援や発達支援等に
あたってきた。これらの経験から、施設実習に向けて指導を行う。

評価基準
実習先からの評価(50%)、　実習日誌(30%)、　実習課題(10％)、

実習に臨む態度(10％)
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演習30時間・1単位 1学年　通年

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

保育所の理解と一日の流れ

2. 保育実習に必要な専門知識、援助・理技術を理解し、実習に生かす。

保育実習における実習日誌の書き方

先輩の実習体験から実習について学ぶ（保育実習Ⅱ・Ⅲ報告会に参加）

保育所実習の実習先からの評価に基づく今後の課題の明確化

保育所実習事後指導：実習体験の報告と共有

保育所実習事後指導：実習の振り返り・自己評価・まとめ

保育所実習の諸注意・直前確認／巡回担当教員との面談

保育所実習における実習課題の設定
自己紹介の実践

保育所職員（外部講師）による講話

教育実習体験から保育実習に向けての課題を知る
教材研究　/　細菌検査について

保育実習のオリエンテーションの受け方
プライバシー保護と守秘義務　　/　部分実習指導案の書き方

科目名 保育実習指導Ⅰ（保育所）

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

3. 実習施設における子ども・利用者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘
義

・「生活事例からはじめる教育実習・保育実習」（青踏社）・「幼稚園・保育所・認定こど
も園実習　パーフェクトガイド」（わかば社）・「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガ
イド」（わかば社）・教育・保育実習に役立つ部分実習指導案集（萌文書林）・「保育所保
育指針」「保育所保育指針解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（厚生労働
省）「実習の手引き」

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

実習先選定の確認・実習先の基本的理解
実習の流れの理解　／　実習生としての心得・準備

ガイダンス　保育実習全体の概要　、各教科の学びの活用方法について　／実習生アンケート　/  実
習先の選定と実習依頼方法について学ぶ

講義内容

目標

5. 実習を振り返り実習の総括と自己評価を行い、自己課題を明確にする。

4. 実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について理解する。

1. 保育実習の意義・目的・内容を理解する。

レポート・提出物（50％）、　実習準備の確実な遂行（20％）、
授業態度・参加の積極性（30%）

テキスト・参考書

保育所実習で役立つ教材研究・収集について
実習生紹介書の作成

保育実習におけるエピソード記録のとらえ方
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演習30時間・１単位 １学年　通年

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・面談

14 演習

15 面談・演習

テキスト・参考書

「施設実習　パーフェクトガイド」（わかば社）

実習生紹介書の作成

施設における実習の実際：各施設の保育士の職務内容の理解

施設実習における観察、記録、実習日誌の書き方

教育実習の体験から施設実習に向けての課題を知る

施設実習のオリエンテーションの受け方 ／
 プライバシー保護と守秘義務 　／　 細菌検査について

施設職員（外部講師）による講話とレクリエーション

実習先施設における実習課題の設定

施設における実習の諸注意・直前確認 ／ 巡回担当教員との面談

施設実習事後指導：実習の振り返り・自己評価・まとめ

施設実習事後指導：実習体験の報告と共有

実習先からの評価に基づく今後の課題の明確化

施設実習の実習先施設の種別と概要・一日の流れの理解

担当講師の実務経験
障害児入所施設や障害者支援施設の職員として、子どもや利用者の生活支援や発達支援等に
あたってきた。これらの経験から、施設実習に向けて指導を行う。

評価基準
レポート・提出物（50％）、　実習準備の確実な遂行（20％）

授業態度・参加の積極性（30%）

目標

1．保育実習の意義・目的を理解する。

2．実習の内容を理解し、自らの課題を明確にする。
3．実習施設における子ども・利用者の人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と
　守秘義務等について理解する。
4．実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について具体的に理解する
5．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、今後の学習に向けた課題や
　目標を明確にする。

講義内容

保育実習全体の概要  ／  実習先の選定と実習依頼方法について

実習の流れの理解　／　実習生としての心得・準備

施設実習で学ぶ内容の理解

科目名 保育実習指導Ⅰ(施設）

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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実習90時間・2単位 2学年　前期

剣持佐智子 有　・　無

回 方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

・「保育所保育指針解説」（厚生労働省）　　　　・実習の手引き

・「幼稚園･保育所･認定こども園実習パーフェクトガイド」（わかば社）

・「生活事例からはじめる教育実習 保育実習」（青踏社）テキスト・参考書

科目名 保育実習Ⅱ（保育所）

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

2. 既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び、保護者支援について総合的
　に学ぶ。
3. 子どもの観察や関わりの視点を明確にして実習に取り組み、保育の理解を深める。

実習

　Ⅰ保育所の役割や機能の具体的展開
　（１）実習園によるオリエンテーション（実習園の理解）
　（２）実習園の生活と一日の流れを理解し積極的に参加する。
　（３）養護と教育が一体となって行われる保育について理解する。
　
　Ⅱ観察に基づく保育理解
　（１）保育全般に意欲的に参加し、保育技術を習得する。
　（２）保育者の子どもにかかわる姿から、育ちに必要な保育者の援助の仕方を学ぶ。
　
　Ⅲ子供の保育及び保護者・家庭への支援と地域社会との連携
　（１）保護者や地域社会・関係機関との連携について具体的に学ぶ。
　（２）子どもへの個別のかかわりの必要性と対応について学ぶ。
　
　Ⅳ指導計画の作成、実践、観察、記録、評価
　（１）生活や遊びの一部を担当し、保育実践力を習得する。
　（２）指導計画を立案し、部分実習・責任実習を実践する
　
　Ⅴ保育士の業務と職業倫理
　（１）保育士としての業務や職業倫理を具体的に学ぶ。
　（２）安全・疾病予防への配慮について理解する。
　（３）子どもの最善の利益への配慮を学ぶ。
　
　Ⅵ自己課題の明確化
　（１）保育所の保育士に求められる資質、技術等に照らし合わせて自己評価し、自己課題
　を明確にする。

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

　

実習からの評価（50％）　実習日誌（30％）　実習課題(10％)
実習に臨む態度(10％)

講義内容

目標

5. 実習での学びから自己課題を明確にする中で、保育士を目指す者としての自覚をもち、
　保育士に求められる資質の向上を目指す。

4. 指導計画について立案から自己評価までの実践を通して理解を深める。

1. 保育所の役割や機能について具体的な実践を通して理解を深める。
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演習30時間・1単位 2学年　前期

剣持　佐智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 演習

15 面談・演習

テキスト・参考書

エピソード記録のとらえ方・書き方 /（DVD視聴）/　模擬保育について

部分実習指導案の作成

実習オリエンテーションの受け方、細菌検査等について
自己課題への取り組み（途中経過報告）

指導案の立て方　/　保育の表現技術を生かした保育実践（手遊び集）

実習先からの評価に基づく今後の課題の明確化　/巡回担当教員との面談

実習事後指導：実習体験の報告と共有（ポスターセッション）

保育実習事後指導：実習の総括と自己評価

実習の諸注意・直前確認 /　巡回担当教員との面談

実習課題の設定　/保育技術実践のポイント

保育士の専門性と職業倫理

模擬保育

模擬保育に向けての取り組み

科目名 保育実習指導Ⅱ（保育所）

公立保育所での勤務経験を活かし、保育の理論と方法が、実際の保育現場の保育に結びつく
授業をおこなう。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

実習日誌を通しての学び(日誌の書き方)　/　（DVD視聴）

2.今までの実習から自己課題を見出し、保育改善に努め実践力を養う。

3.事例を通して子どもの姿の読み取りや記録の仕方を具体的に学び幼児理解を深める。

・「生活事例からはじめる教育実習・保育実習」（青踏社）
・「幼稚園・保育所・認定こども園実習　パーフェクトガイド」（わかば社）
・「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド」（わかば社）
・教育・保育実習に役立つ部分実習指導案集（萌文書林）
・「保育所保育指針」「保育所保育指針解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解
説」
　

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

　

レポート・提出物（50％）、　実習準備の確実な遂行（20％）、
授業態度・参加の積極性（30%）

実習先についての理解 / 幼児理解（DVD視聴） / 実習生紹介書等の準備

ガイダンス、保育実習Ⅱの意義や目的・学ぶ内容について/各教科の学びの活用方法 /　保育実
習Ⅰを終えての課題の明確化（日誌を読みかえす）

講義内容

目標

5.保育士の専門性と職業倫理について理解する。

4.乳幼児の発育・発達を踏まえた保育の計画、実践、評価について実際に取り組み、理解を深
　める。

1.保育所の役割や機能､保育について具体的な実践を通して総合的に学ぶ。
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実習90時間・２単位 ２学年　前期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

テキスト・参考書

「施設実習　パーフェクトガイド」（わかば社）

「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド」（わかば社）

講義内容

12

日
間

保育所を除く児童福祉施設等（児童養護施設、児童発達支援センター）で、12日間の実習を行
う中で、施設保育士として必要とされる以下の内容について学ぶ。

実習

【内容】

１．児童福祉施設等（保育所以外）の役割と機能

２．施設における支援の実際
　　(1)受容し、共感する態度
　　(2)個人差や生活環境に伴う子どものニーズの把握と子ども理解
　　(3)個別支援計画の理解と実践
　　(4)子どもの家庭への支援と対応
　　(5)各施設における多様な専門職との連携・協働
　　(6)地域社会との連携・協働

３．施設における保育士の多様な業務と職業倫理

４．保育士としての自己課題の明確化

担当講師の実務経験
障害児入所施設や障害者支援施設の職員として、子どもや利用者の生活支援や発達支援等に
あたってきた。これらの経験から、施設実習に向けて指導を行う。

評価基準
実習先からの評価(50%)、　実習日誌(30%)、実習課題(10％)、

実習に臨む態度(10％)

目標

1．既習の教科目や保育実習の経験を踏まえ、児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能に
ついて実践を通して、理解する。
2．家庭と地域の生活実態にふれて、子ども家庭福祉、社会的養護、障害児支援に対する理解
　をもとに、保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を習得する。

3．施設保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結び付けて理解する。

4．実習における自己の課題を明確化する

科目名 保育実習Ⅲ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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演習30時間・１単位 ２学年　前期

井上　暁子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・面談

13 演習

14 演習

15 面談・演習

テキスト・参考書

「施設実習　パーフェクトガイド」（わかば社）

「実習日誌・実習指導案　パーフェクトガイド」（わかば社）

模擬保育についての説明　／　指導案の作成　

障がい系施設の実習について学ぶ

児童養護施設見学①：社会的養護・養護系施設の実習について学ぶ

児童養護施設見学②：見学の学びの振り返り

模擬保育

施設実習における観察、記録、実習日誌の書き方

実習課題の設定 ／ 部分実習やレクリエーションの実施の留意点

実習の諸注意・直前確認　／　巡回担当教員との面談

実習事後指導：実習の総括と自己評価

実習事後指導：実習体験の報告と共有（ポスター発表）

実習先からの評価に基づく今後の課題の明確化

実習オリエンテーションの受け方、細菌検査等について
エピソード記録のとらえ方

担当講師の実務経験
障害児入所施設や障害者支援施設の職員として、子どもや利用者の生活支援や発達支援等に
あたってきた。これらの経験から、施設実習に向けて指導を行う。

評価基準
レポート・提出物（50％）、　実習準備の確実な遂行（20％）

授業態度・参加の積極性（30%）

目標

1．保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に理解する

2．実習や既習の教科目の内容やその関連性を踏まえ、保育の実践力を習得する
3．保育の観察、記録および自己評価等を踏まえた施設における保育の改善について実践や
　事例を通して理解する。
4．施設保育士の専門性と職業倫理について理解する。
5．実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、施設における保育に対する課
　題や認識を明確にする。

講義内容

ガイダンス、保育実習Ⅲの意義や目的・学ぶ内容について

施設実習の基本的理解 ／　実習生紹介書等の準備

実習施設調べ（実習施設の種別と内容の理解、配属先施設について）

科目名 保育実習指導Ⅲ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無
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演習60時間・2単位 ２学年　通年

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

16 演習

17 演習

18 演習

19 演習

20 演習

目標

科目名 保育実践演習

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

１．保育に関する科目横断的な学習能力及び専門性を習得する。
２．保育に関する現代的課題についての現状分析、考察、検討を行う。
３．問題解決のための対応、判断方法等について学びを深める。
４．必修科目及び選択必修科目の履修状況を踏まえ、自らの学びを振り返り、保育士として
　必要な知識・技能を修得したことを確認するとともに、今後の自己課題を設定する。

担当講師の実務経験

評価基準
レポート・課題（70%）

授業態度・提出物（30％）

保育実践の準備①

講義内容

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）

振り返りの意義と学修の振り返り　

子育て支援と保育者の課題①　レポート作成の進め方

子育て支援と保育者の課題②　

保育実践の計画①

保育実践の計画②

保育実践の計画③

児童文化教材の理論と実践①　教材研究

児童文化教材の理論と実践②　教材研究

児童文化教材の理論と実践③　教材研究

保育実践の準備②

保育実践の準備③

保育実践の準備④

保育実践①　遊びの広場「おひさま」実践

保育実践②　遊びの広場「おひさま」実践

保育実践③　遊びの広場「おひさま」実践

保育実践④　遊びの広場「おひさま」実践

保育実践の振り返り①

保育実践の振り返り②
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回 方法

21 演習

22 演習

23 講義・演習

24 演習

25 演習

26 演習

27 演習

28 講義・演習

29 演習

30 演習

テキスト・参考書

適宜、資料を配布する。

講義内容

地域連携の意義と課題

発表

発表

子育て支援と保育者の課題①　レポート作成の進め方

子育て支援と保育者の課題②　

子育て支援と保育者の課題③

子育て支援と保育者の課題④

子育て支援と保育者の課題⑤

発表技術の習得

保育実践の振り返り③
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演習30時間・1単位 1学年　前期

増田　麗子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義・試験

(Unit 1) First Step to Childcare English (2)  / 中間テスト1
(Unit 2) Welcome to Minato Nursery School! (1)

Orientation (授業紹介、自己紹介　他）、　（参考資料1）
(Unit 1) First Step to Childcare English (1)

講義内容

(Unit 2) Welcome to Minato Nursery School! (2)  / 中間テスト2

前期末テスト（70％）提出物（15％）授業取組・出席（15％）で総合的に判断する。

目標

グローバル化により多国籍の両親を持つ子供たちが増え、保育の現場でも英語での簡単なコ
ミュニケーションが必要になっています。この授業では保育現場での英会話や英語表現、語
彙を扱ったテキストを使用し、基礎的な英語コミュニケーション能力を身につけ、クラスメ
イトと簡単な英語を使って会話することを目標とします。各課の後中間テストを行い、理解
を深めます。また、多文化共生の視点を持ち、外国の状況を知ると共に日本との違いを確認
して、現場で対応できる力を養う課題に取り組みます。

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準

科目名 保育の英語Ⅰ

米国の大学卒業後、外資の会社で7年間勤務し、多国籍なメンバーと英語を使用して仕事を
行っていた。その経験を生かし、英語を教えるだけでなく、日本と外国の文化や習慣の違い
などを通し、多文化共生についても考える授業を展開する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

・保育の英会話（萌文書林）

テキスト・参考書

(Unit 3) Time and Numbers (1)  

(Unit 5) Davy Meets His Classmate Takashi (2)  / 中間テスト5
(Unit 6) Dropping Davy off and Picking Him up (1)

(Unit 4) Directions (2)　/　中間テスト4
(Unit 5) Davy Meets His Classmate Takashi (1) 　（参考資料2）

(Unit 3) Time and Numbers (2)　/　中間テスト3
(Unit 4) Directions (1)

前期末テスト　/　学習の手引き回収
多文化共生（宗教・食べ物・習慣の違い）

(Unit 1 to 10) Review

世界の絵本

(Unit 10) Fighting (2)  / 中間テスト10
世界の絵本

(Unit 9) Toilet Dialog (2)　/　中間テスト9
(Unit 10) Fighting (1)

(Unit 8) Lunchtime (2)　 /　中間テスト8
(Unit 9) Toilet Dialog (1)

(Unit 8) Lunchtime (1)

(Unit 7) Jobs at Nursery School (2)  / 中間テスト7

(Unit 6) Dropping Davy off and Picking Him up (2)　/ 中間テスト6
(Unit 7) Jobs at Nursery School (1)
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演習30時間・1単位 1学年　後期

増田　麗子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 演習

7 講義

8 講義

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 演習

13 講義

14 講義

15 講義

評価基準

Orientation（授業紹介、他）
 (Unit 11) Injuries and Illnesses (1)

講義内容

(Unit 12) Telephone Calls (1)

後期末テスト（70％）提出物（10％）イベント参加度（12％）授業取組・出席（8％）で総合
的に判断する。

目標

グローバル化により多国籍の両親を持つ子供たちが増え、保育の現場でも英語での簡単なコ
ミュニケーションが必要になっています。この授業では保育現場での英会話や英語表現、語
彙を扱ったテキストを使用し、基礎的な英語コミュニケーション能力を身につけ、クラスメ
イトと簡単な英語を使って会話することを目標とします。
また、現場でも応用出来る英語のイベント（Halloween, Christmas）を実施・振り返りを行
い、相手に自分の考えを伝えることの難しさや重要さを勉強します。

(Unit 11) Injuries and Illnesses (2)　/ 中間テスト11

科目名 保育の英語Ⅱ

米国の大学卒業後、外資の会社で7年間勤務し、多国籍なメンバーと英語を使用して仕事を
行っていた。その経験を生かし、英語を教えるだけでなく、日本と外国の文化や習慣の違い
などを通し、多文化共生についても考える授業を展開する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

開講学年

担当講師の実務経験

・保育の英会話（萌文書林）

テキスト・参考書

(Unit 12) Telephone Calls (2)　/　中間テスト12
Preparation for Annually Event (Halloween) （参考資料5）

Event Review（Holloween Party）
(Unit 12) Telephone Calls (2) / 中間テスト12

Annually Event (Halloween and others)　 

Group Discussion I (Halloween Party)

(Unit 12) Telephone Calls (1)

後期末テスト
共生社会の実現について

(Unit 15) Graduation Day(2)

(Unit 11 to 15) Review

Event Review (Christmas Party)

(Unit 15) Graduation Day (1)  /　中間テスト15

Annually Events (Christmas Party at Sukoyaka Plaza)

(Unit 14) Baby Care (2)　　 /　中間テスト14
Preparation for Annually Event (Christmas Party③)

(Unit 14) Baby Care (1)　（参考資料3）
Preparation for Annually Event (Christmas Party②)

(Unit 13) Field Trip (2)　/　中間テスト13
Preparation for Annually Event (Christmas Party①)　（参考資料6）

(Unit 13) Field Trip (1)
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講義15時間・1単位 2学年　前期

衣川　隆 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

肥満について：肥満の原因となる体脂肪の役割や肥満の測定方法など学び、改善策として代謝
や運動、食事との関連について学ぶ

「これからの健康とスポーツの科学」第5版　安部孝・琉子友男　著　（講談社）

テキスト・参考書

骨と運動：骨の役割と構造を理解し、骨の強化や骨の発達に応じた運動について学ぶ

色々な環境下で安全に運動を行う：色々な環境下で安全に運動を行う際の留意点を理解し、パ
フォーマンスとの関連を学ぶ

子どもの体力と運動：現在の子どもを取り巻くスポーツ・運動の環境について学ぶ

加齢について：サルコペニアが引き起こす身体問題や運動の重要性について学ぶ

ストレスと運動：運動がストレスをはじめ、心や脳に与える影響、効果や働きがけについて学
ぶ。

授業形態・単位数 開講学年

科目名 体育講義

　「健康と運動」、「老化と運動」に関しその維持と増進方法について研究を行ってきた。
これらの経験から、なぜ運動が重要なのか、運動と生活習慣病の関係、子どもとスポーツ障
害等を解剖学的または生理学も含みながら説明していく。

担当講師の実務経験の有無担当講師

評価基準 筆記試験50%、レポート50%

生活習慣病について：生活習慣病や三大死因などの原因や特徴、基礎的知識の獲得。それらと
運動との関連について学ぶ

ライフスタイルと健康：健康を増進するためのライフスタイルを医療費や環境など社会的側面
を含め総合的な視点で学ぶ

担当講師の実務経験

・「健康と運動」、「老化と寿命」に関しその維持と増進方法について考える。
・「こどもの成長とスポーツ」「こどもスポーツと障害について」等こどもの「心・体」
　成長を理解し、今後深く学んでいくきっかけを作る。
・スポーツ心理学において、自己の目標設定と情動の自己コントロールを中心に学び、知
　識・行動を身に付ける。

目標

講義内容
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実技30時間・1単位 　集中

衣　川　　隆 有　・　無

回 方法

1 実技

2 実技

3 実技

4 実技

5 実技

6 実技

7 実技

8 実技

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 実技

テキスト・参考書

いろいろなキャッチボール

器械体操（マット）

器械体操（フラフープ）

いろいろな鬼ごっご&縄跳び

球技ゴール型&ネット型

球技ゴール型&ネット型

球技ゴール型&ネット型

縄跳び（二重飛び）と大縄跳び

体つくり運動 自分の身体への気づき（機能的ストレッチ）

器械体操（鉄棒）

器械体操（跳び箱）

器械体操（マット）

・スポーツを通して、体力の維持・増進を図る。
・自らのからだの特性を理解する。
・自らが楽しんで取り組めるスポーツを見出す。
・スポーツを通じてコミュニケーションを図る。
・子どもの目線でスポーツの楽しさを感じる。

体つくり運動 自分の身体への気づき（機能的ストレッチ）

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 体育実技

健康と運動に関する研究を行ってきて、QOL（クオリティ・オブ・ライフ：「生活の質」や
「人生の質」）の基本技能の向上を目指すことを検討してきた。これらの経験から基礎的な
運動やストレッチ、体の特性、生涯スポーツへと方向づけ、子どもの目線でのスポーツの楽
しさ等を指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準

体つくり運動 自分の身体への気づき（有酸素運動と心拍数）

アイスブレーキング・仲間づくり

講義内容

授業態度と参加の積極性（80％）、及び小テスト（20％）を踏まえ、総合的な観点で評価す
る。

目標
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演習30時間・1単位 １学年　前期

西川君代・塩崎猛雄 有　・　無

回 方法

1 講義と演習

2 講義と演習

3 講義と演習

4 講義と演習

5 講義と演習

6 講義と演習

7 講義と演習

8 講義と演習

9 講義と演習

10 講義と演習

11 講義と演習

12 講義と演習

13 講義と演習

14 講義と演習

15 講義と演習

敬語（尊敬語・謙譲語・丁寧語）　　正しい敬語の使い方

目標

群私幼適正検査の過去問題

これだけは知っておきたい保育の基本用語（わかば社）

保育学生のための基礎学力演習（中央法規出版）

テキスト・参考書

品詞の分類と性質　　　用言（動詞・形容詞・形容動詞）

数と式②（方程式・式の展開・因数分解）

可能動詞　　受身と使役　　　仮名遣い　　同音・同訓異義語

数と式①（文字を用いた式・文字式の四則計算）

まとめ・テスト

文章の修辞法　　四字熟語　　　ことわざ

数量関係（比例・反比例・関数・グラフ）

適切な表現②　　叙述上の注意（保育に関わる演習問題）

図形（平面図形・空間図形）

適切な表現①　　文章表現の基本　　文の係り受け　あいまいな文

量と測定（時間・面積・体積）

数と計算（正負の整数・分数・少数・計算）

１．日本語のもつ様々な機能を理解し表現する能力を養う。
２．保育現場で必要とされる国語力を身に付け実践に生かせるようにする。
３．保育者として必修の「保育の基本用語」についての理解と、読み書きの力を習熟する。
４．算数・数学の基礎的内容を確認し、一般教養程度の算数・数学問題の解答力をつける。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 基礎学力演習

（西川）中学校の数学教員としての経験を活かし、基礎学力を養う
（塩崎）高校教師、短大教授での経験を活かし日本語文学分野の基礎学力を養う

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
筆記試験（50％）　授業態度・提出物（50％）

言葉の単位　　文の成分

幼児の知的概念の育ち（数字や図形への興味・関心の育ち）

講義内容
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演習30時間・1単位 1学年　後期

井上暁子・鵜飼侑起子
西川君代・塩崎猛雄

有　・　無

回 方法

1 演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 演習

5 演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 講義・演習

11 講義

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

実習体験から自己を振り返り、保育の専門職について考える

保育学生としてのマナー：茶道体験

保育学生としてのマナー：茶道体験

最終レポート作成：学びを振り返り、自己課題を明確化する

テキスト・参考書

これだけは知っておきたい　わかる・話せる・使える　保育のマナーと言葉　改定2版（わか
ば社）

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

キャリアを学ぶ：保育の現場で働くゲスト講師による講話

講義内容

ソーシャルスキルトレーニング、コミュニケーションワーク

保育学科生の就職に向けて①　(ガイダンス）

群馬県幼稚園教諭・保育士適性検査の概要

公務員試験等対策 ／ 就職の方向性を考える

公務員試験等対策 ／ 就職の方向性を考える

保育学生としてのマナー：表情・挨拶・お辞儀・言葉遣い・会話

文章表現力

手紙の書き方（実習の礼状）

ソーシャルスキルトレーニング、自己理解・他者理解

保育学科生の就職に向けて②

目標

１．保育専門職の仕事について理解を深め、職業観を養う。

２．自分を知り、就職活動に向けての準備を整える

３．コミュニケーション力、マナー、文書作成力等社会人として必要な基礎的に力を身につ
　ける。

科目名 保育キャリアデザインⅠ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

評価基準
授業への積極的参加度50％、　ワークシート・レポートの提出50％
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演習30時間・1単位
2学年　通年

(前期11回、後期4回）
井上暁子・塩澤恵美
塩崎猛雄・西川君代

有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 演習

4 演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 演習

10 演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 演習

14 講義

15 演習

保育士資格登録、幼稚園免許申請について

実習体験から自己を振り返り、保育の専門職について考える

就労に関わる制度

学びの振り返り

テキスト・参考書

これだけは知っておきたい　わかる・話せる・使える　保育のマナーと言葉　改定版（わか
ば社）

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

群馬県私立幼稚園教諭・保育士適性検査受験手続について

講義内容

就職活動ガイダンス、就職希望先調査

履歴書の作成の仕方

就職の方向性の確認(面談）　／　履歴書作成の実際

就職の方向性の確認(面談）　／　履歴書作成の実際

求人票の見方  ／　身だしなみ・マナー

文章表現（作文・小論文）

適性検査・公務員試験等対策講座（基礎学力分野）

文章表現（作文・小論文）

面接試験対策（模擬面接）

面接試験対策（模擬面接）

目標

・卒業後の進路を自ら選択し、それを目指し積極的に準備し、活動できるようになる。

・履歴書や小論文の書き方、面接スキル、就職試験の受け方等について具体的に学び、実
　践的な就職活動に向かう力を獲得する

科目名 保育キャリアデザインⅡ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

評価基準
授業への積極的参加度50％、　ワークシート・レポートの提出50％
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講義30時間・2単位 ２学年　前期

塩澤　恵美 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 演習

14 演習

15 演習

科目名 メディア社会と子育て

青少年のネット見守りの経験を活かして、子どものインターネット利用に関する現状と
課題について共に考えていく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

子育て家庭とメディア利用

インターネットの利用状況

メディア社会の現状と課題について理解を深めるとともに、自らの課題として捉えていく。
さらに、メディア社会における子育て家庭の現状を把握し、保育者として保護者を支援する
意義と使命を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準
授業態度・提出物（30％）

レポート・課題（70%）

インターネットと情報モラル

オリエンテーション（本科目のねらい、進め方、評価の基準について）
メディア社会とは

講義内容

子どもとインターネット　

目標

適宜、資料を配布する。

テキスト・参考書

インターネットと依存

インターネットと人間関係

学力への影響

インターネットと生活リズム

課題学習③　

課題学習②　

課題学習①　

インターネット利用の課題と展望

群馬県内の取り組み

保育現場とインターネット
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講義30時間・2単位 １学年　後期

魚屋　真佐江 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 筆記試験

目標

①憲法の意義や基本原理、基本的人権の具体的な内容について説明できる。

②教育現場の憲法問題に触れ、子どもの権利を保障するために何が必要かを考えることがで
　きる。

③憲法の重要性、改正も含めた憲法の在り方に関して理解を深める。

科目名 日本国憲法

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
社会福祉士として障害者支援施設や高齢者施設等で談員の経験あり。実務において障害者や
高齢者に関わり、人権擁護の現場の経験から、憲法の人権尊重の精神を伝える。

評価基準
科目習得試験結果（80％）、課題提出と授業態度（20％）

合計100％で評価する。

国民主権と参政権・・・国民主権の原理とそれを実現する参政権（選挙権）について学ぶ（第
10章）

講義内容

憲法とは何か・・・憲法の基本原理や特質、その歴史的変遷について学ぶ（第14章）

個人の尊厳と基本的人権・・・最も重要な目的である個人の尊厳と基本的人権の保障について
学ぶ（第１章）
子どもの権利と教師の権利・・・子どもの権利の保障と教師に認められる権利を学ぶ（第２
章）
憲法における平等・・・憲法の保障しようとする平等や禁止する差別について知り、教育現場
における課題を考える（第３章）
思想・良心の自由、信教の自由・・・思想・良心の自由および信教の自由について学ぶ（第４
章）

表現の自由・・・表現の自由が許される範囲と、限界について理解する（第５章）

学問の自由、教師の教育の自由・・・学問の自由の意味と教授の自由の範囲について学ぶ（第
６章）

教育を受ける権利・・・教育を受ける権利の内容と保障のあり方について学ぶ（第７章）

自由権と社会権・・・経済的自由とそれを支える社会権について学ぶ（第８章）

刑事手続き上の権利・・・刑事事件で保障される権利について学ぶ（９章）

平和主義・・・平和主義の内容と自衛隊の派遣に関する解釈について学ぶ（第11章）

権力分立・・・立法、行政、司法による抑制と均衡の原理について学ぶ（第12章）

地方自治と主権者教育・・・地方自治の内容と実際の展開、および自治の主体である「市民」
の教育について学ぶ（第13章）

科目習得試験

テキスト・参考書
西原博史・斎藤一久編著『教職課程のための憲法入門』弘文堂、2016年
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演習30時間・1単位 1学年　通年

井上暁子・塩澤恵美
他(保育学科教員）

有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

目標

１．学内活動・学外活動に積極的に取り組み、豊かな学生生活を送る。

２．行事等を通し、協働する力・コミュニケーション能力、企画・実践力を高める。

３．教室等の環境を整え、学校生活を快適に送れるようにする。

科目名 特別講座Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

評価基準
参加の積極性（60％）、環境整備（20％）、協働性（20％）

ホームルーム／教室・演習室等の清掃・環境整備

遊びの広場「おひさま」に向けての活動

遊びの広場「おひさま」に向けての活動

行事関係：PAZ祭に向けての話し合い　〈保2年と合同〉

特別活動

ホームルーム（教育実習の諸注意・直前の確認等）

講義内容

ホームルーム（クラスの係決め等）／壁面製作ガイダンス

渋川市子育て支援総合センター見学　／　入学時個別面談ガイダンス
／学外体験学習ガイダンス

特別活動

特別活動　／　試験に向けてのガイダンス

行事関係：予餞会・新入生歓迎会に向けての話し合い

ホームルーム（掃除、年末年始の動きの連絡）

行事関係：予餞会準備

ホームルーム（保育実習直前確認等）／教室・演習室等の清掃

テキスト・参考書

必要に応じて資料を配布する

　＊学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。

行事関係：PAZ祭に向けて
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演習 30 時間・1 単位 ２学年　通年

鵜飼侑起子・塩澤恵美 
他 (保育学科教員)

有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 特別講座Ⅱ

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

進路指導(就職活動の手続き、合同就職説明会に向けてのガイダンス)

防犯・交通安全活動・渋川市警察署見学

参加の積極性(60%) 、環境整備(20%)、 協働性(20%)

ホームルーム（教室・演習室等の清掃・環境整備/実習直前確認）

1.学内活動・学外活動に積極的に取り組み、豊かな学生生活を送る。

模擬保育①

講義内容

4.模擬保育等を通して保育者としての総合力を身につける。

3.教室等の環境を整え、学校生活を快適に送れるようにする。

2.行事等を通し、協働する力・コミュニケーション能力、企画・実践力を高める。

評価基準

目標
	

	

特別活動

保育実習II・III振り返り続き

模擬保育②

ホームルーム(教育実習の諸注意・直前の確認等)

行事関係:PAZ 祭に向けての話し合い〈保 1 年と合同〉

行事関係:PAZ 祭に向けて

特別活動

保育実習II・IIIポスター発表リハーサル（クラス発表）

ホームルーム（卒業に向けて）

特別活動（日本での災害対策）

ホームルーム（教室・演習室等の清掃・環境整備）

テキスト・参考書

必要に応じて資料を配布する。

*学習の進捗状況により内容及び実施時期が変更になることもある。
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2022年度 

 

 

介護福祉専攻科 

シラバス 

 

 

 

群馬パース大学福祉専門学校 



別表

　　介護福祉専攻科　履修科目

授業科目名
授業
形態 時間

厚労省
指定時間 担当教員 単位認定者

社会の理解 社会の理解 講義 30 必修 2 15 魚屋　真佐江 千田　仁

計 30 2 15

介護の基本Ⅰ 講義 60 必修 4 金井 大輔 千田　仁

介護の基本Ⅱ 講義 60 必修 4 角田　匡哉 千田　仁

介護予防リハビリテーション 講義 60 必修 4 勝田・中園 千田　仁

コミュニケーション技術 コミュニケーション技術 演習 60 必修 2 60 清水　潮里 清水　潮里

生活支援技術 講義 60 必修 4 荻野・千田 千田　仁

生活支援技術演習Ⅰ 演習 120 必修 4 戸丸　美智子 千田　仁

生活支援技術演習Ⅱ 演習 60 必修 2 戸丸　美智子 千田　仁

食生活援助 演習 60 必修 2 丸山　まいみ 千田　仁

介護過程総論 講義 60 必修 4 千田　仁 千田　仁

介護過程各論 講義 60 必修 4 千田　仁 千田　仁

事例研究 演習 30 必修 1 千田　仁 千田　仁

介護総合演習 介護総合演習 演習 60 必修 2 60 千田　仁 千田　仁

介護実習Ⅰ 実習 45 必修 1 千田・戸丸・清水 千田　仁

介護実習Ⅱ 実習 180 必修 4 千田・戸丸・清水 千田　仁

計 975 42 960

発達と老化の理解 発達と老化の理解 講義 30 必修 2 30 清水　潮里 清水　潮里

認知症の理解Ⅰ 講義 30 必修 2 髙橋　将弘 清水　潮里

認知症の理解Ⅱ 講義 30 必修 2 髙橋　将弘 清水　潮里

障害の理解 障害の理解 講義 30 必修 2 30 狩野　裕子 清水　潮里

こころとからだのしくみⅠ 講義 30 必修 2 清水　潮里 清水　潮里

こころとからだのしくみⅡ 講義 30 必修 2 清水　潮里 清水　潮里

計 180 12 180

医療的ケアⅠ 講義 60 必修 4 清水　潮里 清水　潮里

医療的ケアⅡ 講義 30 必修 2 清水　潮里 清水　潮里

計 90 6 50

特別講座 講義 60 必修 4 千田　仁 千田　仁

計 60 4

人間と社会 30 必修 2 15

介護 975 必修 42 960

こころとからだのしくみ 180 必修 12 180

医療的ケア 90 必修 6 50

その他 60 必修 4

合計 1,335 66 1,205

認知症の理解 60

生活支援技術 300

医療的
ケア

医療的ケア 50

その他

介護実習 210

こころと
からだの

しくみ

介護過程 150

こころとからだのしくみ
60

区分 単位

人間と社
会

介
護

介護の基本 180



講義30時間・2単位 介護福祉専攻科

魚屋　真佐江 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 試験

第6章　介護実践に関する諸制度(1)  個人の権利を守る制度・施策/保険医療に関する制度・施策

第6章　介護実践に関する諸制度(2)   貧困対策・生活困窮者支援に関する制度/地域生活を支援
する制度

振り返り、まとめ

科目習得試験

テキスト・参考書
介護福祉士養成講座　2　社会の理解　中央法規

その他、必要に応じて資料配布予定

第4章　高齢者保健福祉と介護保険制度（3）介護保険制度③

講義内容

第１章　社会と生活のしくみ   地域・地域社会

第３章　社会保障制度       社会保障の基本的な考え方/日本の社会保障制度の発達

第3章　社会保障制度         日本の社会保障制度のしくみ

第５章　障害者保健福祉と障害者総合支援制度(1)   障害者保健福祉に関連する法体系

第５章　障害者保健福祉と障害者総合支援制度(2)   障害者総合支援制度①

第５章　障害者保健福祉と障害者総合支援制度(3)   障害者総合支援制度②

第2章　地域共生社会の実現に向けた制度や施策　　　地域共生社会

第2章　地域共生社会の実現に向けた制度や施策　　　地域包括ケア

第4章　高齢者保健福祉と介護保険制度（1）高齢者保健福祉の動向と法体系　介護保険制度①

第4章　高齢者保健福祉と介護保険制度（2）介護保険制度②

担当講師の実務経験
社会福祉士として相談員の経験あり。実務において介護保険や障害者福祉に関わった経験を
交えて、具体的に社会のしくみがどのように反映されているのかを伝えていく。

評価基準
授業態度10パーセント、筆記試験90％

合計100％で評価する。

目標

1.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システムの
基礎的な知識を習得する。

2.日本の社会保障の基本的な考え方、仕組みについて理解する。

3.高齢者福祉、障害者福祉、介護保険制度の制度・施策について、介護実践に必要な視点か
ら基礎的な知識を習得する。

4.介護実践に関連する諸制度を学び、日本の福祉の実際の運用を学ぶ。

科目名 社会の理解

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無



講義 60時間・4 単位 介護福祉専攻科

金井 大輔 有　・　無

回 方法

1 講 義

2 講 義

3 講 義

4 講 義

5 講 義

6 講 義

7 講 義

8 講 義

9 講 義

10 講 義

11 講 義

12 講 義

13 講 義

14 講 義

15 試 験

目標

科目名 介護の基本Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

⚫ 介護福祉の基本となる理念や、地域を基盤とした生活の継続性を支援するための仕組みを理解し介護福祉の
　　専門職としての能力と態度を養う。
⚫ 「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の考え方を理解するとともに「介護を必要とする人」を、
　　生活の観点から捉えることができる。
⚫ 「生活支援」としての介護を学習し、自立の向けた介護を提供する意義について理解を深める。
⚫ ＩＣＦやリハビリテーションの考え方を理解する。

担当講師の実務経験 認知症対応型共同生活介護・小規模多機能居宅介護支援・介護老人保健施設での管理者・マネジャー
経験を活かし、リアルな介護現場の状況を伝えながら、介護の基本に通じる学びを深めていきたい。

評価基準
筆記試験（100%）※前期（50％）後期（50％）

介護福祉士の役割と機能④心身の状況に応じた介護を考える

講義内容

介護福祉とは①介護の成り立ち

介護福祉とは②介護サービスと家族介護のバランス

介護福祉とは③介護の概念の変遷

介護福祉とは④今後、対応が必要な介護問題を考えてみる

介護福祉とは⑤介護福祉の基本理念

介護福祉とは⑥尊厳を支える介護

介護福祉とは⑦利用者主体の自立を支えるために必要な自己決定権

介護福祉士の役割と機能① 介護福祉士の活動の場と役割

介護福祉士の役割と機能② 介護福祉士の活動の場と役割②

介護福祉士の役割と機能③ 社会福祉士及び介護福祉士法

介護福祉士の役割と機能⑤介護福祉士の義務規定

介護福祉士の役割と機能⑥介護福祉士養成カリキュラムの変遷

介護福祉士の役割と機能⑦介護福祉士を支える団体

前期筆記試験（50％）



回 方法

16 講 義

17 講 義

18 講 義

19 講 義

20 講 義

21 講 義

22 講 義

23 講 義

24 講 義

25 講 義

26 講 義

27 講 義

28 講 義

29 講 義

30 試 験

テキスト・参考書

講義内容

最新･介護福祉士養成講座 3 介護の基本Ⅰ
その他必要に応じて資料配布予定

自立に向けた介護福祉のあり方④高齢者のストレングス

介護福祉士の倫理①介護福祉士の倫理

介護福祉士の倫理②日本介護福祉士会の倫理綱領

介護福祉士の倫理③利用者の尊厳を保持した倫理的介護実践

自立に向けた介護福祉のあり方① 自立支援の考え方

自立に向けた介護福祉のあり方②利用者の意思決定を支援する

自立に向けた介護福祉のあり方③ＩＣＦの考え方

介護の基本Ⅰ後期まとめ

後期筆記試験（50％）

介護の基本Ⅰ前期まとめ

自立に向けた介護福祉のあり方⑤自立支援とリハビリテーション

自立に向けた介護福祉のあり方⑥リハビリテーションの理念

自立に向けた介護福祉のあり方⑦リハビリテーションの目的と役割

自立に向けた介護福祉のあり方⑧自立支援と介護予防

自立に向けた介護福祉のあり方⑨介護予防における介護福祉士の役割



講義 60 時間・4 単位 介護福祉専攻科

角田 匡哉 有　・　無

回 方法

1 講 義

2 講 義

3 講 義

4 講 義

5 講 義

6 講 義

7 講 義

8 講 義

9 講 義

10 講 義

11 講 義

12 講 義

13 講 義

14 講 義

15 試 験

目標

科目名 介護の基本Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

・　介護福祉士に求められる職業倫理を学び、高い倫理性を身につける。
・　多職種協働やケアマネジメントなどの制度の仕組みを踏まえ、具体的な事例について
　  　介護過程を展開できる能力を養う。
・　リスクマネジメント等、利用者の安全に配慮した介護を実践する能力を養う。
・　介護従事者自身の健康管理や労働環境の管理について理解する。
・　地域を基盤とした生活の継続性を支援するための仕組みを理解する。

担当講師の実務経験

介護老人保健施設、グループホームの介護職員として18年の実務経験を活かし、実際の
現場でのエピソードを交えながら、将来介護職についたときに役立つ内容の講義を行う

評価基準
筆記試験（100%）※前期（50％）後期（50％）

生活を支えるフォーマルサービス（社会的サービス）とは

講義内容

介護福祉士を必要とする人の理解① 　生活とは何か

介護福祉士を必要とする人の理解② 　私たちの生活の理解（演習）

介護福祉士を必要とする人たちの暮らし①　「暮らし」を理解する

介護福祉士を必要とする人たちの暮らし②　高齢者、障害者の暮らし

介護福祉士を必要とする人たちの暮らし③　個人の暮らしや歴史を聴く場合の注意点

「その人らしさ」と「生活ニーズ」の理解①　「その人らしさ」とは何か

「その人らしさ」と「生活ニーズ」の理解②　個々の生活ニーズにどこまでこたえるか

生活のしづらさの理解とその支援①　生活のしずらさについて考える

生活のしづらさの理解とその支援②　家族介護者への支援

介護福祉を必要とする人の生活を支えるしくみ

生活を支えるインフォーマルサービス（私的サービス）とは

地域連携① 　地域連携の意義と目的

地域連携②　 地域連携にかかわる機関の理解、利用者を取り巻く地域連携の実際

前期筆記試験（50％）・前期まとめ



回 方法

16 講 義

17 講 義

18 講 義

19 講 義

20 講 義

21 講 義

22 講 義

23 講 義

24 健康管理の意義と目的（介護という仕事の特徴、介護職の健康と介護の質） 講 義

25 講 義

26 講 義

27 講 義

28 介護を取り巻く状況の変化と自身の学び方・専門職業人としての介護福祉士 講 義

29 講 義

30 試 験

介護における安全の確保
（介護における安全の確保の重要性、安全確保のためのリスクマネジメント）

健康管理に必要な知識と技術①　（こころの健康管理、燃え尽き症候群）

健康管理に必要な知識と技術②　（からだの健康管理、腰痛対策）

安心して働ける環境づくり（労働環境の整備、労働環境の改善、労働安全の基本原則）

テキスト・参考書

講義内容

最新･介護福祉士養成講座 4 介護の基本Ⅱ
新・介護福祉士養成講座 16 資料編
その他必要に応じて資料配布予定

多職種連携② 　利用者を取り巻く他職種連携の実際

事故防止と安全対策

感染対策①（生活の場での感染対策、高齢者介護施設と感染対策）

感染対策②
（感染対策とリスクマネジメント、感染対策の基礎知識、感染症発生時の対応）

感染対策③　感染予防のための観察ポイント（演習）

多職種連携① 　多職種連携の意義と目的、協働職種の理解と連携のあり方

介護の基本Ⅱまとめ

後期筆記試験（50％）・後期まとめ

多職種連携③ 　多職種連携・協働と社会の動きについて（演習）



講義60時間・4単位 介護福祉専攻科

勝田隼人・中園光亮 有　・　無

回 方法

1 講　義

2 講　義・演　習

3 講　義・演　習

4 講　義・演　習

5 講　義・演　習

6 講　義・演　習

7 講　義・演　習

8 演　習

9 講　義

10 講　義・演　習

11 講　義・演　習

12 講　義・演　習

13 講　義・演　習

14 講　義

15 試　験

車椅子に座る姿勢について（シーティングについて）について　　　　　　　　（勝田）

ベッドポジショニング、災害時のリハビリテーションを考えよう　　　　　　　（勝田）

前期　まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勝田）

前期筆記試験（50％）※試験範囲第1回～第14回　　　　　　　　　　　　　 　（勝田）

リハビリテーションと生活環境（住環境整備・住宅改修など）　　　　　　　　（勝田）

講義内容

オリエンテーション、リハビリテーションの理念

介護予防の意義と目的（フレイルについて）

介護予防の実践➀（運動について）

介護予防の実践②（口腔機能、オーラルフレイルについて）　　　　　　　　　（勝田）

介護予防の実践③（栄養について）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勝田）

介護予防の実践④（脳機能、認知症予防脳トレについて）　　　　　　　　　　（勝田）

介護予防の取り組みについて企画・発表してみよう➀（企画：グループワーク）（勝田）

介護予防の取り組みについて企画・発表してみよう②（発表グループワーク）　（勝田）

リハビリテーションの種類、リハビリテーションに関わる専門職　　　　　　　（勝田）

リハビリテーションと生活環境（福祉用具）　　　　　　　　　　　　　　　　（勝田）

目標

●リハビリテーションの理念や障害分類、リハビリテーションのサービス体系について理解する。

●介護福祉士としての資質や目的意識を高めるために疾患ごとの障害形態や特徴を理解する。

●介護における予防的視点を養うために介護予防の意義と目的を理解する。

科目名 介護予防リハビリテーション

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

勝田：在宅や有料老人ホームでの高齢者の様々な疾患や障害、老年期にある方に対しての生
活期のリハビリテーションに携わってきた。これらの経験から自立支援・介護予防の基礎、
実践への応用をリハビリテーションの考えに基づいて講義・実技を指導する。
中園：回復期リハビリ病棟や有料老人ホームに従事し、若年者から高齢者の方まで様々な疾
患・障害の方に対して回復期～維持期のリハビリテーションを行ってきた。その経験から主
に・疾患別や病期ごとのリハビリテーションの考えを基に講義・指導をしていく。

評価基準
講義期間内の2回の筆記試験により判定する。中間試験50%，学期末試験50%として、

全体で60％以上を合格とする。



回 方法

16 講　義

17 講　義

18 講　義

19 講　義

20 講　義

21 講　義

22 講　義

23 講　義

24 講　義

25 講　義

26 講　義

27 講　義

28 講　義

29 講　義

30 試　験

腰痛について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

高齢者に多い骨折と大腿骨頸部骨折について　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

高齢者のリハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

理学療法評価について（アセスメント）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

テキスト・参考書

最新介護福祉全書別巻2　リハビリテーション論

毎回講義資料配布予定

＊参考資料：イチからわかる！フレイル・介護予防Q＆A　（医歯薬出版）

講義内容

脊髄損傷のリハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

介護予防リハビリテーションのまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

後期筆記試験（50％）※試験範囲第16回～第29回　　　　　　　　　　　   　　（中園）

脳卒中のリハビリテーション　1　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　（中園）

脳卒中のリハビリテーション　2　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（中園）

パーキンソン病のリハビリテーション　1　　　　　　　　　　　　　  　　　　（中園）

パーキンソン病のリハビリテーション　2　　　　　　　　　　　　　  　　　　（中園）

地域リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

終末期リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

在宅訪問リハビリテーションの援助技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）

整形外科疾患のリハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中園）



演習60時間・2単位 介護福祉専攻科

清水潮里 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

障害の特性に応じたコミュニケーション⑥うつ病・抑うつ状態の人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション⑦統合失調症のある人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション⑧知的障害のある人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション⑨発達障害のある人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション⑤認知症の人への支援

講義内容

介護場面における基本的態度（日常生活に必要な挨拶と身だしなみ）

介護におけるコミュニケーションの基本　　

コミュニケーションの基本技術①　傾聴・受容・共感

コミュニケーションの基本技術②　言語・非言語コミュニケーション

コミュニケーションの基本技術③　目的別コミュニケーション技術

コミュニケーションの基本技術④　集団コミュニケーション技術

障害の特性に応じたコミュニケーション①コミュニケーション障害とは

障害の特性に応じたコミュニケーション②視覚・聴覚障害のある人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション③構音障害の人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション④失語症の人への支援

目標

１．介護場面における基本的態度を習得する。

２．対象者との支援関係の構築やチームケアを実践するためのコミュニケーションの意義や技
法を学ぶ。

３．介護実践に必要なコミュニケーション能力を養う学習とする。

科目名 コミュニケーション技術

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
看護師や相談員、管理職など多様な対象者とのコミュニケーション経験を活かし、対象者との
支援関係の構築やチームケアを実践するためのコミュニケーションの意義や技法、介護実践に
必要なコミュニケーション能力を養う講義とする。

評価基準
筆記試験、レポート等で100％



回 方法

16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義

19 試験

20 講義・演習

21 講義・演習

22 講義・演習

23 講義・演習

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義

30 試験

介護におけるチームのコミュニケーション①
チームのコミュニケーションとは

障害の特性に応じたコミュニケーション⑩高次脳機能障害のある人への支援

テキスト・参考書 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）他

講義内容

介護におけるチームのコミュニケーション②
報告・連絡・相談の技術

まとめ

試験

介護におけるチームのコミュニケーション③
記録の技術

会議・議事進行・説明の技術①　

会議・議事進行・説明の技術②　カンファレンスとは・カンファレンスの進め方

会議・議事進行・説明の技術③　カンファレンスの運用・カンファレンスの振り返り

事例検討に関する技術

情報の活用と管理のための技術

障害の特性に応じたコミュニケーション⑪重症心身障害のある人への支援

障害の特性に応じたコミュニケーション⑫　まとめ

中間テスト

家族とのコミュニケーション　家族との関係づく



講義60時間・４単位 介護福祉専攻科

荻野由起子／千田仁 有　・　無

回 方法

1 　　　　　講義

2 　　　講義・実習

3 　　　講義・実習

4 　　　講義・実習

5 　　　講義・実習

6 　　　講義・実習

7 　　　講義・実習

8 　　　講義・実習

9 　　　　筆記試験

10 　　　講義・実習

11 　　　講義・実習

12 　　　講義・実習

13 　　　講義・実習

14 　　　講義・実習

15 　　　筆記・実習試験

（衣生活⑬）高齢者への対応（生理機能に合わせた工夫)　　和服のたたみ方　　（荻野）

（衣生活⑭）高齢者への対応（運動機能に合わせた工夫） 　和服のたたみ方　　（荻野）　講義・実習

（衣生活⑮）筆記・実習試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（荻野）

（衣生活⑦）衣類取り扱い絵表示①　　　　　　　　　　　まつり縫い②　　　（荻野）

（衣生活⑧）衣類取り扱い絵表示②　　　　　　　　　　　まつり縫い③　　　（荻野）

（衣生活⑨）中間筆記試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（荻野）　　　　　　　

（衣生活⑩）衣類の保管　　　　　　　　　　　　　　　　ミシンの基本操作　（荻野）

（衣生活⑫）高齢者への対応（着脱しやすい工夫）　　　　アイロンがけ　　　（荻野）

（衣生活②）被服生活の基本知識　　　　　　　　　　　　裁縫道具の説明　　（荻野）　　講義・実習

（衣生活③）繊維の種類と特徴　　　　　　　　　　　　　ボタン付け　　　　（荻野）

（衣生活④）布地の性質　　　　　　　　　　　　　　　　ボタンホールの工夫（荻野）

（衣生活⑤）衣類の洗濯　　　　　　　　　　　　　　　　スナップ付け　　　（荻野）

（衣生活⑥）衣類の漂白としみ抜き　　　　　　　　　　　まつり縫い①　　　（荻野）

衣生活
①被服の機能、管理について理解し高齢者に適した衣類の知識を深める。
②基礎的な裁縫の技術を習得する。
生活支援
①尊厳の保持や自立支援、生活の豊かさの観点から、本人主体の生活が継続できるよう、
　根拠に基づいた介護実践を行うための知識を身につける。
②自立に向けた様々な生活支援の基礎的な知識を習得する。
③福祉用具を活用する知識を習得する。

目標

科目名 生活支援技術

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

荻野：被服製作と被服材料学を服装専門学校で指導してきた。
千田：特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）・老人保健施設・通所介護・通所リハビ
リテーションにおける生活支援等を行う。これらの経験を活かし生活支援の基礎から応用ま
で指導する。

評価基準
衣生活：筆記試験（60%）提出物（40%）
生活支援：筆記試験(100％)　 ※出席、授業態度、提出物等の提出状況にて加減点あり
※衣生活(100％)＋生活支援(100％)÷2

（衣生活⑪）衣類・寝具の衛生管理　　　　　　　　　　　エプロン名札付け　（荻野）

講義内容

（衣生活①）シラバス説明、実習室の使い方　　　　　　　　　　　　　　　　（荻野）



回 方法

16 講義

17 講義

18 講義

19 講義

20 講義

21 講義・演習

22 講義・演習

23 講義

24 講義

25 講義

26 講義

27 講義

28 講義・演習

29 講義・演習

30 試験

（生活支援③）生活支援とチームアプローチ　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援④）居住環境の整備　住まいの役割と機能　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑤）居住環境の整備　多職種との連携　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑥）居住環境の整備　自宅の間取りと危険個所　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援①）シラバス説明・生活支援とは何か（意義と目的　　　　　　　　（千田）

（生活支援②）生活支援と介護過程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

テキスト・参考書

講義内容

（生活支援⑦）生活支援と福祉用具の活用　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑭）災害時における生活支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑮）定期試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑧）福祉用具を選ぶための視点　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑨）家庭生活にかかわる基本知識　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑩）家庭生活にかかわる基本知識　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑪）自立に向けた家事の介護　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑫）家事の介護における多職種との連携　　　　　　　　　　　　　（千田）

（生活支援⑬）緊急時の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田）

衣生活・生活支援
　最新・介護福祉士養成講座６　生活支援技術Ⅰ　中央法規
　随時コピー配布（資料）



演習120時間・4単位 介護福祉専攻科

戸丸美智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9

10

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

筆記試験40％、実技試験60％
レポート課題の提出：減点方式で総合評価から減点する
出席点：減点方式で総合評価から減点する
（遅刻、欠席、早退、忘れ物：１つでも該当で、１コマにつき－１点）

・利用者の自立を尊重し、潜在能力を引き出すための介護技術を理解する。
・利用者個々に応じた適切で安全な援助を行うために、基本的な介護技術の意義や目的を理
解する。また、実践できるよう演習を通して習得する。

睡眠：ベッドメイキング　実技試験練習

睡眠：ベッドメイキング　実技試験練習

睡眠：ベッドメイキング　①実技試験練習　②実習着の確認

移動：①移動の意義と目的　②主な姿勢、麻痺の障害部位
　　　③ボディメカニクス、関節可動域

ベッドメイキング　実技試験

睡眠：ベッドメイキング　実技試験告知と練習

担当講師の実務経験
高齢者施設で働いた経験を活かし、利用者に寄り添い、自立支援の考えに基づいた介護技術
を指導する。

評価基準

目標

講義内容

生活支援とは（オリエンテーション含む）
　①シラバス説明・実習室の使用方法
　②介護福祉士が行う生活支援、アセスメント

睡眠：①睡眠の意義と目的　②ベッドの物品と使用方法

睡眠：ベッドメイキング　①広げ方、三角コーナー　②たたみ方

睡眠：ベッドメイキング　①ラバーシーツ　②横シーツ　③枕

科目名 生活支援技術演習Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

実技試験①

移動：ボディメカニクスの実践　①上方移動　②水平移動

移動：ボディメカニクスの実践　仰臥位～側臥位（背面法、対面法）

移動：ボディメカニクスの実践
　　　①仰臥位～長座位～端座位　②仰臥位～側臥位～端座位

移動：ボディメカニクスの実践
　　　①立位と座位のしくみ　②健側と患側　③立位・座位介助



回 方法

16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義・演習

19 講義・演習

20 講義・演習

21

22

23

24

25 講義・演習

26 講義・演習

27

28

29 講義・演習

30 講義・演習

31 講義・演習

32 講義・演習

33 講義・演習

34

35

36 講義・演習

37 講義・演習

38

39

40 講義・演習

41 講義・演習

42 講義・演習

43 講義・演習

44 講義・演習

振り返り

身じたく：衣服の着脱　かぶり（一部介助）　①座位時　②臥位時

身じたく：衣服の着脱　前開き（一部介助）　①臥位時　②浴衣

身じたく：実技試験練習

食事：①意義と目的　②食事介助

身じたく：①意義と目的　②整容介助（顔拭き、髭剃り、爪切り）

移動：車椅子の移動介助　　介助方法（段差、坂道、砂利道）

移動：実技試験告知と練習

移動：実技試験練習

移動：実技試験練習

移動：実技試験練習

移動：杖歩行介助　　①歩行のしくみ　②杖の使用方法
　　　　　　　　　　③杖歩行の介助方法（平面、階段）

講義・演習

実技試験②移動：実技試験

移動：視覚障害者の歩行介助 講義・演習

移動：車椅子の移動介助　　自走体験

移動：①車椅子の構造　②ベッド⇒車椅子の移乗（一部介助）

講義内容

身じたく：実技試験告知と練習

講義・演習

身じたく：実技試験 実技試験③

排泄：ポータブルトイレ

身じたく：実技試験練習

身じたく：実技試験練習

排泄：①意義と目的　②トイレ誘導

排泄：①尿器　②便器

排泄：おむつ交換とパットの使い方



回 方法

45 講義・演習

46 講義・演習

47 講義・演習

48

49

50

51

52 講義・演習

53 講義・演習

54

55

56 筆記試験

57 講義・演習

58 講義・演習

59 講義・演習

60 講義・演習

清保：入浴、清潔保持の意義と目的

清保：入浴介助
　　　ベッド上での部分浴と整容（手浴、足浴、爪切り）

筆記試験

テキスト・参考書

最新・介護福祉士養成講座６　生活支援技術Ⅰ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座７　生活支援技術Ⅱ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座11　こころとからだのしくみ　中央法規
※必要に応じて資料配布、他科目のテキストを使用する場合あり

実習に向けて①：ベッドメイク

実習に向けて②：体位変換

実習に向けて③：移乗介助

実習に向けて④：排泄介助

排泄：実技試験練習

排泄：実技試験練習

排泄：陰部洗浄、実技試験練習

講義内容

講義・演習

排泄：実技試験 実技試験④

清保：ベッド上での部分浴（ケリーパット） 講義・演習

排泄：実技試験告知、練習



演習60時間・2単位 介護福祉専攻科

戸丸美智子 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3

4

5

6

7

8

9

10

11 講義・演習

12 講義・演習

13

14

15 講義・演習

16

17

18 講義・演習終末期：終末期における介護技術（エンゼルケア）

講義内容

１年間の講義に向けて　　①オリエンテーション：シラバス説明、実技組み合わせ確認
　　　　　　　　　　　　②リハビリテーションの視点からの関節可動域・筋力評価

障害に応じた生活支援技術：知的障害（療育活動の考え）

実習に向けて①②：自立に向けた身支度・移動・排泄の介護等
　　　　　　　　　全介助の利用者の立ち上がり・移乗動作の介助

福祉用具を活用した介護技術①②
　　　　　　　床走行式リフト、スライディングボード、スライディングシート

目標

科目名 生活支援技術演習Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

筆記試験30％・実技試験70％（前期20%・後期50%）・
レポート課題の提出状況等：未提出の場合は減点とする
出席点：減点方式で総合評価から減点する
（欠席、遅刻、早退、忘れ物：１つでも該当で、１コマにつき2点減点）

・1年次に習得した基本的な介護技術を応用し、安全・安楽に考慮した援助ができるようになる。
・利用者の自立を尊重し、個々に応じた援助ができるようになる。様々な角度から介護技術を
　捉えられる力を養い、実践できるようになる。
・障害の状況や状態に応じた援助について学び、介護福祉士の役割と生活支援のあり方について
　理解を深める。
・終末期における援助について学び、介護福祉士の役割と生活支援のあり方について理解を深める。

担当講師の実務経験
介護施設での勤務経験があり、利用者の自立支援・残存機能の活用を目指した
介護技術の指導を行うと共に、利用者に寄り添う介護の精神を伝える。

評価基準

講義・演習

実習に向けて③：自立に向けた身支度・移動・排泄の介護等
　　　　　　　　排泄介助の復習ならびに事例への応用

講義・演習

前期実技試験告知、練習 講義・演習

講義・演習

前期実技試験 試験

終末期：死に対する心理の理解（キューブラーロス） 講義・演習

福祉用具を活用した介護技術③　　スーパートランスファー

移動の介護の実践的応用：複数名での移乗介助
①ベッド⇒車椅子　②ベッド⇒ストレッチャー

終末期：終末期の意義と介護福祉士の役割（ターミナルケア）



回 方法

19

20

21 講義・演習

22 試験

23

24

25

26

27

28

29

30

まとめ

テキスト・参考書

講義内容

事例発表、最終実技試験の注意事項 講義・演習

最終実技試験 試　験

最新・介護福祉士養成講座６　生活支援技術Ⅰ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座７　生活支援技術Ⅱ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座11　こころとからだのしくみ　中央法規
最新・介護福祉士養成講座８　生活支援技術Ⅲ　中央法規（参考書）
※必要に応じて資料配布、他科目のテキストを使用する場合あり。

筆記試験

講義・演習

チームアプローチ　災害時における対応 講義・演習

最終実技試験告知、事例発表練習 講義・演習

終末期：家族への支援の実際（グリーフケア）



演習60時間・2単位 介護福祉専攻科

丸山まいみ 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 演習

6 演習

7 講義

8 講義

9 講義

10 演習

11 講義

12 講義

13 演習

14 演習

15 実習

16 実習

17 実習

18 実習

19 実習

20 実習

目標

① 栄養素、食生活の基礎について理解する

➁ 対象者の身体的特徴や食生活の支援方法について理解する

③ 調理の手法や食品・食器・調理器具、調理者の衛生管理に理解する

科目名 食生活援助

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
様々な年代や疾病を持つ方々に対し、管理栄養士として食事支援・栄養指導等を行ってき
た。対象者の背景や特性に合わせた食生活のサポート方法について指導する。

評価基準
筆記試験：加点方式（60％）、課題提出：減点方式（20％）、

学習態度・出席状況：減点方式（20％）

災害時の対応、食べ物の衛生と危機管理

講義内容

講義オリエンテーション、介護における“食”の役割

要介護者の栄養問題、身体的・栄養的特徴

栄養素と役割①　

栄養素と役割②

栄養ケア～マネジメント、スクリーニング、アセスメント～

栄養ケア～計画、モニタリング、評価～

疾病と栄養療法①

疾病と栄養療法➁

口腔ケア、咀嚼、嚥下

咀嚼・嚥下体験、高齢者疑似体験、緊急時の対応

食文化

介護現場での食生活支援と調理①

介護現場での食生活支援と調理➁

調理実習①　調理時の衛生管理、基本献立（常食）

調理実習①　調理時の衛生管理、基本献立（常食）

調理実習➁　調理の基礎（常食）

調理実習➁　調理の基礎（常食）

調理実習③　きざみ食、ペースト食

調理実習③　きざみ食、ペースト食



回 方法

21 実習

22 実習

23 実習

24 実習

25 実習

26 実習

27 実習

28 実習

29 演習

30 試験

テキスト・参考書

・新 介護福祉士養成講座6 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（中央法規）

・電卓

・調理実習時：エプロン、三角巾、マスク（調理実習室用）、上靴を用意

講義内容

調理実習④　宅配食、介護食品

発表・まとめ

試験

調理実習⑤　疾病別コントロール食

調理実習⑤　疾病別コントロール食

調理実習⑥　行事食

調理実習⑥　行事食

調理実習⑦　レクリエーションとおやつ作り（補食の役割）

調理実習⑦　レクリエーションとおやつ作り（補食の役割）

調理実習④　宅配食、介護食品



講義60時間・4単位 介護福祉専攻科

千田　仁 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

16 講義

17 講義

18 講義・演習

19 講義・演習

介護過程とチームアプローチ④

国家試験：実技試験問題の検討①

国家試験：実技試験問題の検討②

担当講師の実務経験
特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）・老人保健施設での担当利用者ケアプラン作
成、カンファレンス等を行う。これらの経験を活かし、利用者の状況に応じたアセスメン
ト・計画の立案・実施・評価の一連のプロセス等を指導する。

評価基準

介護過程とチームアプローチ③

講義内容

授業オリエンテーション

介護過程の意義と目的を理解する

専門的な思考過程である介護過程のプロセスを理解する

介護過程とチームアプローチ①チームビルディング

介護過程の理解：アセスメント（情報収集の方法と基本的視点）

介護過程の理解：アセスメント（解釈・関連づけ・統合化・課題の明確化）①

介護過程の理解：アセスメント（解釈・関連づけ・統合化・課題の明確化）②

介護過程の理解：計画立案（長期目標と短期目標・ケアの標準化と個別化）①

介護過程の理解：実施（説明と同意・実施の際の留意点・記録の重要性）①

介護過程の理解：評価（意義・目的と方法）①

筆記試験（100％）※授業態度、各提出物で加点、減点あり
授業態度：遅刻・早退・欠席について、1回につき2点減点
各提出物：内容及び提出の有無にて判断します

科目名 介護過程総論

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

介護過程の意義・目的について学び、計画的な支援提供とチームケア・多職種連携の必要性
を理解できる。
介護過程の実践的展開について学び、利用者の状況に応じたアセスメント・計画の立案・実
施・評価の一連のプロセスを理解できる。

介護過程の理解：計画立案（長期目標と短期目標・ケアの標準化と個別化）②

介護過程の理解：評価（意義・目的と方法）②

介護過程の理解：実施（説明と同意・実施の際の留意点・記録の重要性）②

ジェノグラムとエコマップ

介護過程とチームアプローチ②事例検討：推測と思い込み　

目標



講義60時間・４単位 介護福祉専攻科

千田　仁 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義・演習

介護過程とリスクマネジメント①（事例検討）

介護過程とリスクマネジメント②（事例検討）

介護過程の展開；計画の評価・修正②

介護実習での介護過程の展開①

介護実習での介護過程の展開②

介護実習での介護過程の展開③

介護過程の展開；アセスメント④

介護過程の展開；計画の立案①（課題解決型と目標志向型について）

介護過程の展開；計画の立案②（モチベーションについて）

介護過程の展開；計画の実施①（説明と同意について）

介護過程の展開；計画の評価・修正①

介護過程とケアプラン

介護過程とチームアプローチ①チームの方向性の統一

介護過程の展開；アセスメント①

介護過程の展開；アセスメント②

介護過程の展開；アセスメント③

1. 他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立案し、
　適切な介護サービスの提供ができる能力を養う。
2. 介護過程の展開に基づいた生活支援について理解する。
　①自立に向けた介護過程展開の実際を理解する。
　②利用者の状況・状態に応じた介護過程の展開を理解する。
3.事例を用いた介護過程の展開を理解する。

目標

科目名 介護過程各論

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）・老人保健施設での担当利用者ケアプラン作成、
カンファレンス等を行う。これらの経験を活かし. 他の科目で学習した知識や技術を統合し
て、介護過程を展開、介護計画を立案し、適切な介護サービスの提供ができる能力が習得でき
るよう指導する。

評価基準
筆記試験（100％）※授業態度、各提出物で加点、減点あり
授業態度：遅刻・早退・欠席について、1回につき2点減点
各提出物：内容及び提出の有無にて判断します

介護過程の展開；計画の実施②

講義内容

授業オリエンテーション



回 方法

19 講義

20 講義・演習

21 講義・演習

22 講義・演習

23 講義

24 講義

25 講義

26 講義

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義

30 試験

利用者の生活と介護過程の展開①

利用者の生活と介護過程の展開②

介護過程とチームアプローチ②（チームによる支援の統一）

テキスト・参考書

講義内容

利用者の生活と介護過程の展開③

介護過程各論まとめ

筆記試験

介護過程とチームアプローチ③

国家試験対策①

国家試験対策②

国家試験対策③

介護過程と災害時の対応①

介護過程と災害時の対応②

中央法規出版　最新・介護福祉士養成講座　９　介護過程
※他必要に応じて資料を配布する。



演習30時間・1単位 介護福祉専攻科

千田　仁 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 試験

テキスト・参考書 　配布資料

テキスト事例　課題・仮定・目標、介護過程のプロセス理解

テキスト事例　考察とまとめ・エビデンスを示す

テキスト事例　介護の実際

テキスト事例　はじめに・問題提起

筆記試験　

まとめ・振り返り

発表

実習事例　まとめ・謝辞・はじめにの確認

実習事例　介護の実際・考察・エビデンスを示す

実習事例　テーマ・はじめに

実習事例　課題・仮定・目標、介護過程のプロセス理解

実習事例　事例紹介・アセスメント

テキスト事例紹介　利用者紹介・現状分析アセスメント

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 事例研究

特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）・老人保健施設・通所介護・通所リハビリテー
ションにおける生活支援、担当利用者のプラン作成、ケースカンファレンスなどを行う。こ
れらの経験を活かし、介護過程を事例研究に昇華させることによって、介護過程を展開する
ための一連のプロセスと着眼点などについて指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準

事例研究の手順（介護過程の展開と事例研究の関係）文献について（研究にとっての文献の必
要性、文献の検索方法）

授業オリエンテーション・事例研究とは（研究の意義・目的）事例研究の視点（エンパワー視
点等）事例研究の守るべき倫理等

講義内容

筆記試験（100％）※授業態度、各提出物で加点、減点あり
授業態度：遅刻・早退・欠席について、1回につき2点減点
各提出物：内容及び提出の有無にて判断します

①介護実践に研究を活用する意義・目的を理解する。
②事例研究の進め方、作成方法を理解する。
③論文としての文章表現を学び身につける。
④介護過程を事例研究に昇華させることによって、介護過程を展開するための一連のプロ
　セスと着眼点をより理解する。
⑤事例研究を通して質の高い介護実践やエビデンスの構築につながる実践研究の意義とそ
　の方法を理解する。

目標



演習60時間・2単位 介護福祉専攻科

千田　仁 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

16 講義・演習

筆記試験（100％）※授業態度、各提出物で加点、減点あり
授業態度：遅刻・早退・欠席について、1回につき2点減点
各提出物：内容及び提出の有無にて判断します

・介護福祉士として必要な専門知識・技術を身につけるための介護実習の必要性について
　理解する。
・各実習段階における学習の視点・目的・目標について理解を深め、効果的な学習をする
　ための準備を行う。
・記録の書き方、必要性について理解する。
・実習を通して学び得た内容を整理し、次の段階に繋げられるよう振り返りを行う。

目標

科目名 介護総合演習

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験

特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）・老人保健施設・通所介護・通所リハビリテー
ションにおける生活支援、行事企画運営、職員研修、実習指導担当等を行う。これらの経験
を活かし、介護福祉士として必要な知識や技術、立ち振る舞いや記録の書き方等について指
導する。

評価基準

実習Ⅰ（訪問）事前オリエンテーション　6/27（月）

講義内容

授業オリエンテーション、介護実習Ⅰ・Ⅱについて、実習手引きの説明

実習ファイル作成

実習Ⅰの展開　実習先の特徴と学ぶポイント

実習Ⅰ（通所）各書式の配布・実習記録の記入方法

事前オリエンテーションの進め方（施設への電話連絡）

実習Ⅰ（通所）事前オリエンテーション　6/6（月）

実習Ⅰ（通所）事前オリエンテーション　6/6（月）

実習ファイル整理・まとめ

実習ファイル整理・まとめ

実習前の準備・実習Ⅰ（訪問）各書式の配布（施設への電話連絡）

実習Ⅰ（訪問）事前オリエンテーション　6/27（月）

実習Ⅰの振り返り・レポート作成

実習Ⅱの展開　実習先の特徴と学ぶポイント

カンファレンスの進め方・実習Ⅱ（前半）実習前準備

実習Ⅱ（前半）各書式の配布・レポート作成（施設への電話連絡）



回 方法

17 講義・演習

18 講義・演習

19 講義・演習

20 講義・演習

21 講義・演習

22 講義・演習

23 講義・演習

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義・演習

30 講義・試験

中央法規出版　最新・介護福祉士養成講座　10　介護総合演習・介護実習
介護実習の手引き・配布資料
【講義を受けるにあたって】
①紙ファイル1枚使用するので購入すること。
②実習中はポケットサイズのメモ帳を使用するので購入すること。
③訪問介護実習を行うため、掃除、洗濯、調理の練習をしておくこと。

【事前オリエンテーションの日程について】
・実習Ⅰ（通所）：令和4年6月6日（月）
・実習Ⅰ（訪問）：令和4年6月 27日（月）
・実習Ⅱ（前半）：令和4年8月8日（月）
・実習Ⅱ（後半）：令和4年10月17日（月）

※各実習について、新型コロナ感染症の影響により、実習時期や内容が変更になる場合が
　ある

テキスト・参考書

講義内容

実習Ⅱ（後半）介護過程の展開について（施設への電話連絡）

実習Ⅱ　実習報告会　実習Ⅱ　レポート作成

職業倫理・日本介護福祉士会倫理綱領　筆記試験

実習Ⅱ（後半）　事前オリエンテーション　10/17（月）

実習Ⅱ（後半）　事前オリエンテーション　10/17（月）

実習Ⅱ（後半）各書式の配布

実習Ⅱ（後半）　実習前準備（介護技術の確認）

実習Ⅱ（後半）　登校日　10/31（月）　アセスメント表・個別援助計画の立案

実習Ⅱ（後半）　登校日　10/31（月）　実習Ⅱ　実習報告会準備

実習Ⅱ（前半）　事前オリエンテーション　8/8（月）

実習ファイル整理・まとめ　実習Ⅱ（前半）実習報告会

実習ファイル整理・まとめ　実習Ⅱ（前半）実習報告会

実習Ⅱ（後半）　実習前準備（介護技術の確認）

実習Ⅱ（前半）　事前オリエンテーション　8/8（月）



実習45時間・1単位 介護福祉専攻科

千田　仁 有　・　無

実習の手引き・要項を参照のこと。

実習期間
実習Ⅰ（通所）：2022年 6月13日（月）～6月17日（金）5日間（40時間）
実習Ⅰ（訪問）：2022年 7/4（月）、7/11（月）、8/1（月）
上記日程のいずれか2日間（16時間）

実習時間：原則8：30～17：30（8時間）

※新型コロナウイルス感染状況により、実習期間や内容が変更になる場合がある

備考

目標

【実習Ⅰ（通所）目的】
通所施設の特徴と職員の役割又、施設利用者の特徴と援助内容、利用者や家族に対してどの
ような援助が行われているのか、見学及び体験を通して学ぶ。
【実習Ⅰ（通所）到達目標】
①通所施設利用者の生活を知ることができる。
②施設の特徴を学ぶ。
③多職種協働について理解する。
④実習生らしい態度や身だしなみで実習を行うことができる。

【実習Ⅰ（訪問）目的】
居宅介護サービス事業を利用している対象利用者の特徴と援助内容や地域における訪問介護
の役割について、見学及び体験を通して学ぶ。
【実習Ⅰ（訪問）到達目標】
①訪問介護員の業務内容について学び、利用者の生活を支えるためにどのような援助を
行っていくのか理解する。
②在宅での生活を継続するための社会資源や地域とのつながりを理解する。
③在宅で生活を送るための環境整備、個々に応じた援助がどのように展開されているのか理
解する。

科目名 介護実習Ⅰ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）・老人保健施設の利用者の生活支援等を行いな
がら、実習指導担当として受け入れ窓口や指導等を行う。これらの経験を活かし、実習にお
ける基礎的な態度や記録の指導等について指導する。

評価基準
①施設指導者による評価50％：介護実習Ⅰ評価表
②教員による評価50％：施設概要、実習記録、実習態度等の評価
※それぞれの評価を総合し、最終評価とする。



実習180時間・4単位 介護福祉専攻科

千田　仁 有　・　無

備考

実習の手引き・要項を参照のこと。

実習期間　※土・日・祝日を除く
前半：2022年 8月22日（月）～9月2日（金）10日間（80時間）
後半：2022年10月24日(月)～11月11日(金)　13日間（104時間）

実習時間
実習Ⅱ（前半）：1日8時間とし、実習施設の実情に合わせて行う。
※早番、遅番、夜勤を各1回経験する。
※夜勤については施設により形態が異なる。夕方～翌朝のシフトの
施設、または準夜勤と深夜勤の組み合わせとなることもある。
※早番、遅番、夜勤等の変則勤務の実施については、実習施設の実情に合わせる。

実習Ⅱ（後半）：1日8時間とし、実習施設の実情に合わせて行う。
※日勤帯での実習とし、介護過程を展開する。

登校日
実習Ⅱ（前半）：登校日なし
実習Ⅱ（後半）：10月31日（月）

目標

方法
実習Ⅱについては、前半（10日間）後半（13日間）の23日間、同施設での実習とする。

実習Ⅱ（前半・後半）目的
特定の利用者についてのニーズを把握するために、情報収集・アセスメントを行い、介護計
画の立案・実施・評価の一連の介護過程を学ぶ。その展開の中で他職種との連携・協働につ
いて学び、また利用者本位の介護とは何か、介護福祉士ができることは何かを学ぶ。

実習Ⅱ（前半・後半）到達目標
①特定の利用者を対象に介護過程を展開し、利用者理解に必要な能力を養う。
②個別援助を行うために必要なことは何かを学ぶ。
③介護過程の展開の中で他職種の役割とそれぞれの専門性について学び、施設利用者のニー
ズに沿った援助を行うために、どのように連携を図っているかを学ぶ。
④総合的な援助のために必要な知識や技術の再確認をし、より多くのことを学びとる。

科目名 介護実習Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）・老人保健施設の利用者の生活支援等を行いな
がら、実習指導担当として受け入れ窓口や指導等を行う。これらの経験を活かし、実習にお
ける基礎的な態度や記録の指導等について指導する。

評価基準
①実習指導者による評価　50％：介護実習Ⅱ評価表
②教員による評価　50％：実習記録、カンファレンス内容、実習態度等の評価
※それぞれの評価を総合し、最終評価とする。



講義30時間・2単位 介護福祉専攻科

清水　潮里 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

評価基準 試験　80％、授業態度　20％　※欠席・遅刻により2点ずつ減点する。

発達段階と発達課題①　－過去の偉人の提唱した理論を学ぶ－

発達とは　－生涯発達という考え方を学ぶ－

講義内容

③老年期の特徴と発達課題について理解する。

④老化にともなう身体的・心理的・社会的変化と生活に及ぼす影響につ
いて理解する。

目標

⑤高齢者に多い疾病と生活への影響、健康の維持・増進を含めた生活支援をするための基礎
知識を理解する。

②ライフサイクル各期における身体的・心理的・社会的特徴、発達課題、特徴的な疾病につ
いて理解する。

①成長・発達の考え方、原則や影響する要因などの基礎知識を理解する。

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 発達と老化の理解

訪問看護や介護老人保健施設での沢山の高齢者とのかかわりなどの実務経験を活かし、実際
の高齢者の様子を交えながら「人間の成長と発達の基礎的理解」「老化に伴う心と体の変化
と生活」の講義を展開していく。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

発達段階と発達課題②　－人間の発達について思い出そう・学んでみよう－

最新　介護福祉士養成講座12 発達と老化の理解　　　　配布プリント　
テキスト・参考書

発達段階と発達課題③　－誕生から死までの間に変化する心と社会性の発達－

中間テスト　－前半のまとめ－

老年期の特徴と発達段階②　－老年期を人はどうとらえているのか－

老年期の特徴と発達段階①　－なぜ？なに？老年期と老化－

試　験・まとめ

発達と老化の理解　－全体のまとめ－

高齢者と健康④　－悪性新生物、感染症、精神疾患－

高齢者と健康③　ー腎・泌尿器系、内分泌代謝系、歯・口腔疾患ー

高齢者と健康②　－皮膚・感覚系、循環器系、呼吸器系、消化器系－

高齢者と健康①　－健康長寿に向けての健康とそれを阻む症状・疾患ー－骨格、筋系、
脳・神経系、

老化にともなうこころとからだの変化と生活②　－こころの変化と生活への影響－

老化にともなうこころとからだの変化と生活①　－体の変化と生活－



講義30時間・2単位 介護福祉専攻科

髙橋将弘 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 試験

認知症の人の医学・行動・心理的理解⑥　認知症の人の心理的理解

新・介護福祉士養成講座　13　他

認知症の人の医学・行動・心理的理解①　中核症状と周辺症状

テキスト・参考書

認知症の人の医学・行動・心理的理解②　脳のしくみ

認知症の人の医学・行動・心理的理解⑤　認知症の予防

認知症の人の医学・行動・心理的理解④　認知症の診断と治療

認知症の人の医学・行動・心理的理解③　認知症の原因疾患

定期試験

認知症の理解Ⅰまとめ

認知症の人の生活理解③　若年性認知症の人の生活

認知症の人の生活理解②　認知症の症状と環境の関係

認知症の人の生活理解①　認知機能の変化が生活に及ぼす影響

認知症の人の体験の理解②

認知症の人の体験の理解①

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 認知症の理解Ⅰ

認知症介護現場16年。その他群馬県の認知症介護実践研修の講師や各種施設への派遣講師
としての実務経験を活かし指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
定期試験、その他の課題等の提出状況

認知症と取り巻く状況②　認知症ケアの理念と視点

認知症と取り巻く状況①　認知症の歴史

講義内容

目標

周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する。

・認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた

・認知症に関する基礎的知識を習得する。



講義30時間・2単位 介護福祉専攻科

髙橋将弘 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 試験

家族の力を活かす①　介護者自身の体験

新・介護福祉士養成講座　13　他プリント

認知症の人に対する介護③　認知症の人の介護過程

テキスト・参考書

認知症の人に対する介護④　認知症の進行に応じた介護

地域の力を活かす②　チームアプローチ

地域の力を活かす①　地域におけるサポート体制

認知症の人に対する介護⑤　人が生きることを支えるということ

定期試験

認知症の理解Ⅱまとめ

認知症に関する制度・関係機関②　その他の施策

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

家族の力を活かす④　家族会と介護教室

家族の力を活かす③　家族へのエンパワメント

家族の力を活かす②　家族へのレスパイトケア

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 認知症の理解Ⅱ

認知症介護現場16年。その他群馬県の認知症介護実践研修の講師や各種施設への派遣講師
としての実務経験を活かし指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
定期試験、その他の課題等の提出状況

認知症の人に対する介護②　認知症への気づき

認知症の人に対する介護①　認知症の人へのかかわり方の基本
認知症ケアの理解

講義内容

目標

習得する。

・認知症の人の生活および家族や社会との関りへの影響を理解し、その人の特性を
踏まえたアセスメントを行い、本人主体の理念に基づいた認知症ケアの基礎的な知識を

・医学的・心理的側面から、認知症の原因となる疾患及び段階に応じた心身の変化や
心理症状を理解し、生活支援を行うための根拠となる知識を習得する。



講義30時間・2単位 介護福祉専攻科

狩野　裕子 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 知的障害　精神障害 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 筆記試験

開講学年

担当講師の実務経験

科目名 障害の理解

小児～高齢者の介護・看護を経験している。障害の有無に関わらず、その方に合ったケアができる介護
福祉士を養成する。相手のことを考え、思いやりのある専門職になれるよう指導する。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

評価基準
筆記試験80％、レポート等課題提出20％

障害者福祉に関する制度　障害者福祉制度と介護保険制度

障害の概念と障害者福祉の基本理念

講義内容

目標

地域や家族を含めた障害のある人の生活支援について学びを深める

障害のある人の心理や身体機能を理解する

介護と医療の連携をふまえた実践力の向上をめざす

障害のある人の心理　肢体不自由(運動機能障害)

最新・介護福祉士養成講座14　障害の理解　中央法規

テキスト・参考書

視覚障害　聴覚・言語障害　重複障害

内部障害

内部障害

内部障害

試験

家族への支援　家族の介護力の評価と介護の負担軽減

チームアプローチ

地域のサポート体制

難病

高次脳機能障害　発達障害

重症心身障害　



講義30時間・2単位 介護福祉専攻科

清水　潮里 有　・　無

回 方法

1 講　義

2 講　義

3 講　義

4 講　義

5 講　義

6 講　義

7 講　義

8 講　義

9 講　義

10 講　義

11 講　義

12 講　義

13 講　義

14 講　義

15 試験

・介護実践に必要な観察力、判断力の基盤となる知識ついて理解する。
・疾病のメカニズムを学ぶことにより予防の視点を身につける。

・解剖学、生理学、運動学、心理学等をもとに、人が生活するうえでこころとからだ
はどのように働くのかについて理解する。

・健康とは何かについて理解する。

からだのしくみを学ぶ④　消化器・泌尿器
口から入る食べ物の行方

開講学年

担当講師の実務経験

評価基準
試験　80％、授業態度　20％　※欠席・遅刻により2点ずつ減点する。

こころのしくみ①
人間の欲求の基本的理解‐マズローの欲求段階説・自立への意欲と自己概念‐

健康とは何かについて考える

講義内容

目標

からだのしくみを学ぶ③　呼吸器・循環器
酸素を吸って二酸化炭素を出すまでのしくみ

科目名 こころとからだのしくみⅠ

病院等での看護師としての患者指導などの実務経験や今までの教員経験をもとに「人間の心
理や人体の構造・機能を理解するための基礎的な介護実践に必要な知識」「予防の視点」を
分かりやすく講義を行う。

担当講師の実務経験の有無

授業形態・単位数

担当講師

最新・介護福祉士養成講座11こころとからだのしくみ・プリント

こころのしくみ②
こころとはなにか・脳の働き・認知のしくみ・学習・記憶

テキスト・参考書

こころのしくみ③
思考・感情・情動・意欲・動機づけ・適応のしくみ

からだのしくみを学ぶ②　感覚器・内臓
　見て・聞いて・嗅いで・味わって・触れて

からだのしくみを学ぶ①　内臓・脳・神経系
人が生きていくための司令塔

中間まとめ（テスト）

試験

全体のまとめ　

生命を維持するしくみ・薬の知識

からだのしくみを学ぶ⑦　血液・体液・リンパ

からだのしくみを学ぶ⑥　神経系・生殖器・内分泌
ホルモンのはなし

からだのしくみを学ぶ⑤　骨・筋肉・関節　からだを動かすパーツ



講義30時間・2単位 介護福祉専攻科

清水　潮里 有　・　無

回 方法

1 講　義

2 講　義

3 講　義

4 講　義

5 講　義

6 講　義

7 講　義

8 講　義

9 講　義

10 講　義

11 講　義

12 講　義

13 講　義

14 講　義

15 講　義

目標

・生活場面ごとのこころとからだのしくみ、心身機能の低下や障害が生活に及ぼす影響、変
化に対する観察のポイント、医療職との連携のポイント等を理解する。

・死にゆく人のこころとからだのしくみについて理解する。

科目名 こころとからだのしくみⅡ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
病院等での看護師としての患者指導などの実務経験や今までの教員経験を活かし、生活支援
の場面ごとの心と体のしくみ及び機能低下や障害が生活に及ぼす影響、観察ポイント、医療
職との連携について講義を行う。

評価基準
試験　80％、授業態度　20％　※欠席・遅刻により2点ずつ減点する。

睡眠に関連したこころとからだのしくみ①
‐睡眠の生理的意味、睡眠のしくみ‐

講義内容

身じたくに関連したこころとからだしくみ①
‐身じたく行為の生理的意味、爪・髪の毛・口腔の機能‐
身じたくに関連したこころとからだのしくみ②
‐口腔の清潔に関する機能低下・障害が及ぼす影響‐
移動に関連したこころとからだのしくみ①
‐移動行為の生理的意味、姿勢のしくみ、筋力、骨のしくみ‐
移動に関連したこころとからだのしくみ②
‐移動に関する機能低下・障害が及ぼす影響（骨折・骨粗鬆症・褥瘡・廃用症候群）
食事に関連したこころとからだのしくみ①
‐食べることの生理的意味、食欲、口渇、食べる仕組み‐
食事に関連したこころとからだのしくみ②
‐食べることに関する機能低下・障害の影響、嚥下障害・特性をもつ食行動‐
入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ①
‐入浴・清潔の生理的意味（皮膚の汚れ・発汗・リラックス効果）‐※中間課題あり
入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ②（褥瘡）
‐入浴、清潔に関する機能低下・障害の影響、入浴が及ぼす負担‐
排泄に関連したこころとからだのしくみ①
‐排泄の生理的意味・排尿・排便のしく‐
排泄に関連したこころとからだのしくみ②
‐排泄に関する機能低下・障害の影響、ストーマ、浣腸、失禁、下剤‐

テキスト・参考書

最新・介護福祉士養成講座11　こころとからだのしくみ　プリント

睡眠に関連したこころとからだのしくみ②
‐睡眠に関する機能低下・障害の影響、睡眠薬‐

死にゆく人のこころとからだ①　死とは・終末期から「死」までの身体の変化

死にゆく人のこころとからだ②　死に対する恐怖、不安、需要

試験



講義60時間・4単位 介護福祉専攻科

深澤みはる・清水潮里 有　・　無

回 方法

1 講義

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 試験

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論⑥
喀痰吸引により生じる危険、事後の安全確認

医療ケアにおける報告記録・ヒヤリハット　　

一次救命処置（AEDの使用の仕方・疾病者の観察　他）

テスト・前半まとめ　

目標

①介護の場における医療的ケアの必要性を理解する。

②チーム医療と介護職との連携を理解する。

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論⑤
呼吸器系の感染と予防（吸引と関連して）

講義内容

人間と社会（医療の倫理）保健医療制度とチーム医療
（医療行為に関する法律・チーム医療と介護職員との連携）

安全な療養生活（喀たん吸引や経管栄養の安全な実地）

清潔保持と感染予防①　感染予防と清潔保持

清潔保持と感染予防②
職員の感染予防・療養環境の清潔・滅菌と消毒

健康状態の把握①　（バイタルサイン・急変状態について）

健康状態の把握②　（服薬管理とその援助）

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論①
呼吸器のしくみと働き・いつもと違う呼吸状態

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論②　喀痰吸引とは

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論③　子どもの吸引について

高齢者および障害児・者喀痰吸引概論④
吸引を受ける利用者・家族の気持ちと対応、説明と同意

⑦医療的ケアを必要とする利用者とその家族の気持ちと対応を理解する。

科目名 医療的ケアⅠ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

③医療的ケアにおける清潔保持と感染予防を理解する。

④喀痰吸引に必要な呼吸の異常や安全確認について理解する。

⑤経管栄養に必要な消化器の異常や安全確認について理解する。

⑥喀痰吸引・経管栄養を安全に提供するための技術を学ぶ。

担当講師の実務経験
医療施設、介護保険施設に従事した経験のある教員として、安全で安楽な生活を支えるとい
う観点から、医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術の習得ための講義
を実施する。

評価基準
筆記試験　提出物　演習参加状況　



回 方法

16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義・演習

19 講義・演習

20 講義・演習

21 講義・演習

22 講義・演習

23 講義・演習

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義・演習

30 試験

高齢者および障害児・者の喀痰吸引の実地①
喀痰吸引に伴うケア、喀痰吸引で用いる器具・機材とそのしくみ、清潔保持

高齢者および障害児・者の経管栄養の実地②　技術と留意点１

高齢者および障害児・者の喀痰吸引の実地②
口腔内吸引・鼻腔内吸引の技術と留意点１
高齢者および障害児・者の喀痰吸引の実地③
口腔内吸引・鼻腔内吸引の技術と留意点２
高齢者および障害児・者の喀痰吸引の実地④
気管カニュレ内吸引の技術と留意点１
高齢者および障害児・者の喀痰吸引の実地⑤
気管カニュレ内吸引の技術と留意点２
高齢者および障害児・者の経管栄養概論①
消化器系のしくみとはらき、消化・吸収とよくある消化器の症状

テキスト・参考書

最新・介護福祉士養成講座　15　医療的ケア（中央法規）

講義内容

高齢者および障害児・者の経管栄養概論①
消化器系のしくみとはらき、消化・吸収とよくある消化器の症状

高齢者および障害児・者の経管栄養の実地③　技術と留意点２

テスト・まとめ

高齢者および障害児・者の経管栄養概論②
経管栄養法とは・注入に関する知識・経管栄養実地の留意点
高齢者および障害児・者の経管栄養概論③
子どもの経管栄養について・経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちと対応
高齢者および障害児・者の経管栄養概論④
経管栄養に関係する感染と予防
高齢者および障害児・者の経管栄養概論⑤
注入後の安全の安全確認・急変・事故発生時の対策と予防対策
高齢者および障害児・者の経管栄養の実地①
器具・機材とそのしくみ、消毒の保持、経管栄養に必要なケア



講義30時間・2単位 介護福祉専攻科

深澤　みはる
清水　潮里

有　・　無

回 方法

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 試験

9 試験

10 試験

11 試験

12 試験

13 試験

14 試験

15 試験

実技試験（経鼻・胃ろう・腸ろうによる経管栄養）

気管カニューレ内吸引の手順・手技　まとめ１

気管カニューレ内吸引の手順・手技　まとめ２

実技試験（経鼻・胃ろう・腸ろうによる経管栄養）

テキスト・参考書

胃ろう・腸ろう経管栄養の手技・手順　まとめ

喀痰吸引・経管栄養の演習まとめ

実技試験（口腔・鼻腔・気管カニューレからの吸引）

実技試験（口腔・鼻腔・気管カニューレからの吸引）

実技試験（口腔・鼻腔・気管カニューレからの吸引）

最新　介護福祉士養成講座　15　医療的ケア
配布資料

実技試験（経鼻・胃ろう・腸ろうによる経管栄養）

実技試験（経鼻・胃ろう・腸ろうによる経管栄養）

経鼻経管栄養の手技・手順　まとめ

実技試験（口腔・鼻腔・気管カニューレからの吸引）

科目名 医療的ケア　Ⅱ

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

講義内容

口腔内吸引の手順・手技　まとめ１

鼻腔内吸引の手順・手技　まとめ２

担当講師の実務経験 病院での経験を活かし、専門職との連携の重要性を伝え、安全に医療的ケアが実施できるように、基本
的な知識と技術を指導する。

評価基準

目標

演習　　実技試験

利用者の安全に配慮した、喀たん吸引及び経管栄養の技術を正しく習得することが
できる。
（口腔内吸引・鼻腔内吸引・気管内吸引・経鼻経管栄養・胃ろう腸ろう経管栄養）



講義60時間・4単位 介護福祉専攻科

千田　仁 有　・　無

回 方法

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

16 講義・演習

17 講義・演習

18 講義・演習

19 講義・演習

20 講義・演習

学力評価・国家試験対策

学力評価・国家試験対策

介護福祉士国家試験準備（受験票の確認）

学事予定（全国模擬試験）

学事予定（PAZ祭）

学事予定（PAZ祭）

学事予定（インフルエンザ予防接種）

学力評価・国家試験対策

学力評価・国家試験対策

学事予定（PAZ祭）

講義内容

学事予定（始業式・テキスト販売）

学事予定（ガイダンス・総長講話）

学事予定（ガイダンス）

学事予定（新入生歓迎会）

学事予定（健康診断）

学事予定（防災訓練）

学事予定（就職説明会）※スーツ着用

介護福祉士国家試験準備（受験申込）

学事予定（夏休み中の過ごし方）

学事予定（PAZ祭）

目標

科目名 特別講座

授業形態・単位数 開講学年

担当講師 担当講師の実務経験の有無

担当講師の実務経験
特別養護老人ホーム（従来型・ユニット型）・老人保健施設・通所介護・通所リハビリテー
ションにおける生活支援、行事企画運営、職員研修等を行う。これらの経験を活かし、行事
運営の準備や実施、協調性、就職等について指導する。

評価基準 出席状況・授業態度・提出物等

・学校生活を円滑に送れるよう、授業の内容や学則等の理解を深める。
・行事等を通し、協調性やコミュニケーション能力を高め、豊かな感性を養う。
・就職に向けての準備を進めるにあたり、必要な情報や知識を得る。



回 方法

21 講義・演習

22 講義・演習

23 講義・演習

24 講義・演習

25 講義・演習

26 講義・演習

27 講義・演習

28 講義・演習

29 講義・演習

30 講義・演習

学事予定（全国模擬試験）

テキスト・参考書

講義内容

学事予定（冬休み中の過ごし方）

学事予定（予餞会）

学事予定（予餞会）

介護福祉士国家試験準備

介護福祉士国家試験準備

介護福祉士国家試験自己採点

介護福祉士登録手続きの確認

介護福祉士会入会案内・同窓会入会案内・介護福祉士登録手続き

介護福祉士会入会案内・同窓会入会案内・介護福祉士登録手続き

・必要に応じて資料配布。
・行事に関連する事柄においては内容をきちんと確認し、積極的に取り組むこと。
・学習の進捗状況や社会情勢（新型コロナ感染状況等）により、内容及び実施時期が変更
　になることもある。


