
学科名

コース名

授業科目名 単位時間数
実務経験

教員
実務経験の内容

シラバス

ページ番号

生活文化 30 1

社会保障関連制度論 30 2

介護の基本Ⅱ 60 ○ 高齢者施設で介護職として勤務経験がある 3

生活支援技術Ｃ 60 ○ 障害者施設で介護職として勤務経験がある 4

生活支援技術Ｄ 60 ○ 障害者施設で介護職として勤務経験がある 5

生活支援技術E 60 ○ 病院で看護職として勤務経験がある 6

介護過程Ⅲ 60 ○ 障害者施設で介護職として勤務経験がある 7

介護総合演習Ⅱ 60 8

介護実習Ⅱ 180 ○ 障害者施設で介護職として勤務経験がある 9

介護実習Ⅲ 180 ○ 障害者施設で介護職として勤務経験がある 10

認知症の理解Ⅱ 30 ○ 高齢者施設で介護職として勤務経験がある 11

こころとからだのしくみⅡ 60 ○ 病院で看護職として勤務経験がある 12

基本研修 30 ○ 病院で看護職として勤務経験がある 13

演習 15 ○ 病院で看護職として勤務経験がある 14

国家試験対策（ｅラーニング含む） 60 ○ 障害者施設で介護職として勤務経験がある 15

レクリエーション活動援助法（実技） 60 ○ 障害者施設で指導員として勤務経験がある 16

教養一般 30 17

仙台保健福祉専門学校　2019年度　授業科目・教員実務経験対応表

介護福祉科（2019年度から募集停止のため2年次のみ記載）

2年次



介護福祉科2年_1/17

実務教員

単位数

時間数

30

評価方法

時数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

住宅の基礎、建築の用語 　（特別講義２　講師：福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾅｰﾀｰ）

住宅の基礎、工夫と構造 　（特別講義３　講師：福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾅｰﾀｰ）

まとめ

高齢者、障害者用衣料 身体状況に合わせた衣装について説明することができる

食事と生活習慣病予防・食事療法 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑとの関わりについて説明することができる

高齢社会と住環境整備 　（特別講義１　講師：福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾅｰﾀｰ）

被服の素材 各種素材による違いについて説明することができる

被服の選択と管理 洗濯や干し方、収納について説明することができる

高齢者、障害者の被服 構造の違いについて説明することができる

障害者の栄養・食事と調理 障害者の嚥下、咀嚼について説明することができる

調理実習　６
使用食材と料理法の説明することができる

南瓜のそぼろあんかけ、きゅうりの即席漬け作ることができる

被服の役割と機能 春夏秋冬に合わせた服装について説明することができる

調理実習　４
使用食材と料理法の説明することができる

くず餅、冷やしそうめん作ることができる

高齢者の食事と調理 高齢者の嚥下、咀嚼について説明することができる

調理実習　５
使用食材と料理法の説明することができる

栗おこわ、たたきごぼう、鮭の照り焼き作ることができる

食品の成分について 保存方法と管理、安全性について説明することができる

調理実習　３
使用食材と料理法について説明することができる

かつおのそぼろ丼、天ぷら盛り合わせ作ることができる

調理の意義と目的 調理の必要性を説明することができる

調理実習　１
使用食材と料理法について説明することができる

三色丼、しじみお味噌汁を作ることができる

健康の概念と健康づくり 食と健康について説明することができる

調理実習　２
使用食材と料理法について説明することができる

ちらし寿司、寄せ物料理、水ようかんを作ることができる

オリエンテーション

家庭生活と食事 食事の意義について説明することができる

身体の機能と栄養 食事が及ぼす影響について説明することができる

授業概要

①被服の日常生活との関係と高齢者・障がい者への役割を理解する。②介護現場で営まれる「食」について高齢者・障がい者への役

割を理解するとともに、食事計画をもとに献立作成を行い食品を選び正しい調理を行い、美味しく栄養豊かな食物に対するプロセスを

学ぶ。また、配膳や食事マナーを学び生活に潤いを与えるとともに介護に役立つ感覚を学ぶ。③高齢者・障がい者にとって快適な住宅

について理解を深め、住宅の意義を理解し、管理する能力を養う。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法

介護福祉科 2 後期 必修 講義・演習

授業科目名 生活文化 担当者名 和泉　安希子

教科書

学　科 学年 学期 科目種別
生活支援技術１

中央法規出版



介護福祉科2年_2/17

実務教員

単位数

時間数

30

評価方法

時数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

諸外国における社会保障制度の概要　
社会保障の国際比較を説明することができる

先進諸国における社会保障制度の概要を説明することができる

まとめ

介護保険制度創設の概要　
保険者、被保険者と財源を説明することができる

保険給付内容を説明することができる

雇用保険、労働者災害補償保険を説明することができる

社会福祉六法を説明することができる

社会手当制度の概要
生活保護法、生活困窮者自立支援法を説明することができる

児童、障害者の手当を説明することができる

医療保障制度の概要と具体的内容　

医療保険制度の沿革と近年の改革を説明することができる

医療保険制度の概要と仕組みを説明することができる

医療提供体制と国民医療費を説明することができる

介護保険制度創設の経緯と改正　
社会的背景と扶養機能の低下を説明することができる

改正内容の変遷を説明することができる

公的保険と民間保険　

現代社会と保険制度を説明することができる

所得保障と企業年金・個人年金を説明することができる

生活リスクと民間保険の役割を説明することができる

年金保険制度の概要と具体的内容　
年金保険制度の現状を説明することができる

年金保険制度の課題を説明することができる

労働保険制度の概要

社会福祉制度の概要

社会保障の財源と費用
社会保障給付の規模を説明することができる

国民負担率を説明することができる

社会保険と社会扶助　
社会保険の概念と範囲を説明することができる

社会扶助の特色と範囲を説明することができる

オリエンテーション

現代社会における社会保障制度の課題　
社会保障制度を取り巻く環境の変化を説明することができる

社会保障制度の課題を説明することができる

社会保障の概念と対象及びその理念　

社会保障の役割と意義を説明することができる

社会保障制度の発展を説明することができる

授業概要

少子化社会における社会保障制度の全体像、諸制度間に共通する理念と理論、制度間の相互関係、有機的連携を知り、社会保障

サービスの質の向上に伴い、その持続可能性に不安が表明されている、財政的側面を含め総合的な観点からその問題を学び、さらに

公的な社会保障と民間保険等の所得保障サービスの有機的連携関係について学習する。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
　　　　　　　　社会保障論　

社会福祉法人全国社会福祉協議会　
介護福祉科 2 後期 必修 講義

社会福祉学習双書編集委員会編

授業科目名 社会保障関連制度 担当者名 小林　真奈美

教科書

社会福祉学習双書
学　科 学年 学期 科目種別



介護福祉科2年_3/17

実務教員

〇

介護の基本Ⅱ 第４版 単位数

中央法規出版

時間数

60

評価方法

時数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 事例検討１

29 事例検討２

30

事例を通して介護現場について学ぶ

事例を通して介護現場について学ぶ

まとめ

介護に携わる人の健康管理　安心して働ける環境づくり

労働環境の整備について説明することができる

労働環境の改善について説明することができる

労働安全の基本原則について説明することができる

介護福祉士を目指すものとして
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について説明することができる　

介護に携わる人の健康管理　健康管理の意義と目的
（特別講義１　講師：看護師）

（特別講義２　講師：看護師）

介護に携わる人の健康管理　健康管理に必要な知識と技術

（特別講義３　講師：臨床心理士）

（特別講義４　講師：看護師）

（特別講義５　講師：看護師）

介護実践における安全の確保とリスクマネジメント

安全対策のためのリスクマネジメントのしくみ

生活の中のリスクと対策について説明することができる

生活の場での感染対策について説明することができる

高齢者介護施設と感染対策について説明することができる

感染対策とリスクマネジメントについて説明することができる

感染対策の基礎知識・感染症発生時の対応について説明することができる

介護実践における連携　地域連携

地域連携の意義と目的について説明することができる

地域連携にかかわる機関について説明することができる

利用者を取り巻く地域連携について説明することができる

介護における安全の確保とリスクマネジメント　

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１

安全確保のためのリスクマネジメント２

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

オリエンテーション

介護実践における連携　多職種連携　チームアプローチ　

多職種連携の意義と目的について説明することができる

協働職種の理解と連携について説明することができる

利用者を取り巻く多職種連携について説明することができる

講義・演習

授業概要 講義及び演習形式により当該教科目の理解を深める。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

教科書

学　科 学年 学期 科目種別 授業方法

介護福祉科 2 通年 必修

授業科目名 介護の基本　Ⅱ 担当者名 松野一江・佐藤紀子



介護福祉科2年_4/17

実務教員

〇

生活支援技術　Ⅱ 単位数

中央法規出版

時間数

60

評価方法

時数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

事例を通して介護現場について学ぶ

事例を通して介護現場について学ぶ

まとめ

事例を通して介護現場について学ぶ

終末期の介護　

終末期の意義と介護の役割を説明することができる

終末期におけるｱｾｽﾒﾝﾄ　ICFの考え方と視点

終末期における介護を実施することができる

危篤時の介護を実施することができる

介護職、家族への支援の実際を説明することができる

他職種の役割と協働　チームケアを説明することができる

事例を通して介護現場について学ぶ

睡眠の介護　睡眠の意義と目的　

自立支援を支える睡眠の介護を説明することができる

睡眠におけるアセスメントを説明することができる

睡眠の介助を実施することができる

睡眠と薬を説明することができる

他職種の役割と協働を説明することができる

事例検討４

事例検討３

事例検討２

事例検討１

排泄の介護　排泄における介護技術　

排泄の介助を実施することができる

尿器・差込便器・導尿器を使用することができる

排尿のための道具と用具を使用することができる

頻尿、尿失禁、便秘、下痢、便失禁への対応

他職種の役割と協働を説明することができる

入浴・清潔保持における介護技術　

入浴の介助と部分浴の介助を実施することができる

清潔保持の介助を実施することができる

入浴・清潔保持のための道具と用具を使用することができる

他職種の役割と協働について説明することができる

排泄の介護　排泄の意義と目的　
自立生活を支える排泄の介護を説明することができる

排泄におけるアセスメントを説明することができる

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

オリエンテーション

入浴・清潔保持の介護　入浴の意義と目的　
自立生活を支える入浴・清潔保持の介護を実施することができる

入浴におけるアセスメントを説明することができる

必修 講義・演習

授業概要
尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在能力を引き出したり、見守ることも含めた適切

な介護技術を用いて、安全に援助できる技術や知識について習得する学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

教科書

学　科 学年 学期 科目種別 授業方法

介護福祉科 2 通年

授業科目名 生活支援技術　C 担当者名 鈴木　恵美



介護福祉科2年_5/17

実務教員

〇

単位数

時間数

60

評価方法

時数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 事例検討１

29 事例検討２

30

事例を通して介護現場について学ぶ

事例を通して介護現場について学ぶ

まとめ

発達障害に応じた介護　

発達障害のある人と生活を説明することができる

生活支援と環境整備を説明することができる

介護技術の展開を説明することができる

他職種の役割と協働・連携を説明することができる

精神障害に応じた介護　

精神障害者と生活の理解を説明することができる

生活支援と環境整備を説明することができる

介護技術の展開を説明することができる

他職種の役割と協働・連携を説明することができる

運動機能障害に応じた介護　

運動機能障害と日常生活動作を説明することができる

生活場面と支援のポイントを説明することができる

生活場面と支援のポイント

他職種の役割と協働・連携を説明することができる

知的障害に応じた介護　

知的障害者と生活を説明することができる

生活支援と環境整備を説明することができる

介護技術の展開を説明することができる

他職種の役割と協働・連携を説明することができる

聴覚・言語障害に応じた介護　

聴覚・言語障害者と生活の理解

聴力検査についてを説明することができる

補聴器についてを説明することができる

コミュニケーションの保障と言語障害を説明することができる

重複障害（盲ろう）に応じた介護　
盲ろう者と生活を説明することができる

生活支援と環境整備を説明することができる

オリエンテーション

介護福祉士の定義の変遷 介護福祉士に求められることを説明することができる

障害に応じた生活支援技術

生活支援と環境整備を説明することができる

視覚障害のある人と生活を説明することができる

他職種の役割と協働・連携を説明することができる

授業概要
尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在能力を引き出したり、見守ることも含めた適切

な介護技術を用いて、安全に援助できる技術や知識について習得する学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 通年 必修 講義・演習

教科書

生活支援技術　Ⅲ
学　科 学年 学期 科目種別

授業科目名 生活支援技術　D 担当者名 鈴木　恵美



介護福祉科2年_6/17

実務教員

〇

単位数

時間数

60

評価方法

時数

1 オリエンテーション

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

重複障害に応じた介護　重症心身障害者に応じた介護　

重症心身障害者と生活を説明することができる

生活支援と環境整備を説明することができる

介護技術の展開・他職種の役割と協働・連携を説明することができる

まとめ

内部障害に応じた介護　膀胱・直腸機能障害に応じた介護　

膀胱・直腸機能障害のある人と生活を説明することができる

介護技術の展開・他職種の役割と協働・連携を説明することができる

内部障害に応じた介護　肝臓機能障害に応じた介護　

肝臓機能障害のある人を説明することができる

生活支援と環境整備を説明することができる

介護技術の展開・他職種の役割と協働・連携を説明することができる

内部障害に応じた介護　腎臓機能障害に応じた介護　

腎機能障害のある人と生活を説明することができる

生活支援と環境整備を説明することができる

介護技術の展開・他職種の役割と協働・連携を説明することができる

内部障害に応じた介護　呼吸器機能障害に応じた介護　

呼吸機能障害のある人と生活を説明することができる

介護技術の展開・他職種の役割と協働・連携を説明することができる

生活支援と環境整備

生活支援と環境整備

高次脳機能障害に応じた介護　

高次脳機能障害のある人と生活を説明することができる

生活支援と環境整備

介護技術の展開を説明することができる

他職種の役割と協働・連携を説明することができる

内部障害に応じた介護　心臓機能障害に応じた介護　

心臓機能障害のある人と生活を説明することができる

生活支援と環境整備を説明することができる

介護技術の展開・他職種の役割と協働・連携を説明することができる

認知症の人に応じた生活支援技術　認知症の人への介護　

認知症介護の基本視点と原則を説明することができる

手段・方法・評価を説明することができる

若年性認知症とピック病の介護を説明することができる

認知症の人に応じた介護　

　　　　　　　　　認知症介護における生活支援の展開

老人ホームでの異食とグループホームでの徘徊を説明することができる

小規模多機能型居宅介護での入浴拒否を説明することができる

もの盗られ妄想とデイサービスでの暴力行為を説明することができる

授業概要
尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在能力を引き出したり、見守ることも含めた適切

な介護技術を用いて、安全に援助できる技術や知識について習得する学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 通年 必修 講義・演習

教科書

生活支援技術　Ⅲ
学　科 学年 学期 科目種別

授業科目名 生活支援技術　E 担当者名 尾形　由美子
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実務教員

〇

単位数

時間数

60

評価方法

時数

1 オリエンテーション

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

事例検討　６ 事例を通して介護現場について学ぶ

事例検討　７ 事例を通して介護現場について学ぶ

まとめ

都会に住む一人暮らしの高齢者の生活支援を説明することができる

離島出身の高齢者の在宅復帰支援を説明することができる

片麻痺のある高齢者の夢の実現に向けた支援を説明することができる

高齢者が歩いて映画館へ行くまでの支援を説明することができる

事例検討　５ 事例を通して介護現場について学ぶ

事例検討　４ 事例を通して介護現場について説明することができる

利用者のさまざまな生活と介護過程の展開　
介護福祉士の仕事の魅力を説明することができる

事例を通して介護現場について学ぶ

事例で考える利用者の生活と介護過程の展開

精神障害のある人の生活支援を説明することができる

進行性筋ジストロフィーの人の生活支援を説明することができる

自宅でﾀｰﾐﾅﾙを迎える高齢者と家族の生活支援を説明することができる

一人暮らしの高齢者の生活支援を説明することができる

介護過程とケアマネジメントの関係性　 個別援助計画とケアプランの関係性を説明することができる

チームアプローチにおける介護福祉士の役割　 チームアプローチの意義を説明することができる

事例検討　３ 事例を通して介護現場について説明することができる

介護過程とチームアプローチ　 ケアマネジメントの全体像を説明することができる

事例検討　１ 事例を通して介護現場について学ぶ

事例検討　２ 事例を通して介護現場について学ぶ

授業概要
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

学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 通年 必修 講義・演習

授業科目名 介護過程　Ⅲ 担当者名 加藤　昭仁

教科書

介護過程　
学　科 学年 学期 科目種別
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実務教員

単位数

時間数

60

評価方法

時数

1 オリエンテーション

2 実習Ⅱの展開   

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 実習Ⅱの評価とまとめ

16

17

18

19

20

21 実習Ⅲの評価とまとめ

22

23

24

25

26

27

28 事例研究発表会１

29 事例研究発表会２

30 まとめ

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの実施

総合的な演習の展開　演習の概要　

　　　　　　　　　演習課題による全体のまとめ
担当利用者の事例についてまとめることができる

担当利用者の事例について発表することができる

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽの実施を説明することができる

実習Ⅲの展開   

実習Ⅲのねらいと実習モデル

実習Ⅱを踏まえての具体的な実習内容　１

実習Ⅱを踏まえての具体的な実習内容　２

実習Ⅱを踏まえての具体的な実習内容　３

実習Ⅱを踏まえての具体的な実習内容　４

援助内容の評価方法を説明することができる

計画の修正（再ｱｾｽﾒﾝﾄ）を説明することができる

実習Ⅱの展開　実習体験の評価と整理の仕方 実習の振り返りの重要性

実習Ⅱの実習中指導
収集した情報の整理を説明することができる

収集した情報の展開　介護計画の作成を説明することができる

実習Ⅱのねらいと実習モデル

実習Ⅱの展開　事前学習の内容と方法　

実習を始めるまでの手続き　実習生の心得を説明することができる

実習計画と記録（日誌）　の書き方を説明することができる

実習Ⅱの展開　具体的な実習内容

介護過程を展開する介護実習

情報の収集と情報同士の関連付けを説明することができる

優先順位と課題の明確化を説明することができる

介護計画の立案と、介護実践を説明することができる

授業概要

実習の教育効果を上げるため、介護実習前の介護技術の確認や施設等のオリエンテーション、実習後の事例報告会または実習期間

中に生徒が養成施設等において学習する日を計画的に設けるなど、実習に必要な知識や技術、介護過程の展開の能力等について、

個別の学習到達状況に応じた総合的な学習とする。介護総合演習については、実習と組み合わせての学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 通年 必修 講義・演習

授業科目名 介護総合演習　Ⅱ 担当者名 関谷　友里

教科書

介護総合演習・介護実習　
学　科 学年 学期 科目種別
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実務教員

〇

単位数

時間数

180

評価方法

時数

実習で学ぶこと

①施設・事業所の概要の理解

②介護職の業務内容の理解

③利用者の個別性の理解

④他職種との協働の必要性の理解

⑤介護福祉士としての自己理解

⑥住設備機器や福祉用具の知識と活用の重要性の理解

⑦個別介護計画の必要性を学ぶ

介護実習Ⅱの実習先

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

障害者支援施設

医療型障害者入所施設

施設や個人が使用している福祉用具を理解する

行事に参加し、余暇時間の活用を理解する

担当利用者のﾆｰｽﾞに合う介護計画を作成する

守秘義務や家族との関わりについて理解する

180時間

施設の日課 や建物の内部を学ぶ

利用者に応じた介護内容を実践する

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図り、利用者を理解する

他の専門職と関わり、連携について学ぶ

利用者と関わり、介護者の言動を顧みる

担当職員より指導を受け、習熟度を明確にする

授業概要

個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施後

の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの

提供の基本となる実践力を習得する学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

実習の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 前期 必修 実習

教科書

介護総合演習・介護実習　
学　科 学年 学期 科目種別

授業科目名 介護実習　Ⅱ 担当者名 加藤・関谷・尾形



介護福祉科2年_10/17

実務教員

〇

単位数

時間数

180

評価方法

時数

実習で学ぶこと

医療型障害者入所施設

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

障害者支援施設

⑩介護福祉士としての職業倫理、社会的役割について理解する。 守秘義務や家族との関わりについて理解する

介護実習Ⅲの実習先

⑦住設備機器や福祉用具の知識と活用の重要性の理解 施設や個人が使用している福祉用具を理解する

⑧施設運営のプログラムに参加し、サービス全般について理解する。 行事に参加し、余暇時間の活用を理解する

⑨利用者主体の個別介護計画について理解する。 担当利用者のﾆｰｽﾞに合う介護計画を作成する

④他職種との協働の必要性の理解 他の専門職と関わり、連携について学ぶ

⑤介護福祉士としての自己理解 利用者と関わり、介護者の言動を顧みる

⑥利用者が求めている介護の受容に関する理解と判断 担当職員より指導を受け、習熟度を明確にする

180時間

①施設・事業所の概要の理解 施設の日課 や建物の内部を学ぶ

②介護職の業務内容の理解 利用者に応じた介護内容を実践する

③利用者の個別性の理解 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図り、利用者を理解する

授業概要

個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施後

の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの

提供の基本となる実践力を習得する学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

実習の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

科目種別 授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 後期 必修 実習

授業科目名 介護実習　Ⅲ 担当者名 加藤・関谷・尾形

教科書

介護総合演習・介護実習　
学　科 学年 学期
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実務教員

〇

単位数

時間数

30

評価方法

時数

1 オリエンテーション

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26、27

28、29

30

認知症に関する制度・関係機関など　その他の施策

国による認知症施策の推進を説明することができる

成年後見制度、高齢者虐待防止法を説明することができる

自治体における認知症対策を説明することができる

まとめ

家族の力を活かす　家族会と家族教室
家族会との連携を説明することができる

介護教室の役割を説明することができる

認知症に関する制度・関係機関など　

　　　　　　　　　　　　　　認知症対策と介護保険制度

介護保険と認知症対策を説明することができる

介護保険利用の実態を説明することができる

訪問系、通所系サービスを説明することができる

家族の力を活かす　家族へのレスパイトケア

レスパイトケアを説明することができる

レスパイトケアの方法を説明することができる

家族介護に休みがない訳を説明することができる

家族の力を活かす　家族のエンパワメント
エンパワーメントの基本を説明することができる

家族の力の活かし方を説明することができる

地域の力を活かす―連携と協働　

地域におけるサポート体制を説明することができる

チームアプローチを説明することができる

認知症サポーターの役割を説明することができる

家族の力を活かす　家族への支援　介護者自身の体験
認知症介護の原点を説明することができる

家族が背負う苦しみを説明することができる

認知症の人に対する介護　　進行に応じた介護

初期の認知症を説明することができる

中期の認知症を説明することができる

後期の認知症を説明することができる

終末期の認知症を説明することができる

認知症の人に対する介護

　　　　　　　　人が生きることを支えると言うこと

認知症を抱えて生きるとを説明することができる

老いと向き合うということを説明することができる

認知症の人に対する介護　　関わり方の基本

介護者自身が気をつけておくべきことを説明することができる

認知症の人の気持ちを説明することができる

認知症への気づきを説明することができる

認知症の人に対する介護　　認知症の人の介護過程
認知症の人が発するメッセージを説明することができる

行動の背景を説明することができる

授業概要
認知症に関する基礎的知識を習得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず家族を

含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

科目種別 授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 前期 必修 講義・演習

授業科目名 認知症の理解　Ⅱ 担当者名 松野　一江

教科書

認知症の理解　
学　科 学年 学期



介護福祉科2年_12/17

実務教員

〇

単位数

時間数

60

評価方法

時数

1 オリエンテーション

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 入浴・清潔保持に関連したしくみ　変化の気づきと対応　

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

死にゆく人に関連したしくみ　２ 　医療職との連携ポインを説明することができるト

まとめ

変化の気づきと対応　 睡眠での観察と医療職との連携のポイントを説明することができる

死にゆく人に関連したしくみ　１

　「死」を理解する　死のとらえ方を説明することができる

　「死」を理解する　尊厳死を説明することができる

終末期（ターミナル期）を説明することができる

終末期から「死」までの変化と身体機能の特徴を説明することができる

臨終期の対応と死後のからだの変化を説明することができる

死後の連絡を説明することができる

家族が「死」を受容できるための支援を説明することができる

入浴・清潔保持での観察と医療職との連携を説明することができる

睡眠に関連したしくみ
睡眠のしくみを説明することができる

睡眠に関連したこころとからだのしくみを説明することができる

心身の機能低下が睡眠に及ぼす影響　

心身機能の低下を説明することができる

睡眠障害を説明することができる

不眠症と睡眠障害を説明することができる

入浴・清潔保持に関連したしくみ
入浴・清潔保持のしくみを説明することができる

入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみを説明することができる

心身の機能低下が入浴・清潔保持に及ぼす影響　
精神機能、身体機能の低下を説明することができる

皮膚の変化を説明することができる

身じたくに関連したしくみ
身じたくのしくみを説明することができる

身じたくに関連したこころとからだのしくみを説明することができる

心身の機能低下が身じたくに及ぼす影響　
精神機能、身体機能、心身機能の低下を説明することができる

身じたくでの観察と医療職との連携のポイントを説明することができる

排泄に関連したしくみ
排泄のしくみを説明することができる

排泄に関連したこころとからだのしくみを説明することができる

心身の機能低下が排泄に及ぼす影響　

精神、判断力の低下、身体機能の低下を説明することができる

排尿障害の種類と特徴を説明することができる

排泄での観察と医療職との連携のポイントを説明することができる

授業概要
介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について理解

する学習とする。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 通年 必修 講義・演習

授業科目名 こころとからだのしくみ　Ⅱ 担当者名 淺井　みどり

教科書

こころとからだのしくみ
学　科 学年 学期 科目種別



介護福祉科2年_13/17

実務教員

〇

単位数

時間数

30

評価方法

時数

1 オリエンテーション

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 演習１

21 演習２

22

23

24

25

26

27

28

29 演習３

30

事例を通して介護現場について学ぶ

まとめ

事例を通して介護現場について学ぶ

事例を通して介護現場について学ぶ

喀痰吸引（基礎的知識・実施手順）　

高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論

呼吸のしくみと働きを説明することができる

喀痰吸引に伴う感染予防を説明することができる

高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順を説明することができる

喀痰吸引の必要物品と消毒法

喀痰吸引実施前の利用者の状態観察の注意点を説明することができる

喀痰吸引の実施手順の流れ、ﾎﾟｲﾝﾄと留意点を説明することができる

経管栄養（基礎的知識・実施手順）

高齢者および障害児・者の経管栄養を説明することができる

経管栄養の種類としくみを説明することができる　

経管栄養で使用される栄養剤と感染予防策を説明することができる

経管栄養により生じる危険と急変を説明することができる

高齢者および障害児・者の経管栄養実施手順を説明することができる

必要物品、実施の手順、観察ポイントと留意点を説明することができる

経鼻経管栄養実施中の対応と報告を説明することができる　

医療的ケア実施の基礎

医療的ケアとは何かを説明することができる

医行為について説明することができる

喀痰吸引等制度を説明することができる

医療的ケアと喀痰吸引等の背景を説明することができる

安全な療養生活を説明することができる

清潔保持と感染予防を説明することができる

清潔保持と感染予防　消毒と滅菌を説明することができる

健康状態の把握　急変状態について説明することができる

授業概要

医療的ケア実施の基礎として、医療的ケアとはどういうものか、かた介護福祉士が「喀痰吸引」や経管栄養」の医行為の一部を業とし

て行うことができるようになった背景など、医療的ケアを安全に実施するための基礎知識を習得する学習とする。また「喀痰吸引」及び

「経管栄養」に関する基礎的知識、実施手順とその留意点について学習する。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 前期 必修 講義・演習

教科書

医療的ケア
学　科 学年 学期 科目種別

授業科目名 基本研修 担当者名 尾形　由美子



介護福祉科2年_14/17

実務教員

〇

単位数

時間数

30

評価方法

時数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

演習　救急蘇生法の手引き　

救急蘇生法を手順どおり使用することができる

AEDを手順どおり使用することができる

まとめ

演習　喀痰吸引のケア実施の手引き　気管カニューレ内部

指示の確認・手洗い・物品器材の配置を行うことができる

説明・環境整備・吸引前の観察・手袋の着用

吸引実施・実施後の片付けを行うことができる

実施後の声かけ・姿勢の整えを行うことができる

実施後の観察・手洗い・報告を行うことができる

片付け・物品管理・記録を行うことができる

演習　喀痰吸引のケア実施の手引き　口腔内および鼻腔内　　

指示の確認・手洗い・物品器材の配置を行うことができる

説明・環境整備・吸引前の観察・手袋の着用を行うことができる

吸引実施・実施後の片付け

実施後の声かけ・姿勢の整えを行うことができる

実施後の観察・手洗い・報告を行うことができる

片付け・物品管理・記録を行うことができる

演習　経管栄養のケア実施の手引き　

胃ろうによる経管栄養を実施することができる

腸ろうによる経管栄養を実施することができる

演習　経管栄養のケア実施の手引き　 経鼻経管栄養を実施することができる

授業概要
当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

学習到達

目標

当該教科目の授業の目的・ねらいを達成させることにより、学校内における演習や実習の中で応用力を養い、福祉サービスを利用す

る人々に適切な援助を実践する力を身につける。

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
中央法規出版

介護福祉科 2 前期 必修 講義・演習

教科書

医療的ケア
学　科 学年 学期 科目種別

オリエンテーション

授業科目名 演習 担当者名 尾形　由美子



介護福祉科2年_15/17

実務教員

〇

単位数

時間数

60

評価方法

時数

1

2

3

4

5

6 領域・人間と社会分野の模擬試験解答・解説

7

8

9

10

11

12 領域・介護分野の模擬試験　１

13 領域・介護分野の模擬試験１解答・解説

14

15

16 領域・介護分野の模擬試験　２

17 領域・介護分野の模擬試験２解答・解説

18

19

20

21

22 領域・こころとからだ分野の模擬試験

23 領域・こころとからだ分野の模擬試験解答・解説

24

25

26 模擬試験　１

27 模擬試験　１の解答・解説

28 模擬試験　２

29 模擬試験　２の解答・解説

30

時間内に全問の解答ができる

誤りの理由を知ることができる

時間内に全問の解答ができる

誤りの理由を知ることができる

まとめ

時間内に全問の解答ができる

誤りの理由を知ることができる

領域・医療的ｹｱ 医療的ｹｱについて説明することができる

領域・総合問題 総合問題について説明することができる

誤りの理由を知ることができる

領域・こころとからだ分野

発達と老化の理解について説明することができる

認知症の理解について説明することができる

障害の理解について説明することができる

こころとからだのしくみについて説明することができる

時間内に全問の解答ができる

誤りの理由を知ることができる

領域・介護分野の復習
介護の基本・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術

生活支援技術・介護過程

時間内に全問の解答ができる

誤りの理由を知ることができる

領域・人間と社会分野の復習 誤りの理由を修正することができる

領域・介護分野　

介護の基本について説明することができる

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術について説明することができる

生活支援技術について説明することができる

介護過程について説明することができる

領域・人間と社会分野

人間の尊厳と自立について説明することができる

人間関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて説明することができる

社会の理解について説明することができる

領域・人間と社会分野の模擬試験 時間内に全問の解答ができる

オリエンテーション

授業概要
高齢者介護や障害者福祉を取り巻く状況の変化に伴う介護ニーズの変化を踏まえ、介護を必要とする幅広い利用者に対する基本的

な介護を提供できる能力（学力・知識）と応用力を養う。

学習到達

目標
国家試験（筆記試験）の合格

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
介護福祉士国試ナビ2019

中央法規出版
介護福祉科 2 通年 必修 講義・演習

教科書

国家試験模擬問題集
学　科 学年 学期 科目種別

授業科目名 国家試験対策 担当者名
横山　英史

加藤・関谷・尾形



介護福祉科2年_16/17

実務教員

〇

単位数

時間数

60

評価方法

時数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 まとめ

レクリエーション財の調達　　不要品の活用

牛乳ﾊﾟｯｸの再利用方法の実際・支援法

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの再利用方法の実際・支援法

傘袋の再利用方法の実際・支援法

レクリエーション事業計画

立案のためのアセスメントを行う事ができる

計画書の作成を行う事ができる

レクリエーションの実施・評価

レクリエーション財のアレンジ　

アレンジについての留意点が理解できる

身体的活動のアレンジを行う事ができる

知的活動のアレンジを行う事ができる

社会的活動のアレンジを行う事ができる

情緒的活動のアレンジを行う事ができる

生涯スポーツとしてのﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの実際

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　　（ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂの体験・支援法）

マンカラの体験・支援を行う事ができる

バッゴーの体験・支援を行う事ができる

フライングディスクの体験・支援を行う事ができる

ラダーゲッターの体験・支援を行う事ができる

デスゲッターの体験・支援を行う事ができる

日レクボールの体験・支援を行う事ができる

シャッフルボードの体験・支援を行う事ができる

高齢者のレクリエーションの実際

音楽を活用した支援を行う事ができる

回想法を活用した支援を行う事ができる

軽体操を活用した支援を行う事ができる

障害者スポーツとしてのレクリエーションの実際

障害者ｽﾎﾟｰﾂの必要性を理解することができる

車いすスラロームの体験・支援を行う事ができる

ボッチャーの体験・支援を行う事ができる

生涯学習としてのレクリエーションの実際　

　　　　　　　　　　　　クラフト活動の理解

クレヨンを使用した支援を行う事ができる

折り紙を使用した支援を行う事ができる

切り絵を使用した支援を行う事ができる

生涯学習としてのレクリエーションの実際　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本の伝統遊びの理解

手遊びを活用した支援を行う事ができる

道具を活用した支援を行う事ができる

授業概要 高齢者や障害者がいきいきとした生活を送っていただけるよう、レクリエーションを提供出来るような人材を育成する。

学習到達

目標
レクリエーションインストレクター（公認指導者資格）

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

授業方法
日本ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会

介護福祉科 2 通年 必修 講義・演習

授業科目名 レクリエーション活動援助法　実技 担当者名 加藤　昭仁

教科書

楽しさをとおした心の元気づくり
学　科 学年 学期 科目種別
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実務教員

単位数

時間数

30

評価方法

時数

1 オリエンテーション

2 過去データに基づく採用試験の傾向把握とその対応策１

3 過去データに基づく採用試験の傾向把握とその対応策２

4 一般常識問題演習①（国・数・英・社・理）１

5 一般常識問題演習①（国・数・英・社・理）２

6 ミニテスト①　作文対策１

7 ミニテスト①　作文対策２

8 一般常識問題演習②（国・数・英・社・理）１

9 一般常識問題演習②（国・数・英・社・理）１

10 ミニテスト②　作文対策１

11 ミニテスト②　作文対策２

12 一般常識問題演習③（国・数・英・社・理）１

13 一般常識問題演習③（国・数・英・社・理）２

14 ミニテスト③　作文対策１

15 ミニテスト③　作文対策２

16 一般常識校内統一模擬試験①１

17 一般常識校内統一模擬試験①２

18 一般常識問題演習④（国・数・英・社・理）１

19 一般常識問題演習④（国・数・英・社・理）２

20 ミニテスト④　作文対策１

21 ミニテスト④　作文対策２

22 一般常識問題演習⑤（国・数・英・社・理）１

23 一般常識問題演習⑤（国・数・英・社・理）２

24 ミニテスト⑤　作文対策１

25 ミニテスト⑤　作文対策２

26 一般常識問題演習⑥（国・数・英・社・理）１

27 一般常識問題演習⑥（国・数・英・社・理）２

28 ミニテスト⑥　作文対策１

29 ミニテスト⑥　作文対策２

30 まとめ

時間内に専門知識を活用した文章が書くことができる

時間内に解答し知識を高めることができる

時間内に専門知識を活用した文章が書くことができる

時間内に解答し知識を高めることができる

時間内に起承転結を活用した文章が書くことができる

時間内に解答し知識を高めることができる

時間内に解答し知識を高めることができる

時間内に専門知識を活用した文章が書くことができる

時間内に解答し知識を高めることができる

職種に応じた出題傾向を理解することができる

時間内に解答し知識を高めることができる

時間内に起承転結を活用した文章が書くことができる

時間内に解答し知識を高めることができる

時間内に起承転結を活用した文章が書くことができる

授業概要
就職試験の筆記試験対策を主眼とした一般常識と作文のトレーニングを行い、基礎学力・文章表現能力の向上を図るための演習を

繰り返し行います

学習到達

目標

定期試験の結果、授業態度、レポート提出、及び出席状況等の総合評価により実施する。

授　業　内　容 到達目標・学習課題など

就職試験（筆記試験）の合格をめざす

授業方法

実教出版
介護福祉科 2 通年 必修 講義

教科書

就職筆記試験対策　

一般常識ドリル
学　科 学年 学期 科目種別

授業科目名 教養一般 担当者名 関谷　友里
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