
国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：・人間の尊厳と人権・福祉理念　　・自立のあり方　　・介護福祉士の倫理綱領

目的：①人権思想・福祉理念の変遷を理解し、人権尊重の視点を説明できる

　　　②自立の意味と自己決定の考え方を理解し説明できる

授業の進め方：テキスト、資料を中心に授業を進める。

(授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

人間の理解を基礎として、尊厳の保持と自立について理解し、介護福祉の倫理的課題への対応力の基礎を養

う

開講時期 前期

2 時間数 30時間必修・選択 必修 単位数

テキスト・教材・参考図

書・その他資料
中央法規出版　　「人間の理解」、その他配布資料

まとめ

12 映画視聴から、自立の考え方学ぶ グループ発表での相互理解

13 介護を必要とする人々の自立と自立支援 テキスト、資料配布

14 介護を必要とする人々の自立と自立支援 グループ発表での相互理解

15

10 自立のあり方 グループ発表での相互理解

11 映画視聴から、自立の考え方学ぶ グループ発表での相互理解

8 動画視聴「その時歴史が動いた」 テキスト、資料配布

9 動画視聴「朝日茂」さんから学ぶ グループ発表での相互理解

6 福祉に関する歴史上の人物から学ぶ 課題発表

7 福祉に関する歴史上の人物から学ぶ グループ発表での相互理解

4 社会福祉領域での人権、福祉理念の変遷 テキスト、資料配布

5 日本国憲法ができた歴史、基本原則を理解する テキスト、資料配布、課題

2 人権思想の潮流とその具現化 テキスト、資料配布

3 人権や尊厳に関する日本の諸規定 テキスト、資料配布

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 人間の尊厳と利用者主体 テキスト、資料配布

人間の尊厳と自立

担当教員 坂井　義道 〇

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生

実務授業の有無



・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
特別養護老人ホーム、デイサービスセンターに12年勤務、社会福祉士の経験を活かして、現在の現場を取り

巻く状況を伝えながら、福祉の理念を深めていく。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

60時間

人間関係とコミュニケーション

担当教員 宗村　操 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 通年

必修・選択 必修 単位数 4 時間数

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
授業案内科目の狙い、授業概要説明、テキスト紹介

「介護とコミュニケーション」
グループワーク

授業概要、目的、

授業の進め方

【授業概要】介護は利用者と良い関係形成ができて初めて効率的、専門的、つまり適切なサービスが可能になる。授業では人の発達段階にお

ける人間関係の基礎理論を知り、介護場面において多様な人たちとの良い関係性を構築するために必要な基礎理論を踏まえたコミュニケー

ションについてテキストを中心に演習を交えて学習する【目的】人間は人との関わりを求め生活していく本質から、人と人のかかわり合いの

中で行われる介護支援は、要介護者との関係づくりが重要な課題であり、介護者が能動的、積極的に良好な人間関係を構築する必要がある。

専門職として関係性を作るためのコミュニケーションの知識、基礎技術を活用できるよう学ぶ。【授業の進め方】・グループワークを交えた

講義形式を基本とする・介護実習においての介護者としてのコミュニケーション体験を通し、自分のコミュニケーションについて振り返り、

次の学習に繋げるよう準備、振り返りの機会を取り入れ授業展開する

（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

①対人関係を形成するための基礎となるコミュニケーションの概念と手段の特徴・機能について、また、コミュニケーションの基本的態度援

助関係の原則を習得する

②チームで働くにあたっての組織でのコミュニケーションの特徴、求められるコミュニケーションを理解する

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
最新　介護福祉士養成講座　１　人間の理解　中央法規出版

4
人間関係形成のために必要なこと①

　　自分と他者理解
P85～

5
人間関係形成のために必要なこと➁

　他者との関わり
P８７～

2
人間関係とは何か

　ポスター作製と発表
グループワーク、　レポート作成

3 人間らしさと介護 テキストP80～、レポート作成

8 社会性の発達と人間関係 P99～

9
社会心理学からみた人間関係

他者との関わり（対人認知）
P102～

6
人間関係のために必要なこと③

　　自己覚知
P９０～

7 エリクソンの発達段階説 P95～

12 人間関係とストレス P113～

13 ストレス対処行動 P118～

10 集団との関わり P106～講義、　レポート作成

11 集団の中の人間関係 P109～

14 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの概念 P122～講義　小テスト

15
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの手段

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
P128～



23
対人援助における基本的態度③

傾聴

講義

演習

22
対人援助における基本的態度②

共感
講義　事例検討

21
対人援助における基本的態度①

受容

P150 ～

講義　事例検討

20 人間関係とコミュニケーション上の配慮点 P147～

16 非言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ① P131～ 講義　演習

実務経験教員の経歴
高齢者施設において介護福祉士としての現場経験をいかし、介護福祉士としての心がまえ

や施設での役割、利用者との関わり方を指導する。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

17 非言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ② 講義　演習

19 人間関係の発展とコミュニケーション P142～

18 非言語の機能 P135～講義　　　レポート作成

26 組織の条件とコミュニケーションの特徴 P163～

27 組織における情報の流れ P167～

24 バイステックの7つの原則① P153 ～

25 バイステックの7つの原則②

30 まとめ、振り返り

28 組織において求められるコミュニケーション

29 プレーンストーミング
P171～

講義　演習



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

14 社会保障制度の基本的な考え方 テキスト、配布資料

15 まとめ テキスト、配布資料

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：社会と生活のしくみをを理解する　　・地域共生社会の実現に向けた制度や施策

　　　　・社会保障制度の基本的な考え方

目的：・権利擁護のための社会制度を理解し、説明できる

・生活と社会の関わりにおける、自助・互助・共助・公助について説明できる

・地域共生社会や地域包括ケアシステムの基本的な考え方を理解し、地域包括ケアにおける介護福祉士の役割を説明でき

る

授業の進め方：テキスト、資料を中心に授業を進める。

(授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

①個や集団、社会の単位で人間を理解する視点を養い、生活と社会の関係性を体系的に捉えることができる

②対象者の生活の場としての地域という観点から、地域共生社会や地域包括ケアの基礎的な知識を習得する

テキスト・教材・参考図

書・その他資料
中央法規出版　　「社会の理解」、その他配布資料

12 プロフェッショナル「コミュニティソーシャルワーカー」から学ぶ 動画視聴後、ディスカッション、解説

13 地域包括ケア テキスト、配布資料

10
地域共生社会 課題：自分の住む町の福祉課題について調べる

（地域の課題、具体的な社会資源について）
テキスト、配布資料

11 課題発表

8
地域・地域社会

地域における生活支援
テキスト、配布資料

9
地域福祉の発展

地域福祉計画について（あなたの住む市町村の地域福祉計画）
テキスト、配布資料

6 演習課題発表

7 社会・組織の機能と役割 テキスト、配布資料

4 ライフスタイルの変化 テキスト、配布資料

5 演習：戦後の日本社会の変化とライフヒストリー 各自調べ学習、発表

2 生活を幅広くとらえる テキスト、配布資料

3
生活の基本機能

演習：ジェノグラムを作成
テキスト、配布資料

社会の理解Ⅰ

担当教員 坂井　義道 〇

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生

実務授業の有無

開講時期 前期

2 時間数 30時間必修・選択 必修 単位数

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
自己紹介

科目の目的について説明
テキスト、配布資料



・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
特別養護老人ホーム、デイサービスセンターに12年勤務、社会福祉士の経験を活かして、現在の現場を取り

巻く状況を伝えながら、各制度やサービスの理解を深めていく。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

３０時間

レクリエーション活動援助法１

担当教員 本間なつみ ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：レクリエーションインストラクター養成課程

　　　　　グループごとにレク材を調べ、からだを動かすレクや制作などの計画・実践を行う。

目的：１、レクリエーションとは何かを学び、支援の具体的な方法及びプログラムの組み立てができるようになる。

　　　２、様々なレク支援の技法を体験し実践できるようになる

授業の進め方：・グループワーク、演習中心

　　　　　　　・iPadやPCを使用し、レク材検索をしながら企画運営する。

　　　　　　　・各自一回ずつ企画運営を行う。

（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

１レクリエーションとは何かを理解する

２支援の具体的な方法を習得し支援プログラムの組み立てができる

３高齢者施設におけるレクのあり方を理解する

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

公益財団法人日本レクリエーション協会　レクリエーションインストラクターテキスト「楽しさをとおした

心の元気づくり　レクリエーション支援の理論と方法」

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
オリエンテーション／レクリエーションインストラクターとは何か

（資格取得方法と役割）
講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

2 レクリエーションとは（意義と目的）/ベットサイドレク 講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

3 レクリエーション活動の楽しさをとおした心の元気づくりの理解 講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

4 対象者の心の元気づくりへの課題 講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

5 レクリエーションプログラムの実際と支援のながれ 講義　　　指定テキスト・配布プリント

6
レクリエーション支援に必要なコミュニケーション技術

/効果的な自己紹介
講義　　　指定テキスト・配布プリント

7
レクリエーション支援に必要なコミュニケーション技術

/効果的な自己紹介

講義　　　指定テキスト（Ⅰ）・配布プリント・DVD（高

齢者福祉の歴史）

8
良好な関係づくりのための技法

/アイスブレーキング
講義　　　指定テキスト・配布プリント

9
良好な関係づくりのための技法

/アイスブレーキング
講義　　　指定テキスト・配布プリント

10
レクリエーション活動への動機づけ

/主体的に楽しむための支援
講義　　　指定テキスト・配布プリント

11
レクリエーション活動への動機づけ

/主体的に楽しむための支援
講義　　　指定テキスト・配布プリント

12 支援方法の確認と実践/高齢者想定のレク企画・プレ実践 講義　　　指定テキスト・配布プリント

13 支援方法の確認と実践/高齢者想定のレク企画・プレ実践 講義　　　指定テキスト・配布プリント

14 支援方法の確認と実践/高齢者想定のレク企画・プレ実践 講義　　　指定テキスト・配布プリント

15 実技試験：高齢者想定のレク（アイスブレーキング）実践 演習（個々に指導者の前で実践・評価を受ける）



実務経験教員の経歴
介護福祉士として高齢者施設での実務経験を活かし、レクリエーション援助の基本を伝えるとともに高齢者

を対象としたレクリエーション援助の実践力を養う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

10 Part２　「目標が才能・可能性を開花させる」 テキストマジックドア５プログラム実施

8 Part２　「あなたの問題は、あなたが解決できる」 テキストマジックドア３プログラム実施

9 Part２　「あなたのコミュニケーション」スタイルをみなおそう テキストマジックドア4プログラム実施

6 Part２　「プラス思考が自分の能力・可能性を大きく広げる」 テキストマジックドア１プログラム実施

7 Part２　「考え方を変えれば行動が変わる」 テキストマジックドア２プログラム実施

4 Part１ テキストマジックドア4プログラム実施

5 Part１ テキストマジックドア５プログラム実施

2 Part１ テキストマジックドア２プログラム実施

3 Part１ テキストマジックドア３プログラム実施

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 Part１ テキストマジックドア１プログラム実施

授業概要、目的、

授業の進め方

【概要】夢や目標を実現するために必要な「考え方」と「実践的な行動」を学ぶ

【目的】自分の夢をはっきりと意識できるよう、テキストのプログラムにそって取組む。

【授業の進め方】授業はグループワークを通して、体験的に楽しみながら、内発的動機付けを高めること

で、主体的に自分のやりたいことに対してモチベーションを上げ行動できるようになる。

(授業方法：演習・講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
楽しみながら、他の人ことも理解しながら、夢実現の第一歩を踏み出せるようになる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実践行動学研究所の「実践行動学」テキストを使用

20時間

人間関係論　実践行動学

担当教員 近山　理子 ×

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

３０時間

介護の基本ⅠA

担当教員 本間なつみ ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：介護福祉士を取り巻く社会的背景や介護福祉士としての理念を理解し職業観を養う。

目的： ・尊厳を保持し自立を支援するという介護福祉の基本理念を説明できる　・専門職としての倫理や使命を理解し、

説明できる　・介護を必要とする人の生活の個別性、多様性、社会とのかかわりを説明できる

授業の進め方：・基本的にテキストに沿って講義形式で行う。　・事例を通した演習をグループワークで行い、他者と意

見交換を行う。またそれらをポスターやスライドとしてまとめる。  ・授業終わりに次回授業連絡を行い、事前学習を促

す。 （授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

①介護福祉の専門性と倫理を理解し、介護福祉士に求められる専門職としての態度を養う

②介護を必要とする人の生活の個別性に対応するために、生活の多様性や社会とのかかわりを理解できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
中央法規出版：最新介護福祉士養成講座　介護の基本Ⅰ・Ⅱ／DVD／その他配布資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 オリエンテーション／科目の意義・テキストについて 講義　　　指定テキスト（Ⅰ、Ⅱ）・配布プリント

2
第１章「介護福祉とは」/１節介護の成り立ち/言葉の意味～老人福

祉法の内容
講義　　　指定テキスト・配布プリント

3
第１章「介護福祉とは」/１節介護の成り立ち/言葉の意味～老人福

祉法の内容
講義　　　指定テキスト・配布プリント

4 第１章「介護福祉とは」/１節介護の成り立ち/介護の社会的背景 講義　　　指定テキスト・配布プリント

5 第１章「介護福祉とは」/２節介護の概念の変遷/1970～1980
講義　　　指定テキスト・配布プリント・DVD（高齢者福

祉の歴史）

6 第１章「介護福祉とは」/２節介護の概念の変遷/1990～2000以降 講義　　　指定テキスト・配布プリント

7
第１章「介護福祉とは」/３節介護福祉の基本理念/尊厳を支える介

護
講義　　　指定テキスト・配布プリント

8
第１章「介護福祉とは」/３節介護福祉の基本理念/自立支援と自己

決定
講義　　　指定テキスト・配布プリント

9
第２章「介護福祉の役割と機能」/１節介護福祉の活動の場と役割

（サービスの全体像）
講義　　　指定テキスト・配布プリント

10
第２章「介護福祉の役割と機能」/社会福祉士及び介護福祉士法

（１）：法の成り立ち・定義
講義　　　指定テキスト・配布プリント

11
第２章「介護福祉の役割と機能」/社会福祉士及び介護福祉士法

（２）：名称独占・欠格事由
講義　　　指定テキスト・配布プリント

12
第２章「介護福祉の役割と機能」/社会福祉士及び介護福祉士法

（３）：義務・法改正
講義　　　指定テキスト・配布プリント

13
第２章「介護福祉の役割と機能」/社会福祉士及び介護福祉士法

（４）：まとめ・チェックテスト
講義　　　指定テキスト・配布プリント

14
第２章「介護福祉の役割と機能」/介護福祉士養成カリキュラムの

変遷
講義　　　指定テキスト・配布プリント

15 全体のまとめと振り返り 講義　　　指定テキスト・配布プリント



実務経験教員の経歴
介護福祉士として高齢者施設での実務経験を活かし、介護福祉の概念やその歴史を伝えるとともに介護福祉

士としての視点や考察を深めていく。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

必修・選択 必修 単位数 4 時間数 60時間

介護の基本ⅡA

担当教員 本間　なつみ ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期・後期

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 オリエンテーション／科目の意義・テキストについて 講義　　　指定テキスト（Ⅰ、Ⅱ）・配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

目的：・尊厳を保持し自立を支援するという介護福祉の基本理念と倫理的観点を説明できる

・対象となる人のニーズに合わせた地域の社会資源について説明できる

・保健・医療・福祉に関する他の職種の専門性や役割を説明できる

授業概要：介護を必要としている人と、それぞれが利用できるサービス・関わる職種を理解し、介護福祉士としての専門

性を養う。

(授業方法：講義/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

①ICFの視点に基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倫理観を持った支援を理

解できる。②介護を必要とする人の生活を支援するという観点から介護サービスや地域連携など、フォーマル、インフォーマルな支援を理解

できる③多職種協働による介護を実践するために、保健・医療・福祉に関する他の職種の専門性や役割と機能を理解できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

テキスト①「中央法規出版　最新・介護福祉士養成講座　３　介護の基本Ⅰ」、テキスト②「中央法規出版

最新・介護福祉士養成講座　４　介護の基本Ⅱ」その他配布資料・DVD

4
第１章「介護福祉を必要とする人の理解」/介護福祉を必要とする

人の理解（高齢者）
講義　　　指定テキスト・配布プリント

5
第２章「介護福祉を必要とする人の理解」/介護福祉を必要とする

人の理解（高齢者）
講義　　　指定テキスト・配布プリント

2
第１章「介護福祉を必要とする人の理解」/私たちの生活の理解/生

活とは何か・生活の特性
講義　　　指定テキスト・配布プリント

3
第２章「介護福祉を必要とする人の理解」/私たちの生活の理解/生

活とは何か・生活の特性
講義　　　指定テキスト・配布プリント

8 生活を支えるフォーマルサービス/高齢者（１）：介護保険とは 講義　　　指定テキスト・配布プリント

9
生活を支えるフォーマルサービス/高齢者（２）：

具体的なサービス①　　居宅サービス（訪問）
講義　　　指定テキスト・配布プリント

6
第１章「介護福祉を必要とする人の理解」/介護福祉を必要とする

人の理解（障害者）

講義　　　指定テキスト（Ⅰ）・配布プリント・DVD（変

わる障害者支援）

7
第２章「介護福祉を必要とする人の理解」/介護福祉を必要とする

人の理解（障害者）
講義　　　指定テキスト・配布プリント

12
生活を支えるフォーマルサービス/高齢者（５）：

具体的なサービス④　　　地域密着型サービス
講義　　　指定テキスト・配布プリント

13 地域連携（１）：地域連携の意義と目的 講義　　　指定テキスト・配布プリント

10
生活を支えるフォーマルサービス/高齢者（３）：

具体的なサービス②　　居宅サービス（通所等）
講義　　　指定テキスト・配布プリント

11
生活を支えるフォーマルサービス/高齢者（４）：

具体的なサービス③　　　施設サービス
講義　　　指定テキスト・配布プリント

14 地域連携（２）：地域包括ケアシステム 講義　　　指定テキスト・配布プリント

15 全体のまとめと振り返り 講義　　　指定テキスト・配布プリント



16 多職種連携（１）：多職種連携・協働の必要性 講義　　　指定テキスト・配布プリント

17 多職種連携（２）：多職種連携・協働に求められる能力 講義　　　指定テキスト・配布プリント

20 多職種連携（６）：チェックテスト 講義　　　指定テキスト・配布プリント

21
第３章「介護福祉士の倫理」（１）：介護実践における倫理、倫理

判断
講義　　　指定テキスト・配布プリント

18 多職種連携（３）：保健・医療・福祉、他職種の役割 講義　　　指定テキスト・配布プリント

19 多職種連携（５）：多職種連携・協働の必要性協働の実際 講義　　　指定テキスト・配布プリント

24
第３章「介護福祉士の倫理」（３）：倫理判断、日本介護福祉士会

倫理綱領
講義　　　指定テキスト・配布プリント

25 感染症対策Ⅰ（１）：感染に関する知識　標準予防策 講義　　　指定テキスト・配布プリント

22
第３章「介護福祉士の倫理」（１）：介護実践における倫理、倫理

判断　　 事例検討
講義　　　指定テキスト・配布プリント

23
第３章「介護福祉士の倫理」（２）：倫理判断、日本介護福祉士会

倫理綱領
講義　　　指定テキスト・配布プリント

28 感染症対策Ⅱ（３）：個別の感染症対策 講義　　　指定テキスト・配布プリント

29 感染症対策Ⅱ（４）：個別の感染症対策 講義　　　指定テキスト・配布プリント

26 感染症対策Ⅰ（１）：手洗い演習 講義　　　指定テキスト・配布プリント

27 感染症対策Ⅰ（２）：連携と発生時の対応 講義　　　指定テキスト・配布プリント

実務経験教員の経歴
介護福祉士として高齢者施設での実務経験がある教員が、現在の介護情勢を絡めながら

介護の基礎となる各事項について指導する科目である。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

30 全体のまとめと振り返り 講義　　　指定テキスト・配布プリント



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：・テキスト演習にて、各種技法を体験する。利用者やその家族との支援関係の構築やチームケアを実践に必要なコミュニケー

ション能力を養う。また、対象者の特性に応じたコミュニケーションが取れるようになる留意点を理解し、実践の場面でそれをできるよう

になる。

目的：・本人の意思決定を支援するために必要なコミュニケーション技術を活用できる・本人の意思決定支援に必要な家族への支援を理解

し、説明できる・障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を適用できる・支援関係・パートナーシップを構築するために必要なコ

ミュニケーション技術を活用できる・介護実践における情報の管理・共有の意義を説明できる

授業の進め方：・テキスト、資料を中心に授業を進める。

・テキスト演習にて、各種技法を体験する。(授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

①本人の置かれている状況を理解し、支援関係の構築や意思決定を支援するためのコミュニケーションの基本的な技術が身につく②家族の

おかれている状況・場面を理解し、家族への支援やパートナーシップを構築するためのコミュニケーションの基本的な技術が身につく③障

害の特性に応じたコミュニケーションの基本的技術が身につく④情報を適切にまとめ、発信するために、介護実践における情報の共有化の

意義を理解し、その具体的な方法や情報の管理について理解できる

テキスト・教材・参考図

書・その他資料
中央法規出版　　　「コミュニケーション技術」、その他配布資料

14 各自発表

15 まとめ

11 事例に基づき解説 テキスト、配布資料

12 事例に基づき解説 テキスト、配布資料

13 グループワークを実習で想定して企画する

コミュニケーション技術

担当教員 坂井　義道 〇

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年

テキスト、配布資料

60時間

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
自己紹介

科目の目的と内容について説明

必修・選択 必修

2

介護におけるコミュニケーションの基本

介護におけるコミュニケーションとは

介護におけるコミュニケーションの対象について
テキスト、配布資料

3
援助関係とコミュニケーション

バイステックの７原則を理解する
テキスト、配布資料

4

時間数

「プロフェッショナル、ターミナル看護師田村さん」視聴 動画視聴後の意見交換、解説

コミュニケーション態度に関する基本技術

演習

10 集団におけるコミュニケーション技術 テキスト、配布資料

5
傾聴のための技法

演習
テキスト、配布資料

6
言語・非言語・準言語コミュニケーションの基本

テキスト、配布資料

7

8
目的別コミュニケーション技術

ものの見方を生み出す技術   リフレーミング
テキスト、配布資料

9 リフレーミングを演習を通し学ぶ
テキスト、配布資料

かるたゲームを通して体験

実務授業の有無

1年生 開講時期 前期後期

単位数 4



実務経験教員の経歴
特別養護老人ホーム、デイサービスセンターに12年勤務、社会福祉士の経験を活かして、現場の状況を踏ま

えてコミュニケーションの大切さを伝えていく。

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の

対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりませ

ん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

30 まとめ

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

28 記録の技術、演習 テキスト、配布資料

29 会議・議事進行、説明の技術

18 視覚障害のある人への支援 テキスト、配布資料

19

27 記録の技術、演習 テキスト、配布資料

23
発達障害のある人への支援

高次脳機能障害のある人への支援
テキスト、配布資料

16
コミュニケーション障害への対応の基本

定義、原因、アセスメント方法
テキスト、配布資料

17
コミュニケーション障害への対応の基本

定義、原因、アセスメント方法
テキスト、配布資料

聴覚障害のある人への支援 テキスト、配布資料

テキスト、配布資料

25
介護におけるチームのコミュニケーション

チームのコミュニケーションとは
テキスト、配布資料

26 報告・連絡・相談の技術、演習 テキスト、配布資料

20 失語症の人への支援、認知症の人への支援 テキスト、配布資料

21 認知症の人への支援 テキスト、配布資料

24
家族とのコミュニケーション

家族との関係作り、助言、指導、調整、ストレス対応
テキスト、配布資料

22 統合失調症、知的障害のあるひとへの支援 テキスト、配布資料



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

生活支援技術ⅠA

担当教員 近山　理子・岩野　明美 ×

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

【授業の目的】その人らしく生きるための生活環境づくりをすることで、生活の楽しさや生活の支障の解決

について、ともに分かち合うことができることをねらいとする

【授業の概要】テキストを中心に演習を取り入れながら学習していく

(授業方法：演習・講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

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・技術を理解する

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
最新　介護福祉士養成講座　６　生活支援技術Ⅰ　中央法規出版

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 生活支援の理解　　基本的な考え方 Ｐ２～

2 生活支援の理解　　チームアプローチ Ｐ２２～

3 生活支援の理解　　基本的な考え方 Ｐ２～

4 生活支援の理解　　チームアプローチ Ｐ２２～

5 居住環境の整備　　　住まいの役割と機能　生活空間 Ｐ３２～

6 居住環境の整備　　　快適な室内環境 Ｐ４６～

7 居住環境の整備　　　生活環境と住まい Ｐ５６～

8 自立に向けた家事の介護　裁縫　基礎縫い（手縫い） 演習

9 自立に向けた家事の介護　裁縫　基礎縫い（手縫い） 演習

10 自立に向けた家事の介護　裁縫　基礎縫い（手縫い） 演習

11 自立に向けた家事の介護　裁縫　基礎縫い（ミシン） 演習

12 自立に向けた家事の介護　裁縫　基礎縫い（ミシン） 演習

13 自立に向けた家事の介護　裁縫　エプロン 演習

14 自立に向けた家事の介護　裁縫　エプロン 演習

15 自立に向けた家事の介護　裁縫　エプロン 演習



実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

６０時間

生活支援技術ⅡA

担当教員 渡辺　義之 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 オリエンテーション／実習室使用のルール、福祉用具の取り扱い 実習（基礎介護実習室にて実際の道具に触れながら学ぶ）

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：利用者の生活支援に必要な介護技術の根拠を講義で学び、実技演習で実際に体を動かしながら実践し修得していく。

目的：１、生活支援の意味と役割を理解する。

　　　２、安全性・尊厳・自立支援を踏まえた介助方法、ボディメカニクスを活用した身体の使い方を学ぶ。

　　　３、学んだ知識、技術をもとに学生同士で介護実践を行う。

授業の進め方：・講義と実践を繰り返し、基本的な実践から徐々に応用的な実践を学ぶ。

　　　　　　　・介護する側、される側を順番に行い、意見交換をする。　　・事例を通し、学んだ介護技術の展開方法を考える。

（授業方法：演習・講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

１、生活支援の意味と役割を理解するとともに、安全性・尊厳・自立支援を踏まえた介助方法を選択できる。

２、学んだ知識、技術をもとに実践することができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
中央法規出版　最新介護福祉士養成講座　生活支援技術Ⅰ・Ⅱ／その他配布資料

4 ベッドメイキング　（敷き方・身体の使い方）
実習（基礎介護実習室にて実際の道具に触れながら学ぶ）

随時指定テキスト・配布プリント使用

5 ベッドメイキング　（敷き方・身体の使い方）
実習（基礎介護実習室にて実際の道具に触れながら学ぶ）

随時指定テキスト・配布プリント使用

2 生活支援技術とは/テキストの説明と確認 講義（指定テキストの活用方法・科目概要を学ぶ）

3 ベッドメイキング　（リネン類の名称・取り扱い・たたみ方）
実習（基礎介護実習室にて実際の道具に触れながら学ぶ）

随時指定テキスト・配布プリント使用

8 自立に向けた移動の介護（ボディメカニクス・利用者の身体状況）
講義・実習（ボディメカニクスを活用した動作・麻痺の障

害部位の理解）

9 自立に向けた移動の介護（水平移動） 講義・実習（水平移動の活用場面・介護の実際）

6 ベッドメイキング　（チェックテスト） 実習（個別にベッドメイキングを行う）

7 自立に向けた移動の介護（生活に関わる移動の動作） 講義　指定テキスト・配布プリント（動作の理論）

12
自立に向けた移動の介護（起居動作～座位～立位～手引き歩行～着

座）

講義・実習（起居動作～座位～立位～手引き歩行～着座の

一連の動作の介護方法）

13
自立に向けた移動の介護（起居動作～座位～立位～手引き歩行～着

座）

講義・実習（起居動作～座位～立位～手引き歩行～着座の

一連の動作の介護方法）

10 自立に向けた移動の介護（起居動作～安定した座位） 講義・実習（起居動作の介護方法・座位の保持）

11 自立に向けた移動の介護（起居動作～座位～立位～着座）
講義・実習（起居動作～座位～立位～着座の一連の動作の

介護方法）

14 全体のまとめと振り返り　テスト事例練習
講義・実習（事例を通して一連の動作を確認・学生同士で

練習する）

15 全体のまとめチェックテスト 試験形式で行う（制限時間を設け、教員をモデルに実施）



実務経験教員の経歴
介護福祉士として高齢者施設での実務経験を活かし、介護実践の根拠と基礎的な実技の手法を教示するとと

もに実践力を養う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

18 自立に向けた排泄の介護（排泄の一連の流れ・排泄方法の選択） 講義　指定テキスト・配布プリント

19 おむつ交換（紙おむつ／環境整備・羞恥心への配慮） 講義・実習（紙おむつを使用・学生同士で行う）

16 前期の振り返り／実習で行った介護技術 講義　指定テキスト・配布プリント

17
自立に向けた排泄の介護（排泄のメカニズム・尊厳／必要物品の理

解）
講義　指定テキスト・配布プリント

22
おむつ交換（紙おむつ／環境整備・羞恥心への配慮）／チェックテ

スト

講義・実習（紙おむつを使用・学生同士で行う・個々の介

助手順を確認）

23 身支度の意義と目的（整容を含む） 講義　指定テキスト・配布プリント

20 おむつ交換（紙おむつ／環境整備・羞恥心への配慮） 講義・実習（紙おむつを使用・学生同士で行う）

21 おむつ交換（紙おむつ／環境整備・羞恥心への配慮） 講義・実習（紙おむつを使用・学生同士で行う）

26 衣服の着脱の介助（上・下かぶり／ベッド端座位／車いす）
講義・実習（基本的な介助方法を学び学生同士で行う・随

時個々に指導）

27 衣服の着脱の介助（上・下前開き／ベッド仰臥位）
講義・実習（基本的な介助方法を学び学生同士で行う・随

時個々に指導）

24 衣服の着脱の介助（上・下前開き／ベッド端座位／車いす）
講義・実習（基本的な介助方法を学び学生同士で行う・随

時個々に指導）

25 衣服の着脱の介助（上・下前開き／ベッド端座位／車いす）
講義・実習（基本的な介助方法を学び学生同士で行う・随

時個々に指導）

30 全体のまとめチェックテスト 試験形式で行う（制限時間を設け、教員をモデルに実施）

28 衣服の着脱の介助（上・下前開き／ベッド仰臥位）
講義・実習（基本的な介助方法を学び学生同士で行う・随

時個々に指導）

29 全体のまとめと振り返り　テスト事例練習
講義・実習（事例を通して一連の動作を確認・学生同士で

練習する）



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

６０時間

生活支援技術ⅡB

担当教員 渡辺　義之 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
食事介助の意義と目的（食事介助の基本、嚥下のメカニズム、食事

形態について）

講義・実習（とろみ剤実食）　指定テキスト・配布プリン

ト

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：利用者の生活支援に必要な介護技術の根拠を講義で学び、実技演習で実際に体を動かしながら実践し修得していく。

目的：１、生活支援の意味と役割を理解する。

　　　２、安全性・尊厳・自立支援を踏まえた介助方法、ボディメカニクスを活用した身体の使い方を学ぶ。

　　　３、学んだ知識、技術をもとに学生同士で介護実践を行う。

授業の進め方：・講義と実践を繰り返し、基本的な実践から徐々に応用的な実践を学ぶ。　・介護する側、される側を順番に行い、

　　　　　　　　意見交換をする。　　・事例を通し、学んだ介護技術の展開方法を考える。

（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

１、生活支援の意味と役割を理解するとともに、安全性・尊厳・自立支援を踏まえた介助方法を選択できる。

２、学んだ知識、技術をもとに実践することができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
中央法規出版　最新介護福祉士養成講座　生活支援技術Ⅰ・Ⅱ／その他配布資料

4 口腔ケアの基礎知識（義歯の取り扱いについても行う） 講義　指定テキスト・配布プリント

5 口腔ケアの基礎知識（義歯の取り扱いについても行う） 講義　指定テキスト・配布プリント

2 食事介助（座位での介助）
講義・実習（正しい姿勢・基本的な介助方法）　指定テキ

スト・配布プリント

3 食事介助（ベッド上仰臥位での介助）
講義・実習（正しい姿勢・基本的な介助方法）　指定テキ

スト・配布プリント

8 自立に向けた移動の介護（杖歩行・外出支援） 講義・実習（外の段差・階段・歩道での介助）

9 車いす操作（各部の名称・基本動作・メンテナンス） 講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

6
自立に向けた移動の介護（起居動作～座位～立位～手引き歩行～着

座）
講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

7 自立に向けた移動の介護（杖歩行） 講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

12 ポータブルトイレの介助 講義・実習（立ち上がり～着座動作の確認を中心に行う）

13 ポータブルトイレの介助 講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

10 車いす操作（段差、坂の介助） 講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

11 車いす操作（外出支援） 講義・実習（外の段差・階段・歩道での介助）

14 全体のまとめと振り返り　テスト事例練習
講義・実習（事例を通して一連の動作を確認・学生同士で

練習する）

15 全体のまとめチェックテスト 試験形式で行う（制限時間を設け、教員をモデルに実施）



実務経験教員の経歴
介護福祉士として高齢者施設での実務経験を活かし、介護実践の根拠と基礎的な実技の手法を教示するとと

もに実践力を養う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

18 入浴介助（男子）／　更衣を含む排泄介助（女子）
２コマ続きで講義・実習（特殊浴槽等実際に入浴・衣類汚

染への対応を含んだ排泄介助の方法）

19 入浴介助（女子）／　更衣を含む排泄介助（男子）
２コマ続きで講義・実習（特殊浴槽等実際に入浴・衣類汚

染への対応を含んだ排泄介助の方法）

16
自立に向けた入浴・清潔保持(意義と目的・入浴の効果・健康

チェック)
講義　指定テキスト・配布プリント

17 入浴介助（男子）／　更衣を含む排泄介助（女子）
２コマ続きで講義・実習（特殊浴槽等実際に入浴・衣類汚

染への対応を含んだ排泄介助の方法）

22
自立に向けた移動の介護／ベッドから車いすへの移乗（片麻痺／一

部介助）
講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

23
自立に向けた移動の介護／ベッドから車いすへの移乗（片麻痺／一

部介助）
講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

20 入浴介助（女子）／　更衣を含む排泄介助（男子）
２コマ続きで講義・実習（特殊浴槽等実際に入浴・衣類汚

染への対応を含んだ排泄介助の方法）

21
自立に向けた移動の介護／ベッドから車いすへの移乗（片麻痺／一

部介助）
講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

26
自立に向けた移動の介護／ベッドから車いすへの移乗（下肢筋力低

下／全介助）
講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

27
自立に向けた移動の介護／ベッドから車いすへの移乗（福祉用具の

活用）
講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

24
自立に向けた移動の介護／ベッドから車いすへの移乗（下肢筋力低

下／全介助）
講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

25
自立に向けた移動の介護／ベッドから車いすへの移乗（下肢筋力低

下／全介助）
講義・実習（一連の動作を確認・学生同士で行う）

30 チェックテスト 試験形式で行う（制限時間を設け、教員をモデルに実施）

28 全体のまとめと振り返り　テスト事例の練習
講義・実習（事例を通して一連の動作を確認・学生同士で

練習する）

29 全体のまとめと振り返り　テスト事例の練習
講義・実習（事例を通して一連の動作を確認・学生同士で

練習する）



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

90時間

介護過程Ⅰ

担当教員 渡辺義之 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 6 時間数

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 介護のイメージと介護過程の目的 配布資料

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：介護過程の概要と流れを知り、必要な基礎的知識や展開技術を学ぶ

目的：・介護実践におけるアセスメントの意義と着眼点が説明できる

　　　・介護実践における介護計画立案の意義について説明できる

　　　・立案した介護計画の根拠や内容について、同職種や多職種に説明できる

　　　・アセスメントにより設定した成果宇t課題と介護の方向性に基づき、介護計画を立案できる

授業の進め方：テキスト・事例を用い、グループワークなどを通じて理解度を深める。

（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

介護サービス計画や協働する他の専門職のケア計画と個別計画との関係性、チームとして介護過程を展開す

ることの意義や方法が理解できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
メジカルフレンド：介護過程　　その他配布資料

4 介護過程の意義・目的　現状と目標・問題解決志向 テキスト・配布資料

5 介護過程の構成要素　ＩＣＦとの関係 テキスト・配布資料

2 介護過程の意義・目的　人間理解（要介護者・介護者の理解） テキスト・配布資料

3 介護過程の意義・目的　生活の理解 テキスト・配布資料

8 情報収集　観察の視点と方法 テキスト・配布資料

9 情報収集　情報の信頼性とコミュニケーション テキスト・配布資料

6 介護福祉士の役割 テキスト・配布資料

7 情報収集　情報源と収集の方法 テキスト・配布資料

12 ＩＣＦの理解　医学モデルと社会モデル テキスト・配布資料

13 ニーズとは　要望と欲求　ＱＯＬ　マズロー テキスト・配布資料

10 情報収集　事実から時代背景や生活背景をとらえる テキスト・配布資料

11 情報収集　事実から時代背景や生活背景をとらえる テキスト・配布資料

14 情報の共有と守秘義務 テキスト・配布資料

15 介護過程　前期まとめ テキスト・配布資料



18 情報の解釈　実習事例の検討 テキスト・配布資料

19 アセスメントとは テキスト・配布資料

16 実習振り返りと介護過程 テキスト・配布資料

17 情報の解釈　実習事例の検討 テキスト・配布資料

22 ニーズとは　要望と欲求　ＱＯＬ　マズロー テキスト・配布資料

23 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

20 アセスメントとは　必要な情報と根拠 テキスト・配布資料

21 アセスメントとは　必要な情報と根拠 テキスト・配布資料

26 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

27 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

24 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

25 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

28 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

37 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

33 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

31 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

32 情報の解釈・関連付け・統合化

29 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

36 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

35 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

30 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

34

テキスト・配布資料

38 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

39 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

40 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料



実務経験教員の経歴
介護福祉士として介護老人保健施設での実務経験を活かし、要介護者に対する尊厳の保

持とその人らしい生活の理解をする

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

45 情報の解釈・関連付け・統合化まとめと実習課題 テキスト・配布資料

43 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

44 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

42 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料

41 情報の解釈・関連付け・統合化 テキスト・配布資料



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

４０時間

介護総合演習第１段階

担当教員 本間なつみ ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：・介護実習の全体像と１段階～３段階までの実習の全体像を把握し、それぞれの到達目標及び実習課題を理解する。

　　　　　・実習生としての基本姿勢を理解し、実習に臨むための事前準備を行う。

目的：１.実習の全体像を把握しそれぞれの実習の目的を学ぶとともに、自身の実習目標をたてる。

　　　２、実習先となっている施設（事業所）の事前学習をとおして施設（事業所）の理解を深める。

　　　３、実習生としての基本的なマナーや心得を学ぶ。

授業の進め方：・基本的にテキストに沿って講義形式で行う。

　　　・事例を通した演習をグループワークで行い、他者と意見交換を行う。またそれらをポスターやスライドとしてまとめる。

　　　・授業終わりに次回授業連絡を行い、事前学習を促す。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

１、実習の全体像を把握しそれぞれの実習の目的を理解する。

２、各科目の学びを統合化し、実習での体験を踏まえた介護教育全体の総まとめができる。

３、実習生としての基本的なマナーや心得の習得。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
中央法規出版　最新介護福祉士養成講座　介護総合演習・実習

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 介護総合演習の科目概要・目的の理解 講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

2 介護実習とは何か　それぞれの段階で学ぶべき内容 講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

3 介護実習とは何か　それぞれの段階で学ぶべき内容 講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

4 実習前～実習中～実習後の流れと学習内容について 講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

5 実習前～実習中～実習後の流れと学習内容について 講義　　　指定テキスト・配布プリント

6 実習先の特徴、実習での学び　居宅サービス 講義　　　指定テキスト・配布プリント

7 実習先の特徴、実習での学び　地域密着型サービス 講義　　　指定テキスト・配布プリント

8 実習先の特徴、実習での学び　施設サービス 講義　　　指定テキスト・配布プリント

9 実習テーマ及び目標確認について 講義　　　指定テキスト・配布プリント

10 実習テーマ及び目標確認について 講義　　　指定テキスト・配布プリント

11 実習テーマ及び目標確認について 講義　　　指定テキスト・配布プリント

12 事前訪問にむけて（書類作成・ビジネスマナー） 講義　配布プリント

13 個人情報保護・ネットトラブルについて　（実習前・集中講義） 講義　配布プリント

14 感染予防について　　　　（実習前・集中講義） 講義　配布プリント

15 実習担当指導教員との打ち合わせ　　　　（実習前・集中講義） 講義　配布プリント／巡回指導日程等打ち合わせ



16 実習後のまとめ 　　（実習後・集中講義） グループワーク　配布プリント・iPad

17 実習後のまとめ 　　（実習後・集中講義） グループワーク　配布プリント・iPad

18 実習後のまとめ 　　（実習後・集中講義） グループワーク　配布プリント・iPad

19 実習後のまとめ 　　（実習後・集中講義） グループワーク　配布プリント・iPad

実務経験教員の経歴
介護福祉士として高齢者施設での実務経験を活かし、介護実習の基礎的な内容を伝えるとともに、実習施設

（事業所）や利用者への理解を深めていく。

20 実習後のまとめ　発表 　　（実習後・集中講義） iPad使用しPPで個人発表

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、

   Ｂ（79～70点）、Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

40時間

介護総合演習第2段階

担当教員 渡辺義之 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

1段階実習（通所・ＧＨ等、入所施設）での学びを振り返り、自分なりの介護観、職業観の育成。

実際に実習を行うことで感じた課題や反省を、報告会などを通じて各学生で共有し、2段階実習の準備をす

る。

（授業方法：演習・講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

実習での体験を通じて専門的・計画的に介護サービスを提供できる能力を身につける

ＩＣＦの考え方から個別支援を考える

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
中央法規：介護総合演習・介護実習　　その他配布資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 過去の実習の振り返りと２段階実習の意義と目的 テキスト　配布資料

2 ２段階実習の目的と意義 テキスト　配布資料

3 介護全般の理解と実践 テキスト　配布資料

4 チームケアと介護職 テキスト　配布資料

5 個別援助計画と記録 テキスト　配布資料

6 レクリエーション展開 実習前集中講義

7 感染症とリスクマネジメント 実習前集中講義

8 個別援助計画 実習前集中講義

9 ２段階実習事例まとめ 実習後集中講義（発表資料作成）

10 ２段階実習事例まとめ 実習後集中講義（発表資料作成）

11 ２段階実習事例まとめ 実習後集中講義（発表資料作成）

12 ２段階実習事例まとめ 実習後集中講義（発表資料作成）

13 ２段階実習事例まとめ 実習後集中講義（発表資料作成）

14 ２段階実習事例まとめ 実習後集中講義（発表資料作成）

15 ２段階実習事例まとめ 実習後集中講義（発表資料作成）



17 ２段階実習事例まとめ 実習後集中講義（発表資料作成）

18 実習報告会 実習後集中講義（発表）

19 実習報告会 実習後集中講義（発表）

20 実習報告会 実習後集中講義（発表）

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

1段階実習での学び及び反省と課題を振り返り、学生間で共通認

識し、どうしたら解決・達成できるかをグループワークを通じて

行う。そして2段階実習ではより自身の介護観を醸成できるよう

にする。

実務経験教員の経歴
介護福祉士として介護老人保健施設での実務経験を活かし、施設における自立支援の方

法を理解する



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴
高齢者施設において介護福祉士としての現場経験をいかし、介護福祉士としての心がまえ

や施設での役割、利用者との関わり方を指導する。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は実習最終日に実施

・成績評価内容は資質、技術、実習態度、コミュニケーション、

   協調性、実習記録等

・成績評価基準はＳ（大変良い　５）、Ａ（良い　４）、

   Ｂ（ふつう　３）、Ｃ（やや悪い　２）、Ｄ（悪い　１）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

4 デイサービス・デイケアで介護実習 3日間の実習(22.5時間）

5

2 グループホーム、小規模多機能型居宅介護等で実習 5日間の介護実習(37.5時間）

3 介護老人保健施設又は特別養護老人ﾎｰﾑで実習 10日間の介護実習(75時間）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 事前オリエンテーション

授業概要、目的、

授業の進め方

・通所介護事業所での1日の流れや職員の動き、利用者とのコミュニケーション方法を観察する。

・利用者の生活の場において、利用者との信頼関係を築くための傾聴や共感の態度や、言語的コミュニケー

ションと非言語的コミュニケーションなど基本的なコミュニケーションを図りながら、理解する。

・基本的な介護技術を見学し、実施に繋げる。

（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

１、施設の役割について理解できる。

２、介護におけるコミュニケーションの基本を理解できる。

３、実習生としての基本的なマナーや心得の習得。

４．居宅サービスの場における利用者を理解できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

135時間

介護実習第1段階

担当教員 実習先指導者 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 10 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は実習最終日に実施

・成績評価内容は資質、技術、実習態度、コミュニケーション、

   協調性、実習記録等を１～５

・成績評価基準はＳ（大変良い　５）、Ａ（良い　４）、

   Ｂ（ふつう　３）、Ｃ（やや悪い　２）、Ｄ（悪い　１）

1段階実習での学び及び反省と課題を振り返り、学生間で

共通認識し、どうしたら解決・達成できるかをグループ

ワークを通じて行う。そして2段階実習ではより自身の介

護観を醸成できるようにする。

実務経験教員の経歴
高齢者施設において介護福祉士としての現場経験をいかし、介護福祉士としての心がまえ

や施設での役割、利用者との関わり方を指導する。

4

5

2 介護老人保健施設又は特別養護老人ﾎｰﾑでの介護実習 17日間の実習(127.5時間）

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 事前オリエンテーション

授業概要、目的、

授業の進め方

・老健、特養では担当利用者の生活の課題を導き出すためのコミュニケーション方法を実践する。

・利用者の状況に応じた介護技術を身につける。

(授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

１、通所介護のサービス内容や利用者について理解できる。

２、利用者とのコミュニケーションを図る。

３、介護職員等の業務内容と介護方法を体験的に理解できる。

４、担当利用者の生活課題を導き出せる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

127.5時間

介護実習第2段階

担当教員 実習先指導者 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 10 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

発達と老化：ガイダンス、課題

高齢者のイメージ、日本の高齢化の実態:ワーク

わたしの未来：ワーク

人間の成長と発達

発達

高齢者の理解：からだ

高齢者の理解：こころ

高齢者の理解：生活と社会

健康長寿に向けての健康

発達理論

老年期の発達課題

老年期の発達課題

前期テスト、またはレポート

10 発達理論
ｐ20-23

ｐ24-34

11 発達理論 ｐ35-54

12 ｐ55-68

6

13 ｐ80-107

14

15

ｐ143-162

7 ｐ164-185

8 ｐ188-195

9
筋骨格系：ロコモ・フレイル・サルコペニア

：予防を考える:演習
ｐ110-117

1 ｐ70-79

2 ｐ70-79

3 ｐ1-17

4 ｐ20-68

5 ｐ109-142

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：介護を必要とする人の理解を深めるため、人間の成長と発達の観点から人の一生について理解する。ライフサイクル器における身体的・心理的・社会的

特徴と発達を踏まえ、各段階に応じた生活支援のあり方を学ぶ。また、発達の観点から老化を理解し、老化に伴う身体的・心理的・社会的な変化や疾病と生活への

影響など、生活を≫支援するための基礎的な知識を学ぶ。

目的：①老化に伴う身体的・心理的・社会的な変化について説明できる

②高齢者に多くみられる疾病と生活へのえいきゅについて説明できる

③介護予防や健康の維持・増進のための支援の方法について説明できる

④ライフサイクルの各期における身体的・心理的・社会的特徴を説明できる

授業の進め方：前期は講義を中心に、発達や老化の概念や理論、身体機能について理解し、実習に必要な知識の習得に努めます。

後期はGWを行いながら、こころとからだのしくみの応用的な知識の習得に結び付けられるよう、学習を進めます。

（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

①人間の成長と発達の基本的な考え方を踏まえ、ライフサイクル各期における身体的・心理的・社会的特徴と発達段階及び億兆的な疾病について理解できる

②老化に伴う身体的・心理的・社会的な変化や高齢者に多くみられる疾病と生活への影響、健康の維持・増進を含めた生活の支援について理解できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
中央法規出版　発達と老化の理解

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

60時間

発達と老化の理解

担当教員 近山　理子 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数



16 GW：筋骨格系 講義　指定教科書P202～P289

実務経験教員の経歴
病院での看護師としての実務経験を活かし、発達における過程・課題を理解する科目で

ある

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

18 GW：皮膚・感覚器系

19

17 GW：脳・神経系

22 GW：腎・泌尿器系

23 GW：内分泌・代謝系

20 GW：呼吸器系

21 GW：消化器系

GW：循環器系

26 GW：感染症

27 GW：精神疾患

24 GW：歯・口腔疾患

25 GW：悪性新生物

30 振り返り

28 復習

29 まとめ、テスト



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

認知症の理解Ⅰ

担当教員 近山　理子 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

【授業の概要】認知症の原因となる主な疾患や症状の特徴を学び、それらによって引き起こされる機能の変化や日常生活

への影響について理解する。更に利用者個々の特性を踏まえた適切なケアを提供するための知識や支援方法、地域で生活

する認知症のある人とその家族の支援体制のあり方、多職種連携・協働のあり方について学ぶ。

【目的】認知症の人の心理や身体機能、社会的側面に関する基礎的な知識を習得するとともに、認知症の人を中心に捉

え、本人や家族、地域の力を活かした認知症ケアについて理解するための基礎的な知識を習得することを目的とする

【授業の進め方】講義形式を基本とするが、必要に応じてグループワークや実技を行う

(授業方法：:講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

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も含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
最新　介護福祉士養成講座　１３　認知症の理解　中央法規出版

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1

オリエンテーション・この科目で何をどのように学ぶかを理解する

・認知症ケアの過去と現在を理解する・介護福祉士が認知症のある人の生

活を支える意義を理解する

テキスト・プリント・演習シート

2

認知症とは何か・認知症の定義と診断基準を理解する

・認知症の症状の全体像を理解する

・認知症の特徴を理解する

テキスト・プリント・GW・動画視聴

3

脳のしくみ・脳の構造・機能を理解する

・脳の構造と症状の関係を理解する

・老化と認知症の関係を理解する

テキスト・プリント・GW

4
認知症の人の心理

・不安、喪失感等認知症の人のこころを理解する
テキスト・プリント・GW

5

中核症状の理解

・記憶障害・見当識障害・遂行機能障害・空間認知障害の症状を理

解する

テキスト・プリント・GW

6

中核症状の理解

・視覚認知障害・社会脳・失語・失行・失認・病識低下等の症状を

理解する

テキスト・プリント・GW

7

生活障害の理解

・認知症状によりＩＡＤＬ，ＡＤＬ、社会参加等与える影響を理解

する

テキスト・プリント・GW

8
ＢＰＳＤの理解

・ＢＰＳＤの定義、要因、誘因を理解する
テキスト・プリント・GW

9
認知症の診断と重症度

・認知症の診断方法や重度判定を理解する
テキスト・プリント・GW

10
認知症の原因疾患と症状・生活障害

・アルツハイマー型認知症、血管性認知症を理解する
テキスト・プリント・GW



11

認知症の原因疾患と症状・生活障害

・レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、治療可能な認知症、若

年性認知症を理解する

テキスト・プリント・GW

12 認知症の治療薬を理解する テキスト・プリント・GW

13

認知症の予防

・認知症のリスクを下げる要因・認知症のリスクを高める要因、

それぞれを理解する

テキスト・プリント・GW

14

認知症の予防

・認知症の世簿に関する取り組み事例日て知り、介護福祉士として

できることを考える。

テキスト・プリント・GW

15
まとめ

評価試験の実施

プリント

評価試験

実務経験教員の経歴
病院等で看護師としての実務経験を活かし、認知症に関する歴史から、現在に至るまで、またそれぞれの症

状の対応方法について等、認知症に関する理解を深めていく科目である。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

障害の理解Ⅰ

担当教員 近山　理子 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

【授業の目的】・障害のある人の生活を支援するという観点から、障害の概念や、障害の特性について説明できる

　　　　　　　・障害や慢性疾患や難病などのある人の心身の機能の特性に応じた生活視点の留意点について説明できる

　　　　　　　・障害による心身への影響や心理的変化について説明できる

【授業の概要】障害の理解では、障害の基礎的理解として、障害の概念や基本的理念、さらに障害の医学的・心理的側面の基礎的な知識を学

び、障害のある人のライフステージや特性に応じた支援、多職種連携と協働、家族への支援について学ぶ

【授業の進め方】講義形式を基本とし、必要に応じて、実技、調べ学習、グループワーク等を交える

(授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

①障害のある人の生活を支援するという観点から、障害の概念や、障害の特性に応じた制度の基礎的な知識を理解できる

②医学的・心理学的側面から、障害による心身への影響や心理的な変化が理解できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
最新　介護福祉士養成講座　１４　障害の理解　中央法規出版

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1

オリエンテーション

・この科目で何をどのように学ぶかを理解する

・障害のある人とはどのような人たち化を知りことができる

・介護福祉士が障害のある人の生活を支える意義を理解する

テキスト・プリント・GW

2

障害の概念

・福祉における障害の定義と障害のとらえ方を理解できる

・歴史的背景としてICIDHからICFへの変遷を理解できる

テキスト・プリント・GW

3

障害者福祉の基本理念

・ノーマライゼーション　・リハビリテーション　・インクルージョン

・エンパワメント　・ストレングス　・国際障害者年

・障害者権利条約　・アドボカシー

テキスト・プリント・GW

4

障害福祉に関する制度

・障害者総合支援法の概要を理解できる

・障害者総合支援法のサービス概要を理解できる

テキスト・プリント・GW

5
障害者福祉に関する制度

・障害者総合支援法以外の制度の概要を理解する
テキスト・プリント・GW

6
障害者福祉制度と介護保険制度

・それぞれの制度の違いを理解する
テキスト・プリント・GW

7

障害のある人の心理

・障害が及ぼす心理的影響を理解できる

・障害の需要過程を理解する

テキスト・プリント・GW

8
肢体不自由・肢体不自由の種類、原因が理解できる

・肢体不自由者の身体的特性・心理的側面・生活面の理解ができる
テキスト・プリント・GW

9

視覚障害

・視覚障害の人の気持ちを理解する

・視覚障害者の歩行支援の方法が理解できる

テキスト・プリント・GW

10

視覚障害

・視覚障害の種類・原因を理解する

・視覚障害の身体的特性・心理的側面・生活面の理解ができる

テキスト・プリント・GW



11

聴覚・言語障害・聴覚・言語障害の種類・原因を理解する

・聴覚・言語障害の身体的特性・心理的側面・生活面の理解ができ

る

テキスト・プリント・GW

12

重複障害

・障害の種類と原因を理解する

・重複障害児への支援を理解する

テキスト・プリント・GW

13
内部障害

・心臓機能障害の種類や原因を理解する
テキスト・プリント・GW

14
内部障害

・呼吸機能障害の種類や原因を理解する
テキスト・プリント・GW

15
前期授業のまとめ・復習

前期評価試験

テキスト・プリント

前期評価試験

実務経験教員の経歴
病院等で看護師としての実務経験を活かし、障害があることで、日常生活に支障をきたす高齢者に対し、状

況に合わせた支援等について理解を深めていく科目である。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

こころとからだのしくみⅠ

担当教員 近山　理子 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期・後期

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：介護サービスを実際に提供する際に必要な観察力、判断力の根拠となる人間のこころのしくみとからだのしくみの基礎を学ぶ

目的：・自己概念やこころのしくみを理解し、説明できる

　　　・からだのしくみや生命を維持するしくみを理解し、説明できる

授業の進め方：前期は講義を中心に、こころのしくみ、身体機能について理解し、実習に必要な知識の習得に努めます。

後期は事例演習なども行いながら、応用的な知識の習得に結び付けられるよう、学習を進めます。

（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の栄養実施）

学習目標

（到達目標）

①介護実践に必要な観察力、判断力の基礎となる人間の心理、人体の構造と機能の基礎的な知識を理解できる

②生活支援を行う際に必要となる基礎的な知識として、生活支援の場面に応じた、こころとからだのしくみ及び機能低下や障害が生活に及

ぼす影響について理解できる

③人生の最終段階にある人と家族を支援するため、終末期の心身の変化が生活に及ぼす影響について学び、生活支援を行うために必要な知

識を理解できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
最新　介護福祉士養成講座　１１　こころとからだのしくみ（中央法規出版）

必修・選択 必修 単位数 6 時間数 90時間

2 テキスト

3 テキスト

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 テキスト
ガイダンス、この授業の進め方、目標と評価

健康とは

人間の欲求

自己実現と尊厳

6 テキスト

7 テキスト

4 テキスト

5 テキスト

10 テキスト

こころのしくみの基礎

こころのしくみの基礎

からだのしくみを理解する（体の部位と役割）

からだのしくみを理解する（体の部位と役割）

11 テキスト

8 テキスト

9 テキスト

14 テキスト

15 テキスト

12 テキスト

13 心身の機能低下が移動に及ぼす影響 テキスト

からだのしくみを理解する（体の部位と役割）

からだのしくみを理解する（体の部位と役割）

からだのしくみを理解する（体の部位と役割）

関連する役割と薬剤の知識

移動のしくみ

変化の気づきと対応

身じたくのしくみ



18 移動、身支度のしくみ、まとめと振り返り

19 入浴・清潔保持のしくみ テキスト

16 心身の機能低下が身じたくに及ぼす影響 テキスト

17 変化の気づきと対応 テキスト

22 入浴・清潔保持のしくみ、まとめと振り返り

23 食事のしくみ テキスト

20 心身の機能低下が食事に及ぼす影響 テキスト

21 変化の気づきと対応 テキスト

26 排泄のしくみ テキスト

27 心身の機能低下が排泄に及ぼす影響 テキスト

24 心身の機能低下が食事に及ぼす影響 テキスト

25 変化の気づきと対応 テキスト

28 変化の気づきと対応 テキスト

29 食事、排泄のしくみのまとめと振り返り

38 「死」に対するこころの理解 テキスト

37 人生の最終段階に関する「死」のとらえ方 テキスト

32 休息・睡眠のしくみ テキスト

30 テスト

39 終末期から危篤状態、死後のからだの理解 テキスト

31 実習からの気づきの振り返り

36
人生の最終段階のケアに関連した

こころとからだのしくみ：もしばなゲーム
テキスト

35 休息・睡眠のしくみ、まとめと振り返り

34 変化の気づきと対応 テキスト

33 心身の機能低下が休息・睡眠に及ぼす影響 テキスト

40 終末期における医療職との連携 テキスト



実務経験教員の経歴
看護師として医療現場においての実務経験のある教員が、高齢者の心や体の状況を理解

し個々に応じた対応を指導する科目である

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、

　Ｂ（79～70点）、Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

45 テスト

43 事例演習

44 事例演習

42 事例演習

41 人生の最終段階のケアのまとめと振り返り



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

13 喀痰吸引：吸引における事故防止 P129

14 吸引における家族への配慮や説明と同意 P121

15 試験

10 喀痰吸引の手技：人工呼吸器と吸引 P107

11 喀痰吸引の手技：子どもの吸引 P118

12 喀痰吸引：呼吸器における感染予防 P126

7 清潔保持と感染予防 ｐ62-78

8 喀痰吸引の手技：基礎、手順 ｐ142-166

9 喀痰吸引の手技：いつもと違う呼吸、喀痰吸引における観察 P100～

4 医療倫理を考える、ALSや難病における生活の選択について ビデオ視聴、レポート作成

5 健康状態の把握 ｐ80-95

6 健康状態の把握（演習） ｐ80-95

1
医療的ケアガイダンス

課題（鼻腔と口腔内のスケッチ、名称記入）

2 なぜ介護福祉士に医療的ケアなのか、医行為の解釈 ｐ2-36

3 安全な医療的ケアの実施のために:ヒヤリハット報告書 ｐ37-44

授業概要、目的、

授業の進め方

目的：医療的ケアが必要な人の安全で安楽な生活を支えるという観点から、医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施できる

よう、必要な知識・技術を習得する

授業概要：医療的ケア実施の基礎と喀痰吸引、経管栄養について学ぶ

授業の進め方：前期は講義を中心に、医療的ケアの実施に必要な身体機能、方法論、制度について理解し、実習に必要な知識の習得に努め

ます。

後期はGWを行いながら、医療的ケアにひつような倫理の習得に結び付けられるよう、学習を進めます。

（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

①医療的ケアの実施に関する制度の概要及び医療的ケアと関連付けた「個人の尊厳と自立」、「医療的ケアの倫理上の留意点」、「医療的

ケアを実施するための感染予防」、「安全管理体制」等についての基礎的知識を理解できる」

②喀痰吸引・経管栄養について根拠に基づく主義が実施できるよう、基礎的知識、実施手順方法を理解できる

③安全な喀痰吸引等のため、確実な主義を習得できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
中央法規出版　医療的ケア

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

51時間

医療的ケアⅠ

担当教員 近山　理子 ○

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 3 時間数



33 演習

実務経験教員の経歴
病院での看護師としての実務経験を活かし、医療的ニーズを必要とする者への支援を理

解する科目である

34 演習

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

28 復習：小テスト

32 演習

29 復習：小テスト

30 後記期末試験

31 演習

27 復習：小テスト

22 経管栄養：家族への配慮、説明と同意 P186

23 経管栄養：感染予防、安全な実施 P187

24

26 救急蘇生法（演習） P42-59

16 経管栄養：消化器のしくみ P168

17 経管栄養：嚥下のプロセス P172

18

経管栄養：手順 P42-59

25 救急蘇生法 P42-59

20 経管栄養：実施上の留意点 P182

21 経管栄養：子どもの経管栄養 P185

経管栄養：消化器の症状と観察 P174

19 経管栄養：注入方法、使用医療機器、栄養剤 P176



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

14 模擬テスト午後問題 中央法規模試

15 模試解説 中央法規模試解説

12 障害の理解科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

13 模擬テスト午前問題 中央法規模試

10 認知症の理解科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

11 医療的ケア科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

8 介護過程科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

9 発達と老化の理解科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

6 生活支援技術Ⅱ技術科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

7 生活支援技術Ⅲ技術科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

4 コミュニケーション技術科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

5 生活支援技術Ⅰ技術科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

2 介護の基本Ⅰ科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

3 介護の基本Ⅱ科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 社会の理解科目テスト→解説 中央法規「科目問題」「一問一答問題」

授業概要、目的、

授業の進め方

国家試験を意識した学習を身に着けられるように、各科目毎の国家試験問題を実施し、その後、解説を読む

ことで点数アップに結びつけられるよう知識を深めていく。

（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
上記科目で確実に点数が取れるようになる。

テキスト・教材・参考図

書・その他資料
中央法規「科目問題」　中央法規「一問一答問題」

後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 30時間

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期

国家試験対策講座

担当教員 本間なつみ 実務授業の有無 無し



実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容はレポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、

　Ｂ（79～70点）、Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

8 OB・OG講座　　就職の心構え 卒業生

6 ipad講座　　PPの作り方、word、Excelの使い方 介護教員

7 ipad講座　　PPの作り方、word、Excelの使い方 介護教員

4 ipad講座　　PPの作り方、word、Excelの使い方 介護教員

5 ipad講座　　PPの作り方、word、Excelの使い方 介護教員

2 就職先研究、自分の就職対象と考える就職先を調べる インターネット検索・HPから調べる

3
面接練習　入室から退室までのポイント説明、実際に面接を体験する。

二人一組で実施
入退室の練習、1組終わるごとに、助言アドバイス

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
自己分析「過去：現在の自分の掘り起こし」シート記入後発表、自己分析

「就職先選びのこだわりと優先順位」シート記入後発表
テキスト使用

授業概要、目的、

授業の進め方

2年次の就職活動が本格化する前に、あらかじめ自己分析や就職先を研究し準備しておく。

さらに、就職するうえで知っておかなければならない社会人としてのマナーを学ぶ。

(授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

就職活動を始める前に、何をする必要があるのか考え、最初の一歩として自己分析をまとめ、関心就職先を調べる。

各講座を受講することで、社会人としての知識、技術が身につく

テキスト・教材・参考図

書・その他資料
各担当が準備

通年

必修・選択 必修 単位数 1 時間数 16時間

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期

就職実務

担当教員 渡辺　義之 実務授業の有無 ×



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

14 アロマテラピー講座　　アロマオイルの効果・効能 介護教員

15 災害対策セミナー 内部教員　避難訓練担当

12 DV防止セミナー　　デートDVやDVについての理解を深める 市民生活部男女共同参画課

13 アロマテラピー講座　　アロマオイルの効果・効能 介護教員

10 年金セミナー　　年金制度の理解 新潟西年金事務所

11 税金セミナー 税理士

8 心理学セミナー 精神保健福祉士

9 心理学セミナー 精神保健福祉士

6 デンタルサポート講座　　お口の健康教室 歯科保健協会

7 心理学セミナー 精神保健福祉士

4 高齢者の生きてきた時代と遊びを調べる インターネットによる調査

5 昔遊びを実際に制作・演習、施設等で実際に行う。

2 高齢者の生きてきた時代と遊びを調べる インターネットによる調査

3 高齢者の生きてきた時代と遊びを調べる インターネットによる調査

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 高齢者の生きてきた時代と遊びを調べる インターネットによる調査

授業概要、目的、

授業の進め方

目的：福祉分野の視野を広げる

授業概要：講座によって授業数が異なる

授業の進め方：内部教員や外部講師から講義を受ける

（授業方法：演習・講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
各講座を受講することで、福祉分野に関する知識、技術を身につける

テキスト・教材・参考図

書・その他資料
各担当が準備

通年

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 40時間

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期

福祉講座

担当教員 渡辺　義之 実務授業の有無 ×



16 語学講座 外部講師（韓国語）

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

19 語学講座 外部講師（韓国語）

20 語学講座 外部講師（韓国語）

17 語学講座 外部講師（韓国語）

18 語学講座 外部講師（韓国語）



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

14 ２章　薬と人体の関係を学ぶ。「薬の働く仕組み」とは？ テキスト該当ページ使用

15 ２章　クスリの副作用 テキスト該当ページ使用

12 ２章　薬と人体の関係を学ぶ。「薬の働く仕組み」とは？ テキスト該当ページ使用

13 ２章　薬と人体の関係を学ぶ。「薬の働く仕組み」とは？ テキスト該当ページ使用

10 ３章　「〇〇薬」を構成する有効成分を学ぶ。「有効成分」とは？ オリジナルプリント「構成有効成分」

11 ２章　薬と人体の関係を学ぶ。「薬の働く仕組み」とは？ テキスト該当ページ使用

8 ３章　「〇〇薬」を構成する有効成分を学ぶ。「有効成分」とは？ オリジナルプリント「構成有効成分」

9 ３章　「〇〇薬」を構成する有効成分を学ぶ。「有効成分」とは？ オリジナルプリント「構成有効成分」

6 ３章　薬と呼ばれるものの種類・内容を学ぶ。「〇〇薬」とは？ オリジナルプリント「〇〇薬」

7 ３章　「〇〇薬」を構成する有効成分を学ぶ。「有効成分」とは？ オリジナルプリント「構成有効成分」

4 ３章　薬と呼ばれるものの種類・内容を学ぶ。「〇〇薬」とは？ オリジナルプリント「〇〇薬」

5 ３章　薬と呼ばれるものの種類・内容を学ぶ。「〇〇薬」とは？ オリジナルプリント「〇〇薬」

2 お試し授業：登録販売者とは？
ＰＰを使用。クイズ・質問形式で登録販売者試験の内容に

チャレンジする。

3 ３章　薬と呼ばれるものの種類・内容を学ぶ。「〇〇薬」とは？ オリジナルプリント「〇〇薬」

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 お試し授業：登録販売者とは？
ＰＰを使用。クイズ・質問形式で登録販売者試験の内容に

チャレンジする。

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：登録販売者試験範囲以下を学ぶ。2章人体の働きと医薬品（人体構造と機能・薬の体内動向・主な副作用）

　　　　　3章主な医薬品とその作用

目的：１、学生が医薬品に関する基本的な知識を理解する。

　　　２、学生が医薬品登録販売者の取り扱う医薬品の種類と特性を理解する。

　　　３、学生が医薬品個々の有効成分の働きや適正使用情報について理解する。

授業の進め方：・授業方法は、講義形式、教科書とオリジナルプリントを使用し知識の習得を図る。（マーカー引き・書

き込み・教科書の解説・板書）

・毎回の授業終了時、次回の授業内容に関するテキストの範囲を伝達し、事前学習するよう指示する。及び学習済み範囲

の復習を指示する。

・予習・復習の内容について導入として授業冒頭に確認。学習者一同の知識の共有・定着を図る。教材の読み合わせ、

マーカー引きを行い資料作りの徹底を行う。（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

１、医薬品の種類と特性、人体の働きを理解し医薬品登録販売者資格を取得する。

２、医薬品の適切な使用について理解し、購入者への説明や助言ができるようになる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

【完全攻略】医薬品「登録販売者試験」合格テキスト（中央法規）

配布オリジナルプリント（科目担当作成）

必修・選択 選択 単位数 12 時間数 120時間

医薬品登録販売者

担当教員 村山ひとみ ×

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 通年



39
３章　主な医薬品とその作用：胃腸に作用する薬（制酸薬・健胃薬・消化

薬・整腸薬・止瀉薬・瀉下薬・胃腸鎮痛鎮痙薬・駆虫薬）
テキスト該当ページ使用

40
３章　主な医薬品とその作用：胃腸に作用する薬（制酸薬・健胃薬・消化

薬・整腸薬・止瀉薬・瀉下薬・胃腸鎮痛鎮痙薬・駆虫薬）
テキスト該当ページ使用

36
３章　主な医薬品とその作用：皮膚・粘膜系に作用する薬（外皮用

薬・痔疾用薬・口腔咽喉薬・含嗽薬・歯痛薬・歯槽膿漏薬）
テキスト該当ページ使用

37
３章　主な医薬品とその作用：皮膚・粘膜系に作用する薬（外皮用

薬・痔疾用薬・口腔咽喉薬・含嗽薬・歯痛薬・歯槽膿漏薬）
テキスト該当ページ使用

38
３章　主な医薬品とその作用：皮膚・粘膜系に作用する薬（外皮用

薬・痔疾用薬・口腔咽喉薬・含嗽薬・歯痛薬・歯槽膿漏薬）
テキスト該当ページ使用

３章　主な医薬品とその作用：内服アレルギー用薬・鼻炎用内服

薬・鼻に用いる薬・眼科用薬
テキスト該当ページ使用

33
３章　主な医薬品とその作用：内服アレルギー用薬・鼻炎用内服

薬・鼻に用いる薬・眼科用薬
テキスト該当ページ使用

34
３章　主な医薬品とその作用：内服アレルギー用薬・鼻炎用内服

薬・鼻に用いる薬・眼科用薬
テキスト該当ページ使用

35
３章　主な医薬品とその作用：皮膚・粘膜系に作用する薬（外皮用

薬・痔疾用薬・口腔咽喉薬・含嗽薬・歯痛薬・歯槽膿漏薬）
テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

３章　主な医薬品とその作用：解熱鎮痛薬

３章　主な医薬品とその作用：解熱鎮痛薬

２章　クスリの副作用

３章　主な医薬品とその作用：かぜ薬

３章　主な医薬品とその作用：かぜ薬

３章　主な医薬品とその作用：かぜ薬

３章　主な医薬品とその作用：解熱鎮痛薬

24

25

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用

３章　主な医薬品とその作用：血液・循環器系に作用する薬（強心

薬・高コレステロール改善薬・貧血用薬）

３章　主な医薬品とその作用：催眠鎮静薬・眠気防止薬・鎮暈薬

３章　主な医薬品とその作用：鎮咳去痰薬薬

３章　主な医薬品とその作用：鎮咳去痰薬薬

３章　主な医薬品とその作用：血液・循環器系に作用する薬（強心

薬・高コレステロール改善薬・貧血用薬）

３章　主な医薬品とその作用：血液・循環器系に作用する薬（強心

薬・高コレステロール改善薬・貧血用薬）

31
３章　主な医薬品とその作用：内服アレルギー用薬・鼻炎用内服

薬・鼻に用いる薬・眼科用薬
テキスト該当ページ使用

32

テキスト該当ページ使用３章　主な医薬品とその作用：催眠鎮静薬・眠気防止薬・鎮暈薬30

16

17

18

19

26

27

28

29

２章　クスリの副作用

20

21

22

23

テキスト該当ページ使用

テキスト該当ページ使用



60 ３章　主な医薬品とその作用：婦人薬 テキスト該当ページ使用

57 ３章　主な医薬品とその作用：婦人薬 テキスト該当ページ使用

58 ３章　主な医薬品とその作用：婦人薬 テキスト該当ページ使用

59 ３章　主な医薬品とその作用：婦人薬 テキスト該当ページ使用

54 ３章　主な医薬品とその作用：漢方薬と生薬 テキスト該当ページ使用

55 ３章　主な医薬品とその作用：漢方薬と生薬 テキスト該当ページ使用

56 ３章　主な医薬品とその作用：漢方薬と生薬 テキスト該当ページ使用

51 ３章　主な医薬品とその作用：滋養強壮保健薬 テキスト該当ページ使用

52 ３章　主な医薬品とその作用：j滋養強壮保健薬 テキスト該当ページ使用

53 ３章　主な医薬品とその作用：漢方薬と生薬 テキスト該当ページ使用

48 ビタミン・ミネラル栄養素と滋養強壮保健薬 テキスト該当ページ使用

49 ビタミン・ミネラル栄養素と滋養強壮保健薬 テキスト該当ページ使用

50 ３章　主な医薬品とその作用：滋養強壮保健薬 テキスト該当ページ使用

45 ３章　主な医薬品とその作用：公衆衛生用薬 テキスト該当ページ使用

46 ３章　主な医薬品とその作用：一般用検査薬・禁煙補助薬 テキスト該当ページ使用

47 ３章　主な医薬品とその作用：一般用検査薬・禁煙補助薬 テキスト該当ページ使用

42
３章　主な医薬品とその作用：胃腸に作用する薬（制酸薬・健胃薬・消化

薬・整腸薬・止瀉薬・瀉下薬・胃腸鎮痛鎮痙薬・駆虫薬）
テキスト該当ページ使用

43 ３章　主な医薬品とその作用：公衆衛生用薬 テキスト該当ページ使用

44 ３章　主な医薬品とその作用：公衆衛生用薬 テキスト該当ページ使用

41
３章　主な医薬品とその作用：胃腸に作用する薬（制酸薬・健胃薬・消化

薬・整腸薬・止瀉薬・瀉下薬・胃腸鎮痛鎮痙薬・駆虫薬）
テキスト該当ページ使用

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

レクリェーションインストラクター

担当教員 本間なつみ ×

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 通年

必修・選択 選択 単位数 1年生 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：高齢者向けの体操・脳トレ・折り紙・工作などレクのネタとなるものを学び、企画・運営をす

る。場合によっては施設に訪問またはオンラインで実施していく。

目的：１、共通科目レクリエーション活動援助法だけでは習得することのできない「実践力」を身につけ

る。２、レクリエーション活動の「ネタ」をより多く経験することによりレクに強い介護福祉士となる。

３、学校外の活動に参加し見分を広げ、実際の対象者との関りによりコミュニケーションスキルを向上させ

る。

授業の進め方：・グループワーク、演習中心　・授業で得たネタやiPadやPCを使用して検索したレク材をも

とに企画する。・直接訪問やオンラインといった状況に応じた内容を展開する。

（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

１、数多くのレクネタを体験し、具体的な展開方法を習得する。

２、盛り上げ方や、声のかけ方などその場の状況に応じた対象者とのかかわりができる。

３、オンラインでも参加可能なレクの企画・運営ができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

楽しさをとおしたこころの元気づくり　レクリエーション支援の理論と方法

アクティビティサービス／iPad　PC／その他レク材に応じた物品

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 オリエンテーション／レク活動の種類と実施予定 講義・演習　　指定テキスト・配布プリント

2 高齢者向けの制作活動①　2022カレンダー
講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

3 高齢者向けの制作活動①　2022カレンダー
講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

4 高齢者向けの制作活動①　2022カレンダー
講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

5 高齢者向けの制作活動①　2022カレンダー
講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

6
高齢者向けの制作活動②　折り紙で作る立体工作

（花束・くす玉など）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

7
高齢者向けの制作活動②　折り紙で作る立体工作

（花束・くす玉など）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

8
高齢者向けの制作活動②　折り紙で作る立体工作

（花束・くす玉など）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

9
高齢者向けの制作活動②　折り紙で作る立体工作

（花束・くす玉など）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

10
高齢者向けの脳トレ・介護予防運動

（小集団向け）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

11
高齢者向けの脳トレ・介護予防運動

（小集団向け）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

12
高齢者向けの脳トレ・介護予防運動

（小集団向け）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

13
高齢者向けのレク　　　オンラインを意識した活動

（小集団向け）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

14
高齢者向けのレク　　　オンラインを意識した活動

（小集団向け）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料

15
高齢者向けのレク　　　オンラインを意識した活動

（小集団向け）

講義・演習　　指定テキスト・配布プリント・iPad,PC・

その他材料



評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の

対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりませ

ん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

障害者スポーツ指導員

担当教員 渡辺義之 ×

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 後期

必修・選択 選択 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

スポーツ実技を通して基礎体力をつける

文化としてのスポーツを理解するため、校外施設でスポーツを行う。

（授業方法：講義・演習）

学習目標

（到達目標）
初級障がい者スポーツ指導員資格の取得に向けて、障害者スポーツの概要を理解する

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
ぎょうせい　障がい者スポーツ指導教本

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 スポーツのインテグリティと指導者に求められる資質 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本

2 障がい者スポーツの意義と理念 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本

3 コミュニケーションスキルの基礎 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本

4 障がいのある人との交流 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本　実技

5 障がい者スポーツ推進の取り組み 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本

6 障がい者スポーツに関する諸施策 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本

7 安全管理 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本　実技

8 各障がいの理解（身体障害） 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本　実技

9 各障がいの理解（身体障害） 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本　実技

10 各障がいの理解（知的・精神） 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本　実技

11 各障がいの理解（知的・精神） 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本　実技

12 各障がい者スポーツ指導上の留意点と工夫 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本　実技

13 各障がい者スポーツ指導上の留意点と工夫 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本　実技

14 全国障害者スポーツ大会の概要 障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導教本

15 障がい者ｽﾎﾟｰﾂまとめ



実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

14 実践④施設（オンライン・対面） iPad・パソコン等

15 実技試験・まとめ

12 実践②地域の茶の間（オンライン・対面） iPad・パソコン等

13 実践③施設（オンライン・対面） iPad・パソコン等

10 講習会に参加②

11 実践①地域の茶の間（オンライン・対面） iPad・パソコン等

8 導入～整理までの確認 iPad・パソコン等

9 講習会に参加①

6 総踊り体操の実際⑤（～整理） 講義・演習・DVD・iPad

7 総踊り体操の実際⑥（～整理） 講義・演習・DVD・iPad

4 総踊り体操の実際③（～展開） 講義・演習・DVD・iPad

5 総踊り体操の実際④（～展開） 講義・演習・DVD・iPad

2 総踊り体操の実際①（導入～） 講義・演習・DVD・iPad

3 総踊り体操の実際②（導入～） 講義・演習・DVD・iPad

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 総踊り体操の目的と効果 講義・演習・DVD・iPad

授業概要、目的、

授業の進め方

授業概要：総踊り体操を通じて、身体能力のの向上と強化

　　　　　施設高齢者や近隣住民に講習を通して交流を深め、コミュニケーション力もつける

目的：１．総踊り体操を教えることができる

　　　２．実践の中で利用者と関わることができる。

授業の進め方：1．総踊り体操を学生が学ぶ

　　　　　　　２．他者に指導できるようプログラムを作る

　　　　　　　３．施設や地域の茶の間などで学生が講習会を行う（オンライン・対面）

（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

総踊り体操を通じて、健康維持することができる

コミュニケーションを通じて高齢者を理解することができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
指導用DVD　配布資料等

30時間

インターンシップ

担当教員 渡辺義之 ×

対象学科 福祉健康サポート学科 対象学年 1年生 開講時期 前期

必修・選択 選択 単位数 1 時間数



評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し


