
学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方
法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

生徒の主体的な学習を通して思考力、判断力、表現
力等を育成する指導方法及び評価方法の工夫改善
についての研究

令和３年２月５日（金）

和歌山県立有田中央高等学校 総合学科 福祉系列
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福祉に関する科目は，「社会福祉
基礎」2単位を除いて，2年生から
始まる。

2年生の７月から２４日間の「介護
実習Ⅰ」と３年生の７月から２８日
間の「介護実習Ⅱ」が始まる。
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【研究主題】

『介護実習』を核とした地域社会とつながる
福祉教育プログラムの開発と研究
～『介護総合演習』と『生活支援技術』に
関する指導方法及び評価方法の工夫改善
を通して～
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【研究主題設定の理由】

『介護実習』の学習成果の検証を行う中で，基本的な知
識・技術の習得，実習記録の充実，介護過程の実践が課題
となり，介護福祉士の育成を目指す上で，効果的な教育シス
テムが必要であると考えた。
そこで，介護福祉士養成課程の新カリキュラムに対応した

『介護実習』・『介護総合演習』・『生活支援技術』に関する
指導方法と評価方法についての研究を進め，地域の関係施
設と協働し，“地域社会とつながる福祉教育プログラム”を
開発したいと考えた。
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介護福祉士養成課程
新カリキュラム５つのポイント

① チームマネジメント能力を養うための教育内容の拡充

② 対象者の生活を地域で支えるための実践力の向上

③ 介護過程の実践力の向上

④ 認知症ケアの実践力の向上

⑤ 介護と医療の連携を踏まえた実践力の向上
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教育に含むべき事項 留意点 想定される教育内容の
例

介護過程の実践
的展開

介護過程の展開を通して対象者を理解し，本人
主体の生活と自立を支援するための介護過程を
実践的に学ぶ内容とする。

１）実習を通した介
護過程の展開

多職種協働の実
践

多職種との協働の中で，介護福祉士としての役
割を理解するとともに，サービス担当者会議や
チームカンファレンス等を通じて，多職種連携や
チームケアを体験的に学ぶ内容とする。

１）実習を通した多
職種連携の実践

地域における生
活支援の実践

対象者の生活と地域との関わりや，地域での生
活を支える施設・機関の役割を理解し，地域にお
ける生活支援を実践的に学ぶ内容とする。

１）対象者の生活
と地域との関わり
２）地域拠点として
の施設・事業所の
役割

【介護実習の教育内容】
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【今年度の取り組み】

① 『介護総合演習』及び『生活支援技術』の教材開発と活用

② 『介護総合演習』及び『介護実習』の評価の見直し

③ 施設職員との連携のため，介護実習説明会（６月22日）
及び介護実習報告会（12月14日）の開催
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【今年度の取り組み】

⑤ 令和２年度国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業
研究協議会（２月５日）

④ 和歌山県立有田中央高等学校における公開授業及び研究

協議（12月18日）
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【研究内容】

① 『生活支援技術』における知識と技術の確実な習得

② 『介護総合演習』及び『介護実習』における主体的

な学習態度の育成

③ 『介護実習』における施設職員との連携

④ ルーブリックを用いた『介護総合演習』及び『介護
実習』の評価
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【研究内容】

① 『生活支援技術』における
知識と技術の確実な習得

12



「生活支援技術」

課題

⑴「体験」から「習得」

⑵ 利用者の設定とモデル

⑶ 実習の授業のまとめ
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「生活支援技術」
取り組み

⑴ 「体験」から「習得」

⇒チェックリストの改善と生徒同士が学び合う活動

⑵ 利用者の設定とモデル

⇒利用者の丁寧な状況設定，モデルのリアリティ

⑶ 実習の授業のまとめ

⇒教材を丁寧に読む，振り返りの時間の確保,話し合い活動
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生徒の取り組む姿勢の向上と
指導のきめ細かさ。

教員による実習モデル

実習の振り返りと
まとめ

生活支援技術の校内実習にお
いて，観点別に留意点を発表
する。
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「生活支援技術」

【知識と技術を確実に身につける】

・「学び合い」による技術の定着

・ルーブリックによる「技術」と「記録」の
評価

※令和３年度に報告
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【研究内容】

② 『介護総合演習』及び
『介護実習』における主体的
な学習態度の育成
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「介護実習」の課題

⑴ 学校で身につけるべき基礎・基本の習得
⇒「服を着せるときは患側からだとわかりました。」

⑵ 主体的な行動
⇒自分から介護職員に聞いたり，伝えたりできない。

⑶ 介護実習記録の充実
⇒同じ内容の繰り返し，考察ができていない，文章の表現が不適
切。
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ガイドブック作成の留意点
介護実習で学ぶことを明確にする

実習施設

利用者

施設職員

 コミュニケーション

生活支援

 レクリエーション

観察

記録

介護過程

19



「介護総合演習・介護実習ガイドブック」①

介護総合演習の意義
介護実習の意義

Ｐ３

Ｐ５

丁寧な読み取りと
スライドを使った

授業
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」②

見通しを持って学ぶ

介護総合演習の内容

介護総合演習の年間計画

介護実習の概要

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ７
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」③

資格取得時の到達目標 Ｐ５

『介護実習』で学ぶことをまとめる

『介護実習』の目標と一貫性を保つ
Ｐ13～１４（実習目標）
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⑴ 介護老人福祉施設もしくは介護老人保健施設に対する
理解を深める
⑵ 利用者の生活や生活課題を理解する
⑶ 利用者と適切にコミュニケーションを図る
⑷ 安全・安楽に留意し，個別性の尊重や自立支援の観点
をふまえた生活支援技術を実践する
⑸ 介護職員の役割，多職種との連携および地域とのつな
がりを理解する
⑹ 介護福祉士としての基本的な態度を身につける
⑺ 記録の目的や意義について理解し，適切に記述する

２学年介護実習Ⅰ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」④
地域とのつながりの理解

Ｐ12

24



「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑤
実習施設ごとの目標及び実習内容 介護老人福祉施設・介護老人保健施設（２学年）
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑥

介護実習に関係する書類

Ｐ15
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑦
実習施設ごとの展開

実習日 展 開

１～２日目 ・施設の概要を介護実習オリエンテーション，施設内の見学，実習指導者への質問などにより把握し，介護実習オリエンテー

ション記録にまとめる。

・利用者に挨拶と自己紹介を行い，実習生として適切な態度でコミュニケーションを図る。

・介護職員の利用者に対する生活支援の内容や他の業務を見学や質問を行うことで学び，実習記録にまとめる。

３～８日目 ・利用者の状態やその場の状況に応じたコミュニケーションを実践し，気づいたことや指導を受けた内容及び考えたことを実

習記録に記載する。

・利用者の生活の状況やニーズ，提供されている生活支援を把握し，実習記録に記載する

・職員の指導を受けながら可能な範囲で生活支援を実践し，利用者の心身の状態に応じた生活支援技術について学んだ内

容を実習記録に記載する。

・介護実習反省会に向けてまとめを記載した上で，最終カンファレンス（介護実習反省会）を行い，カンファレンスで学んだこ

とを記録にまとめる。

介護老人福祉施設・老人保健施設（2学年）

Ｐ16

実習日数に応じて内容
が進歩するよう意識づけ
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑧
実習指導とカンファレンス １ 実習指導者による実習指導

⑴ 実習開始前に「介護実習計画書」と「介護実習記録」（「本時の目標」及び「介護実習計画」）を通して

指導を受ける。「介護実習計画書」と「介護実習記録」（「本時の目標」及び「介護実習計画」）をふまえ

，自分から実践するためのアドバイスを受ける。

⑵ 実習中に見学や実施を通して指導を受ける。

実習指導者（施設職員）の利用者への関わり方，生活支援技術の方法について，関心を高く持って見学する。

⑶ 実習指導者（担当の施設職員）への質問を通して指導を受ける。

⑷ 介護実習記録や介護過程記録（３年のみ）を通して指導を受ける。

実習指導者（担当の施設職員）が書いてくれているコメント内容をていねいに読み，今後の実習に生かす。

⑸ カンファレンスで指導を受ける。

積極的に自分の考えや困っていることなどを伝える。
実習指導者（施設職員）から指
導を受ける機会

Ｐ18
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⑴ 実習初日から当日までに学んだことや気づきなどを整理し，今後の課題を明確にすることを目的とするので，事前に

発表内容を整理して記録用紙に記載しておく。

⑵ カンファレンスの中で助言や指導を受けた内容をメモに書いておき，記録用紙にまとめることで，介護実習での学び

を深める。

⑶ 他のメンバーに対する指導や助言であっても，メモに書いておき，自分の実習をすすめるにあたり参考になる内容を

記録用紙にまとめる。

⑷ カンファレンスでは，自分の意見を持って，自分の言葉で考えや感じたことを発言することが大切である。できるだけ，

具体的な発表内容になるよう準備しておく。

⑸ 事前準備として，実習生同士で役割と進行方法を決める。

⑹ 進行方法について

・開会の挨拶を行う。

（介護実習の御礼，最終カンファレンス（介護実習反省会）参加の御礼，発表内容や進行方法の説明など）

・発表は，実習生1人5分程度とする。 ・実習指導者（担当の施設職員）及び担当教員からコメントをもらう。

・閉会の挨拶を行う（まとめ，介護実習の御礼，反省会参加の御礼など）

カンファレンスで指導助言
をもらうために取り組むこ
と

実習指導とカンファレンス ２ カンファレンスについて

Ｐ18～
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑨

介護実習記録

目的と意義
心得
書き方と取り扱い

Ｐ46
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑩

実習目標

Ｐ48 介護実習目標の立て方
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何のために（目的） どのように（方法）

食事介助
を行う

誤嚥を予防
するために

リラックスした雰
囲気で食事をす
るために

安全・安楽に
食事をするた

めに

食事量が増加す
るために

食欲がわく
ために

楽しく食事をす
るために

安定した姿勢で食
事をするために

バランスよく食事
をするために

できるだけ自立
して食事をする

ために

食事の献立を説
明しながら 水分摂取をこまめ

にすすめながら

食べやすいよう食器の
位置を調整しながら

嚥下を確認し
ながら

覚醒を促し，意欲を
引き出す声かけをし

ながら 利用者様のペース
や一口の量を確認

しながら

何が食べたいかを
確認しながら

楽しい話題を
提供しながら

32



「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑪

介護実習壮行会 Ｐ50
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑫

介護実習自己評価

Ｐ51
～
P54
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」⑬

介護実習のまとめと報告書

『介護実習のまとめ』 Ｐ92・Ｐ100

『介護実習報告書』 Ｐ97・Ｐ103

35



介護実習のまとめ
「介護実習・介護総合演習ガイドブック」を使って，実習のまとめの書き方を説明
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１ 介護職や他職種の業務と多職種協働
に関するまとめ

 実習に行った施設の順番で書きます。

 ➊【グループホーム〇〇】

 ➋【特別養護老人ホーム〇〇】

 ➌【ディサービスセンター〇〇】

 見学や実践をした介護職員の業務についてまとめます。

 介護実習を通じてわかった介護職以外の専門職の業務についてまとめます。

 介護職以外の専門職との連携についてまとめます。

ガイドブック
P58～61
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介護実習報告書 Ｐ97・Ｐ103

追加資料：介護実習報告書
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介護実習報告会
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認知症の症状はど
うだったのですか。

41



日常生活に関する介護計
画は，何があると思います
か。 42



視覚障害のある人の移動
では，細かく説明することも
大切だと思った。

周りの人から見て利用者
の尊厳を守ってることはい
いと思った。
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相手に合わせたコ
ミュニケーションで
は，相手の話す
ペースに合わせる
ことも大切。

食事介助中は利用者から目を離
さないことも大切であり，周囲の利
用者の様子も見ることも必要。 44



【研究内容】

③ 『介護実習』における
施設職員との連携
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「介護実習説明会」6月22日

施設の実習指導者との連絡会
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「介護総合演習・介護実習ガイドブック」

「介護実習ノート」から「ガイドブック」へ

介護過程の指導の充実は次年度に
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「介護実習報告会」12月14日
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とてもよかった
61%

よかった
39%

「介護実習報告会」はいかがでしたか

とてもよかった よかった 工夫が必要であった よくなかった

発表を通して生徒の皆さんの真剣で実直に取り組む様子が伝わってきま
した。皆さんの考えていることを知ることもできました。ご活躍を期待してい
ます。

２年生は介護技術について学んだ事などがまとまっていて、わかりやす
かった。３年生は考察ができていたと思います。

発表の中で，実習で感じたことやできなかった部分も正直に言ってくれて
いたので，実習指導を行ううえで勉強になりました。

実際現場で指導したことが、どこまで伝わっていたかが分かった。

２年生の夏からの実習で，２年生になって
から学ぶのでは少し遅いように思います。
もう少し早くから基礎を学んでおいて欲しい
です。

２年生の報告は，皆さん利用者の尊厳を意識されており，内容もまとまっ
ていてよかったと思います。

こういった報告会での反省がとても重要だと思いました。
２年生の発表は，ハキハキと話せるようにが
んばってほしい。３年生の発表は良かった。

施設の職員へのアンケートより抜粋
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「介護実習」
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う取り組み

「生活支援技術」における感染予防

健康管理

施設との連携と家庭の理解・協力
50



【研究内容】

④ ルーブリックを用いた
『介護総合演習』及び
『介護実習』の評価
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昨年度までの実習記録評価表

実習記録の項目が埋め
られているかどうかの評
価
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昨年度までの実習Ⅰ評価表

評価項目の偏り
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昨年度までの実習Ⅱ評価表

評価項目の偏り
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今年度の実習Ⅰ・Ⅱ評価表

評価項目を実習目標に沿ったものに変更したが,形式は昨年度
までと同様 57



Ｐ86
～
P87

58



Ｐ88
～
P89
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【研究の成果と課題】

①「主体的に学習に取り組む態度」や「思考力・判断力・表現力等」を
育成するための教材として「介護総合演習・介護実習ガイドブック」
を作成

①介護実習において，施設職員と連携した指導のあり方

②ルーブリックを用いた『介護総合演習』及び『介護
実習』の評価

成
果

課
題
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【今後の取り組み】

① 『生活支援技術』における知識と技術の確実な習得を
目指した指導法の工夫

② 『介護総合演習』における学習の定着に向けた「学び
方」の工夫

③ 『介護実習』における主体的な学びと施設職員と連携
した『介護過程』の指導の充実

④ ルーブリックを用いた『介護総合演習』及び『介護
実習』の評価とその検証

63



64


