
No 氏名 武田　英二 保有資格：医学博士

No 氏名 武田　英二 保有資格：医学博士

No 氏名
小谷盛子・隅田奈美

上田清人・奥野寛子・田村恭佑

保有資格：介護福祉士、社会福祉士、介護

支援専門員、理学療法士、作業療法士

No 氏名 小谷盛子 保有資格：

No 氏名 小谷盛子 保有資格：

No 所属学科 介護福祉学科 氏名
河野和代・細田章

佐藤淳史・上田清人

保有資格：介護福祉士、

社会福祉士、介護支援専門員

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 河野　和代
保有資格：介護福祉士、

介護支援専門員

No 所属学科 介護福祉学科 氏名
河野　和代・細田　章

佐藤　淳史・上田　清人

保有資格：介護福祉士、

介護支援専門員

課題研究や総合的な学習の時間、ホームルーム活動等にご活用ください。

令和４年度徳島県地域医療介護総合確保基金事業

副主管

4

テーマ：福祉・介護の仕事ってどんな仕事？ 備考

内容：福祉・介護の本質や仕事について紹介し、介護の「魅力・やりがい」、介護

の「楽しさと尊さ」をお伝えします。

副主管

5

テーマ：コミュニケーションの大切さ 備考

内容：福祉・介護でのコミュニケーションの大切さをグループワークで一緒に考え

ます。

校長

1

テーマ：介護福祉現場でのチームケア 備考

内容：医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士の役割と

は。

2

テーマ：現代の養生訓と生物学 備考

内容：小児期、青春から高齢期までの一生を楽しく充実して健康に過ごす考え方と

方法。

令和４年度　専門学校 健祥会学園　高校生対象出前授業

対象：高校生・時間50分（変更可）　　授業料：無料　　Zoomによる遠隔授業可能

テーマ：80歳にタイムスリップ！（高齢者疑似体験）

6

校長

3
テーマ：認知症サポーター養成講座 備考

講師（キャラバンメイト）内容：認知症を学び地域で支えよう。あなたも認知症サポーターになろう。

キャラバンメイト

テーマ：介護を受ける方の気持ちを感じてみよう（VR機器を使用して）

8

7

テーマ：介護福祉士ってどんな資格？どんな仕事をするの？ 備考

内容：国家資格である介護福祉士の役割、活躍の場、今後の介護福祉士に求められ

るもの、期待されるものはどんなことかをお話しします。

VR機器使用可能期間

R4.10/11～12/22

R5.2/15～3/17
内容：介護は人と人とのかかわりです。認知症、発達障害、終末期の状態にある人

の気持ちをVR機器を使って感じ、考えてみよう。

備考

高齢者疑似体験セットを

使用します

内容：高齢社会を迎え、元気で長生きしたいと誰しも願うことではないでしょう

か。しかし、老化は個人差があるけれど避けられません。80歳になった時の加齢に

よる心身の変化、生活上での困りごとについて疑似体験を通して共に想像し考えま

しょう。



No 所属学科 介護福祉学科 氏名
河野　和代・佐藤　淳史

上田　清人

保有資格：介護福祉士、

介護支援専門員

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 河野　和代・佐藤　淳史
保有資格：介護福祉士、

介護支援専門員

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 細田　章 保有資格：

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 細田　章 保有資格：

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐々木　よし美 保有資格：看護師

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐々木　よし美 保有資格：看護師

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐々木　よし美 保有資格：看護師

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐藤淳史
保有資格：介護福祉士、介護

支援専門員

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐藤淳史
保有資格：介護福祉士、介護

支援専門員

内容：老化にともなうからだの変化や認知症などが、高齢者の一人暮らしにおいて

どのようなリスクが考えられるか学習しましょう。

15

備考

内容：人間の心理や考え方を通して、円滑なコミュニケーション方法を学び、実践

してみましょう。キーワードはアサーティブ、褒める、メンタルヘルス。

13
テーマ：高齢者の虐待問題について 備考

内容：高齢者虐待の防止への有効なかかわりを考えてみましょう。

備考

内容：介護保険は様々なサービスがあり、対象となる人も様々です。制度を理解す

ることで対象となる人がその人らしい暮らしが出来ることを理解できます。

テーマ：介護保険ってなんだろう？

16

17

テーマ：成年後見制度と日常生活自立支援事業 備考

内容：判断能力が低下した方を支える制度として、成年後見制度と日常生活自立支

援事業について解説を行います。

9

テーマ：自助具ってな～に？ 備考

内容：加齢や障害による生活上の困りごとも、自助具を適切に使うことで、自分で

できることが広がります。自助具を体験してみましょう。

10

テーマ：地域の中で支え合う社会への実現に向けて 備考

内容：少子高齢社会を迎え、地域の中での支え合いがより大切になっています。地域包括ケ

アシステムを知り、地域の中で支え合う社会の実現に向け共に考えましょう。

備考

テーマ：介護施設と医療機関の種類と役割 備考

内容：介護施設と医療機関の役割とサービス内容について学習しましょう。

テーマ：高齢者のからだの変化と一人暮らしが抱える問題

テーマ：介護から学ぶ人間の尊厳と自立

内容：人間の尊厳を守るとはどういうことか、支援を必要とする人が自立するとは

どういうことか。

11

備考

12

テーマ：対人援助職のコミュニケーション技術

14



No 所属学科 保育学科 氏名 園木　夏江 保有資格：保育士、幼稚園教諭

No 所属学科 保育学科 氏名 坂口　陽子 保有資格：保育士、幼稚園教諭

No 所属学科 保育学科 氏名 山地　貴子 保有資格：保育士、幼稚園教諭

No 所属学科 保育学科 氏名 奥田　知江 保有資格：保育士、幼稚園教諭

No 所属学科 理学療法学科 氏名 板東　正記 保有資格：理学療法士

No 所属学科 理学療法学科 氏名 池住　祐哉 保有資格：理学療法士

No 所属学科 理学療法学科 氏名 池住　祐哉 保有資格：理学療法士

No 所属学科 理学療法学科 氏名 北田　功 保有資格：理学療法士

No 所属学科 理学療法学科 氏名 北田　功 保有資格：理学療法士

18

テーマ：わらべうた 備考

内容:昔懐かしいわらべうたや身近にあるものを使ったレクリエーション。

19

テーマ　パネルシアター・ブラックシアターを作ろう 備考

内容：パネルシアターの魅力は利用者が一緒に参加できることです。絵を描いたパ

ネル布を動かしたり、裏返したり利用者も触れて楽しむことができます。

22

テーマ：自分自身の筋力・体力を知ろう

～プロが診る専門的な体の診方～

備考

体育館等を使用

内容：筋力や全身持久力等専門的なテストを体験しながら専門職としての仕事と関

り方を学びます。

26

テーマ：筋力増強運動について 備考

内容：リスク管理を行いながら、年齢等に応じた適切な筋力増強運動を提示しま

す。

25

テーマ：肩こり・腰痛予防・体操指導 備考

内容：運動療法により各症例に対する予防を提示します。

21

テーマ：みんなで頭と体を動かして、レクリエーションを楽しみましょう。 備考

内容：楽しく頭と体を一緒に動かすことによって脳を活性化し、健康維持を図りま

す。

20

テーマ：折り紙を楽しもう 備考

内容：頭や手先を使う折り紙は脳の活性化に効果があり、高齢者のレクリエーショ

ンに取り入れられています。季節に合った折り紙等を体験します。

24

テーマ：物理療法を用いた治療の紹介 備考

内容：医療福祉の現場で行う治療の一選択としての物理療法を紹介します。

温熱や寒冷療法を始め電気を使用した治療を紹介します。

23

テーマ：足底からみる身体状態 備考

内容：足底圧により身体バランスやそこから予測される身体状態についてお話しま

す。　インソールや靴についても紹介します。



No 所属学科 理学療法学科 氏名 松浦　康
保有資格：理学療法士、

健康運動指導士

No 所属学科 理学療法学科 氏名 松浦　康
保有資格：理学療法士、

健康運動指導士

No 所属学科 理学療法学科 氏名 隅田　奈美 保有資格：理学療法士

No 所属学科 作業療法学科 氏名 田村　恭佑 保有資格：作業療法士

No 所属学科 作業療法学科 氏名 村上　友通 保有資格：作業療法士

No 所属学科 作業療法学科 氏名 川畑　浩二 保有資格：作業療法士

No 所属学科 作業療法学科 氏名 井手　法子 保有資格：作業療法士

No 所属学科 作業療法学科 氏名 奥野　寛子 保有資格：作業療法士

No 所属学科 作業療法学科 氏名
井手　法子　奥野　寛子

田村　恭佑

保有資格：作業療法士

28
テーマ：セルフコンデショニングについて 備考

内容：身体の疲れを取るための方法を基本から指導します。

27
テーマ：ストレッチについて 備考

内容：ストレッチの方法を基本から指導します。

29

テーマ：姿勢の大切さ　 備考

内容：日常生活で姿勢を悪くしているかも‼良い姿勢と健康について実際に体験し

てみましょう。

33

テーマ：立ち上がりの様々

内容：一言で立ち上がると言っても、その内容は様々です。その立ち上がり方に合

わせた介助法を知ることで介助者も対象者も楽になることを学びます。

30
テーマ：介護・医療職員が知っておくべき高次脳機能障害 備考

内容：高次脳機能障害の基礎を学び、症状に関する対応を紹介します。

35

テーマ：片手でクッキング 備考

内容：共生社会の実現に向け、病気などにより片手が使いずらくなった方でも、料

理を楽しんでもらえるような方法について学びましょう。

31

テーマ：職業に関連する腰痛 備考

内容：介護・医療従事者に多くみられる腰痛について、腰痛予防に関わる動作と予

防動作について考えましょう。

32
テーマ：ストレスについて 備考

内容：心の病気やストレスについて一緒に考えましょう。

34

テーマ：高齢者への関わり方

内容：高齢者の心身機能を理解して、どのような声掛けや関わり方が適しているの

かを考えながら実践します。

備考

備考


