
＜第 1 回プログラム＞ 

１日目：平成 28 年 6 月 18 日（土） 

時間 科目 講師 

9：00～9：15 開講式・オリエンテーション① 

9：20～10：20 

10：30～11：30 
介護の基本（講義） 河合 智美 

11：30～12：30 休憩 

12：30～13：30 

13：40～14：40 
実習指導の理論と実際①（講義） 中野 志津江 

14：50～16：20 

16：30～17：30 

 

介護過程の理論と指導方法①（講義） 
塚田 みち子 

２日目：平成 28 年 6 月 25 日（土） 

時間 科目 講師 

9：00～10：30 

10：40～11：40 
実習指導の理論と実際②（演習） 

中野 志津江 

松林 恵子 

11：40～12：30 休憩 

12：30～13：30 
スーパービジョンの意義と活用 

及び学生理解① （講義） 
松林 恵子 

13：40～14：40 

14：50～15：50 

16：00～17：00 

スーパービジョンの意義と活用 

及び学生理解②  

（演習：グループワーク 1 事例） 

中野 志津江 

松林 恵子 

規定外：平成 28 年 7 月 1 日（金） 

時間 科目  

9：30～12：20 介護福祉科実習報告会（午前）  

３日目：平成 28 年 7 月 9 日（土） 

時間 科目 講師 

9：00～9：15 オリエンテーション②（介護過程の提出） 

9：20～10：20 

10：30～11：30 

11：40～12：40 

 

スーパービジョンの意義と活用 

及び学生理解② 

 （演習：グループワーク 2 事例） 

塚田 みち子 

河合 智美 

12：40～13：40 休憩 

13：40～14：40 実習指導の方法と展開①（講義） 河合 智美 

14：50～15：50 

16：00～17：00 
実習指導の方法と展開②（演習） 

河合・塚田 

中野・松林 

４日目：平成 28 年 7 月 23 日（土） 

時間 科目 講師 

9：00～10：00 

 10：10～11：10 
介護過程の理論と指導方法②-1（演習） 

河合・塚田 

中野・松林 

11:20～12：50 実習指導における課題への対応 塚田 みち子 

12：50～13：50 休憩 

13：50～14：50 

 15：00～16：00 
介護過程の理論と指導方法②-2（演習） 

塚田・中野 

松林・河合 

16：10～17：10 実習指導者に対する期待 中野 志津江 

17：10～18：00 閉講式 

※ プログラム、担当講師は変更になる場合もあります。 

 



＜第 2 回プログラム＞ 

１日目：平成 28 年 10 月 15 日（土） 

時間 科目 講師 

9：00～9：15 開講式・オリエンテーション① 

9：20～10：20 

10：30～11：30 
介護の基本（講義） 河合 智美 

11：30～12：30 休憩 

12：30～13：30 

13：40～14：40 
実習指導の理論と実際①（講義） 中野 志津江 

14：50～16：20 

16：30～17：30 
介護過程の理論と指導方法①（講義） 塚田 みち子 

２日目：平成 28 年 10 月 22 日（土） 

時間 科目 講師 

9：00～10：30 

10：40～11：40 
実習指導の理論と実際②（演習） 

中野 志津江 

松林 恵子 

11：40～12：30 休憩 

12：30～13：30 
スーパービジョンの意義と活用 

及び学生理解① （講義） 
松林 恵子 

13：40～14：40 

14：50～15：50 

16：00～17：00 

スーパービジョンの意義と活用 

及び学生理解②  

（演習：グループワーク 1 事例） 

中野 志津江 

松林 恵子 

規定外：平成 28 年 10 月 24 日（月）、平成 28 年 10 月 26 日（水） 

時間 科目 
いずれかの日に

半日ご参加下さ

い。 

9：30～12：20 介護福祉科実習報告会（午前） 

13：10～16：00 介護福祉科実習報告会（午後午後午後午後 10/2610/2610/2610/26 のみのみのみのみ） 

３日目：平成 28 年 11 月 5 日（土） 

時間 科目 講師 

9：00～9：15 オリエンテーション②（介護過程の提出） 

9：20～10：20 

10：30～11：30 

11：40～12：40 

 

スーパービジョンの意義と活用 

及び学生理解② 

 （演習：グループワーク 2 事例） 

塚田 みち子 

河合 智美 

12：40～13：40 休憩 

13：40～14：40 実習指導の方法と展開①（講義） 河合 智美 

14：50～15：50 

16：00～17：00 
実習指導の方法と展開②（演習） 

河合・塚田 

中野・松林 

４日目：平成 28 年 11 月 12 日（土） 

時間 科目 講師 

9：00～10：00 

 10：10～11：10 
介護過程の理論と指導方法②-1（演習） 

河合・塚田 

中野・松林 

11:20～12：50 実習指導における課題への対応 塚田 みち子 

12：50～13：50 休憩 

13：50～14：50 

 15：00～16：00 
介護過程の理論と指導方法②-2（演習） 

塚田・中野 

松林・河合 

16：10～17：10 実習指導者に対する期待 中野 志津江 

17：10～18：00 閉講式 

※ プログラム、担当講師は変更になる場合もあります。 


