
国
際
通
用
性
と
地
域
性
を
踏
ま
え
た
介
護
人
材
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　�

平
成
29
年
2
月
　
　
学
校
法
人
敬
心
学
園
　
日
本
福
祉
教
育
専
門
学
校

国際通用性と地域性を踏まえた
介護人材養成プログラムの
モジュール開発プロジェクト

平成 28 年度文部科学省委託事業

「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業

平成 29 年 2月

学校法人敬心学園　日本福祉教育専門学校

（事業責任者　小�林　光�俊）

成果報告書



― i ―



目    次

第１章　「�国際通用性と地域性を踏まえた介護人材養成プログラムのモジュール開発プロ

ジェクト」事業概要

　１．事業の名称　………………………………………………………………………… 　1

　２．事業の概要　………………………………………………………………………… 　1

　３．事業の実施体制　…………………………………………………………………… 　3

　４．組織体制　…………………………………………………………………………… 　8

　５．事業の実施内容　……………………………………………………………………　14

　６．事業実施のスケジュール　…………………………………………………………　18

　７．九州大学「グローバル・コンソーシアム」から各成長分野等への課題　 ……　19

第２章　今年度の研究・調査活動

　１．今後の介護教育の方向性と体系化　………………………………………………　22

　２．プログラムの検討・開発　 …………………………………………………………　27

　　（１）カリキュラムマップの策定　 …………………………………………………　27

　　（２）モデルプログラムの策定　 ……………………………………………………　30

　　　　 1）エントリープログラム内際共通版の完成　 ………………………………　30

　　　　 2）アドバンスプログラムの検討　……………………………………………　38

　３．地域性を踏まえた介護態様事例調査　……………………………………………　40

　　（１）日本の介護をアジアの KAIGO に　 …………………………………………　44

　　（２）介護に関する地域の特徴調査－久留米市の取組みについて－　 …………　47

第３章　実証講座

　１．インドネシア　………………………………………………………………………　53

　　（１）事前調査報告 ……………………………………………………………………　53

　　（２）実証講座実施報告　 ……………………………………………………………  99

　　（３）振り返りワーク　 ………………………………………………………………  103

　２．東京　…………………………………………………………………………………  106

　　（１）実証講座実施報告　 ……………………………………………………………  106

　　（２）社会人の学び直しを促進する「振り返りワーク」の授業開発　 …………  109

　３．アンケート・振り返りワークの結果　……………………………………………  120

　　（１）受講者アンケート　 ……………………………………………………………  120

　　（２）講師アンケート　 ………………………………………………………………  138

　　（３）委員・オブザーバーアンケート　 ……………………………………………  140

　　（４）振り返りワーク回答から（今後のキャリアビジョン）　 ……………………  148

― ii ―



第４章　実証講座の点検・評価

　１．実証講座の点検・評価　……………………………………………………………  151

　２．外部評価員から見た実証講座　……………………………………………………  157

　３．REPORT OF ACTIVITY ON ENTRY LEVEL TRAINING OF LONG TERM
　　CARE　 ………………………………………………………………………………  159

　　　介護のエントリーレベル研修に関する活動レポート　 …………………………  176

第５章　エントリープログラム　テキスト開発

　１．テキスト開発　………………………………………………………………………  183

　　（１）テキスト開発のプロセス　 ……………………………………………………  183

　　（２）テキスト作成にあたり　 ………………………………………………………  186

　２．テキストの点検・評価　……………………………………………………………  188

　　（１）エントリープログラムの実践適用に向けた教材開発の課題　 ……………  188

　　（２）外部評価員による評価　 ………………………………………………………  191

第６章　今年度事業の取り組みによる成果と次年度に向けての課題

　１．今年度の取り組み成果　……………………………………………………………  193

　２．今年度事業を振り返って　…………………………………………………………  195

　　（１）「国際通用性」と「地域性」をどう両立させるか　 …………………………  195

　　（２）エントリープログラムの国内外への展開の可能性（国外を中心に）　 ……  200

　　（３）介護福祉士の現任教育　 ………………………………………………………  203

　３．次年度の取り組みへ向けて　………………………………………………………  206

　　（１）介護現場での実態と求められる人材、教育内容　 …………………………  206

　　（２）第三段階教育における分野横断的な検討課題　 ……………………………  212

　　（３）次年度の取り組みに向けて　 …………………………………………………  215

― iii ―





― 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 ―



European Care Certificate

the Basic European Social Care Learning Outcomes

4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

3.25

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

― 30 ―



2.5  4.2

4.3

4.4

4.5

6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5-11

5-12

5-13

5-14

3.25

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

3.25

7.1

7.2

― 31 ―



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

2

8.1

8.2

8.3

8.4

European Qualification Framework
Social Care

― 32 ―



Social Care

CHARLTON BROWN

― 33 ―



― 34 ―



― 35 ―



― 36 ―



― 37 ―



PDCA

ICT

― 38 ―



PDCA

― 39 ―



― 40 ―



― 41 ―



― 42 ―



― 43 ―



― 44 ―



― 45 ―



― 46 ―



― 47 ―



― 48 ―



HP

― 49 ―



HP

― 50 ―



― 51 ―



― 52 ―



― 53 ―



― 54 ―



― 55 ―



― 56 ―



― 57 ―



― 58 ―



― 59 ―



― 60 ―



― 61 ―



― 62 ―



― 63 ―



― 64 ―



― 65 ―



― 66 ―



― 67 ―



― 68 ―



― 69 ―



― 70 ―



― 71 ―



― 72 ―



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

― 73 ―



― 74 ―



― 75 ―



― 76 ―



― 77 ―



― 78 ―



― 79 ―



PM BKL

(PKK,PSM) 

― 80 ―



― 81 ―



― 82 ―



― 83 ―



― 84 ―



― 85 ―



― 86 ―



― 87 ―



― 88 ―



― 89 ―



― 90 ―



― 91 ―



― 92 ―



― 93 ―



― 94 ―



― 95 ―



― 96 ―



― 97 ―



― 98 ―



― 99 ―



― 100 ―



― 101 ―



― 102 ―



― 103 ―



― 104 ―



― 105 ―



― 106 ―



― 107 ―



― 108 ―



― 109 ―



― 110 ―



― 111 ―



― 112 ―



― 113 ―



― 114 ―



― 115 ―



― 116 ―



― 117 ―



― 118 ―



― 119 ―



― 120 ―



― 121 ―



― 122 ―



― 123 ―



― 124 ―



― 125 ―



― 126 ―



― 127 ―



― 128 ―



― 129 ―



― 130 ―



― 131 ―



― 132 ―



― 133 ―



― 134 ―



― 135 ―



― 136 ―



― 137 ―



― 138 ―



― 139 ―



― 140 ―



― 141 ―



― 142 ―



― 143 ―



― 144 ―



― 145 ―



― 146 ―



― 147 ―



― 148 ―



― 149 ―



training of 
trainers

― 150 ―



― 151 ―



― 152 ―



― 153 ―



― 154 ―



― 155 ―



― 156 ―



― 157 ―



― 158 ―



REPORT OF ACTIVITY ON 
ENTRY LEVEL TRAINING 

OF LONG TERM CARE  




ctober







― 159 ―

















































― 160 ―


















































― 161 ―




























― 162 ―





 

  

  






    










    










     





    






  






    







    








     

― 163 ―





n = 15

20%

73%

7%

Distribution of Knowledge of Pre Test 
baik sedang kurang

47%

53%

0%

Distribution of Frekuensi of Post Test 

baik sedang kurang

Knowledge of participants 
before and after training

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

73%

100%

33%

27%

60%

67%

73%

100%

73%

80%

87%

100%

73%

100%

47% 47%

100%

93%

100%
100%

80%

100% 100% 100%

Peningkatan Pre dan Pos Tes Pelatihan Care Giver

Pre Pos

― 164 ―





 
 
 
 
 
 


 
 
 














































― 165 ―










































            



            


 
           


 
 
 

― 166 ―





 




            
           


            
          


 
           


           


 
 
 
 
 

― 167 ―











 


 


 



 


 



 



 
 
 
 


 
 

― 168 ―











 













 


 


 
 


 



 













― 169 ―














 







 
 
 
 
 
 
 






 

 









 

 

 
 

― 170 ―



 
 


 
 


 
 
 
 
 



― 171 ―





 

 

― 172 ―



― 173 ―



― 174 ―



 ~ THANK YOU ~ 

― 175 ―



― 176 ―



― 177 ―



― 178 ―



― 179 ―



― 180 ―



― 181 ―



― 182 ―



65

― 183 ―



Helping Hand
Centre for Ageing Studies

care worker Minister of Health
care giver

Helping Hand

― 184 ―



― 185 ―



― 186 ―



― 187 ―



― 188 ―



― 189 ―



― 190 ―



― 191 ―



― 192 ―



― 193 ―



― 194 ―



― 195 ―



― 196 ―



― 197 ―



― 198 ―



― 199 ―



― 200 ―



― 201 ―



― 202 ―



― 203 ―



― 204 ―



― 205 ―



― 206 ―



― 207 ―



― 208 ―



― 209 ―



― 210 ―



― 211 ―



2
tertiary education

Quality TVET

Quality Assurance
NQF National 

Qualifications Framework

― 212 ―



Learning 
outcomes

PDCA

Clark 1983
2009

― 213 ―



2017 VET
28

― 214 ―



― 215 ―



― 216 ―



― 217 ―



― 218 ―



平成 28 年度　文部科学省委託事業

「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業 
成果報告書

国際通用性と地域性を踏まえた介護人材養成プログラムの 
モジュール開発プロジェクト

学校法人敬心学園　日本福祉教育専門学校（事業責任者　小林　光俊）

発行年月日　2017 年 2 月 24 日
発　　　行　小 林 光 俊
編　　　集　菊 地 克 彦
　　　　　　〒 169-0075
　　　　　　東京都新宿区高田馬場 2-16-6　宇田川ビル 6階
　　　　　　学校法人敬心学園
　　　　　　電話　03-3200-9071　　FAX　03-3200-9088

印刷・製本　城島印刷株式会社
　　　　　　〒 810-0012　福岡市中央区白金 2-9-6
　　　　　　電話　092-531-7102　　FAX　092-524-4411


	01
	01ほんぶん_成果報告書
	02

