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鶴望野 和の風 彦岳の太陽 直川苑 豊寿苑 花みずき
グループホーム陽 長良苑 フェニックス なかのしまの杜
鶴見の太陽 四季の郷 南山園

実習内容
食事介助 義歯装着 車いす移送 入浴介助 口腔ケア
ベッドメイキング 服薬 着脱介助 バイタルチェック
感染対策・清拭 オムツ交換 環境整備 乾髪 排泄介助
喀痰吸引（見学） 清拭 配膳・下膳 体位変換 トイレ誘導
手洗い 機能訓練 アセスメント 爪切り
コミュニケーション（認知症）共有スペースの掃除 嚥下体操
レクリェーション（思い出カルタ 紙芝居）等々

課題

・拘縮している利用者さんの着脱介助
感想・反省
・清潔と不潔の区別
・意思疎通がうまくできない人、言葉を発することが困難な方と
のコミュニケーション
・声掛けを忘れずにすること。
・利用者さんが「動けない 行動するのが大変」だということ理
解すること。腕が全然動かず、焦りました。
・ハキハキした挨拶。「お疲れ様でした ありがとうございまし
た。
」など日頃から直すこと。
・適切な言葉、声掛け、大きな声。

年６月２２日
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福祉科

全学年の介護実習がスタートしました。５月１１日から始まった２W の
介護実習５日間を皮切りに、６月８日（水）１W 見学実習、６月８～２４
日は３W 第１期の介護実習が実施されています。１年生は介護実習初日を
終え、３年生は最後の実習ということで、実習に対しての意気込みは複雑
な気持ちのようです。今回は、２W の中間報告を中心に実習の取り組みや
心境を紹介します。

・体位変換は２時間おきにすること。
・利用者さんから、
「後悔せんよう生きよ」と人生を語られた。
・食事介助は利用者さんに声かけして、利用者さんのペースにあわせること。
・利用者一人ひとりに合わせたコミュニケーションをとること。
・おむつ交換の呼びかけで、
「オムツ」と言わず「パンツ」というと利用者も嬉しい。
・入浴介助のシャワーは、心臓から遠いところからすること。
・介護で大事なのは、
「気づき・見守り・声掛け・コミュニケーション」
。
・車椅子の移乗は、車いすから手が出てないか確認すること。
・体位変換の意味（褥瘡の予防 拘縮の進行予防）
・ベッドメイキングは頭側からシーツを外すこと。
・服薬の時は、名前を呼んで本人の薬か確認すること。
・実習時のメモは、利用者には不快な思いをさせるので、利用者の前では控えること。
・皮膚を拭くときは皮膚が弱いので、こすらず当てるように拭く。
・オムツ交換は一部屋ごとに手袋とエプロンを外し、新しいものと交換する。
・乾髪は髪を一番に乾かすのではなく、地肌から乾かす。
・１年生の時より施設の職員さんに、チームの一員として頼っていただいた事がとても嬉
しかった反面、少し責任も感じるようになりました。次回の実習も学びたい気持ちを大
切に取り組んでいきたいです。U・K
・ある職員さんの国試の勉強ノートをみせていただき、とても勉強になりました。K・R
・体位変換で利用者さんも介護者も負担を軽くする支援の仕方を見ることができた。経鼻
経管栄養や口腔内吸引なども見学でき手順や声掛けなど参考になった。S･T
・清潔・不潔の区別や利用者さん一人ひとりのことを見てどのような状態なのか観察する
ことも大切なことだと実習を通して学びました。H・Y
・前で手を組むのと、後ろで手を組むのでは、相手に与える印象がちがうなど、細かな指
摘をして下さりとてもいい勉強になりました。Y・K
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第１期
第２期
６／８～２４
合計（１３）日間
７／５～１５
合計（９日）間
・高齢者入所施設（特養・老健・有料・グループホーム）の利用者 ・利用者一人ひとりに応じた介護技術の習得。
の個別援助計画の立案
入浴介護 食事介助 移動介助 排泄介助 着脱介護等々
・介護技術の習得
・ヘルパー同行訪問実習
・入浴介護 食事介助 移動介助 排泄介助 着脱介護等々
・ヘルパー同行訪問実習
第１期
第２期
５／１１～５／１７
９／１～９／８
合計（１１）日間
１１／２～１７
合計（１１日）間
・高齢者入所施設（特養・老健・有料・グループホーム）の理解
・１期に引き続き、介護技術の習得
・高齢者の特徴を知る。
・利用者一人ひとりに応じた介護技術を学ぶ。
・介護技術の習得
・利用者のアセスメントをとり、ニーズを知る。
（入浴介護 食事介助 移動介助 排泄介助 着脱介護等々
・アセスメントシートの完成
第１期
第２期
第３期
６／８，７／６～８ （４日間）
９／１～６（４日間）
１１／２～９（５日間）
・介護実習の意義を理解する。
・利用者一人ひとりの違いを知る。
・介護技術の見学と体験
・様々な実習施設を知る。
・コミュニケーションの取り方を学ぶ。
・障がい者・児との関わり方や支援の方法を
まとめ、次年度の実習に繋げる。

１W

福祉科って大変！？
６月１５日（水）１W と２W の生徒にアンケートを実
施しました。尋ねた項目の２つを紹介します。
①福祉科の自慢を教えて下さい。
②楽しいと感じるのはどんなときですか。
１年生は、入学して３ヶ月弱ですので、福祉科の行事・活
動はこれからたくさんあります。それに比べて２年生は多
くの経験を重ねており、自慢することが多く、福祉科の毎
日を楽しんでいると感じました。３年生は介護実習中で調
査することができませんでしたが、一部を紹介します。
その中で特に気になるのは、介護実習を楽しいと思って
いる２年生が多かったことです。介護実習は大変ですが、
それより、得るものが多いことを語ってくれています。
卒業時に福祉を学んで良かったと思えるようになると
いいですね。

ここが
・実習が多いので、経験がたくさ
ん積める。
・手話・介護実習
・優しさ 思いやり
・頑張れば 介護福祉士の国家
資格を取得できる。

２W
・介護福祉士受験資格がもらえる。
・高齢者・障がい者への理解をみんながもっていること。
・人の命を支えるために大切な勉強ができること。絶対福祉科に入ってよかったと思う。
・介護について身体的なことから、精神的なことまで考えることができること。
・学校では学べないことを実習で教えてもらえる。
・介護だけではなく、医療的ケアをはじめ医療分野の勉強ができる。
・たくさんの人と関わることができて、幸せを感じられるところ。
・コミュニケーション能力を高められ､知らない人との対話も緊張せずできるようになった
・みんな手話ができるようになったのでカッコいい。
・直接「ありがとう」の声が聞ける。
・介護福祉士受験資格はもちろんのこと、その他の資格もたくさん取れる。

楽しいと感じるのはどんな時？

介護福祉士を目指すみなさんへ
開校して３年目。福祉科は第一期生のため卒業生がいません。そこで福祉科を卒
業（旧野津高校）し、現在本校の実習施設で働く介護福祉士さんに、仕事を続けら
れている秘訣や、福祉の仕事の魅力を教えていただきました。実習中は皆さんへ直
接指導していただいていますが、皆さん介護福祉士の資格取得の意味は大きいとこ
たえてくれています。貴重な先輩方の「メッセージ」を是非参考にして、今後の進
路決定のための資料としましょう。この企画は、これから何回かに分けて記載しま
す。こうご期待を！
▼山口達也

障がい者支援施設

さつき園勤務

まず、この佐伯で福祉を志してくれている豊南
高校の生徒さんに感謝したいと思います。
福祉の仕事での喜びは、仲間（利用者）との信
頼関係が築けてきたと感じた時だと思います。ま
た、支援をしていく中で仲間の成長や変化を感じ
ることも嬉しいですね。
初めて僕の担当になった仲間（M さん）は感情
表現が苦手で些細なことにも怒りで思いを伝え
てしまう障がいの特性のある方でした。この方の
不安の声を聴いているなかで、M さんから「お前
がおらんとさみしいじゃろうが!!」と聞いたとき
は、話を聴き気持ちを受容することで信頼関係が
築けていたことを実感し、この仕事をしていてよ
かったと感じました。僕はこの方との信頼関係こ
そが福祉の仕事の一番のやり甲斐です。この方と
は担当が変わった今でも不安の声を聴いていま
す。
介護福祉士は自分の基礎となるプロとしての
資格であり、介護福祉士の知識なしではきっと信
頼関係も築けなかったのではないかと思います。
今年、介護福祉士の試験を受ける福祉科３年生の
皆さんも福祉の道のプロフェッショナルとして、
この基礎となる資格を取得して様々な福祉を支
える人財になって欲しいと思います。合格を目指
して勉強や実習に励んで下さい。

福祉科の自慢

・実習のことが勉強に活かされたとき。
・授業のグループワーク
・こころとからだの理解の授業で、人間の身体について学
べたとき。
・実習に行けること。
・実習に行って知らないことを学べたとき。
・実習に行って実技をしているとき。
・実習で利用者さんに信頼されていると感じたとき。
・実技の授業。実技がうまくできたとき。
・実習で利用者さんに笑ってもらえた時。
・実習で利用者さんとたくさん話せたとき。
・専門的な内容・実技などをしているとき。
・多くの利用者さんと話せたり、知らなかったことについ
て知ることができたとき。
・実習中の利用者さんとの何気ないコミュニケーション。
・福祉関係の授業はたいてい楽しい。

生活支援技術授業より

今後の行事予定
６／８（水）～／２４（金）３W 第１期介護実習
６／２７（月）第１回 福祉ネットワーク協議会（午前）
福祉の職場の説明会 ２W（５限）・３W（６限）
３年進路ガイダンス（５～６限）
／２８（火）３W 介護福祉士会 出前授業（１～４限）
／２９（水）～７／４（月）１学期 期末考査

3W

実習日誌より･･･

午後から、昨日と同じくアセスメントを進めて行き
ました。担当の利用者さんだけを見ると、どこも悪く
なさそうだったけど、カルテを見ると、この利用者は
こういう症状があるんだとわかりました。利用者さん
だけを見ても分からないことはたくさんあるんだなと
思いました。K・M

７／ ５（火）２W 医療的ケア（喀痰吸引演習確認テスト）１～６限
／ ５（火）～１５（金）３W 第２期介護実習
５（火）～７（木）１W 第１期介護実習（続き）
／１２（火）１W 先進地見学（太陽の家・大分県聴覚障害者協会）
／２０（水）終業式
／２１（木）～２９（金）３W 夏季補習（前期）

アセスメントの収集では、担当の利用者の方と一緒
に聞き取りをして情報を集めました。その中で、色々
なお話をしてくださいました。中には面白い話、びっ
くりする話、心が痛む話などがあり、楽しく情報を収
集することができました。Ｉ・Ｙ

／２１（木）３W 医療的ケア（気管カニューレ演習確認テスト）
／２６（火）３W 医療的ケア（気管カニューレ演習確認テスト）
／２５（月）大分県高校生介護技術コンテスト（於大分南高校）

