
介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針に基づく情報開示（2022（令和4）年5月1日現在）

①設置者の法人種別 学校法人

　名称 学校法人　滋賀学園

　所在地 〒527－0003　滋賀県東近江市建部北町５２０の１

　連絡先 電話　0748-23-0858　　　FAX　0748-22-2687

②代表者氏名 理事長　森　美和子

③養成施設以外の実施事業 大学・短期大学・高等学校・中学校・認定こども園　運営

④財務諸表 　→　https://shigagakuen.net/disclosures/

①名称 びわこ学院大学短期大学部ライフデザイン学科健康福祉コース

　所在地 〒527－8533　滋賀県東近江市布施町29

　連絡先 電話　0748-22-3388　　　FAX　0748-23-7202

②代表者氏名 学長　沖田　行司

③開設年月日 1994（平成6）年4月1日

④学則 　→　https://www.biwakogakuin.ac.jp/wp-content/uploads/2022/05/gakusoku-c_2022.pdf

⑤施設・設備の概要 校舎用地　 13,910 ㎡　運動場　6,194 ㎡　合計20,104 ㎡
校舎　8,322 ㎡・・・普通教室（12室）・介護実習室・入浴実習室・コンピュータ実
習室（3室）・食生活実習室・セミナー室（3室）体育館・図書館（蔵書：約63,000
冊）　ほか

①スケジュール（期間） ２年間

　日程 ４月１日～３月３１日

　時間数 １，９５０時間

②定員 ３０名（男女共学）

③入学までの流れ（募集） 　→　２ページへ

　申込・資料請求先 びわこ学院大学入学センター

〒527－8533　滋賀県東近江市布施町２９

電話　0748（22）3388　FAX　0748（23）7202　Eメール　cl-admin@newton.ac.jp

④費用

入学検定料30,000円　　入学金230,000円　　授業料（年額）760,000円
施設設備費（年額）240,000円　　実習費（年額）65,000円
その他（実習着・シューズ約10,000円　　教科書等約60,000円　　諸会費42,000
円　　　　　等）

⑤シラバス 　→　https://www.biwakogakuin.ac.jp/wp-content/uploads/2022/05/kaigofukushishi_johokaiji_syllabus_2022.pdf

⑥科目担当教員 　→　３ページへ

　専任教員略歴 　→　https://www.biwakogakuin.ac.jp/wp-content/uploads/2022/05/kaigofukushishi_johokaiji_2022.pdf#page=8

⑦使用教材 　→　４ページへ

⑧実習施設 　→　５ページへ

⑨実習内容・概要 　→　６ページへ

①卒業生の延べ人数 1,414名　（令和4年3月卒業生まで）

②卒業生の進路の状況 　→　７ページへ
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２０２３年度びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 健康福祉コース　入試日程

社会
人

留学
生

エントリー期間 出願期間 試験日 合否発表 手続期間

7月25日 8月24日 書類審査 8月23日 9月26日
～8月3日 ～9月1日

9月17日 9月26日

～10月19日

9月1日 10月1日 書類審査 9月26日 11月2日
～9月9日 ～10月20日

10月15日 11月2日

～11月16日

11月2日 11月12日 11月24日
～11月8日 11月13日 ～12月26日

12月5日 12月23日
～12月12日 ～1月25日

11月4日 12月2日
～11月11日 ～12月15日

11月4日 12月2日
～11月11日 ～12月15日

11月2日 12月2日
～11月8日 ～12月26日

1月10日 2月4日 2月14日
～1月31日 2月5日 ～3月7日

2月20日 3月16日
～3月10日 ～3月24日

1月10日 2月14日
～1月31日 ～3月7日

2月1日 2月27日
～2月17日 ～3月17日

2月20日 3月16日
～3月10日 ～3月24日

○日程については、社会人入試もあわせて実施

■日程については、外国人留学生入試もあわせて実施

大学入学
共通テスト
利用選抜

Ｃ日程

Ｂ日程

A日程

後期

入試種別

総合型選抜
（AO）

学校推薦型
選抜

総合型選抜

一般選抜

前期

自己推薦

系列校推薦

指定校推薦

公募推薦
後期

公募推薦
前期

Ｂ日程

Ａ日程

○ ■

○

○

○ ■

*　*　*

*　*　*

*　*　*

*　*　*

*　*　*

*　*　*

*　*　*

*　*　*

*　*　*

*　*　* *　*　*

*　*　*

*　*　*

11月19日

11月19日

11月13日

3月15日

12月17日

12月2日

12月23日

2月14日

2月27日

3月16日

12月2日

12月2日

12月2日

2月14日

3月16日

【１次選考】

【１次選考】

【２次選考】

【２次選考】

【１次選考】

【１次選考】

【２次選考】

【２次選考】

【２次選考】

【２次選考】【１次選考】

【１次選考】
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教員数、科目ごとの担当教員名 専任　3名　　非常勤(*）　12名

領域 教育内容（時間数） 開講科目名称

人間と社会 人間の尊厳と自立 人間の尊厳と自立 福嶋 正人(*）

人間関係と 人間関係とコミュニケーション 山ノ井 勉

コミュニケーション 人間関係とコミュニケーション演習Ａ 原田 直子(*）

人間関係とコミュニケーション演習Ｂ 前田 眞里(*）

社会の理解 生活と福祉 山ノ井 勉

社会保障制度総論 福嶋 正人(*）

人間と社会に レクリエーション論 山ノ井 勉

関する選択科目 現代基礎教養（社会）A 後藤 真吾(*）

現代基礎教養（数学） 長嶺 共全(*）

ライフデザイン基礎 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

ライフデザイン研究 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

介護 介護の基本 介護の基本Ⅰ 山ノ井 勉

介護の基本Ⅱ 山ノ井 勉

介護の基本Ⅲ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

コミュニケーション コミュニケーション技術 片山 弘紀(*）

コミュニケーション技術演習 山ノ井 勉

生活支援技術 生活支援技術概論Ａ 丸山 俊明(*）　　内丸 もと子(*）

生活支援技術概論Ｂ 赤田 みゆき(*）

生活支援技術演習Ａ 山 和美

生活支援技術演習Ｂ 山 和美

生活支援技術演習Ｃ 山 和美

生活支援技術演習Ｄ 赤田 みゆき(*）　　内丸 もと子(*）　　丸山 俊明(*）

介護過程 介護過程Ⅰ 山 和美

介護過程Ⅱ 山 和美

介護過程Ⅲ 山ノ井 勉

介護過程Ⅳ 山ノ井 勉

介護総合演習 介護総合演習Ⅰ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

介護総合演習Ⅱ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

介護総合演習Ⅲ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

介護総合演習Ⅳ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

介護実習 介護実習Ⅰ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

介護実習Ⅱ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

介護実習Ⅲ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

介護実習Ⅳ 山 和美　　　山ノ井 勉　　　吉原 真紀

こころとからだの 発達と老化の理解 発達と老化の理解Ⅰ 溝口 孝子(*）

しくみ 発達と老化の理解Ⅱ 溝口 孝子(*）

認知症の理解 認知症の理解Ⅰ 伊藤 雅隆(*)

認知症の理解Ⅱ 山 和美

障害の理解 障害の理解Ⅰ 溝口 孝子(*）

障害の理解Ⅱ 吉原 真紀

こころとからだの こころとからだのしくみの基礎Ａ 新屋 久幸(*）

しくみ こころとからだのしくみの基礎Ｂ 吉原 真紀

こころとからだのしくみの理解Ａ 新屋 久幸(*）

こころとからだのしくみの理解Ｂ 吉原 真紀

医療的ケア 医療的ケアⅠ 吉原 真紀

医療的ケアⅡ 吉原 真紀

担当教員名
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教材名 出版社名

1 たっちゃんと学ぼう 日本印刷 人間関係とコミュニケーション演習A

（人間と社会－
人間関係とコミュ
ニケーション）

2 最新　介護福祉士養成講座3　「介護の基本Ⅰ」 中央法規 介護の基本Ⅰ
（介護－介護の
基本）

3 最新　介護福祉士養成講座4　「介護の基本Ⅱ」 中央法規 介護の基本Ⅱ
（介護－介護の
基本）

4 見て覚える！介護福祉士国試ナビ 中央法規 介護の基本Ⅲ
（介護－介護の
基本）

5 福祉住環境コ-ディネ-タ-3級公式テキスト　(改訂6版) 東京商工会議所 生活支援技術概論Ａ
（介護－生活支
援技術）

6 最新　介護福祉士養成講座6　「生活支援技術Ⅰ」 中央法規
生活支援技術概論Ａ・Ｂ
生活支援技術演習Ａ・Ｂ・D

（介護－生活支
援技術）

7 最新　介護福祉士養成講座7　「生活支援技術Ⅱ」 中央法規 生活支援技術演習Ａ・B
（介護－生活支
援技術）

8 最新　介護福祉士養成講座8　「生活支援技術Ⅲ」 中央法規 生活支援技術演習Ｃ
（介護－生活支
援技術）

9 楽しく学ぶ介護過程 久美出版 介護過程Ⅰ
（介護－介護過
程）

10 最新　介護福祉士養成講座9　「介護過程」 中央法規 介護過程Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
（介護－介護過
程）

11 ワークで学ぶ介護実習・介護総合演習 (株）みらい 介護総合演習Ⅰ・Ⅲ
（介護－介護総
合演習）

12 介護実習で困らないためのＱ＆Ａ 中央法規 介護総合演習Ⅰ・Ⅱ
（介護－介護総
合演習）

13 福祉小六法 (株）みらい 介護総合演習Ⅰ
（介護－介護総
合演習）

14 介護福祉用語辞典 中央法規 介護総合演習Ⅱ
（介護－介護総
合演習）

15 介護職・福祉職のための医学用語辞典 中央法規 介護総合演習Ⅱ
（介護－介護総
合演習）

16 イラストで理解する福祉現場の感染対策 中央法規 介護総合演習Ⅱ
（介護－介護総
合演習）

再
掲

ワークで学ぶ介護実習・介護総合演習 (株）みらい 介護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
（介護－介護実
習）

17 最新　介護福祉士養成講座12　「発達と老化の理解」 中央法規 発達と老化の理解Ⅰ・Ⅱ
（こころとからだ
のしくみ－発達
と老化の理解）

18 最新　介護福祉士養成講座13　「認知症の理解」 中央法規 認知症の理解Ⅱ
（こころとから
だのしくみ－認

19 最新　介護福祉士養成講座14　「障害の理解」 中央法規 障害の理解Ⅰ・Ⅱ

20 書いて覚える！介護福祉士国家試験合格ドリル 中央法規 障害の理解Ⅱ

21 最新　介護福祉士養成講座11　「こころとからだのしくみ」 中央法規 こころとからだのしくみの基礎Ａ・B

再
掲

書いて覚える！介護福祉士国家試験合格ドリル 中央法規
こころとからだのしくみの基礎B
こころとからだのしくみの理解B

22 新版　精神保健　第3版 医学出版社 こころとからだのしくみの理解Ａ

23 最新　介護福祉士養成講座11　「こころとからだのしくみ」 メヂカルフレンド社 こころとからだのしくみの理解Ｂ

24 医療的ケア 建帛社 医療的ケアⅠ・Ⅱ （医療的ケア）

25 点字はやわかり（新版） 京都ライトハウス
人間関係とコミュニケーショ
ン演習Ｂ

26 数学の基本 ベレ出版 現代基礎教養（数学）

※全受講生購入（1～24）

※履修科目により購入（25～26）

（人間と社会－
選択科目）

（こころとからだ
のしくみ－こころ
とからだのしく
み）

使用教材一覧表（受講生が必要とする教材）

教材使用科目（分野）

（こころとからだ
のしくみ－障害
の理解）
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施設名称 所在地 事業内容

特別養護老人ホーム　桐生園 大津市上田上桐生町37 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　近江第二ふるさと園 彦根市開出今町1343-3 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　さざなみ苑 彦根市城町二丁目13番3号 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　ふくら 長浜市内保町480 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　青浄苑 長浜市加田町字清水2995 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　菖蒲の郷 草津市山寺町837 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　ゆいの里 守山市洲本町井関1 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　淡海荘 栗東市出庭697-1 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　せせらぎ苑 甲賀市甲南町葛木855 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　兆生園 甲賀市水口町今郷北山1032-25 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　信楽荘 甲賀市信楽町牧字小屋ｶｲﾄ1159 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　悠紀の里 野洲市南桜2131-1 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　ぎおうの里 野洲市冨波甲1340-1 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　美松苑 湖南市針1325 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　ふじの里 高島市安曇川町下小川3220番地1 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　能登川園 東近江市新宮町547番地 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　カルナハウス 東近江市建部下野町797 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　玉園ハイム 東近江市尻無町字山ﾉ間1170-3 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　菊水園 東近江市下里町字桑の木789 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　清水苑 東近江市五個荘川並町268番地 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　白寿荘 蒲生郡日野町松尾御霊谷359 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　万葉の里 蒲生郡竜王町山之上632 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　やまびこ 愛知郡愛荘町安孫子1235 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム　いぬかみ 犬上郡多賀町中川原605番地2 特別養護老人ホーム

地域密着型特別養護老人ホーム　きいと 東近江市五個荘山本町447番地34 特別養護老人ホーム

養護老人ホーム　きぬがさ 東近江市五個荘川並町322番地 養護老人ホーム

介護老人福祉施設　こぼしの家 東近江市市辺町3477 介護老人福祉施設

介護老人保健施設　アロフェンテ彦根 彦根市竹ケ鼻町80番地 介護老人保健施設

介護老人保健施設　長浜メディケアセンター 長浜市加田町2984-1 介護老人保健施設

介護老人保健施設　湖北やすらぎの里 長浜市木之本町黒田1221 介護老人保健施設

介護老人保健施設　ヴォーリズ老健センター 近江八幡市北之庄町492 介護老人保健施設

介護老人保健施設　リハビリセンターあゆみ 東近江市新宮町558番地 介護老人保健施設

介護老人保健施設　ウェル青葉 東近江市青葉町1-46 介護老人保健施設

介護老人保健施設　パストラールとよさと 犬上郡豊郷町石畑212 介護老人保健施設

介護老人保健施設　ここちの郷 東近江市五個荘山本町466番地 介護老人保健施設

救護施設　さわやか荘 高島市今津町浜分528-11 救護施設

救護施設　滋賀保護院 大津市本宮2丁目6-45 救護施設

救護施設　ひのたに園 蒲生郡日野町松尾121 救護施設

障害者支援施設　ふるさと 彦根市開出今町1343-3 障害者支援施設

障害者支援施設　きぬがさ作業所 近江八幡市安土町下豊浦9019 障害者支援施設

障害者支援施設　るりこう園 甲賀市土山町野上野497 障害者支援施設

障害者支援施設　清湖園 高島市今津町南新保87 障害者支援施設

障害者支援施設　スマイル 東近江市平田町717-1 障害者支援施設

障害者支援施設　あかね 東近江市小脇町字栄2089 障害者支援施設

障害者支援施設　きらり庵 東近江市上中野町397 障害者支援施設

障害者支援施設　くすのき 東近江市蒲生寺町小野1186 障害者支援施設

障害者支援施設　わたむきの里第１作業所 蒲生郡日野町上野田805 障害者支援施設

障害者支援施設　せいふう 彦根市高宮町2672 障害者支援施設

重症心身障害児者施設　びわこ学園医療福祉センター草津 草津市笠山八丁目3番113号 重症心身障害児者施設

重症心身障害児者施設　びわこ学園医療福祉センター野洲 野洲市北桜978-2 重症心身障害児者施設

老人居宅介護等事業東近江市社会福祉協議会　ヘルパーステーションなごみ 東近江市乙女浜町527 老人居宅介護等事業

老人居宅介護等事業東近江市社会福祉協議会　ゆうあいの家 東近江市永源寺町高野437 老人居宅介護等事業

老人居宅介護等事業東近江市社会福祉協議会　ヘルパーステーションせせらぎ 東近江市市子川原町676 老人居宅介護等事業

老人居宅介護等事業日野町社会福祉協議会　ひだまり事業所 滋賀県蒲生郡日野町河原1丁目1 老人居宅介護等事業

老人居宅介護等事業彦根市社会福祉協議会　ホームヘルパーステーション 彦根市平田町670 老人居宅介護等事業

老人居宅介護等事業長浜市社会福祉協議会　ホームヘルパーステーション 長浜市湖北町速水2745番地 老人居宅介護等事業

認知症対応型共同生活介護　あったかハウス京町グループホーム 彦根市京町1丁目4-7 認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護　彦根市グループホームゆうゆう 彦根市川瀬馬場町1015-1 認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護　グループホームのと川 東近江市新宮町330 認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護　しみんふくしの家八日市グループホーム 東近江市東沖野2-5-5 認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護　グループホーム万葉の里 蒲生郡竜王町大字山之上632 認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護　甲良町グループホームらくらく 犬上郡甲良町在士625 認知症対応型共同生活介護

認知症高齢者グループホーム　グループホームさざなみ苑 彦根市城町二丁目13番3号 認知症対応型共同生活介護

認知症高齢者グループホーム　グループホームハートフル 犬上郡多賀町中川原605-2 認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型ホーム　船木えんの家 近江八幡市船木町1383 小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護事業所　花梨 守山市立田町4135‐1 小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護事業所　かじやの里の新兵衛さん 東近江市佐野町35番地 小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護事業所　愛近江ゆ加里 東近江市勝堂町1702 小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護　第二ともの家 東近江市宮川町691番地291 小規模多機能型居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護　ほっとひだまり 米原市一色458-1 小規模多機能型居宅介護事業

訪問介護　鈴木ヘルスケアサービス 彦根市後三条町350-3 訪問介護

訪問介護　ヘルパーステーション YOU-'S 蒲生郡日野町上野田805 訪問介護

訪問介護　東近江地域障害者生活支援センター れいんぼう 東近江市小脇町2089 訪問介護

訪問介護　いずみ介護サービス ひふみ 蒲生郡日野町里口48番地 訪問介護

訪問介護　いずみ介護サービス おがわ 東近江市小川町3317番 訪問介護

訪問介護　いずみ介護サービス デイハウスひふみ 蒲生郡日野町里口48番地 訪問介護

生活介護事業　スマイルくさつ 草津市木川町808-2 生活介護事業5 ページ



実習種別 実習内容・特徴

介護実習Ⅰ

※5日間×2回
計10日間

施設実習では、主に施設内での介護福祉士の役割や行動、他職種との連携方法等
について学びます。そこで、介護実習Ⅰでは、実際の福祉施設に行き、そこで働いて
いる実習指導者や他職種の人達から多くの介護に関する知識や技術等を教えてもら
いながら、学校で学んだ基礎的な介護知識や介護技術の習得状況を実際の現場の
中で確認し、それらを向上させるとともに、介護現場でしか学べない施設内での介護
福祉士のあり方や毎日の介護記録の書き方、施設利用者とのコミュニケーション技
術を現場を通して学びます。

介護実習Ⅱ

介護実習Ⅱでは、介護実習Ⅰの内容を踏まえて、介護現場における介護知識や介
護技術の更なる向上と習得を行いながら、担当した施設利用者に対して求められる
支援を、可能な範囲でのケアプランの作成と実施評価に取り組みます。学校ではケ
アプラン作成のための授業を行っているので、その成果を活かしつつ、実際の現場
におけるケアプラン作成の方法や難しさを経験しながら、実習指導者や巡回教員の
指導のもとにケアプラン実施評価のための方法等を学びます。

介護実習Ⅲ

超高齢化社会を迎えて、施設介護の需要が増えどの施設でも入所待ちの現状であ
るが、最近では居宅介護の重要性が見直され、国や住民の支えもあり、様々な居宅
介護サービスが充実してきている。介護実習Ⅲでは、居宅介護現場で必要とされる
介護知識や介護技術の習得を目指すため、実際に居宅介護サービスを実施してい
る社会福祉協議会等で実習を行い、現場の実習指導者や巡回教員から居宅介護
サービスの役割や意義、方法等を実際の現場実習を通して学習します。

介護実習Ⅳ

介護実習Ⅳは、すべての介護実習のまとめとして位置づけているので、介護実習Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲの内容を踏まえて、施設現場で必要とされている介護知識や介護技術を十分
に身に付けられているのかを確認するとともに、それらの進歩と発展、向上について
考え、さらには地域における福祉施設や介護福祉士の意義や役割についても考察す
る。また、介護にとって最も重要なケアプランの作成と実施、更には実施後の評価に
よるケアプランの見直し方法や再実施の方法等についても実際の現場を通して学習
します。
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卒業生数

3

11

国

都道府県

市（区）町村 2

16

⑫進学

⑬未就労

合計

令和4年3月卒業生の進路状況

⑥児童福祉施設

⑦社会福祉協議会

⑧その他

⑨公務員

⑩医療機関

⑪他産業

④障害者支援施設

⑤保護施設

就職先

①居宅サービス事業所等（基準該当事業所を含む。）

②介護保険施設

③障害福祉サービス事業所（基準該当事業所を含む。）
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№ １ 

専任教員に関する調書 

養 成 施 設 名 びわこ学院大学短期大学部ライフデザイン学科介護福祉コース 

氏 名 山 和美 

生 年 月 日 昭和30年 月 日 年齢  歳 

最 終 学 歴 滋賀文化短期大学人間福祉学科介護福祉専攻卒業 

教

育

歴

・

職

歴 

名  称 教育内容又は業務内容 年  月 

滋賀県甲良町社会福祉協議会 介護保険事業室 主任生活相談員（介護職） 
平成14年4月～ 

平成16年3月 

滋賀文化短期大学 実習センター（実習助手） 
平成16年4月～ 

平成19年3月 

特別養護老人ホーム「もみじ」 非常勤職員（介護職） 
平成16年4月～ 

平成20年3月 

滋賀文化短期大学 人間福祉学科 助教 
平成19年4月～ 

平成21年3月 

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 講師 
平成21年4月～ 

平成27年3月 

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 准教授 
平成27年4月～ 

現在に至る 

資

格

・

免

許

・

学

位 

名  称 取  得  機  関 取得年月日 

介護福祉士 厚生労働省 平成14年3月22日 

介護教員講習会修了 日本介護福祉士養成施設協会 平成22年1月6日 

   

 



№ ２ 

専任教員に関する調書 

養 成 施 設 名 びわこ学院大学短期大学部ライフデザイン学科介護福祉コース 

氏 名 吉原 真紀 

生 年 月 日 昭和39年 月 日 年齢  歳 

最 終 学 歴 山梨県立高等看護学院 看護第Ⅱ学科 卒業 

教

育

歴

・

職

歴 

名  称 教育内容又は業務内容 年  月 

山梨県立中央病院 看護師 
昭和60年4月～ 

平成3年3月 

リハビリテーションセンター 

富士温泉病院 
看護師 

平成3年4月～ 

平成4年11月 

和泉市立病院 非常勤看護師 
平成5年1月～ 

平成6年3月 

甲良町社会福祉協議会 

せせらぎデイサービス 
非常勤看護師 

平成14年9月～ 

平成16年9月 

社会福祉法人 あすなろ福祉会 

特別養護老人ホーム いやしのさと 
非常勤看護師 

平成16年10月～ 

平成19年3月 

医療法人 友仁会 

彦根市佐和山デイサービスセンター 
非常勤看護師 

平成19年4月～ 

平成23年3月 

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 非常勤講師 
平成22年4月～ 

平成23年3月 

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 助教 
平成23年4月～ 

平成27年3月 

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 講師 
平成27年4月～ 

現在に至る 

資

格

・

免

許

・

学

位 

名  称 取  得  機  関 取得年月日 

准看護師免許 山梨県 昭和58年4月15日 

看護師免許 厚生労働省 昭和60年5月23日 

介護教員講習会修了 日本介護福祉士養成施設協会 平成23年3月31日 

医療的ケア教員講習会 日本介護福祉士養成施設協会 平成24年2月5日 

 



№ ３ 

専任教員に関する調書 

養 成 施 設 名 びわこ学院大学短期大学部ライフデザイン学科介護福祉コース 

氏 名 山ノ井 勉 

生 年 月 日 昭和48年 月 日 年齢  歳 

最 終 学 歴 東北福祉大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専修修士課程 修了 

教

育

歴

・

職

歴 

名  称 教育内容又は業務内容 年  月 

学校法人 聖十字福祉専門学校 社会福祉士科 専任講師 
平成 11年4月～ 

平成17年3月 

学校法人 こおりやま東都学園  

郡山健康科学専門学校 
介護福祉学科 専任講師 

平成 17年4月～ 

平成24年3月 

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 非常勤講師 
平成 24年4月～ 

平成25年3月 

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 助教 
平成 25年4月～ 

平成28年3月 

びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科 講師 
平成 28年4月～ 

現在に至る 

資

格

・

免

許

・

学

位 

名  称 取  得  機  関 取得年月日 

社会福祉主事任用資格 東北福祉大学 平成8年3月 

修士（社会福祉） 東北福祉大学 平成 11年3月 

介護教員講習会修了 日本介護福祉士養成施設協会 平成20年2月29日 

 


