
介護福祉士養成に関する情報公開 

 

※「介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針」に基づき、中国短期大学総合生活学科 

生活福祉コースにおける介護福祉士養成課程について以下の情報を公開しています。 

 

■設置者に関する情報 

・法人名称：学校法人 中国学園 

・所在地：〒701－0197 岡山市北区庭瀬 83 番地 

・連絡先：086－293－1100（代表） 

・代表者：理事長 中島義雄 

・介護福祉養成施設以外の実施事業：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ 

・財務諸表：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「情報公開」 

 

■介護福祉士学校に関する情報 

・名称：中国短期大学 

・住所：〒701－0197 岡山市北区庭瀬 83 番地 

・連絡先：086－293－1100（代表） 

・代表者：学長 千葉喬三 

・開設年月日：2021 年 4 月（開学は 1962（昭和 37）年 4 月） 

・学則：中国短期大学学則 

・研修施設、図書館等の設備の概要 

研修施設、設備等：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「キャンパスマップ」 

図書館：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「図書館」 

 

■養成課程に関する情報 

・養成課程のスケジュール 

（授業科目・開講時期・単位数） 

領域 授 業 科 目 
単位
数 

開講時期 

１年 ２年 

前期 後期 前期 後期 

人間と
社会 

人間の尊厳と自立 2 2    

社会保障論 2  2   

社会福祉論 2   2  

人間関係とコミュケーション 2  2   

生活コミュニケーション論 2 2    

社会学 2  2   

地域福祉論 2    2 

地域共生社会論 2   2  

介護 

生活学概論Ａ 2 2    

生活学概論Ｂ 2  2   

生活学概論Ｃ 2   2  

生活学概論Ｄ 2    2 

生活余暇支援技術 1 1    

生活支援技術Ⅰ 2 2    
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生活支援技術Ⅱ 2  2   

生活支援技術Ⅲ 2   2  

生活家事支援技術 2 2    

生活コミュニケーション演習 A 1 1    

生活コミュニケーション演習 B 1  1   

生活コミュニケーション特論 1   1  

介護概論 2 2    

介護の基本Ⅰ 2  2   

介護の基本Ⅱ-A 2   2  

介護の基本Ⅱ-B 2    2 

メンタルヘルス学 2    2 

リスクマネジメント論 2    2 

介護過程Ⅰ 1 1    

介護過程Ⅱ 1  1   

介護過程Ⅲ 2   1  

特別研究 2    2 

総合生活学セミナーＫⅠ 1 １    

総合生活学セミナーＫⅡ 1  1   

総合生活学セミナーＫⅢ 1   1  

総合生活学セミナーＫⅣ 1    1 

介護実習 10 2 2 2 4 

こころ
とから
だのし
くみ 

認知症の理解Ⅰ 2  2   

認知症の理解Ⅱ 2   2  

人間の生活と発達 2   2  

発達と老化の理解 2  2   

障害者支援論 2  2   

障害の理解 2   2  

医学一般 2 2    

こころとからだのしくみⅠ 2  2   

こころとからだのしくみⅡ 2   2  

心理学 2    2 

医療的ケアⅠ－Ａ 2  2   

医療的ケアⅠ－Ｂ 2   2  

医療的ケアⅡ 2    2 

 

（介護実習） 

介護実習Ⅰ（250 時間） 

実習Ⅰ－①  1 日  8 時間×10 日間（80 時間） １年次 7 月の第 2 週～3 週 

実習Ⅰ－②A  1 日 7.5 時間× 8 日間（60 時間） １年次 9 月の第 2 週～3 週 

実習Ⅰ－②B  1 日 6 時間× 5 日間（30 時間） １年次 2 月の第 2・3 週 

実習Ⅰ－③  1 日 8 時間×10 日間（80 時間） ２年次 5 月の第 4 週～5 週 

介護実習Ⅱ（200 時間） 

実習Ⅱ    1 日  8 時間×25 日（200 時間）  ２年次 10 月第 3 週～11 月第 2 週 

 

・定員：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「入試情報」 

・入所までの流れ：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「入試情報」 

・費用：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「入試情報」 

・科目ごとのシラバス：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「Ｗｅｂシラバス」 
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・教員数、科目ごとの担当教員名： 

専任教員数：４名 

教員の氏名・保有資格等：松井 圭三、中野 ひとみ、名定 慎也、韓 在都 

科目毎の担当教員名：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「Ｗｅｂシラバス」 

・使用する教材：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「Ｗｅｂシラバス」 

・介護実習施設等の名称、住所及び事業内容 

介護実習施設等の名称 設置主体名 住所 事業内容 

岡山シルバーデイサービスセンター 
社会福祉法人 

鷲山会 
岡山県岡山市北区新庄上 545-1 通所介護 

介護老人保健施設 

きのこ老人保健施設 デイケア 

社会福祉法人 

新生寿会 
岡山県笠岡市東大戸 2912-3 

通所リハビリテーショ

ン 

矢掛町介護老人保健施設 

たかつま荘（デイケア） 
矢掛町 岡山県小田郡矢掛町矢掛 2695-2 

通所リハビリテーショ

ン 

老人保健施設 

くじば苑 通所リハビリテーション 
笠岡中央病院 岡山県笠岡市笠岡 5102-15 

通所リハビリテーショ

ン 

介護老人保健施設 

くろかみ（デイケア） 

一般社団法人 

新見医師会 
岡山県新見市高尾 2306-5 

通所リハビリテーショ

ン 

倉敷紀年病院 

せいわ 通所リハビリテーション 

医療法人 

誠和会 
岡山県倉敷市中島 770-1 

通所リハビリテーショ

ン 

介護老人保健施設 

サンビレッジ 

通所リハビリテーション 

社会福祉法人 

東光会 
広島県福山市春日町 7 丁目 6-27 

通所リハビリテーショ

ン 

高島デイサービスセンター 
社会福祉法人 

幸輝会 

岡山県岡山市中区国府市場 985-

1 
通所介護 

セイフティー信和 

デイサービスセンター 

社会福祉法人 

広谷福祉会 
広島県府中市高木町 133-3 通所介護 

ハモニカ 

デイサービスセンター 

社会福祉法人 

ふれあい福祉会 
岡山県岡山市東区浅川 520-9 通所介護 

デイサービスセンター新山 
社会福祉法人 

緑寿会 
広島県福山市駅家町新山 3578-2 通所介護 

シルバーデイサービスセンター 
社会福祉法人  

鷲山会 
岡山県倉敷市児島柳田町 355-85 通所介護 

あかいわ社協 

ホームヘルプステーション 

社会福祉法人 

赤磐市社会福祉協議会 
岡山県赤磐市河本 778-1 訪問介護 

高梁市社会福祉協議会 

訪問介護事業所 

社会福祉法人 

高梁市社会福祉協議会 
岡山県高梁市向町 21-3 訪問介護 

福山市社会福祉協議会訪問介護事業所 
社会福祉法人 

福山市社会福祉協議会 

広島県福山市三吉町南 2 丁目

11-22 
訪問介護 

倉敷ホームヘルプステーション 
社会福祉法人 

倉敷市総合福祉事業団 

岡山県倉敷市笹沖 180 

くらしき健康福祉プラザ 3 階 
訪問介護 

児島ホームヘルプステーション 
社会福祉法人 

倉敷市総合福祉事業団 

岡山県倉敷市児島小川町 3681-3

児島支所 6 階 
訪問介護 

ハモニカヘルパーステーション 
社会福祉法人 

ふれあい福祉会 
岡山県岡山市東区浅川 520-28 訪問介護 

新見市社協中央ヘルプセンター 
社会福祉法人 

新見市社会福祉協議会 
岡山県新見市金谷 640-1 訪問介護 

サルピス訪問介護事業所 
株式会社 

サルピス 
岡山県岡山市中区原尾島 1-8-14 訪問介護 

玉野ホームヘルプステーション社協 
社会福祉法人 

玉野市社会福祉協議会 
岡山県玉野市向井 5 丁目 22-1 訪問介護 

福祉あさくちヘルパーセンター 
社会福祉法人 

浅口市社会福祉協議会 
岡山県浅口市寄島町 16089-17 居宅介護 

ありがとう総合訪問センター 
株式会社 

ＱＯＬサービス 
広島県福山市春日町浦上 1212 訪問看護・訪問介護 

南ふれあい介護サービスセンター 
公益財団法人  

岡山市ふれあい公社 
岡山県岡山市南区福田 690-1 訪問介護 

https://www.cjc.ac.jp/juniorcollege/total_life.html
http://syllabus-cjc.jp/koukai/
http://syllabus-cjc.jp/koukai/


北ふれあい介護サービスセンター 

御津サテライト 

公益財団法人  

岡山市ふれあい公社 
岡山県岡山市北区御津金川 449 訪問介護 

高齢者生活支援ハウス 

生き活き館岡山 

社会福祉法人  

生き活き館 
岡山県岡山市北区春日町 9-5 訪問介護 

桃太郎ハンズ 

岡山ホームヘルパーステーション 

特定非営利活動法人  

桃太郎ハンズ 
岡山県岡山市北区春日町 9-3 訪問介護 

障害者支援施設 

こうのしま荘 

社会福祉法人 

天神会 
岡山県笠岡市神島 3628-3 障害者支援施設 

障害者支援施設 

ひゅうまん 

社会福祉法人 

弘徳学園 

岡山県岡山市中区赤坂南新町 6-

1 
障害者支援施設 

障害者支援施設 

ももぞの育成園 

社会福祉法人  

ももぞの学園 
岡山県岡山市北区粟井 2786-2 障害者支援施設 

障害者支援施設 

王慈療護園 

社会福祉法人  

王慈福祉会 

岡山県倉敷市児島下の町 2 丁目

12-24 
障害者支援施設 

障害者支援施設 

エンゼルデイサービスセンター 

社会福祉法人  

王慈福祉会 

岡山県倉敷市児島下の町 2 丁目

12-24 

障害福祉サービス事業

所 

障害者支援施設  

いづみ寮 

社会福祉法人  

旭川荘 
岡山県岡山市北区中原 664-1 先 障害者支援施設 

就労継続支援 B型 

あおば 

社会福祉法人 

旭川荘 
岡山県岡山市北区中原 664-1 先 

障害福祉サービス事業

所 

障害者支援施設 

ももぞの福祉園 

社会福祉法人  

ももぞの学園 
岡山県岡山市北区粟井 2778-4 障害者支援施設 

就労継続支援 A型事業所 

就労センターもも 

社会福祉法人  

ももぞの学園 
岡山県岡山市北区足守 1784-6 

障害福祉サービス事業

所 

グループホーム 

カーサハモニカ 

社会福祉法人 

ふれあい福祉会 
岡山県岡山市東区浅川 520-17 

認知症対応型共同生活

介護 

グループホーム  

津島の里 

医療法人 

たくふう会 

岡山県岡山市北区津島京町 1 丁

目 5-18 

認知症対応型共同生活

介護 

医療法人こまくさ会河口病院 

グループホーム こまくさ 

医療法人こまくさ会 

河口医院 
岡山県玉野市宇野 2 丁目 19-18 

認知症対応型共同生活

介護 

若宮園グループホーム 
社会福祉法人 

淳風福祉会 
岡山県岡山市南区箕島 3566-1 

認知症対応型共同生活

介護 

グループホーム 

パラディーソ神宮寺 

株式会社 

ファミリーズ 

岡山県岡山市北区北方 1 丁目

14-3 

認知症対応型共同生活

介護 

グループホーム 

さっちゃん家 

社会福祉法人  

岡山中央福祉会 
岡山県岡山市東区金田 819 

認知症対応型共同生活

介護 

多機能地域ケアホーム 

ありがとうグループホーム 

株式会社  

QOL サービス 

広島県福山市春日町大字浦上

1205 

認知症対応型共同生活

介護 

小規模多機能型居宅介護 

シニアリビングあかり 

株式会社 

ファミリーズ 

岡山県岡山市北区北方 1 丁目 1-

9 

小規模多機能型居宅介

護 

小規模多機能型居宅介護 

いこいの里 

社会福祉法人  

昭友会 
岡山県岡山市中区祇園 541-1 

小規模多機能型居宅介

護 

小規模多機能型居宅介護 

穂香の里 

社会福祉法人  

岡山中央福祉会 
岡山県岡山市東区豊田 300-1 

小規模多機能型居宅介

護 

ありがとういいね 
株式会社 

QOL サービス 
広島県福山市春日町浦上 1224 

小規模多機能型居宅介

護 

特別養護老人ホーム 

岡山シルバーセンター 

社会福祉法人 

鷲山会 
岡山県岡山市北区新庄上 545-1 介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

倉敷シルバーセンター 

社会福祉法人 

鷲山会 
岡山県倉敷市児島柳田町 335-1 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

幸輝園 

社会福祉法人 

幸輝会 

岡山県岡山市中区国府市場 985-

1 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

白和荘 

社会福祉法人 

潤真会 

岡山県高梁市高倉町大瀬八長

2663-1 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

みゆき園 

社会福祉法人 

みゆき会 
岡山県倉敷市幸町 8-27 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

若宮園 

社会福祉法人 

淳風福祉会 
岡山県岡山市南区箕島 3566-1 

介護老人福祉施設 



特別養護老人ホーム 

若宮の杜 

社会福祉法人 

淳風福祉会 
岡山県岡山市南区箕島 3491-6 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

はなの苑 

社会福祉法人 

華野福祉会 
広島県尾道市向東町 12255-1 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

新山荘 

社会福祉法人  

緑寿会 
広島県福山市駅家町新山 3578-2 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

幸楽園 

社会福祉法人 

宏喜会 
広島県福山市蔵王町 159-14 

介護老人福祉施設 

ユニット型特別養護老人ホーム 

明翠園 

社会福祉法人 

明翠会 
広島県福山市柳津町 486 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

せとうち 

社会福祉法人 

藤花会 
岡山県瀬戸内市邑久町福中 1180 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

せとうちの郷 

社会福祉法人 

藤花会 
岡山県岡山市東区西大寺北 966 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

あずみ 

社会福祉法人  

明正会 
岡山県岡山市南区中畦 443-4 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

あすなろ園 

社会福祉法人  

松園福祉会 
岡山県倉敷市玉島勇崎 1044 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

中野けんせいえん 

社会福祉法人  

岡山中央福祉会 

岡山県岡山市東区西大寺中野

677-1 
介護老人保健施設 

介護老人保健施設 

きのこ老人保健施設 

社会福祉法人 

新生寿会 
岡山県笠岡市東大戸 2912-3 介護老人保健施設 

介護老人保健施設 

サンビレッジ 

社会福祉法人 

東光会 
広島県福山市春日町 7-6-27 介護老人保健施設 

介護老人保健施設 

くろかみ 

一般社団法人 

新見医師会 
岡山県新見市高尾 2306-5 介護老人保健施設 

介護老人保健施設 

福寿荘 

医療法人  

誠和会 
岡山県倉敷市中島 831 介護老人保健施設 

介護老人保健施設 

日立養力センター 

社会医療法人 

盛全会 
岡山県岡山市東区吉原 247-1 介護老人保健施設 

老人保健施設 

くじば苑 
笠岡中央病院 岡山県笠岡市笠岡 5102-15 介護老人保健施設 

老人保健施設 

さくら苑リハビリセンター 

社会福祉法人  

岡山中央福祉会 
岡山市東区西大寺浜 261 介護老人保健施設 

介護老人保健施設 

岡山赤十字老人保健施設  

玉野マリンホーム 

日本赤十字社 岡山県玉野市築港 5 丁目 16-25 介護老人保健施設 

若宮老人保健センター   
社会福祉法人 

淳風福祉会 
岡山県岡山市南区箕島 3566-1 介護老人保健施設 

 

・介護実習の内容及び特徴： 

 実習Ⅰ－① 通所介護事業所（デイサービス・デイケア） 

通所介護事業を通し、在宅生活支援における介護サービスについて実習を行なう。 

 実習Ⅰ－②A 障害福祉事業所（障害者支援施設、就労継続支援 A・B 型事業所等） 

障害福祉事業における生活支援及び就労支援を通し障害者支援について実習を行なう。 

 実習Ⅰ－②B 訪問介護事業所 

在宅生活継続のためのケアマネジメントにおける介護サービスについて実習を行なう。 

実習Ⅰ－③ 地域密着型施設（小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護） 

地域密着型施設における地域に根ざした介護サービスについて実習を行う。 

 実習Ⅱ 高齢者入所施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設） 

   介護保健施設において、対象利用者を決め、一連の介護過程を展開の実習を行なう。 

 

■実績に関する情報（令和５年度以降、掲載） 

・卒業者の延べ人数： 



・卒業者の進路の状況（就職先の施設種別、 就職先の情報、卒業者のうちの就職者数）： 

 

■その他の情報 

・入学者又は入学希望者の選択に関する情報：中国学園大学・中国短期大学ＨＰ「入試情報」 

https://www.cjc.ac.jp/exam.html

