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1. 本事業の概要 

1.1. 事業の趣旨と目的 

 介護の現場における人手不足の状況は、喫緊の課題と指摘されてから久しい。愛媛県の人口減少は、

1 年に 1 万人減と推測されている状況下で、高齢化率は平成 30 年で 32.6％の全国 7 番目、2045 年は

41.5％で 10 番目と高く、さらに介護人材の求人倍率は 3.5 倍と他職種と比較して高倍率となっており、

この課題を深刻化させている。 

 日本人の介護人材の採用が難しいことから、外国人留学生の受入れを拡大したいと考えている介護施

設は少なくないが、日本人の介護福祉士の国家試験合格率が全体で 70％を超えているのに対して、外国

人留学生の合格率は、介護福祉教育コンソーシアムに参加している専門学校数校の今年度実績で 27％未

満となっているのが実態である。 

 その原因として考えられるのは、「介護表現」の読解力の弱さがあり、これを強化するための教育プ

ログラムがないことがあげられる。現状、介護専門用語に関しては、外国人向け教材が整いつつあるが、

課題は介護に関する背景や場面や動作の意味を踏まえた文章の読解力強化の対策である。本事業では、

外国人留学生の「介護表現」読解力強化を目的とした教育プログラムを開発し、介護福祉士の合格率を、

日本人受験者に準ずる水準まで改善することを目的とする。 

 

1.2. 事業実施の背景 

1.2.1. 介護人材の必要性と地域課題 

 団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者に達す

る超高齢社会によって生じる「2025 年問題」

は、介護の現場において多大な影響が懸念され

ている。図①「要介護認定者数の見通し」に示

されたように、2025 年には要介護３以上の認

定者数は、307 万人と推計されている。それ以

降も要介護対象の人数は拡大していく推計で

ある。 

 これに対して、都道府県推計に基づく介護人

材の需給推計（図②）によると、需給ギャップ

は 2025 年に 37.7 万人（需要約 253 万人、供給

約 215 万人）に拡大する。経済産業省による発

表では、2035 年には介護人材の需給ギャップは

68 万人に達すると推計されている。さらに、「一億総活躍社会・介護離職ゼロ」を実現しようとすると、

家族による介護を介護サービスで代替する必要があり、介護人材需要が更に増加し、 2035 年時点で 79

万人の介護職員不足が見込まれるとしている。このような介護人材の不足は、介護施設、介護サービス

①要介護認定者数等の見通し 

（資料）「人口推計」（総務省）、「介護給付費実態調査（平成

26 年 10 月審査分）」（厚生労働省）、「日本の将来推計人口

（平成 24年 1月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所） 
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提供者における労働力不足の問題だけでなく、要介護者を家族に持つ労働者が離職せざるを得なくなる

など、日本全体の労働力不足に拍車をかける恐れがある。 

 

 

 

 

 

 

 介護人材の需給ギャップの課題に対して、介護予防

の推進や介護機器・IT 等を活用した介護サービスの

質・生産性の向上の対策が検討されているが、介護人

材を輩出し、またその人材が長期に渡って介護の現場

で就業できるよう、人材育成の側面から対策を図るこ

とは喫緊の課題と言える。 

 この課題は、日本の全ての都道府県において対策が

求められているが、より急務となっているのは、人口

減少が著しい地域である。加えて、四国地方の老年人

口が全国平均値より高い（図③）という地域性、特に

愛媛県は高齢化率、介護求人倍率がともに高い状況と

なっており、介護人材を輩出していくことが必須と

なっている。 

 

 

 

1.2.2. 介護人材の必要性と地域課題 

②2025年に向けた介護人材にかかる需給推計 

③人口減少と老年人口（全国と四国圏の比較） 

出典：厚生労働省「2025 年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）について」 

出典）国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の

将来推計人口（平成 25年 3月推計）」 
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 公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協

会の調査によると、介護福祉士を養成する全

国の専門学校や大学に、2018 年 4 月に入学し

た外国人留学生は 1142 人で、前年から倍増し

ている。一方で、定員に対する充足率は日本人

は 5 年前の半分以下の 5714 人となり、入学者

のうち 6 人に 1 人が外国人留学生となった（図

④）。これには２つの要因がある。１つは、養

成校において日本人志望者の減少に歯止めが

かからず、深刻な定員割れに陥っていること。

２つめは、政府が介護分野で外国人労働者の受

け入れ拡大を目指しており、2016 年 11 月に

「出入国管理及び難民認定法の一部を改正す

る法律」が成立・公布され、新たに在留資格

「介護」が創設。2017 年９月に施行されたことが影響している。 

 在留資格「介護」の創設により、留学で来日した後、介護福祉士の資格を取得して就職が決まれば、

最大５年の在留資格が得られ、繰り返し更新ができることとなった。 

 介護福祉士養成校の充足率に歯止めをかけるには、留学生の受入れ拡大は必須の状況であるとの認識

が読み取れるが、さらなる課題は、入学後の外国人留学生の介護福祉士国家試験の合格率の低迷にある。

在留資格「介護」が施行されてから、受験に至った留学生数が少ないため、実際の合格率は公開されて

いないが、対象留学生を輩出した大手専門学校数校の実績によると、後述する「介護表現」への対応が

困難なため、留学生の合格率は 27％未満に留まっている（介護福祉教育コンソーシアムに参加している

専門学校数校の今年度の実績値）。全体

の合格率 73.7％とは大きくかけ離れて

おり、ＥＰＡ介護福祉士候補者の合格率

46.0％と比較しても、留学生の合格率は

大きく下回る状況だ。（図⑤） 

 

 

1.2.3. 求められる「介護表現」読解力 

 留学生の合格率が低迷している原因として、「介護表現」の読解力が弱いためであると考える。「介護

表現」とは、介護分野における狭義の専門用語だけでなく、その意味を、具体的な介護の場面、動作、

背景等と結びつけて日本語で深く理解するために必要な、一連の語彙や表現の総体を意味する。介護の

技術は各養成校の正規授業で、介護の専門用語に関しては補講等により対応されており、留学生の介護

技術及び専門用語単体に関する理解度は比較的高くなっているという。 

 また、外国人向け介護用語集も多数出版されていることに加え、ルビ付き出題で受験できるため、専

門用語単体の理解はクリアされてきた。しかし、国家試験合格に向けた最大の問題は、介護に関する日

(人 (%) 

年

④介護福祉士養成校の入学者数と定員充足率 

※日本介護福祉士養成施設協会の調査データからグラフ化 

区分 受験者数（人）合格者数（人）合格率（％）

総数 94,610 69,736 73.7

介護福祉士養成施設 6,225 5,210 83.7

EPA 266 578 46.0

⑤第 31回介護福祉士国家試験合格結果（平成 31年） 

※厚生労働省の発表内容を表化 
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本語表現を総体的に理解するための読解力強化である。そのためには、専門用語単体の語意だけでなく、

それが具体的な介護の場面、動作、背景等と結びつけられた日本語表現の総体、つまり、「介護表現」

の読解力を修得させる必要がある。現状ではそのための教育プログラムが存在せず、専門学校留学生の

介護福祉士国家試験合格率低迷の最大要因となっている。また「介護表現」に関する読解力を身につけ

ていれば、国家試験合格率向上だけでなく、実際の介護現場で周囲の日本人と適切に連携できるように

なることも想定できる。福祉施設現場の人手不足の現状を考慮すると、即戦力となり得る外国人留学生

の介護福祉士を多く輩出していくことが地域課題の解決に繋がると言える。さらに、地域課題だけでな

く、日本の労働力不足の課題に対する解決策の一つともなり得る。加えて、本事業で開発する教育プロ

グラムは、専門学校の外国人留学生のみでなく、技能実習生、ＥＰＡ介護福祉士候補者の日本語力強化

にも適用できるため、外国人介護人材の育成に関する波及効果は高いと考えられる。 

 

1.3. 事業の実施体制 

1.3.1. 概要 

 

 

 

 

 

1.3.2. 各機関の役割・協力事項 

○教育機関 

・介護福祉士候補の外国人留学生に関する教育ノウハウ提供 

・アンケート調査項目作成 

・カリキュラム作成、シラバス・コマシラバス作成 

・実証講座への協力（参加する留学生の募集、会場提供） 

◆事業全体の活動方針・方向性 

◆実施内容等の重要事案に関する検

討・意思決定 

◆作業部会への作業指示 

◆成果物に対する評価会開催 

実施委員会の指示のもと 

◆各種成果物（教材、シラバス、コマシ

ラバス）の開発 

◆実証講座の開催・運営等の具体的

内容の企画立案 

◆外部業者への発注内容検討、発注

仕様書・作業指示書作成 

◆作業進捗・品質管理 

実施委員会 

作業部会 

実証講座受講者 

作業指示 発注承認依頼 

講座実施 ＦＢ・評価 

事業実施体制 
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○企業・団体 

・介護福祉業界団体：介護福祉全体の視点で助言、評価 

・社会福祉法人：介護福祉士を受け入れる機関として助言、評価 

 

○行政機関 

・本事業の実施にあたっての助言 

・県内介護施設事業者への協力依頼 

・本事業の成果物や実証講座が、地域課題の解決に結びつくか評価 

 

1.3.3. 事業実施委員会の構成 

 ◆構成員（委員） 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

１ 秋葉英一 学校法人秋葉学園理事長 開発・実証 千葉県 

２ 大本研二 学校法人郡山東都学園理事長 開発・実証 福島県 

３ 越中谷薫 学校法人 清永学園理事長 開発・実証 石川県 

４ 八尾 勝 学校法人東京 YMCA学院相談役 開発・実証 東京都 

５ 菅原悦子 帯広コア専門学校教員 開発・実証 北海道 

６ 小村美香 倉敷外語学院副主任 開発・実証 岡山県 

７ 城田 忠 専修学校 香南学園校長 開発・実証 高知県 

８ 池西まなみ 新居浜はぴねす外語学院校長 開発・実証 愛媛県 

9 菅原哲雄 
特別養護老人ホーム 砥部オレンジ荘 

施設長 
助言・評価 愛媛県 

10 杉本太一 
社会福祉法人紅梅会  特別養護老人

ホーム 梅本の里 総括施設長 
助言・評価 愛媛県 

11 高橋雅志 
社会福祉法人愛隣園  特別養護老人

ホームガリラヤ荘施設長 
助言・評価 

愛媛県 

12 平山 薫 社会福祉法人慈光会 事務長 助言・評価 愛媛県 

13 荻山英治 
社会福祉法人 泰斗福祉会かなさんどう

主任 
助言・評価 愛媛県 

14 井川義伸 愛媛県介護福祉士会 会長 助言・評価 愛媛県 

15 馬越祐希 
愛媛県保健福祉部  社会福祉医療局 

保健福祉課 課長 
助言・評価 愛媛県 

16 髙瀨浩二 
愛媛県保健福祉部  社会福祉医療局 

保健福祉課 主幹 
助言・評価 愛媛県 



6 

 

17 好岡浩二 
愛媛県保健福祉部  社会福祉医療局 

保険福祉課 企画係長 
助言・評価 愛媛県 

18 井上真一 
愛媛県社会福祉協議会  福祉人材部 

人材研修課課長 
助言・評価 愛媛県 

19 河原成紀 学校法人河原学園理事長 管理・運営 愛媛県 

20 越智節也 河原医療福祉専門学校校長 管理・運営 愛媛県 

21 芦澤昌彦 学校法人河原学園教務部長 実証・評価 愛媛県 

22 田中宏治 河原医療福祉専門学校事務長 運営・事務 愛媛県 

23 宮田 幸 河原医療福祉専門学校会議福祉科主任 実証・評価 愛媛県 

24 本田浩司 河原医療福祉専門学校教務課長 管理・事務・実証 愛媛県 

 

1.3.4. 事業実施委員会の開催 

■第一回 事業実施委員会 

日時 令和元年 11月 14日（木） 16：00～18：00 

場所 河原学園本部（河原ビューティモード専門学校 6階） 

議事 

(1) 事業計画の説明 

(2) 事業実施内容の検討 

(3) 調査方法について 

(4) 教育プログラム開発について 

 

  

 

■第二回 事業実施委員会 

日時 令和元年 12月 17日（火） 16：00～18：00 

場所 河原学園本部（河原ビューティモード専門学校 6階） 
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議事 

(1) アンケート結果報告 

(2) テキスト構成の評価、検討 

(3) 教育プログラムの評価、検討 

 

■第三回 事業実施委員会 

日時 令和 2年 2月 13日（木） 16：00～18：00 

場所 河原学園本部（河原ビューティモード専門学校 6階） 

議事 

(1)実証講座の検証 

(2)成果物検証 

(2)事業全体の評価 

 

1.3.5. 作業委員会の構成 

 ◆構成員（委員） 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

1 宮元預羽 今治明徳短期大学講師 開発・実証・評価 愛媛県 

2 小木曽真司 聖カタリナ大学助教授 開発・実証・評価 愛媛県 

3 高橋雅志 
社会福祉法人愛隣園  特別養護老人

ホームガリラヤ荘施設長 
助言・評価 愛媛県 

4 平山薫 社会福祉法人慈光会事務長 助言・評価 愛媛県 

5 荻山英治 
社会福祉法人 泰斗福祉会かなさんどう

主任 
助言・評価 愛媛県 

6 馬越祐希 
愛媛県保健福祉部  社会福祉医療局 

保健福祉課課長 
助言・評価 愛媛県 

7 井上真一 愛媛県社会福祉協議会課長 助言・評価 愛媛県 

8 向井理絵 
学校法人 河原学園 河原電子ビジネス

専門学校 日本語学科教員 
開発・実証 愛媛県 

9 芦澤昌彦 学校法人河原学園教務部長 開発・実証・評価 愛媛県 

10 宮田 幸 河原医療福祉専門学校会議福祉科主任 開発・実証・評価 愛媛県 

11 本田浩司 河原医療福祉専門学校教務課長 管理・運営・事務 愛媛県 

 

 

1.3.6. 作業委員会の開催 

■第一回 作業部会 

日時 令和元年 11月 14日（木） 16：00～18：00 
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場所 河原学園本部（河原ビューティモード専門学校 6階） 

議事 

(1) 事業計画の検討 

(2) アンケート質問項目の検討 について 

(3) 調査対象について 

 

  

 

■第二回 作業部会 

日時 令和元年 12月 14日（土） 16：00～18：00 

場所 河原医療福祉専門学校 601教室 

議事 

(1) アンケート集計の分析 

(2) テキスト案を作成 

(3) カリキュラム案について 

(4)教育開発プログラム作成について 

 

 

 

■第三回 作業部会 

日時 令和 2年 1月 17日（金） 16：00～18：00 

場所 河原医療福祉専門学校 図書室 
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議事 

(1)コマシラバス案について 

(2) 実証講座について 

 

 

 

■第四回 作業部会 

日時 令和 2年 2月 4日（火） 16：00～18：00 

場所 河原医療福祉専門学校 図書室 

議事 

(1)実証講座の検証 

(2)テキストについて 

(2)受講生アンケート結果 
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2. 事業活動の内容と成果 

2.1. 教育カリキュラム・プログラムの概要 

 介護福祉士国家試験の問題は、一般的な日本語読解力だけでなく、「介護表現」の読解力、つまり、

介護の知識を関連付けながら日本語の文章を読み解く力が求められる。留学生のための一般的な日本語

学習テキストや、介護の専門用語単体の語意を説明する外国人のための介護用語集は存在するが、介護

分野に関する日本語表現の総体である「介護表現」読解力のカリキュラムはない。 

 そこで本事業では、介護福祉士国家試験の合格を目標に置きながら、介護の場面の理解や介護固有の

動作について、日本語の表現を通して理解することを目指す「介護表現」読解力強化のカリキュラムを

開発する。 

 また、介護福祉士養成施設となっている専門学校が、指定カリキュラムの空き時間に組み込んで授業

を行えるよう、構成や確認テスト等を作成する。最終的には総合演習において、事例を読み解く力が付

き、国家試験に出題される問題文の内容を十全に理解する力を修得するカリキュラム構成とする。 

 

＜本教育プログラムの全体像＞ 

 

 

 

2.1.1. ３領域６単元からなるカリキュラム 

 介護福祉士国家試験の出題範囲に含まれる各領域の日本語表現を、専門用語単体に関連する「介護基

礎表現」、介護実践における動作や場面に関連する「介護実務表現」、医療や法令知識に関連する「介護

背景表現」の三種類の表現体系（「介護表現」体系）に再編成し、受講者が体系的に学べる構成とする。

問題の解説、演習を繰り返し行うことで「介護表現」読解力を修得する。 

 

◆想定する受講者 

 在留資格「介護」での就業を希望し、介護福祉士を目指して介護福祉士国家試験の受験を控えている

外国人留学生を対象とする。 

 介護分野の専門学校 1年次生で、国家試験対策講座を受講する前段階の日本語能力試験 N3 相当の日

本語能力保持者を想定。 
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◆カリキュラム（３領域６単元） 

 前記の 3 領域を、下記 6 単元で構成したカリキュラムとする。 

・介護の基礎用語 

・介護の場面で頻繁に使用される語彙や表現の理解 

・介護実践の動作、場面の理解 

・介護の疾患、障害（基本） 

・介護に関する法律、サービスを理解するための日本語 

・総合演習 

領

域 
単元 テーマ 

コマ

数 

介

護

基

礎

表

現 

介護の基礎

用語 

・基礎用語を使って、

ヒト（専門職）とヒト（被

介護者）の動きや場面

の文章を日本語で理

解し書く。 

・基礎用語を使って、介

護福祉現場の説明の

文章を日本語で理解し

書く。 

・介護の基礎用語をさ

まざまな意味に置き

換えて理解する。 

12 

介

護

実

務

表

現 

介護の場面

で頻繁に使

用される語

彙や表現の

理解 

・関心のある介護福祉

のヒト、モノなどについ

て日本語の表現を通

して理解する。 

・介護の場面図表など

の説明や記録の文章を

日本語の表現を通して

理解する。 

・介護の場面での案

内や報告する文章を

日本語の表現を通し

て理解する。 

12 

介護実践の

動作、場面

の理解 

・介護の現場で起きる

様々な場面について、

日本語の表現を通し

て理解する。 

・被介護者と介護者の

間で起こる介護固有の

動作について、日本語

の表現を通して理解す

る。 

・介護実践の動作、場

面の理解を踏まえて、

介護技術の応用的な

方法を日本語の表現

で理解する。 

12 

介

護

背

景

表

現 

介護の基礎

疾患、障害 

・介護における基礎疾

患（認知症、脳血管性

疾患等）を日本語で理

解する。 

・障害（内部障害・外部

障害等）の名称を日本

語で理解する。 

・基礎疾患、障害から

くる特徴をそれぞれ日

本語で理解する。 

10 

介護に関す

る 法 律 、

サービスを

理解するた

めの日本語 

・介護に関する法律を

日本語の表現を通し

て理解する。 

・介護に関するサービ

スを日本語の表現を通

して理解する。 

・法律、サービスの特

徴をそれぞれ日本語

で理解する。 

10 
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2.2. 介護分野の教育課題調査 

 『介護福祉士を目指す外国人留学生のための「介護表現」読解力養成』をテーマにした新しい教育プ

ログラムの開発にあたり、「介護分野の外国人留学生」および「介護分野の外国人職員」に関する教育

課題を見つけることを目的として、アンケートによる調査を実施した。 

 

2.2.1. 調査概要 

・実施方法 

 アンケート調査の実施方法は、「介護福祉士の養成校」（以下、「養成校」とする）および「介護福祉

施設」（以下、「事業所」とする）に対して、アンケートを郵便で発送し、「郵便で返送」または「ウェ

ブ（Google フォーム）」にて回答を受け付けた。 

 

・期間 

 アンケート調査の期間は、令和元年 12 月 6 日（金）に郵便で発送し、令和元年 12 月 27 日（金）ま

でを期限として実施した。ウェブによる回答は令和元年 12 月 31 日（火）まで受け付け、郵送による回

答は令和 2 年 1 月 24 日（金）まで受け付け、集計を行った。 

 

・様式 

 アンケート調査は、養成校用と事業所用で質問の内容を変えて実施した。 

 参照１ 養成校向けアンケート 

 参照２ 事業所向けアンケート 

 

2.2.2. 調査対象 

 アンケート調査は、養成校 365 件と事業所 169 件の合計 534 件を対象とした、 

 

①日本介護福祉士養成施設協会 会員校…365 校 

②介護福祉事業所（愛媛県、高知県） …169 施設 

 

まとめ、総合演習 

・事例検討をグループ

学習から個別学習に

落とし込み、総合的に

内容の理解をする。 

・1年間で修得した介護

基礎表現、介護実務表

現、介護背景表現を集

約した総合問題を理解

する。 

・介護福祉士国家試

験の過去問題の総合

問題を読み解き理解

する。 

4 

コマ数合計 60 
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2.2.3. 調査票 

 アンケート調査は、養成校用と事業所用で質問の内容を変えて実施した。 

 



14 

 

2.2.3.1. 養成校向けアンケート調査票 

令和元年度 河原学園文部科学省委託事業 

 【介護分野の外国人留学生に関する教育課題調査】アンケート 
 

 

 

 

 

 

 

０ 回答者基礎情報 

貴校・貴学科名  

ご氏名  

部署名  

役職名  

※ご回答いただいた情報は、本文部科学省委託事業のアンケート集計のみに利用し、その結果を本事

業にて作成するカリキュラムと教材に反映いたします。なお、個別のデータが貴社名およびご回答

者名とリンクして公表されることは一切ございません。 

 

 

１ 介護分野学科で外国人留学生の現状 
 

１－１ 現在、介護分野学科で外国人留学生を受け入れていますか？該当する方に✔をご記入ください。 

 

 □受け入れている 

 □受け入れていない（→３の設問にお進みください。） 

 

 

１－２ １－１で「受け入れている」に✔を記入した養成校に伺います。介護分野学科で受け入れてい

る外国人留学生について、国籍別、受入れ年度別の人数をご記入ください。 

 

1 / 4 

受入年度 

 
中国 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾈﾊﾟｰﾙ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ その他 合計 

平成 31 年度        

平成 30 年度        

平成 29 年度        

※本アンケートは、次の URL より Web からもご回答いただけます。 

https://forms.gle/4PcMQ26d91Wj67oe8 
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◆養成校向けアンケート調査票 

１－３ 外国人留学生の介護福祉士国家試験受験者数と合格者数を年度別にご記入ください。 

 

 受験者数 合格者数 

平成 31 年度   

平成 30 年度   

平成 29 年度   

合計   

 

 

１－４ 現在在籍している介護分野学科の外国人留学生の日本語能力レベル別人数をご記入ください。 

 

 ・N1（   ）名 ・N2（   ）名 ・N3（   ）名 ・N4（   ）名 

 ・N5（   ）名 ・日本語能力検定未受験者（   ）名 

 

 

２ 介護分野学科の外国人留学生向けカリキュラム 

２ 介護分野学科の外国人留学生向けに実施しているカリキュラム全てに✔をご記入ください。（複数

回答可） 

 

 □日本語能力試験対策  □日本語会話演習 

 □介護用語（読み）  □介護用語（書き） 

 □介護記録の読み方  □介護記録作成 

 □介護福祉士国家試験過去問題 □国家試験対策本による学習 

 □その他（具体的内容をご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 外国人留学生向けの介護福祉士国家試験対策 

３ 全ての養成校に伺います。外国人留学生が介護福祉士国家試験合格を目指すために、強化が必要と

思うことに✔をご記入ください。（複数回答可） 

 

 □介護の用語理解 

 □介護の場面で使用される語彙や表現の理解 

 □生活支援技術の動作、場面の理解 

 □疾患、障害に関する基礎的理解 

 □介護に関する法律、サービスに関する日本語理解 

 □その他（具体的内容をご記入ください。） 

 

 

 

 

2 / 4 
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◆養成校向けアンケート調査票 

４ 介護分野学科の外国人留学生に対する指導 
 

４－１ 全ての養成校に伺います。介護分野学科の外国人留学生に関する各項目について、指導上困難

と感じる度合いに近い番号に〇をつけてください。また、具体的な内容についてもご記入ください。 

（現在受け入れていない養成校は、受け入れる場合に指導上困難になると思われる度合いでお答えくだ

さい。） 

 

 

 

 

 

 

3 / 4 

 

項目 

１ 非常に困難である 

２ やや困難である 

３ あまり困難ではない 

４ 困難ではない 

具体的に指導上困難と感じていることを、項

目ごとにご記入ください。 

①介護の基礎用語

の理解 
１  ２  ３  ４  

②日常会話 １  ２  ３  ４  

③日本語筆記能力 １  ２  ３  ４  

④介護実習の際の

会話 
１  ２  ３  ４  

⑤介護の場面での

図表、記録等の日

本語理解 

１  ２  ３  ４  

⑥介護の場面で起

きる事象の正しい

表現 

１  ２  ３  ４  

⑦基礎疾患、障害

の状況の日本語理

解 

１  ２  ３  ４  

⑧介護に関する法

律、サービスの日

本語理解 

１  ２  ３  ４  

⑨介護技術の修得 １  ２  ３  ４  

⑩日本の慣習に合

わせた行動 
１  ２  ３  ４  
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◆養成校向けアンケート調査票 

４－２ 現行カリキュラムの３領域と医療的ケアの中で、各項目を外国人留学生に教育する際に指導上

困難と感じる度合いに近い番号に〇をつけてください。また、具体的な内容についてご記入ください。 

（現在受け入れていない養成校は、受け入れる場合に指導上困難になると思われる度合いでお答えくだ

さい。） 

 

 

 

４－３ その他に、外国人留学生の「介護表現」読解力に関して課題と感じていること、および「介護

表現」読解力に関して課題と感じた場面についてご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上です。アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。 

 

領域 

１ 非常に困難である 

２ やや困難である 

３ あまり困難ではない 

４ 困難ではない 

具体的に困難と感じていることを、項目ごと

にご記入ください。 

①人間と社会 １  ２  ３  ４  

②介護 １  ２  ３  ４  

③こころとからだ

のしくみ 
１  ２  ３  ４  

④医療的ケア １  ２  ３  ４  
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2.2.3.2. ◆事業所向けアンケート調査票 

令和元年度 河原学園文部科学省委託事業 

 【介護分野の外国人介護人材に関する課題調査】アンケート 
 

 

 

 

 

 

 

 

０ 回答者基礎情報 

貴社・貴団体名  

業種  

ご氏名  

部署名  

役職名  

※ご回答いただいた情報は、本文部科学省委託事業のアンケート集計のみに利用し、その結果を本事

業にて作成するカリキュラムと教材に反映いたします。なお、個別のデータが貴社名およびご回答

者名とリンクして公表されることは一切ございません。 

 

 

１ 外国人介護人材の受入れ状況 

 

１－１ 現在、外国人介護人材を受け入れていますか？該当する方に✔をご記入ください。 

※外国人介護人材は介護の業務を行う人材を指し、事務員など直接介護を行わない人材は含みません。

（以下同様） 

 

 □受け入れている 

 □受け入れていない（→２の設問にお進みください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 / 4 

※本アンケートは、次の URL より Web からもご回答いただけます。 

https://forms.gle/NBvgv2LgqpqrJ59C7 
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◆事業所向けアンケート調査票 

１－２ １－１で「受け入れている」に✔を記入した事業所に伺います。外国人介護人材について、受

入れを実施している制度別、国籍別に現在の受入れ人数をご記入ください。 

 

 

 

１－３ 受入れ後の外国人介護人材の介護福祉士国家試験受験者数と合格者数を、制度別、年度別にご

記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４ 現在、事業所に在籍している外国人介護人材の日本語能力レベル別人数をご記入ください。 

 

・N１（  ）名 ・N2（  ）名 ・N3（  ）名・N４（  ）名 ・N5（  ）名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 4 

制度 中国 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾈﾊﾟｰﾙ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ その他 合計 

外国人留学生 

（在留資格「介護」） 
       

技能実習生        

EPA        

 

受験者数 合格者数 

技能実習生 EPA 技能実習生 EPA 

平成 31 年度   
  

平成 30 年度   
  

合計   
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◆事業所向けアンケート調査票 

２ 外国人介護人材に関する課題 

２－１ 全ての事業所に伺います。外国人介護人材に関する各項目について、指導上困難と感じる度合

いに近い番号に〇をつけてください。また、具体的な内容についてもご記入ください。 

（現在受け入れていない事業所は、受け入れる場合に指導上困難になると思われる度合いでお答えくだ

さい。） 

 

 

２－２ 外国人介護人材の日本語表現を通した理解の不足が原因と思われる事案をお教えください。 

 

 

 

 

 

 

3 / 4 

項目 

１ 非常に困難である 

２ やや困難である 

３ あまり困難ではない 

４ 困難ではない 

具体的に指導上困難と感じていることを、項

目ごとにご記入ください。 

①介護の基礎用語

の理解 
１  ２  ３  ４  

②職員間の日常会

話 
１  ２  ３  ４  

③報告書の筆記能

力 
１  ２  ３  ４  

④利用者との会話 １  ２  ３  ４  

⑤介護の場面での

図表、記録等の日

本語理解 

１  ２  ３  ４  

⑥介護の場面で起

きる事象の正しい

伝達 

１  ２  ３  ４  

⑦基礎疾患、障害

の状況の日本語理

解 

１  ２  ３  ４  

⑧介護に関する法

律、サービスの日

本語理解 

１  ２  ３  ４  

⑨介護技術の向上 １  ２  ３  ４  

⑩日本の慣習に合

わせた行動 
１  ２  ３  ４  
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◆事業所向けアンケート調査票 

３ 介護福祉士養成校への要望事項 

３－１ 外国人介護福祉士に関して、養成校における教育で強化して欲しいことを最大５つ選んで✔を

ご記入ください。 

 

 □日本語能力試験対策  □日本語会話演習 

 □介護用語（読み）  □介護用語（書き） 

 □介護記録の読み方  □介護記録作成 

 □日本の慣習・日本文化の理解 

 □介護の場面で使用される語彙や表現の理解 

 □生活支援技術の動作、場面の理解 

 □疾患、障害に関する基礎的理解 

 □介護に関する法律、サービスに関する日本語理解 

 

 

３－２ 外国人介護福祉士が、施設でより多く受け入れられるために、事業所として教育機関に対して

求めたいことをご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 外国人介護福祉士の定着について 

４－１ 外国人介護福祉士が日本でキャリアを積んでいくために、事業所と本人にとって必要と思われ

ることを２つまで選択して✔をご記入ください。法律・制度面、待遇については除きます。 

 

 □言葉の問題によるストレスの軽減 

 □同じ出身国の職員との交流 

 □介護の現場で起きるトラブルの対処方法修得 

 □日本人職員に対する外国人理解の促進 

 □介護の場面における日本語表現の理解 

 □その他（               ） 

 

４－２ 外国人介護人材受け入れ、職場への定着において、必要と感じていること等をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

以上です。アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。 

4 / 4 
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2.2.4. 集計・分析結果 

 養成校 148 件と事業所 45 件の合計 193 件から回答を得た。回収率は、養成校 40.5％と事業所 26.6％

で全体の回収率が 36.1％であった。 

 

■アンケート調査の発送件数と回収件数の内訳 

 発送件数 

回収件数 

郵送回答 ウェブ回答 合計 回収率 

養成校 365 件 89 件 60 件 149 件 40.8% 

事業所 169 件 32 件 13 件 45 件 26.6% 

合計 534 件 121 件 73 件 194 件 36.3% 
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2.2.4.1. 介護福祉士養成校へのアンケート調査の結果 

１．介護福祉士養成校における外国人留学生の受け入れ状況  

 

 本アンケートで回答のあった介護福祉士養成校149件の内、外国人留学生の受け入れは79件であり、

受け入れ率は（受け入れ件数/養成校の回答数）53％で、約半数の介護福祉士養成校で外国人留学生を受

け入れていることが確認できた。 

 

図表 2 図表 3 

 回答数 回答率 

 

受け入れている 79 53％ 

受け入れていない 70 47％ 

   

 

２．養成校における外国人留学生の国別・年度別の受け入れ内訳 

 養成校 149 件の内、外国人留学生の年度別の受け入れ人数は、平成 29 年度 192 人、平成 30 年度 417

人、平成 31 年度 776 人で、年々増加していることが確認できる。 

また、外国人留学生を受け入れている介護分野養成校数は、平成 29 年度 30 校、平成 30 年度 53 校、

平成 31 年度 69 校で、年々増加していることが確認できる。 

 

図表 4 図表 5 
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 養成校 149 件の内、年度別・国別の外国人留学生の内訳は、図表 6、図表 7、図表 8 で示した通りで

あるが、ベトナムからの受け入れが、平成 29 年度 111 人（58%）、平成 30 年度 202 人（48％）、平成

31 年度 388 人（50%）で、全体の約半数を占めていることが確認できる。 

 

図表 6 

  

中
国 

ベ
ト
ナ
ム 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ネ
パ
ー
ル 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

そ
の
他 

人
数 

平成 31 年度 89 388 66 88 49 96 

平成 30 年度 61 202 27 21 42 64 

平成 29 年度 32 111 11 17 8 13 

構
成
比 

平成 31 年度 11% 50% 9% 11% 6% 12% 

平成 30 年度 15% 48% 6% 5% 10% 15% 

平成 29 年度 17% 58% 6% 9% 4% 7% 

 

図表 7 

 

 

図表 8 
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25 

 

３．外国人留学生の介護福祉士国家試験の状況 

 外国人留学生を受け入れている養成校 79 件の内、外国人留学生が介護福祉士国家試験を受験してい

る人数は、平成 29 年度 19 人、平成 30 年度 89 人、平成 31 年度 189 人で増加していることが確認でき、

合格者数も、平成 29 年度 10 人、平成 30 年度 36 人、平成 31 年度 68 人で増加していることが確認で

きる一方で、合格率は、平成 29 年度が 53％、平成 30 年度が 40％、平成 31 年 36％、と減少している

ことが確認できる。 

 

図表 9 図表 10 

 
受
験
者
数 

合
格
者
数 

合
格
率 

 

平成 31 年度 189 68 36% 

平成 30 年度 89 36 40% 

平成 29 年度 19 10 53% 

 

 

 また、外国人留学生を受け入れている養成校 79 件の内、受験者を出している養成校数は、平成 29 年

度 6 校、平成 30 年度 25 校、平成 31 年度 21 校で、年度別で外国人留学生を受け入れている養成校数

を分母とした受験校率は、平成 29 年度 20％、平成 30 年度 47％、平成 31 年度 30％で、3 ヶ年とも 50％

を下回っていることが確認できる。 

 

図表 11 図表 12 

 
受
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成
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外
国
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留
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受
け
入
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養
成
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受
験
校
率 

 

平成 31 年度 21 69 30% 

平成 30 年度 25 53 47% 

平成 29 年度 6 30 20% 
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４．介護福祉士養成校における外国人留学生の日本語能力レベル 

 外国人留学生を受け入れている養成校 79 件の内、外国人留学生の日本語能力レベルは、N1 が 29 人

（4%）、N2 が 216 人（27%）、N3 が 355 人（44%）、N4 が 89 人（11%）、N5 が 12 人（1%）で、N3

以下が 56%と過半数を占めており、外国人留学生の日本語能力レベルの向上が必要なレベルであること

が確認できる。 

また、日本語能力試験の未受験者が 104 人の 13%おり、日本語能力試験の受験指導および日本語能力

レベルの試験による把握（管理）が必要な状況であることも確認できる。 

 

図表 13 図表 14 

 N1 N2 N3 N4 N5 
未
受
験 

 

人数 29 216 355 89 12 104 

構成比 4% 27% 44% 11% 1% 13% 

 

 

図表 15 
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５．介護福祉士養成校の外国人留学生向け実施カリキュラム 

 外国人留学生を受け入れている養成校 79 件において外国人留学生向けに実施しているカリキュラム

は、「介護福祉士国家試験過去問題」の回答が 22 件で最も多いが、実施率は 27.8％（分母は外国人留学

生を受け入れている養成校 79 件）である。 

このことから、介護福祉士養成校において外国人留学生向けの日本語や介護に関するカリキュラムは

少ないことが確認できる。 

 

図表 16 図表 17 

 回答数 実施率 

 

介護福祉士国家試験過去問題 22 28% 

国家試験対策による学習 18 23% 

介護記録作成 14 18% 

介護用語（書き） 14 18% 

日本語会話演習 14 18% 

介護用語（読み） 13 16% 

日本語能力試験対策 13 16% 

介護記録の読み方 6 8% 

   

 

 同じ設問の「その他」の回答で得られた 21 件のコメントからも、「外国人留学生向けに特別に実施し

ているものはありません」とのコメントが見られ、「朝の始業 30 分前」「空き時間」「実習後」「補講」

で表現されるような臨時的な指導が行われているようである。 
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去問題 

国家試験対策による学

習 

介護記録作成 

介護用語（書き） 

日本語会話演習 

介護用語（読み） 

日本語能力試験対策 

介護記録の読み方 

留学生向けカリキュラム実施率 
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図表 18 

1 授業で理解出来ていない科目の補講、期末試験振り返り補講 

2 上記のすべてをカリキュラム外にて実施している。 

3 一般の語学科目として日本語 

4 外国人留学生向けに特別に実施しているものはありません 

5 朝の始業 30 分前に毎朝「介護の日本語勉強会」、不定期だが、週 1 回～月 2 回約 1 時間程度で

介護に関する用語の読み書き、科目(単元)終了時に国試過去問、先輩学生(日本人)からの実習日

誌記録の書き方についてサポートを行っている。また、JLPT 等日本語能力試験を受験する留学

生に対し個別で声かけや自主学習(使用教材等)の進捗状況を確認している。 

6 指定カリキュラムのみ使用しています。 

7 定期試験対策 

8 留学生対象のカリキュラムは実施していない 

9 空き時間に正規の授業とせず、すべて補講時間としている。週に 2 回、授業終了後の補講設定し、

そのうち 1 日は日本語授業。 

10 日本語支援講座 

11 留学生向けのカリキュラムはありません。 

12 介護用語の意味 

13 留学生 1 名のため、個別対応 

14 その他の項目も個別指導で行っている 

15 カリキュラムは日本人と同じ。別途、日本語の授業 90 分／週で実施 

16 本校併設日本語学科教員から日本語の補講月 2 回程度 1 コマ 90 分 

17 授業も実習も日本人と同じ様にしています。ただ実習日誌、アセスメント等、実習の記録物につ

いては実習中は毎日指導（実習日誌は次の日に提出することになっている、夕方から学校にて）。

実習後は課題形式にして合格するまで指導しています。 

18 日本語能力試験対策は個別レッスン 

19 県地域医療介護総合確保基金における留学生学習支援を活用し、週 1 回日本語教員による留学生

向け日本語教育（介護用語を中心とする）をしている。また、国家試験対策も行っているが、留

学生のみを対象とした実施はしていない。個別指導が多い。 

20 原稿用紙を使って、感想文をかいてもらい、日本語として相手に伝わる文章に添削している。新

聞のコラムを書き写してもらい、漢字を一文字一文字かくことをしている。 

21 週 1 回、日本語教師を招き日本語の授業 
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６．外国人留学生が介護福祉士国家試験合格を目指すために必要な強化策 

 外国人留学生が介護福祉士国家試験を合格するために必要な強化策については、介護福祉士養成校

149 件の内 80%以上の養成校が、「介護に関する法律、サービスに関する日本語理解」「介護の場面で使

用される語彙や表現の理解」「介護の用語理解」を必要と回答している。 

同じ設問の「その他」の回答で得られた 35 件のコメントからは、「問題文読解に必要な基礎的日本語

力」「国家試験的日本語文章の理解」「国試の設問を読み解く力が必要である」のような読解力を示すコ

メントが多数確認できる。 

外国人留学生が介護福祉士国家試験を合格するためには、介護の専門領域で使われる日本語（用語、

語彙、表現）の理解が必要であるとの意見が多い一方で、介護の専門領域外で文章読解力という基礎的

な日本語力を必要としているとの意見も多く見られる。 

 

図表 19 

 回答数 回答率 

介護に関する法律、サービスに関する日本語理解 124 83% 

介護の場面で使用される語彙や表現の理解 121 81% 

介護の用語理解 119 80% 

疾患、障害に関する基礎的理解 91 61% 

生活支援技術の動作、場面の理解 70 47% 

 

図表 20 
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30 

 

図表 21 

■「介護福祉士国家試験合格のために必要な強化策 

日本語の表現理解 文章読解力 介護過程（介護行為に関する思考過程） 

外国人だからというものは特にない 

文章問題の読解力、2 年次に入り国家試験に対する講座等を計画し文章を読み解くことや五肢択一問題

を繰り返す必要がある。 

日本語の文法 

文化、慣習、考え方の理解 

教員の指導能力，学内での日本語教育支援体制，留学生の生活支援体制 

問題文読解に必要な基礎的日本語力 

日常的な日本語の語彙表現。特に日本人も使用頻度の少ない語彙表現の意味。介護用語や疾患等につ

いては日本人にも必要のためチェックしませんでした。 

勉強時間の確保、予復習の習慣化 

国家試験で表現される日本語（言い回し）の理解 

外国人留学生に関し N2 レベルは必須のようである。日本語の理解が困難な学生は国試合格率低下の

原因となり得るのではないか？ 

読解力を高めるための基本的な日本語力。国試の問題は文章が長くなったので、長いと全体を読んで

意味をとらえることが留学生には難しい。 

日本語能力 

日本語の読解 

日本語の基礎能力 

入学以前に日本語能力を高めること。教科書や国家試験の文章を読んで理解できる（日本語の意味）

ことが必要。日本語能力を高めれば、介護用語等は介護用語などは日本人学生と同様で問題ないと考

えられる。 

すべて日本語理解にかかります。 

日本語の正しい理解 

コミュニケーション技術 

日常生活で出てくる日本語や外国語にない表現（「雨がしとしと」、「ウトウトこっくりと居眠り」など）。

専門用語ではなく、その状況を説明する熟語が分からず解けていない。 

国家試験的日本語文章の理解 

現在在校生がおりませんのでわかりかねます。入学レベルの教育（日本語）を高めることが前提だと

思います。つまり入り口の課題であるように思います。 

日本語の表現力（レポート、日誌、論文などを書くための） 

日本の文化、慣習、表現方法 

国試の設問を読み解く力が必要である 

とにかく問題を数多く回答していき、苦手分野をまず把握していっています。不得意なところをさら

に何度も繰り返します。 

介護の場面に限らず、日本語の基本 
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地域文化や方言の理解 

日本語の文法や口語体で文章を書く、漢字の書き順などの国語の基礎。 

介護の用語というより「控える」「必須」などの理解 

5 択の文章の主語が明確に書かれていないことが多い。文脈を読む力が弱く、文章を取り違えて読んで

しまうことも多いです。基本的な文章読解力ももっと高めないといけないと感じています。 

生活文化の理解 

地域性の理解（日本文化含め就職する地域の文化） 

基本的な日本語能力。 

留学生に合わせた模試や教材が少ないと感じています。また、国家試験問題（過去問）の表現が難し

いため、改めて説明をしなければならないです。 
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７．介護福祉士養成校における外国人留学生に対する指導上の困難度 

 介護福祉士養成校における外国人留学生への指導上の困難度では、「介護に関する法律、サービスの

日本語理解」「日本語筆記能力」「介護の場面での図表、記録等の日本語理解」に介護福祉士養成校 149

件の内 80％以上が「非常に困難」または「やや困難」と回答しており、「介護の場面で起きる事象の正

しい表現」「基礎疾患、障害の状況の日本語理解」「介護の基礎用語の理解」に対しても介護福祉士養成

校 149 件の内 70％以上が「非常に困難」または「やや困難」と回答している。 

 一方で、「日常会話」「介護技術の修得」には「非常に困難」または「やや困難」と回答した介護福祉

士養成校は 149 件の内 50％以下であった。 

 コメントからは、特に「介護に関する法律、サービスの日本語理解」については「法律上の難しい言

葉を、理解することは日本語レベルが低ければ難しい」「母国にない制度につきイメージが困難である」

「法律用語」などに困難を感じているようだが、全体を通して「専門用語」「漢字」「日本語」について

の困難を指摘するコメントが多い。 

このことから、介護福祉士養成校では、基本的な日本語能力の困難さと介護に関する日本語の理解や

表現についての困難さを感じていることが確認できる。 

 

図表 22 

 
非常に困難 やや困難 

あまり困難

ではない 

困難では 

ない 

介護に関する法律、サービスの日本語理解 66 59 13 3 

日本語筆記能力 51 64 20 5 

介護の場面での図表、記録等の日本語理解 45 68 23 3 

介護の場面で起きる事象の正しい表現 34 74 27 5 

基礎疾患、障害の状況の日本語理解 33 70 32 5 

介護の基礎用語の理解 30 80 24 6 

日本の慣習に合わせた行動 20 61 48 11 

介護実習の際の会話 16 67 44 12 

日常会話 10 57 62 12 

介護技術の修得 4 39 66 31 
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図表 23 

 

 

図表 24 

■「介護に関する法律、サービスの日本語理解」 

法律上の難しい言葉を、理解することは日本語レベルが低ければ難しい。特に難しい漢字は読めない

ことが多い。 

専門用語が多く、正しい意味を伝えるのに時間が必要 

理解が出来ないところが多く。言葉の翻訳ができない 

法律用語、法律の文脈等に慣れておらず、説明してもイメージができない 

介護保険法や障害者総合支援法はほぼ理解できない 

留学生は法律やサービス種別が特に苦手であり、この分野をどのように授業展開するのか課題が山積

している状況である。 

母国にない制度につきイメージが困難であるうえ、慣例・習慣・文化等生活スタイルによって理解が

困難 

言葉の意味の理解力、日本人の場合は漢字から意味を麗奈王出来る場合があるが留学生はそれが出来

ない（出来にくい）と考える 

理解するには難しい。 

制度の説明は伝わりにくい 

非漢字圏の留学生は困難が伴うと思われる。 

法律用語等の専門用語の意味をいかにわかりやすく伝えるか 

法律、サービスの内容理解に時間がかかってしまう 

個人差がある 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護に関する法律、サービスの日本語理解 

日本語筆記能力 

介護の場面での図表、記録等の日本語理解 

介護の場面で起きる事象の正しい表現 

基礎疾患、障害の状況の日本語理解 

介護の基礎用語の理解 

日本の慣習に合わせた行動 

介護実習の際の会話 

日常会話 

介護技術の修得 

介護福祉士養成校における外国人留学生に対する指導上の困難度 

非常に困難 やや困難 あまり困難ではない 困難ではない 
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名称を覚えることが難しい様子。 

法律の変遷 

似たような語句で混乱している。日本の学生でも理解が難しい。 

法律に関する言葉は漢字が多いため覚えることが難しい。 

非常に厳しい 

制度や法律など日本の学生でも難しい為、外国人留学生にとっては前段階の日本語の理解までのとこ

ろで難しさがある。 

法律用語の理解は繰り返し行うが、範囲も広く難しさを感じる。 

日本人でも理解が難しい。特に法律関係は N１でも困難。 

社会保障制度が異なるため、「社会連帯意識を基にした相互扶助」や「保険制度」などの理解が、思う

ように進まない。 

法律など制度的なことを理解することは難しいと思われる。 

法律の理解は他国との文化の違いもあるため 

分る人と分からない人が多い為、困難である。 

他の項目同様、日本語の理解（基礎的）ができないことには、法律用語の理解ができない。 

専門用語 

説明に時間が必要 

日常会話には出てこない用語が多く定着しにくい 

ベトナムでは法律の整備が少ない為、介護保険法などイメージできない 

法律と法律の関係性の複雑さ 

細かく何度も説明をすることにより理解は可能になってくると思われる。 

日本語の基礎能力向上に対する時間の確保 

日本語がどの程度理解できるのかによって違ってくる 

法律は日本人でも難しいため留学生には困難 

専門用語が多く理解が難しい 

介護保険制度、障害に関する法律制度など日本人でも理解できないことが多いためより難解 

法律を理解覚えるのが難しい 

本人ができないと感じていても積極的な学ぶ姿勢は少ない 

かなりの時間をかけて取り組む必要があり副教材も活用する必要がある。 

法律用語自体難しい上、自国にない表現である。 

難しい。留学生が苦手としている漢字や仕組みが難しい。 

漢字が多く難しい 

日本語本来の学習レベルに差があるので各々に支援を要する。 

日本の制度の理解は特に難しい。法律自体の意味やルビが無いものも多く苦戦している。理解しよう

と努力はしている。 

■「日本語筆記能力」 

漢字、ひらがな、カタカナ等、筆記に高い能力が求められる。 



35 

 

漢字圏以外の出身者は特に困難である。 

レポート課題などでは、書いている内容が理解しにくいことがある。 

筆記能力のある学生と、ない学生の差がものすごくあり、統一した介護記録の指導が難しい 

漢字、カタカナ、ひらがなの使い分けと漢字の読み書き 

介護福祉士養成のカリキュラムもあるため、JLPT 対策を週２コマ実施はしているが、日本語の上達が

必ずしもみられるわけではない。その中でも、筆記については留学生も困難を感じているところであ

る。 

指導側に学生の母国語の理解が必要 

特に、非漢字圏の留学生 

漢字、ひらがなが書けたとしても書いた字の意味が理解できるか疑問 

学習不足 

文法の間違いを修正する際に、理解に結び付ける作業が難しいことがある 

専門用語の漢字による記述 

漢字圏でない外国人留学生にとって、日本語も難しいうえに、専門用語を読み書きするのはハードル

が高いと思われる 

漢字の読み・その意味もよく分からない為筆記能力も乏しくなってしまう 

書く能力も個人差は大きい 

助詞の区別が困難な様子。母語の表現を使うと何となくわかるが、日本語にはない表現である。 

留学生によって日本語能力（読み書き）の差があり、個別指導が必要で時間等を要す。 

現在形・過去形の表現 

会話と同じように細かい言い回し 

板書をノートに書き写すことに時間を要する。 

"漢字がわからない学生が多く，スマホで調べながらでないと書けない。 

接続詞の誤用が多い。" 

書くことが苦手であり、文章にならない 

漢字（専門用語）の読み書きが困難 

ひらがな、カタカナ、漢字を「形」や「絵」として認識している様子で、書き順が存在しないため、

読みにくい。文法、特に「てにをは」がほとんど無いため、読みにくい。 

留学生によっても状況が違うので個別対応している 

記述が困難 

実習記録が書けない留学生が多い。指導後、書いてはいるが意味をなさない書き方である。 

日本語独特の言い回し表現等について難しさがあると思われる 

接続詞や女子をうまく使うことが難しいので細かいニュアンスが伝わらない。 

漢字 

漢字圏ではない留学生は特に困難 

文法 

漢字の読み書き、今日（きょう）のような読み方の特殊なものなど 
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講義中に筆記に時間がかかる（一度ベトナム語にして日本語に変換している） 

漢字、カタカナが難しい 

日本語の記述についてはある程度の文章を書くためにはかなりの練習時間が必要と思われる。 

日本語の基礎能力向上に対する時間の確保 

文章能力、言葉の使い方 

能力にもよるが実習記録が難しい（助詞、伝えたい内容が伝わらない） 

板書や試験時にはルビを付けないと読めない 

自分の思い、考えを具体的に表現できない or 時間がかかる 

記入例等がないと書くことができない（レポート作成時） 

本人ができないと感じていても積極的な学ぶ姿勢は少ない 

電子辞書を用いないと書けないことが多い。 

漢字、カタカナの理解が難しい様子がある。 

個人差がある。N2 以上の学生は、ある程度かけて読めるが、N3 は個人差が著しいので、その都度指

導が必要。本人の意欲によって差が出ている。記録に合った文体を身につけさせにくい。 

漢字が難しい 

3 級しかない留学生には上級受験を前提に指導 

漢字圏の留学生は比較的筆記することができるが、その国は難しい 

誤字や脱字、アプリを使って母語から翻訳すると学生の考えが伝わりにくい文になる。 

■「介護の場面での図表、記録等の日本語理解」 

図表を読み取り、どの日本語に変換するのかが分からなく、そのため話す・書くことが難しい。 

短時間で日本語で書き上げるの困難である。 

日本人にはわかりきっているものを図解することが難しい（書くこと自体が大変） 

図表については見て理解することができるが、記録については課題がある。留学生の中には、母国語

から一度英語に翻訳し、それを日本語に直してから記録に残している学生もいるため、記録の時間に

関しても留学生自身が不安を抱えているところである。 

特に入学して半年以内の留学生 

利用者とのかかわり場面の詳細な表現ができるか疑問 

記録は難しい。 

いかにわかりやすい言葉に言い換えて伝えるか 

個人差がある 

記録に時間を要する。 

専門用語・文法 

記録を書くときに、助詞の使い方を指導しなければ記録が書けない。 

漢字の理解が難しい。 

図表があると少し理解しやすそう 

自分の思いを記録として書くこと。話せるが書けない。 

専門用語が使えないし、理解できていないため、自分や他者の言動が表現できない。 
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図表の意味することや漢字などの意味などを具体的に説明できるかどうかに困難さを感じる。 

専門的な用語を活用できない。 

介護記録を日本語で書くことは大変である。実習が終わって以下月近く整理にかかる。 

介護場面に限らず、日本語理解は難しい。 

専門用語 

文法や時間が必要 

人によってはすんなり理解できる 

コミュニケーション力が高い。これが書くと直訳のようになり伝わらない。 

グラフ 1 つにしても表し方が違うと見方の説明が必要 

図の読み取りは良いと思うが記録等の日本語の理解と表現の読み取りは難しいと思われる 

日本語の基礎能力向上に対する時間の確保 

日本語がどの程度理解できるのかによって違ってくる 

能力にもよるが実習記録が難しい（助詞、伝えたい内容が伝わらない） 

指導者のコメントが理解できない（表現方法にもよるが・・・） 

記入例が必要である 

本人ができないと感じていても積極的な学ぶ姿勢は少ない 

専門用語を書くには電子辞書が必要である。考察を書くのが難しい。 

数字表示が混在している（例えば、17 時、午後 5 時、１、２、Ⅰ、Ⅱ、一、二など）。考察ができな

い。例示しても理解が深まらない。行動を順序よくまとめられない。 

グラフなどは読み取ることが難しいと思う。 

「てにをは」などの助詞 

アルバイト等で介護現場で働く学生は理解されやすいが、その他の学生は難しい。 

図表やグラフは、何のためにグラフか読み解く事ができない。実習のための記録分は努力して記載す

ることができているが誤字脱字接続語の理解が乏しい。 

■「介護の場面で起きる事象の正しい表現」 

基礎的な日本語はできるかもしれないが微妙なニュアンスを伝えることは難しい。 

日本語で書かれたことを、具体的な動作にイメージ化することが難しい 

日本語独特のニュアンスを伝えられないため、誤解を生じることが多い 

利用者の主観的情報の伝達は困難 

想像力の問題もあるし、生活習慣等に関係することであれば理解が難しいのではないかと考える 

方言の難しさ。 

言い回しが難しく伝わらないことも多い 

学生の思い込みを指摘する際に、説明を受け入れないことがある。理解したくないときは日本語がわ

からないように装うことがある。 

個人差がある 

直ぐに「分かりました」ということが多いが、行動を見るとわかっていないことがある。 

接続詞を省いてくるため確認が必要であり時間がかかる。 
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意味理解ができない 

起きていることは理解できても、それを説明ができない 

専門用語が使えないし、理解できていないため、自分や他者の言動が表現できない。 

利用者に対しての人権や尊厳を守るという考えや利用者本位の考え方を理解していくことが難しいと

感じる。 

緊急を要する場合の表現方法が難しい。 

本を読ませてもスラスラは読めない。2～3 ページであれば 1 時間かかる。正しい表現で言えない。イ

メージはできる。 

「日本語で表現する」とするならば、難しい。 

専門用語 

報告・連絡・相談など各国によって必要と思うことが違うので日本の事象に対する表現とそれに対す

る対応方法もセットで教える必要があると思う。 

日本語の基礎能力向上に対する時間の確保 

日本語がどの程度理解できるのかによって違ってくる 

正確には伝えられない 

学内で学んでも実務で応用した活用ができない 

日本語力がない場合、説明に時間を要す。また理解度も低い。 

本人ができないと感じていても積極的な学ぶ姿勢は少ない 

例えば、転倒、こけた、つまづいた、倒れた等、場面による使い分けが難しい。 

利用者の反応や変化に気付かない学生がいる。気が付いても言葉や文章にできなくて客観的事実が書

けない。ヒヤリハットなど感覚の違いで説明しづらい場面がある。 

文法的に間違っていることが多く伝わりにくい場面が多い 

■「基礎疾患、障害の状況の日本語理解」 

専門用語が多く、正しい意味を伝えるのに時間が必要 

翻訳しにくい時が理解しにくい 

専門用語を理解するのが難しい 

既存で看護師等の資格を取得（祖国の資格）している留学生に関しては、疾患や障害の説明の際、図

や絵をみることによって理解につながることもある。ただし、他の留学生については、日本語で取り

扱う疾患や障害の理解は極めて難しい状況であり、基礎知識として結びつけることが現在授業を取り

扱う中でもどのように工夫をすればよいか検討している段階である。 

障がい者を直接観察した場合と、話だけの場合との理解の仕方は隔たりがあるのではと考える 

理解には時間を要する。 

非漢字圏の留学生は困難が伴うと思われる。 

医療の専門用語をいかにわかりやすく伝えるか 

個人差がある 

意味理解ができない 

テキストを読んでいても、語句の説明に時間が必要である。板書に時間がかかる。 
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非常に厳しい 

医学用語等漢字が難しい。 

漢字の理解が難しい 

自国では、病気になっても病院に行くよりも（町の）薬局に行くため、疾患や障害の理解がそもそも

足りていない。 

疾患に関しては母国で医療関係の仕事・学校に従事していた。 

日本語での理解が困難で母国で言ってもらう事もある。 

障害や疾患の理解はできるが、それを日本語で表現、説明することが難しい。 

専門用語 

看護系でない学生には難しい 

病気などの理解は可能だがやはり日本語の語彙が必要 

日本語の基礎能力向上に対する時間の確保 

日本語がどの程度理解できるのかによって違ってくる 

看護師の資格を持っている、もしくは学習を母国で行っている学生は理解しやすい。学習していない

学生は難しい。 

漢字の理解が出来ず時間がかかる 

医療系の大卒者に比べ、一般社会人は日本の医療制度、治療法が理解できない（難しい） 

中国の方は病名はある程度理解できるが、症状、対応等についての理解は難しい 

本人ができないと感じていても積極的な学ぶ姿勢は少ない 

英語と日本語が一致することで理解が深まる。そのため一般の学生と比較して時間を要する。 

専門用語が多く、漢字、カタカナ、ひらがなが混在する文の理解が難しい。 

漢字が難しく覚えるのが大変な様子。 

難解な言葉の理解は多少あるが、ほぼ日本人学生と同じレベルである。 

病気の名称の理解が難しい。 

■「介護の基礎用語の理解」 

日本語レベルが低い時、介護の言葉を分かりやすく言い換えても理解できない。 

留学生自体の日本語の理解 教員側の教授方法に不安がある。 

日本語で理解できないので、母国語に翻訳させている 

専門用語がほぼ理解できない 

イメージはできるが用語と一致しない傾向にある。 

理解に時間がかかる。 

留学生自身の日本語の理解力、通常会話が出来ても専門用語の理解は難しいのではと考える 

専門用語の理解度 

漢字が苦手な国籍、カタカナが苦手な国籍など、その国にあった指導が都度必要と感じる。 

専門用語をいかにわかりやすい言葉にかえて伝えるか 

基礎用語を理解するために必要な日本語能力が乏しい 

学生に日本語能力において個人差が大きい 
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似たような言葉多く、理解に時間を要する。 

漢字の意味が理解できていないため，単語から意味を連想することができない。 

専門用語の理解が難しい 

日本語独特の表現 

「生活支援技術ができればよい」、つまり「介護現場働くことができればよい」という考え方から離れ

ない。知識よりも技術を重視する。 

用語を理解してもらうための説明でどの程度具体的にしたら良いか迷うのではないかと感じる 

振り仮名を振るまたは個別対応 

ルビをつけないと読めない。 

基礎用語（カタカナ、漢字の区別） 

介護用語もにゅうもんで教えるが、すぐにわすれてしまい理解が困難である。 

漢字が持つ言葉の意味が分かっていないので時間がかかる 

日本語の理解 

説明に時間を要す 

専門用語の前段階の日常用語の理解が低いので難しい 

日本語検定等で受けていても理解には困難だと思われる 

日本語の基礎能力向上に対する時間の確保 

能力による。伝わる学生は日本人よりもレベルが高い。 

説明に時間を要す。また理解に時間がかかる。 

教員が留学生に伝わる表現をすることになれていないこと。漢字圏はニュアンスは伝わる。以外は難

しい。 

用語の理解は英語などに変換して理解できているが類義語や言い換えの表現の理解が困難である。 

専門用語が多い 

学習の習慣が身についている学生はコツコツ努力して力がつくが、そうでない学生は伸びない。基礎

用語の漢字がなかなか覚えられない。 

正規のカリキュラム外で「介護日本語」を設定する必要があると考えている。 

本質的な意味で理解しないまましようしていることが多い 

同じような意味の語でも、表現が変わるとわからなくなる。 

■「日本の慣習に合わせた行動」 

５分前行動、遅刻連絡など 

現地の習慣と日本の習慣の違いになれるまで時間がかかる 

日本の慣習は若い日本人学生でも理解できないため、難しい。また、本当の意味を教えられる日本人

講師もほとんどいない。（例：なぜ正月に飾りをするのか、その歴史的意味等） 

一部の留学生だが、遅刻・欠席が多く、連絡がない。 

根本的な問題（課題）ではないでしょうか？？？ 

ルールを守る事。 

時間厳守、報・連・相を徹底させることが難しい 
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各国ごとに生活文化習慣は違う、大まかなことは伝えても、全てに対応できるわけではないと思われ

る  

個人差がある 

うがいについて、人のいる場所ですることではないという母国での習慣を適用し、行うこと、介助す

ることを躊躇う・拒否することがあった。 

日本語学校を経ての入学であるため、ある程度の理解はしているが集団になった時。 

日本の文化歴史を理解しなければならないので。ただしこの項目は日本人学生にも当てはまる 

母国の文化・習慣が身に付いているため。 

時間等が守れない 

日本の文化風習、学校の規則、日本人の当たり前に合わせて行動する、という意識や姿勢は低い。 

それぞれの国（文化）により考え方も違うため、文化を理解した上で日本の文化を伝えていくこと 

入学後に日本のルールを 1 つずつ教えることで、他の指導業務に時間をとることができない。 

地域性や日本の生活習慣について食事のしかたや男女の役割 

何回指導しても分ってもらえない人が多い。わかる人もいる。 

特に方言 

宗教的配慮、時間への概念（風土）、気質的な習慣の違い 

文化の違いの受け入れ度は個人差が大きい 

日本に合わせた行動は外国人の方にとっては理解が難しいのではないかと思う。理解をするまでに時

間がかかる。 

日本語がどの程度理解できるのかによって違ってくる 

地域性もあり、慣れるまでに時間がかかる。応用しにくい（場面に出合わないと 

日本のルールを理解していただくことに時間を要す。また時間を守れない学生もいる（モラルの問題、

文化の違い） 

本人ができないと感じていても積極的な学ぶ姿勢は少ない 

入浴の指導時、入浴ペースや浴槽につかるなど、学生自身が習慣としてないことをイメージできない。 

日本で生活した期間が長い学生（2 年生）はトラブルがあまりない。経験がないとできないし、興味を

持っていない。食生活の部分で普段日本食を口にしない学生があり、難しいと感じる。調理実習で減

塩の意味を聞いても生活習慣から塩などをかけて食べる。 

適切なタイミングでの報告や連絡、集団やグループでの行動で日本人とは少し異なる行動となる 

■「介護実習の際の会話」 

認知症の方と話すときは日本人でも難しく、日本語が話せても会話が成り立たない場合もある。 

方言の理解が困難となっている。 

申し送りのほとんどについて、ヒアリングのスピードが追い付かない 

介護実習中に利用者とのコミュニケーションがうまく図れないことがあり、記録に反映させることが

困難であった。1 年生での介護実習ということもあり、相手が伝えたいことの意図を適切に理解するこ

とが現段階ではできていなかったことも現状にはあげられる。会話の理解という点に関しては、これ

からもついてくる課題である。 
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周辺言語等意味理解の指導 

実習先の指導者から指導を受けている。 

方言の理解が難しいとのこと 

高齢者が使う「方言」を聞き取り理解し、対応すること 

利用者、職員との会話がスムーズにいかないことがある 

方言の理解が難しい。 

方言等があり利用者の言葉が聞き取れないことがある。 

わかりやすい言い方を探して 

分かっていなくても、「分かった」や「はい」と言うため、後で分かっていないことが判明することが

多々ある。 

ヒアリングはできる 

本学の場合、利用者の方の方言の理解も難しいと予測されます。 

日本語独特の言い回し表現等について難しさがあると思われる 

会話の継続 

お年寄りの発音が不明確 

日本人でも表現方法・気の使い方・日本の習慣（地方の習慣）などが難しいので留学生はなおさら難

しいのではないか 

日本語の基礎能力向上に対する時間の確保 

日本語がどの程度理解できるのかによって違ってくる 

方言の理解が難しい。単語レベルでの会話になってしまう 

方言の理解、独特な言い回しが分かりづらい 

個人差がある。アルバイトや職業体験があり、出来ている学生もいる。直接接する場面では非言語的

コミュニケーションも可能なので意思疎通が良い学生もいる。一部言いたいことがうまく伝えられな

い学生がいる。 

挨拶や雑談（簡単な）はできても、アセスメントに必要な情報を得るための会話は困難 

留学生の声かけに対する利用者の返事や指導者の話しが理解できないことがある。 

■「日常会話」 

若者が使う言葉と高齢者のそれの両方を理解させなければならない 

日常会話はある程度できるが、言葉の理解ができない点があり困難を感じる場面がある。中には N２

レベルの留学生もいるため、レベルの差はみられる。 

理解に時間がかかる。 

指導側に学生の母国語の理解が必要 

喜怒哀楽の表現で特に恕の場合に留学生が母国語を話した場合、その言葉を理解できるスタッフが居

ない 

自国の言葉で会話をする。 

恩着せがましい表現ややんわりとした嫌味など、微妙なニュアンスの理解が難しい様子であった。優

しいトーンで言えば、行動を抑制する・自由を束縛する言動も良いこととして理解していた。 
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助詞などの細かい言い回しが伝わりにくいと感じる 

専門用語よりはスムーズである 

日本語学校を経て入学している学生のみだが、学生個々人の習熟度に差があるため、理解力の差が大

きい。 

こちらが話す内容をあまりりかいできていなくても「はい」と返答してしまう。 

諸外国での違いはあるが、会話では問題ないのではないか？ 

日本語独特の言い回し表現等について難しさがあると思われる 

困ることはあまりないが、仕事事項やコミュニケーションという点で不安が残る。 

文法 

「私はごはんを食べる」「ごはんを私は食べる」のように語順が定まらない 

個人差が大きい 

表現がストレートに為、強く話しているように聞こえる（本人はさほど気にしていない）。ストレスが

たまったときのメンタルヘルスに対する対応（カウンセリング）ができるようにしておく。 

日本語の基礎能力向上に対する時間の確保 

地域の言葉（方言）を理解できるかどうか 

能力による。伝わる学生は日本人よりもレベルが高い。 

聞いてある程度理解はしている様であるが話すことは苦手。言葉が出てこない学生もいる 

日本人混合のクラス単位で行動している。留学生だけで集まるともっと日本語は使えなくなる。 

「うんうん」と言っているのでわかっていると思っていたが、どういう意味かと問うとわからない。

個人差が大きい。わかっているが日本語が上手に話せない学生もいる。 

個人差が大きい 

■「介護技術の修得」 

根拠についての理解が困難で、方法だけを覚えようとする傾向が強い 

専門用語が多く、正しい意味を伝えるのに時間が必要 

介護のアルバイトをしている留学生が自己流で介護をしてしまう 

言語より技術（体の動き）の方が理解しやすい 

本人ができないと感じていても積極的な学ぶ姿勢は少ない 

言葉かけを動作との同時進行ができない。”洗いましょうか””流しましょうか”どちらが正しいかと

質問があった場合の解説に苦労した。 
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８．現行カリキュラムの３領域と医療的ケアの指導困難度 

 現行カリキュラムの３領域と医療的ケアの指導では、「人間と社会」に介護福祉士養成校 149 件の内

約 40％が「非常に困難」と回答し、80％以上が「非常に困難」または「やや困難」と回答しており、

指導上の困難度が最も高いことが確認できる。 

 困難な事例コメントには、全体を通して「日本語」「漢字」「用語」の理解に関するコメントが多い中

で、「人間と社会」の領域では「日本人独自の考え方」「日本特有の概念」「日本の社会制度」「日本の文

化」などについて理解させることが難しいとのコメントが確認できる 

 

図表 25 

 
非常に困難 やや困難 

あまり困難

ではない 

困難では 

ない 

人間と社会 54 60 18 4 

こころとからだのしくみ 32 69 31 4 

医療的ケア 29 58 40 7 

介護 19 74 37 6 

 

図表 26 

 

 

図表 27 

■「人間と社会」 

福祉行政が中心となっているので、法律、法人、行政サービスが難しい。 

制度、サービス種別の理解 

専門用語が多く、正しい意味を伝えるのに時間が必要 

言葉の理解が困難な様子 

具体的にイメージするのが難しい科目である 

日本人独自の考え方や憲法・法律の条文を覚えさせるのが困難。各種サービスの漢字の多さに混乱す

る 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人間と社会 

こころとからだのしくみ 

医療的ケア 

介護 

現行カリキュラムの３領域と医療的ケアの指導困難度 

非常に困難 やや困難 あまり困難ではない 困難ではない 
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特にこの分野については、制度や歴史について取り扱う教科であり、特に日本特有の概念などを学ぶ

ため困難な領域である。どのように制度や歴史を留学生が理解できるか模索しながら取り組んでいる

状況である。 

法律や制度の理解不足 

漢字が多い。中国の留学生には有利。 

法律、制度などをいかにわかりやすく伝えるか 

特に「社会の理解」のような科目では専門的な法律に関する用語の理解が困難 

専門用語を理解させるのが難しい 

法律の理解 

家族形態や風習の違いなどから、現在の介護を必要とする人取り巻く環境の理解が難しい。 

「人権」「尊厳」「制度」など日本語自体の難しさがあり，理解させることが困難。 

法律、制度系は難しい 

法律・制度について学ぶための日本語能力 

法的養護や日本の社会制度の理解については、難しい点も多い。 

法律、制度を理解させること 

「人間の尊厳」は抽象的な概念が多い。「社会連帯意識を基にした相互扶助」などの理解は、社会保障

制度の違いにより、思うように進まないため。 

用語の理解、社会保障のしくみの理解 

法的理解は日本人でも難しい内容 

法律への理解が難しい 

非常勤と常勤に分けてしてもらっているが全員に聞いていない。 

制度の理解 

教科書に書いてある文章の意味が理解できない。 

日本文化の抽象的な表現の理解 

日本語の理解 

特に尊厳と自立が困難 

法や制度、サービスの種類や内容 

ベースの体験として日本の社会保険などの体感的な理解がない 

法律の関係性などの理解（語彙含め） 

日本人の地方での生活の理解、環境（育った）の理解などわかった上での尊厳の理解をする必要があ

る。 

尊厳や法律は言葉が難しいようである 

言葉の理解、日本語の理解に時間がかかる 

法律用語 

介護保険サービスなど制度の理解 

覚えることが多く日本人でも覚えるのは難しい 

制度面 
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学生による部分もある 

法律計は理解が困難である。 

人間の尊厳、自立、自律など、パターン化できない哲学的なことを日本語で理解することは難しい。

法律そのものの内容が複雑である上、変化していくため難しい。 

日本の制度・法律に関する理解が難しい 

お国柄や生活習慣から「知らない」「理解できない」ことがある。制度は難しい。加入している医療保

険は説明すると少しわかる。法律など興味が持てず難しい様子。 

制度や制度に応じた用語理解が困難に感じます。 

介護保険制度、年金等のしくみについての理解が難しい。 

■「こころとからだのしくみ」 

専門用語が多く、正しい意味を伝えるのに時間が必要 

用語が多く、調べ学習をするこが授業の中では難しい 

学生間でのレベルの差がある。医学系の学校を卒業した留学生は得意ではあるが、そうでない学生は

難しそうである 

基本的理系知識がある学生は比較的覚えが早い。病名や身体構造等の漢字はほとんど覚えられない（漢

字圏学生を除く） 

専門用語の意味と漢字の記載が特に難しい。例えば、血管が入るということを「流入して」などと表

現するため、難しいことが多々みられるため覚えることができない状況である。 

専門用語の理解度。 

漢字が多い。中国の留学生には有利。 

医療の専門用語をいかにわかりやすく伝えるか 

医学的専門用語の理解に時間を要する 

専門用語を理解させるのが難しい 

介護過程、文章力と日本人の慣習理解について 

疾患を学ぶ前に、文字や語彙を理解するのに時間を要している。 

語彙力が低いため，単語を暗記するにとどまり，意味を理解するには時間がかかりすぎる。 

自身の体に関連する事であれば理解が可能 

医学的な専門用語（疾患名）等の理解漢字が難しい。 

日本人との理解度の差 

学生が「病院に行って治療を受ける」ことができる所得層ではない場合、人体の構造や疾患・障害の

理解がそもそも低い。もしくは無い。 

用語の理解、用語を説明する日本語の理解 

専門用語が難しい 

人間理解、解剖整理など難しい。疾患の理解も難しい。 

専門用語の理解 

教科書に書いてある文章の意味を理解することが難しい。 

医学用語の理解 
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日本語の理解 

看護の勉強をした学生にはむしろ難しい 

自分に置き換えられることで理解はし易い（理論は難しい） 

疾患など非常に難しいようである。くだいて説明することが難しい 

「障害の理解」の中に出てくる専門用語が難しいと留学生からよく聞きます。制度的な用語について

も同様に言いますがそれは日本人も同じ様に言います。 

専門用語の理解 

知識を身につけるため、一つ一つの文章を分解していく必要があり、時間を要する。 

専門用語が多く、構造や機能まで広げた理解が難しい。 

身体の部位など漢字が多く覚えられない様子（漢字の持つ意味が分からないと理解できないことが多

い） 

専門用語の理解（読み書きも含め）時間、教材に工夫が必要と感じる 

医療、福祉に関係する専門用語を覚えることが大変な様子。また、医学的な知識も理解できているか

曖昧な部分が多い。 

用語の理解が難しい 

■「医療的ケア」 

専門用語が多く、正しい意味を伝えるのに時間が必要 

手技としては理解出来ても、言葉の理解に苦戦する 

演習はスムーズにできるが、理論などを覚えるのが難しそう 

「こころとからだのしくみ」と同様、医療的な専門用語を多用するため、言葉の理解が困難な教科で

ある。 

専門用語の理解度。 

医療の専門用語をいかにわかりやすく伝えるか 

専門用語を理解させるのが難しい 

語句の意味を十分理解することが難しい。 

呼吸動作が特に難しさを感じている 

学生が「病院に行って治療を受ける」ことができる所得層ではない場合、人体の構造や疾患・障害の

理解がそもそも低い。もしくは無い。 

専門用語が難しい 

50 時間の時間理解が難しく演習は 2 年でするが難しい。観察ができない。 

演習 

教科書に書いてある文章の意味を理解することが難しい。 

日本語の理解 

座学は難しいが実技は何とかなる 

基礎知識の理解までが難しい（演習は覚えやすい） 

疾患など非常に難しいようである。くだいて説明することが難しい 

専門用語の理解と医療技術とその根拠 
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手技を根拠に基づいて覚える必要がるので細かい説明を要する。 

専門用語が多い。座学で得た知識や理論と実践演習とが上手く結びつけづらい様子がある。 

医療に関する専門用語の理解力（漢字が多い）。日本語力の差により、演習の際、説明に個別の指導が

必要なので、時間がかかる。ダメな部分、しなければならないことがはっきりしているので他の項目

よりは理解しやすい様子。 

行為ごとに観察事項、手技が異なり、混乱し、演習、評価では日本人学生よりも時間を要した。 

用語の理解が難しい 

■「介護」 

専門用語が多く、正しい意味を伝えるのに時間が必要 

科目によっては指導に時間をかける必要がある 

介護過程の展開を指導することが難しい。イメージするのが大変そう 

「介護」の領域の中では、「生活支援技術」「介護過程」「介護実習」が教科の中にあり、特に思想過程

について留学生は苦手であり、物事を考えるという点で混乱している留学生もいる状況である。ただ

介護をするのではなく、相手の気持ちを考えてどのようなプロセスの中で、介護という専門分野が遂

行されているのか考えるということが難しい。「介護過程」では実際に担当利用者を受け持つことによ

り介護計画を作成するが、相手の要望を踏まえた計画作成能力は文章表現や記録などにも反映される

ことであるが、一番難しい点である。 

詳細な感情表現、表情等の意味理解による利用者理解 

利用者に対する考え方 

介護過程の考え方、計画作成方法等をいかにわかりやすく伝えるか 

技術習得時におけるコミュニケーションがスムーズにいかない（時間がかかる） 

専門用語を理解させるのが難しい 

制度や概念など成り立ちから理解が必要なものは繰り返し説明する必要がある。 

技術の習得は早いが，根拠を理解し言葉かけすることが難しい。サービス，福祉の歴史など，語彙力

の低さにより理解が困難。 

座学（講義）よりも演習の方が理解を得やすい 

介護過程のプラン作成 

介護の計画や技術などの場面において、根拠を示すこと（言語化・文章化）は難しい。 

日本の歴史に関する理解 

技術面には格差がないが、講義では理解力にとぼしい。 

言葉がけ 

”尊厳”や”その人らしさ”等といった抽象的で理念のような話しは理解しにくい。 

日本語の理解 

非言語的コミュニケーションなどがなかなか理解・イメージしづらいようである。 

幅が広いことで点と点が線となりにくい 

技術は身体で覚え分かりやすい 

日本語能力。特に文章の語尾が「できる、できない」とか「である、ではない」など明確であれば良
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いが「しなければならない」などは難しい 

倫理などの概念の理解 

大まかには伝わる。記録は苦手。 

相手の立場にたつ心の面など 

介護追程の理解が困難である 

介護過程の中で余暇、価値、生きがいの区別がつきづらい。生活歴が理解できない。 

介護の概念・理念といった抽象的な概念や歴史について理解が困難と感じる。根拠や概念が伝わりに

くい。 

介護技術等、復習で習得できるものは何とかなると思うが介護過程や実習等、想像力や考察力を考え

た時に難しいものがあるかと思う。 

介護過程の展開が難しい 
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９．外国人留学生の「介護表現」読解力の課題 

 外国人留学生の「介護表現」読解力の課題については、全体を通して「日本語」「漢字」などの日本

語能力についての言及が多くみられ、「専門用語」についても「専門用語の理解」「専門用語の漢字」な

どとコメントされていることから日本語能力に関して言及しているようである。 

 このことから、介護福祉士養成校における外国人留学生の「介護表現」読解力については、「専門用

語の理解」を含めた「日本語能力」の向上が課題として大きな存在であると感じているようである。 

 

図表 28 

■「外国人留学生の「介護表現」読解力の課題」 

事例を読む時に、行間をやその生活背景までも読み取らなければならないので、キーワードになる語

彙を見つけることが難しい。 

事例を読み解くことができない 

介護過程のレポートをまとめることが大変 

環境の理解が、利用者が今置かれている場所の環境としかイメージできていない 

まず、平均的に日本人学生が書けるレベルの介護記録は書けない。2 年間みっちりやって、「日記」に

するのがやっと。 

介護表現の中で全体的にいえることは、専門用語の理解は必須である。すべてが日本語であり、制度、

サービス、疾患、障害などすべての面において多様な専門用語を使用するため、今後、実習などで介

護福祉士としての介護表現を身に付けることが課題である。 

説明と同意は得られても、応用や転換は難しい 

留学生自身の日本語理解力がベースにあるのではないでしょうか 

法律・制度・専門用語に関する理解度の向上。 

読解は問題ない。言葉を発する、書くといった行為に困難を伴う。 

留学生は大変優秀な中国人 1 名のみで、日本人学生と全く同じ指導をしています。特殊な例だと思い

ます。 

まずは介護、医療に関する専門用語の漢字が留学生にとっては難しいことから、読みこなすことが困

難である。また読めたとしても、それがどのような意味なのかを理解することも困難である。 

実習時の記録や介護計画の作成時に個別指導を行うが、かなりの時間を費やしている。 

日本語は勿論、地方には「方言」がある。特に高齢者が使う「方言」を理解して対応できるには時間

がかかる。専門学校の 2 年間では厳しいのではないかと考える。 

「介護表現」読解力に関しての課題としては、何よりも理解している漢字の字数がどれだけあるかに

関わっていると感じる。 

知っている漢字が多くあり、その意味を理解していれば読解力も高くなってくると思う。 

介護実習において利用者様とコミュニケーションを取るとき日本の習慣や地域の習慣・方言など分か

らないときがある。 

日本語能力検定で N2 程度持っていると理解しやすい。 

入学前に N2 に合格している学生が多く専門学校に入学してくれることを希望する。 

「〇〇を行う」等、決められた事は努力して習得していきます。反面「根拠を示すこと」については、
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とても難しいようで、なぜ根拠を求められるのか、の説明だけでも時間を要した。 

留学生の人数が 1 名だったためしっかり対応できていたため大きな困難はなかった 

漢字の表現のしかたが、前後の文言より変わってくるので正しい読みを判断するのに、時間を必要と

する。正しい読み方を理解したうえで、意味を考えていく過程が必要と思われる。 

日本語能力試験のレベルが高いことを想定して記入しました。レベルに満たない学生の受入れや就労

目的ではないかと思われる学生、受入れ環境に大きな問題があるように思います。実習と講義のバラン

ス、在り方、修業年限など外国人留学生をしっかり育てるということであれば、現状に当てははめる

だけでは無理があると思います。 

留学生の日本語能力によって格差があり回答は出来ない 

漢字の意味を理解することが難しいため，見慣れない単語の意味を推測できない。単語を「音」「形」

で覚える傾向があり，意味の理解に至らない場合が少なくない。 

専門用語の理解が難しい。事例問題が想像できない。（文化の違いから） 

実習における記録物においては、文体、誤字等において全員が課題となっていた。パソコン入力も可

としているが、パソコンは持っていても、日本語表現が乏しく苦しんでいる。 

「唯一の正解ではない」、「利用者の数だけ正解がある」場合があり、テキストの表現以外の伝え方を

すると混乱する。 

日本語の意味していること、漢字の意味の理解が難しいと考える。 

専門的な用語と用語の間にある日本語の言い回しが理解できない。読むときに細かいところまで気に

し過ぎて先に進めない。 

参考となるテキストや試験はほとんどルビがひらがな又は英語訳が多く、中国の学生は漢字の方が理

解しやすいため使用できない。N2 でも言葉の壁は大きな問題となっている、会話で説明すると理解で

きるが、すべての科目をそのために時間を作ることは不可能。 

留学生を受け入れていないため明確な課題提示ができていないが上記質問内容に対する問いは研修会

や実際留学生を受け入れている学校教員より聞いた内容に基づき記述しました。 

読解力は漢字が読めず、意味の理解が出来ないので、根拠的には理解が難しい。試験の時は意味を理

解していず書いたり多くは〇×、線を引く問題を多くしているので、どうにか出来ている文章で書く

問題は意味不明である。 

繰り返し指導することで理解が得られています。 

基本の日本語力の理解が出来ていない場合、介護表現が理解できるはずがない。 

他職種と連携する場面では専門用語は必要であるが、利用者との関りの中では必ずしも必要とはいえ

ない。Ex）仰臥位⇒あおむけ 側臥位⇒横向き 腹臥位⇒うつぶせ 

”介護”ということに特別に困難を感じることは多くない。全ての場面で”日本語”の能力が影響を

与えている。 

介護課程では解釈・関連付けなど理解できない。 

介護協は N2 以上を留学生受け入れのラインとしているが、N3 以下と語学力の低い受け入れを行うこ

とで授業が進まなくなる。N2 以上であれば 2 年程度で大まかな表現が可能となる。 

中国の学生に関しては、ある程度読むだけで認識は出来ている。国家試験問題を解いていくのに 5 択

＋問題の読解というところがあるので、正しく問題を認識するということろでは課題あり。 
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本学は福祉専攻科を廃止しております。ご理解ください。 

外国人留学生の受け入れはしておりません。2019 年度生から日本の学生の募集も中止になったため現

在は在校生 0 名になってしまいました。このような現状でもご協力した方がよろしいでしょうか？介

護の教員も在職しておりません。 

学校で学び施設でアルバイトをする生活を続けていると日本語力が落ちてくる。「勉強とバイト」以外

の経験を多くさせたい。 

本学は国際交流も長年実施しておりますが、なかなか外国人で介護を学ぶ学生が入学しません。学校

もあまり進んで受け入れようとしておりません。本来であれば国際・福祉それぞれの学部があるので

受け入れてもおかしくないと感じております。国が進めている事業なのに半公的大学でありながら何

も取り組もうとしていません。とても残念です。現在、アジアの国の学生が留学しています。インド

ネシア、中国、韓国、他 8 名ほどおります。 

外国人介護人材を対象とする「介護実務日本語」e ラーニングコンテンツ学習実施モデル事業を参考に

していきたいと考える。課題として東北方言や地元特有の訛りを日常生活から習得できる機会が必要

であると感じている。 

介護課程の理解として生活課題をとらえにくい様子。国民性かアセスメントを行うことについて「他

人の生活に介入するのは変だ」と中国留学生に理解してもらえなくなったことがある。 

外国人留学生を受け入れていないため、あいまいな回答となりました。申し訳ございません。 

日本語学校卒業時の日本語力について差が大きい。介護知識の前にしなければならないことが多い。

専門用語の前の日常語が理解できていない。 

思いはあるが（感じていること）、それを言葉として表現していくことが難しいようである。マン

ツーマンで聞き思いを引き出しているが非常に時間がかかる 

国家試験問題、模擬問題、テスト等、あいまいな表現、日本人でも疑問（どちらにもとれる）に思わ

れる表現をできるだけ避けるべき。外国人の学生を受け入れて、改めて日本語の表現の幅広さ、あい

まいさ、難解、解釈の難しさを理解した。YesorNo でしっかり回答できる様、問題（作問）していけ

ればと思います。 

日本人と同じクラスで留学生を受け入れた場合、割合にもよりますが指導するのが大変である。学生

のレベルに合わせた授業どちらに合わせる日本人に合わせた場合、留学生に補講が必要である。 

今年 4 月に開講したばかりで回答に不充分な箇所が多く申し訳ございません。 

日本語能力に個人差があるので、一概には判断しにくいものがあります。日常会話がスムーズにでき

る学生は専門用語の理解が速いようです。母国語でも普段使いなれない言葉に対してはなかなか理解

しにくいようです。 

国家試験問題に身振り手振りという表現があり、分かるか問うと手や体が震えることと思っていたと

のこと。一つ一つのことばを知っているかそれが正しいかを確認しないと本来の意味が伝わらないの

は課題。 

実習の際の利用者様との関りの中で「本音」と「建前」の「建前」について理解が困難であった。日

本人的な考え方についての理解は難しい。 
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１０．介護福祉士国家試験合格を目指すために必要な強化策について 

 外国人留学生の「受け入れ校」と「非受け入れ校」の比較で、外国人留学生が介護福祉士国家試験を

合格するために必要な強化策については、「介護に関する法律、サービスに関する日本語理解」と「生

活支援技術の動作、場面の理解」に対して、回答に開きが見られる。 

 「介護に関する法律、サービスに関する日本語理解」は、受け入れ校が非受け入れ校よりも強化が必

要と感じているようで、「生活支援技術の動作、場面の理解」は非受け入れ校が受け入れ校よりも強化

が必要と感じているようである。 

 

図表 29 

 回答数 回答率 

 

全
件 

受
け
入
れ
校 

非
受
け
入
れ
校 

全
件 

受
け
入
れ
校 

非
受
け
入
れ
校 

介護に関する法律、サービスに関する日本語理解 124 69 55 83% 87% 79% 

介護の場面で使用される語彙や表現の理解 121 65 56 81% 82% 80% 

介護の用語理解 119 63 56 80% 80% 80% 

疾患、障害に関する基礎的理解 91 50 41 61% 63% 59% 

生活支援技術の動作、場面の理解 70 32 38 47% 41% 54% 

 

図表 30 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護に関する法律、サービスに関する日本語理解 

介護の場面で使用される語彙や表現の理解 

介護の用語理解 

疾患、障害に関する基礎的理解 

生活支援技術の動作、場面の理解 

介護福祉士国家試験合格のために必要な強化策：回答率の比較 

受け入れ学科 非受け入れ学科 
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１１．介護福祉士養成校における外国人留学生に対する指導上の困難度について 

 外国人留学生の「受け入れ校」と「非受け入れ校」の比較で、介護福祉士養成校における外国人留学

生に対する指導上の困難度については、「介護に関する法律、サービスの日本語理解」と「基礎疾患、

障害の状況の日本語理解」以外は、非受け入れ校が受け入れ校より「非常に困難」と回答しており、非

受け入れ校が外国人留学生の指導に困難さを強く感じていることが推測できる。 

 「介護に関する法律、サービスの日本語理解」と「基礎疾患、障害の状況の日本語理解」においては、

受け入れ校が非受け入れ校より「非常に困難」と回答しており、受け入れ校は専門用語を使った日本語

の指導に困難さをより強く感じていると推測できる。 

 

図表 31 

  

非
常
に
困
難 

や
や
困
難 

あ
ま
り
困
難
で
は
な
い 

困
難
で
は
な
い 

介護に関する法律、サービスの日本語理解 受け入れ校 42 28 7 0 

非受け入れ校 24 31 6 3 

日本語筆記能力 受け入れ校 22 42 10 3 

非受け入れ校 29 22 10 2 

介護の場面での図表、記録等の日本語理解 受け入れ校 18 44 13 1 

非受け入れ校 27 24 10 2 

介護の場面で起きる事象の正しい表現 受け入れ校 13 42 20 2 

非受け入れ校 21 32 7 3 

基礎疾患、障害の状況の日本語理解 受け入れ校 20 36 19 2 

非受け入れ校 13 34 13 3 

介護の基礎用語の理解 受け入れ校 15 45 15 2 

非受け入れ校 15 35 9 4 

日本の慣習に合わせた行動 受け入れ校 8 25 37 7 

非受け入れ校 12 36 11 4 

介護実習の際の会話 受け入れ校 4 34 30 9 

非受け入れ校 12 33 14 3 

日常会話 受け入れ校 1 30 40 6 

非受け入れ校 9 27 22 6 

介護技術の修得 受け入れ校 0 15 35 27 

非受け入れ校 4 24 31 4 
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図表 32 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護に関する法律、サービスの日本語理解 

日本語筆記能力 

介護の場面での図表、記録等の日本語理解 

介護の場面で起きる事象の正しい表現 

基礎疾患、障害の状況の日本語理解 

介護の基礎用語の理解 

日本の慣習に合わせた行動 

介護実習の際の会話 

日常会話 

介護技術の修得 

介護福祉士養成校における外国人留学生に対する指導上の困難度 

非常に困難 やや困難 あまり困難ではない 困難ではない 
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１２．現行カリキュラムの３領域と医療的ケアの指導困難度について 

 外国人留学生の「受け入れ校」と「非受け入れ校」の比較で、現行カリキュラムの３領域と医療的ケ

アの指導困難度については、「人間と社会」において、受け入れ校が非受け入れ校より「非常に困難」

と回答しており、指導が困難であるとより強く感じていると推測できる。 

 

図表 33 

  

非
常
に
困
難 

や
や
困
難 

あ
ま
り
困
難
で
は
な
い 

困
難
で
は
な
い 

人間と社会 

 

受け入れ校 35 32 9 1 

非受け入れ校 19 28 9 3 

こころとからだのしくみ 

 

受け入れ校 19 39 17 2 

非受け入れ校 13 30 14 2 

医療的ケア 

 

受け入れ校 17 28 25 5 

非受け入れ校 12 30 15 2 

介護 受け入れ校 8 43 22 4 

非受け入れ校 11 31 15 2 

 

図表 34 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人間と社会 

こころとからだのしくみ 

医療的ケア 

介護 

現行カリキュラムの３領域と医療的ケアの指導困難度 

非常に困難 やや困難 あまり困難ではない 困難ではない 
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１３．介護福祉士養成校へのアンケートのまとめ 

・日本語能力の向上 

 介護福祉士養成校のアンケート結果からは、「日本語能力を上げるための施策」を要していると言え

る。介護福祉士にとって「介護分野の専門用語を使った日本語の理解」が必要であるが、「日本の法律

や制度」「文化的背景」を含めた介護領域の理解には、文献などを読み解く基礎的な日本語能力の習得

が必要であり、介護福祉士国家試験の受験や介護福祉士の現行カリキュラムの学習にも基礎的な日本語

能力の習得であると言える。 

 介護福祉士構成校からは、介護福祉士国家試験には漢字の理解や N2 以上の日本語能力を必要とする

コメントも見られ、非漢字圏の外国人留学生が増えていることからも、N2 以上の日本語能力の習得を

目指さなければならないと言える。 

 

・介護福祉士国家試験への対策 

 今回の調査で、外国人留学生向けの介護福祉士国家試験への対策が必要であることは明確である。 

 厚生労働省のサイトから過去の介護福祉士国家試験の合格率は、過去 3 ヶ年で 70％を超えているの

に対して、今回の調査結果からは介護福祉士養成校の外国人留学生の合格率は大きな下回っており、

年々合格率の差が広がっていることから、介護福祉士国家試験への対策が早急に必要である。 

 

図表 35 

 全体の合格率 

今回の調査で得ら

れた介護福祉士養

成校の外国人留学

生の合格率 

合格率の差 

第 31 回平成 30 年度（2019 年 1 月） 73.7% 36.0% -37.7% 

第 30 回平成 29 年度（2018 年 1 月） 70.8% 40.4% -30.4% 

第 29 回平成 28 年度（2017 年 1 月） 72.1% 52.6% -19.5% 

 

・外国人留学生向けのカリキュラム 

外国人留学生を受け入れている介護福祉士養成校のアンケート結果から、外国人留学生向けのカリ

キュラムの設置や実施は少ない。日本語能力の向上や介護福祉士国家試験に向けた外国人留学生のカリ

キュラムが必要であることは明らかではあるが、外国人留学生のためだけに既存のカリキュラム外に設

置や実施は難しいようである。 

このことから、外国人留学生向けには、放課後などの補講や隙間時間の自習が現実的な実施方法であ

ると考える。 
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2.2.4.2. 介護福祉事業所へのアンケート調査の結果 

１．外国人介護人材の受け入れ状況 

 本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所 45 件の内、外国人介護人材の受け入れは 8 件（受

け入れ率 18％）で、外国人介護人材を受け入れている介護福祉事業所は少ないという結果になった。 

 

図表 図表 

 回答数 回答率 

 

受け入れている 8 18% 

受け入れていない 37 82% 

 

 

  

受け入れ

ている 

18% 

受け入れ

ていない 

82% 

外国人介護人材の受け入れ状況 
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２．外国人介護人材の国別・制度別の受け入れ状況 

 外国人介護人材を受け入れている介護福祉事業所 8 件での制度別の受け入れ人数は、外国人留学生が

12 人、技能実習生が 13 人、EPA が 14 人で、制度別の受け入れ人数に大きな差は見られない。 

 国別では、フィリピンが最も多く 16 人（外国人留学生 4 人、技能実習生 5 人、EPA7 人）で、フィ

リピンのみが 3 つの制度で外国人介護人材を受け入れている。 

 

図表 図表 

 

中
国 

ベ
ト
ナ
ム 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ネ
パ
ー
ル 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

そ
の
他 

合
計 

 

外国人留学生 0 2 4 6 0 0 12 

技能実習生 3 2 5 0 3 0 13 

EPA 0 0 7 2 3 2 14 

 

 

図表 
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３．外国人介護人材の介護福祉士国家試験の状況 

 外国人介護人材を受け入れている介護福祉事業所 8 件では、EPA 制度での介護福祉士国家試験の受験

者は 0 名で、技能実習生での受験者は 8 名（平成 30 年度 5 名、平成 31 年度 3 名）で、合格者は 2 名

（平成 30 年度 1 名、平成 31 年度 1 名）であった。 

 

図表 図表 

 
受
験
者
数 

合
格
者
数 

合
格
率 

 

技能実習生 平成 31 年度 3 1 33% 

平成 30 年度 5 1 20% 

EPA 平成 31 年度 0 0 0% 

平成 30 年度 0 0 0% 

 

 

４．外国人介護人材の日本語能力レベル 

 外国人介護人材を受け入れている介護福祉事業所 8 件において、外国人介護人材の日本語能力レベル

は、N1 は報告がなく、N2 においても 1 名で、十分な日本語能力を持った外国人介護人材は少なく、

N4 が最も多い 18 名（構成比 56％）、N3 が 13 名（構成比 41％）で、本調査で回答のあった外国人介

護人材の日本語能力レベルは低いと言える。 

 

図表 図表 

 N1 N2 N3 N4 N5 

 

人数 0 1 13 18 0 

構成比 0% 3% 41% 56% 0% 
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５．外国人介護人材への指導上の困難度 

 本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所45件で、外国人介護人材への指導上の困難度は、「報

告書の筆記能力」が「非常に困難」と「やや困難」の回答で 80％以上を占めており、「介護に関する法

律、サービスの日本語理解」「基礎疾患、障害の状況の日本語理解」「介護の場面での図表、記録等の日

本語理解」「介護の場面で起きる事象の正しい表現」においても「非常に困難」と「やや困難」の回答

で 70％以上を占めていることから、介護の実業務に関わる日本語の筆記と理解について困難を感じてい

るようである。 

 一方で、コメントには「法律自体を説明できない職員（日本人）もいるため」「現職員も理解不十分

な方がいる」「こちら側にも英語等に堪能な職員がいないと難しい」「指導する人の確保が難しいため」

のような記載もあり、外国人介護人材を受け入れる側（指導側）の準備の問題も指摘されている。 

 また、困難さの回答は少ないが、会話面で「方言」に関するコメントがあり、介護の現場で、日本語

の基礎能力だけでなく、地方特有の言語能力の必要性も指摘されている。 

 

図表 

 

非
常
に
困
難 

や
や
困
難 

あ
ま
り
困
難
で
は
な
い 

困
難
で
は
な
い 

報告書の筆記能力 22 15 7 1 

介護に関する法律、サービスの日本語理解 22 12 7 4 

基礎疾患、障害の状況の日本語理解 18 17 9 1 

介護の場面での図表、記録等の日本語理解 16 20 8 1 

介護の場面で起きる事象の正しい表現 10 25 7 3 

介護の基礎用語の理解 8 23 10 4 

利用者との会話 5 25 11 4 

日本の慣習に合わせた行動 5 22 14 4 

職員間の日常会話 5 21 13 6 

介護技術の修得 4 14 18 9 
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図表 

 

 

図表 

■「報告書の筆記能力」 

文章の成り立ちや要点でまとめられないことが多い。長い文章で平仮名になってしまいがちである。 

適切なほうこくができない 

漢字が難解なのではないか 

記載すべき内容で、配慮を必要とする場合など 

言語でも難しいと思うので、筆記はそれ以上だと思われる 

受入事業所により、異なると思うが、理解と安定した遂行に時間ががかると思う 

現状を日本語で表現する語彙を選び表現することが困難であろう。 

書式的なところもある 

正確に伝える、記録するには高い能力が必要 

文法が苦手（人により差が大きい） 

正しい文章を書くということが難しいと思います 

■「介護に関する法律、サービスの日本語理解」 

法律自体を説明できない職員もいるため、留学生のニーズに応えられない現場の落ち度もある。 

特に法律、サービスは理解できていないこと 

こちら側が日本語のみでは指導も難しい 

現職員も理解不十分な方がいる 

教科書にやさしく記載されているが養成校などで学ぶ時間がもっと多いと良い 

法律は文章も難しいので伝えることも難しく感じます。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

報告書の筆記能力 

介護に関する法律、サービスの日本語理解 

基礎疾患、障害の状況の日本語理解 

介護の場面での図表、記録等の日本語理解 

介護の場面で起きる事象の正しい表現 

介護の基礎用語の理解 

利用者との会話 

日本の慣習に合わせた行動 

職員間の日常会話 

介護技術の修得 

外国人介護人材への指導上の困難度 

非常に困難 やや困難 あまり困難ではない 困難ではない 



63 

 

■「基礎疾患、障害の状況の日本語理解」 

障害特性にあわせた支援を行うまでは行きついていない 

専門用語の理解が困難と予想されます 

こちら側にも英語等に堪能な職員がいないと難しい 

N4-N3 は必要 

記憶量が膨大である。薬効が同じでも種類が多い病名、薬名が変わる。 

教科書にやさしく記載されているが養成校などで学ぶ時間がもっと多いと良い 

実際の利用者の状況を見て、どういうことなのかを理解していたと思います。対象者がいないと伝え

るのは難しいかもしれません。 

■「介護の場面での図表、記録等の日本語理解」 

職員が記録したものは、専門用語と漢字が多いため、日本語レベルが低くなくても理解が難しい。 

記録作成時、適切な記録ができないため今後の課題と感じている 

専門用語の理解が困難と予想されます 

指導する人の確保が難しいため 

慣れるまでの時間 

施設や事業所間での違い 

単語を読み取ることは出来るが、記録（ケース記録）では意味合いを間違える 

■「介護の場面で起きる事象の正しい表現」 

日本語レベルが低ければ、言いたいことと伝えることにズレが出るため、伝達時間が長くなるケース

が多い。 

正しくは伝達できていない 

感覚的などで説明する「～に配慮して説明して」「～のような感じで」など 

生活習慣や価値観も違うと思われるため説明がしにくい 

職員間連携面 

報告の伝達が上手く伝わらなければリスクや苦情等に発展するかもしれない。 

状況をありのままに正確に伝えることは難しい 

単語で伝えるが順番がバラバラ 

ゆっくりと話すと理解できても現場でのスピードでは聞き取れないことがあります。 

■「介護の基礎用語の理解」 

言葉と意味が一致しない 

複数の意味を持つ場合、状況によっての解釈など 

施設に英語(外国人労働者に該当する言語)に堪能な職員がいない 

個々の能力の違い 

基礎用語を覚えていても現場で普段使わない用語「端座位」「就寝」などが理解しづらい場面がある 

受け入れがないので身体的には分りません。 

■「職員間の日常会話」 

方言や習慣などの細かな説明など 
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教えるための時間的余裕があるかが心配 

方言など 

身振り、表情、声のトーン等、コミュニケーションの方法はたくさんあるので、時間をかけてゆっく

りと。 

日本人職員の会話とかみ合わない 

コミュニケーションは図れてもしっかり疎通がはかれるのか不安 

■「利用者との会話」 

会話が成立しないときがある 

方言や習慣、複数の意味を持つなど日本語の理解など 

日本人でも経験がないと難しい為 

土佐弁（土佐弁でもしないとは違う方言の使い方がある）で話す利用者への対応が困難 

敬語が使えるか。介護職としての職業倫理が備わっているか。 

方言等が分かりづらい 

理解していないのに「はい」と答え対応が遅れる 

利用者様のニーズ、要求をわかってもらえるか心配 

■「日本の慣習に合わせた行動」 

利用者の方には地方出身もいるため、専門学校や当事業所近辺で生活した経験がある留学生は、一人

ひとりに合わせることができない場面もある。慣習は感覚も多いため、感覚が伝わらない。 

技能実習生はその地域に合わせた慣習が身につかない。 

日本人どうしでも世代間のギャップがあるように当然感じると思う 

言葉のコミュニケーションが図れるかどうかにかかる 

宗教的な事 

■「介護技術の修得」 

やはり言葉による意思の疎通が肝心となる 

トランスやノーリフト介助方法 
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６．外国人介護人材の日本語表現を通した理解の不足が原因と思われる事案 

 本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所 45 件から、外国人介護人材の日本語表現を通した

理解の不足が原因と思われる事案は以下の通りである。 

 

利用者のニーズは、言葉に発せないこともあり、それは専門職として気付かなければならないが、留

学生は聞いた日本語だけで理解をするため、利用者の本心が読めないことがある。 

勉強時間数を確保することが難しい 

生まれ育った環境が異なるため、共感できない部分がある 

難解な専門用語をあえて多用している傾向があると感じている 

受入れをしていないのでわかりません。 

職員の教育ができていない 

③にチェックした部分は学校でしっかり教育していただければと思います。高齢者は声が小さく、舌

のもつれ等で喋りにくいうえに、独特の方言を話されるのでｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに不安があります。 

具体的には思いつきません。 

日本人でさえ日本語を理解して場面に応じた活用ができているかどうかです。教える側の我々が試さ

れているのだと思っております。受け入れる側の体制次第で外国人介護人材との壁を越えられると考

えます。 

以前、中国の方を雇用した経験がある。「もったいない」とか「使いまわし」とか「節約する」の加減

に理解の不一致を感じたことがあった。例えば、ハイターの空容器に入浴剤を入れるとか・・・まち

がって使用したら大変なことになると指導したことがある。 

就業規則等の難しい言葉になると理解ができにくいところもあるのでポケトークで話した。 

日本語検定等で資格を取ったとしても方言に問題があるため。 

現場で教えようとするあまり、8 割は日本人スタッフふぁ先に説明してしまう。外国人職員が自ら何が

分かったのか説明してもらうことが大事だと思う。また、習ったこと（用語等）を仕事の中で確認し

てもらうこと、そして私たち日本人が正しい日本語を使うことが重要。 

何かを指示したり、伝えたりしたことを間違った解釈をして理解したと答えることがあり、本当に理

解できているかを繰り返し確認する必要がありました。 

医療・介護の専門用語を使用した会話の際、日本人職員が伝えられなかったこと以外のことをしてし

まった 
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７．養成校において外国人介護人材への教育で強化してほしいこと 

 本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所 45 件から、介護福祉士養成校で外国人介護人材に

強化して欲しい教育内容は、「介護の場面で使用される語彙や表現の理解」と「日本語会話演習」が回

答率 50％以上であった。 

 一方で、「生活支援技術の動作、場面の理解」の回答率は 30％以下で最も低く、言語に依存しない技

術の習得は難しくないことを示唆しているように思われる。 

 コメントからは、日本語能力に関わる言及が多くみられる。 

 

図表 

 回答数 回答率 

介護の場面で使用される語彙や表現の理解 28 62% 

日本語会話演習 24 53% 

日本の慣習・日本文化の理解 21 47% 

介護用語（読み） 20 44% 

介護記録作成 19 42% 

介護記録の読み方 18 40% 

日本語能力試験対策 17 38% 

介護に関する法律、サービスに関する日本語の理解 16 36% 

介護用語（書き） 15 33% 

疾患、障害に関する基礎的理解 14 31% 

生活支援技術の動作、場面の理解 12 27% 

 

図表 
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養成校において外国人介護人材への教育で強化してほしいこと 
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図表 

■「養成校において外国人介護人材への教育で強化してほしいこと」 

高齢者や障がい者は、本心を言葉にできない場面が多いため、実技や演習を多く取り入れ、その様子

から何を求めているかを気付く練習や勉強を望む。 

日本語能力の向上 

お金を稼ぐという事以外に、モチベーションとなる目標、指針が必要なのではと感じる。 

日本語教育 

繰り返しになりますが、「書き」ではなく「読み」すなわち記録を理解する能力が最優先 

若年者と同等に日本語能力と基礎的習慣は身に着けるようなしてほしい。 

寄り添いやコミュニケーションの大切さ 

観察分析力、聞き取り・表現力 

個々によりレベルが異なると思いますが、標準的なレベルを設定していただき、平均的に能力格差の

解消を計っていただきたい 

正直なところ、外国人材で接点を持ったことがなく、どういう状況になっていくかイメージがわかな

い。 

介護の知識・技術の修得だけでなく、表現の理解や場面の理解は、国民性などが影響するので、その

辺りを理解できるように教育して欲しい。 

N2 レベルを最低でも求めたいです。少し時間がかかっても！ 

施設実習を多く取り入れては 

知識・技術はもちろんですが、介護職に就くうえで学ぶことのできる魅力を伝えてもらいたい。養成

校で学ぶ段階から人として介護職の「人柄」を高めていただきたい。 

介護記録について状況がしっかり記録されているのが大切である。 

外国人の居住地を確保することが事業所では問題となるため、派遣元で準備することが出来ればいい。 

ご利用者とのやりとりでトラブルが発生しないように習慣等の理解 

N3 レベルの理解、会話 

日本語や法律等は介護技術とは異なり、現場で伝えることが難しいため養成校でしっかりと学んだ方

が良いと思います。利用者、職員とのコミュニケーションが大切なので言葉は重要だと思います。 

意思疎通の計り方 

ルールを守ること 

医療・介護の専門用語を分かりやすく説明してほしい。日本の文化に馴染み易い環境づくり 

やはり壁となるのは言葉ではないかと思う。職員間はなんとなくのニュアンスでクリアできたとして

も利用者様となると困ることも多くあるのではないかと思う。 
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８．外国人介護人材のキャリア形成に必要と思われること 

 本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所 45 件から、外国人介護人材のキャリア形成に必要

と思われることは、「言葉の問題によるストレスの軽減」への回答率が 67％で最も高く、唯一過半数を

超える回答であり、コメントにもコミュニケーションに言及するものが見られる。 

 その他のコメントでは、「受入側の認識の見直し」「日本人職員の理解促進および入居者（家族）の理

解も必要」「受け入れ側の理解と体制を整えること」のように受け入れ側の理解や変化が必要であると

の意見も見られる。 

 

図表 

 回答数 回答率 

言葉の問題によるストレスの軽減 30 67% 

日本人職員に対する外国人理解の促進 19 42% 

介護の現場で起きるトラブルの対処方法修得 14 31% 

介護の場面における日本語表現の理解 12 27% 

同じ出身国の職員との交流 10 22% 

 

図表 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

言葉の問題によるストレスの軽減 

日本人職員に対する外国人理解の促進 

介護の現場で起きるトラブルの対処方法修得 

介護の場面における日本語表現の理解 

同じ出身国の職員との交流 

外国人介護人材のキャリア形成に必要と思われること 
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図表 

■「外国人介護福祉士が日本でキャリアを積んでいくために、事業所と本人において、必要と感じて

いること」 

きつい仕事ですが、モチベーションを持ち続けられる留学生を受け入れるこちらの職場環境作り。 

介護の現場の理解度を深めるために、実情を映像で認識してもらう 

在留期間やビザ等の法的整備 

日本人でも外国人でも相互の信頼関係を深めるような施策 

当施設はＥＰＡ介護福祉士候補生を受け入れて、まだ 2 週間。手探りであり、これから本当に課題が

浮き出てくると思われる。 

コミュニケーションが取れる環境が必要 

終業時の住居、通勤手段の確保、就業後のフォロー（小さな問題が発生した都度のフォロー） 

受入側の認識の見直しと相互理解が必要と思われます。 

外国人が介護現場で活躍できることを確認できれば理解はすすんでくると思う。 

外国人・日本人関係なく、同じ施設で働く仲間として、お互い様の気持ちで思いやりをもった関りを

できる様にすること。言葉、態度、表情等に現れると思います。 

意思疎通が大切と感じています。そのためにも日本語教育が重要になります。 

・交通便 

・買い物の利便性 

・現職員が受け入れ国の理解など 

日本のお国柄、そして介護の現場になじむことが大切だと考えます。普段の生活が充実していれば仕

事に向かう姿勢も向上しますので就業中だけでなく普段の生活も必要であればサポートしていくこと

だと思います。 

ある程度、教育がされた人材の受け入れが基本で、あとは企業側の努力かと思う。 

外国人介護人材とのコミュニケーションをしっかりとり、悩みがあれば早急に解決することが必要で

ある。日本の文化を知る上でも職員と外国人がともに文化財公共施設等を見学に行ったりすることも

必要だと思う。ともに働く仲間として大切にし、日本に来て良かったと思っていただけるよう取り組

むことが次につなげる人材受け入れを続けていく原点となると信じている。 

日本人の偏見をなくし、必要性を理解してもらう。 

定着において日本人職員の理解促進および入居者（家族）の理解も必要。国家試験合格により例えば

「家族を呼び寄せたらどんな生活環境になるのか」「仕事がしやすい環境」をイメージしてもらいサ

ポートすることが必要。 

受け入れ側の理解と体制を整えること、緊急時にも対応できる日本語能力が必要だと思います。 

紹介会社のサポート 
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９．外国人介護人材への指導上の困難度について 

 本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所 45 件から、外国人介護人材の受け入れ状況による

比較で、「外国人介護人材への指導上の困難度」においては、外国人介護人材を受け入れていない介護

福祉施設で「非常に困難」と「やや困難」の回答率が 70％を超える項目が 10 個中 7 個（「介護に関す

る法律、サービスの日本語理解」「介護の場面での図表、記録等の日本語理解」「報告書の筆記能力」「基

礎疾患、障害の状況の日本語理解」「介護の場面で起きる事象の正しい表現」「介護の基礎用語の理解」

「利用者との会話」）あり、これらの項目に対する外国人介護人材を受け入れている介護福祉事業所の

回答は「非常に困難」と「やや困難」の回答率がいずれも 50％以下であったことから、外国人介護人材

の受け入れ状況によって指導の困難度に対する認識に大きな差があることが確認できる。 

 

図表 

  

非
常
に
困
難 

や
や
困
難 

あ
ま
り
困
難
で
は
な
い 

困
難
で
は
な
い 

介護に関する法律、サービスの日本語理解 受け入れている 3 1 4 0 

受け入れていない 19 11 3 4 

介護の場面での図表、記録等の日本語理解 受け入れている 3 0 5 0 

受け入れていない 13 20 3 1 

報告書の筆記能力 受け入れている 2 2 4 0 

受け入れていない 20 13 3 1 

基礎疾患、障害の状況の日本語理解 受け入れている 1 2 5 0 

受け入れていない 17 15 4 1 

日本の慣習に合わせた行動 受け入れている 1 1 4 2 

受け入れていない 4 21 10 2 

介護の場面で起きる事象の正しい表現 受け入れている 0 4 4 0 

受け入れていない 10 21 3 3 

介護の基礎用語の理解 受け入れている 0 2 5 1 

受け入れていない 8 21 5 3 

利用者との会話 受け入れている 0 2 4 2 

受け入れていない 5 23 7 2 

職員間の日常会話 受け入れている 0 1 3 4 

受け入れていない 5 20 10 2 

介護技術の修得 受け入れている 0 0 5 3 

受け入れていない 4 14 13 6 
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図表 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護に関する法律、サービスの日本語理解 

介護の場面での図表、記録等の日本語理解 

報告書の筆記能力 

基礎疾患、障害の状況の日本語理解 

日本の慣習に合わせた行動 

介護の場面で起きる事象の正しい表現 

介護の基礎用語の理解 

利用者との会話 

職員間の日常会話 

介護技術の修得 

外国人介護人材への指導上の困難度 

非常に困難 やや困難 あまり困難ではない 困難ではない 
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１０．養成校において外国人介護人材への教育で強化してほしいことについて 

 本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所 45 件から、外国人介護人材の受け入れ状況による

比較で、「養成校において外国人介護人材への教育で強化してほしいこと」においては、「介護に関する

法律、サービスに関する日本語の理解」について外国人介護人材を受け入れている介護福祉事業所の回

答率が 75％であるのに対して、受け入れていない介護福祉事業所の回答率は 27％であり、「介護に関す

る法律、サービスに関する日本語の理解」に対して、養成校への要望に差が見られる。 

 また、「日本語能力試験対策」においても、外国人介護人材を受け入れている介護福祉事業所の回答

率が 50％であるのに対して、受け入れていない介護福祉事業所の回答率は 40％を下回っており、「日本

語能力試験対策」に対しても、養成校への要望に差が見られる。 

 

図表 

 受け入れている 受け入れていない 

 回答数 回答率 回答数 回答率 

介護に関する法律、サービスに関する日本語の理解 6 75% 10 27% 

介護の場面で使用される語彙や表現の理解 5 63% 23 62% 

日本語能力試験対策 4 50% 13 35% 

日本語会話演習 4 50% 20 54% 

介護用語（読み） 4 50% 16 43% 

介護用語（書き） 3 38% 12 32% 

介護記録作成 3 38% 16 43% 

日本の慣習・日本文化の理解 3 38% 18 49% 

疾患、障害に関する基礎的理解 3 38% 11 30% 

介護記録の読み方 1 13% 17 46% 

生活支援技術の動作、場面の理解 0 0% 12 32% 
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図表 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護に関する法律、サービスに関する日本語の理解 

介護の場面で使用される語彙や表現の理解 

日本語能力試験対策 

日本語会話演習 

介護用語（読み） 

介護用語（書き） 

介護記録作成 

日本の慣習・日本文化の理解 

疾患、障害に関する基礎的理解 

介護記録の読み方 

生活支援技術の動作、場面の理解 

養成校において外国人介護人材への教育で強化してほしいこと 

受け入れている 受け入れていない 
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１１．外国人介護人材のキャリア形成に必要と思われることについて 

 本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所 45 件から、外国人介護人材の受け入れ状況による

比較で、「外国人介護人材のキャリア形成に必要と思われること」においては、「日本人職員に対する

外国人理解の促進」で、外国人介護人材を受け入れている介護福祉事業所からは 63％の回答率で

あったのに対して、受け入れていない介護福祉事業所かは 38％の回答率であり、「外国人介護人材

のキャリア形成」に対する理解に大きな開きが見られる。 

 

図表 

 受け入れている 受け入れていない 

 回答数 回答率 回答数 回答率 

言葉の問題によるストレスの軽減 6 75% 24 65% 

日本人職員に対する外国人理解の促進 5 63% 14 38% 

同じ出身国の職員との交流 2 25% 8 22% 

介護の現場で起きるトラブルの対処方法修得 1 13% 13 35% 

介護の場面における日本語表現の理解 1 13% 11 30% 

 

図表 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

言葉の問題によるストレスの軽減 

日本人職員に対する外国人理解の促進 

同じ出身国の職員との交流 

介護の現場で起きるトラブルの対処方法修得 

介護の場面における日本語表現の理解 

外国人介護人材のキャリア形成に必要と思われること 

受け入れている 受け入れていない 
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１２．介護福祉事業所へのアンケートのまとめ 

本調査アンケートで回答のあった介護福祉事業所 45 件の内、外国人介護人材を受け入れている事業

所が 8 件で極めて少ない標本数であることから、外国人介護人材を受け入れている事業所と受け入れて

いない事業所の、対比的な評価だけなく総合的な評価においても偏りがないとは言いきれない。 
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2.3. カリキュラム・シラバス・コマシラバス（V0） 

2.3.1. カリキュラム（V0） 

章 授業内容 
コマ

数 
目標 

1 

介護の基礎

的な用語 

1 節 身近な生活の場合の日本語 2 ・日本語の単語、文

章、主語、述語を意

識しながら日本語

学習の確認を行い、

簡単な場面を日本

語で説明する力を

高める。 

具体的

内容 

・基本用語を使い、人と人の動きや場面について

単語、文章を理解する。 

・簡単な日本語を取り扱い、主語、述語を意識し

ながら短文・長文を日本語で書く。 

2 節 介護福祉現場で使用されている単語の理解 6 ・介護福祉現場で使

用される単語を理

解することができ

る。 

具体的

内容 

・介護福祉現場で使用される単語を取り扱い、イ

ラストを活用しながら言葉の意味、漢字を理解す

る。（食事・入浴・排せつ・日常生活場面におい

ての単語） 

・正規カリキュラムで取り扱う単語を事前に学習

する。 

3 節 介護福祉士の理念 2 ・介護福祉士として

の理念について理

解することができ

る。 

・日本の生活文化を

理解することがで

きる。 

・自立支援、個別ケ

アについて理解し

簡単に言葉で置き

換えることができ

る。 

具体的

内容 

・介護福祉士としての理念について学ぶことがで

き、そして日本での生活文化についても取り扱

う。 

・自立支援、個別ケアの視点について簡単な言葉

を用いて置き換えることができる。 

4 節 日本語を介護の表現・言葉に変換（基本用語・日

常生活場面での用語） 

6 ・介護福祉現場で使

用されている単語
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具体的

内容 

・「介護福祉現場で使用されている単語の理解」

で学んだ単語を、さまざまな意味に置き換えて理

解する。 

・日常生活で使う言葉を、介護現場で使う言葉を

理解した上で変換し、日本語で書くことができ

る。 

を理解し、各場面に

応じた言葉を選び

日本語で話すこと

ができる。 

・介護場面を、基本

的な日本語に変換

して文章を書く力

を高める。 

２ 

介護実務の

表現① 

1 節 介護の場面で頻繁に使用される文章表現の理解 5 ・介護の場面で頻繁

に使用される文章

をイラスト、文章、

事例から読み解く

き説明できる力を

身に付ける。 

具体的

内容 

・介護の場面で頻繁に使用される文章をイラス

ト、文章、事例から読み解く。 

・読み解いた文章について説明し理解できるよう

学習する。 

2 節 実習記録の読み方、書き方 5 ・実習記録を読む

力、そして基礎表現

を活用した書く力

を高める。 

具体的

内容 

・介護の場面で使用される実習記録の文章を理解

する。 

・一つの事例（食事・入浴・排せつ・日常生活等）

を読み、自分の言葉で書き理解するまでの学習を

行う。 

3 節 報告・連絡・相談の読解（チームワーク） 2 ・介護の場面を想定

した演習を通し、

チームケア・連携の

在り方について学

び、報告・連絡・相

談に関する知識を

身に付ける。 

具体的

内容 

・介護の現場で実際に使用される報告・連絡・相

談の文章を理解する。 

・言葉を置き換えて理解することができる。 

・グループワークを通して、日本語で書き、伝え

る。 

３ 

介護実務の

表現② 

1 節 さまざまな場面での配慮・個々に応じた支援内容

の理解 

7 ・さまざまな介護場

面で日本語で理解

する力を高める。 具体的

内容 

・さまざまな介護場面（食事・入浴・排せつ・日

常生活等）を通して日本語を理解する。 

・介護場面で起きるで配慮が必要な点について、

文章を読み解き理解する。（リスクマネジメン

ト・終末期等） 

・利用者と介護福祉職の間で起こる動作につい

て、個別ケアの視点で対応を理解し文章にする。 

2 節 生活支援技術の理解・介護のプロセス 3 ・生活支援技術の動
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具体的

内容 

・生活支援技術の動作、場面の理解を踏まえて日

本語の表現で理解することができる。（移乗介

助・移動介助・ベッド上での介助・立位・食事・

入浴・排せつ・日常生活） 

・事例を基に、支援方法を考え日本語で説明する

ことができる（移乗介助・移動支援・ベッド上で

の介助・立位・食事・入浴・排せつ・日常生活） 

作、場面を理解する

力を高める。 

４ 

介護の背景

表現① 

1 節 介護の基礎疾患の理解 4 ・介護における基礎

疾患を日本語で理

解する力を高める。

また、主症状を理解

する力を高める。 

具体的

内容 

・介護における基礎疾患を日本語で理解する。 

【分類】脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、糖尿

病、骨粗鬆症、悪性腫瘍、廃用症候群、肺炎、白

内障、緑内障、難聴、パーキンソン病、関節リウ

マチ 等 

・介護における基礎疾患を読んで、その症状を日

本語で説明する。 

2 節 障害の理解 4 ・各障害の名称を日

本語で理解し、それ

ぞれの主症状を読

解する力を身に付

ける。 

具体的

内容 

・障害の名称を日本語で理解する。 

【分類】身体障害（肢体不自由、内部障害）、精

神障害（統合失調症、うつ病、アルコール依存症

など）、高次脳機能障害（遂行機能障害、社会的

行動障害、注意障害、半側空間無視）、発達障害 

・障害の名称を読んで、その症状を日本語で説明

し、文章で書く。 

3 節 認知症の理解 4 ・認知症の名称を日

本語で理解し、それ

ぞれの主症状を読

解する力を身に付

ける。 

具体的

内容 

・まず「認知症」とは何か説明できるよう学習す

る。そして、中核症状、行動・心理症状について

単語を理解する。 

・認知症原因疾患の種類・特徴を理解する。 

【分類】アルツハイマー型認知症、血管性認知症、

レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症 

５ 

介護の背景

表現② 

1 節 介護に関する諸制度の理解 3 ・介護に関する法律

を読み取り、日本語

で理解する力を高

める。 

・介護福祉サービス

を、日本語で説明で

きる力を高める。 

具体的

内容 

・日本の社会保障制度を取り扱い、制度の理解を

深め日本語で説明する。まずは簡単な制度の説明

から始まり、制度の中身を学習する。 

【分類】社会保険（年金保険、医療保険、介護保

険、雇用保険、労働者災害補償保険） 

2 節 介護保険制度のサービスの理解 2 
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具体的

内容 

・介護保険制度に関するサービスを理解し、日本

語で理解する。 

【分類】居宅サービス、地域密着型サービス、施

設サービス 

3 節 障害福祉のサービスに関する理解 2 

具体的

内容 

・障害者総合支援法に関するサービスを理解し、

日本語で説明することができる。 

【分類】介護給付、訓練等給付 

６ 

総合演習 

1 節 総合問題 1 ・事例や過去問題を

解き、総合問題を解

く力を高める。 

具体的

内容 

・1 年間で習得した介護基礎表現、介護実務表現、

介護背景表現を集約した総合問題を理解する。 

・過去問題を読み解き、自分の言葉で過去問題を

理解する。 

2 節 まとめ 2 

具体的

内容 

・介護福祉士国家試験の過去問題の総合問題を読

み解き理解する。 

・実際に模擬問題を解き、正誤を理解する。 

コマ合計 60  
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2.3.2. シラバス（V0） 

ディプロマ・ポリシーとの関係 

□支援、計画、実践能力 ■課題を把握し解決する能力 □高い応用能力 

カリキュラム・ポリシーとの関係 

■介護福祉に関する専門知識・技術  ■コミュニケーションに関する技術 □介護計画に関する技術 

□人権擁護の能力 

科目趣旨・目的（背景となる社会情勢・業界動向・資格試験との関係、および、カリキュラム全体にお

ける位置づけ） 

超高齢社会における介護福祉士のニーズの高まりに反比例する「介護人材の枯渇」は、我が国が抱える

大きな社会問題であり、その解決策の一つとして教育現場に期待されているのが『介護福祉士を目指す

留学生の育成』である。 

一方で、国家資格としての難易度もさることながら、外国人留学生にとっての「国家資格受験、また介

護現場で求められる日本語能力」の習得は依然として大きな課題となっている。 

本科目では、従来の授業を補完し、受験に向けた【各種介護表現の理解力、表現力の向上】を目指す。

介護福祉士国家試験の問題は、一般的な日本語読解力だけでなく、「介護表現」の読解力、つまり、介

護の知識を関連付けながら日本語の文章を読み解く力が求められる。そこで本事業では、介護福祉士国

家試験の合格を目標に置きながら、介護の場面の理解や介護固有の動作について、日本語の表現を通し

て理解することを目指す「介護表現」読解力強化を目指す。最終的には総合演習において、事例を読み

解く力が付き、国家試験に出題される問題文の内容を十全に理解する力を修得するカリキュラム構成と

する。 

科目概要 

介護福祉士国家試験合格に必要な要素として、介護専門用語単体の理解と、介護に関連する法令知識、

介護実践における介護固有の動作や場面、介護に関連する医療の要素を日本語の表現を通して理解する

力が挙げられる。介護福祉士国家試験の出題範囲に含まれる各領域の日本語表現を、専門用語単体に関

連する「介護基礎表現」、介護実践における動作や場面に関連する「介護実務表現」、医療や法令知識に

関連する「介護背景表現」の三種類の表現体系（「介護表現」体系）に再編成し、受講者が体系的に学

べる構成とする。問題の解説、演習を繰り返し行うことで「介護表現」読解力を修得する。 

キーワード 

介護基礎表現、介護実務表現、生活支援技術、基礎疾患、障害、認知症、社会保障制度、介護保険制度、

障害者総合支援法 

到達目標 

キーワードで掲げた様々な介護用語、文章、制度を日本語で正しく理解し、日本語で表現でき、介護福

祉士国家試験に合格する。 
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カリキュラムリーダーからのコメント 

文部科学省委託事業において、留学生の読解力の向上を目指すものである。本事業は２年計画で、現在

の１年目は完成はしていないが、介護福祉士を目指す留学生が、日本語（介護福祉士国家試験に関わる

言葉）を理解できるような学習になっている。 

授業要素・実務連携要素 

本科目では、毎回オリジナルテキストを使用し、学習進行を支援する。授業では講義形式に加え、グ

ループワーク、また受講者同士が学びあう時間を設け、学習内容の定着と学習成果の向上を図る。 

 

2.3.3. ７コマシラバス（V0） 

※実証講座の対象としたコマシラバス 

コマシラバス（90 分授業コマ単位のシラバス） 

90 分/

コマ 
コマ主題 

コマシラバ

ス項目 
内容 教材・教具 

1 介護の基礎

的な用語 

シラバスと

の関係 

日本語を正しく読み、書き、話し、伝える

には、主語述語に加え修飾語も必要に

なってくる。この授業では、既習してきた

日本語を振り返りながら、さらに正しく使

い分けて、書いたり相手に伝えたり読み取

る力を高める。 

オリジナルテキスト 

 

自作プリント 

 

PowerPoint 

 

プロジェクター 

 

コマ主題 

細目 

身近な生活の場合の日本語① 
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細目レベル 主語と述語、修飾語について意識し、日常

生活の中で動作に関する言い回しの基礎

を固める。 

 

１．イラストの中にある「単語」が列記さ

れているので、その「単語」を使って「主

語+述語」を意識した文章を作り、自己学

習ノートに記入する。 

 

２．ペアワークとして、自分が作った文章

をペアの相手に口頭で説明する。相手は聞

いた内容を自分のノートに記入し、終了後

に間違いがあったかどうか確認しあう。 

 

３．前項 1 で作成した文章を、過去形の文

章に変換する。作った文章を各自発表す

る。 

 

４．前項 3 で作成した過去形の文章に、修

飾語を加え、より詳しい説明を行う文章に

変換する。また作成した文章をつなげ、使

用したイラスト全体を説明する文章を作

成する。作った文章を各自発表する。 

 

スクリーン 

5 キーワード 主語、述語、修飾語、過去形、文章作成 

コマ要素 □実務連携 □理解度確認テスト ■オ

リジナル教材 □ICT 活用 □実習・実

技・実験・演習 □該当なし 

資格・ 

実務関連 

介護福祉士、介護職員初任者研修 

復習・ 

予習課題 

日本語学校（学科）で使用していた教科書

を、もう一度読み返し、書けない、読めな

い、意味が分からない漢字は調べる。 
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2 介護の基礎

的な用語 

シラバスと

の関係 

介護に関する場面を、介護現場で使用する

言葉に置き換えながら、相手に伝えること

を目的とする。また、介護福祉士としての

意欲を高め、利用者に対しての接し方（コ

ミュニケーションや利用者に対して注意

すること）を学ぶ。 

オリジナルテキスト 

 

自作プリント 

 

PowerPoint 

 

プロジェクター 

 

スクリーン 

コマ主題 

細目 

介護福祉現場で使用されている単語の理

解① 

細目レベル 介護現場で使用される単語を使った言葉

の意味や漢字を理解する。 

このコマでは「食事」について取り上げる。 

 

１．利用者や介護者が描かれているイラス

トを見て、その状況を説明する文章を作

り、自己学習ノートに記入する。その後、

各自が一つずつ発表する。 

 

２．前項 1 で作成した文章を、列記した「介

護用語」を用いて書き直す、また新しい文

章を作ってみる。その後、各自が一つずつ

発表する。 

 

３．まず食事の場面の情景を記した長文を

読む。 

 ①食事介助の際の声がけをイメージし

て文章にまとめる。 

   作った文章は各自発表。 

 ②次に、数人のグループになり、一つの

テーマについて考え、意見 を交換、グ

ループの意見としてまとめ、発表。 

  ＜テーマは咀嚼に時間がかかる介護

者に対する食事介助。まず、学生に自由に

考えさせる＞ 

 ③最後に介護福祉士になった自分をイ

メージして、食事介助の際、 どんなこと

に注意して介助したいか作文させる。

作った文章は 各自発表。 
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４．時間があれば、食事に関する漢字（単

語）20 個の書き取りや意味を調べる。 

5 キーワード 食事介助、障害者、咀嚼、QOL、文章表現 

コマ要素 □実務連携 □理解度確認テスト ■オ

リジナル教材 □ICT 活用 □実習・実

技・実験・演習 □該当なし 

資格・ 

実務関連 

介護福祉士、介護職員初任者研修 

復習・ 

予習課題 

「食事」に関する漢字書き取りを行い、教

科書を見なくても書けるように練習する。 

食事介助時に気を付けることを５つ以上

ノートに書いてくる。 

3 介護の基礎

的な用語 

シラバスと

の関係 

介護現場で使用される単語をつなぎなが

ら文章や言葉に表現していく力を高める。

また、介護福祉士として移動に関する接し

方を学びながら理解を深めていく。 

オリジナルテキスト 

 

自作プリント 

 

PowerPoint 

 

プロジェクター 

 

スクリーン 

コマ主題 

細目 

介護福祉現場で使用されている単語の理

解④ 

細目レベル 介護現場で使用される単語を使った言葉

の意味や漢字を理解する。 

このコマでは「移動・移乗」について取り

上げる。 

 

１．利用者や介護者が描かれているイラス

トを見て、その状況を説明する文章を作

り、自己学習ノートに記入する。その後、

各自が一つずつ発表する。 

  ⇒患側が左であることに気づいた文

章が書けるかどうかをチェック 

 

２．次に前項 1 で作成した文章を、列記し

た「介護用語」を用いて書き直す、また新
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しい文章を作ってみる。その後、各自が一

つずつ発表する。 

 

３．視覚障害者の移動（歩行）介助のイラ

ストを見て、介助において気を付けるべき

ことを考えさせる。その際、「介助する際

の姿勢」 「狭い通路の移動」「タクシー、

バスの乗降」などをイメージして文章を作

る。作った文章は各自が一つずつ発表す

る。 

 

４．車いすを利用した移動介助をテーマと

し、外出時の介助に関して学生に考えさせ

る。 

 ①起床時の介助～外出先に到着するま

での支援、介助内容を 順番通りに文章に

して並べる。 

 ②外出時、目的地までの道のりにおける

危険、注意事項などを イメージさせ、文

章にする。 

   

 最初は一人で考え、次にグループの意見

としてまとめ、発表。 

  

５．時間があれば、移動・移乗に関する漢

字（単語）30 個の書き取りや意味を調べ

る。 

5 キーワード 杖歩行、車いす、体位、階段昇降、歩行誘

導 

コマ要素 □実務連携 □理解度確認テスト ■オ

リジナル教材 □ICT 活用 □実習・実

技・実験・演習 □該当なし 

資格・実務関

連 

介護福祉士、介護職員初任者研修 
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復習・予習課

題 

身体障がい、視覚障がい者に対して接する

釣時の注意点をまとまておく。 

車いすを使用するときの注意点をまとめ

ておく。 

4 介護の基礎

的な用語 

シラバスと

の関係 

個に応じた食事介助の支援を理解し、食事

介助時の支援方法や留意点を学ぶ。また、

個に応じた食事の内容の工夫できる力を

高める。 

オリジナルテキスト 

 

自作プリント 

 

PowerPoint 

 

プロジェクター 

 

スクリーン 

コマ主題細

目 

介護表現・介護用語への変換①（基本用

語・日常生活場面での用語） 
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細目レベル 「介護福祉現場で使用されている単語の

理解」で学んだ単語のうち「食事」に関わ

る単語を使って、理解を深める。 

 

１．片麻痺の利用者に対する食事介助のイ

ラストを用い、食事の手順（10 の手順）

について書かれた文章中の、虫食いを漢字

で埋める。 

  ⇒虫食いの漢字に関するヒントとし

て日常使う言葉を記載 

 

２．グループワークとして、 

 ①飲み込みやすい（嚥下しやすい）食事

について考える 

 ②誤って気管内に詰まらせてしまいや

すい（誤嚥しやすい）食事について考える 

 ③誤嚥しないために、食事の内容以外で

気を付けることを考えさせる 

  ⇒食前、食中、食後にわけて考える 

  最後に、発表する。 

 

３．利用者の目標（左手で箸をつかった食

事ができるようになる）に対して、うまく

支援ができなかった理由を考え、今後どの

ようにしたら良いかを考える。 

  最初は一人で、その後グループで意見

をまとめて、最後に発表する。 

 

４．時間があれば、「食事」に関する単語

の練習を行う。 

5 キーワード 食事介助、手順、嚥下、誤嚥、支援のあり

かた 

コマ要素 □実務連携 □理解度確認テスト ■オ

リジナル教材 □ICT 活用 □実習・実

技・実験・演習 □該当なし 
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資格・ 

実務関連 

介護福祉士、介護職員初任者研修 

復習・ 

予習課題 

「利用者の自立」に対する介護者の支援と

いうことを考えてみる。 

障がいや麻痺がある利用者に対して、食事

をするときの注意点をまとめておく。また

どんな危険が予想されるかをまとめる。 

5 介護の基礎

的な用語 

シラバスと

の関係 

移動、移乗の方法を学び日本語で介護現場

で使用する言葉を使いながら、順序だてて

説明する力を高める。また、正規の授業で

学んだボディメカニクスを復習しながら、

自身の体を守る意識を高める。 

オリジナルテキスト 

 

自作プリント 

 

介護福祉人体模型 

 

介護用ベッド 

 

PowerPoint 

 

プロジェクター 

 

スクリーン 

コマ主題 

細目 

介護表現・介護用語への変換④（基本用

語・日常生活場面での用語） 

細目レベル 「介護福祉現場で使用されている単語の

理解」で学んだ単語のうち「移動・移乗」

に関わる単語を使って、理解を深める。 

 

１．車いすへの移乗のため、片麻痺の利用

者に対する仰臥位から端座位への移動介

助を手順通り並べた文章にある虫食いを、

介護用語の漢字で埋めて完成させる。 

 

２．仰臥位、側臥位、腹臥位、長座位、半

座位に関する、虫食いを含んだ説明文章を

漢字で穴埋めし、完成させる。 

 

３．ボディメカニクスを 5 項目取り上げ、

それぞれの説明文を虫食いにしたものに

漢字で穴埋めさせる。 

  次に、仰臥位から右側臥位への体位変

換の手順を説明した文章にある虫食いを、

同じく感じで穴埋めし文章を完成させる。 

 

４．体位変換の目的の一つである褥瘡の予

防について触れる。 
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  仰臥位と側臥位で褥瘡のできやすい

箇所を、ヒントを読んで「介護用語」を穴

埋めさせる。 

 

５．時間があれば、「移動・移乗」に関す

る単語 20 ケの書き取り練習を行う。 

5 キーワード 移動介助、臥位、座位、ボディメカニクス、

褥瘡 

コマ要素 □実務連携 □理解度確認テスト ■オ

リジナル教材 □ICT 活用 □実習・実

技・実験・演習 □該当なし 

資格・ 

実務関連 

介護福祉士、介護職員初任者研修 

復習・ 

予習課題 

生活支援技術の授業で学んだボディメカ

ニクスについて復習する。横臥位、仰臥位、

長座位について読み方や意味を予習する。

また漢字で書けるように練習する。 

履修判定指標 履修指標 履修指標の水準 キーワード 配

点 

関

連 

正しい日本

語を使って、

書く、話す、

聞くことが

できる。 

主語、述語、修飾語を使って、日本語を正

しく読解し、それを書く、話す、説明する、

聞いて理解することができる。 

主語、述語

の関係 
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介護に関わ

る基礎用語

を使って、現

場の説明の

文章を読解

することが

できる。 

介護福祉現場において、日常使われる言葉

を理解しながら、書く、話す、聞くことが

できる。 

介護福祉現

場で使う言

葉 

    

介護の場面

で使用され

る語彙や表

現の理解す

る。 

介護の場面や図表、記録の文章を理解する

ことができる。 

介 護 の 基

本、実習記

録、移乗、

移動など 

    

介護の動作

場面を理解

する① 

介護の場面で起きる様々な場面について、

日本語の表現を通して理解する。 

介 護 の 基

本、介護過

程 

    

介護の動作

場面を理解

する② 

被介護者と介護者の間で起きる介護福祉

場面の動作、技術を日本語の表現を通して

理解する。 

介 護 の 基

本、コミュ

ニ

ケーション

技術 

    

介護の基礎

疾患、障害① 

介護における基礎疾患（認知症、脳血管性

疾患等）、障がい（内部障害、外部障害等）

を日本語で理解する。 

認知症、障

害 

    

介護の基礎

疾患、障がい

② 

基礎疾患、障害からくる特徴を、日本語で

理解することができる。 

認知症、障

害 

    

介護に関す

る法律、

サービス 

介護に関する法律、サービスとその特徴を

日本語で理解する。 

介 護 保 険

法、障害者

総 合 支 援

法、 
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総合演習 １年間で学んできたことを理解したうえ

で、介護福祉士国家試験（過去問題、模擬

試験）を受け、合格点以上の点数をとる。 

介護福祉士

国家試験 

    

評価方法 配布されたプリントに正しい日本語で書いていることや、話すこと、聞くこと、

定期テストで総合的に評価する。 

 

 

評価基準    

学習目標をほぼ完全に達成している・・・・・・・・・Ｓ（100～90 点）    

学習目標を相応に達成している・・・・・・・・・・・Ａ（89～80 点）    

学習目標を相応に達成しているが不十分な点がある・・Ｂ（79～70 点）    

学習目標の最低限は満たしている・・・・・・・・・・Ｃ（69～60 点）    

学習目標の最低限を満たしていない・・・・・・・・・Ｄ（60 点未満）    

 

 

学生授業アンケート 

（試験時間内に試験

終了後実施） 

①授業はシラバス＋コマシラバス通りに進みましたか。 

②履修判定指標は、授業内容と一致していると思いますか。 

③期末試験は、シラバス＋コマシラバス＋実際の授業内容（あるいは履修判定指

標）と一致していましたか。 

④授業のやり方は適切だったと思いますか。（資料、進め方など） 

⑤授業は全体的に理解できましたか。 

※以上①～⑤までの全学統一アンケートを、①～④の度数四択で実施。試験終了後（シラバス要項を参

照させながら）、5 分で試験時間中に実施する。別紙で学生アンケート委員（仮称）に回収させ、教務課

に提出。 
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2.4. 教材（プロトタイプ） 

 今年度は、カリキュラム全体の約 30%の教材を開発した。 

 「介護基礎表現」領域の「介護の基礎用語」単元の内容を中心に、下記の構成とした。 

 

１－１ 身近な生活における日本語① 

１－２ 身近な生活における日本語② 

２   介護現場で使用されている単語の理解 

３－１ 介護現場で使用されている単語の理解（移動・移乗） 

３－２ 介護現場で使用されている単語の理解（入浴） 

４ 日本語を介護の表現・言葉に変換（入浴介助） 

５ 日本語を介護の表現・言葉に変換（食事介助） 

６ 日本語を介護の表現・言葉に変換（移動・移乗） 

７ 様々な場面での配慮、個々に応じた支援の理解 

 

教材本文は、本成果報告書の「４．テキスト」に掲載する。 
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3. 実証講座の内容 

3.1. 受講対象者 

留学生 2 名 

日本語力 N3：2 名 

所属 河原医療福祉専門学校 介護福祉科 1 年 

 

3.2. 実証講座の概要 

3.3. 実証講座レポート 

■1 コマ目 

日時：2020 年 1 月 30 日（木）13：40～15：10 

場所：河原医療福祉専門学校 4 階 401 教室 

 

授業者 向井理恵（河原電子ビジネス専門学校日本語学科、本事業作業委員） 

受講者 留学生 2 名 A：N3 B：N3（河原医療福祉専門学校介護福祉科 1 年） 

記録者 本田浩司（河原医療福祉専門学校） 

 

目的：既習してきた日本語を振り返りながら、さらに修飾語を意識しながら、正しく読み取り、また文

章にしたり、相手に伝えたりする力を高める。 

 

授業者の活動 受講者の活動 実証、課題、気付き、その他 

前回までの授業の流れではな

く、新しいテキストを説明し、

配布する。 

 

自作プリントを配布 

「イラストのイメージを、日

本語で書いてみよう。」 

 

 

主語、述語の読み、意味を確

認する。 

主語、述語の関係を教える。 

○○が～○○をする等 

 

話を聞き、新しい学習の目的

を確認する。 

 

 

自作プリントを音読する。 

イメージを日本語でプリント

に文章を作る。 

記入後、発表を行う。 

 

主語、述語を学ぶ。 

 

記入したプリントを見なが

ら、主語述語を確認していく。 

 

介護福祉士を目指す外国人留

学生のための「介護表現」読

解力を高める動機付けを行

う。 

読み、書きの力を確認してい

く。 

 

 

 

読解力を深めるために、主語

述語を確認したが、意味は分

かっていない。 
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「主語述語を使って、文章を

書いてみよう。」 

 

一つひとつの発表に、主語と

述語を確認する。 

 

 

 

表現の確認（板書） 

ボールを？ 

 

ボールで、に訂正する。 

 

一つひとつの発表後に、主語

述語を確認する。 

 

 

 

 

 

 

イラストに関係する単語（語

彙）の意味と読みを確認する。 

「単語を読んでいきましょ

う」 

 

 

 

 

修飾語の学習に入る 

作った文章に単語を入れて、

日本語を詳しく伝える力をつ

ける。 

「書いた文章に単語を入れて

いこう」 

 

 

 

A 

彼が電話している。 

こどもが遊んでいる。 

男の人が、犬の散歩をしてい

る。 

女の人が話してる。 

こどもがボールを遊んでい

る。 

（A と B で確認し合う。B が、

でを使うと発言） 

 

 

 

B 

高齢者の方が、こどもと遊ん

でいる。 

こどもはサッカーをしてい

る。 

高齢者の方々が、イスに

座って本を読んでいます等。 

 

単語を読んでいく。 

単語の意味を答える。 

 

 

 

 

 

 

修飾語を学び、単語を文章に

書き足す。 

B 発表 

犬が首輪をつけて散歩をして

いる。 

こどもがボールを蹴ってサッ

カーをしている。 

 

A が発表と同時に、B がイラ

 

 

 

発言後に、確認しながら主語

述語の関係を理解していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主語と述語を理解してくる。 

 

 

 

 

 

 

 

（犬の）首輪の確認。 

輪の読み方（リン・ワ） 

駐輪場、指輪。 

「浮かぶ」の確認。雲・シャ

ボン玉など、漢字の読みを確

認しながら関係する言葉を使

い、意味を教えている。 

 

修飾語の意味が分からない

が、単語を書き足しながら、

文章を分かりやすく、詳しく

書く力をつけている。 

 

犬が、 

→首輪をした犬が 

 

サッカーをしている。 
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自作プリントを配布 

主語、述語、修飾語の確認 

 

主語が初めにならないことを

教える 

 

 

過去、現在、未来の文章を考

えさせる。 

～だろう 

～かも等 

 

 

 

まとめ 

 

ストを指す 

A 

スーツを着ている男の人が、

電話をかけている等 

 

 

 

 

 

 

 

主語、述語、修飾語に〇を付

け読む。 

 

 

 

 

 

過去、現在、未来の文章を考

え、発表する。 

 

 

 

 

 

主語、述語、修飾語を使って、

記入した文章をつなげ、長文

を書き、その後発表する。 

→ボールを蹴って、サッ

カーをしている。 

 

男の人が 

→スーツを着た男の人が 

 

遊んでいる 

→ジャングルジムで遊んでい

る 

 

 

文章に修飾語を使って、伝え

る力を高める。 

 

修飾語を読み取り、話す力を

つけている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は、～いる。過去は、～

た。で理解しているが、未来

の言葉は、授業者とやりとり

を通して確認していく。 

 

1 コマ目は、主語、述語、修飾語を意識させながら、日本語を詳しく説明できるようにすることと、

また修飾語をつけることで、相手に伝わりやすいことを学んだ。 

日本語の読解力を高めるための、導入のコマであり、作った文章をさらに書き足しながら、分かりや

すく表現する力を高めていくことができた。 イラストの男性を説明するときも、どのような男性か、

何をしている男性かなど、イラストの中には、多数の人間や動植物が描かれているため、特定するには

詳細な情報を文章に入れていくことが必要なことを受講生は学んだ。また繰り返し読ませることで、主

語、述語、修飾語の意識を高めさせている。授業初めに記入した文章が、授業後半では、詳しい説明を

含んだ文章になっている。 
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この授業を通して、今後の実習記録の取り方などに活かされていく。また文章を読解するときに、主、

述、修飾の関係が分かってきているため、今後の正規のカリキュラムで使用する教科書や到達目標の介

護福祉士国家試験の事例問題にも活かされていくことが予想される。 

 

■2 コマ目 

日時：2020 年 1 月 30 日（木）15：20～16：50 

場所：河原医療福祉専門学校 4 階 401 教室 

 

授業者 宮田 幸（河原医療福祉専門学校介護福祉科教員） 

    向井理恵（河原電子ビジネス専門学校日本語学科教員） 

受講者 留学生 2 名 A：N3 B：N3（河原医療福祉専門学校介護福祉科 1 年） 

記録者 本田浩司（河原医療福祉専門学校） 

 

 

目的：介護に関する場面を、介護現場で使用する言葉に置き換えながら、相手に伝えることを目的とす

る。また、介護福祉士としての意欲を高め、利用者に対しての接し方（コミュニケーションや利用者に

対して注意すること）を学ぶ。 

 

授業者の活動 受講者の活動 実証、課題、気付き、その他 

「前時の修飾語を意識して、

食事介助の場面をみて、日本

語で文章を作ろう。そして発

表しよう」 

 

 

 

 

 

 

主語、述語、修飾語を確認す

る。 

 

 

 

 

 

問題文を読ませ、正しく読め

るか確認する。そして何を問

食事介助の場面をみて、文章

を作る。 

A 

井上さんは食事を美味しく食

べています。 

介護者は、はかわいい等。 

B 

介助者は安心して食べさせて

いる。 

 

利用者は、食べやすい位置に

座ってご飯を食べている。 

→介護者は、利用者を食べや

すい位置に座らせて、ご飯を

食べさせている。 

 

 

読む、問題を読み取る、答え

を書く、日本語で話し合う、

介護福祉士を目指す外国人留

学生のための「介護表現」読

解力を高める動機付けを行

う。 

書く力を確認していく。 

 

 

 

 

 

イラストを理解し、日本語で

正しく書ける力を高めるため

に、主語述語修飾語を確認し

ていく。 

 

 

 

日本語を正しく読み、また問

題文を読み取り、何を答えな
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われているのか質問する。 

「介護者として、どのような

声かけを行いますか。文章で

書いてみよう。その後発表し

よう」 

・声かけ 

・咀嚼困難な利用者に対する

声かけ 

・どんなことに気を付けて食

事介助を行うか。 

 

考えをまとめる、発表を行う

活動。 

 

 

 

 

 

 

 

ければならないか、読解力を

確認していく。 

 

発表後に、介護福祉士として

の利用者に対する声かけの例

を多数挙げながら、介護福祉

士としての意識を高めてい

る。 

 

 

 

 

 

2 コマ目は、前時の主語、述語、修飾語を意識させながら、介護福祉士としての意欲を高めていった。

イラストをみて利用者の身体状況を説明した後に予想される課題に気付かせる。また、利用者の食事の

動作をゆっくり確認しながら、介護福祉士として何に気をつけなければならないかを気付かせていく。

そして専門用語（健側など）を使い、介護福祉現場で使う言葉を意識して話し、理解を確認しながら授

業を展開した。 

テキストの問題では「左上下肢に障がいがあり、移動は車いすを使用している」といった介護福祉現

場では日常の光景であるため、介護福祉士を目指す留学生にとっては、正規カリキュラムの復習と介護

福祉実習前後の予習復習にもつながっていくことが考えられ、今後の介護福祉士国家試験の問題に対応

できる力を少しずつ高められていると考える。留学生に対して専門用語を説明し、理解させ、その言葉

を話させることによって、少しずつ専門用語に対応できる力も高まっていると予想できる。また、問題

文を読み、意味を理解し、その解答を書く活動によって、日本語（問題文）の読解力も高めさせている。 

最後に、1 コマの主語、述語、修飾語は今後も意識させながら、解答を書く、読む、話す（話し合う）

力は継続させていき、実習記録の取り方などに活かしていくことができると考えられる。 

課題として考えたことは、2 コマ目以降は、介護福祉士（介護福祉現場）に関わる授業になるため、

介護福祉士養成校の教員が授業を展開することになっていく。しかし、日本語で文章を書く活動や話

す・発表する活動では、正しい日本語を使えているか判断できる日本語学科（学校）の教員の存在が重

要だと考えた。チームティーチング（TT）指導法で 2 人以上の教員が、授業を展開することによってこ

の授業の効果はさらに上がると考える。介護福祉士養成校（施設）の教員のみの授業では、専門性が異

なるため正しい日本語の指導法に弱いことが理由である。 

 本校では、同学園に日本語学科が存在するため、この授業の効果が上がることは考えられるが、本校

と違う条件の養成校（施設）では、少し難があると考える。その対策として、介護福祉士養成校（施設）

教員が、日本語に対する研修等を受けること考えられるが、それ以前に介護福祉士養成校（施設）に入

学できる留学生の日本語レベルは想定の N3 レベルとする。N4 レベル以下では、今回の授業について

いけない可能性が大きいと考える。 

今回の「介護福祉士を目指す外国人留学生のための「介護表現」読解力養成教育プログラムの開発」
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事業では、想定通りの N3（以上）レベルの留学生には効果的な授業と考える。 

 

■3 コマ目 

日時：2020 年 2 月 1 日（土）9：30～11：00 

場所：河原医療福祉専門学校 4 階 401 教室 

 

授業者 宮田 幸（河原医療福祉専門学校介護福祉科教員） 

    向井理恵（河原電子ビジネス専門学校日本語学科教員） 

受講者 留学生 3 名 A：N3 B：N3（河原医療福祉専門学校介護福祉科 1 年） 

          C：N3（今治明徳短大 1 年） 

    技能実習生 2 名 D：N3  E：N4 （障害者支援施設かなさんどう） 

記録者 本田浩司（河原医療福祉専門学校） 

見学者 荻山英治委員（泰斗福祉会、事業実施委員会・作業委員会）、宮元預羽先生（今治明徳短大、

作業委員会）、松原文子様（今治明徳短大日本語学科）、伊藤優子様（厚生労働省）、西田あゆ

み様（泰斗福祉会かなさんどう施設長）、馬越祐希委員（愛媛県保健福祉課、事業実施委員会・

作業委員会） 

 

目的：介護現場で使用される単語をつなぎながら文章や言葉に表現していく力を高める。また、介護福

祉士として移動に関する接し方を学びながら理解を深めていく。 

  

授業者の活動 受講者の活動 実証、課題、気付き、その

他 

あいさつ 

移動について 

「イラストを見て、日本語で文章

を作ってみよう。簡単な言葉で構

いません」 

 

 

「歩行介助の時、あなたは何に気

を付けて介助しますか。書いてみ

よう」 

 

発表をまとめる（板書） 

転倒しないように 

すべらない 

スピード 

声をかける 

あいさつ 

イラストを見て、感じた、

考えたことを文章にし、発

表する。（5 人） 

 

 

 

イラストを見て、感じた、

考えたことを文章にし、発

表する。（5 人） 

 

写真１ 

 

 

 

 

 

主語述語修飾語を意識し

て、文章を作らせる。 

記入した文章を、正しい日

本語に直す声かけを行う。 

 

 

介護福祉士の意識付けを行

う。 

専門用語（患側、健側など）

を使いながら、歩行のポ

イントを押さえていく。 

板書で、5 人の発表の共通

点を挙げ、一人ひとりに返

しの言葉を入れ、気付きを

褒めていく。 
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確認 

 

歩行介助のポイントを説明する。 

 

「今の文章を、介護福祉用語を

使って、もう一度書いて説明して

みよう」 

 

「視覚障がい者の移動介助（歩行

介助）の時、皆さんはどんなこと

に気をつけますか。書いてみよう」 

 

問題３（事例） 

木村さん（女性）は対麻痺(つい

まひ)で、入居中の施設内では車い

すを使用しています。入居中の施

設でもお友達が多く、色々なお部

屋に自分から出向いてお話をしに

行く、明るくて活発な方です。今

度、役所(やくしょ)に出向く用事

ができたため、外出することにな

りました。車いすを使うことに

なってから、今までほぼ外出した

ことはありません。木村さんも少

し不安のようです。なお、役所(や

くしょ)までは車いすで行ける距

離ですが、道路は未舗装(みほそ

う)の箇所(かしょ)もあります。 

 

木村さんはどんな人ですか 

木村さんは何をすることになった 

木村さんは何を心配しているか 

どのくらい遠いか 

車いすで行く距離は遠い？近い？ 

役所までの道はどんなか 

未舗装？ 

 

「みんなで話し合って、まとめて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読解力を高める活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対麻痺のひと 

友達が多い 

外出 

 

車いすを使うことが心配 

外出したことがないから 

 

 

 

 

 

 

 

主語述語を意識しながら、

専門用語を使って文章を作

らせる。 

 

 

 

 

 

 

日本語学科教員による読解

力を高める活動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題を読む力を確認し、そ

の後、利用者の特徴を読み

取れているか確認してい

く。 

 

活発、未舗装の説明 

 

事例を読み、どこまで情報

を読み取れているかを確認

していく。 

 

 

 

意見を出させながら、話し
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みよう」 

 

 

まとめ 

利用者の不安解消。 

未舗装の注意点 

 

 

 

 

 

個人でまとめた文章を発表

し合い、まとめ、文章にす

る活動。 

写真 2 

合わせる。 

 

 

 

介助者として留意点を高め

る話し合う活動 

 

 

 

3 コマ目は、移動（歩行介助）について、専門用語を使いながら文章表現と発言を行った。イラスト

から感じた、考えたことを自分なりの文章にする。それに専門用語を使って、改めて文章を作る。その

際には、主語述語修飾語に意識させて文章を作る。その後発表活動に入る。 

考えたことを文章にする。それに専門用語を入れ、書き直す。それを発言することを繰り返しながら、

理解を高めていった。書く活動については、日本語学科教員が、机間巡視を行い誤った言葉の使い方に

声をかけながら、文章をよりよくしている。 

介護福祉士養成としての学習は、障がいがある利用者に対し、立ち位置、留意点など介助の方法を具

体的に学ばせていく。 

書く活動と話す活動が中心であった。 

 

技能実習生が授業に参加したが、書く量も少しずつ増えてきている（資料 1 ヘイン問題②） 

介護福祉養成校（施設）の教員が授業を行うことによって、普段の仕事を言葉に変換しやすいように

声かけを行っているので、書く量も増えてきたと考えられる。養成校（施設）の学生だけではなく、技

能実習生にも効果的な学習と考えられる。 

学習の内容は、イラストをみて感じた考えたことを文章にし、それを専門用語に書き直していく。そ

れを発表する活動の繰り返しだが、考えたことは短文で、書き直すときには、長文になってきている。

そして事例を読んだ後に、情報をどれだけ読み取れているか、発表で確認していく。役所や未舗装、車

いすで行ける距離とは、遠いのか近いのかを気付かせたり、役所とは何をするところか等、経験した言

葉を使って説明を行った。その後話し合い活動で、考えを出し合い、意見をまとめ発表を行った。 

今回の「介護福祉士を目指す外国人留学生のための「介護表現」読解力養成教育プログラムの開発」

事業では、技能実習生の受講者にも効果があると予想される。資料のように少しずつ、書く量が増え、

書く力は高められている。今後の記録の書き方にもつながると考えられる。 

  

課題として考えられるのは、書く量は増えてきているので、並行して質（漢字や助詞の使い方）を上

げていかなければならないと考える。 
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写真１ D 君（N3） 

 

写真 2 話し合う活動 

 

 

■4 コマ目 

日時：2020 年 2 月 1 日（土）11：10～12：40 

場所：河原医療福祉専門学校 4 階 401 教室 

 

授業者 宮田 幸（河原医療福祉専門学校介護福祉科教員） 

    向井理恵（河原電子ビジネス専門学校日本語学科教員） 

受講者 留学生 3 名 A：N3 B：N3（河原医療福祉専門学校介護福祉科 1 年） 

          C：N3（今治明徳短大 1 年） 

    技能実習生 2 名 D：N3  E：N4 （障害者支援施設かなさんどう） 

記録者 本田浩司（河原医療福祉専門学校） 

見学者 荻山英治委員（泰斗福祉会、事業実施委員会・作業委員会）、宮元預羽委員（今治明徳短大、

作業委員会）、馬越祐希委員（愛媛県保健福祉課、事業実施委員会・作業委員会）、松原文子様

（今治明徳短大日本語学科）、伊藤優子様（厚生労働省）、西田あゆみ様（泰斗福祉会かなさん

どう施設長）、 

 

目的：個に応じた食事介助の支援を理解し、食事介助時の支援方法や留意点を学ぶ。また、個に応じた

食事の内容の工夫できる力を高める。  
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授業者の活動 受講者の活動 実証、課題、気付き、その他 

食事介助について 

「事例を読んでみよう。P10

の文章に語群から選んで書き

ましょう」 

（事例） 

杉田さん（76 歳女性）は、右

上(みぎうえ)下肢(かし)に麻

痺(まひ)があります。噛(か)む

ことや飲み込むことには問題

がなく、普通食を食べていま

す。今、杉田さんは左手で箸

(はし)を使って食事ができる 

ようになることを目標に、食

事の際に練習をしています。 

 

グループで話してみよう。 

「飲み込みやすい食べ物って

何だろう」 

「気管内に詰まりやすい食事

とはなんでしょう」 

「器官内につまらせない方法

は？」 

 

「誤嚥にならないよう食前、

中、後に気を付けることを書

いてみよう」 

 

「左手に慣れるまで何をする

か」 

 

 

 

まとめ 

食事介助の最後のまとめ 

 

読解力の活動 

 

 

簡単な漢字を介護現場で使う

漢字に置き換えて、文章に当

てはめていく活動 

体の調子→体調 

食事の時の姿勢→座位姿勢等 

 

写真 1：学生テキスト写真 

 

 

 

 

 

話し合う活動 

麺類、おかゆ、豆腐、小さく

切ったもの、とろみをつけた

もの等 

 

 

 

 

書く・話し合う活動 

 

 

 

考えを書く活動 

発表を聞いて、メモを取る活

動 

別紙：学生プリント 

 

 

 

 

漢字を読む力の確認を行う 

 

分かる言葉を介護現場で使わ

れる言葉や漢字に変換して文

章を完成させる。 

 

右上下肢、お膳、座位、足底、

咀嚼等は板書を行い、フリガ

ナを付ける。 

 

 

 

介護福祉士として、食事介助

時の注意点を考えさせる。 

 

パサパサ、バラバラ、サラサ

ラの状態を説明する。 

 

誤嚥を防ぐための食べものを

考えさせる。 

誤嚥を防ぐ意識を高める。 

 

 

 

介護福祉士として、自力で食

べることができるような工夫

を考える。 

 

 

個に応じた支援の方法を考え

させる。 
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4 コマ目は、食事介助の支援について、まず食事介助に使われる漢字から学習に入る。配膳や下膳、

体の調子を体調に言い換える練習である。その後介護福祉士として、食事介助の方法や留意点を学んだ。 

介護現場で使用される言葉と、留学生が知っている言葉には差があり、現場では職員が分かりやすい

言葉に変換してご指導されている。本時の授業では、「配膳」が分からなかったが、分かりやすく説明

すると理解していた。現場では食事を持っていく等の使い方が多く使用されているようで、留学生も分

かりやすい言葉に慣れているようであった。国家試験では配膳等の言葉も出てくるため、分かりやすい

言葉を介護現場で使う言葉に変換する力を高めていった。またその逆も分かるようになってきた。 

介護福祉士として食事を介助するとき誤嚥を防ぐために、食べ物の種類を話し合う活動を行う。並行

してパサパサやバラバラの言葉も説明を行った。 

本時の授業で自作プリントを配布しているが、自宅でも勉強ができるように促していくことが必要な

ことと、介護福祉現場では、改めて国家試験に使われる言葉を使って頂き、その後に分かりやすい言葉

に変換して頂くことが、さらに読み取る力や聞く力が高まってくると考えられる。養成校と介護福祉現

場の連携が改めて重要だと考えた。連携することによって、この事業の目標である介護福祉士を目指す

留学生の読解力の向上が発揮すると考える。 

 

 写真 1  

 

 

■5 コマ目 

日時：2020 年 2 月 1 日（土）14：00～15：30 

場所：河原医療福祉専門学校 4 階 401 教室 

 

授業者 宮田幸（河原医療福祉専門学校介護福祉科教員） 

    向井理恵（河原電子ビジネス専門学校日本語学科教員） 

受講者 留学生 3 名 A：N3 B：N3（河原医療福祉専門学校介護福祉科 1 年） 

          C：N3（今治明徳短大 1 年） 

    技能実習生 2 名 D：N3  E：N4 （障害者支援施設かなさんどう） 
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記録者 本田浩司（河原医療福祉専門学校） 

見学者 荻山英治委員（泰斗福祉会、事業実施委員会・作業委員会）、宮元預羽委員（今治明徳短大、

作業委員会）、城本拓哉様（慈光会味酒野ていれぎ荘、事業実施委員会・作業委員会 委員代

理）、松原文子様（今治明徳短大日本語学科）、伊藤優子様（厚生労働省）、西田あゆみ様（泰

斗福祉会かなさんどう施設長） 

 

目的： 移動、移乗の方法を学び日本語で、介護現場で使用する言葉を使いながら、順序だてて説明す

る力を高める。また、正規の授業で学んだボディメカニクスを復習しながら、自身の体を守る意識を高

める。 

授業者の活動 受講者の活動 実証、課題、気付き、その他 

移動、移乗について 

「事例を読んでみよう。P12」 

（事例） 

田中さん（80 歳男性）は、右

上(みぎうえ)下肢(かし)に麻

痺(まひ)があります。車いすへ

の移乗(いじょう)のために、

ベッドの上で体位をかえる介

助を行います。仰向け(あおむ

け)の姿勢(しせい)の田中さん

には、足底(そくてい)を床につ

けベッドの端に座ってもらい

ます。 

 

「ベッドから座位の方法を書

いてみよう。あとで発表をし

よう」 

 

 

「姿勢（体位）について、分

かりやすい言葉と専門用語を

結び付けてみよう」 

 

介護実習室に移動 

演習 

 

まとめ移動・移乗介助 

読解力の活動 

 

情報を読み取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考えたことを文章にして発表

する活動 

 

 

 

分かる言葉と専門用語を線で

つなぐ活動 

写真１ 

 

ボディメカニクスを学ぶ 

専門用語を漢字で記入 

写真 2 

 

 

 

専門用語を説明しながら、事

例の情報を確認していく。難

しい言葉を一つずつ質問し、

確認する。 

 

主語、述語も意識させる。 

 

 

日本学科教員は机間巡視をし

て、日本語を正していく。 

 

受講生の意見を聞き出し、介

助者の動きを復習していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一つずつ言葉の確認 
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5 コマ目は、移動・移乗について学習であった。まず事例を読み、どれだけの情報が理解できたかを

問いながら説明を行った。「右上下肢に麻痺」「仰向け」など、症状や状態を説明していく。足底は前時

に出ていたため、答えることができた。介護福祉現場で使われる語彙を多く学ばせることによって、少

しずつ理解をしてくる。 

 ベッドから座位についての流れを、順序立てて書き発表をしていく。本校の受講者 2 名は、1 コマ目

に主語と述語を復習しているため、介助者は、利用者の田中さんに対し、○○をする等、誰が誰（何）

に対し、○○をする文章を意識して作っている。また専門用語（健側）も使って答えることができてい

る。 

 

 この実証講座を通して、1 コマ目の主語述語の関係を、改めて復習することによって、記録（書く）

する力を付けてきている。1 コマのノートから比較しても文章量が多くなってきていることが分かる。 

 技能実習生の 2 人は、体位変換について現場で学んでいたため、全問正解である。留学生 B,C は授業

で学んでいたが、5 問中 2 問は理解していなかった。養成校では全体で学ぶため、聞き取れなかったか、

分からないままになっていたと予想される。この講座は、正規カリキュラムと並行して行うために、改

めて復習できる機会になると予想される。 

 

写真 1 

  

写真 2 
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3.4. 実証講座の評価 

3.4.1. 実証講座の振り返り 

実証講座 5 コマ目終了後に、作業委員会の委員を中心とした参加者により振り返りを行った。 

 

日時：2020 年 2 月 1 日（土）15：40～16：15 

場所：河原医療福祉専門学校 4 階 図書室 

 

参加者 荻山英治委員（泰斗福祉会、事業実施委員会・作業委員会）、宮元預羽委員（今治明徳短大、

作業委員会）、城本拓哉様（慈光会味酒野ていれぎ荘、事業実施委員会・作業委員会 委員代

理）、松原文子様（今治明徳短大日本語学科）、伊藤優子様（厚生労働省）、向井理恵（河原電

子ビジネス専門学校日本語学科）、宮田幸（河原医療福祉専門学校介護福祉科） 

記録者 本田浩司（河原医療福祉専門学校） 

 

授業者から 

宮田 

実証講座を含めて、このプログラムは N3 相当で考えている。介護福祉に関する言葉や専門用語、難

しい漢字は説明を丁寧に心がけた。そのため時間が過ぎてしまうことがあり、計画通りに進まなかった。

テキストのボリュームについては、説明の時間を短縮したり、考える（書く）時間を調整することで、

90 分で達成できると考える。 

 

向井 

30 日に行った１コマ目で、主語述語、修飾語を意識していくことで、支援者と利用者の区別ができて

いた。日本語読解と介護福祉を明確に分けながら、授業行うことで読解力と介護福祉士に関する学習が

深まっていくと感じた。よく文章を理解させるためには、長文を読む箇所も必要になると思う。 

 

見学者から 

松原様 

テキストにイラスト、言葉、作文も分かりやすく、このテキストを使っていけば、日本語も介護福祉

の用語も技術も習得できていくだろうと感じた。テキストと自作プリントも、語彙、作文、声かけ等の

4 技能がバランスよく習得できるように工夫されていた。学生たちも積極的に授業に参加できる学生主

導型のアクティブラーニングが実現されていた。 

ただ、１コマ目の事例問題 3 で、車いすで役所へ行くようになっていたが、文章ばかりで留学生には

難しかったと思う。イラストに地図（スタートからゴールまで）を入れることによって、どこでどのよ

うな注意や支援が必要なのかが分かるのではと考えた。 
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宮元委員 

 黒文字やセリフも入っているとテキストはよくなるのでは。個人ワークからグループ学習、その後の

発表活動の流れはよかった。その活動を積み重ねることによって力はついてくると感じた。 

 テキストは 90 分で終わるように修正が必要だと考える。本日の 3 コマ目は、1 コマ目より日本語が

うまく話せるようになっていたと思う。話し合う活動は必要だと思った。 

 

厚生労働省 介護福祉専門官 伊藤様 

 テキストと授業については、いくつもの要素が入っていた。例えば p10 の専門用語の理解や介護の知

識・技術を問うもの、思考を問うものなど。今回の目標が介護表現の読解力の向上であるならば、p8

問 3 で向井先生が説明されたことが重要だと思った。読解力を養うためには、用語の理解や知識が必要

だというプロセスがあってのことなので、そこを明確にされるとよい。読解力を養う点は、p10（2）②

で、学生から「手を洗う」ことが挙げられたが、読解に焦点をあてると誤りである。介助者としては正

しいが、ここは何を問われているかを伝えることが効果的である。 

 学生の能力に応じて、丁寧な授業の進め方はよかった。時間のこともあり板書は難しいかもしれない

が、読解力を習得するには反復できるようにすることも大切である。自作プリントを持ち帰った後に見

直しても理解できないのではと思った。 

 本日は全体的に、介護の知識の確認や表現力に焦点があたっていたと思う。今後、いろいろな形に発

展できる内容だと思った。また授業に追加してもいい内容である。 

 <その他の改善・指摘事項> 

 ・「ほぼ」「未塗装」とは何かという点を問いかけることはよかった。内容が変わってくる箇所である。 

 ・「でも」「では」など単純な言葉ではあるが表現が変わってくる。何を伝えたいのか明確にすること

が大切である。 

 ・単語を問う際、（    ）を使用するのであれば「イコール＝」のものを作成する必要がある。 

 ・「介護福祉用語を用いて・・・」という点がみられるが、どのような根拠で「介護福祉用語」とい

う造語にしているのか考えておくとよい。従来、介護用語というものは存在しているが外部からはわ

からない。 

 ・最終的には、他校でも使用できるテキスト作成をしていただければよい。現場でも説明がつくよう

にするとなお良い。 

 

城本委員代理 

 介護福祉に関わる専門用語がよくでていたが、現場でも使うようにしていきたい。日本語も難しいが、

専門用語はさらに難しい。現場で働くには、専門用語の理解は必要なため。国家試験レベルの言葉を使

うようにしていきたい。 

 

荻山委員 

受講人数にもよるが、90 分でテキストの学習のすべては、急がないと難しいと思う。しかし、グループ

ワークは時間がかかっても取り入れるべきである。技能実習生は介護福祉専門用語の知識が足りないこ

とを痛感した。 
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本田 

 今回の授業で考えたことは、養成校と介護福祉現場の連携だと思う。国家試験に出てくる言葉を養成

校で学びながら、介護福祉現場でも言葉を使って頂き、その言葉の理解が必要だと思った。難しい言葉

を初めから分かりやすい言葉で説明するのではなく、難しい言葉を使った後に、説明することが必要な

のではと考えた。 

 テキストを模索しながら作っているが、読解力を高めるために、本日は貴重なご意見を頂いた。また

ご協力をお願いしたい。 

 

3.4.2. 実証講座受講者（留学生）アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

N2 
20% 

N3 
60% 

N4 
20% 

日本語レベル 

N1
N2
N3
N4
N5



109 

 

 

 

 

3.4.3. 実証講座まとめ 

 実証講座の参加者の日本語レベルは、N2 が 1 名、N3 が 3 名、N4 が 1 名であった。受講生の大半が

1 年以上の日本語を学び、簡単なことが分かると答えたのが 4 名であった。日本語で難しいものは、「書

くこと」の回答が多かった。実際の講座では、個人で記入する時間も設けていたが、レベルによって書

くスピードも異なっていた。 

 また、「授業で話すことや読むこと、ノートに書くことがありましたが、勉強になりましたか」とい

う問いに対して、「分からないところが分かったため勉強になった」「覚えやすかった」という意見もみ

られている。実証講座のプリントを回収した資料では、講座の回数を重ねることで、少しずつ書く量が

増えてきている。（N4 レベルの A 君のプリント資料 1 と資料２）5 名とも同じ傾向にあった。しかし、

講座の回数を重ねることによって、書く量は増えてきているが、漢字ではなく平仮名での記入が目

立っていた。書く練習の時には、漢字や正しい日本語の使い方も意識させていくことが重要である。 

 教員が心がけていたことは、ゆっくり話すことであった。この講座では、一人ひとりの顔や返事を確

認しながら進めていたため、介護福祉士の仕事については理解していた。話すことや書くこと、聞くこ

とも勉強になったと答えている。その結果、3 人が講座の理解を 60％以上と自己評価をしている。また

機会があれば受講したいと答えている。 

 その反面、N4 レベルの A 君は、自己評価では理解度や満足度も低い回答である。この講座は、N3

レベルを想定しているため、N3 の力がない留学生に対しては学習内容が難しいと考えられる。そのた

め読解力もついてこないのではないか。N3 レベルではない留学生が自己学習（自宅学習）をするには、

困難なテキストだと思う。反対に N3 レベルの留学生には、自己学習（自宅学習）でも対応できるテキ

ストのレベルになっているのではないか。自習に取り組みやすいテキストを今後も開発していきたい。 

 また、「これから、この授業を受けたいと思いますか」という問いに、受けたいと答えた者は「勉強
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したいため」、時間があったら受けたいと答えた者は「仕事の勉強になるため」「介助を行うためよく使

うから」と答えている。このことから外国人学生からも意欲がみられる。 

 今回の実証講座では読む、話す（話し合う）、書くことを繰り返しながら授業を進めた。前述の通り、

この講座を受講することによって、日本語力は高まってくると予想される。しかし、「読解力」に焦点

を絞ることを念頭に置くと、まだ知識・技術・読解という点が混在しすぎているという問題もあげられ

る。留学生からのアンケート結果を基に、今後の授業展開、コマシラバス作成の参考にしていきたい。

コマシラバスでは、1 コマで学習する内容、その予習と復習内容を具体的に記す工夫をしていきたい。 
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4. テキスト 

 

 次ページ以降に本事業成果物のテキストを掲載する。 

 

 


