
介護福祉士養成情報開示 

設置者に関する情報 １．学校法人美作学園 

〒708-8511 岡山県津山市北園町 50 番地 

電話 0868-22-7718  

２．理事長 藤原 修己 

３．美作大学、美作大学短期大学部、美作大学付属幼稚園 

４．財務諸表 美作大学ホームページにて掲載 

     https://mimasaka.jp/ 

福祉系高等学校等に

関する情報 

１．岡山県美作高等学校 

〒708-0004 岡山県津山市山北 500 

電話 0868-22-2422 

２．校長 早瀬 直紀 

３．開設 平成 23 年４月 

４．学則 別添１ 

５．施設設備の概要（図書の蔵書数を含む） 

養成課程に関する情

報 

１．教育課程表 別添２ 

２．定員  ３５名 

３．入学までの流れ 

４．費用 別添３ 

５．教員数 

山下 武宏（教務主任）【福祉教員免許状】 

生活支援技術、介護実習 

森本 啓太【福祉教員免許状】 

社会福祉基礎、介護福祉基礎、生活支援技術、介護総合演習、

介護過程、こころとからだの理解、介護実習 

鈴木 美緒【福祉教員免許状】 

コミュニケーション技術、生活支援技術 

前原 多美恵【福祉教員免許状】 

こころとからだの理解、生活支援技術 

福島 由子【福祉教員免許状】 

社会福祉基礎、コミュニケーション技術、介護総合演習 

植月豊子  生活支援技術 

髙原省子  生活支援技術 

６．使用する教科書 別添４ 

７．介護実習施設等の名称、住所及び事業内容 別添５ 

実績に関する情報 １．卒業生の延べ人数 １７９名 

２．卒業生の進路状況  本校福祉コース進路実績蘭に記載 



別添１ 

学則（一部） 

第５条  本校の課程及び収容定員は次のとおりとする。 

  区  別   学      年   収  容  定  員 

  全日制の課程 

  普通科 

 

  第 １ 学年     ２５０ 名 

  第 ２ 学年      ２５０ 名 

  第 ３ 学年     ２５０ 名 

             計     ７５０ 名 

  通信制の課程 

  普通科（単位制による）  計 

 

     ３００ 名 

全日制課程コースごとの募集定員は別表３に定める。 

別表３ （第５条関連） 

  全日制課程募集定員は以下の通りである。 

     特別進学コース・エクセル特進コース  ３５名 

     総合進学コース            ７０名 

     総合コース             １１０名 

     福祉医療コース            ３５名 

     計                 ２５０名 

 

第３２条  授業料・その他納付金の額は別表２のとおりとする。 

２．全日制課程の納入日は毎月１５日とする。 

３．通信制課程の納入は前納とする。 

４．生徒が在籍中は，出席の有無にかかわらず、授業料・その他納付金を所定の期日まで

に納入しなければならない。 

５．全日制課程に月の中途において入学し、又は他の学校から転入学したものに対しては、

その月から授業料その他の納付金を徴収する。 

 ６．通信制課程に学期の中途において入学し、又は他の学校から転入学したものに対して

は、その学期から授業料その他の納付金を徴収する。 

７．正当な理由がなく授業料その他の納付金を２か月以上滞納し，その後においても納入

の見込みがないときは，校長において出席停止又は退学を命ずることができる。 

８．全日制課程におけるコース費に関わる費用は、別表２に定める。 

 

 

 

 

 

 



別表２（第３２条関係） 

       授業料・その他納付金 

 全 日 制 授 業 料（月額）                     ２５，０００円 

 全日制教育振興費（月額)                   １０，０００円 

 全日制施設充実費（月額)                    ２，０００円 

 通 信 制 授 業 料  履修１単位につき                    ７，０００円 

 通信制通信･連絡費（年額）                                   １０，０００円 

 全日制コース費 

 全日制コース費 

 福祉コース以外          年間 ２０，０００円程度 

 福祉コース       年間 ４０，０００円程度 

 

 

 

別添２  

令和２年度教育課程表 

 

 

別添３ 

費用に関すること 

入学検定料 １３，０００円 

入学金 ３０，０００円 

教育振興費 ６０，０００円 

授業料（月額） ２５，０００円 

教育振興費（月額） １０，０００円 

施設充実費（月額）  ２，０００円 

コース費（年間） ４０，０００円 

その他 ４０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添４ 

使用教科書、教材 

 

科目名 使用教科書 

社会福祉基礎 社会福祉基礎（実教出版） 

介護福祉基礎 介護福祉基礎（実教出版） 

社会と制度の理解２（中央法規出版） 

介護の基本Ⅰ ３（中央法規出版） 

生活支援技術 生活支援技術（実教出版） 

生活支援技術ⅠⅡ Ⅲ６．７．８（中央法規出版） 

医療的ケア （中央法規出版） 

介護総合演習 介護総合演習 10 （中央法規出版） 

コミュニケーション技術 コミュニケーション技術（実教出版） 

コミュニケーション技術 ５ 

介護過程 介護過程（実教出版） 

介護過程 9（中央法規出版） 

こころとからだの理解 こころとからだの理解（実教出版） 

こころとからだのしくみ（中央法規出版） 

認知症の理解 12（中央法規出版） 

障害の理解 13（中央法規出版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添５ 

介護実習施設等の名称、住所及び事業内容 別添５ 

 

施設名 住所 

特別養護老人ホーム愛和荘 津山市桑下 1272-3 

特別養護老人ホーム鶯園 津山市瓜生原 337-1 

特別養護老人ホーム高寿園 津山市下高倉東 1581-1 

特別養護老人ホーム日本原荘 津山市新野東 1798-1 

特別養護老人ホームサンライフみのり 津山市二宮 999 

特別養護老人ホームのどか 津山市神戸 262-2 

特別養護老人ホームミ・カサ 津山市北町４４‐１ 

特別養護老人ホーム緑山荘 津山市加茂町小中原 115 

特別養護老人ホームいずみ山荘 苫田郡鏡野町公保田 73-2 

特別養護老人ホーム檜山荘 真庭市上市瀬 1050-39番地 

特別養護老人ホーム神庭荘 真庭市組 370-1 

特別養護老人ホームなぎみ苑 勝田郡奈義町広岡 30 

特別養護老人ホーム白寿荘 久米郡美咲町錦織 2357-1 

特別養護老人ホームイーエスサウスヒル

ズ 

久米郡久米南町下弓削 647 

特別養護老人ホーム花岡荘 真庭市上中津井 1071-1 

特別養護老人ホームみまさか園 美作市北山 404-1 

特別養護老人ホーム高瀬 真庭市中島 393-1 

介護老人保健施設ケアガーデン津山 津山市河辺 332-1 

介護老人保健施設加茂松寿園 津山市加茂町中原 61 

介護老人保健施設津山ナーシングホーム 津山市野介代 1656-1 

介護老人保健施設エスポアール城西 津山市田町 151-5-1 

介護老人保健施設エリシウム柵原 久米郡美咲町吉ヶ原 981-1 

介護老人保健施設作東老人保健施設 美作市江見 280 

グループホーム敬愛 津山市東一宮 22-10 

介護老人保健施設白梅の丘 真庭市上市瀬 368 

老人保健施設虹 苫田郡鏡野町古川 1406 

 


