
教員紹介（教育業績書） 

氏名  ひらがな 職位 所属（学科等） 

太田 茂美 おおた しげみ 助教 地域共生学科介護福祉コース 

教育理念（学生へのメッセージ） 

 支援を必要とする人の希望や願いなど、その人の気持ちを推し量り、くみとる事ができるような介護福祉士に

なれるように、授業を通して、きめ細やかな指導と助言をおこなってまいります。 

教育の責務 

介護の基本Ａ 介護過程 介護総合演習・介護実習 

介護の基本においては、生活支援の考え方を学びます。介護過程においては他科目で学修した専門知識 

や技能を使いながら、利用者の生活課題の解決に向けた計画を立てることができる能力を養います。その学

びを介護実習において実践し検証することで、介護福祉士としての基礎力を養成します。 

教育方法 

 レジメや板書の内容を、具体的に身近な事例に置き換えながら説明しています。事例をあげながら学生との

会話を重視し、学びを深めることができる教育を行います。 

他者評価 

 授業で学生に伝えたいポイントを、より分かりやすく、視覚に訴えることができる授業を工夫しながらとりくん

で参ります。 

学生の学修成果 

 介護実習において、学内で学んだ知識・技術を活用し、利用者様の安全・安心を第一に実習に取組むことが

できています。 

今後の目標（短期・長期） 

（短期）学生と共に地域活動を通しながら、地域に居住する高齢者の思いをしる活動を行います。 

（長期）その活動を通じて、支援が必要な方の個別性の理解ができる教育を実践いたします。 

専門分野 （学問分野／専攻） 

地域福祉（社会福祉学）   

研究テーマ （研究領域） 

障害のある人に対する生活支援 

所属学会 

特記事項なし   

学歴・学位･免許資格 

平成 10年 4月  九州共立大学経済学部経営学科卒業 

平成 27年 3月  長崎短期大学 保育学科介護福祉士専攻卒業 

平成 27年 3月 介護福祉士免許取得 

平成 31年 3月 社会福祉士免許取得 

職歴 

平成 10年 4月 島村楽器株式会社 入社（平成 24年 10月まで） 

平成 27年 4月 障害福祉サービス事業所 入職（平成 31年 4月まで） 

令和 元年 5月 長崎短期大学 保育学科介護福祉専攻 助教（令和 2年 3月まで） 

令和 2年 4月 長崎短期大学 地域共生学科 介護福祉コース 助教（現在に至る） 

教育研究業績         著書、学術論文等の名称                発行所、発表雑誌等又は発表学会等 

 特記事項なし 

 

 



社会における活動等 （学会・研究会等の委員・役員／講演会／社会貢献／表彰／他） 

令和元年 9月 まちなか大学 長崎短期大学編 講師 

 



Faculty introduction（Educational achievements） 

Name   Position Affiliation（Department, etc.） 

Ota Shigemi  Assistant 

professor 

Department of Regional Collaboration / 

Care and Welfare Course 

Education philosophy（Message to students） 

Throughout the lessons, we will provide detailed guidance and advice so that students can become 

caregivers who can for see and understand the feelings of a person who needs support. 

Educational responsibilities 

Basics of long-term care A Long-term care process Comprehensive nursing practice / nursing 

training 

In the basics of long-term care, you will learn the concept of life support. Expertise learned in other subjects 

in the long-term care process develop the ability to make plans for solving user's life problems while using skills 

and skills. By practicing and verifying that learning in long-term care training, we will develop basic skills as a 

long-term care welfare worker. 

Education method 

The contents of lessons are explained by substituting specific examples that are familiar to us. We will give 

examples and emphasize conversations with students, and provide education that can deepen learning.  

Evaluation by others 

I will work on the points that we want to convey to students in class by devising lessons that are easy to 

understand and appeal to the eyes. 

Student achievements 

In long-term care training, students are able to utilize the knowledge and skills learned on campus and work 

on training with the safety and security of users first. 

Future goals (short term and long term) 

(Short-term) Through community activities with students, we will carry out activities that respect the 

feelings of the elderly living in the community. 

Through these activities (long-term), we will practice education that enables students to understand the 

individuality of those who need support. 

Specialized field (academic field / major) 

Community welfare (social welfare)   

Research theme (research area) 

Life support for people with disabilities   

Academic societies 

no special instruction   

Educational background ・ degree ・ license 

April 1998 Graduated from Kyushu Kyoritsu University, Faculty of Economics, Department of Business 

Administration 

March 2015 Graduated from Nagasaki Junior College, Department of Childcare, Department of Care and 

Welfare 

March 2015 Obtained a care worker license 

March 2019 Obtained a social worker license 



Work history 

April 1998 Joined Shimamura Music Co., Ltd. (until October 2012) 

April 2015 Employment of disability welfare service office (until April 2019) 

May 2019 Nagasaki Junior College, Department of Childcare, Department of Long-term Care and 

Welfare, Assistant Professor (until March 2nd year of Reiwa) 

April 2020 Nagasaki Junior College, Department of Community Symbiosis, Nursing Care and Welfare 

Course, Assistant Professor (to the present) 

Educational research achievements    

Names of books, academic papers, etc.    Publication office, publication magazine, etc. 

 no special instruction  

 

Activities in society (Members / Executive Committee / Executives / Social Contribution / Awards / Others) 

September 2019 Lecturer, Nagasaki Junior College, Machinaka University 

 


