
教員紹介（教育業績書） 

氏名  ひらがな 職位 所属（学科等） 

 尾村 恵子 おむら けいこ 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） 

学生の皆さんに寄り添い、あたたかく、時には厳しく教育をしていきたいと思います。皆さんが介護福祉士と

して自信をもって働けるようサポートしていきたいです。 

教育の責務 

介護の基本 B・Ｃ 生活支援技術Ａ・Ｄ コミュニケーション技術Ａ 

国試対策 介護過程 介護実習 

介護の成り立ち、介護福祉の理念、介護福祉士としての倫理を理解することができる 

根拠に基づいた介護実践を行うための知識・技術を身につけることができる 

利用者・家族との信頼関係構築・多職種連携のためのコミュニケーションの意義や技法・介護実践に必要

なコミュニケーション能力を高める 

教育方法 

学生を巻き込んで（質問・発表してもらう）講義を行い、答えることができる様になることで、自信をもってもら

い学習意欲を高めてもらえるよう教育を行う。 

他者評価 

授業評価未実施のため、特記事項なし 

学生の学修成果 

単位取得・卒業 

今後の目標（短期・長期） 

短期：学生との信頼関係構築 

長期：学士取得 

専門分野 （学問分野／専攻） 

介護   

研究テーマ （研究領域） 

スーパーヴィジョン 

所属学会 

日本介護福祉士学会 日本介護福祉教育学会 日本介護福祉士会 

学歴・学位･免許資格 

平成 18年 3月 長崎短期大学 保育学科 卒業（短期大学士：保育） 

平成 18年 3月 保育士資格 

平成 18年 3月 幼稚園教諭 2種免許 

平成 19年 3月 長崎短期大学 専攻科 福祉専攻 卒業 

平成 19年 3月 介護福祉士 

職歴 

平成 19年 4月 社会福祉法人 寛寿会 特別養護老人ホーム 海南荘（平成 21年 11月まで） 

平成 22年 4月 社会福祉法人 樹陽会 デイサービスセンター湧泉荘（平成 24年 12月まで） 

平成 25年 4月 学校法人九州文化学園 九州文化学園高等学校 非常勤講師（平成 29年 3月） 

平成 29年 4月 くろきデンタルクリニック（平成 30年 3月まで） 

平成 30年 4月 株式会社 グット・リンク大村（令和 2年 3月まで） 



令和 2年 4月 私立学校法人九州文化学園 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 

令和 3年 3月 西九州大学短期大学部との連携講座の効果について 

～福祉用具のより専門性の高い知識・技術の習得～ 

長崎短期大学研究紀要第 34号 

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） 

 特記事項なし 

 



Faculty introduction（Educational achievements） 

Name   Position Affiliation（Department, etc.） 

Omura Keiko   Assistant professor Department of Regional Collaboration  

/ Care and Welfare Course 

Education philosophy（Message to students） 

I would like to be close to students and provide warm and rigorous education. I would like to support students 

to work with confidence as care workers. 

Educational responsibilities 

Nursing care basics B / C Lifestyle support technology A / D Communication technology A 

National examination measures Caregiving process Nursing Practice 

Understand the origins of long-term care, the philosophy of long-term care welfare, and ethics as a long-term 

care welfare worker 

Acquire knowledge and skills to practice long-term care based on evidence 

Improve the techniques for communication, to build relationships of trust with users and families using 

multidisciplinary collaboration, and communication skills necessary for long-term care practice 

Education method 

By requiring students (questions and presentations) to be able to answer, we will educate them so that they 

will be confident and motivated to learn. 

Evaluation by others 

No special notes because class evaluation has not been conducted 

Student achievements 

Earn credits / graduation 

Future goals (short term and long term) 

Short term: Building relationships of trust with students 

Long term: Bachelor's degree 

Specialized field (academic field / major) 

Long-term care   

Research theme (research area) 

Supervision   

Academic societies 

Japan Society for Care and 

Welfare 

Japan Society for Care and 

Welfare Education 

Japan Care and Welfare Association 

Educational background ・ degree ・ license 

March 2006 Graduated from Nagasaki Junior College, Department of Childcare (Associate Degree: 

Childcare) 

March 2006 Childcare worker qualification 

March 2006 Kindergarten teacher type 2 license 

March 2007 Graduated from Nagasaki Junior College, Advanced Course, Welfare Major 

March 2007 care worker 

Work history 

April 2007 Social welfare corporation Kanjukai Special Nursing Home for the Elderly Hainanso (until 



November 2009) 

April 2010 Social welfare corporation Juyokai Day Service Center Yusenso (until December 2012) 

April 2013 Kyushu Bunka Gakuen High School Part-time Lecturer (March 2017) 

April 2017 Kuroki Dental Clinic (until March 2018) 

April 2018 Good Link Omura Co., Ltd. (until March 2nd year of Reiwa) 

April 2020 Private school corporation Kyushu Bunka Gakuen Nagasaki Junior College Department of 

Community Symbiosis Nursing Care Welfare Course Assistant Professor 

(To the present) 

Educational research achievements    

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

March2022 About the effect of the collaborative course with Nishikyushu 

University Junior College ～Acquisition of more specialized 

knowledge and skill for assistive devices～ 

The Bulletin oｆ Naｇａｓａｋｉ 

Ｊｕｎｉｏｒ Ｃoｌｌeｇe ３４ 

 

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

 no special instruction 

 


