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【法人情報】
1 法人種別、法人名称、法人の主たる事務所の住所・連絡先

● 法人種別及び法人名称

学校法人 八商学園 中九州短期大学

● 法人の主たる事務所の住所・連絡先

〒866-8502
熊本県八代市平山新町 4438
℡ 0965-34-7651 FAX 0965-34-7654

②法人代表者氏名

中九州短期大学 理事長 中川 静也

③養成施設以外の実施事業

• 1951 年 八代商業専修学校設置。

• 1968 年 9月 30日 短大設立用の土地買収。

• 1974 年 中九州短期大学開学。以下の 2学科を置く。

o 商経学科

o 幼児教育学科

• 2005 年 幼児教育学科を幼児保育学科と改名。

• 2007 年 商経学科を経営福祉学科に改組。

• 2008 年 経営福祉学科に介護福祉コースを置く。

④財務諸表

http://jiten.biglobe.ne.jp/j/07/7e/1f/db9f1c6bc3f05f4e78dd500526264cc8.htm
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/cf/72/40/0a4e3885543d20653e342eff7d0b4536.htm
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/f7/10/7a/f766b693f7cf955a047d5ac12dbf99a0.htm
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/e3/95/0f/bd1723b863ad29448878a597d3ef1f0d.htm
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/1e/fd/a2/14f91c7035b2cd31a393b9b7bda3f856.htm
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/cb/ff/fb/c1b72346a1ebb482a8a73a895a21d6ea.htm
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/b8/3c/a9/303b8e15b4fbc25ef021a1c093eb80a3.htm
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/db/9c/c3/b05c1d2c2ad4df7283760767532bac1a.htm
http://www.nkjc.ac.jp/22nend.pdf
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【養成施設情報】

①養成施設名称、養成施設の住所、連絡先

学校法人 八商学園 中九州短期大学 経営福祉学科 介護福祉士コース

②養成施設代表者氏名

理事長 中川 静也

③養成施設の開設年月日

平成 21年 3月 13日

④学則

別紙のとおり

⑤研修施設、図書館（蔵書数含む）等の設備の概要

●研修施設

教室の名称 面積（㎡） 教室の名称 面積（㎡）

介護実習室 100.6 図書室 486
和室（介護実習室内） 12 保健室 209
入浴介助実習室 95.8 更衣室 40
調理実習室 101.0 学生相談室 127
家政実習室 94.2 事務室 209
102普通教室 97.0
202普通教室 97.8

●図書館

専門図書 1291冊 学術雑誌 10種類

図書一覧

http://www.nkjc.ac.jp/tosho.pdf


3

【養成課程情報】

①養成課程のスケジュール（期間・日程・時間数）

●2年制養成課程

学年 学期 授業 時間数

1年 前期 社会と人間Ⅰ 30
福祉と社会Ⅰ 30
福祉と法Ⅰ 30
課題研究Ⅰ 30
社会の理解Ⅰ 30
介護基本Ⅰ 30
介護基本演習Ⅰ 30
コミュニケーション技術Ⅰ 30
生活支援技術Ⅰ 30
生活支援技術演習Ⅰ 30
介護過程Ⅰ 30
介護総合演習Ⅰ 30
介護実習ⅠA 90
発達と老化の理解Ⅰ 30
認知症の理解 30
認知症の理解演習 30
からだのしくみⅠ 60

後期 社会福祉概論 30
社会と人間Ⅱ 30
福祉と社会Ⅱ 30
課題研究Ⅱ 30
介護基本Ⅱ 30
介護基本演習Ⅱ 30
コミュニケーション技術Ⅱ 30
生活支援技術Ⅱ 30
生活支援技術演習Ⅱ 30
介護過程Ⅱ 30
介護総合演習Ⅱ 30
介護実習ⅡA 135
発達と老化の理解Ⅱ 30
からだのしくみⅡ 30
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2年 前期 社会の理解Ⅱ 30
介護基本Ⅲ 30
介護基本演習Ⅲ 30
生活支援技術Ⅲ 30
生活支援技術演習Ⅲ 30
生活支援技術Ⅳ 30
生活支援技術演習Ⅳ 30
介護過程Ⅲ 60
障がい理解 30
障がい理解演習 30
からだのしくみⅢ 30
介護総合演習Ⅲ 30
介護実習ⅡB 135
課題研究Ⅲ 30

後期 人間関係とコミュニケーション 30
生活支援技術Ⅴ 30
生活支援技術演習Ⅴ 30
介護過程Ⅳ 30
介護総合演習Ⅳ 30
介護実習ⅠB 90
課題研究Ⅳ 30

②定員

40名
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③入学までの流れ（募集、申し込み、資料請求先）

④費用

年額 前期納入金 後期納入金

学
費

授業料 630,000 315,000 315,000

施設設備費 220,000 220,000 0

計① 850,000 535,000 315,000

委
託
徴
収
金

保護者会費 30,000 30,000 0

学友会費 7,000 7,000 0

保険料 2,765 2,765 0

教材費 0 0 0

研修費 8,000 8,000 0

計② 47,260 47,260 0

合計①＋② 897,765 582,765 315,000

＊ 実習費 1 年次：介護実習ⅠA（2 週間） 16,300 円

介護実習ⅡA（3 週間） 24,450 円

2年次：介護実習ⅡB（3 週間） 24,450 円

介護実習ⅠB（2週間） 16,300 円

＊ 検便費 各実習の際に 1回 1,500 円

＊ 演習・実技費 6,000 円

＊ 実習服等 13,000 円

⑤科目別シラバス

http://nkjc.jp/nyugaku/nyugaku_nyushi.html
http://www.nkjc.ac.jp/Syllabus.pdf
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⑥教員数、科目別担当教員名（教員の名前、略歴、保有資格）

●教員数 15名

専任教員の氏名 役職 主な担当科目 主たる資格 最終学歴

1本田眞由美 介護福祉士コース

主任

教育内容編集主任

介護領域主任

○介護基本Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

○介護基本演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

○コミュニケーション技術Ⅰ・Ⅱ

○生活支援技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅴ

○介護総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

○介護実習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

○課題研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

介護福祉士 九州保健福祉大学

社会福祉学部臨床

福祉学科

2土本偉津雄 こころとからだの

しくみ主任

○生活支援技術Ⅳ

○生活支援技術演習Ⅳ

○発達と老化の理解Ⅱ

○認知症の理解

○認知症の理解演習

○障がい理解

○障がい理解演習

○体の理解Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

○介護総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

○介護実習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

○課題研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

看護師 福岡大学

商学部貿易学科

熊本医師会看護

専門学校

4香月芳子 － ○社会福祉概論

○人間関係とコミュニケーション

○社会の理解Ⅰ・Ⅱ

○介護過程Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

社会福祉士 熊本学園大学

社会福祉学研究科

修士課程

8稲田美和子 非常勤講師 ○生活支援技術Ⅲ

○生活支援技術演習Ⅲ

管理栄養士 熊本女子大学

文家政部食物学科

9山口亮治 非常勤講師 ○介護基本Ⅰ

○介護基本演習Ⅰ

理学療法士 西日本リハビリテー

ション学院

理学療法科

10小野尚寿 非常勤講師 ○コミュニケーション技術Ⅰ 手話通訳士 明治学院大学

社会学部

社会福祉学科

11竹永鴻 非常勤講師 ○生活支援技術Ⅰ

○生活支援技術演習Ⅰ

一級建築士 東海大学

工学部建築学科

12竹原輝子 非常勤講師 ○生活支援技術Ⅳ 家政学士 熊本女子大学
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○生活支援技術演習Ⅳ 文家政学部

家政学科

13本村美津子 非常勤講師 ○コミュニケーション技術Ⅱ 点訳奉仕員 長崎女子短期大学

保育科

14石本淳也 非常勤講師 ○介護過程Ⅰ 介護支援

専門員

西日本短期大学

法学科

15本島八重子 非常勤講師 ○発達と老化の理解Ⅰ 看護師 東京都公衆衛生学院

板橋高等看護学院

教員の異動状況 中村（平成 22年度 4月 1日より専任教員として採用）

⑦教材

品目 数量 品目 数量

実習用モデル人形（男女） 2体 歩行用杖 19本

人体解剖模型（全身） 1体 盲人安全杖 4本

人体骨格模型（全身） 1体 点字器 43台

人工呼吸訓練人形（半体） 1体 家庭用ミシン 7台

成人用ベッド（手すり付） 8台 視聴覚機器

（TV・ビデオ・プロジェクター他）

一式

車椅子 10台

簡易浴槽（硬質）（軟質） 各 1個 障害者用調理器具（IH調理器） 5台

排泄用具 38個 障害者用食器（陶器） 1セット

移動用リフト 1台 その他の食器 85個

スライディングボード 7枚 和式布団 一式
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⑧協力実習機関の名称、住所、事業内容

協力実習機関の名称 住所 事業内容

1 あさひ園訪問介護事業所 熊本県八代市上日置町２３４５ 訪問介護事業所

2 介護・りゅうそう訪問介護

事業所

熊本県八代市大福寺町 2393-1 訪問介護事業所

3 キッポー・ヘルパーステーション 熊 本 県 八 代 市 千 丁 町 新 牟 田

2520-2

訪問介護事業所

4 パートナー 熊本県八代市松江本町 2-50 訪問介護事業所

5 ヘルパー蘭々 熊本県八代市千反町 1-9-25 訪問介護事業所

6 訪問介護ステーション 太陽 熊本県八代市松江城町 3-13 訪問介護事業所

7 シラサギホームヘルパー

ステーション

熊本県八代市北の丸町 3-50 訪問介護事業所

8 セントケア八代 熊本県八代郡氷川町宮原下宮後

479

訪問介護事業所

9 訪問介護ステーションスマイル 熊本県八代市郡築二番町

９３番地２

訪問介護事業所

10 ふくしｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰそよ風 熊本県八代市本町 3-4-42 訪問介護事業所

11 ふくしサービスセンター笑 熊本県宇城市松橋町松橋 1195 訪問介護事業所

12 咲楽 熊本県宇城市松橋町曲野

2458番地 2

訪問介護事業所

13 さんさん 熊本県宇城市松橋町曲野 3308-4

ＴＳビル 202

訪問介護事業所

14 すみれヘルパーステーション 熊本県宇土市南段原町 164-5 訪問介護事業所

15 ヘルパーステーション和泉 熊本県下益城郡富合町南田尻 471 訪問介護事業所

16 人吉市社会福祉協議会

訪問介護事業所

熊本県人吉市西間下町 41番地１ 訪問介護事業所

17 ヘルパーステーション

ききょう

熊本県人吉市南泉田町 58-3 訪問介護事業所

18 あさひ園通所介護事業所 熊本県八代市上日置町 2345 通所介護

19 ケアセンター健康館 熊本県八代市麦島西町 1-13 通所介護

20 老人デイサービスセンター陽向 熊本県八代市古城町 2914-1 通所介護

21 デイサービスあおぞら 熊本県八代市田中西町 10号 1番 通所介護

22 デイサービス陽だまりの家 熊本県八代市二見本町 718-2 通所介護

23 デイサービスセンター

よろこびの里

熊本県八代市高小原町 1508-1 通所介護

24 ふれ愛館 キララ 熊本県八代市錦町 19-10 通所介護

25 デイサービスセンター 熊本県八代市日奈久下西町 554-6 通所介護
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さくら湯

26 坂本の里 一灯苑

デイサービスセンター

熊本県八代市坂本町坂本 1071 通所介護

27 シラサギ デイサービスセンター 熊本県八代市北の丸町 3-50 通所介護

28 デイサービスセンター

きらら

熊本県宇城市松橋町きらら

1丁目 9-1

通所介護

29 デイサービスセンター

ゆうとぴあ

熊本県下益城郡富合町古閑 994-1 通所介護

30 デイサービスセンター

ききょう

熊本県人吉市南泉田町 58-3 通所介護

31 みやび園 熊本県八代市高島町 4221 通所介護

32 ハピネスケア日南 熊本県八代市日奈久塩北町 2922 介護老人保健施設

33 かがみ苑 熊本県八代市鏡町塩浜 11番割

235番

介護老人保健施設

34 とまと 熊本県 八代市郡築１番町 180-1 介護老人保健施設

35 八祥苑 熊本県八代郡氷川町早尾 1097 介護老人保健施設

36 あさひコート 熊本県宇土市旭町 106 介護老人保健施設

37 桔梗苑 熊本県下益城郡城南町沈目 1481 介護老人保健施設

38 景雅苑 熊本県宇土市上網田町 3676 介護老人保健施設

39 青海苑 熊本県宇城市三角町郡浦 739-8 介護老人保健施設

40 ヘルシープラザ十六 熊本県宇城市松橋町西下郷 544 介護老人保健施設

41 山江老人保健施設 熊本県球磨郡山江村山田 1705 介護老人保健施設

42 やすらぎ苑 熊本県水俣市浜 4051 介護老人保健施設

43 八代市立保寿寮 熊本県八代市日奈久平成町 1-1 養護老人ホーム

44 宇土市老人ホーム

芝光苑

熊本県宇土市南段原町 161-1 養護老人ホーム

45 聖心老人ホーム 熊本県人吉市寺町 9-5 養護老人ホーム

46 グループホーム あい 熊本県八代市島田町 863-3 グループホーム

47 グループホーム清陽 熊本県八代市揚町 47番地 1 グループホーム

48 グループホーム神苑 熊本県八代市松江本町 2番 50号 グループホーム

49 グループホーム

八代のぞみ

熊 本 県 八 代 市 千 丁 町 古 閑 出

421-16

グループホーム

50 グループホーム 郷 熊本県宇城市松橋町西下郷 236 グループホーム

51 グループホームあゆみ 熊本県下益城郡富合町南田尻 471

番地

グループホーム

52 グループホーム

うきうき

熊本県宇土市松原町 120番地２ グループホーム

53 吉方庵 熊 本 県 八 代 市 千 丁 町 新 牟 田 小 規 模 多 機 能 型
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2520-2 居宅介護

54 なごみの広場 熊本県八代市平山新町 4474-1 小 規 模 多 機 能 型

居宅介護

55 小規模多機能ホーム

ブロッサム

熊本県八代市沖町 3604番地 小 規 模 多 機 能 型

居宅介護

56 小規模多機能ホーム

こうだ

熊本県八代市高下西町 1760 小 規 模 多 機 能 型

居宅介護

57 ブロッサムやつしろ 熊本県八代市郡築四番町 101-4 地域密着特定施設入

居者生活介護

58 すずらん苑 熊本県八代市本野町 2076 軽費老人ホーム

59 しらぬい児童デイサービス 熊本県八代市高小原町 1507-1 障害者自立支援法に

基づく障害福祉

ｻｰﾋﾞｽ事業所

60 児童デイサービス

さくら

熊本県八代市高下西町 1760 障害者自立支援法に

基づく障害福祉

ｻｰﾋﾞｽ事業所

61 八代市のぞみ母子センター 熊本県八代市西松江城町

2番 17号

障害者自立支援法に

基づく障害福祉

ｻｰﾋﾞｽ事業所

62 人吉市児童デイサービス事業所

スイスイなかま

熊本県人吉市上林町 1178番地 7 障害者自立支援法に

基づく障害福祉

ｻｰﾋﾞｽ事業所

63 まんさく園 熊本県八代市永碇町 961番地の 1 多機能型指定障害

福祉サービス事業所

64 知的障害者福祉工場

食房 ステップ１

熊本県八代市大村町 299-1 就労継続支援施設

A型

65 みのり 熊本県八代市妙見町 2377-3 就労継続支援Ｂ型

66 八代市立希望の里

たいよう

熊本県八代市高下西町 1704 就労継続支援Ｂ型

67 くまむた荘 熊本県下益城郡城南町大字

沈目立山 1502

身体障害者療護施設

68 のぞみ 熊本県八代郡氷川町鹿島 945 身体障害者療護施設

69 かんねさこ荘 熊本県八代市二見本町字葛迫 433 身体障害者療護施設

70 石蕗の里 熊本県芦北郡芦北町湯浦 1505-1 身体障害者療護施設

71 うぐいす荘 熊本県人吉市蟹作町西中通り

222番地の 1

知的障害者入所施設

72 第二城南学園 熊本県下益城郡城南町藤山 1262 知的障害者授産施設
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73 希望ヶ丘学園 熊本県人吉市蟹作町字西並木

112番地

知的障害者授産施設

74 あい 熊本県八代市港町 239 小規模作業所

75 集いの家 熊本県八代市古閑中町 628番地 小規模作業所

76 野坂の浦荘 熊本県葦北郡芦北町田浦町 358-2 救護施設

77 すずらんの里 熊本県八代市葭牟田町 435 特別養護老人ホーム

78 康和苑 熊 本 県 八 代 市 千 丁 町 太 牟 田

1300-8

特別養護老人ホーム

79 みやび園 熊本県八代市高島町 4221 特別養護老人ホーム

80 坂本の里一灯苑 熊本県八代市坂本町坂本 1071 特別養護老人ホーム

81 あさひ園 熊本県八代市上日置町 2345 特別養護老人ホーム

82 みなみ園 熊本県八代市日奈久塩北町 2905 特別養護老人ホーム

83 やすらぎ荘 熊本県八代郡氷川町鹿島 945 特別養護老人ホーム

84 早尾園 熊本県八代郡氷川町早尾 1097 特別養護老人ホーム

85 蕉夢苑 熊本県宇城市不知火町長崎 740 特別養護老人ホーム

86 しらぬい荘 熊本県宇城市松橋町竹崎 1142-1 特別養護老人ホーム

87 祥麟館 熊本県下益城郡城南町沈目立山

1502

特別養護老人ホーム

88 照古苑 熊本県宇土市南段原町 161-2 特別養護老人ホーム

89 聖心ホーム 熊本県人吉市寺町 9-5 特別養護老人ホーム

90 龍生園 熊本県人吉市下原田町字瓜生田

1057-9

特別養護老人ホーム

91 安寿の里 熊本県八代市鏡町両出 880-1 特別養護老人ホーム
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⑨実習プログラムの内容・特徴

施設実習は在学中に 4回実施する。

○ 1 回目

介護実習ⅠA：1年次 2 週間

実習先：訪問介護事業所（1 週間） 通所介護（1 週間）

○ 2 回目

介護実習ⅡA：1年次 3 週間

実習先：介護老人保健施設か特別養護老人ホーム

○ 3 回目

介護実習ⅡB：2年次 3 週間

実習先：介護老人保健施設か特別養護老人ホーム

○ 4 回目

介護実習ⅠB：2年次 2 週間

実習先：多様な高齢者サービス（1週間）

（小規模多機能型居宅介護・グループホーム・養護老人ホームほか）

多様な障害者サービス（1週間）

（知的障害者施設・身体障害者施設・児童ディサービス・救護施設ほか）

● 多くの実習先をそろえ、自宅に近いところで実習が行えるように配慮している。

● 高齢者サービスにこだわらず障害者サービスも含めた多様な実習が体験でき、介護福祉

士としての知識や技術が体得できる。

● 実習で体得できない部分は、ボランティアや課題研究で補足する。

● 通信機器（パソコン）による遠隔指導を行う。

● 多様な事業施設で実習を行うことにより、卒業後の進路決定に役立つ。

【実績情報】

前年度までの卒業生 ０名

前年度卒業生 ２０名

前年度卒業生の進路

就職先 卒業生数

居宅サービス事業所等 3名

介護保険施設 13名

障害福祉サービス事業所 1名

障害者支援施設 1名

公務員 国 1名

進学 1名

合 計 20名
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