
（別添２－３） 令和3年5月10日現在
講師一覧表

資格(取得年月日) 修了評価
略歴(経験年数) 担当の有無
現在の職業(経験年数)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H19/4)
6 植田　敦子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護支援専門員 (H21/7)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 訪問介護事業所/居宅介護事業所
(3)介護の基本/全項目 　　・介護職員、サービス提供責任者
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 (6年3ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 訪問介護事業所 有
(6)老化の理解/全項目 　　・介護職員、サービス提供責任者
(7)認知症の理解/全項目 (1年4ヶ月)
(8)障がいの理解/全項目 訪問介護事業所/居宅介護事業所　勤務
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 　　・介護職員、介護支援専門員
(10)振り返り/全項目 (9年7ヶ月)

訪問介護事業所　勤務
　　・介護職員、介護支援専門員

(9年5ヶ月)
ケアプランセンター
　　・介護支援専門員

(1年9ヶ月)
(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H16/4)

15 下村　惠子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護支援専門員 (H20/7)
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 介護老人保健施設
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員 (3年10ヶ月)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 介護老人福祉施設/居宅介護事業所
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・介護職員 (2年6ヶ月) 無
(6)老化の理解/全項目 訪問介護事業所/居宅介護事業所
(7)認知症の理解/全項目 　　・介護職員、ｻｰﾋﾞｽ提供責任者(7ヶ月)
(8)障がいの理解/全項目 有料老人ホーム
(10)振り返り/全項目 　・介護職員、ｻｰﾋﾞｽ提供責任者(11ヶ月)

居宅介護支援事業所
・介護支援専門員 (10ヶ月)

介護老人福祉施設
・介護支援専門員 (3年5ヶ月)

介護老人福祉施設
・介護支援専門員 (7ヶ月）

居宅介護支援事業所
・介護支援専門員 (1年8ヶ月）

居宅介護支援センター
・介護支援専門員 (1年5ヶ月）

居宅介護支援事業所
・主任介護支援専門員 (1年8ヶ月）

地域包括支援センター
・主任介護支援専門員 (3年0ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H18/4)
16 杉山　園美 (2)介護における尊厳の保持・自立支援

①人権と尊厳を支える介護 養護老人ホーム
②自立に向けた介護 ・介護職員 (2年5ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 病院 有
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (1年4ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 介護老人保健施設
(6)老化の理解/全項目 ・介護職員 (2年7ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目 特別養護老人ホーム
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・介護職員 (1年1ヶ月)
(10)振り返り/全項目 介護老人保健施設

・介護職員 (4年10ヶ月)
介護老人保健施設

・介護職員 (1年3ヶ月)
グループホーム

・介護職員 (2年3ヶ月）

グループホーム
・管理者　介護職員 (6年8ヶ月)

NO. 講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名



（別添２－３） 令和3年5月10日現在
講師一覧表

資格(取得年月日) 修了評価
略歴(経験年数) 担当の有無
現在の職業(経験年数)

NO. 講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 （H19/7）
18 鈴木　美江 (2)介護における尊厳の保持・自立支援

①人権と尊厳を支える介護 有
②自立に向けた介護 デイサービス
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員 (8年11ヶ月)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 介護老人ホーム
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・介護職員 (0年2ヶ月)
(6)老化の理解/全項目 有料老人ホーム
(7)認知症の理解/全項目 ・介護職員 (1年6ヶ月)
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目

グループホーム
・介護職員 (2年6ヶ月)

介護員養成事業所
・非常勤講師 (7年10ヶ月)

介護福祉士 (H13/4)
19 西　朋子 (1)職務の理解/全項目

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護 介護老人保健施設
②自立に向けた介護 ・介護職員 (1年3ヶ月) 有
(3)介護の基本/全項目 特別養護老人ホーム
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (1年1ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 デイサービス
(6)老化の理解/全項目 ・介護職員 (9ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目 特別養護老人ホーム
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・介護職員 (1年8ヶ月)
(10)振り返り/全項目 デイサービス

・介護職員 (1年3ヶ月)
高齢者専用賃貸住宅

・介護職員 (6ヶ月)
特別養護老人ホーム

・介護職員 (2年8ヶ月)
デイサービス

・介護職員 (9ヶ月)
デイサービス

・生活相談員 (8ヶ月）
居宅介護事業所

・介護支援専門員 (10ヶ月）

介護員養成事業所　勤務
・講師 (8年3ヶ月)

居宅介護事業所　勤務
・介護支援専門員 (3年1ヶ月)

介護福祉士 (H15/4)
20 山口　幸子 (1)職務の理解/全項目

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護 特別養護老人ホーム
②自立に向けた介護 ・介護職員 (4年) 有
(3)介護の基本/全項目 特別養護老人ホーム
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (4年11ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・生活相談員 (5年10ヶ月)
(6)老化の理解/全項目 介護員養成事業所　勤務
(7)認知症の理解/全項目 ・講師 (7年6ヶ月)
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H13/4)

22 野村　希代乃 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護支援専門員 (H20/6)
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 通所介護事業所/訪問介護事業所/居宅介護事業所
(3)介護の基本/全項目 　　　・介護職員、サービス提供責任者
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 （障害者介護含む） (9年5ヶ月) 有
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 通所介護事業所
(6)老化の理解/全項目 ・介護職員 (1年1ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がいの理解/全項目 訪問介護事業/居宅介護事業所　勤務
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 　　・介護職員、介護支援専門員 (3年5ヶ月）
(10)振り返り/全項目 （障害者介護含む）

介護員養成事業所
・非常勤講師 (14年7ヶ月)



（別添２－３） 令和3年5月10日現在
講師一覧表

資格(取得年月日) 修了評価
略歴(経験年数) 担当の有無
現在の職業(経験年数)

NO. 講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H19/4)
26 福井　里美 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護支援専門員 (H21/6)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 介護老人保健施設
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員 (4年3ヶ月) 有
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 有料老人ホーム
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・介護職員 (1年7ヶ月)
(6)老化の理解/全項目 訪問介護事業所
(7)認知症の理解/全項目 ・訪問介護員 (1年)
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護老人保健施設
(10)振り返り/全項目 ・介護職員 (2年9ヶ月)

有料老人ホーム　勤務
・介護支援専門員 (2年1ヶ月)

有料老人ホーム
・介護職員 (4年5ヶ月）

居宅介護事業所
・介護支援専門員 (7年10ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H19/4)
27 福村　江美 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護支援専門員 (H21/6)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 介護老人福祉施設
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員 (5年1ヶ月)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 有料老人ホーム　勤務 有
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・介護職員 (9年9ヶ月）
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所
(10)振り返り/全項目 ・非常勤講師 (13年5ヶ月)

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 准看護師 (S61/3)
30 前川　香 ①人権と尊厳を支える介護 介護支援専門員 (H13/3)

②自立に向けた介護 看護師 (H22/5)
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 病院
(6)老化の理解/全項目 ・准看護師 (1年4ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目 診療所 無
(8)障がいの理解/全項目 ・准看護師 (3年1ヶ月)
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 病院
①介護の基本的な考え方 ・准看護師 (5年6ヶ月)
②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 居宅介護事業所
③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 　　　　　・介護支援専門員、看護師(4ヶ月)
⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと 病院
終末期介護 　　　・介護支援専門員、看護師(3年1ヶ月)
⑬介護過程の基礎的理解 福祉専門学校
⑭総合生活支援技術演習 　　　・講師「医学一般」等(1年)

介護老人保健施設
　　　・施設介護支援専門員、看護師

(5年)
介護老人保健施設
・支援相談員、管理職 (10年8ヶ月)

介護老人保健施設　勤務
・看護師 (1年10ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H16/3)
33 矢嶋　聡子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援

①人権と尊厳を支える介護 有料老人ホーム
②自立に向けた介護 ・介護職員 (8年)
(3)介護の基本/全項目 有
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 介護員養成研修事業所　勤務
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・講師 (10年6ヶ月)
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目



（別添２－３） 令和3年5月10日現在
講師一覧表

資格(取得年月日) 修了評価
略歴(経験年数) 担当の有無
現在の職業(経験年数)

NO. 講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H21/4)
36 山本　栄子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援

①人権と尊厳を支える介護 居宅介護事業所（障害者介護含む）
②自立に向けた介護 ・介護職員 (3年3ヶ月) 有
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 認知症対応型共同生活介護　
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 　　　　　・管理補佐、介護職員　(13年2ヶ月）
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がいの理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所
(10)振り返り/全項目 ・非常勤講師 (10年9ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H18/5)
39 吉﨑　喜代美 (2)介護における尊厳の保持・自立支援

①人権と尊厳を支える介護 介護老人福祉施設
②自立に向けた介護 ・介護職員 (3年6ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 訪問介護事業所/居宅介護事業所（障害者介護含む） 有
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (5年)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目 訪問介護事業所/居宅介護事業所
(7)認知症の理解/全項目 ・介護職員 (8年7ヶ月)
(8)障がいの理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H22/4)
40 柳　玉琴 (2)介護における尊厳の保持・自立支援

①人権と尊厳を支える介護 訪問介護事業所/居宅介護事業所
②自立に向けた介護 ・介護職員 (9年2ヶ月) 有
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 訪問介護事業所
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 　　　　・介護職員 (2年6ヶ月）
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がいの理解/全項目 デーサービス
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 　　　　・介護職員 (7年11ヶ月)
(10)振り返り/全項目

介護福祉士 (H17/4)
42 大田　千尋 (1)職務の理解/全項目 有

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 訪問介護事業所
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員 (6年6ヶ月)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 訪問介護事業所
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・介護職員 (3年)
(6)老化の理解/全項目 訪問介護事業所
(7)認知症の理解/全項目 ・介護職員 (2年10ヶ月）
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目 老人介護施設

・介護職員 (4年2ヶ月)

介護福祉士 (H21/4)
46 寺西　由紀 (1)職務の理解/全項目 介護支援専門員 (H22/6) 無

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 デイケア
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員 (1年2ヶ月)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 デイサービス
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・介護職員 (5年1ヶ月)
(6)老化の理解/全項目 デイサービス
(7)認知症の理解/全項目 ・介護職員 (2年)
(10)振り返り/全項目

老人保健施設　勤務
・介護職員 (10年6ヶ月)
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介護福祉士 (H16/4)
49 小嶋　英之 (1)職務の理解/全項目 介護支援専門員 (H18/4) 有

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護 居宅介護支援事業所
②自立に向けた介護 ・介護支援専門員 (8年3ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 老人保健施設
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 　　　　　・介護職員 (18年5ヶ月）
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目 居宅介護支援事業所

　　　　　・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ (2年6ヶ月)

(1)職務の理解/全項目
50 山崎　早苗 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護福祉士 (H26/4)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目 訪問介護事務所 無
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (3年1ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 障害者支援事業所
(6)老化の理解/全項目 ・介護職員 (15年5ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がいの理解/全項目 障害者支援事業所
(10)振り返り/全項目 ・介護職員 (5年6ヶ月)

介護員養成事業所　勤務
・非常勤講師 (6年7ヶ月)

(1)職務の理解/全項目
51 菅田　成美 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護福祉士 (H8/4)

(依田　成美) ①人権と尊厳を支える介護 介護支援専門員 (H14/3) 有
②自立に向けた介護 介護老人福祉施設
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護支援専門員 (6年11ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目 有料老人ホーム
(7)認知症の理解/全項目 ・介護職員
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・施設長 (1年4ヶ月)
(10)振り返り/全項目

介護員養成事業所　勤務
・非常勤講師 (6年6ヶ月)

(1)職務の理解/全項目
53 金城　秀樹 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護福祉士 (H16/5)

①人権と尊厳を支える介護 精神保健福祉士 (H23/3)
②自立に向けた介護 有
(3)介護の基本/全項目 病院
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 介護支援専門員
(6)老化の理解/全項目 ・及び相談援助業務
(7)認知症の理解/全項目 （精神保健関連の
(8)障がいの理解/全項目 相談業務に5年
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 以上従事）
(10)振り返り/全項目 病院

・介護職員
・及び相談介助業務 (32年0ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H9/4)
54 吉田　豊子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護支援専門員 (H13/3)

①人権と尊厳を支える介護 社会福祉士 (H17/4)
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目 老人ホーム
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (3年)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 福祉型障害児入所施設 無
(6)老化の理解/全項目 ・介護職員 (4年)
(7)認知症の理解/全項目 介護老人福祉施設
(8)障がいの理解/全項目 ・介護職員 (3ヶ月)
(10)振り返り/全項目 介護老人福祉施設

・介護職員
(3年9ヶ月)

在宅介護支援事業所
　　・介護支援専門員、ソーシャルワーカー

(10年)
介護員養成研修事業所　勤務

・講師 (10年0ヶ月)
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(2)介護における尊厳の保持・自立支援
56 榊原　啓雄 ③人権啓発に係る基礎知識 無

枚方人権協会
・人権相談員 (10年)

介護員養成事業所　勤務
・非常勤講師 (5年9ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H12/1)
59 谷口　眞文 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 社会福祉士 (H20/4)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 有
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 特別養護老人ホーム
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 　　・介護職員、生活相談員、支援相談員、
(6)老化の理解/全項目 　　　介護支援専門員 (14年5ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目 老人保健施設
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・支援相談員 (11ヶ月)
(10)振り返り/全項目 病院　勤務

　　　・社会福祉士（医療相談員）(1年11ヶ月）
住宅型有料施設

・介護支援専門員 (2年7ヶ月）
デイサービス
・管理者　支援専門員 (0年4ヶ月）

居宅介護支援事業所
・介護支援専門員 (5年2ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H19/4)
61 河鍋　正樹 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護支援専門員 (H20/6)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 居宅介護支援事業所
(3)介護の基本/全項目 ・通所リハビリ
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 有
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 居宅介護支援事業所
(6)老化の理解/全項目 ・介護職員
(7)認知症の理解/全項目 ・介護支援専門員
(8)障がいの理解/全項目 居宅介護支援事業所
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・介護職員
(10)振り返り/全項目 ・介護支援専門員

兼管理者
社会福祉法人

・介護支援専門員
地域包括支援センター
　・介護支援専門員 (4年7ヶ月)

介護福祉士 (H25/4)
64 北岡　史帆 (1)職務の理解/全項目 有

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護 特別養護老人ホーム
②自立に向けた介護 ・介護職員 (7年6か月)
(3)介護の基本/全項目 訪問介護事業所
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・訪問介護員 (0年10ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 介護員養成研修事業所
(6)老化の理解/全項目 ・非常勤講師 (4年1ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 特別養護老人ホーム
(10)振り返り/全項目 ・介護職員 (6年8ヶ月)

(5年11ヶ月)

(3年9ヶ月)

(4年0ヶ月)

(0年6ヶ月)
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介護福祉士 (H21/4)
65 山本　郁代 (1)職務の理解/全項目 有

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護 訪問介護事業所
②自立に向けた介護 ・介護職員 (3年9ヶ月)
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 障がい者居宅介護事業所
(6)老化の理解/全項目 ・障がい者介護職員 (4年2ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がいの理解/全項目 訪問介護事業所
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 　　　・訪問介護員
(10)振り返り/全項目 (2年2ヶ月)

居宅介護事業所
　　　・居宅介護職員/障がい者介護職員

(7年7ヶ月)
居宅介護事業所
　　　・居宅介護職員/障がい者介護職員

(7年4ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (平成13/3)
66 和田　智恵子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有

①人権と尊厳を支える介護 デイサービス
②自立に向けた介護 ・介護職員 (9年7ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 デイサービス
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (6年2ヶ月）
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目 居宅介護支援事業所
(7)認知症の理解/全項目 ・介護職員 (2年9ヶ月)
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所　勤務
(10)振り返り/全項目 ・非常勤講師 (5年0ヶ月)
(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (平成16/3)

67 池口　千佳 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有
①人権と尊厳を支える介護 特別養護老人ホーム
②自立に向けた介護 ・介護職員 (4年6ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 有料老人ホーム
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (2年8ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 デイサービス
(6)老化の理解/全項目 ・介護職員 (3年3ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所　勤務
(10)振り返り/全項目 ・常勤講師 (3年1ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H16/3)
69 尾野　万紀子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援

①人権と尊厳を支える介護 有料老人ホーム 有
②自立に向けた介護 ・介護職員 (4ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 訪問介護事業所
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (6ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 訪問介護事業所
(6)老化の理解/全項目 ・介護職員 (3ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目 病院
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・介護職員 (1年6ヶ月)
(10)振り返り/全項目 病院

・介護職員 (9ヶ月)
有料老人ホーム

・介護職員 (3年3ヶ月)

介護員養成事業所　勤務
・常勤講師 (5年11ヶ月)
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(2)介護における尊厳の保持・自立支援 看護師 (S51/8)
70 山岸　悦子 ①人権と尊厳を支える介護

②自立に向けた介護 高等学校
(3)介護の基本/全項目 ・養護教諭 (1年)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 社会福祉協議会
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・ガイドヘルパー (3年1ヶ月)
(6)老化の理解/全項目 デイサービス
(7)認知症の理解/全項目 ・看護師、介護職員 (9年8ヶ月)
(8)障がいの理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 福祉教育機関　勤務
①介護の基本的な考え方 　　　　　・講師 (0年11ヶ月) 無
②介護に関するこころのしくみの基礎的理解
③介護に関するからだのしくみの基礎的理解
④生活と家事
⑥整容に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護
⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護
⑧食事に関連したこころとからだのしくみと 介護員養成研修事業所　勤務
自立に向けた介護 ・講師 (9年0ヶ月)
⑨入浴、清潔保持に関連したこころとからだの
しくみと自立に向けた介護
⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護
⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと
自立に向けた介護
⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと
終末期介護
⑬介護過程の基礎的理解
⑭総合生活支援技術演習
(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (平成21/3）

71 奥林　智恵 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有
①人権と尊厳を支える介護 デイサービス
②自立に向けた介護 ・介護職員 (4年5ヶ月）
(3)介護の基本/全項目 デイサービス
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (2年5ヶ月）
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目 介護員養成事業所

・非常勤講師 (2年6ヶ月)

介護福祉士 (H22/9)
72 坂本　あけみ (1)職務の理解/全項目 有

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護 特別養護老人ホーム
②自立に向けた介護 ・介護職員 （6年8ヶ月）
(3)介護の基本/全項目 特別養護老人ホーム
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護職員 (3年1ヶ月）
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目 介護員養成事業所
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・非常勤講師 (6年8ヶ月)
(10)振り返り/全項目

介護福祉士 (H20/4)
73 清水　まゆみ (1)職務の理解/全項目 有

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳を支える介護 通所リハビリ
②自立に向けた介護 ・介護職員 (10年8ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 介護支援専門委員会
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・調査員 (4年6ヶ月）
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所
(10)振り返り/全項目 ・非常勤講師 (7年2ヶ月)
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(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (平成12/3）
74 須原　悦子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有

①人権と尊厳を支える介護 訪問介護事業所 （10年0ヶ月）
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目 デイサービス
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・相談員 (5年0ヶ月)
(10)振り返り/全項目

(1)職務の理解/全項目
75 後藤　茂幸 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 障がい福祉センター
(3)介護の基本/全項目 ・介助員 (1年)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 障がい福祉サービス事業所
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・介護職員、ガイドヘルパー
(6)老化の理解/全項目 (4年9ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がいの理解/全項目 訪問介護事業所
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 ・介護職員、ガイドヘルパー (14年4ヶ月)
(10)振り返り/全項目 介護員養成事業所　勤務

・非常勤講師 (10年6ヶ月)
(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H19/4)

76 北川　桂子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 介護支援専門員 (H21/6)
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 訪問介護事業所/居宅介護事業所
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員 (7年8ヶ月)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 有
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 訪問介護事業所　勤務
(6)老化の理解/全項目 ・訪問介護員 (10年1ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がいの理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (平成25/4）
77 小山　勇 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有

①人権と尊厳を支える介護 老人福祉施設
②自立に向けた介護 ・介護護員 (2年2ヶ月）
(3)介護の基本/全項目 有料老人ホーム
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護護員 (3年1ヶ月）
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 有料老人ホーム
(6)老化の理解/全項目 ・介護護員 (0年11ヶ月)
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所　勤務
(10)振り返り/全項目 ・非常勤講師 (0年7ヶ月)

78 雑賀　利幸 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 NPO法人 無
③人権啓発に係る基礎知識 　　・理事長　講師としても人権講演などに参加

（7年）
各種教育機関（小学校・中学校・高等学校）
　　　　　　・福祉科目、障害者、高齢者の人権
　　　　　　　　　　　に関する講義（22年）
人権講演会
　　　　　　・20年間にわたり実施

介護員養成事業所　勤務
・非常勤講師 (14年0ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (平成7/3)
79 新丸　直美 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有

①人権と尊厳を支える介護 特別養護老人ホーム
②自立に向けた介護 ・介護職員 (9年9ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 介護老人保健施設
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・ケアワーカー (11年3ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所　勤務
(10)振り返り/全項目 ・非常勤講師 (4年1ヶ月)

介護福祉士　　　　　　　　　(平成21/4)
ガイドヘルパー全身性課程　　(平成16/9)
ガイドヘルパー知的課程　　　(平成17/3)



（別添２－３） 令和3年5月10日現在
講師一覧表

資格(取得年月日) 修了評価
略歴(経験年数) 担当の有無
現在の職業(経験年数)

NO. 講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (平成26/4）
80 宅間　真奈美 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有

①人権と尊厳を支える介護 特別養護老人ホーム
②自立に向けた介護 ・介護護員 (4年10ヶ月)
(3)介護の基本/全項目 居宅介護事業所
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 ・介護護員 (0年6ヶ月)
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所
(10)振り返り/全項目 ・常勤講師 (0年0ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (H19/4)
81 松田　美砂 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護 デイサービス
(3)介護の基本/全項目 ・介護職員 (9年10ヶ月)
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 小規模多機能施設
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目 ・介護職員 (7年4ヶ月)
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所
(10)振り返り/全項目 ・非常勤講師 (6年8ヶ月)

(1)職務の理解/全項目 介護福祉士 (平成25/4）
82 堀川　優子 (2)介護における尊厳の保持・自立支援 有

①人権と尊厳を支える介護 デイサービス・居宅介護事業所
②自立に向けた介護 ・介護護員 (7年11ヶ月)
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/全項目 介護員養成事業所
(10)振り返り/全項目 ・非常勤講師 (5年4ヶ月)


