
（別添２－３）

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)

(2)　介護における尊厳の保持・自立支援
高等学校・中学校１種
　　　　　　　　（社会科）

③人権啓発に係る基礎知識
小中高教諭・校長
　　　　　　　（40年）

株式会社エバカラー
教育人材部長（８年）

介護福祉士（Ｈ23.4）

ＧＨウェル永楽
介護職員・管理者

教育マネジャー（２年９か月）

介護福祉士（Ｈ24.4）

一般社団法人
　ヘルスケア人材教育協会
　　　　顧問　（1年２か月）

正看護婦　（Ｓ59.6）

講師一覧表

                                                    　　 平成３０年３月２０日現在

講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

石田　宏 無

安井　妃世 有

重松　義成

植村　和美

(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
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）
(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
（⑤以外の項目）

（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
　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）
（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）
（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
（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）
（１０）振り返り　（全項目）

デイサービス介護職員
　　　　　　　　（2年1か月）
特別養護老人ﾎｰﾑ
    介護職員・施設長（5か月）
デイサービス介護職員
　　　　　　　　　(2年7か月）

グループホーム介護職員
　　　　　（2年1か月）
ＧＨフレンド冠山・城跡園
管理者兼介護職員
　　　　　（4年7か月）
介護職員兼教育ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
　　　　　（3年7か月）

院内看護職（3年9か月）
施設ケアマネ・看護職
　　　　　　（25年1か月）

ウェルコンサル株式会社
　　看護職（2年７か月）

有

無



（別添２－３）

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)

介護福祉士（Ｈ21.5）

特別養護老人ホーム
リーダー長兼介護職員
　　　　　（3年）

介護福祉士（Ｈ22.4）

介護付有料老人ホーム
　施設長　（３年２か月）

介護福祉士（Ｈ19.4）
介護支援専門員（Ｈ21.3）

特別養護老人ホーム介護職員
　　　　　　（６年０か月）
介護老人保健施設　ケアマネ
　　　　　　（５年７か月）

有

                                                    　　 平成３０年３月２０日現在

講師一覧表

川名　陽介

（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
　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）
（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）

講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

有

グループホーム介護職員
　

　　（５年５か月）

松村　康亘

（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
　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）
（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）

有

グループホーム
　　　管理者兼介護職員
　　　　　（９年１か月）

　グループホーム
　　　管理者兼介護職員
　　（６年２か月）

（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
　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）
（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）

吉崎　誠至



（別添２－３）

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)

医療法人悠明会
医長兼看護職　（４年２か月）

グループホーム教育担当
　　　　　（３年３か月）

グループホーム介護職員
　　　　　　　（６年２か月）

西尾　由紀子

（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
　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）
（１０）振り返り　（全項目）

介護福祉士　（Ｈ27.4）

無

訪問介護介護職員
　　　　　　　（1年１か月）

講師一覧表

渡辺　健一 有

無

介護福祉士（Ｈ13.4）

老人福祉施設介護職員
（12年1か月）

グループホーム管理者兼介護職員
（2年10か月）

講師氏名

中村　律子

准看護師（S58.3）
正看護師（H20.4）

（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
　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）
（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）
（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
（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）
（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）

看護職（3年4か月）
在宅施設看護職（25年7か月）

担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

                                                    　　 平成３０年３月２０日現在



（別添２－３）

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)

介護福祉士　（H27.4）

グループホーム介護職員
　　　　　　（４年７か月）

特別養護老人ホーム
　介護職員　（11年７か月）

特別養護老人ホーム
　介護職員　（7年10か月）

特別養護老人ホーム介護職員
　　　　　　（２年６か月）

野崎　裕也

（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
　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）

無

                                                    　　 平成３０年３月２０日現在

講師一覧表

講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

丸山　宏

（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
　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）
（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）

介護福祉士　（Ｈ18.4）

無

障がい者使節　介護職員
　　　　　　　（1年6か月）
有料老人ホーム　介護職員
　　　　　　　（2年）

塚本　靖雄

（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
　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）
（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）

介護福祉士　（Ｈ20.4）

無
グループホーム　介護職員
　　　　　　　（５年１か月）



（別添２－３）

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)

グループホーム介護職員
　　　　（１年１０か月）

                                                    　　 平成３０年３月２０日現在

講師一覧表

講師氏名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名

井口　佳彦

（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
　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）

介護福祉士　　（Ｈ25.4）

無

医療法人介護職員
　　　　　　　（4年1か月）
社会福祉法人
　　　　　　　（2年7か月）


