
（別添２－３） 

令和２年６月１６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 

資格(取得年月) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

村上 映子 

(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） 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成15年4月11日） 

有 

通所介護 

介護職員（5年7ヵ月） 

認知症対応型共同生活介護 

介護職員（8年1ヵ月） 

認知症対応型共同生活介護 

介護職（8年1ヵ月） 

上田 千春 

(6)老化の理解/（全項目） 

(7)認知症の理解/（全項目） 

 

看護師 

（昭和63年5月24日） 

無 

小児リハビリテーション 

看護師(4年1ヵ月) 

介護老人保健施設 

看護師(2年2ヵ月) 

介護職員養成スクール 

非常勤講師（1年4ヵ月） 

亀里 泰広 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成12年4月10日） 

有 

介護老人福祉施設 

介護職員（7年9ヵ月） 

介護職員養成スクール 

非常勤講師（4年10ヵ月）  

西 裕子 

(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） 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成20年4月14日） 

有 

訪問介護、居宅介護 

介護職員（5年5ヵ月） 

通所介護 

 介護職員（4年1ヵ月） 

通所介護 

介護職員（4年1ヵ月） 



 

木戸 和代 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成18年4月14日） 

有 

訪問介護 

 介護職員（9ヵ月） 

訪問介護 

介護職員（3年9ヵ月） 

認知症対応型共同生活介護 

 介護職員（6ヵ月） 

訪問介護 

管理者（3年10ヵ月） 

田中 学 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成10年3月30日） 

全身性障害者移動介護従業者

養成研修課程 

（平成17年8月21日） 

有 
介護老人保健施設 

 介護職員（5年5ヵ月） 

訪問介護、居宅介護 

 介護職員（4年6ヵ月） 

訪問介護、居宅介護 

介護職員（4年6ヵ月） 

中岡 佐都 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成21年4月17日） 

有 

小規模多機能グループホーム 

介護職員（6年3ヵ月） 

有料老人ホーム 

介護職員（2年2ヵ月） 

介護職員養成スクール 

非常勤講師（5年7ヵ月） 

小林 繁 
(2)介護における尊厳の保持・自立支援/ 

③人権啓発に係る基礎知識 

 

大阪府人権擁護士養成講座修了 

（平成 22年 3月 30日） 

    無 
人権相談員（10年 1ヵ月） 

人権擁護士（4年 4ヵ月） 

人権講師（3年 7ヵ月） 

大阪府人権擁護士会 

（4年8ヵ月） 

井関 宏美 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成 19年 4月 13日） 

有 

 

訪問介護、居宅介護 

 管理者（16年1ヵ月） 

 

訪問介護、居宅介護 

管理者（16年 1ヵ月） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹中 喜子 

(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） 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成 8年 4月 25日） 

有 

 

障害者会館 

（18年4ヵ月） 

 

介護職員養成スクール 

非常勤講師（5年 8ヵ月） 

前田 元気 

(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/（全項目） 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成 21年 5月 20日） 

有 

介護老人保健施設 

介護職員（1年5ヵ月） 

特別養護老人ホーム 

介護職員（1年1ヵ月） 

訪問介護、居宅介護 

介護職員、サービス提供責任者、管理者

（3年5ヵ月） 

サービス付き高齢者向け住宅 

サービス提供責任者、管理者 

（8ヵ月） 

一般社団法人 ELLY 

スタッフ（1年 4ヵ月） 

ケアプランセンター 

介護支援専門員（2ヵ月） 

加藤 利栄子 

(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） 

(8)障がいの理解/（全項目） 

介護福祉士 

（平成29年4月14日） 

無 

訪問介護、居宅介護 

 介護職員（2年10ヵ月） 

訪問介護、居宅介護 

 介護職員、管理者（3年） 



 

 

 

 

 

平 真紀 

(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） 

修了評価 

介護福祉士 

（平成 24年 6月 19日） 

有 

有料老人ホーム 

介護職員（2年11ヵ月） 

サービス付き高齢者住宅 

介護職員（2年3ヵ月） 

訪問介護 

介護職員（7ヵ月） 

 

生活介護 

生活支援員（1年 3ヵ月） 

加地 直美 

(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） 

 

介護福祉士 

（平成28年4月8日） 

無 

障害福祉 

 介護職員（2年3ヵ月） 

有料老人ホーム 

 介護職員（8ヵ月） 

障害福祉 

 介護職員（3年） 

 

障害福祉 

 支援員（7ヵ月） 

窪田 陽子 

(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） 

(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） 

修了評価 

 

介護福祉士 

（平成10年3月17日） 

有 
介護老人保健施設 

介護職員（7年1ヵ月） 

介護職員養成スクール 

常勤・非常勤講師 

（11年2ヵ月） 

訪問介護、居宅介護 

 介護職（1年11ヵ月） 

塚原 康弘 
(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

③人権啓発に係る基礎知識 

大阪府人権擁護士養成講座修了 

（令和2年3月16日） 

無 

禅寺研修 

 講師（20年1ヵ月） 

短期大学教育支援課 

 講師（8年2ヵ月） 

禅寺研修 

 講師（20年1ヵ月） 

短期大学教育支援課 

 講師（8年2ヵ月） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本 ひとみ 

(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） 

修了評価 

 

介護福祉士 

（平成25年6月7日） 

有 

特別養護老人ホーム 

介護職員（1年10ヵ月） 

介護付高齢者住宅 

 介護職員（1年5ヵ月） 

有料老人ホーム 

 介護職員（3年11ヵ月） 

有料老人ホーム 

 介護職員（1年6ヵ月） 

介護職員養成スクール 

非常勤講師（3年2ヵ月） 

介護職員養成スクール 

非常勤講師（3年2ヵ月） 

嶋﨑 敏子 

(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 

（平成30年4月10日） 

無 

特別養護老人ホーム 

介護職員（3年6ヵ月） 

通所介護 

 介護職員（3年5ヵ月） 

介護職員養成スクール 

非常勤講師（4ヵ月） 

通所介護 

 介護職員（3年5ヵ月） 


