
資格
略歴
現職

２、介護における尊厳の保持・自立支援 介護福祉士　
３、介護の基本 通所介護事業所（6年）

在宅複合型施設（13年）
介護サービス課（4年）
大潟・頸城支所　支所長

２、介護における尊厳の保持・自立支援 介護福祉士　
特別養護老人ホーム（3年1ヶ月）
通所介護事業所（12年）
在宅複合型施設　所長　

２、介護における尊厳の保持・自立支援 介護福祉士　
短期入所生活介護事業所（9年8ヶ月）

介護サービス課（11年）
短期入所生活介護事業所（10ヶ月）
短期入所生活介護事業所　管理者兼生活相談員

３、介護の基本 介護福祉士
通所介護事業所（5年6ヶ月）
居宅介護支援事業所（7年6ヶ月）
介護サービス課（10年）
介護サービス課　係長

３、介護の基本 介護福祉士　
短期入所生活介護事業所（5年）
通所介護事業所(3年）
介護サービス課（10年）
介護サービス課　参事

３、介護の基本 介護福祉士　
訪問介護事業所（3年11ヶ月）
通所介護事業所（8年1ヶ月）
就労支援事業所（11年）
就労支援事業所　サービス管理責任者

４、介護・福祉サービスの理解と医療との連携 介護福祉士　
通所介護事業所（7年）
居宅介護支援事業所（19年）
居宅介護支援事業所　管理者

４、介護・福祉サービスの理解と医療との連携 看護師　
病院（8年）
通所介護事業所（23年）
特別養護老人ホーム　看護員　

４、介護・福祉サービスの理解と医療との連携 社会福祉士
通所介護事業所（10年）
居宅介護支援事業所（3年9ヶ月）
地域包括支援センター（2年）
日常生活自立支援事業（10年）
地域福祉課　参事

４、介護・福祉サービスの理解と医療との連携 社会福祉士
通所介護事業所（6年3ヶ月）
就労支援事業所（7年）
就労支援事業所　サービス管理責任者

大島　利津子

令和３年４月１日変更後

講師一覧表

講師氏名 担当科目（細目）名
修了評
価担当
の有無

山賀　一馬

横野　潔

矢澤　智也

久保田　稔

太田　博文

金子　富美代

秋山　武司

大山　真鶴佳

小出　千佳子

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無
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５、介護におけるコミュニケーション技術 介護福祉士　
通所介護事業所（11年）
介護サービス課（2年）
総務課（4年）
総務課　参事

５、介護におけるコミュニケーション技術 社会福祉士　
訪問介護事業所（4年9ヶ月）
通所介護事業所（9年3ヵ月）
障害者相談支援事業所（2年）
障害者相談支援事業所　相談支援専門員

６、老化の理解 介護福祉士
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 訪問介護事業所（27年）
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所　管理者兼訪問介護員

７、認知症の理解 介護福祉士　
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 特別養護老人ホーム（11年5ヶ月）
　Ⅱ　生活支援技術の学習 在宅複合型施設（2年）

短期入所生活介護事業所　管理者兼生活相談員

７、認知症の理解 介護福祉士　
認知症対応型通所介護事業所（8年）
通所介護事業所　生活相談員

７、認知症の理解 介護福祉士　
通所介護事業所（11年）
認知症対応型通所介護事業所（6年）
通所介護事業所　管理者兼生活相談員

７、認知症の理解 介護福祉士　
特別養護老人ホーム（18年）
特別養護老人ホーム　介護員　

８、障害の理解 社会福祉士　
就労支援事業所（9年）
生活介護事業所　サービス管理責任者

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 看護師　
　Ⅰ　基本知識の学習 病院（7年）

通所介護事業所（3年）
通所介護事業所　看護員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　准看護師　
　Ⅰ　基本知識の学習 訪問介護事業所（7年）

短期入所生活介護事業所（2年）
通所介護事業所（19年）
通所介護事業所　看護員、介護員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 理学療法士　
　Ⅰ　基本知識の学習 理学療法士（19年）
（介護に関するからだのしくみの基礎的理解） 介護サービス課　課長
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅰ　基本知識の学習 訪問介護事業所（25年）
　Ⅱ　生活支援技術の学習
　Ⅲ　生活支援技術演習 訪問介護事業所　管理者兼訪問介護員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅰ　基本知識の学習 訪問介護事業所（22年）
　Ⅱ　生活支援技術の学習 居宅介護支援事業所（7年）
　Ⅲ　生活支援技術演習

訪問介護事業所　訪問介護員

藤澤　典子

見冠　樹

丸山　健太郎

山口　和子

藤田　秀子

小林　澄子

小暮　ゆい

佐藤　文子

大越　幸栄

山田　由貴

木本　美千代

南　直樹

白倉　慶治 無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

有

有
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９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（22年）
　Ⅲ　生活支援技術演習

非常勤講師
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 特別養護老人ホーム（7年8ヶ月）
　Ⅲ　生活支援技術演習 通所介護事業所（10年）

通所介護事業所　管理者兼生活相談員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 通所介護事業所（７年8ヶ月）

訪問介護事業所（14年）
訪問介護事業所　訪問介護員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（22年1ヶ月）

訪問介護事業所　訪問介護員
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（18年）

訪問介護事業所　訪問介護員
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 通所介護事業所（22年）

通所介護事業所　管理者兼生活相談員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 在宅複合型施設（20年）

在宅複合型施設　所長　
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 通所介護事業所（14年2ヶ月）

在宅複合型施設（1年6ヵ月）
短期入所生活介護事業所　介護員兼生活相談員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 在宅複合型施設（10年）

通所介護事業所　介護員兼生活相談員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 通所介護事業所（10年5か月）

通所介護事業所　介護員兼生活相談員

４、介護・福祉サービスの理解と医療との連携 看護師　
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 特別養護老人ホーム（17年）
　Ⅱ　生活支援技術の学習 在宅複合型施設（1年）

在宅複合型施設　所長　
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（22年）

生活支援ハウス（1年）
訪問介護事業所　訪問介護員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（14年）

訪問介護事業所　訪問介護員
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 通所介護、短期入所生活介護事業所（26年）

通所介護事業所　管理者兼生活相談員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（10年）

通所介護事業所（8年）
通所介護事業所　管理者兼生活相談員

小山　香

折笠　聖子

古海　智絵

髙野　悦子

重野　美幸

ライム　美和子

梅澤　智子

高橋　麻衣

有

無

無

無

無

無

無

無

無

小出　久子

山田　寿恵

宮本　鉄也

入村　友子

石曽根　久美子

山田　亮

田辺　崇浩

有

無

無

無

無

無
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９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 通所介護事業所（17年）

通所介護事業所　介護員兼生活相談員

９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（23年）

訪問介護事業所　訪問介護員
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（17年）

訪問介護事業所　訪問介護員
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（18年3ヶ月）

訪問介護事業所　訪問介護員
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 介護福祉士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 訪問介護事業所（19年）

訪問介護事業所　訪問介護員
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 歯科衛生士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 歯科衛生士（14年9ヶ月）
（食事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）(口腔ケア） 歯科衛生士　
９、こころとからだのしくみと生活支援技術 歯科衛生士　
　Ⅱ　生活支援技術の学習 歯科衛生士（14年）
（食事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）(口腔ケア） 歯科衛生士　
１、職務の理解 社会福祉士　

６、老化の理解 短期入所生活介護事業所（3年）
１０、振り返り 在宅複合型施設（4年2ヶ月）

介護サービス課（10ヶ月）
介護サービス課　主事
介護員養成研修事業　事務局

無

村松　美恵子

石塚　ひろ美

山口　孝子

西山　貴也

横田　百合子

外立　みどり

和知　智恵子

水澤　智子

無

無

無

無

無

無

無
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