
 

 

 

（別添２－３） 

令和1 年 12 月 5 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) 

① 國松 義晃 
（2）介護における尊厳の保持・自立支援/全項目 

   ③人権啓発に係る基礎知識 

教員免許（S43/3） 

無 

大阪市同和対策部長等（25年） 

都島区長（3年） 

健康福祉局高齢者施設部長（2年） 

社会福祉協議会事務局長（2年8ヶ月） 

特別養護老人ホーム・施設長（7年7ヶ月） 

② 椎名 保友 （8）障がいの理解/全項目 

介護福祉士（H23/4） 

同行援護（H25/2） 

居宅介護（H15/3） 
無 

 
日常生活支援ネットワーク 

障害者介護支援員（20年9ヶ月） 

日常生活支援ネットワーク 

障害者介護支援員（19年7ヶ月） 

③上山 小百合 

（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 

終了評価 

介護福祉士（H9/6） 

介護支援専門員（H22/6） 

社会福祉主事任用資格（H14/3） 

介護職員（6年） 

講師（8年2ヶ月） 

有 
福祉系短大非常勤講師 

 

介護施設での研修指導及び介護支援専

門員、介護職員を兼務で3年2ヶ月（H24/

4～実績） 

④田原 砂智子 

（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/①② 

（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（H9/4） 

介護支援専門員（H13/3） 

無 

大阪府立特別養護老人ホーム 

介護職員及びケアマネ業務 

（15年9ヶ月） 

介護職員初任者研修 

非常勤講師（3年5ヶ月） 

⑤竹中 嘉子 

（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①② 

（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 

（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 

   終了評価 

介護福祉士（H8/4） 

介護支援専門員（H16/4） 

介護福祉士実務者研修教員講習会（H25/

6） 

有 

 

障害者施設（障害福祉サービスの介護職

員）（19年4ヶ月） 

訪問介護事業所介護職員（5ヶ月） 

居宅介護支援事業所介護職員 

（7ヶ月） 

居宅介護事業所介護職員 

（3年10ヶ月） 

非常勤講師（4年7ヶ月） 



 

 

 

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) 

⑥大山 明子 

（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/①② 

（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（H19/4） 

介護支援専門員（H28/3） 

有 

 

認知症対応型共同生活介護 

介護職員（9年1ヶ月） 

訪問介護 介護職員（1年2ヶ月） 

認知症対応型共同生活介護 

管理者・介護職員 

（7ヶ月） 

介護講座・非常勤講師（5年7ヶ月） 

⑦鈴木 美江 

（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   ①② 

（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（H19/7） 

有 

居宅介護支援事業所 介護職員 

（8年11ヶ月） 

特別養護老人ホーム 介護職員・

介護講座非常勤講師（2年2ヶ月） 

居宅介護事業所介護職員 

（1年6ヶ月） 

介護講座常勤講師（5年4ヶ月） 

⑧日比野 信子 

（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（H19/4） 

有 

ヘルパーステーション 

介護職員・介護支援専門員 

（6年7ヶ月） 

特別養護老人ホーム介護支援専門

員（10ヶ月） 

有料老人ホーム介護支援専門員 

（１年） 

居宅介護支援事業所 

相談員・介護支援専門員・介護職

員（２年） 

介護職員初任者研修非常勤講師 

（6年7ヶ月） 

⑨辻 智子 

（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 

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）障害の理解              全項目 

 

（9）こころとからだのしくみと生活支援技術 ①②③④⑥⑦⑧⑨ 

                      ⑩⑪⑫⑬⑭ 

 修了評価 

 

准看護師（S62/3） 

正看護師（H23/4） 

有 

ツアー・イベントナース 

（5ヶ月） 

訪問看護職員（2年6ヶ月） 

訪問看護職員（5ヶ月） 

訪問看護職員（5ヶ月） 

有料老人ホーム看護職員 

（1年7ヶ月） 

初任者研修・実務者研修の 

非常勤講師（1ヶ月） 



 

 

 

 

 

⑩井上 登記子 

（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 

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（H20/4） 

介護支援専門員（H22/5） 

有 

訪問介護事業所介護職員 

（4年11ヶ月） 

小規模多機能型居宅介護職員 

（1年3ヶ月） 

有料老人ホーム介護職員兼ケアマ

ネージャー（2年10ヶ月） 

小規模多機能型居宅介護職員 

（2年） 

地域密着型通所介護 介護職員 

（1ヶ月） 

⑪津呂 麗子 

（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（H17/4） 

有 

 

デイケア介護職員（2年10ヶ月） 

特養及びデイサービス介護職員 

（7年1ヶ月） 

デイサービス介護職員（1年4ヶ月） 

グループホーム及びデイケア 

介護職員（1年11ヶ月） 

介護老人保健施設介護職員 

（2年3ヶ月） 

初任者研修及び実務者研修 

非常勤講師（2年10ヶ月） 

⑫山下 寛訓 

（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（H21/4） 

   有 

認知症対応型共同生活介護 

介護職員（6年5ヶ月） 

認知症対応型共同生活介護 

介護職員兼計画作成担当者 

（7年9ヶ月） 

デイサービス介護職員（9ヶ月） 

    



 

 

 

記載例 

（別添２－３） 

平成  年  月  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(取得年月日) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

大阪 太郎 
(1)職務の理解／全項目 

(3)介護の基本／②介護職の職業倫理 

社会福祉士(H14/3) 

介護福祉士(H24/3) 

無 

児童養護施設 

・相談員（8年5ヶ月） 

指定通所介護 

・介護職員（1年） 

重度訪問介護 

・訪問介護員（1年3ヶ月） 

介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員(1年) 

浪速 花子 

(1)職務の理解／全項目 

介護福祉士(H15/3) 

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 

老人短期入所施設 

・介護従業者(10年3か月) 

老人ホーム 

・支援員（6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 

②医学的側面から見た認知症に基礎と健康管理 

③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 訪問介護事業所 勤務 

・サービス提供責任者(1年2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 

 
 

  

    

    

修了評価者としての資格と実務経験を

有し、そのうえで、修了評価者として業務

を担当する者について「有」と記載するこ

と。 

修了評価者としての資格を満たしてい

ても、修了評価の業務を担当しない場合は

「無」としてください。また、資格を有し

ていない者も「無」としてください。 

講師履歴書に記載している現在の職業、

担当科目に関連する資格・免許及び職歴を

記載してください。 

そして、このまま開示情報として自らの

ホームページで公表してください。 


