
（第１－５号様式） 

講師一覧表 

 

※ 履歴の提出状況（１：既に提出済 ２：今回提出） 

１か２に○をつけること。※講師履歴は講師経歴書のとおり 

 講 師 氏 名 担当 科目名／項目名  講 師 履 歴 

 １  

（専任） 

黒田 卓也 

 

 

 

 

 

 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携（１）（３） 

８．障害の理解（３） 

・障害者相談支援（６年） 

 

 

 

 職歴（関連経歴） 

・鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 

 ビジネス経営科 福祉系学科教諭 

 （Ｈ４．４～Ｈ２０．３） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

 障害者相談支援 

 （Ｈ２０．４～現在） 

 取得資格： 

ホームヘルパー２級（Ｈ１３．４） 

社会福祉士（Ｈ１８．４） 

 １  

（専任） 

荒川 敬司 

 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持 

・自立支援（１）（２） 

３．介護の基本（１）～（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携（１）（３） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

６．老化の理解（１） 

７．認知症の理解（１）（３）

（４） 

８．障害の理解（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

・相談支援員（８カ月） 

 職歴（関連経歴） 

 ・社会福祉法人けやき福祉会 

  障害者生活介護センター生活相談員 

  （Ｈ２０．４～Ｈ２６．３） 

  障害者総合相談支援センター 

  相談支援員 

  （Ｈ２６．４～現在） 

 取得資格： 

・社会福祉士（Ｈ２０．４） 

・介護福祉士（Ｈ２４．３） 



 １  

（専任） 

渥美 真樹 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携（１）（３） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

 

・生活支援主任（６か月） 

 職歴（関連経歴） 

 ・社会福祉法人けやき福祉会 

〇身体障害者デイサービスセンター 

   指導員（Ｈ１２．４～Ｈ１７．３） 

〇デイサービスセンター 

   高齢者介護主任 

  （Ｈ１７．４～Ｈ２０．２） 

〇小規模多機能センター 

   管理者・ケアマネージャー 

  （Ｈ２０．３～Ｈ２６．６） 

〇障害者生活介護センター 

   生活支援主任   

  （Ｈ２６．７～現在） 

 取得資格： 

 ・介護支援専門員（Ｈ１９．３） 

 １  

（専任） 

荒川 泉 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持 

・自立支援（１）（２） 

３．介護の基本（１）～（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携（１）（３） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

６．老化の理解（１） 

７．認知症の理解（１）（３）

（４） 

８．障害の理解（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

・生活支援員（１１年２カ月） 

 職歴（関連経歴） 

・三重県社会福祉協議会 

 業務補助職員 

 （Ｈ１４．６～Ｈ１５．９） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

 〇障害者生活介護センター 

  生活支援員 

 （Ｈ１５．１０～現在） 

 取得資格： 

・介護福祉士（Ｈ１９．５） 

・社会福祉士（Ｈ２５．４） 

   



● 履歴の提出状況の「１ 提出済」とは、講師名が記載されている当該の科目について履歴が 

提出済の場合であり、既にいくつかの科目を担当している講師が、新しく別の科目を担当する 

こととなった場合、新しい科目についてのみ「２ 今回提出」とすること。 

● 専任・兼任の区分は申請者の機関の専任講師である場合のみ専任とすること。 

 ● 資格欄は担当科目（項目）にかかる別表１講師要件一覧に該当する資格のみ記載すること。 

 

講 師 氏 名 担当 科目名／項目名  講 師 履 歴 

 １  

（専任） 

吉原 佳代 

 

 

 

 

 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本 

（１）（２）（３）（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（１）（３） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術 

（１）（２） 

６．老化の理解 

（１） 

７．認知症の理解 

（１）（３）（４） 

８．障害の理解 

（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

・管理者兼ケアマネージャー（６か月） 

 職歴（関連経歴） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

 〇障害者デイサービスセンター 

 生活支援員 

 （Ｈ１６．４～Ｈ２０．２） 

〇小規模多機能センター 

 介護従事者 

 （Ｈ２０．３～Ｈ２６．６） 

〇小規模多機能センター 

 管理者兼ケアマネージャー 

 （Ｈ２６．７～現在） 

 取得資格： 

・介護福祉士（Ｈ２０．５） 

・介護支援専門員（Ｈ２２．３） 

 １  

萩野 貴子 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本 

（１）（２）（３）（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（１）（３） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術 

（１）（２） 

・管理者・ケアマネージャー（７年６か月） 



６．老化の理解 

（１） 

７．認知症の理解 

（１）（３）（４） 

８．障害の理解 

（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

 職歴（関連経歴） 

・社会福祉法人伊勢湾福祉会 

〇訪問介護員 

（Ｈ１１．６～Ｈ１１．９） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

〇身体障害者デイサービスセンター 

 介護職員 

（Ｈ１２．５～Ｈ１９．３） 

〇居宅介護支援センター 

 管理者 

（Ｈ１９．４～現在） 

 取得資格： 

・介護福祉士（H17.5） 

・介護支援専門員（H19.3） 

 １  

（専任） 

大西 さち子 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本 

（１）（２）（３）（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（１）（３） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術 

（１）（２） 

６．老化の理解 

（１） 

７．認知症の理解 

（１）（３）（４） 

８．障害の理解 

（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

 

・サービス管理責任者（１１か月） 

 職歴（関連経歴） 

・社会福祉法人伊勢亀鈴会 

 介護職員 

 （H11.4～H12.3） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

〇デイサービスセンター鈴鹿けやき苑 

 介護主任・ケアマネージャー 

 （H12.4～H25.12） 

〇障害者生活介護センター 

 サービス管理責任者 

 （H26.1～現在） 

 取得資格： 

・介護福祉士（H11.5） 

・介護支援専門員（１７．３） 

・認知症ケア専門士（H25.4） 



 １  

（専任） 

別府 知典 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本 

（１）（２）（３）（４） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術 

（１）（２） 

６．老化の理解 

（１） 

７．認知症の理解 

（１）（３）（４） 

８．障害の理解 

（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

・管理者兼発達支援管理責任者（１１か月） 

 職歴（関連経歴） 

・特別養護老人ホーム鈴鹿聖十字の家 

 〇介護職員 

 （H7.4~H20.3） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

 〇デイサービスセンター生活相談員 

 （H20.4~H22.3） 

 〇障害者生活介護センター 主任 

 （H22.4～H25.12） 

 〇放課後等デイサービスセンター 

  管理者 

 （H26.1～現在） 

 取得資格： 

 介護福祉士（H8.3） 

 １  

（専任） 

伊藤 洋美 

 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携（１）（３） 

８．障害の理解（３） 

 

・障害者に対する計画相談業務（１ヶ月） 

 

 

 

 職歴（関連経歴） 

・介護老人保健施設おかなみ 

 〇相談支援員 

 （H19.4～H22.3） 

・介護老人保健施設ひまわり 

 〇相談支援員 

 （H22.7～H23.6） 

・社会福祉法人鈴鹿けやき苑 

 〇障害者生活介護センター生活支援員 

 （H24.10～H25.12） 

 〇特定相談支援センター計画相談員 

 （H26.11～現在） 

 取得資格： 

 社会福祉士（H23.12） 

 

 

 



 

講 師 氏 名 担当 科目名／項目名  講 師 履 歴 

 １  

（専任） 

永岡 サヨ子 

 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本（１）～（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（２） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

６．老化の理解 

（１）（２） 

７．認知症の理解 

（１）～（４） 

８．障害の理解 

（１）（２）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

 看護師（１０年） 

 

 

 

 職歴（関連経歴） 

・鈴鹿中央総合病院 

 〇看護師 

（S49.4～H13.3） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

 〇デイサービスセンター看護師 

 （H16.12～現在） 

 取得資格： 

・看護師免許（S50.2.） 

・喀痰吸引指導者研修（H26.12） 

 １  

（専任） 

中澤 仁美 

 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本（１）～（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（２） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

６．老化の理解 

（１）（２） 

７．認知症の理解 

（１）～（４） 

８．障害の理解 

看護師（２年９か月） 

 職歴（関連経歴） 

・市立四日市病院 

 〇看護師（S60.4～H3.3） 

・小山田記念温泉病院 

 〇看護師（H7.4～H8.2） 

・松尾内科クリニック 

 〇看護師（H10.4~H16.12） 

・介護老人保健施設鈴の丘 

 〇看護師（H17.9～H20.3） 

・特別養護老人ホーム 

 〇看護師（H22.1～H24.3） 

・社会福祉法人鈴鹿けやき苑 

 〇看護業務（H24.3～現在） 



（１）（２）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

 

 取得資格： 

・看護師免許（H3.10） 

 １  

（専任） 

安藤 嘉根 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本 

（１）（２）（３）（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（１）（３） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術 

（１）（２） 

６．老化の理解 

（１） 

７．認知症の理解 

（１）（３）（４） 

８．障害の理解 

（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

 

サービス提供責任者 

訪問介護職員（１年９か月） 

 職歴（関連経歴） 

・社会福祉法人伊勢湾福祉会 

〇介護職員（H14.11～H17.5） 

・社会福祉法人アパティア福祉会 

 〇介護職員（H17.7～H18.2） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

 〇介護職員・サービス提供責任者 

 （H18.3～現在） 

 取得資格： 

・介護福祉士（H18.4） 

・介護支援専門員（H22.3） 



 １  

（専任） 

森重 初美 

 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本 

（１）（２）（３）（４） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術 

（１）（２） 

６．老化の理解 

（１） 

７．認知症の理解 

（１）（３）（４） 

８．障害の理解 

（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

・生活相談員・介護主任（６年９か月） 

）  職歴（関連経歴） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

〇介護職員（H20.4～現在） 

 取得資格： 

・ホームヘルパー２級（H15.6） 

・介護福祉士（H24.4） 



２ 

（専任） 

廣瀬 雅也 

 

 

 

 

 

 

 

２．介護における尊厳の保持 

・自立支援（１）（２） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携（１）（３） 

５、介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

８．障害の理解（３） 

 

・生活相談員・ケアマネジャー 

（１５年９か月） 

職歴（関連経歴） 

・医療法人 村瀬病院 

○生活相談員（H13.4～H27.4） 

○ケアマネジャー（H19.4～H27.4） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

○障がい者生活支援相談員（Ｈ27.5～現在） 

取得資格： 

・社会福祉士（Ｈ13.8） 

・介護支援専門員（Ｈ19.3） 

 ２ 

（専任） 

鈴木 政美 

 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本（１）～（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（２） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

６．老化の理解 

（１）（２） 

７．認知症の理解 

（１）～（４） 

８．障害の理解 

（１）（２）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

・看護師（４４年） 

職歴（関連経歴） 

・厚生連 中勢総合病院 

○看護師（S49.4～現在） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

○看護師（H28.2~現在） 

取得資格： 

・看護師（S50.7） 



２ 

（専任） 

岡田 かおり 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本（１）～（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（２） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

６．老化の理解 

（１）（２） 

７．認知症の理解 

（１）～（４） 

８．障害の理解 

（１）（２）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

・看護師（３３年） 

職歴（関連職歴） 

・厚生連鈴鹿中勢病院 

○看護師（S55.4～H17.3） 

・ますずがわ神経内科 

○看護師（H18.8～H25.7） 

・メディカルステイ鈴鹿の華 

○看護師（H25.11 ～H27.5 ） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

○看護師（H27.6 ～現在） 

取得資格： 

・看護師（S59.1） 

２ 

（専任） 

田中 文子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本（１）～（４） 

４．介護・福祉サービスの理解

と医療との連携 

（２） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術（１）（２） 

６．老化の理解 

（１）（２） 

７．認知症の理解 

（１）～（４） 

８．障害の理解 

（１）（２）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

・看護師（４３年） 

職歴（関連職歴） 

・厚生連鈴鹿中勢病院 

○看護師（S49.4～H17.9） 

・小山田記念温泉病院 

○看護師（H18.4～H26.11） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

○看護師（H27.6～現在） 

取得資格 

・看護師（S55.5） 



２ 

（専任） 

岡 かおり 

 １．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本 

（１）（２）（３）（４） 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術 

（１）（２） 

６．老化の理解 

（１） 

７．認知症の理解 

（１）（３）（４） 

８．障害の理解 

（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

 

・サービス提供責任者（１年） 

 訪問介護員   （８年６か月） 

職歴（関連職歴） 

・和事業所 

○介護職員（H19.12～H25.12） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

○訪問介護員（H26.8～H27.5） 

○サービス提供責任者（H27.6～現在） 

取得資格 

・介護福祉士（H23.4） 



２ 

（専任） 

石井 利佳 

１．職務の理解（１）（２） 

２．介護における尊厳の保持・

自立支援（１）（２） 

３．介護の基本 

（１）（２）（３）（４） 

 

５．介護におけるコミュニケー

ション技術 

（１）（２） 

６．老化の理解 

（１） 

７．認知症の理解 

（１）（３）（４） 

８．障害の理解 

（１）（３） 

９．こころとからだのしくみと

生活支援技術 

（１）～（１４） 

１０．振り返り（１）（２） 

生活相談員（２年２か月） 

職歴（関連職歴） 

・社会福祉法人けやき福祉会 

○介護職員（H26.4～現在） 

取得資格 

介護福祉士（H26.4） 

 

 

 


