
資格(取得年月日) 修了評価
略歴(経験年数)

現在の職業(経験年数)

社会福祉主事（H15/2）

介護老人保健施設　勤務

・事務長（30年6ヶ月）

特別養護老人ホーム　勤務

・施設長（16年10ヶ月）

社会福祉施設長資格認定講習課程修了（H20.3.31）

軽費ケアハウス
特別養護老人ホーム・指定通所介護事業所
認知症対応型生活介護（グループホーム）等

・施設長（10年11ヶ月）

デイサービスセンター

・管理者（9か月）

介護職員初任者研修事業　勤務

・研修事業担当理事（3年11ヶ月）

法人評議員（12年）

法人理事（11年5ヶ月）

介護福祉士（H19.3.30）

特別養護老人ホーム

・介護職員（6年）

軽費ケアハウス

・生活相談員（2年）

訪問介護事業所

・管理者（2年7ヶ月）

軽費ケアハウス　勤務

施設長（3年5ヶ月）

社会福祉士（H19.4.13）

介護支援専門員（H28.1.20）

介護福祉士（H30.4.27）

特別養護老人ホーム

・介護職員（3年5ヶ月）

特別養護老人ホーム・グループホーム
軽費ケアハウス

・生活相談員（12年11ヶ月）

認知症対応型生活介護（グループホーム）

・介護支援専門員（1年2ヶ月）

認知症対応型生活介護（グループホーム）

・管理者（5ヶ月）

特別養護老人ホーム

・介護主任（1年）

軽費ケアハウス

・施設長（2年）

認知症対応型生活介護（グループホーム）　勤務

・施設長（1年1ヶ月）

介護福祉士（H18.4.21）

病院・特別養護老人ホーム

・介護職員（9年1ヶ月）

サービス付き高齢者住宅

・管理者・および生活相談員（8ヶ月）

サービス付き高齢者住宅　勤務

・管理者（5年8ヶ月）

社会福祉士（H13.5.29）

介護支援専門員（H19.5.15）

特別養護老人ホーム

・介護職員（1年6ヶ月）

特別養護老人ホーム

・生活相談員（4年8ヶ月）

特別養護老人ホーム

・介護支援専門員（10年7ヶ月）

特別養護老人ホーム

・介護支援専門員兼務生活相談員（2年3ヶ月）

特別養護老人ホーム　　勤務

・施設長（1年1ヶ月）

作業療法士（H12.5.8）

介護老人保健施設

・作業療法士（6年７ヶ月）

介護老人保健施設　勤務

・リハビリ室主任（14年6ヶ月）

（様式第１号別紙２-１）
担当講師一覧表（介護職員初任者研修課程）

№ 講師氏名 科目番号 担当の
有無

③ 新地勇太

(２)－①
(６)－①

(９)－①②④
(１０)－②

有

④ 濱川祐輔

(１)－全科目
(３)－①
(５)－①

(７)－全科目
(９)－⑦

有

① 小松達也
(１)－全科目

(４)－①
無

② 藤谷恵 (１)－全科目 有

⑦ 上田章弘
(４)－②

(９)－⑤⑥⑦
有

⑤ 本田健一
(９)－③⑦

有

⑥ 藤井達彦
(２)－②

(４)－①②
(９)－⑫

無



介護福祉士（H16.5.7）

介護老人保健施設

・介護職員（7年4ヶ月）

特別養護老人ホーム　勤務

・介護主任（13年）

介護福祉士（H18.4.14）

介護老人保健施設

・介護職員（1年10ヶ月）

介護老人保健施設

・介護副主任（5年3ヶ月）

介護老人保健施設　勤務

・介護主任（13年1ヶ月）

介護福祉士（H19.4.13）

介護老人保健施設

・介護職員（7年8ヶ月）

介護老人保健施設

・介護主任（10年1ヶ月）

看護師（S57.5.15）

介護老人保健施設・特別養護老人ホーム

・看護師（7年4ヶ月）

特別養護老人ホーム　勤務

・看護師長（9年8ヶ月）

介護老人保健施設

・看護師長（1年6ヶ月）

看護師（H15.4.23）

介護老人保健施設

・看護師（8年2ヶ月）

介護老人保健施設　勤務

・看護主任(7年1ヶ月)

看護師（S57.5.17）

介護老人保健施設

・看護師（20年11ヶ月）

介護老人保健施設　勤務

・看護主任（3年8ヶ月）

看護師

特別養護老人ホーム

・看護師（16年7ヶ月）

恵泉第２特別養護老人ホーム　勤務

・看護主任(2年4ヶ月)

⑮ 欠番
社会福祉士（H16.4.9）

介護支援専門員（H14.6.15）

指定通所介護

・寮母（１年1ヶ月）

特別養護老人ホーム

・生活相談員（6年7ヶ月）

グループホーム

・計画作成担当者（2年2ヶ月）

介護老人保健施設　勤務

・介護支援専門員（14年5ヶ月）

社会福祉士（H17.5.9）

介護支援専門員（H22.5.27）

指定通所介護

・介護職員（1年）

介護老人保健施設

・介護職員（2年7ヶ月）

介護老人保健施設　勤務

・支援相談員（12年5か月）

介護支援専門員（H27.5.22）

介護老人保健施設

・介護職員（3年10ヶ月）

介護老人保健施設

・支援相談員（3年10ヶ月）

・生活相談員（7年11ヶ月）

特別養護老人ホーム

・施設長（1年）

介護老人保健施設　勤務

・介護支援専門員（5年3ヶ月）

介護福祉士（H16.3.31）

介護老人保健施設

・介護職員(7年9ヶ月)

介護老人保健施設　勤務

・介護副主任(8年1ヶ月)

⑧ 寺岡弥理

(３)－①②③
(５)－②

(９)－全科目
(１０)－①

有

⑪ 上原久美子

(３)－③
(４)－②

(６)－全科目
(９)－②⑩⑫

無

⑫ 渡邊弥生 (９)－③ 無

⑨ 吉川卓子
(９)－全科目
(１０)－①

有

⑩ 成田武士
(９)－全科目
(１０)－①

有

⑯ 西村友宏
(２)－全科目

(３)－④
無

⑰ 高木裕佳
(２)－①
(４)－③

無

⑬ 瓦谷和代 (９)－③ 無

⑭ 本岡　美和 (６)－① 無

⑱ 田中真

(２)－①
(５)－①

(９)－⑦サブ講師
（移動を行う際の環境整備）

無

⑲ 岸淵智彦 (９)－全科目 有



介護福祉士（H23.4.11）

介護老人保健施設

・介護職員（9年8ヶ月）

介護老人保健施設　勤務

・介護副主任（5年4ヶ月）

介護福祉士（H14.4.19）

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設

・介護職員（8年5ヶ月）

軽費ケアハウス

・施設長（4ヶ月）

介護老人保健施設　勤務

・介護副主任（12年11ヶ月）

介護福祉士（H20.4.18）

介護老人保健施設

・介護職員(4年4ヶ月)

介護老人保健施設　勤務

・介護副主任（8年1ヶ月）

介護福祉士（H16.3.17）

特別養護老人ホーム

・介護職員・およびユニットリーダー（11年）

特別養護老人ホーム

・介護副主任（3年6ヶ月）

特別養護老人ホーム　勤務

・介護主任（1年5ヶ月）

介護福祉士（H17.3.17）

特別養護老人ホーム

・介護職員(9年11ヶ月)

特別養護老人ホーム　勤務

・介護副主任（5年1ヶ月）

介護福祉士（H27.4.7）

特別養護老人ホーム

・介護職員（3年4ヶ月）

特別養護老人ホーム

・介護副主任（3年）

特別養護老人ホーム　勤務

・生活相談員（11ヶ月）

介護福祉士（H24.4.5）

特別養護老人ホーム

・介護職員（7年8ヶ月）

特別養護老人ホーム　勤務

・フロアリーダー（4年9ヶ月）

介護福祉士（13.4.27）

介護支援専門員（H28.1.20）

介護老人保健施設・特別養護老人ホーム
グループホーム

・介護職員（12年10ヶ月）

特別養護老人ホーム

・介護副主任（2年1ヶ月）

特別養護老人ホーム

・介護主任（1年5ヶ月）

特別養護老人ホーム・グループホーム

・介護支援専門員（4年7ヶ月）

特別養護老人ホーム

・生活相談員（1年1ヶ月）

認知症対応型生活介護（グループホーム）勤務

・管理者（3年）

介護福祉士（H26.4.9）

特別養護老人ホーム　勤務

・介護職員（7年2ヶ月）

介護福祉士(H26.4.28)

特別養護老人ホーム　勤務

・介護職員(12年6ヵ月)

介護福祉士(H18.4.7)

特別養護老人ホーム

・介護職員(8年)

 ケアハウス

・介護職員(1年2ヵ月)

デイサービス

・介護職員(1年10ヵ月)

特別養護老人ホーム　勤務

・介護職員(6年)

⑳ 藤原弘基 (９)－全科目 有

㉑ 小林利行 (９)－⑥⑨⑩ 有

㉔ 藤原宏樹 (９)－⑥⑩ 有

㉕ 酒井哲朗 (９)－②⑦⑨ 有

㉒ 三井正之 (９)－⑦ 有

㉓ 福林伸吾 (９)－⑥⑧⑪ 有

㉘ 宮内いく美 (９)－③⑥⑦⑨⑩⑪ 有

㉙ 吉岡 寛之 (９)－④⑦⑨ 有

㉖ 池田朱里 (９)－全科目 有

㉗ 池田宏美 (９)－③ 無

㉚ 廣原 大助 (９)－⑥⑨⑩ 有



介護福祉士(H27.4.10)

グループホーム

・介護職員(2年7ヵ月)

デイサービス

・介護職員(1年3ヵ月)

恵泉第3特別養護老人ホーム　勤務

・介護職員(5年７ヵ月)

介護福祉士（H15.4.24）

訪問介護事業所

・管理者兼務訪問介護員（18年8ヶ月）

訪問介護事業所　勤務

・訪問介護員（3年1ヶ月）

介護福祉士（H18.4.26）

訪問介護事業所

・管理者兼務訪問介護員（5年）

訪問介護事業所　勤務

・管理者兼務訪問介護員（9年1ヶ月）

理学療法士（H12.5.11）

特別養護老人ホーム

・理学療法士(3ヶ月)

介護老人保健施設　勤務

・理学療法士(14年4ヶ月)

㉟ 欠番
歯科衛生士（H14.5.7）

病院

・歯科衛生士（13年）

介護老人保健施設　勤務

・歯科衛生士(2年)

介護福祉士（H3.6.3)

介護支援専門員（H14.5.28)

介護老人保健施設

・介護職員（8年6ヶ月）

・介護主任（8年）

居宅介護支援センター

・介護支援専門員（2年11ヶ月）

特別養護老人ホーム

・生活相談員（1年9ヶ月）

・介護職員（1年9ヶ月）

・介護主任（2年2ヶ月）

グループホーム

・介護職員（7ヶ月）

・管理者（1年）

指定通所介護

・生活相談員（1年）

軽費老人ホーム

・介護職員（6ヶ月）

介護老人保健施設

・介護職員（7ケ月）

特別養護老人ホーム

・介護主任（3ケ月）

言語聴覚士（H16.4.19)

病院

・言語聴覚士（13年）

介護老人保健施設

・言語聴覚士（4年1ヶ月）

社会福祉士（H19.4.20)

介護福祉士（H23.4.20

介護支援専門員（H28.4)

介護老人保健施設

・介護職員（12年5ヶ月）

特別養護老人ホーム

・介護職員（4年7ヶ月）

・介護副主任（1ヶ月）

介護福祉士（H25.4.16)

特別養護老人ホーム

・介護職員（11年8ヶ月）

介護福祉士（H26.2.25)

特別養護老人ホーム

・介護職員（12年2か月）

介護福祉士（H31.3.23)

特別養護老人ホーム

・介護職員（2年1ヶ月）

㉜ 八杉　育代 (９)－④ 無

㉝ 田添　留美子 (９)－④ 無

㉛ 石川　洋平 (９)－⑥⑦⑧ 有

㉞ 森田　裕子 (９)－⑦ 有

㊱ 小原　恵美 (９)－⑧サブ講師
（口腔ケアの支援技術）

無

㊶ 福島　大輔 （9）-全科目

㊷ 志原　慶彦 （9）-全科目

㊵

角南　圭一 （9）-全科目

㊺ 阿部　亮輔 （9）-全科目

㊸ 矢野　理絵 （9）-全科目

㊹ 織田　峰子 （9）-全科目


