
（別添２－２） 

令和元年9月11日現在 

講師一覧表(知的障がい課程) 

講師氏名 担当 科目番号、科目名 

資格(取得年月) 

略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

小室 八千代 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

看護師（S48/10) 

社会福祉士（H10/5） 

介護支援専門員（H12/3） 

精神保健福祉士（H16/4） 

訪問看護事業所 

・訪問看護師（14年2か月） 

介護福祉士養成校 

・講師（11年3か月） 

介護福祉士養成校 

・教務課兼講師（6年6か月） 

介護福祉士養成校 

・教務課兼講師（5か月） 

児玉 貴志 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

介護支援専門員（H17/5） 

社会福祉士（H22/3） 

介護福祉士（H23/4） 

障がい者支援施設 

・指導員（4年） 

障がい者生活介護（通所） 

・生活支援員（8年） 

・副施設長（1年） 

障がい者生活介護（通所） 

・施設長（6年） 

藤田 大輔 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

保育士(H13/3) 

訪問介護員2級(H20／10) 

障がい児学童保育所 指導員(1年) 

障がい者入所施設 生活支援員(4年) 

障がい者支援施設 生活支援員(4年4か月) 

野﨑 耕平 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

 

肢体不自由児施設 生活支援員(2年) 

重症心身障がい児施設 生活支援員(6年4か月) 

城谷 千春 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

保育士(H12/3) 

ガイドヘルパー[全身性・知的・精神](H24/6) 

知的障がい者入所更生施設 生活支援員(8年) 

入所授産施設 生活支援員(1年) 

特別養護老人ホーム 介護職(2年2ヶ月) 

佐々木 万純 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

看護師（H7/4） 

医療的かア教員講習修了(H24/7) 

病院 

・看護師（16年） 

・訪問看護師（1年3か月） 

 

林田 早苗 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

社会福祉士(H4/5) 

知的障がい者通所・厚生施設 生活相談員(27年) 

知的障がい者通所・厚生施設 施設長(7年) 

辰巳 ひとみ 
(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

介護福祉士（H16/4） 

全身性移動介護養成（H13/10） 

予防運動指導員（H18/1） 

訪問介護事業所 

・訪問介護員(7年6ヶ月） 

介護員養成校 

・非常勤講師(11年） 

訪問介護事業所 

・訪問介護員兼ガイドヘルパー（8年） 



眞鍋 聡 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

全身性障害者移動介護従業者養成研修課程修了（H15/11） 

介護福祉士（H20/5） 

介護支援専門員（H23/5） 

 

居宅介護・訪問介護事業所 

訪問介護員・ガイドヘルパー・相談員（11年） 

井畑 智枝 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

看護師(S54/4) 

介護支援専門員(H12/3) 

病院 

・看護業務(6年9ヶ月) 

訪問介護事業所 

・訪問看護師(4年4ヶ月) 

・訪問介護員（2年2ヶ月） 

 

錦見 真弓 
(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

介護福祉士（H19/5） 

特別養護老人ホーム 

・介護職(1年11ヶ月） 

訪問介護養成研修事業所 

・教務課兼講師（4ヶ月） 

訪問介護事業所 

・訪問介護員(11年8ヶ月） 

介護員養成校 

・教務課兼講師（3年） 

藤原 薫 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

(株)ぽっかぽか 

訪問介護員・ガイドヘルパー(5年7か月) 

障がい者サポート 

訪問介護員・ガイドヘルパー(1年) 

知的障害者移動介護従業者養成研修課程修了H21/3 ) 

ホームヘルパー2級課程(H20/8)終了 

塩野 浩二 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

精神障害ホームヘルパー養成特別研修（Ｈ17/2） 

全身性障害者移動介護養成研修課程（Ｈ17/5） 

介護福祉士（Ｈ18/4） 

相談支援従業者初任者研修（Ｈ21/11） 

社会福祉法人堺あすなろ 障害者支援施設（14年5ヶ月） 

ＮＰＯ法人栄友社 指定居宅事業所・移動支援従業者講習（2年） 

ＮＰＯ法人ほわほわ会 居宅介護・共同生活援助（3年11ヶ月） 

(株)ハッピーサポート 

 居宅介護・訪問介護（平成18年9月～ 9年5ヶ月） 

障害者支援センターアプローチ 

 居宅介護・訪問介護・相談支援（平成18年10月～ 9年4ヶ月） 

島岡 小夜子 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士（Ｈ23/4） 

・介護支援センターみどり（3年） 

重度訪問介護・居宅介護・訪問介護（知的.精神.全身性） 

・レタス介護支援センター（H26.2〜現在） 

重度訪問介護・居宅介護・同行支援（知的.精神.全身性） 

髙橋 八寿代 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

看護師免許（S51/4） 

介護支援専門員（H12/2） 

介護老人保健施設 （全身性） 

河北病院(全身性.重度身体.精神.知的 5年9ヶ月)  

介護老人保健施設青山（全身性・精神  3年） 

田島 恵 

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士（Ｈ26/4） 

ガイドヘルパー 全身性課程（H23/2） 

ガイドヘルパー 知的課程（H23/2） 

ガイドヘルパー 精神課程（H23/2） 

障がい者移動支援（知的.精神.全身性）5年6か月 

精神障がい者の相談・支援に従事する者5年5か月 

障がい者サポート西梅田（相談支援。ガイドヘルパー）1年 

原 悦子 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士（Ｈ24/4） 

社会福祉法人佳松会 

障害者支援施設 科長の郷（H19/7～） 

同施設 主任生活支援員（H21/4～） 

現職（上記に同じ） 



村重 雅美 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士(H24/4) 

移動支援従業者養成研修（全身性）(H27/5) 

同行援護従事者養成研修（一般課程）(H27/7) 

介護老人福祉施設 

・介護職員(4年) 

訪問介護 

・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（5年） 

・高齢福祉 訪問介護員（2年1ヶ月） 

介護員育成研修 

・講師（4年9ヶ月） 

訪問介護 勤務 

・障害および高齢福祉 訪問介護員（5年） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（1年9ヶ月） 

文榮 純兵 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士(H28/4) 

障がい作業所 

・指導員・生活支援員（6年5ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・教務課職員（1ヶ月） 

宇都 直子 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士(H16/4) 

福祉施設（障がい者福祉） 

・介護職員（5年1ヶ月） 

訪問介護（障がい福祉） 

・訪問介護員（2年11ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（3ヶ月） 

松浦 登 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

相談支援従事初任者研修（Ｈ18/9/19） 

障がい者施設長（14年2か月） 

相談支援専門員（6年9か月） 

現職（上記に同じ） 

澤井 弘子 
(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

介護福祉士（H24/4/9） 

移動支援従事者養成研修（全身性）（H18/5/18） 

訪問介護 

障害福祉 移動支援員 訪問介護員（11年8ヶ月） 

現職（上記に同じ） 

栗牧 恵美 
(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

介護福祉士（H26/4/18） 

ホームヘルパー2級（H23/6/4） 

訪問介護 

・障害者施設 支援員 サービス提供責任者（5年7ヶ月） 

障がい者施設  

・生活支援員 （3年2ヶ月） 

現職（上記に同じ） 

佐川 信之 
(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

介護福祉士（H23/4/6日） 

ホームヘルパー2級（H18/7/24） 

サービス提供責任者・訪問介護員（7年2ヶ月） 

現職（上記に同じ） 

川村 才子 
(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

介護福祉士（H26/4/11） 

ホームヘルパー2級（H22/9/30） 

移動支援従業者養成研修（全身性）（H22/9/30） 

訪問介護 

・訪問介護員 移動支援員（7年9ヶ月） 

現職（上記に同じ） 

中川 基宏 
(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

ホームヘルパー2級（H24/1/30） 

移動支援従業者養成研修（全身性）（H24/4/15） 

訪問介護 

・訪問介護員 支援員（6年5ヶ月） 

現職（上記に同じ） 

西島 善美 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

訪問介護員2級課程（H22.1） 

移動支援従業者養成研修（全身性）（H22.1） 

介護職員基礎研修（H23.3） 

訪問介護 

・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（9年3ヶ月） 

訪問介護 勤務 

・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（8年） 



 

中尾 律子 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士（H29.9） 

移動支援従業者養成研修（全身性）（H28.2） 

訪問介護 

・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（5年4ヶ月） 

訪問介護 勤務 

・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（5年4ヶ月） 

杉島 彰人 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士（H27.4） 

移動支援従業者養成研修（全身性）（H23.12） 

訪問介護 

・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（7年3ヶ月） 

訪問介護 勤務 

・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（7年3ヶ月） 

椎名 保友 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理 

(7C)移動介助の基礎知識 

介護福祉士(H23.4) 

同行援護従業者初任者研修（H25.2） 

居宅・移動支援事業所 

・居宅・移動支援従事者（19年7ヶ月） 

・生活介護管理者（6年11ヶ月） 

居宅・移動支援事業所 

・居宅・移動支援従事者（19年7ヶ月） 

・生活介護管理者（6年11ヶ月） 

 

 

 

 

寺田 賢 

 

 

 

 

 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士（2014.4） 

移動支援従業者養成研修 知的課程（2006.10） 

移動支援従業者養成研修 全身性課程（2007.6） 

移動支援従業者養成研修 精神課程（2012.1） 

居宅・移動支援事業   介護職員（14年8ヶ月） 

介護員養成研修事業所  講師（9年4ヶ月） 

   （同行援護・ガイドヘルパー） 

児童デイサービス、移動支援事業所  支援員（6ヶ月） 

奥田 宏美 

 (8C)コミュニケーション実習 

 （助手） 

(9C)外出介助演習 

 （助手） 

介護福祉士（H18/4） 

全身性障がい者移動介護従事者養成研修（H16/12） 

視覚障がい者移動介護従業者養成研修（H16/12） 

同行援護従業者養成研修応用課程（H26/6） 

特別養護老人ホーム        介護職員（5年11ヶ

月） 

障がい者支援施設・病院      障がい者支援業務 

 （全身性・知的・精神）         （3年4ヶ月） 

講師業              介護講師（6年1ヶ月 

瀬山 亜貴子 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

介護福祉士（H19/4） 

全身性障がい者移動介護従業者養成研修（H16/3） 

視覚障がい者移動介護従業者養成研修（H16/4） 

居宅介護・訪問介護    サービス提供責任者兼介護職

員 

（知的、精神、全身性、視覚障がい）     （2年2

ヶ月） 

居宅介護・訪問介護     管理者兼介護職員（4年2

ヶ月） 

（知的、精神、全身性、視覚障がい）      

訪問介護             介護職員（10ヶ月） 

居宅介護             管理者（4年7ヶ月） 

辻 智子 

(5C)障がいの理解 

(6C)障がい者(児)の心理  

(7C)移動介助の基礎知識 

(8C)コミュニケーション実習 

(9C)外出介助演習 

看護師（H23/4） 

訪問看護 

・障害福祉 訪問看護師（5年3ヶ月） 

・高齢福祉 訪問看護師（5年3ヶ月） 

病院 

・病棟看護師（1年2ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（9ヶ月） 


