社会福祉法人

悠生会

白ゆりケアカレッジ
所属及び氏名

講師一覧

担当科目（項目）

資

格

７.認知症 の理解

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

野村

慎哉

（１）認 知症を 取り巻 く状況

介護福祉 士

８．障害 の理解

社会福祉 主事任 用

（３）家 族の心 理、か かわり 支援の 理解
９ ．こ ころと からだ のしくみ と生活 支援技 術

（14）総 合生活 技術演 習
１０.振返 り
（１）振 り返り
（２）介 護職の 仕事内 容や働 く現場 の理解
５.介護に おける コミュ ニケー ション 技術

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

中野由美

（１）介 護にお けるコ ミュニ ケーシ ョン

介護福祉 士

６.老化の 理解
（１） 老 化 に 伴 う こ こ ろ と か ら だ の 変 化 と 日 常
９．こ ころと からだ のしくみ と生活 支援技 術
（13）介 護過程 の基礎 的理解
（14）総 合生活 技術演 習
１０.振返 り
（１）振 り返り
（２）介 護職の 仕事内 容や働 く現場 の理解
６.老化の 理解

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

大平

真由美

（１）老 化に伴 う
こころと からだ の変化 と日常
７.認知症 の理解
（１）認 知症を 取り巻 く状況
９．こ ころと からだ のしくみ と生活 支援技 術
Ⅰ基本知 識の学 習
（１）介 護に関 する
こころの しくみ の基礎 的理解
Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（12）死に ゆく人 に関連 したこ ころと から
だのしく みと終 末期介 護
（13）介 護過程 の基礎 的理解
（14）総 合生活 技術演 習

介護福祉 士
介護支援 専門員
認知症ケ ア専門 士

４．介護・福祉 サービス の理解と 医療との 連携

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

増田

雅子

（１）介 護保険 制度

介護福祉 士

７.認知症 の理解

介護支援 専門員

（１）認 知症を 取り巻 く状況
（３）認知症 に伴う こころと からだ の変化 と
日常生活
（４）家 族への 支援
８．障害 の理解
（３）家 族の心 理、か かわり 支援の 理解
１.職務の 理解

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

佐藤

貴子

（１）多 様なサ ービス の理解

介護福祉 士

（２）介 護職の 仕事内 容や働 く現場 の理解

介護支援 専門員

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
３.介護の 基本
（１） 介 護 職 の 役 割 、 専 門 性 と 多 職 種 と の 連 携
４．介護・福祉 サービス の理解と 医療との 連携
（１）介 護保険 制度
９．こ ころと からだ のしくみ と生活 支援技 術
Ⅰ基本知 識の学 習
（３）介護 に関す るから だのし くみの 基礎
的理解

１.職務の 理解

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

坂口

美香

（１）多 様なサ ービス の理解
（２）介 護職の 仕事内 容や働 く現場 の理解
６.老化の 理解
（１） 老 化 に 伴 う こ こ ろ と か ら だ の 変 化 と 日 常
９．こ ころと からだ のしくみ と生活 支援技 術
Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（４）生 活と家 事
（５） 快適な居 住環境 整備と 介護
（６） 整容に関 連した こころ とから だの
しくみと 自立に 向けた 介護

介護福祉 士

６.老化の 理解 准看 護師

地域密 着型

（２）高 齢者と 健康

看護師

介護老 人福祉 施設

７.認知症 の理解

介護支援 専門員

白ゆ り南 あい の里 （２）医 学的側 面から 見た

谷口

真佐美

認知症の 基礎と 健康管 理
８.障害の 理解
（１）障 害の基 礎的理 解
（２）障 害の医 学的側 面、生 活障害 、心理
行動の特 徴、か かわり 支援等 の基礎 的
知識
（３）家 族の心 理、か かわり 支援の 理解
１.職務の 理解

地域密 着型

（１）多 様なサ ービス の理解

介護福祉 士

介護老 人福祉 施設

（２）介 護職の 仕事内 容や働 く現場 の理解

社会福祉 主事任 用

白ゆ り南 あい の里 ９．こ ころと からだ のしくみ と生活 支援技 術

竹澤

茜

Ⅲ生活支 援技術 演習
（13）介 護過程 の基礎 的理解
（14）総 合生活 技術演 習
１０.振返 り
（１）振 り返り
（２）介 護職の 仕事内 容や働 く現場 の理解
１.職務の 理解

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

新井田

英紀

（１）多 様なサ ービス の理解

介護福祉 士

（２）介 護職の 仕事内 容や働 く現場 の理解

介護支援 専門員

２．介護 におけ る尊厳 の保持 ・自立 支援

社会福祉 主事任 用

（１）人 権と尊 厳を支 える介 護
３.介護の 基本
（１） 介 護 職 の 役 割 、 専 門 性 と 多 職 種 と の 連 携
４．介護・福祉 サービス の理解と 医療との 連携
（１）介 護保険 制度
９．こ ころと からだ のしくみ と生活 支援技 術
Ⅲ生活支 援技術 演習
（14）総 合生活 技術演 習

ホサナ ・ファ ミリ ー
クリニ ック

一木

崇宏

４．介護・福祉 サービス の理解と 医療との 連携
（２）医 療との 連携と リハビ リテー ション

医

師

２.介護に おける 尊厳の 保持・ 自立支 援

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

山本

仁美

（２）自 立に向 けた介 護

介護福祉 士

３.介護の 基本
（２）介 護の職 業倫理
４．介護・福祉 サービス の理解と 医療との 連携
（３） 障 害 者 総 合 支 援 制 度 お よ び そ の 他 の 制 度
５.介護に おける コミュ ニケー ション 技術
（２）介 護にお けるチ ームの コミュ ニケー
ション
９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術
Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（９）入 浴・清潔保 持に関連 したこ ころと
からだの しくみ と自立 に向け た介護
（10）排 泄に関 連した こころ と
からだの しくみ と自立 に向け た介護
３.介護の 基本

域密着 型

（３）介護に おける 安全の確 保とリ スクマ ネ 介護福祉 士

介護老 人福祉 施設

ジメント

介護支援 専門員

白ゆ り南 あい の里 ７.認知症 の理解
デイサ ービス セン ター

望月

千晴

（１）認 知症を 取り巻 く状況
９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術
Ⅰ基本知 識の学 習
（１）介 護の基 本的な 考え方
Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（６）整容 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
（10）排泄に 関連し たこころ とから だのし
くみと自 立に向 けた介 護
（11）睡 眠に関 連した こころ とから だの
しくみと 自立に 向けた 介護
３.介護の 基本

域密着 型

（１） 介 護 職 の 役 割 、 専 門 性 と 多 職 種 と の 連 携

介護老 人福祉 施設

（４）介 護職の 安全

白ゆ り南 あい の里 ９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術

川﨑

靖洋

Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（７）移動・移乗 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

介護福祉 士

３.介護の 基本

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

佐藤

和恵

（１） 介 護 職 の 役 割 、 専 門 性 と 多 職 種 と の 連 携

介護福祉 士

４．介護・福祉 サービス の理解と 医療との 連携
（１）介 護保険 制度
５.介護に おける コミュ ニケー ション 技術
（１）介 護にお けるコ ミュニ ケーシ ョン
６.老化の 理解
（１） 老 化 に 伴 う こ こ ろ と か ら だ の 変 化 と 日 常
７.認知症 の理解
（１）認 知症を 取り巻 く状況
９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術
Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（９）入 浴・清潔保 持に関連 したこ ころと
からだの しくみ と自立 に向け た介護
９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

濱田

勇治

Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習

介護福祉 士

（６）整容 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
（７）移動・移乗 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
（８）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
（９）入 浴・清潔保 持に関連 したこ ころと
からだの しくみ と自立 に向け た介護
（10）排泄に 関連し たこころ とから だのし
くみと自 立に向 けた介 護
（11）睡 眠に関 連した こころ とから だの
しくみと 自立に 向けた 介護

９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

清野

慶子

Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（６）整容 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
（７）移動・移乗 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
（８）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
（９）入 浴・清潔保 持に関連 したこ ころと
からだの しくみ と自立 に向け た介護
（10）排泄に 関連し たこころ とから だのし
くみと自 立に向 けた介 護
（11）睡 眠に関 連した こころ とから だの
しくみと 自立に 向けた 介護

介護福祉 士

９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

金谷

由加

Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習

介護福祉 士

（６）整容 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
（７）移動・移乗 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
（８）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
（９）入 浴・清潔保 持に関連 したこ ころと
からだの しくみ と自立 に向け た介護
（10）排泄に 関連し たこころ とから だのし
くみと自 立に向 けた介 護
（11）睡 眠に関 連した こころ とから だの
しくみと 自立に 向けた 介護
９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

田中

佳祐

Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習

介護福祉 士

（６）整容 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
（７）移動・移乗 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
（８）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
（９）入 浴・清潔保 持に関連 したこ ころと
からだの しくみ と自立 に向け た介護
（10）排泄に 関連し たこころ とから だのし
くみと自 立に向 けた介 護
（11）睡 眠に関 連した こころ とから だの
しくみと 自立に 向けた 介護
９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

古川

雅

Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（６）整容 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
（７）移動・移乗 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
（８）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
（９）入 浴・清潔保 持に関連 したこ ころと
からだの しくみ と自立 に向け た介護
（10）排泄に 関連し たこころ とから だのし
くみと自 立に向 けた介 護
（11）睡 眠に関 連した こころ とから だの
しくみと 自立に 向けた 介護

介護福祉 士

９.こころ とから だのし くみと 生活支 援技術

介護老 人福祉 施設
白ゆ りあ いの 里

菅原

涼

Ⅱ生活支 援技術 の講義 ・演習
（６）整容 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
（７）移動・移乗 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
（８）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
（９）入 浴・清潔保 持に関連 したこ ころと
からだの しくみ と自立 に向け た介護
（10）排泄に 関連し たこころ とから だのし
くみと自 立に向 けた介 護
（11）睡 眠に関 連した こころ とから だの
しくみと 自立に 向けた 介護

介護福祉 士

