
 1 

（様式第１号別紙２） 

担当講師一覧表 

 

№	 講師氏名	 科目番号	

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)	

①	田路哲也	

（１）－全科目	

（３）－③④	

（８）－全科目	

（９）－⑦	

（10）－全科目	

介護福祉士（Ｈ１３・６・１９）	

介護支援専門員（Ｈ１５・３・２５）	

無	
老人保健施設/有料老人ﾎｰﾑ/特別養護老人ﾎｰﾑ等	

・介護福祉士（１年２ヶ月）	

小規模多機能型居宅介護施設	 勤務	

・介護支援専門員兼介護福祉士（２年４ヶ月）	

②	松井敬子	 （１）－②	

介護福祉士（Ｈ１９・５・８）	

介護支援専門員（Ｈ２０・５・２０）	

無	
通所リハビリ－ション	

・介護福祉士（５年６ヶ月）	

居宅介護支援事業所	

・介護支援専門員（９年２ケ月）	

③	渡辺裕子	 （３）－①②	

介護支援専門員（Ｈ１６・６・１９）	

無	

居宅介護支援事業所	

・介護支援専門員（５年２ヶ月）	

居宅介護支援事業所	

・介護支援専門員兼管理者（８年２ケ月）	

④	岩西太一	 （２）－全科目	

社会福祉士（Ｈ１８・６・１５）	

無	

特別養護老人ホーム清華苑	

・介護員（１年）	

特別養護老人ホーム清華苑	

・社会福祉士（９年７ヶ月）	

⑤	大西絵里子	 （２）－①	

介護福祉士（Ｈ１６・４・１６）	

無	

グループホーム／居宅介護支援事業所等	

・介護福祉士兼介護支援専門員（１０年６ケ月）	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士兼介護支援専門員（２年６ケ月）	

⑥	溝部あや	
（４）－②	

（９）－⑦	

作業療法士（Ｈ１０・５・２０）	

有	

老人保健施設	

・作業療法士（９ヶ月）	

老人保健施設/通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ/訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ	

・作業療法士（１９年６ヶ月）	

⑦	岡本栄美	 （４）－①	

社会福祉士（Ｈ１８・４・２１）	

無	

老人保健施設	

・介護職員（２年）	

老人保健施設	

・社会福祉士（９年７ヶ月）	

⑧	斧慎太郎	 （４）－①	

介護支援専門員（Ｈ２５・４・２４）	

社会福祉士（Ｈ２５・４・２）	

無	
老人保健施設/在宅介護支援センター等 
・介護職員、ソーシャルワーカー等（７年） 
小規模多機能型居宅介護 
・社会福祉士兼管理者（３年７ヶ月） 
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№	 講師氏名	 科目番号	

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)	

⑨	大中由宣	

（５）－①	

（７）－③	

（９）－⑧	

介護福祉士（Ｈ１９・４・６）	

無	

特別養護老人ホーム/グループホーム	

・介護福祉士（８年４ヶ月） 
老人保健施設	

・介護福祉士（２年３ヶ月） 

⑩	永野有記	 （５）－②	

介護福祉士（Ｈ１７・３・３１）	

無	
 
老人保健施設	

・介護福祉士（１２年７ヶ月） 

⑪	間処浩美	 （９）－④	

介護福祉士（Ｈ１６・４・９）	

無	

ホームヘルプステーション	

・介護職員（４年７ヶ月）	

ホームヘルプステーション	

・介護福祉士兼管理者（１３年５ヶ月）	

⑫	砂月庸久	 （７）－①②	

介護福祉士（Ｈ６・４・６）	

無	

老人保健施設/通所リハビリテーション	

・介護福祉士（９年７ヶ月）	

グループホーム	

・介護福祉士兼管理者（６年４ヶ月）	

⑬	山本恵理子	 （７）－④	

介護福祉士（Ｈ２３・４・２８）	

無	

老人保健施設/グループホーム	

・介護職員（８年３ヶ月）	

グループホーム	

・介護福祉士兼計画作成担当者（２年４ヶ月）	

⑭	中里裕輔	 （９）－②	

介護福祉士（Ｈ６・５・２６）	

無	

老人保健施設/グループホーム等	

・介護福祉士兼管理者（１２年９ヶ月）	

グループホーム	

・介護福祉士兼統括管理者（４年７ヶ月）	

⑮	村上卓也	 （９）－①	

介護福祉士（Ｈ１７・７・１３）	

無	

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ/小規模多機能型居宅介護	

・介護福祉士兼管理者（１６年５ヶ月）	

軽費老人ホーム（ケアハウス）	

・介護福祉士兼主任（３年６ヶ月）	

⑯	
芦分智枝	

※実習担当者	

（９）－③	

（10）－全科目	

介護福祉士（Ｈ２２・４・１４）	

無	
	

老人保健施設	

・介護福祉士（１８年７ヶ月）	

⑰	米田美紀	 （９）－③	

介護福祉士（Ｈ１０・３・１７）	

無	
	

老人保健施設	

・介護福祉士（１９年７ヶ月）	
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№	 講師氏名	 科目番号	

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)	

⑱	大西由美	 （６）－全科目	

看護師（Ｈ１５・４・３０）	

無	

病院	

・看護師（１０年）	

老人保健施設	

・看護師（４年６ケ月）	

⑲	山口圭子	 （９）－⑤	

介護福祉士（Ｈ１７・４・１５）	

無	

老人保健施設	

・介護職員（３年７ヶ月）	

老人保健施設	

・介護福祉士（１２年６ヶ月）	

⑳	十倉英毅	 （９）－⑤	

介護福祉士（Ｈ２２・４・１４）	

無	

老人保健施設	

・介護福祉士（１５年９ヶ月）	

通所リハビリテーション	

・介護福祉士（２年１０ヶ月）	

㉑	川口琴音	 （９）－⑥	

介護福祉士（Ｈ２６・４・１５）	

無	
	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（７年７ヶ月）	

㉒	
徳田芽久美	

※実習担当者	
（９）－⑥	

介護福祉士（Ｈ２４・４・１３）	

無	

特別養護老人ホーム	

・介護職員（８年１ヶ月）	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（５年６ヶ月）	

㉓	長田和真	 （９）－⑧	

介護福祉士（Ｈ２３・４・６）	

有	

介護老人保健施設	

・介護職員（４年）	

介護老人保健施設	

・介護福祉士（６年７ヶ月）	

	

㉔	

	

内匠好美	 （９）－⑧	

管理栄養士（Ｈ４・９・３０）	

無	

病院	

・管理栄養士（１５年２ヶ月）	

老人保健施設	

・管理栄養士（１１年４ヶ月）	

㉕	 	橋爪	 涼	 （９）－⑨	

介護福祉士（Ｈ２９・４・４）	

無	
	

特別養護老人ホーム清華苑	

・介護福祉士（４年７ヶ月）	

㉖	小嶋徳幸	 （９）－⑨	

介護福祉士（Ｈ１８・４・１４）	

無	

特別養護老人ホーム	

・介護職員（１６年１０ヶ月）	

特別養護老人ホーム	

・介護支援専門員兼介護福祉士（０年７ヶ月）	

㉗	楠本由紀子	 （９）－⑨	

介護福祉士（Ｈ２０・３・２１）	

有	
	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（９年７ヶ月）	
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※	 科目番号は、「介護職員初任者研修課程カリキュラム表（様式１号別紙１）」から選

択すること。 

№	 講師氏名	 科目番号	

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)	

㉘	江嶌祐介	 （９）－⑨	

介護福祉士（Ｈ２７・４・１７）	

無	
	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（６年７ヶ月）	

㉙	竹井千絵	 （９）－⑩⑪	

介護福祉士（Ｈ２５・４・１２）	

無	
	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（１０年７ヶ月）	

㉚	立花知怜	 （９）－⑩⑪	

介護福祉士（Ｈ２３・３・１８）	

無	
	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（６年７ヶ月）	

㉛	池内玲夫	 （９）－⑩	

介護福祉士（Ｈ２０・３・１４）	

有	
	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（１０年７ヶ月）	

㉜	鎌田紘輔	 （９）－⑩	

介護福祉士（Ｈ２１・４・１７）	

無	

老人保健施設	

・介護福祉士（３年）	

認知症対応型通所介護	

・介護福祉士（６ヶ月）	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（８年１０ヶ月）	

㉝	藤原亮太	 （９）－⑫	

介護福祉士（Ｈ２８・６・２１）	

無	

老人保健施設	

・介護職員（１年）	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（５年４ヶ月）	

㉟	上岡史奈	 （９）－⑫	

介護福祉士（Ｈ２８・５・１０）	

無	
	

特別養護老人ホーム	

・介護福祉士（５年７ヶ月）	


