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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

１/職務の理解 

①多様なサービスの理解 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 



2 

別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー           令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

１/職務の理解 

②介護職の仕事内容や働く現場

の理解 

加藤 秀一 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

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 

水谷 美由紀 介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

2/介護における尊厳の保持・自

立支援 

②自立に向けた介護 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

3/介護の基本 

①介護職の役割、専門性と多職

種との連携 

加藤 秀一 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

3/介護の基本 

②介護職の職業倫理 

加藤 秀一 介護福祉士 

源間 英樹 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

3/介護の基本 

③介護における安全の確保とリ

スクマネジメント 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

3/介護の基本 

④介護職の安全 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

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 

水谷 美由紀 介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

宮嶋 祐子 介護支援専門員・介護福祉士 

仁平 不二雄 介護支援専門員 

  

  

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 

（1）医療との連携 

上田 知子 看護師 

林田 幸恵 看護師 

赤根 能子 看護師 

鈴木 富美子 看護師 

  

  

  

  

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 

（２）リハビリテーション 

上田 知子 看護師 

林田 幸恵 看護師 

桐澤 武彦 あん摩・マッサージ指圧師 

鈴木 富美子 看護師 

  

  

  

  

4/介護・福祉サービスの理解と

医療との連携 

③障害福祉制度及びその他制度 

水谷 美由紀 介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

宮嶋 祐子 介護支援専門員・介護福祉士 

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

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 

山口 皜 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

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 

山口 皜 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

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 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

鈴木 富美子 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

6/老化の理解 

②高齢者と健康 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

鈴木 富美子 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

7/認知症の理解 

①認知症を取り巻く状況 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

鈴木 富美子 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 

 

 

 

 

 
 



15 

別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

7/認知症の理解 

②医学的側面から見た認知症の

基礎と健康管理 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

鈴木 富美子 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

7/認知症の理解 

③認知症に伴うこころとからだ

の変化と日常生活 

岩瀬 明美 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

鈴木 富美子 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

7/認知症の理解 

④家族への支援 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

8/障害の理解 

①障害の基礎的理解 

津田 秀幸 介護福祉士 

田中 弘正 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

8/障害の理解 

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 

津田 秀幸 介護福祉士 

田中 弘正 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

8/障害の理解 

③家族の心理、かかわり支援の

理解 

津田 秀幸 介護福祉士 

田中 弘正 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

水谷 美由紀 介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉士 

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

基本知識の学習 

①介護の基本的な考え方 

 

山口 皜 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

基本知識の学習 

②介護に関するこころのしくみ

の基礎的理解 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 

 

 

 

 

 

 

 
 



23 

別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

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 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

④生活と家事 

山田 恵美  介護福祉士 

加計 好子 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

⑤快適な居住環境整備と介護 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

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 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー           令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

⑦-1 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 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

⑦-2 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 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

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 

 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

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 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

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 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

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 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

⑫死にゆく人に関したこころと

からだのしくみと終末期介護 

山口 皜 介護福祉士 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

赤根 能子 看護師 

福川 智代 看護師 

鈴木 富美子 看護師 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 

 

 
 

 

 

別添様式 17 
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講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

⑬介護過程の基礎的理解 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

9/こころとからだのしくみと生

活支援技術 

生活支援技術 

⑭総合生活支援技術演習 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

10/振り返り 

①振り返り 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 
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別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名 社会福祉法人愛成会                

 研修事業の名称 よこはま介護アカデミー            令和 4年 2月 1日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

講師名 

＊ 演習の補助講師は 

（補助講師）と記載 

資格等 

10/振り返り 

②就業への備えと研修終了後に

おける継続的な研修 

小島 路子 介護福祉士 

三谷 京子 介護福祉士 

三村 朋子 介護福祉士 

宮内 文代 介護福祉士 

安部 純子 介護福祉士 

宇賀神 直美 介護支援専門員 

紺野 智秋 介護支援専門員・介護福祉士 

藤田 久美 介護福祉士 

浅野 和久 介護福祉士 

猪瀬 悦子 介護福祉士 

川口 速見 介護福祉士 

木村 正和 介護福祉士 

笹田 恵子 介護支援専門員・介護福祉士 

鈴木 貴裕 介護福祉士 

高木 政雄 介護福祉士 

高木 麻奈 介護福祉士 

高久 正信 介護福祉士 

田上 達也 介護福祉士 

谷田 美織 介護福祉士 

辻村 典子 介護福祉士 

塚田 淳一 介護支援専門員・介護福祉士 

天神 貴仁 介護福祉士 

鳥羽 雄二 介護福祉士 

宮嶋 裕子 介護支援専門員・介護福祉士 

矢田堀 裕太 介護福祉士 

  

  

  

  

  

＊項目ごとに担当講師を記載すること。項目を分割した場合は分けて記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載するこ

と。 

＊講師履歴で届出た担当科目項目と講師一覧に記載する科目項目を一致させること。 

＊演習の補助講師についても記載すること。その場合は氏名に（補助講師）と書き添えること。 

＊補助講師については、補助講師としてのみ届出た講師を記載すること。 

＊本講師を行う項目について、補助講師として担当する可能性がある場合は補助講師の記載は不要。 

 

 

 

 

 


