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令和３年度 東京都福祉人材センター登録講師派遣事業 

利用の手引（兼 実施要綱） 

令 和 ３ 年 度 版 

東京都社会福祉協議会 

１ 目的 

研修企画・講師確保等が困難な小・中規模の福祉事業所に対し、下記の登録要件を満たし、登録

を行った講師を派遣し研修を実施することで、福祉・介護職員の資質の向上を図る。 

 

２ 事業の実施主体 

東京都 

 

３ 事業の運営主体 

社会福祉法人東京都社会福祉協議会（以下、「東社協」とする。） 

 

４ 事業のしくみ 

（別紙１）のとおり。 

 

５ 登録講師の要件 

（１）介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の養成課程を有する大学・短期大学の教員 

   で１年以上の教歴を有する者 

（２）都内の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士指定養成施設の教員で１年以上の教 

   歴を有する者 

（３）認知症介護指導者養成研修修了者で東京都の指定研修で３年以上の教歴を有する者 

（４）その他、東京都及び東社協が協議のうえ、同等の教歴を有すると認めた者 

 

６ 登録講師の派遣方法 

（１）Ａ活動：研修科目を企画し、参加事業所を公募し派遣研修を行う活動（項目 10参照） 

（２）Ｂ活動：事業所の個別の研修ニーズに対応し、東社協が講師を調整し派遣する活動（項目 11 参照） 

 

７ 受講対象となる事業所 

福祉サービスを提供し、次の要件のいずれかに該当する事業所 

（１）利用者の定員が、施設サービスで１１０人、在宅サービスで５０人以下の事業所 

（２）利用者の定員がない事業所は、１サービス当たりの利用実人員（直近１か月又は直近３か月の 

   平均）が１１０人以下の事業所 

（３）上記に定める他、東京都及び東社協が協議の上、特に支援が必要と認められる事業所 

注）日程や研修内容について、必ず講師と連絡をとること（10（９）参照） 

 

８ 研修内容 

（１）介護技術や認知症ケア、障害者支援、保育技術等の専門的知識や技術に関すること 

（２）専門資格取得のための試験対策に関すること 

（３）福祉分野にかかる法令や制度等に関すること 

（４）人材育成やメンタルヘルス等の人材マネジメントに関すること 

（５）基本的人権や児童・高齢者・障害者虐待等の人権問題に関すること 

（６）接遇マナーやコミュニケーションスキルに関すること 

（７）チームワークやリーダーシップに関すること 

（８）その他、事業所職員の資質向上に寄与する内容の研修 

  

事業所用 
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９ 研修形態 

（１）個別の事業所（同一法人内の複数事業所を含む）を対象とした派遣研修【単一型】 

（２）複数事業所（異なる法人の２事業所以上）を対象とした派遣研修【ユニット型】 

 

10 Ａ活動（登録講師が企画する研修科目に申込みをした事業所に対し派遣研修を行う活動）の概要 

（１）科目内容 

   福祉職員の資質向上に資する研修科目 

（２）研修時間 

 １回 ９０分～１２０分 

（３）研修の形態 

 講義、演習、個人・グループワーク、ライブ型オンライン研修等 

（４）研修実施期間 

 第１期 令和３年 ７月～１０月   

 第２期：令和３年１１月～令和４年２月 

（５）費用 

 無料（講師への謝金・交通費等の必要経費は、東社協が講師に直接支払う。） 

 但し、研修で使用する資料印刷等は、原則として事業所の負担とする。 

 ※事業所・講師間の金品の授受は厳に禁止する。 

（６）申込方法 

東社協ホームページに掲載の「研修企画一覧」から受講を希望する科目を選び、東社協研修受

付システム「けんとくん」から①単一事業所もしくは②ユニット型のいずれかで申込む。 

①単一事業所（同一法人内の複数事業所を含む）での申込みの場合、基本的に受講できる科

目は各期に１科目（第１希望科目を優先して調整し、それが不調だった場合に第２希望科目

を調整）とするが、全体の枠に余裕があった場合には２科目（第１希望科目＋第２希望科目）

の受講を可とすることがある。 

②ユニット型（異なる法人の２事業所以上）での申込みの場合 

・各期に３科目ずつ希望することができる。 

・講師との調整により、同日程で複数の研修を行うことも可能。 

 ただし、同一事業所が複数のユニットに申込みならびに参加することはできない。 

（７）申込締切日 

 第１期：令和３年５月２６日（水） 

 第２期：令和３年９月２１日（火） 

 ※両日とも１７：００までとする。 

（８）研修の決定 

東社協が事業所からの研修希望を受けて講師との調整を行い、事業所に採否の「決定結果通知」

を送付する。但し、受講希望が多数となった場合は、各講師と調整する以前に、事業所の過去

の本事業利用歴等を勘案し、受講不可とすることがある。 

（９）受講事業所の責務 

本事業での研修受講に当たり、事業所は以下の事項を行うこと。 

※外部講師を招いて研修を行う場合の手順とポイントを記載した資料（別紙２：「小規模事業所

のための職場研修の手引」）を参考にすること。 

①講師との事前打合せ 

 オンライン研修実施の場合は、事前顔合わせも含めオンラインでの打合せが望ましい。 

◎方法 

上記（８）の「決定結果通知」を受けた事業所は、１週間以内に講師に直接連絡し、研修

の目的・目標、具体的な実施方法・日程等について打合せを行う。 

その際の連絡手段は、講師の希望（「決定結果通知」に明示する）により「メール」もしく

は「電話」とする。 

※講師に連絡を行う際は、申込時に記載した「事業所名」、「担当者名」、「研修当日の担

当者名」を必ず伝えることとする。 
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◎打合せで確認すべき主な項目 

・研修の目的・目標 

・研修の内容（事業所の要望）・方法（形態） 

・研修の日時 

・会場（住所・交通経路・会場のレイアウト） 

・用意する機材（パソコン{パワーポイント等}・マイク・プロジェクター・ホワイトボード 

 等、講師・事業所のどちらが用意するかも含めて確認） 

・予想される参加者数と参加層 

・用意する資料と部数 

・講師の緊急連絡先等 

②講師の送迎について 

研修申込み時に送迎の可否を事業所に確認し、決定通知に明記しているが、改めて事前打

合せの際に講師・事業所双方で相談をする。 

③「実施報告およびアンケート」の提出 

 研修終了後は、研修実施報告のため、「実施報告およびアンケート」を必ず提出する。 

 詳細は、決定結果通知にて案内を行う。 

 また、このアンケートとは別に、講師にアンケート等への協力を求められることがある。 

 

11 Ｂ活動（個別の研修ニーズに対応し、東社協が講師を調整し派遣研修を行う活動）の概要 

（１）主旨 

Ａ活動の研修科目によらず、事業所の個別の研修ニーズを受けて東社協が研修内容を検

討・企画し、適切な講師に出張研修を依頼する。但し、事業所からのニーズがＡ活動にお

ける所定の研修科目により対応可能と判断される場合は、Ａ活動によることとする。 

（２）研修実施期間、申込締切日及び費用 

Ａ活動に準じる。 

（３）申込み方法・申込先 

事業所が個別に東社協に電話で問い合わせる。 

（４）研修の決定以降の手続き 

Ａ活動の概要「（８）研修の決定」以降、Ａ活動と同様。 

 

12 留意事項 

（１）講師情報の取り扱い 

本事業を通して知り得た講師情報は、研修実施に関わる連絡においてのみ使用し、研修終

了後は破棄する。また、本事業の目的以外に利用することを禁止する。 

（２）研修の録音・録画・インターネット配信等 

上記の依頼が事業所からあった場合、その可否は講師が判断することとするが、外部に向

けてのインターネット配信は行わない。 

（３）金品の授受 

事業所・講師間で金品を授受することを禁止する。 

（４）悪天候時の対応 

悪天候が予想され、交通機関の運休や大幅な遅延などが発生する可能性がある場合、研修

の実施について事業所と講師で事前に日程の再調整などについて協議すること。変更があ

るときは、東社協に報告をすること。 

（５）感染症防止対策の徹底 

 研修実施に際し、必要に応じて基本的な感染症の対策を取ること。 

 

13 年間計画  「令和３年度 登録講師派遣事業年間計画（事業所用）」参照 

14 問い合せ先 

〒112-0006 東京都文京区小日向 4-1-6 東京都社会福祉保健医療研修センター１階 

東京都福祉人材センター研修室（小林・池本） 

TEL:03-5800-3335  FAX:03-5800-0449   
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① 東社協は研修科目の一覧を東社協ホームページに掲載し、事業所に公開する。 

② 事業所は東社協研修受付システム「けんとくん」により希望する研修を申込む。 

③ 東社協と講師が選定した後、東社協が事業所に研修実施の可否の「決定結果通知」を発送（郵

送）する。 

④ ③の通知到着後１週間以内に、まず事業所から担当講師に連絡し、研修実施に必要な事前打

合せを行う。 

⑤ 担当講師は事業所を訪問またはオンラインで研修を実施する。                     

⑥ 研修終了後、研修実施報告のため、「実施報告およびアンケート」を必ず提出する。 

 

 

 

＊Ｂ活動は東社協が個別に講師に依頼しますが、③以降はＡ活動と同様です。 

東京都福祉
人材センター
研修室 

登録講師派遣事業のしくみ（Ａ活動の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 

(別紙１) 

⑥「実施報告およびアンケート」の提出 

②研修申込 

①研修科目一覧公開 

③決定結果通知発送 

④研修に向けた事前打合せ 

⑤派遣研修実施 

 

 

 

 

 
 

福祉・介護 

事業所 
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参 考 

外部講師を招いての職場内集合研修の手順とポイント 

  手順 ポイント チェック 

 

事
前
準
備 

１ 
実施要領（研修企
画書）の作成 

・特に研修の目的、到達目標を明確にしておくことが、その後の講師との打ち合わ
せでも重要になる。 □ 

２ 
事業所内周知と参
加者集約 

１か月以上前には周知が必要。 □ 

３ 
講師との事前打合
せ 

・打合せで予め確認しておくことは次のとおり。 
（集合型研修の場合） 
①研修目的、到達目標、日時、会場、来所時刻、参加予定人数、参加者属性 
②進め方（研修技法やプログラムの時間配分、事前質問の集約の有無） 
③配布資料（レジメ）の提出期限 
④配布資料の印刷仕様の確認、印刷準備（用意）の役割分担 
⑤会場機材（パソコン（パワーポイント）・プロジェクター・ホワイトボード等の有無） 
⑥講師の来場手段（電車・バス・車の利用確認、送迎の希望等） 

 
（ライブ型オンライン研修の場合） 
①研修目的、到達目標、日時、会場、来所時刻、参加予定人数、参加者属性 
②進め方（使用ツールの確認、プログラムの時間配分、事前質問の有無等） 
③配布資料（レジメ）の提出期限 
④配布資料の印刷仕様の確認、印刷準備（用意）の役割分担 
⑤研修当日の視聴環境等の確認 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

４ 資料準備 
・資料の大きさは統一し、製本すると良い。 
・資料№やページを入れる。 

□ 
□ 

 

当 

日 

 

準 

備 

５ 会場設営 
・講師との打合せのとおりにセットする。特に教室形式かロの字型か、グループ分け
かなどに注意。会場の状況に応じ三密を避け、適度に換気を行うなど感染予防に
努める。 

 
□ 

６ 
研修資料、消耗
品、機材の用意 

・研修で使う教材、筆記具などを準備。 
・機材に不具合がないか確認。 

□ 
□ 

７ 参加者受付 ・受付名簿または出席者記入用紙を用意。 □ 

８ 
講師送迎、来場確
認、接待、挨拶 

・上司と役割分担しておもてなし。 
□ 

研 
修 
中 

９ 
開催通告 
オリエンテーション 

・講師紹介、進行役の自己紹介、研修内容の確認、他。 
・日程説明、休憩等の案内、 講師紹介。 

□ 
□ 

10 
研修の進行具合に
気を配る 

・マイクの音量。 
・室温、適度な換気。 
・照明（とくにパワーポイントのスライド映写の有無で注意）。 
・資料、教材配布の手伝いの有無。 
・時間配分の進行管理（まれに講師が終了時刻を勘違いしている場合がある）。 
・参加者の受講態度の把握。 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

11 終了通告 
・講師へのお礼。 
・参加者への事務連絡。 

□ 
□ 

12 
研修終了時にふり
かえり 

・講師評価や設備や運営方法よりも研修内容の振り返りや今後どのように活かして
いくかを考えるためのアンケート等を配布するとよい。（任意） 

□ 

 

事 

後 

13 
会場整理 
（後片付け） 

・忘れ物点検、原状復帰。 
・役割分担をしておき、講師への謝意が疎かにならないように注意。 

□ 
□ 

14 講師へのお礼 
・お礼を述べる。 
・講師の都合を伺い、時間があるようなら、担当者としての気づきや感想などを懇談
する。 

□ 
□ 

15 見送り ・職員間で役割分担をして事業所としての謝意を表す。 □ 

16 
「実施報告および
アンケート」の提出 

・「実施報告およびアンケート」を研修担当者が必ず提出する。 □ 

(別紙２) 
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Ｑ１ 登録講師の活動にはどのような方法がありますか？ 

→Ａ Ａ活動とＢ活動の２つの方法があります。 

Ａ活動は、登録講師が専門分野を活かして研修科目を企画していただき、その科目を一覧表に

して、参加事業所を公募する方法です。 

Ｂ活動は、個別の研修要望が寄せられた場合に、東社協で適切な講師を紹介する方法です。そ

のために、予めご登録いただいた情報をもとにマッチングのご相談をさせていただきます。 

Ａ・Ｂ活動いずれも年２期実施します。 

 

Ｑ２ 研修企画をすぐに提案出来ない場合でも講師登録することは可能ですか？ 

→Ａ 可能です。ただし、期日までに研修企画書（様式２）をご提出いただき、小・中規模事業所の 

   人材育成にご協力ください。 

 

Ｑ３  この事業に参加する事業所側の金銭的負担はありますか？ 

→Ａ 講師に対する謝金や旅費の負担はありませんが、研修で使用する資料印刷等の費用は事業所が 

   負担します。 

 

Ｑ４  講師が自身の講義の効果測定のため、研修時にアンケートなどを配布することは可能ですか？ 

→Ａ 可能です。アンケートを実施する場合は、事業所に個別にご相談ください。 

なお、東社協では各研修終了後に、事業所を対象とした「事業所アンケート」を実施していま

す。事業所から事業所アンケートを回収し、年度末に講師へフィードバックを行います。 

 

Ｑ５ 講師がこの研修を引き受けたことを広報・宣伝しても構いませんか？ 

→Ａ 構いません。 

 

Ｑ６ 効果的な研修を行うには、どのような点に注意したらよいですか？ 

→Ａ 事業所との事前打ち合わせは大切です。事業所の研修目的や目標を聞き、事前アンケートから 

   ニーズを把握し、講義内容・携帯等を研修担当者と相互に確認しておくと研修効果は高まりま 

   す。なお、小規模事業所では研修実績の少ない事業所が多いことから、研修に不慣れな場合が 

   あります。そのことをお含みいただき、人材育成にご配慮をお願いします。 

                                                 

 

 

   

よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） 
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事業所用 

令和３年度 登録講師派遣事業 年間計画 

 第１期 第２期 

４月２６日

    

第１期研修科目一覧公開 

事業所の申込開始（「けんとくん」利用） 

 

５月 2６日 

 

   

申込締切（～17：00）《厳守》 

＊申込結果集計 

研修室で優先事業所を選定した後、 

各講師に選定依頼 

 

６月 2１日 

   
事業所へ決定結果（実施可否）通知発送 

＊通知到着後概ね１週間以内に、事業所か

ら担当講師に連絡 

講師・事業所間で事前打合せ 

 

７月 1日 

 

第１期研修実施開始 

＊研修終了後  

   実施報告およびアンケートの回答 

 （申込時の同意事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月２３日 

   

 

第２期研修科目一覧公開 

事業所の申込開始（「けんとくん」利用） 

９月２１日 申込締切（～17：00）《厳守》 

＊申込結果集計 

研修室で優先事業所を選定した後、 

各講師に選定依頼 

10月２０日 

 

  

事業所へ決定結果（実施可否）通知発送 

＊通知到着後概ね１週間以内に、事業所か

ら担当講師に連絡 

講師・事業所間で事前打合せ 

31日 第１期研修実施終了《厳守》 

11月 1日 

 

 第２期研修実施開始 

＊研修終了後 

  実施報告およびアンケートの回答 

 （申込時の同意事項） 

 

 

 

12月    

１月     

２月 28日  第２期研修実施終了《厳守》 

３月      
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 ライブ型オンライン研修を実施する際は、以下の点についてご留意いただき、講師と調整を行って

ください。 

  

１ ライブ型オンライン研修（以下「オンライン研修」）とは 

事業所と講師がパソコン等の機器を使用し、オンラインでリアルタイムに行う研修を指します。

事前に内容を録画し、配信を行う様式ではありません。 

 

２ ご留意いただきたいこと 

（１）事前確認 

オンライン研修では、「音が聞こえない」「画面が映らない」「映像が途中で途切れてしまう」等

のトラブルが起きるリスク等が想定されます。 

本事業をオンラインにて利用するために必要なインターネット環境設定、文字や音声機器、アプ

リケーションソフトウエアの動作確認等の諸設定を適切に行えるか事前に講師と十分に確認を

してください。 

事前の顔合わせも含め、オンラインでの打ち合わせが望ましいです。 

 

（２）研修は事前に講師と調整した日時での実施を行ってください。 

 

（３）その他 

① 東社協からの機材貸出等は行いません。 

② 各事業所で使用するオンライン研修用の機材・通信料・アプリケーションソフトウエア使用

料等は各事業所にてご負担をお願いいたします。 

③ オンライン研修実施の際に生じた不具合（パソコンの故障など）については、東社協では対

応いたしかねます。 

④ オンライン研修の動画を録音・録画することは、講師が許可し、当該事業所内で研修資料と

して活用する場合のみ認めます。 

 

 

 

登録講師派遣事業  

 

「ライブ型オンライン研修実施」に当たる留意点 

 



令和3年度　登録講師派遣事業

■　講師名簿

　専門分野

1 2 3 4 5

1001 加藤　直英 元 目白大学 元准教授
リスクマネジ
メント

介護の専門性 介護過程 認知症介護
チームアプ
ローチ

1・2・232・233

1002 泉　佳代子 元 読売理工医療福祉専門学校 元　学科長 介護の基本
コミュニケー
ション技術

認知症 生活支援技術
3・4・35・190・234・235・
292・293

（一般社団法人）
アクティブ　ケア　アンド　サポート

東京都福祉サービス第三者評
価評価者（福祉サービス分野担
当）

品川介護福祉専門学校　介護福祉学科 非常勤講師

元　読売理工医療福祉専門学校　介護福祉学科 元　専任教員

市川市福祉公社　南部ヘルパーステーション 訪問介護員

（一社）日本産業カウンセラー協会

協会員、産業カウンセラー養成
講座実技指導者、公認講師、シ
ニア産業カウンセラー
キャリアコンサルタント(キャリア
形成、就職支援)

（株）ウイング、東京都福祉サービス第三者評価調査員
(公法)日本介護福祉士会
（一社）千葉県精神保健福祉士会

講師、調査員
会員、介護福祉士、社会福祉士、
会員、精神保健福祉士、

元 日本レクリエーション協会 元　福祉ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導者

東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 就職指導室長 社会福祉学 社会保障 組織論 人的資源開発 国際協力

1014 岩本　義浩 名古屋経営短期大学　健康福祉学科 准教授 介護福祉 社会福祉 地域福祉 障害者福祉
9・10・84・85・86・87・88・
198・240・241・242・243・
244

東洋大学 助教
職員のｽﾄﾚｽ
ｹｱ、燃えつ
き

障害者福
祉、精神保
健福祉

地域福祉活
動

生活困窮者支
援

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

2002 関屋　光泰
89・90・199・200・275・
276・300・301・345・346・
347・348

https://miseki.exblog.jp/ https://researchmap.jp/g0000218044

5・6・7・8・36・83・191・
192・193・238・239・274・
295・296・297・330

1005 渡邉　義昭
194・195・196・197・298・
299

https://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/

ケアマネジメ
ント

236・237・294

1004 安原　照雄 高齢者福祉
児童福祉、
障害者福祉

接遇、ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ、ﾏ
ﾅｰ、傾聴ｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝ

介護職員養
成、レクリ
エーション、

キャリアコン
サルテング
（キャリア形
成、就労支
援他）

登録
番号

氏  名 所属団体名 役　職 科目番号

1003 丸山　みどり
リスクマネジ
メント

身体拘束・虐
待防止

接遇マナー

https://miseki.exblog.jp/
https://researchmap.jp/g0000218044
https://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/


　専門分野

1 2 3 4 5

登録
番号

氏  名 所属団体名 役　職 科目番号

ミンダナオ国際大学教授（フィリピン）

元日本社会事業大学教授

社会福祉法人聖風会　　台東区立特別養護老人ホーム
台東

施設長

公益社団法人　東京都介護福祉士会 会員

道灌山学園保育福祉専門学校 非常勤講師

東京都立水元小合学園 就業技術科専門講師

2007 来栖　裕子 タッチランゲージ協会 代表
リスクマネジ
メント

メンタルヘル
ス

コミュニケー
ション

アクティビティ 高齢者福祉 247・248

2009 黒木　豊域 日本福祉教育専門学校 専任教員
コミュニケー
ション技術

カウンセリン
グ

メンタルヘル
ス

人材育成
グループ
ワーク

201・202・302・303・304・
305・349・350

東京未来大学福祉保育専門学校 非常勤講師

神奈川県社会福祉士会 ぱあとなあ神奈川 専門職成年後見人

聖学院大学 助教 精神保健福祉
ソーシャル
ワーク

東京成徳大学 応用心理学部
茨城県

准教授
スクールソーシャルワーカー

心理学
ストレス・メン
タルヘルス

感情労働論
カウンセリン
グ

ソーシャル
ワーク

社会保険労務士事務所ルリユール 事務長

日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究
科

非常勤講師

人間総合科学大学 人間科学部健康栄養学科 非常勤講師

地域生活サポートセンター　とらいむ 副施設長

ﾗｲﾌｻｲｸﾙに
おける精神
保健

生涯福祉論 205・206・207・208

3002 関谷　大輝 204・250・307・308・332

https://www.tsu.ac.jp/faculties/psychology/professor/tabid/500/Default.aspx https://researchmap.jp/d-sekiya

3003 大櫛　重光
職場のメンタ
ルヘルス

産業ｿｰｼｬﾙ
ﾜｰｸ

労働安全衛
生

99・203・249・306・331

https://unipa.seigakuin-univ.ac.jp/kgResult/japanese/researchersHtml/32191/32191_Researcher.html

12・245・246

2010 仙北屋　雅人

高齢分野 障害分野
権利擁護・成
年後見制度 91・92・93・94・95・96・

97・98・122・123・124・
174・175・176・177

2005 初貝　幸江 高齢福祉 障害福祉
リスクマネジ
メント

https://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi

3001 小沼　聖治

2003 佐々木　由惠 老年看護学 介護福祉学 他職種連携 介護技術 11

https://www.tsu.ac.jp/faculties/psychology/professor/tabid/500/Default.aspx
https://researchmap.jp/d-sekiya


　専門分野

1 2 3 4 5

登録
番号

氏  名 所属団体名 役　職 科目番号

認知症ｹｱ ﾁｰﾑｹｱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 地域連携 人材育成

元宇都宮短期大学　人間福祉学科　介護福祉専
攻

元　准教授

板橋区介護保険認定審査会 委員

株式会社メディカル・プラネット 教育研修課　専任講師

千葉県ホームヘルパー協議会 理事

4004 大牟田　佳織 品川介護福祉専門学校 教務主任 高齢者介護 医療的ｹｱ 介護技術 24

4005 小亀　公司 （医）曙光会　コンフォガーデンクリニック 理学療法士 腰痛
トランス
ファー

足育 対人関係 125・126・127

5001 鷹部屋　宏平 （社福）三育ライフ 副施設長 認知症ｹｱ
人材育成
（新人）

人材育成
（リーダー）

44・45・46・47・48・49・
50・51・52・53・54・55・
56・57・58・59

5002 市川　裕太
株式会社MIRAI　Quality　ケアステーションMIRAI・
訪問介護みらい

代表取締役 認知症ケア
介護サービ
スのマナー

自施設の認
知症支援の
検討

認知症介護
の人材育成

リスクマネジ
メント

60・61・62

5004 森川　まるみ （社福）愛郷会　介護老人福祉施設あじさい 介護長 認知症
サービスマ
ナー

ユニットケア 63・209・312・333

5006 佐藤　利弘 認知症高齢者グループホームサンライズホーム 管理者 認知症介護 介護家族支援
介護職員の
ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ

34・82

5009 島田　孝一
（株）Ｐｒｏｆｅｓｓｉoｎａｌ Ｗorks
（デイサービスつむぎ、デイサービスつむぎ狛江）

代表取締役
介護保険の
理解

認知症ケア
モチベーショ
ンアップ

介護人材育成 離職防止
25・64・65・66・67・68・
69・70・71・72・73・179・
210・313

医療法人社団　永生会 法人本部　広報連携室
認知症の基
礎的理解

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
の基礎

ｱｾｽﾒﾝﾄの基
礎

認知症ケア
の目標設定

認知症ケア
の問題解決

利島村社会福祉協議会 主任介護支援専門員
認知症の人
の支援

介護事業所
運営

離島の福祉 地域づくり

6001 秋山　信悟 株式会社　ウイ 代表 児童福祉 社会福祉思想 社会福祉制度
211・253・254・255・314・
315・354

5010 鈴木　恵介 74・75・76・77・78

https://www.eisei.or.jp/

5011 三田　貴弘 79・80・353

http://toshimamura-csw.main.jp/

生活支援技術
19・20・21・41・42・43・
251・309

4003 平野　裕子
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
技術

人材育成 生活支援技術
22・23・178・252・310・
311・352

4002 山屋　惠美子
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
技術

認知症ケア
リスクマネジ
メント

接遇・コンプ
ライアンス

4001 高岡　宏
13・14・15・16・17・18・
37・38・39・40・351

https://www.facebook.com/hiroshi.takaoka.5



　専門分野

1 2 3 4 5

登録
番号

氏  名 所属団体名 役　職 科目番号

あづま福祉士事務所
代表　介護福祉士・社会福祉
士・精神保健福祉士・介護支援
専門員

東京都社会福祉事業従事者人権研修、福祉職員
キャリアパス対応生涯研修、東京都立職業能力開
発センター 、朝霞地区看護専門学校

講師

認知症高齢者グループホーム　PAO経堂 計画作成担当者

6003 金子　進 特定非営利活動法人介護資格取得推進会 理事長・講師
職場の人間
関係

職場での働
きがい

28・317

公益財団法人東京都人権啓発センター 人権研修講師

特定非営利活動法人日本交流分析協会 交流分析士インストラクター

元 三菱化学株式会社（現 三菱ケミカル㈱） 人権室長

（公財）東京都人権啓発センター 元　人権啓発研修講師

東京人権啓発企業連絡会 元　常任理事

（株）住友銀行（現（株）三井住友銀行） 元　人権啓発室長

6006 永久　理恵 駒沢女子大学 人間総合学群
非常勤講師
（キャリアカウンセラー）

ビジネスマ
ナー

ビジネスコ
ミュニケー
ション

チーム力向上
会議ファシリ
テーション

キャリアパス
220・221・222・223・224・
323・324・325・326・327・
339・340・341・356

株式会社　MAST 代表取締役

公益財団法人　介護労働安定センター　東京支部 ヘルスカウンセラー

オムソーリ訪問看護リハビリステーション　府中 会長

帝京平成大学 現代ライフ学部 児童学科
准教授（赤ちゃん音楽アドバイ
ザー）

乳幼児の音
楽教育

乳幼児の音
楽表現

マザリーズ わらべうた リトミック

https://mast-1.com/ http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/tokyo/

7001 乙部　はるひ 132・133

https://www.thu.ac.jp/

メンタルケア・
職場づくり

30・100・101・131・186・
187・217・218・219・265・
266・267・289・290・291・
321・322・338

6008 岩見　俊哉

メンタルヘル
ス・ストレス
対策

腰痛対策

コミュニケー
ション技術
（コーチング・
ヒアリング・
アサーティ
ブ））

チームビル
ディング・マ
ネージメント

採用・離職予防 31・225・226・227・228・
229・268・269・270・271・
272・328・329・342・357・
358・359

6005 小嶋　洋昭
人権・意識の
啓発

ハラスメント・
虐待防止

コミュニケー
ション・話法

リーダーの
養成

認知症ｹｱ 26・27・81・256・316

6004 小原　俊治
人権・倫理・ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

ハラスメント・
虐待

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
(心理・ｷｬﾘ
ｱ）

心理・コミュ
ニケーション
（交流分析
（ＴＡ））

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ

29・180・181・182・183・
184・185・212・213・214・
215・216・257・258・259・
260・261・262・263・264・
277・278・279・280・281・
282・283・284・285・286・
287・288・318・319・320・
334・335・336・337・355

6002 吾妻　正徳
高齢者の心身
機能の理解

リスクマネジ
メント

虐待防止
福祉職場に必
要な組織性

https://mast-1.com/
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/tokyo/
https://www.thu.ac.jp/


　専門分野

1 2 3 4 5

登録
番号

氏  名 所属団体名 役　職 科目番号

東京立正短期大学 現代ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科
幼児教育専攻

准教授

保育ファシリテーション実践研究会 主宰

元・草苑保育専門学校 専任講師

グローバルキッズ神楽坂保育園 園長

東京こども専門学校 専任講師

小田原短期大学 非常勤講師

7010 中野　久美 東京保育医療秘書専門学校 非常勤講師
救急蘇生・応
急処置

子どもの保健 小児看護学 母性看護学
老年・成人看
護学

32・33・128・129・130・
160・161・162・163・164・
165・166・167・168

近畿大学九州短期大学通信教育部保育科 兼任講師

NPO法人　ブルートレイン☆カンパニー　他
理事（相談支援専門員・精神保
健福祉士・公認心理師・保育士）

立命館大学　衣笠総合研究機構　生存学研究所 客員研究員

7006 宍戸　千雅 リトミック 新人研修 乳児保育 子育て支援 保育実践
151・152・153・154・155・
156・157・158・159

障害児者福祉
（就労・療育）

102・103・104・105・106・
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発達障害ピ
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ソーシャル
ワーク

保育ソーシャ
ルワーク
（子育て支援）

保育学

組織開発 134・135・136・137・138・
139・140・141・142・143・
144・145・146

http://www.hoiku-facili.work

7004 鈴木　友里江 発達心理学 保育実践学 保育士の研鑽 子育て支援

7002 鈴木　健史

保育学 人間関係 ﾌｧｼﾘﾃｰﾃｰｼｮﾝ 子育て支援

環境 147・148・149・150

https://www.ritsumei-arsvi.org/
http://www.hoiku-facili.work/


令和3年度　登録講師派遣事業

■　研修科目一覧　 【　全　科　目　】

分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

1 1001 加藤 ICFに基づくアセスメント方法

私たちが利用者を支援するためには、利用者のニーズの把握が欠かせません。利用者のニー
ズの把握のためにおこなうのが、アセスメント（事前評価）です。ＩＣＦ（国際生活機能分類）は、ア
セスメントの対象領域を示す枠組みです。研修では、ＩＣＦの理解に基づいて利用者のニーズを
把握する方法を学びます。講義を中心に、一部で個人ワークをおこないます。

120分 随時。事業所と協議。 ①

2 1001 加藤 個別介護計画の立案方法

高齢者や障害者の支援（介護含む）は、その場限りの一般的な対応では効果的な支援は出来
ず、そのために個別的で計画的な支援が必要です。研修では、長期目標・短期目標の設定のポ
イントや、支援方法や支援期間の決め方等の計画立案方法の基礎を学びます。講義を中心に、
一部で個人ワークをおこないます。

90分 随時。事業所と協議。 ①

3 1002 泉
介護職に必要なコミュニケーション技
術～共感って何？～

利用者の気持ちを理解するためのコミュニケーション技術の実践方法（傾聴）をロールプレイ等
の演習を通して学ぶ

90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①

4 1002 泉
介護記録の書き方の基本
～大切なのは何を書くか～

演習を通して、介護記録の目的と書き方のポイントを学ぶ。 90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①

5 1004 安原 老化の理解
介護職員として老生自覚、身体的･社会的機能の変化と心理的課題について理解し利用者支
援をしてゆきます。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

6 1004 安原
ターミナルケア（看取り）とグリーフケ
ア

利用者の重度化とターミナル期を迎え看取りをするとき、職員はどうようにすればよいのか、ま
た家族のグリーフケアを学んでゆきます。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は
可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

7 1004 安原 高齢者・障害者の心理と意向の把握
高齢者・障害者の心の動きをどの様に寄り添って感じ取るか、意向について非言語表現からど
う読とつていくか学び支援に役立てます。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は
可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

8 1004 安原
準備のかからないﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの進め
方

集団レクリエーションと個別レクリエーションは何か。考えて見ましょう。それぞれの目的がありま
す。利用者の望むプログラムを組みましょう。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場
合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

9 1014 岩本 介護技術の基礎 福祉施設における生活介護としての支援技術　座学と演習 90分 金土日で応相談 ①

　
高
齢
・
介
護
一
般

   ① 都内全域（島嶼部・都外施設 含む ） 

   ② 都内全域（島嶼部・都外施設 除く ） 

   ③ ２３区のみ    ④多摩地域のみ  

対
象
地
域
 

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

10 1014 岩本 介護職員の基本姿勢 ご利用者への支援支援方法Ｑ＆Ａ　座学 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

11 2003 佐々木 持ち上げない介護

多くの事業所研修で分かったことは、腰痛を抱えている介護職が多く、大部分が持ち上げる介
護（リフティング）を実施していた。持ち上げる動作の限界を知り、移動・移乗の介助を必要とす
る利用者の自然の動きを活性化させるための支援や介護者の負担軽減のための身体の使い
方や補助具の活用方法等を学ぶ。研修は演習を中心に行う。

90～
120分

月・金以外で研修先の希望
を重視し相談の上決定する

①

12 2005 初貝 記録の技術ブラッシュアップ
「利用者とその家族が読む記録」から生じた苦情事例と「ケアの根拠となる記録」を再確認する。
総合的・継続的な記録のあり方を理解する。PowerPoint等使用する。

120分
・基本、土日
・平日は応相談
・曜日により終日可

②

13 4001 高岡 チームケア
本人の望む暮らしを実現するために介護家族・地域の・行政・他職種の専門職が連携してチー
ムケアを実践していくことの必要性を理解する。

120分 応相談 ①

14 4001 高岡 地域生活支援
本人がこれまでつちかってきた家族や地域社会との関係を継続することの必要性を理解する。
途切れてしまった社会との関係を再構築することの必要性を理解する。

120分 応相談 ①

15 4001 高岡 小規模多機能居宅介護ケア 小規模多機能居宅介護の制度を理解し、小規模多機能ケアとその視点を理解する。 120分 応相談 ①

16 4001 高岡 介護におけるコミュニケーション技術
介護におけるコミュニケーションの意義、利用者・家族とのコミュニケーションの実際を理解す
る。

120分 応相談 ①

17 4001 高岡
介護におけるチームのコミュニケー
ション

チームケアにおける専門職間でのコミュニケーションの有効性、重要性を理解する。 120分 応相談 ①

18 4001 高岡
介護職の役割、専門性と他職種との
連携

可能な限り具体例を示すなどの工夫を行い、介護職に求められる専門性に対する理解を促す。 120分 応相談 ①

19 4002 山屋 高齢者のリスクマネジメント
利用者への虐待はなぜ起こるのでしょうか。介護職の感情コントロールをしなくてはなりません。
介護職の人々と話し合いましょう。

90～
120分

毎週水曜日不可 ②

20 4002 山屋 利用者の尊厳とマナー
介護はサービスの時代となり、言葉遣いや身だしなみ、利用者やご家族に響くサービスマナー
を演習を通じて身に付けましょう。

90～
120分

毎週水曜日不可 ②

　
高
齢
・
介
護
一
般

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

21 4002 山屋 生活支援技術 ボディメカニクスを理解し、腰痛予防のため持ち上げない介護技術を実践的に演習します。
90～
120分

毎週水曜日不可 ②

22 4003 平野 ボディメカニクスの理解 ボディメカニクスの理解と福祉用具の活用／実技 90分 応相談、土日調整可能 ②

23 4003 平野 質の高いケアを目指して
令和3年介護サービスの質の介護報酬改定における介護サービスの質の向上を図るPDCAサイ
クルの理解と取り組みについて学んでみましょう。

90分 応相談、土日調整可能 ②

24 4004 大牟田 介護職にできる「医行為でない行為」 医療の知識が必要な「医行為でない行為」について学びます 90分
土日祝日。
平日は23区のみ応相談。
７月末～８月は平日可能。

②

25 5009 島田
介護の仕事を続けていくために知っ
ておきたいこと

介護の仕事は目標ややりがいを持って続けられる！
介護の仕事の本来の意味や意義を再確認することで、職員による主体的なケアの実践を期待
出来ます。離職、転職の前に、介護の仕事と向き合い、続けていくことを願って・・・。介護という
職業に選んだからには、「これだけは知っておいて欲しい！」そんな研修です。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

26 6002 吾妻
高齢者の心身機能を理解した自立支
援の実践ポイント

加齢に伴う低下がやむを得ない機能（視覚、聴覚などの感覚機能）がある一方、維持・向上を図
ることができる機能もあることを再確認し、自立支援につながるケアの実践ポイントを学びます
（パワーポイントを使った講義形式）。

90分 応相談 ②

27 6002 吾妻
加齢に伴う感覚機能の低下をふまえ
たコミュニケーションのポイント

自立支援や認知症の進行予防には、利用者とのコミュニケーションが不可欠です。
視覚・聴覚などの感覚機能が加齢に伴ってどのように低下するのかを確認することにより、利用
者とのコミュニケーションを円滑にとるためのポイントを学びます（パワーポイントを使った講義形
式）。

90分 応相談 ②

28 6003 金子 介護職場の働きがい
働きがいなくして人材の確保はできない。千差万別と言ってもよい働きがい。介護職場の環境の
中での働きがいは何か？それはどう変わってきているのか？討議により現状をしっかり把握し、
解決策をみんなで考えたい。

120分 応相談 ①

29 6004 小原
高齢・認知症の人たちへの適切な対
応・コミュニケーション

高齢・認知症の人たちには様々な特性がある。高齢・認知症の人たちの特性を理解した適切な
対応と心理学の視点からの適切なコミュニケーションを考える。研修形式は講義とワーク。資料
はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

30 6005 小嶋
高齢者介護で頼れる技
～対話力と感情コントロール～

高齢者介護のストレスや働きづらさは、多くが人間関係の不調に原因あるといわれる。本講座
は、相手を敬う「マナーと対話力」たとえば「自他尊重のコミュニケーション」や「アンガーマネジメ
ント」の習得。このスキルは利用者との信頼関係を劇的に改善させます。

100分
以内

応相談 ①

　
高
齢
・
介
護
一
般

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

31 6008 岩見 腰痛を防ぐ！介護技術と心の持ち方
腰痛予防と安全な介護技術として必要なボディメカニクスの基本、現場での腰痛を起こさないた
めの工夫。腰痛の8割以上を占める、原因のわからない非特異的腰痛に対して、仕事を続ける
上で、日々どのように向き合えば良いのかについて学んで頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

32 7010 中野 高齢者の心と体
この研修は、正常な体が衰えていく「老化現象」を医学的側面から看護師が説明します。体のし
くみを理解することで、病気のサインを早期発見し、介護場面にいかせるようになります。またフ
レイル・サルコペニアなど、近年高齢者をとりまくカタカナキーワードにも触れていきます。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

33 7010 中野  高齢者の病気

この研修は「高齢者の病気」を看護師が説明します。病名は事業所側が自由に選択してくださ
い。（なお、病名によっては説明する時間の都合上、ご希望の数にそえない場合があります）ま
た、病気を学習するにはまず、老化のしくみを理解する必要があります。科目名「高齢者の心と
体」を予め受講される事をおすすめします。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

34 5006 佐藤 介護職員のストレスマネジメント
自分自身のストレスに気づき、ストレスと上手に付き合うきっかけを得る。また、利用者を支援す
るにあたりチームで取り組んでいくことの重要性を講義やワークを通して理解する。

90分 応相談 ①

35 1002 泉
認知症の理解と対応の基本
～認知症を好きになろう～

認知症における基本的な理解と対応方法を学ぶ 90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①

36 1004 安原 認知症の人とのコミユニケーション
認知症の人の支援とコミユニケーションを学び、利用者の尊厳を守り、意思疎通をどの様にして
いくのか考えてゆきます。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

37 4001 高岡 認知症を取り巻く状況 認知症ケアの理念、パーソンセンタードケア認知症ケアの視点を学ぶ。 120分 応相談 ①

38 4001 高岡
認知症に伴うこころとからだの変化と
日常生活

認知症の人の生活障害、心理・行動の特徴を学ぶ。 120分 応相談 ①

39 4001 高岡 認知症の人の家族への支援 認知症の受容過程での援助、介護負担への軽減（レスパイトケア）について学ぶ。 120分 応相談 ①

40 4001 高岡 認知症の人のアセスメント 認知症の人の生活の質を向上させるためアセスメントやケアの実践を身につける。 120分 応相談 ①

41 4002 山屋 認知症ケア（基本) 基本的な4大認知症の理解を事例を交えて具体的に解説します。
90～
120分

毎週水曜日不可 ②

　
高
齢
・
介
護
一
般

　
認
知
症
ケ
ア

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

42 4002 山屋 認知症ケア（応用)
BPSDの対応としてのバリデーション、ユマニチュード、リアリティオリエンテーション等を理解でき
るよう演習を中心に進めます。

90～
120分

毎週水曜日不可 ②

43 4002 山屋 認知症ケアのリスクマネジメント
認知症におけるリスクマネジメントは身体拘束、虐待、スピーチロックと様々です。自分では気が
つかず、ついついやってしまうことを話し合い、、グループワークで行います。

90～
120分

毎週水曜日不可 ②

44 5001 鷹部屋 認知症ケア・基礎編
認知症の基礎をわかりやすく解説します。認知症の人の想いや気持ちに寄り添うとはどういうこ
とでしょう。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

45 5001 鷹部屋 認知症ケア・最新情報
認知症の最新情報をわかりやすく解説致します。「予防」と「共生」をもとに、ここまで解明された
認知症を解説します。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

46 5001 鷹部屋
認知症ケア・BPSD行動心理障害の
理解

認知症の周辺症状(BPSD)についてわかりやすく解説いたします。様々な事例を通して具体的な
対応を解説します。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

47 5001 鷹部屋 認知症ケア・施設系編
施設現場における認知症ケアのBPSDへの対応について、集中的に解説いたします。ショートス
テイ、有料老人ホーム。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

48 5001 鷹部屋 認知症ケア・通所介護編
通所介護で特有なBPSDへの対応や認知症ケア加算の考え方や加算に適するプログラムへの
考え方を解説します。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

49 5001 鷹部屋 認知症ケア・訪問介護編①
訪問介護という一対一の環境や限られた時間内での認知症ケア対応の方法、他サービスとの
連携方法を解説。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

50 5001 鷹部屋 認知症ケア・訪問介護編②
訪問介護で家事援助における認知症ケアでありがちな事例を通して、認知症の人にとって理想
の支援を解説します。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

51 5001 鷹部屋 認知症ケア・訪問介護編③
訪問介護で身体介護援助における認知症ケアでありがちな事例を通して、認知症の人の理想
的な支援を解説します。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

52 5001 鷹部屋
実践編・認知症ケア・カンファレンス
の理解

認知症ケアにおける大切なアセスメントの仕方とカンファレンスの開催方法を解説します。具体
的な事例のアドバイスいたします。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①
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※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。
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実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

53 5001 鷹部屋
実践編・認知症ケアにおける虐待予
防を考える

認知症ケアの現場では、日々虐待の芽が生まれています。もう一人の私に出会わないための
研修です。アンガ―マネージメントを学びます。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

54 5001 鷹部屋
認知症ケアを無資格・未経験者、外
国人へ伝える為に

年々、増える無資格・未経験者、外国人へどのようにわかり易く、諦めないで伝えることができる
か解説します。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

55 5001 鷹部屋
認知症専門研修・とことんアルツハイ
マー型認知症

アルツハイマー型認知症を徹底解説、特徴、対応、最新情報を提供しながら、アルツハイマー型
認知症知識を深める。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

56 5001 鷹部屋
認知症専門研修・とことんレビー小体
型認知症

レビー小体型認知症を徹底解説。特徴、対応、最新情報を提供しながら、レビー小体型認知症
知識を深める。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

57 5001 鷹部屋
認知症専門研修・とことん前頭側頭
型認知症

前頭側頭型認知症を徹底解説。特徴、対応、最新情報を提供しながら、前頭側頭型認知症知
識を深める。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

58 5001 鷹部屋
楽しく、優しく、認知症ケアを理解す
る。

様々なジャンルからの名著や名言から認知症ケアをひも解き、楽しみながら認知症へのアプ
ローチをしていく。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

59 5001 鷹部屋
認知症専門研修・とことん認知症非
薬物療法の実際

認知症の非薬物療法の代表的なものから新しい療法を詳しく解説して、薬ではない対応方法を
解説します。

90分
平日の17:00以降と土曜・日
曜

①

60 5002 市川 認知症実践Q&A
事業所の認知症実践に対する悩みや疑問などを「事前質問票」にて提出してもらい、それをもと
に一問一答形式で行う。講義＋質疑応答。

90分 要相談 ①

61 5002 市川
認知症ケアにおけるコミュニケーショ
ン

「認知症ケアの基本」、特にコミュニケーションを中心に具体例を交えながら実践的に学ぶ機会
とします。

90分 要相談 ①

62 5002 市川
認知症介護現場でのサービスマナー
について

認知症介護現場で必要なサービスマナーについて学習します。ご利用者の生活を中心に考え
るとどのような関わりや態度、チーム間の連携が必要か、また、与える影響などについて考えま
す。講義+ワーク

90分 要相談 ①

63 5004 森川
認知症の人の立場になって心の声を
聴いてみて

「〇〇拒否」と簡単に記録していませんか？これから私たちの目指す認知症ケアは、認知症の
人の気持ち（想い）を少しでも感じ、理解していくことが大切です。気持ち（想い）を一緒に考えて
みましょう

90分 応相談 ①
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64 5009 島田 認知症の基本的理解と捉え方

認知症の基礎を改めて学ぶことで、介護職員の認知症の人に対する共感的な理解を深める内
容です。ストレス軽減や虐待防止の為には、知識だけでなく、認知症の人への共感的理解が不
可欠です。エピソードや豊富な体験談を通じて、認知症のご本人が体験している世界に共感で
きるような「捉え方」を学びます。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

65 5009 島田 認知症介護の過去・現在・未来

認知症ケアのこれからを考えるための歴史を学びます。認知症ケアの過去と現在に至る変遷を
理解し、現在の認知症ケアの在り方と、これからの支援について理解を深めます。認知症の人
へのケアの基本をしっかり身に付け、これからのケアを考える。まずは認知症介護の歴史を振り
返って見ませんか？

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

66 5009 島田
【事例検討】認知症の人の短期記憶
障がい

短期記憶障がいにより起こる生活上の「？」について、適切なケアの方法を考えます。「同じこと
を何度も・・・」、「もの盗られ妄想」など、認知症の人の体験をひもとき、共感できれば職員の対
応が変わる。対応次第で症状も変わる。事例をもとに、その時、どうケアしたのか。エピソードを
中心に楽しく学べます。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

67 5009 島田
【事例検討】認知症の人の見当識障
がい

事例検討を通じて見当識障がいにより起こる生活上の「？」について、適切なケアの方法を考え
ます。見当識障がいは実際にどんな症状として現れるのか。認知症の人の体験をひもとき、共
感できれば職員の対応がが変わる。対応次第で症状も変わる。事例をもとに、その時、どうケア
したのか。エピソードを中心に楽しく学べます。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

68 5009 島田 認知症の人のアセスメントの視点
認知症の人の症状の対処に追われて困っていませんか？症状の捉え方から必要な視点や基
本的な考え方への理解を深め、認知症の人にも〇。職員にとっても〇。双方に〇の認知症ケア
を考えます。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

69 5009 島田 認知症の人の生活支援の方法
認知症の人を理解できずに困っていませんか？役割作りや自己決定につながる関わり方を、実
際の事例（写真）を用いてわかりやすく楽しく解説し、認知症の人が生活主体者として活き活きと
生きていくための支援と職員の関わり方について理解を深めます。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

70 5009 島田 事例でわかる認知症ケア
実際のケアの現場で起きた成功や失敗、エピソードを中心に、写真を使って学びます。「認知症
の人の自立支援」の考え方、職員の役割など、受講した人が日頃のケアの在り方を振り返り、考
えを深める機会となります。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

71 5009 島田 明日から役立つ認知症ケア

認知症のBPSDの原因を原因疾患と中核的な症状から整理して理解を深めます。介護職員が
認知症の人との関わりの中で負担と感じてしまう要因を整理して、向き合い方を伝授します。認
知症の人の生活の質を高めるために、職員の認知症の捉え方から見直してみませんか？職員
の捉え方が変わると、認知症の人の姿も変わります。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

72 5009 島田 BPSDの理解と原因を紐解く方程式

認知症の人の行動及び心理症状についての理解を深めます。スムーズなケアが提供できない
と、その原因を認知症のせい、症状のせいにしてしまいがちです。認知症とは？行動及び心理
症状とは？基本的なBPSDのプロセスをしっかり身に着けて、ご利用者にアプローチしてみませ
んか？必ず変化が感じられるはずです。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

73 5009 島田 「認知症ケア、職員研修」

認知症ケアの基本的内容をわかりやく、丁寧にお伝え致します。質の高い認知症ケアのために
必要な知識、認知症の捉え方など、現場の職員全員に聞いて頂きたい内容です。開設して日が
浅い事業所だけでなく、あたらめてケアを見直したいなど、初心にかえって本人本位のケアを実
践するためにご活用ください。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

74 5010
鈴木
（恵）

認知症ケアの基本
認知症の定義や症状、認知症の種類などの基本的なお話になります。「今」・「これから」の認知
症ケアの考え方である「パーソンセンタードケア」や、認知症の人の行動を捉える視点としての
「共感的姿勢」について、考える機会となります。

90分 要相談 ①
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75 5010
鈴木
（恵）

認知症の人との関りの基本
コミュニケーションの基本的な考え方から、認知症の方との関わり方を考えます。講義後半では
映像を見ながら参加者同士が意見交換をします。さまざまな人たちとの視点や考え方の違いに
気付くことで、相手に合わせたアプローチの大切さを学びます。

90分 要相談 ①

76 5010
鈴木
（恵）

ＢPSDの捉え方の基本
認知症の人のＢＰＳＤをメッセージと捉えて、本人本位の視点でアセスメントすることの大切さを
学びます。行動の背景にある思いに近づくためのプロセスを、グループワークを交えながら考え
ます。

90分 要相談 ①

77 5010
鈴木
（恵）

認知症ケアの目標設定の視点
チームとは何か？目標って？普段何気なく使っている言葉の意味や考え方を学びます。そし
て、より良い成果をあげるために何に配慮すべきか？ワークを交えて考える機会となります。

120分 要相談 ①

78 5010
鈴木
（恵）

認知症ケアの問題解決の視点
問題の種類や解決に向けたプロセスを解説します。グループワークで問題の視点や優先順位
の違いを学ぶことでチーム形成のヒントを体験的に学習します。

120分 要相談 ①

79 5011 三田 認知症の人の気持ちを考える
映像資料等を用い、認知症の人の様子からその気持ちを考えるという内容です。私たち支援者
の多くは認知症になったことがないため、この研修を通じて認知症の事を考えてみたいと思いま
す。

90分
応相談、極力ご希望に沿う
よう調整をさせて頂きます。

①

80 5011 三田 BPSDから中核症状を考える
主に映像資料を用い、BPSDから中核症状を考えていきます。そして中核症状を意識し、より良
い支援方法はどのようなものかを研修を通じて考えていくという内容です。

90分
応相談、極力ご希望に沿う
よう調整をさせて頂きます。

①

81 6002 吾妻
高齢者の心身機能の理解と認知症
の基礎知識

加齢に伴う心身機能の変化により、どのような事が苦手になるのかを確認するとともに、認知症
に関する基礎知識を学びます（パワーポイントを使った講義形式）。
高齢福祉分野の方だけでなく、利用者・家族の高齢化が進んでいる障害福祉分野の方にもわ
かり易くお伝えします。

90分 応相談 ②

82 5006 佐藤 認知症の人を理解する
パーソン・センタード・ケアの理念を踏まえながら、認知症の人の中核症状やBPSDを講義形式
で理解する。

90分 応相談 ①

83 1004 安原 障害者の支援の基礎的理解
障害のある人の生活課題の理解、支援の実践理念理解し、障害者総合支援法や障害者自立
支援制度を学びます。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

84 1014 岩本 障害者の訪問介護技術 身体障害者への在宅介護技術とQ&A 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

85 1014 岩本 障害者在宅介護の支援技術 外出支援と在宅支援の注意事項とQ&A 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

　
認
知
症
ケ
ア

　
障
害
者
支
援

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

86 1014 岩本 身体障害者の 自立生活支援技術 身体障害者への地域生活のノウハウと在宅介護技術 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

87 1014 岩本 障害者在宅介護の支援技術 外出支援と在宅支援の注意事項とQ&A 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

88 1014 岩本 障害者性への理解
障害者の性への理解については、学校の授業で実際に展開はされない。しかし、施設利用者の
切なる問題についてどう取り組んでいく必要があるか事例などを通じて考える。

90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

89 2002 関屋
障害者就労支援のための面接スキ
ル

就労移行支援事業所等の、就労や自立を支援するための面接、訪問等、利用者とのコミュニ
ケーション、相談技術の基礎を解説します。電話相談にも応用可能です。
 面接の実際や事例も交えながら解説します。障害者の地域生活の支援や、社会的孤立と危機
を防ぐための考え方等も学びます。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

90 2002 関屋
障害者支援事業所の新人職員等基
礎研修

障害者福祉分野が初めての職員の方等を対象に、障害者支援の視点や考え方、職員の倫理、
姿勢、コミュニケーション、職員のセルフケアなどの基礎を、事例も用いて解説します。
 障害者支援に関わる職員の資質向上もテーマに、障害者支援の基礎、マインド、理念等を共有
し、職員の皆様と事業所を支える研修です。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

91 2010 仙北屋
【認知症の理解】　障害福祉専門職
の方向け

利用者本人やご家族の高齢化に伴い必要になる認知症の知識を把握できるような内容でやら
せていただきます。

100分 応相談 ①

92 2010 仙北屋 知的障害の理解（総論的な内容） 知的障害に関しての研修です。他科目と併用でさらに深い内容で行えます 100分 応相談 ①

93 2010 仙北屋
知的障害と自閉症スペクトラム障害
の関係性

併発している当事者が多いことを踏まえて研修させていただきます。 100分 応相談 ①

94 2010 仙北屋 軽度知的障害と発達障害の理解 併発している当事者が多いことを踏まえて研修させていただきます。 100分 応相談 ①

95 2010 仙北屋 発達障害と各種依存症の理解 発達障害を基とした二次障害としての依存症について考えます。 100分 応相談 ①

96 2010 仙北屋 精神障害の理解（総論的な内容） 精神障害全般の研修です。他科目と併用でさらに深い内容になります 100分 応相談 ①
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97 2010 仙北屋
発達障害者の二次障害についての
理解

依存症以外の二次障害での精神疾患について考えます。 100分 応相談 ①

98 2010 仙北屋 身体障害の理解（疾患は応相談） 内部障害含め、身体障害について考えていきます。 100分 応相談 ①

99 3001 小沼
精神障害のある人のその人らしさを
支えるかかわり

精神障害のある人がその人らしい生活を送るために、ともに寄り添う支援のあり方を理解する。
事例を活用したグループワークが中心。

120分
水曜日以外（土日祝も可）
で応相談

①

100 6005 小嶋 障害者の人権を守る

障害者の人権を保障する諸法制度、障害者虐待防止、直接的および間接的差別の禁止の理
解、加えて、障害者へ偏見や蔑視表現などを学びます。「虐待防止」と「合理的配慮の提供」を
中心課題として「障害者の人権」についての認識を深めます。  （グループ討議ありの場合；120
分）

100分
以内

応相談 ①

101 6005 小嶋 障害者「虐待」未然防止の心得

なぜ介護従事者が「虐待」におちいるのか？「障害者虐待防止法」を踏まえて考えます。日々の
ストレスの中で、虐待の自覚がない小さな「不適切なケア」が徐々に膨らんで「虐待」になる。防
止策をコミュニケーション、感情抑制、メンタルケアの面から考える。　（グループ討議ありの場
合；120分）

100分
以内

応相談 ①

102 7011 山田
障害児保育再検討
―すべての子どもがうれしい保育―
（※Ｙ２）

「難しいもの」と考えがちな「障害児保育」について、保育全体の質をアップするものであるという
ことをわかりやすく、身近に感じる事が出来るように参加者と共に考えます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

103 7011 山田 応用行動分析入門
発達障害や強度行動障害がある子ども・成人の支援で活用できる応用行動分析の基本的考え
方について学びます。（できれば※Ｙ１の研修をベースとすることをお勧めいたします）

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

104 7011 山田
強度行動障害支援の視点
（※Ｙ１）

本来は2日間かかる強度行動障害基礎研修のエッセンスを当事者の視点を交えながら120分に
圧縮してお伝えいたします。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

105 7011 山田 障害児者支援ケース検討
保育園や福祉施設の実際のケースを多角的に検討します。（できれば※Ｙ２の研修をベースと
することをお勧めいたします）

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

106 7011 山田

その場限りの発達障害児者相談支
援を超えたい！
―当事者視点ソーシャルワーク―
（※Ｙ５）

「相談支援」の展開の困難・可能性を事例を交えてお伝えします。コミュニケーションに困難性を
感じる当事者の視点を反映させた研修を目指します。※Ｙ6の研修と併せると深まります。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

107 7011 山田
子どもの権利を護るために
―発達障害・重心児から考える―
（※Ｙ８）

子どものわがままを助長するものとして誤解されがちな「子どもの権利」について、障害とわかり
にくい「発達障害児」、権利が守られにくい重度心身障害児の事例から考えます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

　
障
害
者
支
援

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

108 7011 山田
発達障害再検討
―教科書にない当事者会の視点―
（※Ｙ９）

教科書や専門書にあまり記述されない発達障害児者の思い、「障害」がおこるメカニズムについ
て、事例を交えて考えます。※Ｙ5と組み合わせることでより深まります。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

109 7011 山田
災害と障害児者
―熊本地震・水害の事例を中心に―

熊本地震の経験を踏まえ、障害児者がおかれる「意外な」困難と支援の心構え等についてお伝
えします。できれば※Ｙ９の研修を踏まえ、ユニット型での研修実施が望ましい。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

110 7011 山田
障害児者の合理的配慮の考え方
―障害者差別解消法を考える―

2016年に施行された「障害者差別解消法」の基本的考え方、保育・福祉現場における留意事項
について学びます。※Ｙ１０の研修を併せて受講することをお勧めします。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

111 7011 山田 障害のある大学生の支援
支援制度があまりない障害のある大学生の困り感・支援のあり方、大学との連携について学び
ます。発達障害学生を中心とした学びも可能です。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

112 7011 山田
医療的ケアが必要な子ども・成人の
生活を支える

障害児者相談支援専門員の経験から、様々な事例を紹介し、医療的ケアが必要な障害児者の
基本的な困りごと、必要な支援について学びます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

113 7011 山田
障害の「社会モデル」を身近に感じよ
う（※Ｙ１０）

従来「障害は個人の問題」と捉えられてきましたが、「障害」は社会との間にあると考える「社会
モデル」の考え方が主流になりつつあります。具体例を用い、身近に実感できるように工夫しま
す。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

114 7011 山田
生活困窮者支援における障害者福
祉との連携

発達・精神・知的障害に気づかず生活困窮者支援にアクセスする場合が少なくありません。障
害者福祉制度の活用法・連携を学びます。生活困窮者相談支援員等向けの研修です。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

115 7011 山田
地域・保護者と共に発達障害のリア
ルを知り・考える

誤解されがちな発達障害について、当事者会メンバーの話を交えて保育所や福祉施設の利用
者の保護者や地域住民と共に行うことを推奨いたします。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

116 7011 山田 障害児の就学と連携
保育所・幼稚園から障害児者等が進学・進級する際の制度や仕組みの概要や、テキストやパン
フレットに書いていないような、制度活用の具体的課題についても実例を交えて学びます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

117 7011 山田
多様な子どもの多様な育ちを地域で
支える

発達障害の子どもをはじめ、地域で出会う・見かける多様な特性がある子ども達の現状・発達の
見通し、親や支援者だけでなく、地域全体で支えていくための方法を共に考えます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

118 7011 山田
療育って何だろう
―療育の多様性・保育所等訪問支援
制度を含めた制度活用の実際―

子どもの強みを活かすための療育システムの活用法を学びます。「障害児」のために「出来ない
部分を訓練する」というイメージを持ちがちである「療育」のイメージが変わるかも？

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

　
障
害
者
支
援

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

119 7011 山田 利用者と共に考える「しごと」
就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業所等向けに「しごと」に関するモチベーションを高め
るための研修です。職員と利用者が共に参加する形だとより効果的だと思います。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

120 7011 山田
障害福祉・児童福祉サービス職員新
人「との」研修
―職員間の相互理解を目指す―

福祉サービスの基礎知識や基本施設を学ぶだけでなく、職員間の相互理解を目指します。「こ
んな一面があったんだ知らなかった」「もっとお互いの事を知りたくなり、連携がスムーズになっ
た」との声をいただいています。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

121 7011 山田
就労支援職員の連携・役割分担と
チームワーク
―なんのための支援か問い直す―

障害者就労支援・生活困窮者就労支援について自立支援協議会就労部会運営委員の経験を
通して職員同士の支援観の「共通点」「違い」を確認し、よりよい枠割分担とチームワーク・外部
との連携を考えます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

122 2010 仙北屋 依存症についての理解 各種依存症に関しての知識を深めていければと思います。 100分 応相談 ①

123 2010 仙北屋 うつ病と双極性障害の理解 似て非なる疾患です。違い、を中心に研修させていただきます。 100分 応相談 ①

124 2010 仙北屋 統合失調症に関しての理解 疾患に伴い、多角的に考えた研修にできればと思います。 100分 応相談 ①

125 4005 小亀 腰痛予防
腰痛の要因「力学的」「食事的」「精神的」「環境的」について講義形式で行います。リクエスト・時
間があれば実技（バランス・軸・トランスファー）など体験・体感して頂きます。

90～
120分

月～金曜日1８：３０～応相
談
土・日曜日対応可能・応相
談

③

126 4005 小亀 足育
「靴の選び方」「靴紐」「インソール」「靴下」の大事さ及びフットケアとして「爪のケア（爪の切り方
など）」「角質ケア」について座学及び「靴の履き方」「フットケア」を体験して頂きます。

90～
120分

月～金曜日1８：３０～応相
談
土・日曜日対応可能・応相
談

③

127 4005 小亀 リハビリテーション概論
「痛みとは？」「生きるとは？」[自分とは？」「相手との関係性」などをリハビリテーションの臨床
から得た体験・経験をお話しします。少しでもこの座学を体験・経験し、理解を深め、気づき、感
じて介護の現場での「関係性」について学べて頂けたら幸いです。

90～
120分

月～金曜日1８：３０～応相
談
土・日曜日対応可能・応相
談

③

128 7010 中野
【 保育施設・高齢者施設 】
施設内の消毒

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、しばらくは施設内の徹底した消毒を継続していく必要
があります。徹底した消毒とは？消毒液の濃度の計算方法とは？看護師が病院レベルの消毒
方法を伝授します。保育施設・高齢者施設で感染者を出さないための研修です。消毒液の準備
をしていただければ、参加型の実演も可能です。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

129 7010 中野
 【保育施設・高齢者施設 】
救急蘇生+α（プラスアルファ）研修

この研修は、皆さんが過去に習得してきた救急蘇生の内容に+α要素を加え「なるほど！」「そ
れは知らなかった！」と感じてもらい、知識をより深めてもらう事を目標としています。看護師が
説明します。※なお、この研修は座学中心で、人形を用いた実演研修ではありません。お間違
いのないようお願いいたします。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②
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※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

医
学
・
リ

ハ

130 7010 中野 【 保育施設・高齢者施設 】
人体

人命に関わる仕事では「解剖学」の知識は基本です。この研修は人体の「臓器のはたらき」につ
いて、看護師が分かりやすく説明します。※臓器名は自由にお選びください。なお、子どもの正
常な成長発達をご希望の場合は科目名「子どもの心と体」を、老化現象をご希望の場合は科目
名「高齢者の心と体」の研修をお選びください。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

131 6005 小嶋
保育士の人権とメンタルケア
～モラハラ・マタハラ防止～

様々な幼児の健やかな成長をサポートする日々のケアで手一杯の上、保育士人材不足やモラ
ハラなどストレス、さらに保護者の苦情対応など悩みは尽きない。ここで味方となる技、基本の
「傾聴」と応用の「アサーティブな会話法」やイライラ解消の「怒りの制御法」など対処法を学びま
す。

100分
以内

応相談 ①

132 7001 乙部 乳幼児のわらべうた
乳幼児とわらべうたで楽しく遊びましょう！明日からすぐに使えるように、実践的に学びます。
（赤ちゃん音楽アドバイザー；日本赤ちゃん学会）

90分 要相談 ①

133 7001 乙部 乳幼児のマザリーズ
マザリーズを使った絵本の読聞かせ方を学びましょう！マザリーズとは乳幼児に対する語りか
け方のことです。マザリーズはどのような効果があるのかを知り、豊かなマザリーズ表現ができ
るようになりましょう。（赤ちゃん音楽アドバイザー；日本赤ちゃん学会）

90分 要相談 ①

134 7002
鈴木
（健）

保育者間のチームビルディング
保育の質向上にはチームや組織的に対応することが求められます。講義とグループワークを通
して、保育者間のチームワークのあり方をふりかえり、より良い連携方法や協働関係の築き方に
ついて学びます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

135 7002
鈴木
（健）

保育者のリーダーシップ研修
〜自立した組織を目指して〜

保育現場に求められている保育者の分散型・協働的リーダーシップについて講義とワークを通
して学びます。分散型・協働的リーダーシップでは園長・主任だけではなく全ての職員がそれぞ
れのリーダーシップを発揮し自立した組織やチームを目指します。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

136 7002
鈴木
（健）

保育における親との協働
保育において親と協働関係を築くために、どのようなアプローチができるのでしょうか。共感なし
に協働はありません。カウンセリングや、チームビルディングの理論と、具体的な実践例につい
て、講義とワークを通して学びます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

137 7002
鈴木
（健）

保育者間のコミュニケーション
コミュニケーションとは自分を伝え相手の理解を深めるための試みです。ワークを通して、保育
者がより良い協働・連携をしていくためのより良いコミュニケーションのポイントについて、講義と
ワークを通して学びます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

138 7002
鈴木
（健）

保育者のメンタルヘルス
保育者が自己のメンタルヘルスを保つポイントについて学びます。また、保育者がメンタルヘル
スを保つために重要な自己理解と他者理解、ケアし育み合う関係性について講義とワークを通
して学びます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

139 7002
鈴木
（健）

子どもの心にひびく言葉かけ
認知行動科学、カウンセリング心理学、アサーティブなどの知識と技術を応用した子どもの心に
ひびく言葉かけについて講義とワークを通して学びます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

140 7002
鈴木
（健）

保育者のためのアサーティブ・トレー
ニング

アサーティブ・トレーニングとは自分も相手も尊重する自己表現です。保育とはコミュニケーショ
ンで成り立っています。講義とワークを通して、子どもの育ちに寄り添う保育者に求められる自
己表現力を身につけます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①
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141 7002
鈴木
（健）

非認知能力を育む保育者の姿勢と
環境

子どもの非認知能力とはそもそも何か。保育現場ではそれをどのように捉え、どのような保育に
取り組めばよいのか。子どもの非認知能力に影響を与える保育者の姿勢と環境について、講義
とワークを通して学びます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

142 7002
鈴木
（健）

子ども主体の保育とは何か
子ども主体の保育の実践が求められていますが、そもそも子どもが主体であるということはどう
いうことでしょうか。子ども主体の保育のあり方について、講義とワークを通して考えます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

143 7002
鈴木
（健）

子ども理解を深めるための保育者の
まなざし
〜間主観性と二人称的かかわり〜

子ども理解は保育の根幹となるものです。子どもを多面的に理解し保育に生かすために、間主
観性や二人称的かかわり、保育者のまなざしのあり方について、講義とワークを通して学びま
す。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

144 7002
鈴木
（健）

保育におけるPDCA
保育におけるPDCAの具体的内容と方法、保育内容や保育の実施運営についてふりかえること
の重要性について、講義とワークを通して学びます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

145 7002
鈴木
（健）

未来思考で保育をデザインする
保育とは未来の社会を思い描き、そこで子どもたちに求められる資質・能力を育むためのいとな
みです。講義とワークを通して、自分たちの保育をふりかえり、さらに今後目指したい保育のあり
方を考えます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

146 7002
鈴木
（健）

保育現場におけるファシリテーション
入門

園内（施設内）研修を活性化するための、ブレインストーミングやバズ学習、グループ討議方法、
研修の組み立て方法などの具体的なファシリテーションスキルと、ファシリテーションを支えるマ
インドについて講義とワークを通して学びます。

90～
120分

曜日、時間応相談。
申込時にご希望の曜日時
間帯を複数ご提示くださ
い。

①

147 7004
鈴木
（友）

「あそび」の捉え方 発達を主軸に置いた、「あそび」活動を支える視点について 90分 土曜限定 ②

148 7004
鈴木
（友）

日々の子育て支援 わがままを受け入れるのは支援ではない。親を親らしくしていくための取り組み 90分 土曜限定 ②

149 7004
鈴木
（友）

人的環境・不適切な保育をしないた
めに

大人にとって都合のよい保育になっていないか。子ども主体の保育と
それを実践するためのチームワーク

90分 土曜限定 ②

150 7004
鈴木
（友）

乳児保育における重要ポイント
グレーゾーンと呼ばれる子どもにしないための、発達を引き出す
関わり方と乳児期の捉え方

90分 土曜限定 ②

151 7006 宍戸 楽器がなくてもできる簡単リトミック
ピアノなどの楽器がなくても行える簡単なリトミックの方法をお伝えします。広いスペースがなくて
も可能です。

90分 月曜日及び土曜日 ②
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152 7006 宍戸
【初級編】
ピアノが弾けなくてもできるリトミック

鍵盤楽器（ピアノ・キーボードなど）はあるけど上手く弾くことができない。そんな人も大丈夫。簡
単な和音やメロディーだけで行えるリトミックの方法をお伝えします。

90分 月曜日及び土曜日 ②

153 7006 宍戸 毎日の保育で１０分リトミック 「朝の会」などのちょっとの時間を活用して行えるリトミックの方法をお伝えします。 90分 月曜日及び土曜日 ②

154 7006 宍戸
養成校の現状からみる実習生指導・
新任保育者指導

「私が新人の頃は」「今時の人は」などとつい思ってしまいがちですが、養成校の学生たちの現
状から「伸びる新人教育」について考えましょう。

90分 月曜日及び土曜日 ②

155 7006 宍戸 通常保育の中の病児病後児対応
保育中の急な発熱や体調不良、病み上がりの本調子ではない子どもへの対応を病児保育室の
対応方法をもとにお伝えします。

90分 月曜日及び土曜日 ②

156 7006 宍戸 保育の中でできるベビーマッサージ
オイルなど使わずおむつ替えやお着換えの時の少しで時間でできるベビーマッサージの方法を
お伝えします。

90分 月曜日及び土曜日 ②

157 7006 宍戸 身近なものを使って作る季節の製作 紙皿・紙コップなど身近なものを使った簡単な季節の製作を実践します。 90分 月曜日及び土曜日 ②

158 7006 宍戸 乳児保育
現任研修で実施する「乳児保育」をコンパクトにしてお伝えします。「乳児」について今一度考え
てみましょう。

90分 月曜日及び土曜日 ②

159 7006 宍戸
遊びの環境から考える子どもの発達
支援

今の「環境」は本当に子ども主体の保育が行なえる「環境」でしょうか。「環境」を見直し子どもの
発達や主体性を促す保育を考えましょう。

90分 月曜日及び土曜日 ②

160 7010 中野
【 ０歳（２～６か月）編 】
子どもの心と体

この研修は、細分化した子どもの正常な成長過程を、助産師が説明します。子どもは年齢に
よって、観察すべき場所が違います。まず、正常とは何かを学んでいきましょう。正常を知ること
が病気の理解へとつながります。知識のブラッシュアップをはかり、病児保育の視点で子どもを
見守ることが出来るようになる研修です。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

161 7010 中野
【 ０歳（７～12か月）編 】
子どもの心と体

この研修は、細分化した子どもの正常な成長過程を、助産師が説明します。子どもは年齢に
よって、観察すべき場所が違います。まず、正常とは何かを学んでいきましょう。正常を知ること
が病気の理解へとつながります。知識のブラッシュアップをはかり、病児保育の視点で子どもを
見守ることが出来るようになる研修です。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②
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162 7010 中野
【 １歳編】
子どもの心と体

この研修は、細分化した子どもの正常な成長過程を、助産師が説明します。子どもは年齢に
よって、観察すべき場所が違います。まず、正常とは何かを学んでいきましょう。正常を知ること
が病気の理解へとつながります。知識のブラッシュアップをはかり、病児保育の視点で子どもを
見守ることが出来るようになる研修です。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

163 7010 中野
【 ２歳編 】
子どもの心と体

この研修は、細分化した子どもの正常な成長過程を、助産師が説明します。子どもは年齢に
よって、観察すべき場所が違います。まず、正常とは何かを学んでいきましょう。正常を知ること
が病気の理解へとつながります。知識のブラッシュアップをはかり、病児保育の視点で子どもを
見守ることが出来るようになる研修です。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

164 7010 中野
【 ３歳編 】
子どもの心と体

この研修は、細分化した子どもの正常な成長過程を、助産師が説明します。子どもは年齢に
よって、観察すべき場所が違います。まず、正常とは何かを学んでいきましょう。正常を知ること
が病気の理解へとつながります。知識のブラッシュアップをはかり、病児保育の視点で子どもを
見守ることが出来るようになる研修です。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

165 7010 中野
【 ４～６歳編 】
子どもの心と体

この研修は、細分化した子どもの正常な成長過程を、助産師が説明します。子どもは年齢に
よって、観察すべき場所が違います。まず、正常とは何かを学んでいきましょう。正常を知ること
が病気の理解へとつながります。知識のブラッシュアップをはかり、病児保育の視点で子どもを
見守ることが出来るようになる研修です。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

166 7010 中野 子どもの病気

この研修は「子どもの病気」を助産師が説明します。病名は事業所側が自由に選択してくださ
い。（なお、病名によっては説明する時間の都合上、ご希望の数にそえない場合があります）ま
た、病気を学習するにはまず、正常な体のしくみを理解する必要があります。科目名「子どもの
心と体」を予め受講される事をおすすめします。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

167 7010 中野 【 保育士国家試験対策 】
子どもの保健（※Ｎ１）

筆記試験の中でも「子どもの保健」に特化した内容になります。過去の問題を用いて、答えを当
てるだけではなく、なぜそうなるのかという根拠に基づいて解説をしていきます。保育現場で活
躍していく上で、今のうちにしっかり習得してもらいたい科目です。※Ｎ２とは内容が異なります。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

168 7010 中野
【 保育士国家試験対策 】
子どもの保健 （※Ｎ２）

筆記試験の中でも「子どもの保健」に特化した内容になります。過去の問題を用いて、答えを当
てるだけではなく、なぜそうなるのかという根拠に基づいて解説をしていきます。保育現場で活
躍していく上で、今のうちにしっかり習得してもらいたい科目です。※Ｎ１とは内容が異なります。

90分

主に金土日祝（他曜日は応
相談）
10:00～21:00まで可能
（23区内は22:00まで可能）

②

169 7011 山田
保育士とソーシャルワーカーのため
のはじめての子育ち支援（※Ｙ１１）

保護者と子どもが共に幸せになるための「子育て支援」「子育ち支援」について、保育士・ソー
シャルワーカー双方の視点から参加者の皆さんと共に考えます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

170 7011 山田
保育ソーシャルワーク
―子どもに関わる人々の幸せも考える―

（※Ｙ７）

親だけ・子どもだけでなく、親子が共に幸せになるために地域の力を活用する「保育ソーシャル
ワーク」について考えます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

171 7011 山田
保育士が仕事に誇りを持って元気に
なるために

保育士は国家資格を持ったプロであり、素晴らしい仕事をしていると思います。しかし、社会的
公認は不十分です。保育士の素晴らしさ・自分自身の強みについて見直してみませんか？

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①
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172 7011 山田
僻地・離島の子育て支援
―地域の魅力再発見―

サービス事業所などの社会資源が不足しがちな僻地や離島の子育て支援のあり方について、
共に考えます。できれば※Ｙ１１の研修を踏まえ、ユニット型での研修実施が望ましい。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

173 7011 山田
保育所と地域の連携
―地域に根ざした保育所創り―

児童福祉法の改正で「地域に根差した保育所」になることが求められています。保護者や地域
の人々も共に参加し、保育所のあり方を再検討できればと思います。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

174 2010 仙北屋
【成年後見制度】
高齢福祉専門職の方向け

高齢者分野で働く方向けの成年後見制度の研修です。実務的な内容です。 100分 応相談 ①

175 2010 仙北屋
【成年後見制度】
障害福祉専門職の方向け

障害者分野で働く方向けの成年後見制度の研修です。実務的な内容です。 100分 応相談 ①

176 2010 仙北屋
【障害者総合支援法】
高齢福祉専門職の方向け

実務的に必要な部分をやらせていただきます。 100分 応相談 ①

177 2010 仙北屋
【介護保険制度】
障害福祉専門職の方向け

実務的に必要な部分をやらせていただきます。 100分 応相談 ①

178 4003 平野 個人情報保護法
知らなかったでは済まされない。事業所のルール、あなたのその行動、大丈夫ですか？皆さん
で確認してみましょう。／講義とGW

90分 応相談、土日調整可能 ②

179 5009 島田 介護保険の法的理解

介護職員向けに介護保険のあらましや制度についてわかりやすく伝えます。介護保険を知るだ
けで終わらせず、法的理解を深めた上で、介護職員の役割や求められる人材像を考える機会と
します。1ランクUPの専門職として自信につなげる内容です。介護職員なら、1度は知っておいて
欲しい内容です。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

180 6004 小原
人権関係法・東京都人権尊重条例の
理解

国連の世界人権宣言、同宣言を具現化するための国際人権条約（国際人権法）と国内法の関
係。近年制定、改定の国内人権関係法や東京都人権尊重条例について学ぶ。研修形式は講義
とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向い
て実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

181 6004 小原 「児童虐待防止法」の理解
子どもの虐待防止に向け、国連・子どもの権利条約、児童虐待虐待防止法、児童福祉法を中心
にマルトリートメントも含め、理解を深める。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、
一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

　
保
育
・
児
童

　
法
・
制
度

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

182 6004 小原 「障害者虐待防止法」の理解

障がい者の虐待防止に向け、国連・障害者の権利条約、障害者虐待防止法（含むグレーゾー
ン）について理解を深める。希望によっては高齢者虐待防止法を含む。研修形式は講義とワー
ク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実
施」なら可）

90～
120分

応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

183 6004 小原 「高齢者虐待防止法」の理解
高齢者の虐待防止に向け、国連・高齢者５原則、高齢者虐待防止法を中心にグレーゾーンも含
め、理解を深める。希望によっては障害者虐待防止法を含む。研修形式は講義とワーク。資料
はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90～
120分

応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

184 6004 小原
障がい者人権関連法・条例と合理的
配慮の理解

障がい者への人権侵害の主なものは差別と虐待。障がい者への差別をなくす障害者差別解消
法、改正障害者雇用促進法、東京都障害者差別解消条例、障がい者への虐待をなくす障害者
虐待防止法と合理的配慮について理解を深める。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテ
キスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

185 6004 小原
パワハラ規制法・改正ハラスメント対
策関連法の理解

ハラスメント対策の強化を柱とした女性活躍推進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等
法、労働者派遣法、育児介護休業法の5つが改正され、2020（令和3）年6月から施行。中小企業
は2022年（令和4）年3月までは努力義務。これらの新しい法律でのハラスメント防止について講
義とワークで理解を深める。研修資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」ま
たは「事業所に出向いて実施」なら可）

90～
120分

応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

186 6005 小嶋
社会福祉事業周辺の法制度
～人権擁護の進展～

令和2年施行の「パワハラ新法」、「ＬＧＢＴ（性的少数者）セクハラ防止」、「障害者差別解消法と
合理的配慮」、「虐待防止法（高齢者・障害者・児童）」、「改正個人情報保護法」など、事例を参
考に要点を学びます。

100分
以内

応相談 ①

187 6005 小嶋
パワハラ新法は皆のテーマ
～しない・許さない「心得」～

令和2年、「パワハラ」の禁止が法制化、法人に防止責任と措置義務が定められた。しかし一
方、「上司の言い方キツ過ぎてイヤだからパワハラだ」のようにパワハラの誤解が広がってい
る。「パワハラか指導か」その線引きが重要。「事例」と「実務経験」から解説。

100分
以内

応相談 ①

188 7011 山田
福祉と法律のいろは
―高齢者・発達障害者を中心に―
(※Y12)

公的法律相談関係機関の相談員の経験を活かし、障害者・高齢者の法律相談につなげる際の
留意事項や、加害者や被害者になった障害者（特に発達障害児者）の事例から学びます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

189 7011 山田
知的・発達障害と司法等における理
解・支援

発達障害児者が加害者や被害者になった際の警察、検察、弁護士等の連携、司法における合
理的配慮の課題等について事例を交えて共に考えます。※Y12を踏まえることが望ましい。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

190 1002 泉
介護の仕事を楽しく
～怒りやイライラをコントロールしよう
～

人間関係でトラブルにならないように、職場でイライラせずに仕事をするために、イライラや怒り
の感情を理解しコントロール方法を学ぶ（アンガーマネジメント）

90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①

191 1004 安原 職員のキャリア形成
100歳の人生における職員（自己理解）のキャリア形成のあり方とコロナウイル終息後の対策を
考えて見ましょう。これが利用者や家族（他者理解）の支援に役立ちます。(オンライン研修は、
サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

　
法
・
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※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。
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192 1004 安原 職場のストレスケア対策
職場のストレスと利用者や家族、職員等の人間関係やハラスメント等があります。どの様にして
ケアして働きやすい職場環境を作るのか考えてゆきます。(オンライン研修は、サポートの出来る
人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

193 1004 安原 メンタルヘルスケアの基本と進め方
メンタルヘルスの重要性を理解し、どの様に予防していけばいいのか。メンタルヘルスケアの進
め方を学んでゆきます。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

194 1005 渡邉
福祉現場におけるサービスマインド
向上
（職員のモチベーションアップとチーム力）

１）内容：現場で求められる、サービスについて考え中堅層又は成長が期待されるスタッフの
サービスマインドやチームの中での役割意識を高め、スタッフのモチベーションをどのように高め
ればよいのか気付きを促す研修です。
２）形態：講義とグループワーク形式で学び合い高め合う研修を実施します。
３）対象者：3～5年目

120分 相談に応じます ①

195 1005 渡邉
福祉現場におけるリーダー層のサー
ビスマインド・リーダーマインドを高め
る

１）内容：サービスマインドについて改めて考える機会として、ご利用者や家族への更なる接遇
向上のきっかけとし、スタッフへの指導やかかわり方などリーダーとして目指すべき姿について
学びます。リーダーへの自己覚知を促す研修です。
２）形態：講義とグループワーク形式で実施します。
３）対象者：リーダー候補～リーダー３年目

120分 相談に応じます ①

196 1005 渡邉
福祉現場におけるリーダーのための
スタッフマネジメント導入にむけ
（意識改革）

１）内容：福祉現場におけるリーダーの意識変革を促す研修です。「指示的リーダー」から「支持
的リーダー」への転換について具体的なケーススタディをグループで考え、スタッフとの関係作り
の構築方法について学びます。
２）形態：講義とグループワークを取り入れ実施します。
３）対象者：リーダー候補～リーダー５年目職員

120分 相談に応じます ①

197 1005 渡邉
福祉現場におけるリーダーマインドと
スタッフとのコミュニケーション技法
（リーダーのあり方とは）

１）内容：福祉現場におけるリーダーの意識変革を促す研修です。「指示的リーダー」から「支持
的リーダー」への転換を目指し、職場内の研修を担うリーダー層に対して「職員研修技法」の理
論と方法論を実践的に学びます。
２）形態：講義とグループワークを取り入れ実施します。
３）対象者：リーダー3年目以上　職員研修を担当するリーダー層

120分 相談に応じます ①

198 1014 岩本 介護実習指導と教員へのヒント
実習生自身の実習への思い、実習生が有意義に実習出来るように指導する教員、実習を受け
る指導者と関わる職員との乖離などについて講座とQ&Aで総合理解を行う。

90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

199 2002 関屋 福祉施設職員のストレスケア

事業所職員のメンタルヘルスや、燃えつき等にも関わる、職員のストレスケア。困難の原因と、
ストレスのセルフケアの方法等を事例も用いて学びます。
障害者支援や高齢者介護等の職務を続けていくために、ストレスマネジメント、感情労働の理解
などにより、職員の皆様と職場をサポートする研修です。支援の質の向上を図ります。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

200 2002 関屋
課題解決の方法　スーパービジョン
の基礎

福祉事業所における困難な課題と、その解決の方法としてのスーパービジョンの基礎を解説し
ます。
障害者・高齢者等福祉施設において、何が苦しく、難しいのか、困難の要因を考えます。また、
課題解決の方法として、スーパービジョンの実施とその課題、職員間のピア・サポートのあり方
等の研修す。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①
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※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

201 2009 黒木 自己覚知の意義と方法
自己覚知について理解し、その必要性と方法を学ぶ基礎研修。自己覚知の意味をなんとなく分
かっているけれども、明確に説明できる自信は無いという方々にお勧め。自己覚知のステップを
基礎から分かりやすく学んび、その日から自己覚知ができるようになります。演習形式。

90分
相談により研修内容および
予定を決定

①

202 2009 黒木 時間と環境をベースとした自己覚知
「自己覚知の意義と方法（事前必修）」をベースに具体的なワークを通じて自己を振返りるアドバ
ンス研修。個人ワークを行ってグループでのディスカッションを行うことで、自己覚知の能力を高
めます。演習形式。

120分
相談により研修内容および
予定を決定

①

203 3001 小沼
専門職としての成長を支えるスー
パービジョン

新人教育における研修プログラムの作成やスーパービジョンの展開方法を理解する。講義・グ
ループワークを行う。

120分
水曜日以外（土日祝も可）
で応相談

①

204 3002 関谷
『感情労働』の視点から学ぶ、福祉職
のメンタルヘルス入門講座

福祉職に代表されるように、感情のコントロールが不可欠な仕事は「感情労働」と呼ばれます。
感情労働について知ることは、福祉の仕事におけるメンタルヘルス対策はもちろん、普段のお
仕事を見つめ直し、魅力を再発見するきっかけにもつながります。この研修では感情労働の基
本知識や特徴、対処の方向性をお伝えします。

90～
120分

ご相談の上、調整いたしま
す（土日、夜間帯含む）。

①

205 3003 大櫛
職場におけるメンタルヘルス支援
～ＥＡＰとリワークを中心に～

「ＥＡＰ(従業員支援プログラム）」とは、メンタル不調者への支援のみならず、そもそもメンタル不
調にならないための支援、そして個人と組織へのアプローチを行う総合的なメンタルヘルス支援
です。また「リワーク」は、主に医療機関で行われる職場復帰支援であり、それぞれの長所・短所
など活用ポイントを押さえます。

90分
「金曜日（時間は要相談）」
または「月曜日（日中のみ
可）」

②

206 3003 大櫛
組織のストレングスに着目した職場
のメンタルヘルス体制づくり

「自分の強み」になかなか気づけないように、「自分の職場」の強みについて、案外気づけていな
いものです。これを機に、ぜひ「組織」としての強みを活かした職場メンタルヘルスの「体制づく
り」に取り組んでみては？！

90分
「金曜日（時間は要相談）」
または「月曜日（日中のみ
可）」

②

207 3003 大櫛 雰囲気づくりの職場メンタルヘルス
職場の雰囲気づくりについて、一度じっくりと考えてみませんか？ここでは「職場（組織）の発達
段階」に着目しながら、「思いやり行動向上プログラム」「感謝法」「ＣＲＥＷプログラム」等といっ
た、最新の知見についてご紹介いたします。

90分
「金曜日（時間は要相談）」
または「月曜日（日中のみ
可）」

②

208 3003 大櫛
「小さな職場」で行う職場のメンタルヘ
ルス

日本の「職場メンタルヘルス」は、大企業を前提とした仕組みになっていることにお気づきです
か。よって、いろいろな情報を得ても、小規模な職場が多い「福祉職場」ではマネできないものが
多いものです。ここでは、「小さな職場」で始められるメンタルヘルスに特化して考えていきます。

90分
「金曜日（時間は要相談）」
または「月曜日（日中のみ
可）」

②

209 5004 森川 ストレスと向きあってみよう！
自分自身のストレスに気づき、そのストレスと上手に付き合いながらコントロールする方法を一
緒に考えてみましょう

90分 応相談 ①

210 5009 島田
【 NEW 】
モチベーションをマネジメントしてみよ
う！～やる気スイッチ探し～

「職員の元気がない」そう感じる事ありませんか？職員の「やる気」とは？モチベーションはどう
すれば上がる？そもそもモチベーションって、何？介護の仕事をもっと楽しむ為に、「モチベー
ションの正体」を解き明かしてみましょう！職員個々が自分の仕事について振り返り、考える。自
己啓発の機会としてご活用下さい。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

211 6001 秋山
誰もが質の高いサービスを提供する
ために。OJTの考え方と進め方。

苦情の上位に位置する職員のサービス質。常に質の高いサービスを提供する方法を、業務標
準におけるOJTの進め方を中心に、演習を通じて考える研修とする。

120分 要相談 ①

　
人
材
育
成
・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。
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番号

講師
番号
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212 6004 小原
人権研修講師・ファシリテーターの養
成

講師・ファシリテーターとしての心がまえ、人権全般及び個別課題（差別・虐待・ハラスメント等）
に関する知識、カリキュラムの作り方、アクティビティなどを講義とワークで習得する。個別課題
は出向先事業所の希望に沿って設定。研修資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンライン
は「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可、研修形式はオンライン仕様）

90～
120分

応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

213 6004 小原 人権尊重の福祉人材の育成

福祉事業の柱は人材。人に関わる福祉事業は人権と一体。福祉人材には専門的なスキルと同
時に人としての資質が求められる。良好な関係づくりと良質な福祉サービス提供の基盤は人に
やさしい人材。講義とワークで人権意識の高い人材を育成する。研修資料はパワポとテキスト、
一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

214 6004 小原
ハラスメント相談窓口（担当者）の養
成

ハラスメントの相談対応は極めて難しい。対応を誤ると解決が長引いたり、二次被害が起きる。
これまでの数多くの相談経験を活かし、自信をもって相談に対応できる担当者を養成する。研修
形式は講義とロールプレイ、ＤＶＤ視聴。研修資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンライン
は「招待」または「事業所に出向いて実施」、研修内容はオンライン仕様なら可）

90～
120分

応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

215 6004 小原
面談・相談の心得と技法を学ぶ
～「聴く力」は大きい～

上司として先輩、同僚として面談・相談に応ずることがある。適切な対応で問題解決につながる
一方で、対応によっては問題を広げ、深めることにもなりかねない。面談・相談の効果と心得、
技法を学ぶ。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは
「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

216 6004 小原
メンタルヘルス～過剰なストレスをな
くし健康な職場生活を～

近年、職場でメンタルヘルスに不調をきたす人が増加傾向にある。ストレスの問題性、ストレス
要因やセルフケア、ラインケアの理解、更にセルフチェックで自分の心身の状態に気づき、健康
な職場生活の実現をめざす。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。
（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

217 6005 小嶋
スキルアップをめざして
～対話力とメンタルケア～

「すべての人の多様性を個性として認め尊重する」「風通しを良くし信頼できる人間関係をつく
る」ために、「コミュニケーションー対話力の養成」を中心に、「怒りの自己コントロール・テクニッ
ク」、「ストレスのセルフケア」などを学び、スキルアップを図ります。

100分
以内

応相談 ①

218 6005 小嶋 リーダーシップをみがく
介護、保育、認知症ケア支援者には豊かな感性と率先垂範力が欠かせない。利用者を尊重し
職員間の良い関係をつくり現場のモチベーションを上げる。リーダーに求められる意識や人間性
と実践力を育成します。

100分
以内

応相談 ①

219 6005 小嶋
活力ある職場づくりのために
～メンタルヘルスの心得～

「心の状態」は気づくことなく悪化するから怖い。メンタルヘルスで安心と自分らしさを取り戻す。
早期発見と声かけなどセルフとラインのケアを考える。セルフチェック実施。
（グループ討議ありの場合；120分）

100分
以内

応相談 ①

220 6006 永久 成長力向上
個人とチームが成長していくために必要な要素を学びます。仕事の振り返り、仕事の意味づけ
など、日常で実践できる方法を持ち帰ります。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

221 6006 永久 チームOJT
チームで育ち合う、支え合うOJTの仕組みを考えると共に、若手を育てるために必要な対応方法
を学びます。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①
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※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。
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222 6006 永久 中堅職員研修
中堅職員としてどのようにチームに貢献するか、自身のキャリアをどう形成していくか。自身の立
場と役割を再認識し、モチベーションを高めていきます。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

223 6006 永久 リーダー研修
リーダーに必要な要素は何か。どうチームを機能させていくか、課題を解決していくか。明日から
働きかけることのできるリーダーシップの要素を学び、モチベーションを高めていきます。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

224 6006 永久 キャリアパスを考える

入職してから何を目指して、どのようなステップを歩んでいくのか。自分たちで自分のキャリアや
成長について考える研修。組織に何を求められているのか、組織の一員としての自覚も高めて
いきます。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

225 6008 岩見

【セルフケア】
コロナ禍における介護・福祉職のメン
タルヘルス・ストレスマネージメント入
門

コロナ禍の介護・福祉の現場において、どのような事がメンタルヘルスに影響するのか？どのよ
うな対策を立案すれば良いのか？職員の皆さん一人一人ができるセルフケアの観点から学ん
で頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

226 6008 岩見

【ラインケア】
コロナ禍における介護・福祉職のメン
タルヘルス・ストレスマネージメント入
門(ラインケア)

コロナ禍の介護・福祉の現場において、どのような事がメンタルヘルスに影響するのか？どのよ
うな対策を立案すれば良いのか？リーダー、管理・監督職の皆さんが考えるべき事項について
学んで頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

227 6008 岩見
介護の仕事が楽しくなる！ワーク・エ
ンゲージメント高めるコツ

感情労働と言われる介護の仕事に対して、ポジティブで充実した心理状態を保つために必要な
３要素、認知的、感情的、身体的関与を高めるために必要な事について学び、皆さん自身に考
えて頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

228 6008 岩見
引っ張らないでも大丈夫！
介護リーダーシップの極意

リーダーとして必要な事と、リーダーシップの様々な種類をお伝えした上で、自分が実践できる
リーダー像をイメージし、実践するための具体的な計画を立案して頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

229 6008 岩見
離職予防・職員定着に必要なリー
ダーの心得

離職予防・職員定着のために、リーダーが心がける事、メンタルヘルス、コミュニケーション、目
標設定、面談技法などについてお伝えします。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

230 7011 山田
チーム力もアップ！福祉・教育職員
のエンパワメント

ストレスを抱えがちな福祉・保育職員がストレスを解消し、元気になるためのワークショップを行
います。お互いの持ち味を再発見し、チーム力のアップも目指します。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

231 7011 山田
職員の強みを見つけ、補い合うワー
クショップ

支援観や経験値の違いから、ついつい相手の欠点が目につき、不満を持ちがちな福祉・保育の
仕事。職員同士の価値観や強みを再確認できる研修です。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

232 1001 加藤 介護事故・ヒヤリハットの分析方法

事故の防止策を作るための重要な方法のひとつが、現に発生してしまった事故・ヒヤリハットの
原因を分析することです。ある事故がなぜ起こってしまったのか、その諸要因を分析するため
に、ＳＨＥＬやＷＷＡ等の方法を演習を通じて学びます。講義を中心に、演習は個人ワークでお
こないます。

120分 随時。事業所と協議。 ①
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233 1001 加藤 ヒヤリハットの活かし方

様々な事故を防ぐためにヒヤリハットに取り組んでも、なかなか効果が出ないこともあります。も
う一度ヒヤリハットの基本的な理解に立ち返り、どのような事態をヒヤリハットとして記録するの
か、集まった記録の分析方法や改善策の立て方を学びます。講義を中心に、一部で個人ワーク
をおこないます。

90分 随時。事業所と協議。 ①

234 1002 泉
無自覚な虐待を防ぐために
～始まりは不適切なケア～

無意識に行っている不適切なケアを意識し、虐待の芽を取り除いていく必要性を学ぶ 90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①

235 1002 泉
転倒骨折事故防止への対応
～転倒リスクアセスメントの重要性～

転倒骨折事故を起こさないために、転倒の原因を分析し対応策を考える 90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①

236 1003 丸山
リスクマネジメント
～事故の再発を防止する組織づくり
～

介護事故やヒヤリハットを再発防止に活かし、利用者満足度（ＣＳ）を高める基本を学びます（主
に新人・初級者対象）。
Zoom研修応相談。

120分

原則月・水曜の日中。他の
曜日・時間応相談。
23区外・島嶼部・都外は
Zoom研修応相談。

③

237 1003 丸山
虐待防止
～適切なケアしてますか～

虐待や身体拘束の基本的知識と法令等を確認し、日頃の支援のあり方を振り返ります（主に新
人・初級者対象）。
Zoom研修応相談。

120分

原則月・水曜の日中。他の
曜日・時間応相談。
23区外・島嶼部・都外は
Zoom研修応相談。

③

238 1004 安原 虐待防止と身体拘束
虐待防止をしいくには身体拘束等をしないことが大切になります。事例検討をして共にに考えま
しょう。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

239 1004 安原 苦情処理の仕組みとクレーム対応
苦情処理の仕組みを理解するこ事でよりよい支援の仕方を考えます。クレーム対応をどうしてい
くか学んでいきます。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

240 1014 岩本
施設におけるリスクマネジメント
【基礎】

福祉施設内でおこるヒヤリハットや介護事故を防ぐ方法の基礎　座学 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

241 1014 岩本
在宅介護のリスクマネジメント
【基礎】

在宅でおこるヒヤリハットや介護事故を防ぐ方法の基礎　座学 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

242 1014 岩本 施設における災害時対策
福祉施設での災害時どのように施設内意識が必要かについて想定外な状況時の事例と対策を
話し合います。

90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

243 1014 岩本
施設におけるリスクマネジメント
【応用】

福祉施設内でおこるヒヤリハットや介護事故を防ぐ方法の座学と演習 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①
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244 1014 岩本
在宅介護のリスクマネジメント
【応用】

在宅でおこるヒヤリハットや介護事故を防ぐ方法の座学と演習 90分
金土日で応相談
(但し、オンラインは月-木夕
方)

①

245 2005 初貝 「虐待の芽」を摘もう
「虐待」という言葉が深刻な響きがあるためその深刻さから隠蔽されがちである。提供しているケ
アが不適切なケアであることに気づいていないことを踏まえ虐待防止を考える。PowerPoint等使
用する。

120分
・基本、土日
・平日は応相談
・曜日により終日可

②

246 2005 初貝
リスクマネジメント
「事故ゼロ」を可能にするために

事故の種類、事故が起きやすい時期等、事例をもとに理解する。その分析結果を自職場でのア
プローチに活かせるよう考える。

120分
・基本、土日
・平日は応相談
・曜日により終日可

②

247 2007 来栖 拘束する人、される人
身体拘束廃止に向け、厚労省指針や裁判事例、利用者・職員それぞれの辛さも視点においた
価値あるリスクマネジメント研修です。

120分
月曜日～木曜日、
9:00～21:00で日程・時間調
整をお願いします

①

248 2007 来栖 無くせ！転倒事故の加害者、被害者
職員が日々緊張を迫られる利用者の転倒リスクを低減させるため、訴訟事例や多角的な視点
からの転倒事故予防の研修です。

120分
月曜日～木曜日、
9:00～21:00で日程・時間調
整をお願いします

①

249 3001 小沼
障害者虐待ゼロの組織づくり
ーメンタルヘルスに着目して

障害者虐待と支援者のメンタルヘルスに関する理解を深め、虐待防止につなげることを目的と
する。講義・グループワークを行う。

120分
水曜日以外（土日祝も可）
で応相談

①

250 3002 関谷
怒りと感情の心理学入門
～心理学に基づくアンガーマネジメン
ト・虐待予防への一視点～

世の中で「アンガーマネジメント」が“流行って”います。それだけ、私たちは怒りという感情の扱
いに困っているのでしょう。この研修では、心理学の研究や理論をもとに感情や怒りの特徴につ
いて学びながら、国内外の研究成果を参考に、怒り感情を取り扱う視点や手法について、いくつ
かのヒントをご提供します。

90～
120分

ご相談の上、調整いたしま
す（土日、夜間帯含む）。

①

251 4002 山屋 ハラスメント
現代社会におけるハラスメントが話題になっています。自分では気がつかないハラスメントの予
防を事例を用いて学びます。

90～
120分

毎週水曜日不可 ②

252 4003 平野 介護事故とトラブル
ヒューマンエラーはどうして起きるのでしょう。事業で起きる事故は何が原因でしょうか。／講義
とGW

90分 応相談、土日調整可能 ②

253 6001 秋山
【利用者虐待防止１】
感情労働の視点から進めるセルフ
チェック

職員であっても人として持つ感情（怒り、悲しみ、気持ちの落ち込み等）の変化は当たり前のこ
と。その変化の状況を演習を通じて理解し、自分自身の感情の変化と対応方法を理解する研修
とする。

120分 要相談 ①

254 6001 秋山
【利用者虐待防止2】
組織で守る利用者の人権。メンタル
ヘルスマネジメントの考え方

利用者の人権侵害の最たるものは虐待。虐待を防止するために、職員のモチベーションを維持
し、常に職員の安定した状況を構築するための組織としての「しくみ」つくりの方法を、演習を通
じて考える研修とする。利用者虐待防止1を選択していただいたことが理想です。

120分 要相談 ①
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255 6001 秋山
リスク無しの仕事はありません。リス
クマネジメントとリスクコミュニケー
ションの考え方。

仕事には必ずリスクが伴います。演習を通じてリスクを明確にし、その対処方法を考える研修と
する。

120分 要相談 ①

256 6002 吾妻
福祉職場における虐待を生まない組
織作りのポイント

虐待の背景には「小さな悪意の芽」があります。これを見過ごすと「大きな悪意の芽」となり 『虐
待』 に至ります。
虐待を生まないために「小さな悪意の芽」を摘むポイントを学びます（パワーポイントを使った講
義形式）。

90分 応相談 ②

257 6004 小原 ハラスメントのリスク防止・回避

ハラスメンは、被害者や加害者、職場にとって計り知れないリスクとなる。職場にとっては労働力
の低下・喪失や個別労働紛争、法違反（安全配慮義務違反、不法行為責任など）などがある。リ
スクマネジメント、クライシスマネジメントでリスクの防止、回避をはかる。研修資料はパワポとテ
キスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

258 6004 小原 子どもの虐待防止の基礎を学ぶ
虐待防止の第一歩は虐待（含むグレーゾーン＝マルトリートメント）について正しく知り、理解す
ること。正しい理解から気づき、実践、配慮が生まれる。研修形式は講義とワーク。資料はパワ
ポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

259 6004 小原 高齢者の虐待防止の基礎を学ぶ
虐待防止の第一歩は虐待（含むグレーゾーン＝不適切なケア）について正しく知り、理解するこ
と。正しい理解から気づき、実践、配慮が生まれる。研修形式は講義とワーク。資料はパワポと
テキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

260 6004 小原 障がい者の虐待防止の基礎を学ぶ

虐待防止の第一歩は虐待（含むグレーゾーン＝不適切なケア）について正しく知り、理解するこ
と。正しい理解から気づき、実践、配慮が生まれる。支援（サービス）の内容によって研修内容が
異なる。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」
または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

261 6004 小原
【虐待防止応用編】
虐待をなくす方策を探る

虐待防止の第一歩は虐待（含むグレーゾーン）について正しく知り、理解することであるが、次の
ステップは虐待が起きる背景・要因を探り、断ち切ること。講義とグループワークで虐待の防止
策を探る。防止対象（子ども、高齢者、障がい者）は事業所の希望による。（オンラインは「招待」
または「事業所に出向いて実施」、研修内容はオンライン仕様なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

262 6004 小原
【虐待防止応用編】
虐待事例を通して防止を考える

虐待防止（含むグレーゾーン）の切り口は多様。この研修では、具体的な虐待事例を使用して講
義とグループワークで防止を考える。防止対象（子ども、高齢者、障がい者）は事業所の希望に
よる。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」、研修内容はオンライン仕様なら
可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

263 6004 小原
クレーム防止とクレーム対応の基礎
を学ぶ

クレームの起きないＣＳ（顧客満足）となるサービスための基本はＥＳ（従業員満足）。クレームを
回避・防止すると同時に、クレームは完全には回避・防止できないとの認識の下、適切なクレー
ム対応でリスクを軽減する。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。
（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①
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※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。
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科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

264 6004 小原
【クレーム対応応用編】
クレーム対応マニュアルを考える

クレームは避けられないとの認識の下、クレームが発生した時に適切に対応でき、マイナスの影
響を最小限にとどめられるよう、対応方法を予め定めておく必要がある。マニュアルを考えること
はクレームへの適切な対応とクレーム防止に役立つ。研修形式は講義とグループでのワーク
ショップ。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」、研修内容はオンライン仕様な
ら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

265 6005 小嶋 高齢者・障害者「虐待」の撲滅
「虐待」は社会の関心も高いが、事業所内でも繰り返し発生している。なぜ職員が「虐待」をして
しまうか、防ぐにはどうするのか？「高齢者虐待防止法」の理解、定期的な注意喚起と意識啓
発、利用者の気持ちをキャッチするコミュニケーションなど防止策を学びます。

100分
以内

応相談 ①

266 6005 小嶋
パワハラ・セクハラなど
正しい知識と心構え

「パワハラ」についての禁止規定が法的に定められた（令和2年6月施行）。そこで改めて「パワハ
ラ」を主題に、「マタハラ」、「セクハラ」（「性的マイノリティ（LGBT）へのセクハラ言動禁止」を含め
て）および「モラハラ」について、裁判事例を含めて学びます。

100分
以内

応相談 ①

267 6005 小嶋
ハラスメント相談の進め方
～相談委員、窓口の対応～

本講座は管理者・リーダーにも必須。いじめ、パワハラ・セクハラを「解決できるか否か」は事前
準備で決まります。ポイントは①組織の体制➁管理者の理解➂従業員啓発④相談窓口強化ー
相談者との信頼構築・相談の進め方・事実の聴取等、事例と講師体験も参考に説明。

100分
以内

応相談 ①

268 6008 岩見
介護現場における苦情・クレーム対
応のコツ！

苦情とクレームの違い、ハラスメントとの区別、具体的な苦情とクレームを受けた時の対処方
法、組織的に対策を立てる方法などを事例を通して学びます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

269 6008 岩見
事例で学ぶ！介護・福祉現場の
リスクマネージメント

過去の事例を通して、どのような内容が過失（結果発生予見義務と結果発生回避義務）として問
われるかについて学び、またSHELL分析の活用法、具体的なケースに対してグループで対策を
考えて頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

270 6008 岩見
今からできる！高齢者虐待と
不適切ケアをなくすポイントとは？

高齢者虐待の背景には、多くの「不適切ケア」があると言われています。「不適切ケア」はなぜ起
きるのか？「不適切ケア」を減らすために、個人、組織としてどのような事に取り組む事が必要な
のか？事例も入れながらワークを通して考えて頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

271 6008 岩見
ハラスメントが起きない介護現場を作
る方法

家族・利用者からのハラスメント、職員間のハラスメントを防ぐための初期対応のコツ、組織と個
人としてどのようにハラスメントに対して取り組む事が必要か学ぶ事ができます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

272 6008 岩見 困難事例で学ぶ！ハラスメント対策
過去の困難事例を通して、グループで考えながら、ハラスメントを予防する具体的な対策の立
案、実際の対策事例、PDCAを実行するためのコツを学ぶ事ができます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

273 7011 山田 児童虐待の発見と連携
児童虐待に関する事例を「親視点」「保育士視点」「子ども視点」それぞれから考え、連携のあり
方について考えます。できれば※Ｙ７や※Ｙ8の研修を併せて受講することが望ましいです。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①
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274 1004 安原 ハラスメントの対策

ハラスメントをもう一度考えて見ましょう。何げない一言が加害者や被害者になります。男女雇用
機会均等法や育児･介護休業法の改正で防止措置を講じることが事業主に義務づけられてま
す。働きやすい職場環境を考えてみます。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合
は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

275 2002 関屋
福祉施設職員の職業倫理、ハラスメ
ント予防　事例から学ぶ

障害者支援員や高齢者介護職等の職業倫理を、事例やチェックリストなどを用いて解説します。
障害者・高齢者・児童福祉施設等における虐待・ハラスメントの予防を図る研修です。
福祉事業所の職員の理念、倫理、福祉マインド等の基礎を学び、資質向上を図ります。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

276 2002 関屋
福祉施設におけるグループワークの
理論　基礎編

障害者支援事業所等におけるグループワークのプロセスや、プログラム立案と実例、その多様
な形態などを、事例も用いて学びます。
利用者の人間関係と生活の質の向上等を図るグループワーク。更なる拡充を目指して、集団支
援技術の基礎を解説します。社会福祉におけるグループワークの理論を中心に学びます。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

277 6004 小原
アクティビティ（実践的学習活動）で身
近な人権を学ぶ

人権を理解するためには、知的理解と共感的理解、体験的理解の三つの理解が必要。この研
修ではチェックシートや疑似体験、グループ討議などのワークを通して体験的・実践的に身近な
人権を学ぶ。資料はパワポとテキスト、一方でも可。

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

278 6004 小原 人権の潮流と近年の人権動向・課題

今日も身近に様々な人権課題が存在するが、人権擁護は着実に潮流となっている。人権への
取組みの歴史や世界基準の人権ガイドライン、近年の人権動向・課題を学ぶ。研修形式は講義
とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向い
て実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

279 6004 小原 社会福祉分野の人権課題

福祉と人権は密接な関係にある。社会福祉分野と特に関係が深い女性、子ども、高齢者、障が
い者、外国人、ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）、ハラスメントなどの人権課題の中から希望の課題を
研修。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」ま
たは「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

280 6004 小原 人権・部落問題（同和問題）

部落問題（同和問題）は日本の人権問題の原点。部落差別のない社会を実現するため部落差
別解消推進法が施行された。部落問題を通して人権問題を正しく理解し、誤った認識を改め、部
落差別をはじめ様々な差別のない人権尊重の職場・地域社会の実現をめざす。研修形式は講
義とワーク。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

281 6004 小原 ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）と人権

国内でも、ＳＯＧＩということばが使われ始めている。ある調査では、身近にLＧＢＴの人たちが
8.9%（約11人に一人）の割合で生活されている。セクシュアリティは多様。ＬＧＢＴを正しく理解し、
多様性を認め合う共生社会の実現をめざす。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキス
ト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

282 6004 小原
＜ワークショップ＞
新聞記事から身近な人権を考える

人に関わる福祉と人権は一体。身近な新聞記事を使用したワークショップで、人権が私たちの
日常生活や職場に密接に関わっていることに気づく。ワークショップとは調査、意見交換、体験、
発表による心と頭と体で学ぶ学習方法。

90～
120分

応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

283 6004 小原 職場のハラスメントの基礎を学ぶ

ハラスメントと名の付くものは沢山ある。ハラスメントの防止は正しく知ることから始まる。制定さ
れたハラスメント規制法も踏まえ、職場に関係の深いセクハラ、パワハラ、マタハラ、ＳＯＧＩハラ
などについて、基本的な知識を身に着ける。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキス
ト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①
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284 6004 小原
【ハラスメント防止応用編】
事例から学ぶ職場のハラスメント

原則、ハラスメントについて基本的な知識のある人を対象とする研修。職場のハラスメントにつ
いての復習と事例を使ったグループワーク・発表を通して、さらに理解を深める。（オンラインは
「招待」または「事業所に出向いて実施」、研修内容はオンライン仕様なら可）

90～
120分

応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

285 6004 小原
【ハラスメント防止応用編】
自分に気づく、職場に気づく

原則、ハラスメントについて基本的な知識のある人を対象とする研修。心理学・コミュニケーショ
ン学（交流分析＝ＴＡ）の視点から自分の生きグセ（思考パターンや行動パターン）に気づき、
チェックリストで職場の身近なハラスメントに気づく。研修形式は講義とワーク。資料はパワポと
テキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

286 6004 小原 パワー・ハラスメントの防止

ハラスメントの中で最も相談が多いのがパワハラで、令和元年度の全国の相談対応件数は
87,570件。相談が毎年増加の一途をたどっている。令和2年6月からパワハラ防止が法制化（パ
ワハラ規制法）。パワハラに特化して講義とワークで理解を深める。資料はパワポとテキスト、一
方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

287 6004 小原
【人権問題応用編】
差別・虐待・ハラスメントの根源・防止
策を考える

差別と虐待・ハラスメントの根っこは同じ。差別と虐待・ハラスメントは心が形に現れる。差別の
心、虐待の心、ハラスメントの心を探り、防止策を考える。研修形式は講義とワーク。資料はパ
ワポとテキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

288 6004 小原
【人権問題応用編】
コロナ差別、コロナ・ハラスメントを考
える

差別・ハラスメントは遠い存在ではない。いつ自分が、身近な家族や働く仲間が、被害者や加害
者になるかもしれない。コロナ過にあって、医療・福祉従事者がコロナ差別やコロハラの被害に
多く遭っている。コロナ差別やコロハラの現状、根源を考え、解消の一助とする。研修形式は講
義とワーク。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

289 6005 小嶋
あらためて学ぶ人権意識
～「人権」「差別」ってなあに？

保育・介護など福祉事業の行動理念は倫理と人権の尊重。「人間らしく生きる権利」が人権、憲
法の中心柱。「生命の尊厳性」と「差別意識払拭」。職員一人ひとりの「人を大切にする良心」が
人権意識。お互いに違う多様性と個の尊重など。人権の知恵から学びます。

100分
以内

応相談 ①

290 6005 小嶋
人権意識が、現場の 「虐待」や
「ハラスメント」を防ぐ理念となる

毎日「人と人が接していくこと」が福祉・介護の土台、それを支える意識として「人権」と「倫理」が
大事。介護現場の深刻な人権侵害が「利用者への虐待」と「職員・利用者へのハラスメント」。
「虐待」「ハラスメント」の発生要因をあげて、人権の視点から防止策を考えます。

100分
以内

応相談 ①

291 6005 小嶋
今、職場最大の人権テーマ
～いじめ・ハラスメント防止～

今、世間はセクハラ・パワハラで騒がしい。モラハラ、マタハラも含めハラスメントは職場環境を
打ち壊す人権侵害。人は頭で分かっても心まで簡単には改まらない。裁判事例などをあげて判
断基準など正しく知り、加害者にも被害者にもならない対応の要点を考えます。

100分
以内

応相談 ①

292 1002 泉
職場内でのコミュニケーションを円滑
に

職場の人間関係を良くするためのアサーティブなコミュニケーション方法を演習を通して学ぶ 90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①

293 1002 泉
介護職に必要な接遇マナー
～信頼関係構築のために～

利用者や家族との信頼関係を構築する接遇マナーの必要性を学ぶ 90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①
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294 1003 丸山 介護職の接遇マナー
挨拶・表情・基本的態度や敬語表現、電話応対など基本的マナーについて演習しながら学びま
す（主に新人・初級者対象）。
Zoom研修応相談。

120分

原則月・水曜の日中。他の
曜日・時間応相談。
23区外・島嶼部・都外は
Zoom研修応相談。

③

295 1004 安原 職場環境に必要な接遇とマナー
対人援助の職場環境で必要な接遇とマナーの基本を身につけ、利用者と家族との信頼関係の
構築について学んでゆきます。　(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能で
す。)

90～
120分

ご相談ください ②

296 1004 安原 コミユニケーションの基礎と技術
介護職として必要なコミユニケーションの基本要素、手段と技法を理解して身につけます。実習
を中心とします。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

297 1004 安原 相談・面接の進め方
利用者や家族と面接や相談にどの様に対応してい行けばいいのか。基本的理解と進め方を理
解して実践できるとうにします。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能で
す。)

90～
120分

ご相談ください ②

298 1005 渡邉
福祉現場における基本的接遇スキル
とチームコミュニケーション力向上

１）内容：福祉現場で基本となる、ご利用者やその家族への接遇のスキルの向上と、好印象を与
える接遇について、コミュニケーションやホスピタリティーを実践的に学びます。
２）形態：講義形式とグループワークを取り入れた研修を実施します。
３）対象者：新入職員～3年目

120分 相談に応じます ①

299 1005 渡邉
福祉現場における接遇スキルとチー
ムワーク力向上技法

１）内容：利用者や家族そしてスタッフ間での接遇のスキルや、好印象を与える接遇についてホ
スピタリティーをベースに、組織内のチーム力を高める関係作りを学びます。2～3年目スタッフ
の再研修の場とした内容を予定しています。
２）形態：講義とグループワーク形式で学びます。
３）対象者：新入職員～5年目

120分 相談に応じます ①

300 2002 関屋
福祉施設職員の人間関係　事例から
学ぶ

職員のストレスや、支援の質にも密接に関連する職場のコミュニケーション。その課題と改善に
向けた取り組みの方法を、事例も用いて解説します。事業所内の人間関係の改善と、職員の離
職予防を図る研修です。
障害者や高齢者等施設の、職員間の人間関係のストレスとその対処を中心に、コミュニケーショ
ンの基礎を学びます。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

301 2002 関屋
面接の基礎　バイステック7原則から
学ぶ援助関係の構築

相談や訪問における面接の基礎、利用者との人間関係の構築、良好なコミュニケーションの方
法を「バイステックの7原則」を基盤に、事例も交えて学びます。
 障害者や高齢者、児童、生活困窮者等、利用者との援助関係の難しさに、バイステックの7原
則はどのように応えているのか、関わりの姿勢、視点などを解説します。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

302 2009 黒木
面接技術：
相談時のコミュニケーションと面接の
基本パターン

面接の基本パターン　演習：利用者との相談時のコミュニケーションのあり方と日常会話との区
別がつかないグループにお勧めの研修です。相談時のコミュニケーションの特殊性を理解し、話
の聞き方のコツを学びます。演習形式。

120分
相談により研修内容および
予定を決定

①
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303 2009 黒木
面接技術：
応答技法と非言語の技法

面接技法のひとつである応答技法を演習します。また、非言語についての理解を深め、非言語
的な係わり合いの基礎を身につけることも目標とする研修です。演習形式。

90分
相談により研修内容および
予定を決定

①

304 2009 黒木 ストレングスアプローチとIメッセージ
福祉職には「聴く」ことと同様に「話す」ことも求められています。ストレングスアプローチを基礎か
ら学び、Iメッセージも使えることができるようになることを目指す研修です。演習形式。

90分
相談により研修内容および
予定を決定

①

305 2009 黒木 アサーティブ・コミュニケーション
伝えるのが難しいと感じるのは何故か。同僚間や利用者とのコミュニケーションの改善に、ア
サーティブ・コミュニケーションを身につけることを目的とする。講義・演習形式

90分
相談により研修内容および
予定を決定

①

306 3001 小沼 面接技術と記録の基礎を学ぶ
面接場面のロールプレイを通じて、面接技術ならびに記録の方法について、基礎的な理解を深
める。少人数のロールプレイが中心。

120分
水曜日以外（土日祝も可）
で応相談

①

307 3002 関谷
支援に効く！
コミュニケーションに効く！
「傾聴の基本公式」

「傾聴」の重要さはよく耳にしますが、「では、具体的にどうすれば傾聴につながるのか？」　とい
う問いには意外と答えられないものです。この研修では、利用者さんはもちろん、関係機関や同
僚どうしなど、相手を問わず様々な場面で使える「真の傾聴」につながるシンプルな公式を、講
義と簡単なワークを通じて学びます。

90～
120分

ご相談の上、調整いたしま
す（土日、夜間帯含む）。

①

308 3002 関谷
「応用行動分析」への招待
～まずはじめに知っておくべき行動
分析学の基礎知識～

人の「行動を変える」ことを目指す応用行動分析。高度な技法は難しくても、考え方の基礎だけ
でも知っていれば、そのエッセンスを普段の支援で活用し、拠り所にできます（私も実際に活用し
ています）。福祉職はぜひ知っておくべき基礎理論を、心理学初心者の大学１年生にも好評な入
門編講義をアレンジしてお伝えします。

90～
120分

ご相談の上、調整いたしま
す（土日、夜間帯含む）。

①

309 4002 山屋 介護職のコミュニケーションの基本
相手を尊重しながら適切な方法で自己表現を行いましょう。「そんなつもりで言ったのではありま
せん」は通用しないのです。専門職としてのコミュニケーションスキル高められるように演習を中
心に進めます。

90～
120分

毎週水曜日不可 ②

310 4003 平野 接遇研修
選ばれる事業所・施設を目ざして、今！取り組むことは何かを皆さんで考えてみましょう。／講義
とGW

90分 応相談、土日調整可能 ②

311 4003 平野 アサーティブなコミュニケーション
相手も自分も大切にするコミュニケーションとは。自分のコミュニケーションを振り返り、アサー
ティブに伝えてみましょう。／講義とGW

90分 応相談、土日調整可能 ②

312 5004 森川
訓練すれば誰もが向上。ここから始
める接遇・マナー

言葉遣いの乱れはケアの乱れ。おもてなしの気持ちを持ってケアできるように、最初の一歩とし
て学んでみましょう

90分 応相談 ①

313 5009 島田 介護現場で考えるサービスマナー

職員の皆さん、「したいケア」してますか？業務に追われ、忙しさからついつい対応が・・・。介護
職員のマナーで一番大切なのはご利用者への接し方。ケアの質はマニュアルだけでは整いま
せん。皆さんの想いを活かす「介護の所作」で、気持ちを表し、相手に伝える「サービスマナー」
について考えてみませんか？

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①
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314 6001 秋山
苦情の４割は職員接遇。マナーから
考える接遇のありかた。

対人サービスにかかわる職員の態度、言葉遣い等を単なる接遇という側面だけで行うのではな
く、社会人、組織人としてのマナーの側面から理解することを、演習を通じて理解する研修とす
る。

90分 要相談 ①

315 6001 秋山
円滑な人間関係を築くために。「心理
的安全性」の考え方。

人間関係がうまくいかず離職する割合はとても高い現状で、どのように人材定着を図るのか？
「心理的安全性」の考え方をもとに、円滑なコミュニケーション構築の方法を、演習を通じて考え
る研修とする。

120分 要相談 ①

316 6002 吾妻
福祉サービス職員に必要な組織性の
理解とコミュニケーション

福祉職員の多くは仕事に対して“熱い心”を持っていますが、この気持ちが強いあまり“組織人と
してふさわしくない行動”がみられる人もいます。
本研修は組織の一員として必要な心がまえを確認するとともに、職員間の円滑なコミュニケー
ションのポイントを学びます（パワーポイントを使った講義＋個人ワーク）。

90分 応相談 ②

317 6003 金子 職場の人間関係の改善
どの職場でも人間関係は益々難しくなっている。せっかく育った人材の退職は職場の大きな損
失。如何に離職率を低下させるか？異業種を含め数多くの職場の実体験から解決の糸口をみ
んなで討議したい。

120分 応相談 ①

318 6004 小原
接遇・コミュニケーションの基本
～よりよい人間関係のために～

コミュニケーションは接遇の大きな要素。よりよい人間関係をつくる接遇・コミュニケーションの理
論と基本的な対応を学ぶ。ワークで自分の対人関係の「くせ」に気づき、相手との親密性向上に
役立てる。研修形式は講義とワーク。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら
可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

319 6004 小原
人権尊重のコミュニケーション①
～心と技～

コミュニケーションは心と技の複合体。人を大切にするコミュニケーションに向け、心理学・コミュ
ニケーション学（交流分析＝ＴＡ）の視点から自分の心に気づき、併せてカウンセリングの視点か
らコミュニケーション技術（聴き方、話し方）を考える。研修形式は講義とワーク。資料はパワポと
テキスト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

320 6004 小原
人権尊重のコミュニケーション②
～ことば・表現～

ことば・表現はコミュニケーションの重要なツール。ことば・表現は心を映す鏡。中には、ことば・
表現の意味を知らないで使い、人間関係が壊れることがある。人間関係を深めたり、壊したりす
ることば・表現を事例を交えて考える。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方
でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

321 6005 小嶋
利用者の心に届く
「マナー」 と 「コミュニケーション」

第一印象を決めるのは「表情」と「姿勢 」心地のよい「言葉づかい」「コミュニケーション」のスキル
アップ「傾聴」という技法・心構え聴き上手になるための４つのポイントアサーティブな話法で品質
を高める怒りのコントロールすぐにできる「4つの技」、日々の実践・習慣化。

100分
以内

応相談 ①

322 6005 小嶋
聴く伝える、
快適なアサーションセミナー

人間関係、人と人との関わり、気持ちの交換はコミュニケーションを介して行われます。この研修
は、聴き方として「傾聴」の重要性と難しさを講師の体験も参考に認識いただき、話し方としてバ
ランスの良いアサーション技法を具体事例を挙げて皆さまと一緒に考えます。

100分
以内

応相談 ①

323 6006 永久 ビジネスマナー

福祉現場になぜビジネスマナーが必要なのか。その重要性を考えた上で、多くの方々と信頼関
係を築くことを目指し、仕事に必要なマナーを学びます。演習も交えて実践で活用できるように
なることを目指します。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①
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324 6006 永久 ビジネスコミュニケーション
「話し方」「聴き方」「文書の書き方」。仕事におけるコミュニケーションスキルの基礎力を高めま
す。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

325 6006 永久 チームコミュニケーション
チームとは何か？チームで仕事を進める上で必要な意識とスキルを学びます。「PDCA」「報連
相」など仕事を進める上で必要な基礎も再確認します。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

326 6006 永久
オンラインコミュニケーションを楽しも
う

コロナ禍を経て、「オンライン会議」や「オンラインセミナー」、「オンライン面談」などが定着してき
ています。オンラインでのマナーや効果的なコミュニケーションを体験しながら学びます。
オンライン：Zoom活用。

90分 応相談 ①

327 6006 永久 上司の面談スキル
個別面談や目標管理面接など。メンバーとの相互理解を図りながら、やる気を促し、適格に
フィードバックするコツを学びます。
オンライン：Zoom活用

120分 応相談 ①

328 6008 岩見
介護・福祉職の相手との関係性を築
くコミュニケーション術

職場の悩みの大きな部分を占める人間関係の悩み。職員、利用者との関係性を作るために必
要なコミュニケーションスキル（セルフコミュニケーション、対人コミュニケーション、コーチングス
キル、アサーティブコミュニケーション）などを学んで頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

329 6008 岩見
新入職員のための介護職に必要な
マナーと接遇

新入職員の介護職に必要なマナーと接遇、介護現場での相手との関係性の築き方、報告の仕
方などを中心に学んで頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

330 1004 安原 理念を活かした福祉施設の実践
理念とは何か。もう一度考えて見ましょう。利用者支援の原点に返って福祉施設･事業所の実践
に活かしていきましょう。(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

331 3001 小沼
ストレングスモデルに基づくアセスメ
ント

ストレングスモデルに基づくアセスメントやプランニングの実践的な理解を深めることを目的とす
る。事例を活用したグループワークが中心。

120分
水曜日以外（土日祝も可）
で応相談

①

332 3002 関谷
支援にも、カンファレンスにも使える
「解決志向」＆「ブレインストーミング」
の実践活用法

支援方針が分からないケース、結論が出ないカンファレンス…。このような、福祉支援の現場で
出会いがちな「どうすれば良いのかわからない」場面では、「解決志向」と「ブレインストーミング」
の枠組みが強い味方になってくれます。「わからない」を逆に活用することを目指す、解決志向
的な支援の視点に触れてみましょう。

90～
120分

ご相談の上、調整いたしま
す（土日、夜間帯含む）。

①

333 5004 森川 チーム力を高めよう！
頭と体を使ったゲームやグループワークを通じてチーム力を高める方法を学びます。アクティブ
な内容になっていますので、楽しく学ぶことができます。

90分 応相談 ①
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※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

334 6004 小原
世界基準の人権への取組み
～「指導原則」、「SDGｓ」、「ダイバー
シティ」～

国連のビジネスと人権に関する指導原則やSDGｓ、ダイバーシティの推進は世界の流れ。SDGs
やダイバーシティの取組みは人権擁護の取組みそのもの。昨年10月、指導原則の日本「行動計
画（NAP）」がつくられ、取組みが本格化する。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキス
ト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

335 6004 小原
ＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たす
ために

社会福祉法人も企業。社会の一員としてＣＳＲ（企業の社会的責任）が強く求められている。国
連のＣＳＲガイドライン「グローバルコンパクト」、「ビジネスと人権に関する指導原則」などを通し
て果たすべき社会的責任を考える。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方で
も可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

336 6004 小原
人権尊重の働きがいのある職場づく
り

国連機関の一つのＩＬＯ（国際労働機関）は、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕
事）を推進中。　その一つが安全で健康に働ける職場の確保。講義とワークを通して、安全で健
康に働ける働きがいのある職場づくりを考える。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキ
スト、一方でも可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

337 6004 小原
ハラスメントのない働きやすい職場づ
くり

組織マネジメントに必要な要素の一つが人材。働きやすい職場は働く人の職場定着と能力発揮
の重要な要素。職場環境を阻害するハラスメントについて、講義とワークで総合的に学び、福祉
サービスに専念できるハラスメントのない職場環境をめざす。資料はパワポとテキスト、一方で
も可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

338 6005 小嶋 風通しのより良い職場づくり
職場の「報･連･相」など基本スキル。年齢別・性別によるコミュニケーションギャップの理解、会
話力の向上。不快語や差別表現・ハラスメント傾向の発言排除。加えて、リーダーの「ほめ方」と
「叱り方」「怒りのコントロール」などを習得します。

100分
以内

応相談 ①

339 6006 永久 チーム力向上
異なる価値観を持つメンバーが集まるチーム。どうすればわかり合うことができるのか、チームと
して機能することができるのか。チームの課題解決に取り組みます。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

340 6006 永久 会議ファシリテーション
効果的な話し合いの仕方、会議の進め方を学びます。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

341 6006 永久 ホワイトボード・ミーティング®
ホワイトボードを活用した話し合いや会議の進め方を学びます。職場内の会議だけではなく、利
用者様や入所児童とのコミュニケーションにも役立つヒントを持ち帰ります。

120分 応相談 ①

342 6008 岩見
介護・福祉業界のチーム力向上のポ
イント

チームの成り立ち、チームとグループの違い、チームの発達段階などをお話した上で、意見のす
れ違いが出た時にどう対応するのか？介護・福祉におけるチーム力を向上させるには、日々ど
のような事に取り組む事が必要か学んで頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

343 7011 山田

当事者が力を取り戻すために地域の
福祉事業所間の連携
―自立支援協議会就労部会の連携
事例から考える―

日々の業務の忙しさからおざなりになりがちな他の事業所との連携。100人チアックもの参加が
毎回あるある自立支援協議会就労部会の連携事例から検討します。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①
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※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。
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対象
地域

組
織
ﾏ
ﾈ

344 7011 山田
就労支援事業所の運営を皆で考える
―事業所の強みを見つけ、課題を向
き合う―

工賃・コスト・職員間の連携のあり方など、A県委託で就労支援事業所の中間支援をした経験か
ら、自分では気が付きにくい事業所の強みを見つけ、今ある課題を共通認識にすることを目指し
ます

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

345 2002 関屋
生活保護・生活困窮者の面接・訪問
スキル
＜ケースワークの基礎＞

 生活困窮者や生活保護受給者等を対象とした相談・訪問の技術の基礎と、支援の視点と姿勢
を学びます。
 また、アルコール等の依存症を理解し、依存症者支援の方法などの基礎を、精神保健福祉の
視点から解説します。自立支援・生活支援等を事例から考える研修です。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

346 2002 関屋
生活保護・生活困窮者対象のグルー
プワーク実践

生活保護受給者、生活困窮者等を対象としたグループワークのプログラムと援助技術を、講師
の20年間程の公的扶助グループワークの実践もふまえ解説します。
 また精神保健福祉の視点から、アルコール・薬物・ギャンブル依存症者の回復支援、コミュニ
ティワークの課題等も学びます。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

347 2002 関屋
こども食堂のつくり方・続け方講座
＜福祉施設編＞

福祉事業所が取り組む、子ども食堂･食料支援の始め方や、活動継続の方法等について解説し
ます。
障害者・高齢者・児童福祉施設等による、こども食堂や多世代食堂の取り組みが、各地で行わ
れています。子ども食堂の立ち上げ方や、運営、コーディネート等を学びます。福祉施設の社会
貢献、地域共生社会づくりを目指す研修です。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

348 2002 関屋 社会福祉士受験対策講座
社会福祉士国家試験受験対策の勉強の方法、重要項目を学びます。高い合格率を実現した、１
８年間の社会福祉士試験受験対策講座や、国家試験問題解説の蓄積を活かします。

90～
100分

日曜と、19時以降は不可 ①

349 2009 黒木 グループワークの基礎
ソーシャルグループワークの基礎・理論について理解し、現在施設で行っているグループ活動を
見直す力を得ることを目的とします。活動を交えて、楽しく学びます。講義と演習形式。

90分
相談により研修内容および
予定を決定

①

350 2009 黒木 グループワークの企画
グループワークの計画とプログラミングについて学びます。グループワークを行うための計画の
ポイントとプログラムを作成することで、理論をベースとした活動の組み立て方を学びます。（グ
ループワークの基礎を受講済みのみ）演習形式。

90分
相談により研修内容および
予定を決定

①

351 4001 高岡 コロナと地域の状況について 夜の街新宿と言われた新宿区のコロナの状況からコロナと地域の課題を考える。 120分 応相談 ①

352 4003 平野 感染症と災害から命を守ろう
利用者に必要なサービスを安定的／継続的に提供できる体制の構築に向けて、自分たちので
きることを見直してみよう／講義とGW

90分 応相談、土日調整可能 ②

353 5011 三田 社会資源過疎からの福祉
いわゆる社会資源が限られた地域でも、その地域の力を再発見・発掘していく方法を考え、実際
の事例を活用しながら、地域の可能性へのアプローチ方法のヒントを得ることを目指すという内
容です。

90分
応相談、極力ご希望に沿う
よう調整をさせて頂きます。

①

　
そ
の
他

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。
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354 6001 秋山
コロナ後の組織運営。
「事業継続計画」策定の方法。

今後は感染症や災害等の未曽有の出来事が必ず起こる状況です。そのようなときに、事業を中
断することなく継続するにはどうしたらよいのか。演習を通じて考える研修とする。

120分 要相談 ①

355 6004 小原 公正採用選考で始まるフェアな職場

公正採用選考は職業安定法に定められている人権尊重の採用選考基準。公正採用選考の実
践はフェアな職場づくりの第一歩。公正採用選考とは何か、差別採用選考とは何か、具体的な
事例を通して考える。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。（オンラ
インは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談（原則、あらゆる時
期・曜日・時間帯可）

①

356 6006 永久 理念研修

個々人、価値観は異なります。しかし、チーム支援には“私たちの価値観”が必要です。それは
理念や行動指針など組織が大切にしているもの。その理念について考え、深め、私たちのもの
にしていく取り組みです。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

357 6008 岩見 介護業界における営業力向上
営業に最初に必要なマインドの持ち方、営業に必要な５ステップ、リサーチの仕方、ヒアリングス
キルなどを介護業界におけるインバウンド営業とアウトバウンド営業などについてお伝えしなが
ら、実際にロールプレイを体験して頂き、実践的に使える技術が学べます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

358 6008 岩見
広告費をかけずに、求職者を増や
す！
採用戦略入門

魅力ある事業所には、求職者が集まります。採用が上手くいかないと広告費をかける前に、幹
の部分である、事業理念や理念を職員全体に浸透させる方法を学んで見ませんか？リーダー、
管理職、経営層向けの内容です。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

359 6008 岩見 介護現場における動画活用術　入門
介護現場での動画の活用方法、利用者様の動作分析、地域社会との関係性構築や採用などで
活用できる動画制作の方法などを学ぶ事ができます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

360 7011 山田
実習生の受入が楽しみになる研修・
１
（※Ｙ３）

保育士・社会福祉士・精神保健福祉士実習等の受入にあたって必要な心構え、組織体制・社会
的意義等の基本的事項について実習指導者講習会の内容を圧縮してお伝えします。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

361 7011 山田
実習生の受入が楽しみになる研修・
２（※Ｙ４）

保育士・社会福祉士・精神保健福祉士実習等の受入にあたって、具体的な組織体制・指導のあ
り方について共に考えます。※Ｙ３の研修と合わせ、ユニット型での研修が望ましいです。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

362 7011 山田
実習生の受入が楽しみになる研修・
３

保育士・社会福祉士・精神保健福祉士実習プログラムをについて共に考えます。※Y6の研修と
合わせ、※Ｙ3と※Ｙ４の研修を踏まえ、ユニット型での研修が必須です。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

363 7011 山田
相談支援（ソーシャルワーク）で大切
な事
（※Ｙ6）

相談支援に必要な基礎的な心構え、スキルについて楽しく、深く参加者と共に考える機会を創り
ます。※Ｙ５の研修を併せるとより深く学べます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

　
そ
の
他

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。
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講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など 時間数
実施時期・曜日・

時間帯など
対象
地域

364 7011 山田
スクールソーシャルワーク
―学校文化を踏まえた相談支援―

スクールソーシャルワーカー・障害児者相談支援専門員・社会福祉協議会コミュニティーソー
シャルワーカーの経験から学校との連携について考えます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

365 7011 山田
災害時相談支援
―車中泊者・みなし仮設入居者の相
談支援―

熊本地震の車中泊者等の巡回相談の経験から、災害の社会的様相、被災者がおかれがちな
心理状態、見落とされがちなニーズ、必要な支援（ソーシャルワーク）について学びます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

366 7011 山田
共生型施設・共生型社会
―多様な人の多様な幸せ―

高齢者・障害者・子どもが共に過ごす共生型施設の基本的な考え方や、障害の有無に関わらず
多様な人が暮らす社会のあり方についても考えます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

367 7011 山田
基礎からわかる就労支援
―困窮者・障害者・引きこもり―

障害者・生活困窮者・引きこもりの就労支援の実態、制度の整理、活用の仕方、支援の実際に
ついて学びます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

368 7011 山田
災害時ソーシャルワーク
―熊本地震の事例を中心に―

家族関係が分断され、支援の優先順位が混乱し、支援の行き違いが起こりがちな、災害時ソー
シャルワーク実践のあり方について学びます。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

369 7011 山田
サービス管理責任者・相談支援専門
員のことはじめ

事業所立ち上げの時や新人職員が入職された時などに仕事の内容や心構え、小さな疑問等に
応えてる研修です。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
の全日と金曜日の夕方。
オンラインでは応相談。
（対面望ましい）

①

　
そ
の
他

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「講師名簿」をご参照ください。



 

 

 

 

 

 

 

 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

令和 3 年度 登録講師派遣事業 

 実施報告 および 事業所アンケート 
★アンケート集計結果は、登録講師や東京都に報告し今後の事業運営の参考にします。 

法人名  
施設 

事業所名 
 

回答者名  電話番号 （    ） 

事業所番号*  受講者人数  
研修形態 

（〇を付ける） 
会場   ・  オンライン 

受講者職種  講師名  

実 施 日 月   日   （  ） 実施時間 ：    ～    ： 

科目番号  科目名  

*事業所番号は決定通知に記載があります 

  

＊各問の該当する番号に○をつけ、［ ］内に理由等をご記入ください。 

問１ 今回の研修を受講する目的・目標としたことを学べましたか。 

 1) 学べた  2) ほぼ学べた  3) あまり学べなかった  4) 学べなかった 

※ 上記の理由をお書きください 

 

 

 

 

問２ 今回の研修を受講して、今後に活かしたいと感じたことを具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

問３ 講師との日程調整や事前打合せに、問題はありませんでしたか。 

1) 特に問題はなかった   2)難しい場面があった  ※ 2）の具体的な内容をお書きください 

 

 

 

 

問４ 今後も本事業を利用したいですか。 

1) 積極的に利用したい  2) 利用したい  3) あまり利用したくない  4) 利用したくない 

 ※上記 1)、2)を選んだ場合、 学びたい研修内容があれば、３つまで挙げてください。 

 ①（                  ）  ②（                  ） 

 ③（                  ） 

問５ 本事業についてのご意見・ご感想等をご自由にお書きください。 

 

 

ＦＡＸ送信先 ０３－５８００－０４４９ 
 

東京都福祉人材センター研修室（小林・池田行）  
 

＊研修終了後 3日以内にご返送ください。 

＊本用紙は加工せずご使用ください。 

＊代表者１名がご提出ください。 

 
研修室ホームページもしくは、下記ＵＲＬから入力フォームでご回答もできます。  

https://forms.gle/8He46nYv1HdZ5jUx9   

  

 

単一型 

★ご協力ありがとうございました★ 

https://forms.gle/8He46nYv1HdZ5jUx9


 

 

 １/２ 
 

 

 

 

 

 

※必ず、2 ページ目もご記入とご提出を一緒に行ってください 

 

 

令和 3 年度 登録講師派遣事業 

 実施報告 および 事業所アンケート 
★アンケート集計結果は、登録講師や東京都に報告し今後の事業運営の参考にします。 

法人名 
 

 

施設 

事業所名 
 事業所番号  

回答者名  電話番号 （    ） 

    

講師名  
研修形態 

（〇を付ける） 
会場   ・  オンライン 

実 施 日 月   日   （  ） 実施時間 ：    ～    ： 

科目番号  科目名  

 

参加事業所名 

(代表含む) 

事業所 

種別 
受講者の主な職種 受講人数 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

    
受講人数 

 合計 
  

 

ＦＡＸ送信先 ０３－５８００－０４４９ 
 

東京都福祉人材センター研修室（小林・池田 行）  
 

＊研修終了後 3日以内にご返送ください。 

＊本用紙は加工せずご使用ください。 

＊代表者１名がご提出ください。 

 
研修室ホームページもしくは、下記ＵＲＬから入力フォームでご回答もできます。  

https://forms.gle/uVYx5DgNQrkrUehR7   

 

 

 

ﾕﾆｯﾄ型 

https://forms.gle/uVYx5DgNQrkrUehR7


 

 

 ２/２ 
 

令和 3 年度 登録講師派遣事業 

 実施報告 および 事業所アンケート  2 ページ目 
 

 

＊各問の該当する番号に○をつけ、［ ］内に理由等をご記入ください。 

問１ 今回の研修を受講する目的・目標としたことを学べましたか。 

 1) 学べた  2) ほぼ学べた  3) あまり学べなかった  4) 学べなかった 

※ 上記の理由をお書きください 

 

 

 

 

 

 

問２ 今回の研修を受講して、今後に活かしたいと感じたことを具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 講師との日程調整や事前打合せに、問題はありませんでしたか。 

1) 特に問題はなかった   2)難しい場面があった  ※ 2）の具体的な内容をお書きください 

 

 

 

 

 

 

問４ 今後も本事業を利用したいですか。 

1) 積極的に利用したい  2) 利用したい  3) あまり利用したくない  4) 利用したくない 

 ※上記 1)、2)を選んだ場合、 学びたい研修内容があれば、３つまで挙げてください。 

 ①（                  ）  ②（                  ） 

 ③（                  ） 

 

問５ 本事業についてのご意見・ご感想等をご自由にお書きください。 

 

施設 

事業所名 
 事業所番号  

講師名  実 施 日 月   日   （  ） 

★ご協力ありがとうございました★ 



詳細は コチラ ▼ 

登録講師派遣事業 東社協 検索 

https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kensyu/3-kibankyoka.html#koushi 

【お問合せ先】 
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 
東京都福祉人材センター研修室 
TEL：03‐5800‐3335  

約300の科目から選べます 
（科目例） 
持ち上げない介護／介護記録の書き方の基本／認知症ケアにおけるリスクマネ
ジメント／障がい者の虐待防止／乳幼児のわらべうた／心を伝えるコミュニケー
ション・スキルと接遇マナー／無自覚な虐待を防ぐために 他多数 

登録講師派遣事業では 
 

 無料で 

 様々な専門分野の講師が 

 あなたの事業所・施設で 

研修を行います！ 

こんなお悩み 
   抱えていませんか？ 

人手不足で研修に行かれると、
シフトが回らない 

費用の問題が・・・・ 

受講内容の共有が難しい 

講師の依頼方法や、研修のやり方
が分からない 

研修は受けたいけれど・・ 

一部「ライブ型オンライン研修」も実施しています。 

申込：5月26日（水）まで 
研修実施期間：7月1日～10月31日 

令和３年度  東京都委託事業  【登録講師派遣事業】 

無 料 

・職員全員で同じ研修を受講 
・事業所に合わせたグループワークの実施 
 

    
共通認識を持ち課題解決に取り組めます！ 



 

 

 

 

 

※最大3つの研修まで受講できます 

 

 

登録講師派遣事業の目的 

小・中規模の福祉事業所に対し、講師を派遣し 
研修を実施することで、職員の資質の向上を図 
ります。 

 
   様々な専門分野の講師が登録 
 

   300以上の研修科目から選べます 
 

   一部「ライブ型オンライン研修」も実施 
   しています 

 

令和３年度 東京都委託事業 登録講師派遣事業 

詳細は コチラ ▼ 

登録講師派遣事業 東社協 検索 

https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kensyu/3-kibankyoka.html#koushi 

【お問合せ先】 
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 
東京都福祉人材センター研修室 
TEL：03‐5800‐3335  

こんな使い方が出来ます 
 

申 込 ： 5月26日（水）まで 

実施期間： 7月1日～10月31日 

派遣費用： 無料 

・新人・中堅・リーダーなど、経験に応じた研修に   

 →共感できる経験年数が近い職員同士で受講が出来ます。 

 

・近隣施設との交流も含む研修に 

 →他施設との交流と学習の機会を一緒に持つことが出来ます。 

 

・ユニット型だから申し込める複数の研修 

 →最大3つの研修まで申し込みをすることが出来ます。 

      同じ日に同じ研修を午前・午後で設定してもOK！ 

    別の日に同じ研修をそれぞれ設定してもOK！  
               （※講師との日程調整が必要です）  

 

異なる法人2事業所以上で 
ユニットを結成 

 例えば、こんな活用が可能です 

複数の法人が合同で行う研修に  

講師を派遣します !!   


