
実務経験のある教員等リスト

教員名 科目 時間数 教員の実務経験

生活支援技術Ⅰ 20

生活支援技術Ⅲ 10

認知症の理解 30

生活支援技術Ⅱ 60

介護総合演習Ⅱ 60

介護過程Ⅱ 60

介護過程Ⅲ 30

内平　八重子 認知症の理解 30 町　保健師として勤務

上栗　哲男 児童福祉論 30 児童養護施設の施設長として勤務

発達と老化の理解 60

障害の理解 60

医療的ケア 50

医療的ケア 10

生活支援技術Ⅲ 20

こころとからだのしくみⅠ 30

こころとからだのしくみⅡ 60

こころとからだのしくみⅡ 30

生活支援技術Ⅲ 20

澤田　祥子 生活支援技術Ⅲ 20 広島県ろうあ連盟から派遣され手話通訳士として多部門で勤務

西津　和幸 情報処理演習 30 システム系企業　システム開発担当として勤務

野村　裕之 介護の基本Ⅰ 90 病院にて介護福祉士として勤務

橋本　曻 福祉事務所運営論 30 市　福祉事務所所長として勤務

藤田　玖味子 コミュニケーション技術 60 精神障害者就労促進事業所作業所にて指導員として勤務

人間関係とコミュニケーション 30

生活支援技術Ⅰ 6

生活支援技術Ⅱ 60

生活支援技術Ⅲ 40

介護総合演習Ⅰ 60

介護過程Ⅰ 60

介護の基本Ⅱ 30

生活支援技術Ⅲ 10

介護実習Ⅰ 45

介護実習Ⅱ 90

介護実習Ⅲ 135

介護実習Ⅳ 180

1736

上原　尚子

上本　義博

河野　ひろ子

﨑井　真弓

森川　史恵

医療施設にて管理栄養士、介護福祉士、健康運動指導士として勤務

高齢者福祉施設にて介護福祉士、介護支援専門員として勤務

病院、高齢者施設にて看護師として勤務

病院にて看護師として勤務

高齢者福祉施設にて介護福祉士として勤務

病院にて介護福祉士として勤務

実習施設指導者は高齢者福祉施設にて指導者要件のある人が担
当
（法令上、実習指導者になる要件の一つとして、介護福祉士資格取
得後３年以上の実務が必要）

実習施設指導者は各施設にて指導者要件のある人が担当
（法令上、実習指導者になる要件の一つとして、資格によって３年か
ら８年の相談援助実務が必要）

上本　義博
河野　ひろ子
森川　史恵
各実習施設指導者

森脇　浩子
各実習施設指導者

社会福祉現場実習 90

山﨑　年幸







































































































実務経験のある教員等リスト

教員名 科目 時間数 教員の実務経験

乳児保育Ⅰ 30

乳児保育Ⅱ 30

保育実習事前指導Ⅰ 16

保育実習事後指導Ⅰ 16

保育・教職実践演習 30

生活支援技術Ⅰ 20

生活支援技術Ⅲ 10

奥田　和子 こどもの食と栄養 30 小学校にて栄養士として勤務

鏡原　崇史 障害児保育 30 市立幼稚園特別支援教育スーパーバイザーとして勤務

児童家庭福祉 30

社会的養護 30

社会的養護内容 30

健康・スポーツ 30

健康科学 30

音楽基礎Ⅰ 30

音楽基礎Ⅱ 30

こどもの音楽Ⅰ 30

こどもの音楽Ⅱ 30

保育表現技術演習 30

保育内容（表現） 30

発達心理学Ⅰ 30

発達心理学Ⅱ 30

レクリエーション理論 20

レクリエーションワーク（実技・演習） 40

保育士・教師論 30

保育内容総論 30

保育相談支援演習 30

専門演習Ⅰ 30

専門演習Ⅱ 30

こどもの保健Ⅰa 30

こどもの保健Ⅰb 30

こどもの保健Ⅱ 30

渡辺　博文 教育原理 30 広島県教育委員会障害児教育室指導主事として勤務

奥野　治子 文章表現 30 中学校にて国語教員として勤務

上本　義博 認知症の理解 30 高齢者福祉施設にて介護福祉士、介護支援専門員として勤務

内平　八重子 認知症の理解 30 町　保健師として勤務

発達と老化の理解 60

障害の理解 60

こころとからだのしくみⅠ 30

こころとからだのしくみⅡ 90

医療的ケア 60

生活支援技術Ⅲ 50

介護過程Ⅱ 30

介護過程Ⅲ 30

介護総合演習Ⅱ 30

池田　淑子

上原　尚子

﨑井　真弓

河野　ひろ子

吉田　八千代

富田　雅子

砂橋　昌義

中村　孝

白石　智枝

木嶋　眞之祐

上栗　明男

市立保育園にて保育士として奉職

医療施設にて管理栄養士、介護福祉士、健康運動指導士として勤務

児童養護施設にて社会福祉士・管理職として勤務

高等学校にて体育教員として勤務

アートスクール音楽科講師として勤務

児童自立支援施設にて奉職

全国福祉レクリエーション・ネットワーク　事務局長・副代表
ＮＰＯ法人ひろしまレクリエーション協会　理事長

幼稚園にて教諭として勤務

病院にて看護師として勤務

病院、高齢者施設にて看護師として勤務

病院にて看護師として勤務



西津　和幸 情報機器の操作Ⅰ 30 システム系企業　システム開発担当として勤務

介護の基本Ⅰ 90

生活支援技術Ⅰ 6

生活支援技術Ⅱ 40

介護過程Ⅰ 30

介護総合演習Ⅰ 30

森川　史恵 人間関係とコミュニケーション 30 高齢者福祉施設にて介護福祉士として勤務

介護の基本Ⅱ 30

コミュニケーション技術 60

生活支援技術Ⅱ 80

生活支援技術Ⅲ 60

介護過程Ⅰ 30

介護過程Ⅱ 30

介護総合演習Ⅰ 30

介護総合演習Ⅱ 30

保育実習Ⅰ 180

保育実習Ⅱ 90

介護実習Ⅰ 45

介護実習Ⅱ 90

介護実習Ⅲ 135

介護実習Ⅳ 180

2788

崎井　真弓
野村　裕之
山崎　年幸
各実習施設指導者

山﨑　年幸

野村　裕之

池田　淑子
各実習施設指導者

病院にて介護福祉士として勤務

病院にて介護福祉士として勤務

実習指導者は保育所・施設にて、実務経験を含めた指導者要件のある
人が担当

実習施設指導者は高齢者福祉施設にて指導者要件のある人が担当
（法令上、実習指導者になる要件の一つとして、介護福祉士資格取得
後３年以上の実務が必要）































































































































実務経験のある教員等リスト

教員名 科目 時間数 教員の実務経験

上栗　明男 児童・家庭福祉論 30 児童養護施設にて社会福祉士・管理職として勤務

上栗　健登 養護原理 30 児童養護施設にて社会福祉士として勤務

上栗　哲男 児童・家庭福祉論Ⅱ 30 児童養護施設の施設長として勤務

木嶋　眞之祐 健康・スポーツ 30 高等学校にて体育教員として勤務

砂橋　昌義 レクリエーション理論 20

レクリエーション実技 40

福祉レクリエーション理論 30

福祉レクリエーション援助論 30

福祉レクリエーション援助技術 60

天道　俊孝 総合演習 30
広島県立市保健所、衛生研究所、食品工業技術センターにて
技術吏員・管理職として勤務

中村　孝 心理学概論 30

発達心理学 30

鍋島　一仁 キャンプ指導法 30 広島県キャンプ協会副会長、広島市キャンプ協会会長

濱田　フミエ 歌唱百曲演習

渡辺　博文 福祉と教育 30

障害者福祉論 60

上本　義博 ケアマネジメント論 30

実務者理論 60

実務者演習 60

内平　八重子 ソーシャルワーク演習Ⅰ 30

社会調査法 30

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 30

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 30

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ 30

国際福祉研究 30

保健医療 30

実務者理論 30

河野　ひろ子 実務者理論 70 病院、高齢者施設にて看護師として勤務

﨑井　真弓 リハビリテーション論 30

実務者理論 46

実務者演習 82

西津　和幸 情報処理論・演習Ⅰ 60

情報処理演習Ⅱ 60

野村　裕之 実務者理論 20 病院にて介護福祉士として勤務

森川　史恵 実務者理論 10 高齢者福祉施設にて介護福祉士として勤務

山﨑　年幸 介護概論 30 病院にて介護福祉士として勤務

内平　八重子
各実習施設指導者

ソーシャルワーク実習　 200
実習施設指導者は福祉施設にて指導者要件のある人が担当
（法令上、実習指導者になる要件の一つとして、介護福祉士資格取
得後３年以上の実務が必要）

1508

児童自立支援施設にて奉職

全国福祉レクリエーション・ネットワーク　事務局長・副代表
ＮＰＯ法人ひろしまレクリエーション協会　理事長

社会福祉協議会　地域センター長

町　保健師

システム系企業　システム開発担当として勤務

病院にて看護師として勤務

広島県教育委員会障害児教育室指導主事として勤務

高齢者福祉施設　介護福祉士、介護支援専門員
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