
令和２年度 介護教員講習会 

受講案内 

１．目  的 

平成１９年１２月に社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）の一部が改正さ

れ、平成２１年度から新たなカリキュラムによる教育課程が実施されるとともに、教員要件等

についても「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則」（昭和 62 年厚生省令第 50 号）及び「社

会福祉士介護福祉士学校指定規則」（平成 20 年文部科学省､厚生労働省令第 2 号）（以下、これ

らの規則を「両規則」という。）の改正又は制定が行われ、両規則において、介護福祉士養成施

設等において専任教員になろうとする者等は、専任教員として必要な知識及び技能を習得させ

るために行う講習会であって厚生労働大臣等が定める基準を満たしたものとしてあらかじめ厚

生労働大臣に届け出られたもの（以下、「介護教員講習会」という。）を修了した者等と規定さ

れました。 

本事業は、両規則に対応するため介護教員講習会を開催し、介護福祉士養成施設における専

任教員の資質の向上を図り、もって質の高い介護福祉士を養成することを目的とするものです。 

 

２．主  催   公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会 

〒113-0033 東京都文京区本郷３－３－１０ 

藤和シティコープ御茶ノ水２階 

TEL.：03-3830-0471 FAX.：03-3830-0472 

 

３．会  場   オンライン開催 

※ 本年度の講習会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、オンライン

で開催します。科目により講義形式や配信方法が異なります。詳細は、「開講科目及び担当
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講師」「講習会日程表」をご確認下さい。 

４．受講対象者 

本講習会修了後に、以下の①～③を目指す方。 

① 介護福祉士養成施設における専任教員であって、養成施設指定規則別表第４及び学校指

定規則別表第４（以下、「両規則別表第４」という。）の領域の欄のすべての区分における

教育課程の編成等の教務に関する主任者。 

② 専任教員であって、両規則別表第４の領域「介護」の科目を教授する者。 

③ 専任教員であって、両規則別表第４の領域「介護」以外の科目を教授する者で、各領域

において科目の編成、授業の運営等についての責任を有する者。 

※ 本講習会は、原則として、両規則第５条第五号に規定される専任教員の要件を満たす方

（見込み含む）を対象とします。 
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５．講習内容及び受講定員 

（１）講習内容及び受講料 

分野 開講科目名 時間数 受講料 

協会会員 

受講料 

基礎分野 

社会福祉学 30 32,000 円 28,000 円 

心理学 30 32,000 円 28,000 円 

専門基礎分野 

教育学 30 32,000 円 28,000 円 

教育方法 15 16,000 円 14,000 円 

教育心理 30 32,000 円 28,000 円 

教育評価 15 16,000 円 14,000 円 

専門分野 

介護福祉学 30 32,000 円 28,000 円 

介護教育方法 30 32,000 円 28,000 円 

学生指導・カウンセリング 15 16,000 円 14,000 円 

実習指導方法 15 16,000 円 14,000 円 

介護過程の展開方法 15 16,000 円 14,000 円 

コミュニケーション技術 15 16,000 円 14,000 円 

研究方法 30 32,000 円 28,000 円 

合 計 300 ― ― 

※ 開講日程は、別紙「講習会日程表」をご確認下さい。 

※ 協会会員受講料は、協会会員養成施設代表者から推薦のある受講者に適用されます。 

 

（２）受講定員 各科目６０人 
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分野 科目名 時間数 講義形式 講師名 所属

社会福祉学 30 オンデマンド 亀山　幸吉 元・淑徳大学短期大学部

心理学 30 オンデマンド 福田　やとみ
阪神心理研究室ぽむるーむ

(元・関西国際大学)

教育学 30 同時双方向 田中　崇教 広島文教大学

教育方法 15 オンデマンド 古賀　徹 日本大学

教育心理 30 同時双方向 李木　明徳 広島文教大学

教育評価 15 併用 高橋　泰道 島根県立大学

オンデマンドA（9） 上原　千寿子 広島国際大学

同時双方向（15） 中村　裕子 日本ヒューマンヘルスケア研究所

オンデマンドB（6） 澤　宣夫 長崎純心大学

介護教育方法 30 同時双方向 川廷　宗之 敬心学園・職業教育研究開発センター

学生指導・カウンセリング 15 オンデマンド 南野　奈津子 東洋大学

実習指導方法 15 併用 白井　孝子 東京福祉専門学校

介護過程の展開方法 15 オンデマンド 八木　裕子 東洋大学

コミュニケーション技術 15 併用 中村　裕子 日本ヒューマンヘルスケア研究所

研究方法 30 同時双方向 坂本　毅啓 北九州市立大学

（３）開講科目及び講師

基

礎

分

野

専

門

基

礎

分

野

専

門

分

野

〔講義形式に関する注記〕

　オンデマンド：受講決定を受けた科目をオンデマンド（インターネットにアクセスして映像・音声を再生できる方式）によって

　　　　　　　　受講します。講師の話す内容は映像と音声によって視聴することができます。

　同時双方向　：受講決定を受けた科目をWeb会議システムを使用して受講します。

　　　　　　　　リアルタイムかつ双方向で講習を進行し、科目によってはグループワークを行います。

　　　　　　　　受講する場合は、webカメラやマイク等が必要となります。

　併用型　　　：オンデマンドと同時双方向を併用し講習を進行します。

　　　　　　　　科目によっては、同時双方向の講義を受講後にオンデマンドの講義を受講する場合や、オンデマンドの講義を

　　　　　　　　受講後に同時双方向の講義を受講する場合があります。

介護福祉学 30
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分野 科目名（時間数） 講義形式 同時双方向開講日 開講時間

社会福祉学（30） オンデマンド ― ―

心理学（30） オンデマンド ― ―

教育学（30） 同時双方向

2月19日（金）、

3月12日（金）、3月18日（木）、

3月24日（水）、3月26日（金）

①9：30～11：00

②11：10～12：40

③13：30～15：00

④15：10～16：40

教育方法（15） オンデマンド ― ―

教育心理（30） 同時双方向

3月14日（日）、3月15日（月）、

3月28日（日）、3月29日（月）、

3月30日（火）

①9：30～11：00

②11：10～12：40

③13：30～15：00

④15：10～16：40

教育評価（15） 併用 3月11日（木）、3月19日（金）
①13：00～14：30

②14：45～16：15

オンデマンドA ― ―

1月17日（日）

①12：30～14：00

②14：10～15：40

③15：50～17：20

1月21日（木）

①12：30～13：30

②13：40～15：40

③15：50～17：20

1月24日（日）

①12：30～14：00

②14：10～15：40

③15：50～16：50

④17：00～19：00

オンデマンドB ― ―

1月23日（土）、1月30日（土）、

2月6日（土）、2月20日（土）、

2月27日（土）、3月6日（土）、

3月13日（土）、3月20日（土）、

3月27日（土）

①13：00～14：00

②14：10～15：10

③15：20～16：20

2月13日（土）

①18：00～19：00

②19：10～20：10

③20：20～21：20

学生指導・カウンセリング（15） オンデマンド ― ―

3月10日（水）

①13：00～14：00

②14：10～15：10

③15：20～16：20

④16：30～17：30

3月25日（木）

①13：00～14：00

②14：10～15：10

③15：20～16：20

介護過程の展開方法（15） オンデマンド ― ―

3月16日（火）

①12：30～13：30

②13：40～15：40

③15：50～17：50

④18：00～19：00

3月21日（日）

①13：00～14：00

②14：10～16：10

③16：20~17：50

研究方法（30） 同時双方向

3月8日（月）、3月9日（火）、

3月17日（水）、3月22日（月）、

3月31日（水）

①9：30～11：00

②11：10～12：40

③13：30～15：00

④15：10～16：40

　※注１　開講時間欄の数字は、開講日欄の日程１日あたりの開講時間を表します。

　　　　　例：研究方法の場合、３月８日・９日・１７日・２２日・３１日のすべての日程で①～④の講義を開講します。

　※注２　オンデマンドの講義は、令和３年３月３１日までに視聴を終了し、課題を提出する必要があります。

　※注３　都合により、各科目の開講日等は変更される場合があります。

実習指導方法（15） 併用

コミュニケーション技術（15） 併用

（４）講習会日程表

基

礎

分

野

専

門

基

礎

分

野

専

門

分

野

介護福祉学（30）

※オンデマンドA、同時双方向、

　オンデマンドBの順に受講

同時双方向

介護教育方法（30） 同時双方向
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６．申込み方法及び期間 

（１）申込み方法 

別紙様式「令和２年度介護教員講習会受講申込書」に必要事項をご記入いただき、協

会事務局まで郵便でお申込み下さい。 

協会会員養成施設代表者からの推薦のある方は「会員用」、それ以外の方は「一般用」

の受講申込書を使用して下さい。 

※ 「会員用」申込書で申込みいただいた場合であっても、会員養成施設代表者の押印

がない場合は、会員受講料は適用されませんのでご留意下さい。 

 

〔申込先〕 公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会 事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-3-10 藤和シティコープ御茶ノ水 2 階 

 

（２）申込み期間 令和２年１２月９日（水）～１２月２３日（水） 

 

７．受講決定及び受講料の納入方法 

① 令和 2 年度は、当協会の令和元年度介護教員講習会の受講決定を受けながら、当協会が

一部科目を中止したため受講できなかった方を優先します。そして、原則として、受講申

込書の先着順で受講決定を行います。 

② 申込み期間内であっても科目毎の定員に達し次第受付は終了します。 

③ 令和２年１２月２５日（金）を目途に、協会事務局から「受講決定通知書」を郵送しま

す。受講決定通知書でお知らせする受講料を指定金融機関の口座にお振込み下さい。 

なお、受講料には講習会受講時の教材費等は含まれません。 

また、受講決定通知後は原則として、受講科目の変更や納入済み受講料の返金等に応じ

ることができませんので、ご留意下さい。  
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８．課程の一部の免除 

介護教員講習会では課程の一部で履修の免除を受けることができます。 

①基礎分野及び専門基礎分野のうち、当該科目の履修を免除 

大学、大学院、短期大学等において、基礎分野及び専門基礎分野に係る科目の内容と同

等以上の内容を有すると認められる科目を修めた者（別紙「介護教員講習会の教育内容に

相当する放送大学授業科目（2020 年度）」を含む） 

②基礎分野及び専門基礎分野の履修を免除 

厚生労働省が認定した「看護教員養成講習会」受講修了者 

③専門分野のうち、「介護教育方法」の履修を免除 

全国社会福祉協議会中央福祉学院の「介護福祉士養成施設介護担当教員特別研修課程」

受講修了者 

 

９．科目毎の評価と証明書の発行 

（１）評価について 

修了のためには、科目毎に定められた時間数すべてを令和３年３月３１日までに受講

し、修了のための評価を受けなければなりません。 

評価は、テスト、レポート、課題の提出、演習時の応答等によるもののほか、受講態

度、演習課題に取り組む姿勢など講師による評価を併せて総合的に行います。 

（２）証明書について 

講習会の所定の課程を修了した者に発行される「介護教員講習会科目履修証明書」は、

「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第５条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校

指定規則第５条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準」（平成 13 年厚生労働

省告示第 241 号）に基づく「介護教員講習会修了証」の交付を受けるために必要となる

ものですので、大切に保管して下さい。 
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１０．講習会受講の推奨環境 

本年度の講習会は、すべての科目がインターネットを活用したオンライン上での開催とな

ります。 

受講申込みの際は、インターネットの接続環境及び下記の環境を受講者により整えてお申

込みください。 

また、同時双方向型で開講される科目を受講する場合は、web カメラやマイク等が必要と

なりますので、受講者ご自身でご用意ください。 

 

（１）講習会に全般について 

本講習会は、株式会社サイバー大学が提供する Cloud Campus を使用して実施します。 

推奨環境は以下のとおりです。 

 

（２）オンデマンド講義について 

推奨環境は（１）と同様です。 

（３）同時双方向の講義 

同時双方向のオンライン講義は、Zoom または Microsoft Teams を使用して行います。 

下記のリンクから要件等をご確認下さい。 
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Zoom（https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023） 

Microsoft Teams 

（https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/prepare-network） 
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令和２年度介護教員講習会受講申込書 会 員 用

令和 年 月 日

現職の経験年数 常勤　・　非常勤　 　　　　　西暦　　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　

現職の要件に関係

する資格を記入

現職の要件となる資格

取得後の実務経験年数
　　　　　年　　　　ヶ月

現職名

（具体的に職名を記入）

e-mail

※必須

会員番号
所属施設名

（学科名）

TEL.

２．受講申込科目

分　　野 科目名 時間数 受講料 受講申込

↓　介護福祉士養成施設（学校）における担当分野及び担当科目名を必ずご記入ください　↓

担当分野

（該当分野に○印）
教務に関する主任者・人間と社会・こころとからだのしくみ・介護・医療的ケア

担当科目名

（担当科目名を記入）

基 礎 分 野
社会福祉学 30 ¥28,000

心理学 30 ¥28,000

30 ¥28,000

教育評価 15 ¥14,000

専 門 基 礎 分 野

教育学 30 ¥28,000

教育方法 15 ¥14,000

教育心理

¥14,000

コミュニケーション技術 15 ¥14,000

15 ¥14,000

実習指導方法 15 ¥14,000

学生指導・カウンセリング

介護教員講習会を受講したく、上記の者について申し込みます。

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会

　会長　　澤　田　　　豊　　　殿

養成施設名

代 表 者 名 印

研究方法 30 ¥28,000

合　　　計

専 門 分 野

介護福祉学 30 ¥28,000

介護教育方法 30 ¥28,000

介護過程の展開方法 15

１．受講申込者

　　　　―　　　　　　―　　　　　

〒　　　　-
現住所

（自宅）

フリガナ

氏　名

性別

男・女

生年月日（西暦）

年　　月　　日生

（　　　歳）

写真を貼る位置

縦4cm横3cmの

写真を貼り付け

てください。
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令和２年度介護教員講習会受講申込書 一 般 用

令和 年 月 日

１．受講申込者

フリガナ 性別 生年月日（西暦）

氏　名 男・女
年　　月　　日生

（　　　歳）

会員番号
所属施設名

（学科名）

現職名

（具体的に職名を記入）

現住所

（自宅）

〒　　　　-

TEL. 　　　　―　　　　　　―　　　　　
e-mail

※必須

↓　介護福祉士養成施設（学校）における担当分野及び担当科目名を必ずご記入ください　↓

担当分野

（該当分野に○印）
教務に関する主任者・人間と社会・こころとからだのしくみ・介護・医療的ケア

担当科目名

（担当科目名を記入）

２．受講申込科目

現職の経験年数 常勤　・　非常勤　 　　　　　西暦　　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　

現職の要件に関係

する資格を記入

現職の要件となる資格

取得後の実務経験年数
　　　　　年　　　　ヶ月

分　　野 科目名 時間数 受講料 受講申込

基 礎 分 野
社会福祉学 30 ¥32,000

15 ¥16,000

教育心理 30 ¥32,000

心理学 30 ¥32,000

教育学 30 ¥32,000

教育方法

教育評価 15 ¥16,000

専 門 分 野

介護福祉学 30 ¥32,000

介護教育方法

専 門 基 礎 分 野

実習指導方法 15 ¥16,000

介護過程の展開方法 15 ¥16,000

30 ¥32,000

学生指導・カウンセリング 15 ¥16,000

合　　　計

コミュニケーション技術 15 ¥16,000

研究方法 30 ¥32,000

写真を貼る位置

縦4cm横3cmの

写真を貼り付け

てください。
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