
１時限 ２時限 ３時限 ４時限

9：30～11：00 11：10～12：40 13：20～14：50 15：00～16：30

3 土 川廷宗之 研究方法① 研究方法①

4 日 川廷宗之 研究方法② 研究方法② 研究方法③ 研究方法③

10 土 休み

11 日 休み

17 土 蟻塚昌克 社会福祉学① 社会福祉学① 社会福祉学② 社会福祉学②

18 日 蟻塚昌克 社会福祉学③ 社会福祉学③ 社会福祉学④ 社会福祉学④

24 土 蟻塚昌克 社会福祉学⑤ 社会福祉学⑤ 社会福祉学⑥ 社会福祉学⑥

25 日 川廷宗之 研究方法④ 研究方法④ 研究方法⑤ 研究方法⑤

31 土 蟻塚昌克 社会福祉学⑦ 社会福祉学⑦ 社会福祉学⑧ 社会福祉学⑧

1 日 蟻塚昌克 社会福祉学⑨ 社会福祉学⑨ 社会福祉学⑩ 社会福祉学⑩

7 土 亀山幸吉 介護福祉学① 介護福祉学① 介護福祉学② 介護福祉学②

8 日 亀山幸吉 介護福祉学③ 介護福祉学③ 介護福祉学④ 介護福祉学④

14 土 亀山幸吉 介護福祉学⑤ 介護福祉学⑤ 介護福祉学⑥ 介護福祉学⑥

15 日 亀山幸吉 介護福祉学⑦ 介護福祉学⑦ 介護福祉学⑧ 介護福祉学⑧

21 土 亀山幸吉 介護福祉学⑨ 介護福祉学⑨ 介護福祉学⑩ 介護福祉学⑩

22 日

28 土 川廷宗之 研究方法⑥ 研究方法⑥ 研究方法⑦ 研究方法⑦

29 日 近藤卓 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術① ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術① ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術② ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術②

5 土 近藤卓/安岡高志 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術③ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術③ 教育評価① 教育評価①

6 日 白井幸久 実習指導方法① 実習指導方法① 実習指導方法② 実習指導方法②

12 土 安岡高志 教育評価② 教育評価② 教育評価③ 教育評価③

13 日 安岡高志 教育評価④ 教育評価④ 教育評価⑤ 教育評価⑤

19 土 川廷宗之 研究方法⑧ 研究方法⑧ 研究方法⑨ 研究方法⑨

20 日 白井幸久 実習指導方法③ 実習指導方法③ 実習指導方法④ 実習指導方法④

26 土 米山泰夫 教育学① 教育学① 教育学② 教育学②

27 日 白井幸久/川廷宗之 実習指導方法⑤ 実習指導方法⑤ 研究方法⑩ 研究方法⑩

2 土 川廷宗之 教育方法① 教育方法① 教育方法② 教育方法②

3 日 近藤卓 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術④ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術④ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術⑤ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術⑤

9 土 米山泰夫 教育学③ 教育学③ 教育学④ 教育学④

10 日 川廷宗之 教育方法③ 教育方法③ 教育方法④ 教育方法④

16 土 米山泰夫 教育学⑤ 教育学⑤ 教育学⑥ 教育学⑥

17 日 関田一彦 教育方法⑤ 教育方法⑤ 教育方法⑥ 教育方法⑥

23 土 米山泰夫 教育学⑦ 教育学⑦ 教育学⑧ 教育学⑧

24 日 川廷宗之 教育方法⑦ 教育方法⑦ 教育方法⑧ 教育方法⑧

30 土 米山泰夫 教育学⑨ 教育学⑨ 教育学⑩ 教育学⑩

1 日 芳川玲子 心理学① 心理学① 心理学② 心理学②

7 土 川廷宗之 教育方法⑨ 教育方法⑨ 教育方法⑩ 教育方法⑩

8 日 永嶋昌樹 介護過程の展開方法① 介護過程の展開方法① 介護過程の展開方法② 介護過程の展開方法②

14 土 芳川玲子/永嶋昌樹 心理学③ 心理学③ 介護過程の展開方法③ 介護過程の展開方法③

15 日 永嶋昌樹 介護過程の展開方法④ 介護過程の展開方法④ 介護過程の展開方法⑤ 介護過程の展開方法⑤

21 土 八城薫 教育心理① 教育心理① 教育心理② 教育心理②

22 日 芳川玲子 心理学④ 心理学④ 心理学⑤ 心理学⑤

11 土 八城薫 教育心理③ 教育心理③ 教育心理④ 教育心理④

12 日 芳川玲子/八城薫 心理学⑥ 心理学⑥ 教育心理⑤ 教育心理⑤

18 土 川廷宗之/近藤卓 介護教育方法① 介護教育方法① 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ① 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ①

19 日 予備日②

25 土 川廷宗之 介護教育方法② 介護教育方法② 介護教育方法③ 介護教育方法③

26 日 芳川玲子 心理学⑦ 心理学⑦ 心理学⑧ 心理学⑧

1 土 芳川玲子 心理学⑨ 心理学⑨ 心理学⑩ 心理学⑩

2 日 川廷宗之 介護教育方法④ 介護教育方法④ 介護教育方法⑤ 介護教育方法⑤

8 土 予備日③

9 日 川廷宗之 介護教育方法⑥ 介護教育方法⑥ 介護教育方法⑦ 介護教育方法⑦

15 土 近藤卓 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ② 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ② 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ③ 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ③

16 日 川廷宗之 介護教育方法⑧ 介護教育方法⑧ 介護教育方法⑨ 介護教育方法⑨

22 土 予備日④

23 日 近藤卓 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ④ 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ④ 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ⑤ 学生指導・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ⑤

29 土 川廷宗之 介護教育方法⑩ 介護教育方法⑩ 介護教育方法⑪ 介護教育方法⑪

1 日 予備日⑤

7 土 川廷宗之 介護教育方法⑫ 介護教育方法⑫

　・上記日程は、都合により変更することがあります。

　・「予備日」は、休講になった場合の補講日に当てられます。

11月

■2019年度介護教員講習会【第23期生・日程表】

月 日 曜 講師

８月

10：00～12：30開講式・ガイダンス

９月

予備日①

10月

12月

1月

２月

３月
13：20～15：20閉講式・就職ガイダンス等


