
NO 講師名 保有資格 テーマと内容

1 武田　英二 医学博士
医療、介護、福祉でのチームケア
医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士の役割とは。

2 武田　英二 医学博士
現代の養生訓
一生を楽しく充実して過ごす考え方と方法。

3 奥野　剛史 作業療法士
脳の科学
脳についての基礎解剖と考えるとはどういう事かを脳科学の視点から紹介します。

4 奥野　剛史 作業療法士
これからの医療について
医療分野の発展と今後の課題について医療職の仕事内容を通して紹介します。

5 大前　博司 作業療法士
地域で働く作業療法士の役割について
2025年を目途に進められる地域包括ケアシステムの中で、作業療法士が地域で活動する必要性があり、地域での役割（活動）に
ついて紹介します。

6 川畑　浩二 作業療法士
うつ病についての作業療法士の役割
うつ病という心の病気は、誰にも罹る可能性があることやうつ病に伴う自殺についても知り、作業療法士の役割について紹介します。

7 井手　法子 作業療法士
コミュニケーションを学ぶ
対人職に求められる、コミュニケーションスキルを学びましょう。

8 佐藤　美智子 作業療法士
介護支援専門員

高齢者への作業療法
高齢者の心身を理解し、身体機能やこころを安定させる作業療法の実践を学びましょう。

9 理学療法学科
教員

理学療法士とは  ～理学療法士の経験・魅力を発信～
理学療法の分野・範囲を教員の経験を元にお話しいたします。病院・施設・スポーツ現場で働く理学療法士等の職域についても 
お話しいたします。

10 理学療法学科
教員

理学療法士になる為には  ～進学・国家試験・就職に繋げる～
理学療法士になる為に必要な進学→就職を例を挙げてご説明いたします。

11 理学療法学科
教員

リハビリ分野で働こう！   
理学療法士を始め、リハビリテーション分野で働く職種の紹介を行います。

12 理学療法学科
教員

リハビリテーションに関わる専門職　～医療チームの中の理学療法士～
憧れの白衣。理学療法士として病院で働くという事について臨床経験のある教員がお話しいたします。

13 理学療法学科
教員

リハビリテーションに関わる専門職　～介護施設の中の理学療法士～
理学療法士の働く領域は、病院だけじゃない。福祉現場で活躍する理学療法士とは？現場経験のある理学療法学科教員がお話しします。

14
北田　　功
隅田　奈美

理学療法士
人体の不思議　～ヒトの動きのメカニズムを知る～
身体の運動は、いろいろな要因によって成り立っています。ボディメカニズムを知って効率の良い運動を手に入れましょう。

15 北田　　功 理学療法士
貴方の筋肉は何色？　～人体の筋肉を知る～
筋肉って色で分けれる？筋肉の種類や働きの違いを紹介します。あなたが知っている筋肉の知識は正しい？

16 隅田　奈美 理学療法士
その骨の名は…　～人体にある骨について～
人体には、約200個の骨があります。あなたは、どこまで知っていますか？ 人間を支える骨についてお教えいたします。

17 理学療法学科
教員

ハツコイト心臓ノヒミツ　～心臓と神経の働き～
心臓は、体中に血液を送る重要な臓器です。身体運動や精神状態の変化による心臓の働きについて説明をいたします。

18 森下　照大 理学療法士
大きく息を吸って!
呼吸器の構造から呼吸について説明いたします。

19 隅田　奈美 理学療法士
運動とダイエット　～理学療法と栄養の観点から～
栄養と代謝を身体運動と体組成を加えながらお話しいたします。実際に体組成計等を用いて、身体構造の評価を行います。

20 隅田　奈美 理学療法士
姿勢の大切さについて知ろう　
日常生活で姿勢を悪くしているかも‼ 良い姿勢と健康について実際に体験してみましょう。

21 隅田　奈美 理学療法士
高齢者と転倒
転倒の原因と予防、骨折後のADLの注意点を説明します。

22 板東　正記 理学療法士
自分自身の筋力・体力を知ろう　～理学療法士が診る専門的な体の診方～
筋力や全身持久力等専門的なテストを体験しながら理学療法士としての仕事と関り方を学びましょう。

23 池住　祐哉 理学療法士
立位・歩行から診る身体の状態　～足底からみる身体状態～
足底圧により身体バランスやそこから予測される身体状態についてお話します。インソールや靴についても紹介します。

24 北田　　功 理学療法士
日常のチョットした痛みを治療してみよう　～腰痛・肩こり・予防改善～
運動療法により各症例に対する予防を提示します。

25 北田　　功 理学療法士
大胸筋から始まる筋トレ生活　～筋力トレーニングの方法～
リスク管理を行いながら適切な筋力増強運動を提示します。

26 板東　正記 理学療法士
記録に挑戦！　～身体の即時効果について学ぼう～
身体測定等で自分の限界を決めていませんか？ 理学療法を用いて行う即時的な身体変化をご紹介いたします。

27 松浦　　康 理学療法士
健康運動指導士

ストレッチについて知ろう
ストレッチの方法を基本から指導します。
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28 松浦　　康 理学療法士
健康運動指導士

セルフコンデショニングについて知ろう
身体の疲れを取るための方法を基本から指導します。

29 松浦　　康 理学療法士
健康運動指導士

スポーツに関わるケガ予防
部活動等のスポーツで生じるスポーツ障害について予防方法を実技を通してご紹介いたします。

30 松浦　　康 理学療法士
健康運動指導士

テーピングの巻き方　～障害予防・パフォーマンスの向上～
障害に対する予防・パフォーマンス向上をテーピングを実技を交えて説明いたします。

31 池住　祐哉 理学療法士
温める・冷やすということ　～温熱・寒冷によるカラダの変化～
物理療法の基本となるカラダを温める温熱や、冷やす寒冷について説明と紹介をいたします。

32 池住　祐哉 理学療法士
身体に電気を流して…　～電気刺激療法の身体反応について～
電気を身体に流して生じる反応などについて実機を交えた実技で紹介します。

33 池住　祐哉 理学療法士
見えない波を感じて　～感じる事の出来ない超音波～
あまりなじみがない？治療器としての超音波治療器を紹介いたします。

34 理学療法学科
教員

いまさら聞けない車椅子の乗り方
ありふれている車椅子ですが… 実際には、乗ったことない人も… 車椅子の操作方法・介助方法等をお話しいたします。

35 隅田　奈美 理学療法士
美しさは姿勢から　～姿勢から見る体調～
女性特有の身体を理解しながら、日頃の姿勢を学びます。

36 池住　祐哉 理学療法士
介護ロボットの紹介
移動支援・コミュニケーション支援・自立支援などの介護ロボットを紹介・説明を行います。

37 池住　祐哉 理学療法士
ゲートボーラーになる！
ユニバーサルスポーツとしてのゲートボールの魅力を知ってください。

38 宮城　祐太郎 保育士
幼稚園教諭

幼児期の運動遊びについて
乳幼児期の子ども達は遊びを通して様々な能力を獲得していきます。子どもの健康増進・身体発達を促す遊びを体験してみましょう。

39 宮城　祐太郎 保育士
幼稚園教諭

乳幼児期の言葉の発達について
児童文化財（絵本や紙芝居等）を用いた言語表現活動を通して言葉の発達について学びましょう。

40 山地　貴子 保育士
幼稚園教諭

発達障害とは
幼児期から現われる気になる行動とその対応について学びましょう。

41 山地　貴子 保育士
幼稚園教諭

絵本の効果について
乳幼児期に絵本を読むことの効果と発達段階に合わせた絵本選びについて学びましょう。

42 園木　夏江 保育士
幼稚園教諭

乳児(赤ちゃん)について知ろう
生まれから1歳頃までの乳児（赤ちゃん）の心・身体・言葉など、どのように発達していくのかを知ろう。　　　

43 園木　夏江 保育士
幼稚園教諭

保育士・保育教諭の仕事って何？どんなところで働くの？
保育所（園）だけでしか働けないのはなく、他にも活躍する場があります。保育士・保育教諭の仕事って何？ 就職先等について
具体的に知ろう。

44 細田　　章
介護から学ぶ人間の尊厳と自立
人間の尊厳を守るとはどういうことか、支援を必要とする人が自立するとはどういうことか。

45 細田　　章
対人援助職のコミュニケーション技術
人間の心理や考え方を通して、円滑なコミュニケーション方法を学び、実践してみましょう。キーワードはアサーティブ、褒め
る、メンタルヘルス。

46 佐々木よし美 正看護師
助産師

高齢者の虐待問題について
高齢者虐待の防止への有効なかかわりを考えてみましょう。

47 佐々木よし美 正看護師
助産師

高齢者のからだの変化と一人暮らしが抱える問題
老化にともなうからだの変化や認知症などが、高齢者の一人暮らしにおいてどのようなリスクが考えられるか学習しましょう。

48 佐々木よし美 正看護師
助産師

介護施設と医療機関の種類と役割
介護施設と医療機関の役割とサービス内容について学習しましょう。

49 河野　和代 介護福祉士
介護支援専門員

私が、僕が80歳になったら・・。（高齢者疑似体験）
高齢社会を迎え、元気で長生きしたいと思うのは誰しも願うことではないでしょうか。しかし、老化ということは個人差はあるけ
れど避けられません。80歳になったらどのような心身の変化があるのかを理解し、助け合いの心を育んでほしいと思います。

50 河野　和代 介護福祉士
介護支援専門員

介護福祉士ってどんな資格？どんな仕事をするの？
国家資格である介護福祉士の役割、活躍の場、今後の介護福祉士に求められるもの、期待されるものはどんなことかをお話します。

51 河野　和代 介護福祉士
介護支援専門員

人と関わるってどんなことだろう
介護は人と人とのかかわりです。さまざまな関わり方の体験を通して、介護を受ける人の気持ちを考えてみましょう。

52 河野　和代 介護福祉士
介護支援専門員

介護の福祉用具に触れてみよう
障害があっても自分のことは自分でしたい思いをサポートする用具として、たくさんの福祉用具があります。実際に福祉用具に触
れながら、未来の介護を一緒に創造してみましょう。

53 佐藤　淳史 介護福祉士
主任介護支援専門員

介護保険ってなんだろう？
介護保険は様々なサービスがあり、対象となる人も様々です。制度を理解することで対象となる人がその人らしい暮らしができる
ことを理解できます。

54 佐藤　淳史 介設福祉士
主任介護支援専門員

成年後見制度と日常生活自立支援事業
判断能力が低下した方を支える制度として、成年後見制度と日常生活自立支援事業について解説を行います。

55 小谷　盛子
「福祉」ってどんな仕事？
福祉分野の仕事と役割を紹介するとともに社会福祉専門職に求められる心構えや基本的な援助方法を一緒に考えてみましょう。

56 小谷　盛子
認知症サポーター養成講座
認知症を学び地域で支えよう。あなたも認知症サポーターになろう。


