
令和2年度 東京都社会福祉協議会登録講師派遣事業

■ 研修科目一覧 【　3.障害者支援　】

分野
科目
番号

講師
講師
番号

科目名 研修の内容・形態など 時間数
派遣可能時期・曜

日・時間帯など
対象
地域

64 岩本 1014
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 ①

65 岩本 1014 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 ①

66 岩本 1014 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 ①

67 関屋 2002
障害者施設の新人職員等基
礎研修

障害者福祉分野が初めての職員等を対象に、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、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、福祉援助の基礎、マインド、理念等を共有し、職員の
皆様と現場を支える研修です。

90分 応相談（日曜以外） ②

68 関屋 2002
福祉施設におけるグループ
ワークの理論　基礎編

障害者施設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をゆたかにするグループワーク。その充実を目指して、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と事例を中心に学びます。

90分 応相談（日曜以外） ②

69 仙北屋 2010 障害者総合支援法 障害福祉サービスの内容に関して、事例交えて研修させていただけたらと思います。 100分 応相談 ①

70 仙北屋 2010 身体障害の理解 疾患を絞って、の研修も事前にご相談いただければ可能な限り対応させていただきます。 100分 応相談 ①

71 仙北屋 2010 知的障害の理解 疾患を絞って、の研修も事前にご相談いただければ可能な限り対応させていただきます。 100分 応相談 ①

72 仙北屋 2010 精神疾患(障害)の理解 疾患を絞って、の研修も事前にご相談いただければ可能な限り対応させていただきます。 100分 応相談 ①
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   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「登録講師名簿」をご参照ください。
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73 小沼 3001
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
火・木・金・土・日で
応相談

①

74 小沼 3001 障害者虐待ゼロの組織づくり
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
火・木・金・土・日で
応相談

①

75 吾妻 6002
障害者福祉職員のための高齢
者・認知症の理解

利用者・家族の高齢化に伴い、障害者福祉分野の職員にも高齢者とのコミュニケーション能力が求めら
れています。
また、早期退行により認知症の障害者も増えています。このような現状をふまえ、高齢者とコミュニケー
ションをとるときの留意点と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）。

90～
120分

応相談 ①

76 小嶋 6005
障害者の人権
～差別と虐待の防止～

障害者の人権を保障する法制度の進展、障害者への差別表現や不当な差別、「合理的配慮」の理解な
ど。特に深刻な人権侵害である「障害者虐待」についての認識と防止策を学ぶ。

90分 応相談 ①

77 山田 7011 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。（できれば科目番号「78」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 ①

78 山田 7011 強度行動障害支援の視点
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 ①

79 山田 7011 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。（できれば科目番号「132」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 ①

80 山田 7011
発達障害児者の相談支援
―当事者視点ソーシャルワー
ク―

「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。科目番号「303」の研修と併せると深まります。

120分 応相談 ①

81 山田 7011
発達障害再検討
―教科書にない当事者会の視
点―

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。科目番号「80」と組み合わせることでより深まります。

120分 応相談 ①

82 山田 7011
災害と障害児者
―熊本地震の事例を中心に―

熊本地震の経験を踏まえ、障害児者がおかれる「意外な」困難と支援のあり方についてお伝えします。で
きれば科目番号「81」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 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「登録講師名簿」をご参照ください。
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83 山田 7011 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 ①

84 山田 7011
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 ①

85 山田 7011
障害の「社会モデル」を身近に
感じよう

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。身近に実感できるように工夫いたします。

120分 応相談 ①

86 山田 7011
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 ①

87 山田 7011
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 ①

88 山田 7011
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 ①

89 山田 7011 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 ①

90 山田 7011
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 ①

91 山田 7011
療育って何だろう
―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 ①

92 山田 7011 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 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「登録講師名簿」をご参照ください。


