
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 【　10.ﾏﾅｰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ　】

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

242 泉 1002
職場内でのコミュニケーション
を円滑に

職場の人間関係を良くするためのアサーティブなコミュニケーション方法を演習を通して学ぶ 90分
応相談。
なるべく早い時間が良
い

①

243 泉 1002
介護職に必要な接遇マナー
～信頼関係構築のために～

利用者や家族との信頼関係を構築する接遇マナーの必要性を学ぶ 90分
応相談。
なるべく早い時間が良
い

①

244 丸山 1003 介護職の接遇マナー
介護現場における挨拶・表情・基本的態度について理解し、身だしなみや姿勢、敬語の使い方や電話
応対の基本など、職員同士で実践形式の演習を行い確認していきます。

120分
原則、月・水曜
その他、応相談

③

245 安原 1004
職場環境に必要な接遇とコミュ
ニケーションスキル

職員の接遇を通して、利用者支援の関わり方、家族との意思の疎通を良くするコミュニケーションのあり
方などを学んでゆき、ワークを中心に身につけていきましょう。

90～
120分

ご相談ください ②

246 安原 1004
高齢者・障害者の心の動きと望
んでいることへの理解

高齢者，障害者の心の動きを理解することにより、何を望んでいるのか理解することで、話の内容や表情
などのから理解を深めていく研修にしましょう。

90～
120分

ご相談ください ②

247 渡邉 1005
福祉現場における基本的接遇
スキルとチームコミュニケーショ
ン力向上

1）研修内容：福祉現場で基本となる、ご利用者やその家族への接遇のスキルの向上と、好印象を与える
接遇についてコミュニケーション、ホスピタリティーを実践的に学びます。　2）研修形態：講義形式とグ
ループワークを取り入れた研修を実施します。　3）想定される対象者：新入職員～3年目職員　4）その
他：研修内容のアレンジ可能です

120分 相談に応じます ①

248 渡邉 1005
福祉現場における接遇スキル
とチームワーク力向上技法

1）研修内容：福祉現場で基本となる、利用者や家族そしてスタッフ間での接遇のスキルや、好印象を与
える接遇についてホスピタリティーをベースに、組織内のチーム力を高める関係作りを学びます。特に、2
～3年目スタッフの再研修の場とした内容を予定しています。　2）研修形態：講義とグループワーク形式
で学びます。　3）想定される対象者：新入職員～5年目職員　　4）その他：研修内容のアレンジ可能

120分 相談に応じます ①

249 関屋 2002
面接の基礎　バイステック7原
則から学ぶ援助関係の構築

相談や訪問等における面接技術の基礎、利用者との人間関係の構築、良好なコミュニケーションの方法
を「バイステックの7原則」を基盤に、事例も交えて学びます。
障害者や高齢者、児童、生活困窮者等、利用者との援助関係の難しさに、バイステックの7原則はどのよ
うに応えているのか、相談等支援の姿勢、視点等を解説します。

90分 応相談（日曜以外） ②

250 黒木 2009
ストレングスアプローチと I メッ
セージ

福祉職には「聴く」ことと同様に「話す」ことも求められています。ストレングスアプローチを基礎から学び、
Iメッセージも使えることができるようになることを目指す研修です。演習形式。

90分
相談により研修内容
および予定を決定

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。



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

251 黒木 2009
面接技術：
相談時の コミュニケーションと
面接の基本パターン

面接の基本パターン　演習：　利用者との相談時のコミュニケーションのあり方と日常会話との区別がつ
かないグループにお勧めの研修です。相談時のコミュニケーションの特殊性を理解し、話の聞き方のコツ
を学びます。講義と演習形式。

90分
相談により研修内容
および予定を決定

①

252 黒木 2009
面接技術：
応答技法と非言語の技法

面接技法のひとつである応答技法を演習します。また、非言語についての理解を深め、非言語的な係わ
り合いの基礎を身につけることも目標とする研修です。演習形式。

90分
相談により研修内容
および予定を決定

①

253 小沼 3001 面接技術と記録の基礎を学ぶ
面接場面のロールプレイを通じて、面接技術ならびに記録の方法について、基礎的な理解を深める。少
人数のロールプレイが中心。

120分
火・木・金・土・日で
応相談

①

254 関谷 3002
「傾聴」スキルアップ講座
～視点が変わる具体的なコツ、
お伝えします～

この講座では利用者さんはもちろん、関係機関や同僚どうしなど、相手を問わず様々な場面で使える
「真の傾聴」につながる視点を、講義と簡単なワークを通じて学びます。信頼関係づくりやクレーム対応に
も役立ち、支援者としてのレベルアップにもなる、「今日から使える傾聴のコツ」に触れてみませんか。

90～
120分

夜間・土日を含め、
調整の上で決定さ
せていただきます。

①

255 山屋 4002
アサーティブ ・ コミュニケー
ション

相手を尊重しながら適切な方法で自己表現を行いましょう。「そんなつもりで言ったのではありません」は
通用しないのです。専門職としてのコミュニケーションスキル高められるように演習を中心に進めます。

90～
120分

毎週水曜日不可 ②

256 平野 4003 接遇研修 選ばれる施設を目指して必要な接遇・マナーを学びましょう。／講義とグループワーク 90分 応相談 ②

257 平野 4003
アサーティブな　コミュニケー
ション

相手を尊重しつつ、自分の意見や要求、感情を素直に、誠実に伝えるコミュニケーション方法を学びま
す。／講義とグループワーク

90分 応相談 ②

258 森川 5004
訓練すれば誰もが向上。ここか
ら始める接遇・マナー

言葉遣いの乱れはケアの乱れ。おもてなしの気持ちを持ってケアできるように、最初の一歩として学んで
みましょう

90分 応相談 ①

259 秋山 6001
苦情の4割は職員接遇 「マ
ナー」から考える接遇のあり方

忙しい中で忘れがちなマナー。利用者、利用者の家族に寄り添った態度、敬語等の言葉遣いについて、
ワークを通じて再確認する。

120分 応相談 ①

260 秋山 6001
外国人職員との協働 「異文化
コミュニケーション」の考え方

これから増えるであろう外国人職員との協働についての留意点をワークを通じて明確にし、これからの実
践の場で活用できる方法の気づきを得る。

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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261 秋山 6001
連携に必要なコミュニケーショ
ンの考え方

近年強く求められている「連携」。多職種連携、地域連携の意味と、事業所に必要な「連携」の在り方を
ワークを通じて確認し、実践に活用できるような気づきを得る。

120分 応相談 ①

262 吾妻 6002
福祉サービス職員に必要な組
織性の理解と コミュニケーショ
ン

福祉職員の多くは仕事に対して“熱い心”を持っていますが、この気持ちが強いあまり “組織人としてふさ
わしくない行動” がみられる人もいます。本研修は組織の一員として必要な心がまえを確認するととも
に、職員間の円滑なコミュニケーションの ポイントを学びます （パワーポイントを使った講義、グループ
ワーク）。

90～
120分

応相談 ①

263 吾妻 6002
報･連･相の基本　～的確な報
連相は自己覚知と他者理解～

組織における「報連相」を的確に行うためには日ごろからの職員間のコミュニケーションが大切です。
円滑なコミュニケーションを取るために必要な「自己覚知」と「他者理解」についてパワーポイントを使った
講義とグループワークによる演習を通して学びます。

90～
120分

応相談 ①

264 小原 6004
接遇・コミュニケーションの基本
～よりよい人間関係のために～

コミュニケーションは接遇のための大きな要素。よりよい人間関係をつくる接遇・コミュニケーションの理論
と基本的な対応を学ぶ。ワークで自分の対人関係の「くせ」に気づき、相手との親密性向上に役立てる。

90分
応相談（原則、あら
ゆる時期・曜日・時
間帯可）

①

265 小原 6004
人権尊重のコミュニケーション
～心と技～

コミュニケーションは心と技の複合体。人を大切にする人権尊重のコミュニケーションに向け、心理学・コ
ミュニケーション学（交流分析＝ＴＡ）の視点から自分の心に気づき、併せてカウンセリングの視点からコ
ミュニケーション技術（聴き方、話し方、ことば・表現）を考える。研修形式は講義とワーク。

90分
応相談（原則、あら
ゆる時期・曜日・時
間帯可）

①

266 小嶋 6005
利用者の心に届く「マナー」 と
「コミュニケーション」

第一印象を決めるのは「表情」と「姿勢 」心地のよい「言葉づかい」「コミュニケーション」のスキルアップ
「傾聴」という技法・心構え聴き上手になるための４つのポイントアサーティブな話法で品質を高める怒り
のコントロールすぐにできる「4つの技」、日々の実践・習慣化

90分 応相談 ①

267 小嶋 6005
聴く技、伝える技、バランスの
良い会話力の養成

人間関係、人と人との関わり、気持ちの交換はコミュニケーションを介して行われます。この研修は、聴き
方として「傾聴」の演習を行います。この体験を踏まえて、話し方としてバランスの良いアサーション技法
を具体事例を挙げて学ぶ。

90分 応相談 ①

268 永久 6006 ビジネスマナー
福祉現場になぜビジネスマナーが必要なのか。その重要性を考えた上で、多くの方々と信頼関係を築く
ことを目指し、仕事に必要なマナーを学びます。演習も交えて実践で活用できるようになることを目指しま
す。

120分 応相談 ①

269 永久 6006 ビジネスコミュニケーション 「話し方」「聴き方」「文書の書き方」。仕事におけるコミュニケーションスキルの基礎力を高めます。 120分 応相談 ①

270 永久 6006 チームコミュニケーション
チームとは何か？チームで仕事を進める上で必要な意識とスキルを学びます。「PDCA」「報連相」など仕
事を進める上で必要な基礎も再確認します。

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。


