
R3-2期　　

令和3年度　登録講師派遣事業

■　研修科目一覧　/２期 【　7.人 材 育 成 ・ メンタルヘルス　】

分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など
研修
時間

実施時期・曜日・
時間帯など

対象
地域

228 1002 泉
介護の仕事を楽しく
 　～怒りやｲﾗｲﾗをｺﾝﾄﾛｰﾙしよう～

人間関係でトラブルにならないように、職場でイライラせずに仕事をするために、イライラや怒り
の感情を理解しコントロール方法を学ぶ（アンガーマネジメント）

90分
応相談
（なるべく早めの時間希望）

①

229 1004 安原 職員のキャリア形成
100歳の人生における職員（自己理解）のキャリア形成のあり方とコロナウイル終息後の対策
を考えて見ましょう。これが利用者や家族（他者理解）の支援に役立ちます。
(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

230 1004 安原 職場のストレスケア対策
職場のストレスと利用者や家族、職員等の人間関係やハラスメント等があります。どの様にし
てケアして働きやすい職場環境を作るのか考えてゆきます。
(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

231 1004 安原 メンタルヘルスケアの基本と進め方
メンタルヘルスの重要性を理解し、どの様に予防していけばいいのか。メンタルヘルスケアの
進め方を学んでゆきます。
(オンライン研修は、サポートの出来る人がいる場合は可能です。)

90～
120分

ご相談ください ②

232 1005 渡邉
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
（良いサービスとは）

１）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やホスピタリティーを実践的に学びます。
２）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）対象者：新入職員～
3年目

120分 相談に応じます ①

233 1005 渡邉
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
（スタッフ間の関係改善）

１）内容：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。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）形態：講義とグループワーク形式で学びます。　３）対象者：新入職員～5年目

120分 相談に応じます ①

234 1005 渡邉
福祉現場におけるサービスマインド
向上
（職員のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝｱｯﾌﾟとﾁｰﾑ力）

１）内容：現場で求められる、サービスについて考え中堅層又は成長が期待されるスタッフの
サービスマインドやチームの中での役割意識を高め、スタッフのモチベーションをどのように高
めればよいのか気付きを促す研修です。　２）形態：講義とグループワーク形式で学び合い高
め合う研修を実施します。３）対象者：3～5年目

120分 相談に応じます ①

235 1005 渡邉

福祉現場におけるリーダー層の
サービスマインド・リーダーマインドを
高める
（リーダーに必要なもの）

１）内容：サービスマインドについて改めて考える機会として、ご利用者や家族への更なる接遇
向上のきっかけとし、スタッフへの指導やかかわり方などリーダーとして目指すべき姿について
学びます。リーダーへの自己覚知を促す研修です。　２）形態：講義とグループワーク形式で実
施します。３）対象者：リーダー候補～リーダー３年目

120分 相談に応じます ①

236 1005 渡邉
福祉現場におけるリーダーのための
スタッフマネジメント導入にむけ
（意識改革）

１）内容：福祉現場におけるリーダーの意識変革を促す研修です。「指示的リーダー」から「支持
的リーダー」への転換について具体的なケーススタディをグループで考え、スタッフとの関係作
りの構築方法について学びます。２）形態：講義とグループワークを取り入れ実施します。３）対
象者：リーダー候補～リーダー５年目職員

120分 相談に応じます ①

 
⑦
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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「講師名簿」をご参照ください
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分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など
研修
時間

実施時期・曜日・
時間帯など

対象
地域

237 1005 渡邉
福祉現場におけるリーダーマインドと
スタッフとのコミュニケーション技法
（リーダーのあり方とは）

１）内容：福祉現場におけるリーダーの意識変革を促す研修です。「指示的リーダー」から「支持
的リーダー」への転換を目指し、職場内の研修を担うリーダー層に対して「職員研修技法」の理
論と方法論を実践的に学びます。２）形態：講義とグループワークを取り入れ実施します。３）対
象者：リーダー3年目以上　職員研修を担当するリーダー層

120分 相談に応じます ①

238 2002 関屋 福祉施設職員のストレスケア

職員のメンタルヘルスや、燃えつき等にも関わる、職員のストレスケア。困難の原因と、ストレ
スのセルフケアの方法等を事例も用いて学びます。
障害者支援や高齢者介護等の職務を続けていくために、ストレスマネジメント、感情労働の理
解などにより、職員の皆様と職場をサポートする研修です。支援の質の向上を図ります。

90～
100分

ご相談ください ①

239 2002 関屋
福祉施設職員の人間関係
事例から学ぶ

職員のストレスや、支援の質にも密接に関連する職場のコミュニケーション。その課題と改善に
向けた取り組みの方法を、事例も用いて解説します。事業所内の人間関係の改善と、職員の
離職予防を図る研修です。 障害者や高齢者等施設の、職員間の人間関係のストレスとその対
処を中心に、コミュニケーションの基礎を学びます。

90～
100分

ご相談ください ①

240 2002 関屋
課題解決の方法
スーパービジョンの基礎

福祉施設における困難な課題と、その解決の方法としてのスーパービジョンの基礎を解説しま
す。　障害者・高齢者等福祉事業所において、何が苦しく、難しいのか、困難の要因を考えま
す。また、課題解決の方法として、スーパービジョンの実施とその課題、職員間のピア・サポー
トのあり方等の研修です。

90～
100分

ご相談ください ①

241 2009 黒木 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

242 2009 黒木 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

243 2009 黒木 グループワークの基礎
ソーシャルグループワークの基礎・理論について理解し、現在施設で行っているグループ活動
を見直す力を得ることを目的とします。活動を交えて、楽しく学びます。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

244 2009 黒木 グループワークの企画
グループワークの計画とプログラミングについて学びます。グループワークを行うための計画
のポイントとプログラムを作成することで、理論をベースとした活動の組み立て方を学びます。
（グループワークの基礎を受講済みのみ）演習形式。

90分
相談により研修内容および
予定を決定

①

245 3002 関谷
『感情労働』の視点から学ぶ，
福祉職のメンタルヘルス入門講座

福祉職に代表されるように，感情のコントロールが不可欠な仕事は「感情労働」と呼ばれます。
感情労働について知ることは，福祉の仕事におけるメンタルヘルス対策はもちろん，普段のお
仕事を見つめ直し，魅力を再発見するきっかけにもつながります。この研修では感情労働の基
本知識や特徴，対処の方向性をお伝えします。

90～
120分

ご相談の上，調整いたしま
す（土日，夜間帯含む）。
ｵﾝﾗｲﾝ・2月中は比較的，
調整幅が広がりそうです。

①

246 4003 平野 接遇研修
選ばれる事業所・施設を目ざして、今！取り組むことは何かを皆さんで考えてみましょう。
／　講義とGW

90分 応相談、土日調整可能 ②

247 4003 平野 アサーティブなコミュニケーション
相手も自分も大切にするコミュニケーションとは。自分のコミュニケーションを振り返り、アサー
ティブに伝えてみましょう。　／　講義とGW

90分 応相談、土日調整可能 ②
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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「講師名簿」をご参照ください



R3-2期　　

分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など
研修
時間

実施時期・曜日・
時間帯など

対象
地域

248 5006 佐藤 介護職員のストレスマネジメント
自身のストレスに気づき、ストレスと上手に付き合いチームで支援していくことを講義やワーク
を通して理解する。

90分 応相談 ①

249 5009 島田
【NEW】
モチベーションをマネジメント
してみよう！　～やる気スイッチ探し～

「職員の元気がない」そう感じる事ありませんか？職員の「やる気」とは？モチベーションはどう
すれば上がる？そもそもモチベーションって、何？介護の仕事をもっと楽しむ為に、「モチベー
ションの正体」を解き明かしてみましょう！職員個々が自分の仕事について振り返り、考える。
自己啓発の機会としてご活用下さい。

90分
曜日、時間等は可能な限り
対応させて頂きます。

①

250 6002 吾妻
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＋個人ワーク）。

90～
120分

応相談 ②

251 6003 金子 スタッフ不足時代への対応を考える スタッフの確保が大きな課題。如何に確保するか,みんなで基本に立ち返って打開策を考える 120分 応相談 ①

252 6003 金子 これからの介護職場の人間関係
人間関係は時代と共に変化する。変化に十分適応できない職場は会社と従業員を窮地に落と
し込む。どう変化させたらよいのか明案で考える。

120分 応相談 ①

253 6004 小原
人権研修講師・ファシリテーターの
養成

講師・ファシリテーターとしての心がまえ、人権全般及び個別課題（差別・虐待・ハラスメント等）
に関する知識、カリキュラムの作り方、アクティビティなどを講義とワークで習得する。個別課題
は出講先事業所の希望に沿って設定。研修資料はパワポとテキスト、一方でも可。
（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可、研修形式はオンライン仕様）

90～
120分

応相談
（原則、あらゆる時期・曜
日・時間帯可）

①

254 6004 小原 人権尊重の福祉人材の育成

福祉事業の柱は人材。人に関わる福祉事業は人権と一体。福祉人材には専門的なスキルと同時に
人としての資質が求められる。良好な関係づくりと良質な福祉サービス提供の基盤は人にやさしい
人材。講義とワークで人権意識の高い人材を育成する。研修資料はパワポとテキスト、一方でも可。
（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談
（原則、あらゆる時期・曜
日・時間帯可）

①

255 6004 小原
ハラスメント相談窓口（担当者）の
養成

ハラスメントの相談対応は極めて難しい。対応を誤ると解決が長引いたり、二次被害が起き
る。これまでの数多くの相談経験を活かし、自信をもって相談に対応できる担当者を養成する。
研修形式は講義とロールプレイ、ＤＶＤ視聴。研修資料はパワポとテキスト、一方でも可。

90～
120分

応相談
（原則、あらゆる時期・曜
日・時間帯可）

①

256 6004 小原
面談・相談の心得と技法を学ぶ
～「聴く力」は大きい～

上司として先輩、同僚として面談・相談に応ずることがある。適切な対応で問題解決につなが
る一方で、対応によっては問題を広げ、深めることにもなりかねない。面談・相談の効果と心
得、技法を学ぶ。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも可。
（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談
（原則、あらゆる時期・曜
日・時間帯可）

①

257 6004 小原
メンタルヘルス
～過剰なストレスをなくし健康な
   　職場生活を～

近年、職場でメンタルヘルスに不調をきたす人が増加傾向にある。ストレスの問題性、ストレス
要因やセルフケア、ラインケアの理解、更にセルフチェックで自分の心身の状態に気づき、健
康な職場生活の実現をめざす。研修形式は講義とワーク。資料はパワポとテキスト、一方でも
可。（オンラインは「招待」または「事業所に出向いて実施」なら可）

90分
応相談
（原則、あらゆる時期・曜
日・時間帯可）

①

258 6005 小嶋
スキルアップをめざして
～対話力とメンタルケア～

「すべての人の多様性を個性として認め尊重する」「風通しを良くし信頼できる人間関係をつく
る」ために、「コミュニケーションー対話力の養成」を中心に、「怒りの自己コントロール・テクニッ
ク」、「ストレスのセルフケア」などを学び、スキルアップを図ります。
(グループワークありの場合：120分）

90～
120分

ご相談ください。
（予定の日程などあればご
提示下さい）

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「講師名簿」をご参照ください
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分野
科目
番号

講師
番号

講師 科目名 研修の内容・形態など
研修
時間

実施時期・曜日・
時間帯など

対象
地域

259 6005 小嶋
リーダーに求められる
スキルアップ

介護、保育、認知症ケア支援者には豊かな感性と率先垂範力が欠かせない。利用者を尊重し
職員間の良い関係をつくり現場のモチベーションを上げる。リーダーに求められる意識や人間
性と実践力を育成します。

90分
ご相談ください。
（予定の日程などあればご
提示下さい）

①

260 6005 小嶋
風通しと活力ある職場づくり
～メンタルヘルスの心得～

「心の状態」は気づくことなく悪化するから怖い。メンタルヘルスで安心と自分らしさを取り戻す。
早期発見と声かけなどセルフとラインのケアを考える。セルフチェック実施。
(グループワークありの場合：120分）

90～
120分

ご相談ください。
（予定の日程などあればご
提示下さい）

①

261 6006 永久 成長力向上
個人とチームが成長していくために必要な要素を学びます。仕事の振り返り、仕事の意味づけ
など、日常で実践できる方法を持ち帰ります。オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

262 6006 永久 中堅職員研修
中堅職員としてどのようにチームに貢献するか、自身のキャリアをどう形成していくか。自身の
立場と役割を再認識し、モチベーションを高めていきます。オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

263 6006 永久 リーダー研修
リーダーに必要な要素は何か。どうチームを機能させていくか、課題を解決していくか。明日か
ら働きかけることのできるリーダーシップの要素を学び、モチベーションを高めていきます。
オンライン：Zoom活用。

120分 応相談 ①

264 6006 永久 会議参加者スキルを高める
会議の良し悪しは参加者で決まります。会議を楽しくするために、より効果・効率化するため
に、参加者はどう機能していけば良いか。当事者意識を持ち、元気な会議にしていくことを目指
します。オンライン：Zoom活用

120分 応相談 ①

265 6006 永久 講師育成講座
職員が講師となり研修を行う機会も多いはずです。効果的な研修を行うためには、どんな意識
とスキルが必要なのか。「教える」「伝える」スキルを高めていきます。オンライン：Zoom活用

120分 応相談 ①

266 6006 永久 アサーティブなチームづくり
アサーティブは、相手も自分も尊重し、建設的なコミュニケーション。どうすればアサーティブな
関係性ができるのか。個々人がどうチームに機能すれば良いのか。演習を通じて学び合いま
す。オンライン：Zoom活用

120分 応相談 ①

267 6008 岩見
ｺﾛﾅ禍における介護・福祉職のメンタ
ルヘルス・ストレスマネージメント入門
(セルフケア)

コロナ禍の介護・福祉の現場において、どのような事がメンタルヘルスに影響するのか？どの
ような対策を立案すれば良いのか？職員の皆さん一人一人ができるセルフケアの観点から学
んで頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

268 6008 岩見
ｺﾛﾅ禍における介護・福祉職のメンタ
ルヘルス・ストレスマネージメント入門
(ラインケア)

コロナ禍の介護・福祉の現場において、どのような事がメンタルヘルスに影響するのか？どの
ような対策を立案すれば良いのか？リーダー、管理・監督職の皆さんが考えるべき事項につい
て学んで頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

269 6008 岩見
介護の仕事が楽しくなる！
ワーク・エンゲージメント高めるコツ

感情労働と言われる介護の仕事に対して、ポジティブで充実した心理状態を保つために必要
な３要素、認知的、感情的、身体的関与を高めるために必要な事について学び、皆さん自身に
考えて頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

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「講師名簿」をご参照ください
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講師 科目名 研修の内容・形態など
研修
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実施時期・曜日・
時間帯など

対象
地域

270 6008 岩見 腰痛を防ぐ！介護技術と心の持ち方
腰痛予防と安全な介護技術として必要なボディメカニクスの基本、現場での腰痛を起こさない
ための工夫。腰痛の8割以上を占める、原因のわからない非特異的腰痛に対して、仕事を続け
る上で、日々どのように向き合えば良いのかについて学んで頂きます。

90～
120分

事業所とご相談の上決定し
ます。

①

271 7011 山田
チーム力もアップ！福祉・教育職員
のエンパワメント
(人材育成・メンタルヘルス編)

ストレスを抱えがちな福祉・保育職員がストレスを解消し、元気になるためのワークショップを行
います。お互いの持ち味を再発見し、チーム力のアップも目指します。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
と金曜日の夕方。オンライ
ンでは他の曜日も対応可
能な場合ある。

①

272 7011 山田
職員の強みを見つけ、補い合うワー
クショップ
(人材育成・メンタルヘルス編)

支援観や経験値の違いから、ついつい相手の欠点が目につき、不満を持ちがちな福祉・保育
の仕事。職員同士の価値観や強みを再確認できる研修です。

120分
（応相談）

対面では原則日・月・火・土
と金曜日の夕方。オンライ
ンでは他の曜日も対応可
能な場合ある。

①

 
⑦
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