
勤務 教員名 担当科目（学年） 時間数 実務経験

専門学校レクリエーション講師

長岡市介護予防運動指導員として25年勤務

コミュニケーション技術
Ⅰ

30

生活支援技術Ⅱ-1 80

介護総合演習Ⅰ－１ *30

認知症の理解Ⅰ 30

介護過程Ⅰ-１ 30

介護総合演習Ⅰ-１ *30

介護の基本Ⅰ-１ 30

生活支援技術Ⅰ-１ 14

障害の理解１ 30

30

30

16

60

社会福祉法人　長岡福祉協会で介護福祉士
として16年勤務

大学、専門学校、高等学校で講師として27
年勤務

ながおか医療生活協同組合で介護福祉士と
して６年勤務

神経内科クリニック、教育研究所等で心理
カウンセラーとして勤務

社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　新潟
県済生会で介護福祉士として16年勤務

社会福祉法人　長岡福祉協会、医療法人
崇徳会で看護師として21年勤務

1 非常勤 栄　千恵子 人間の尊厳と自立

2 非常勤 須藤　ひろみ
生活レクリエーション援
助Ⅰ

非常勤 内藤　照美 生活支援技術Ⅰ-1

4 常勤 速水　貴昭

＊は複数担当で授業実施

介護福祉科１年　前期授業担当者一覧

こころとからだのしくみ
Ⅰ

7 常勤 福田　康之

5 常勤 伊東　美子

6 常勤 棚橋　恭子

3



勤務 教員名 担当科目（学年） 時間数 実務経験

専門学校レクリエーション講師

長岡市介護予防運動指導員として25年勤務

生活支援技術Ⅱ-２ 36

介護総合演習Ⅰ-２ *30

介護実習Ⅰ-１,２,３ *200

認知症の理解Ⅱ

介護過程Ⅰ-２ 30

介護総合演習Ⅰ-２ *30

介護実習Ⅰ-１,２,３ *200

介護実習Ⅰ-１,２,３ *200

こころとからだのしくみⅡ 60

医療的ケアⅠ 20

30

28

2

4

神経内科クリニック、教育研究所等で心理カ
ウンセラーとして勤務

1 非常勤 栄　千恵子
人間関係とコミュニケー
ション

30

2 非常勤 安藤　清彦 社会と制度の理解Ⅰ

生活支援技術Ⅱ-２

生活レクリエーション援助
Ⅱ

生活レクリエーション援助
Ⅱ

3 非常勤 須藤　ひろみ

4 非常勤 星島　宏治

8 常勤 棚橋　恭子

7 常勤 伊東　美子

5 非常勤 若杉　かおり

6 常勤 速水　貴昭

介護福祉科１年　後期授業担当者一覧

社会福祉法人　長岡福祉協会、医療法人　崇
徳会で看護師として21年勤務

社会福祉法人　中越福祉会で社会福祉士と
して38年勤務

ｉＤＥＡでバルーンアート職人として26年
勤務

越後さんとう歯科診療所で歯科衛生士として
15年勤務

ながおか医療生活協同組合で介護福祉士と
して６年勤務

社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　新潟
県済生会で介護福祉士として16年勤務



勤務 教員名 担当科目（学年） 時間数 実務経験

介護の基本Ⅰ-２ 60

コミュニケーション技術Ⅱ 30

生活支援技術Ⅰ-２ 30

介護実習Ⅰ-１,２,３ *200

障害の理解Ⅱ 30

＊は複数担当で授業実施

社会福祉法人　長岡福祉協会で介護福祉士
として16年勤務

9 常勤 福田　康之



勤務 教員名 担当科目 時間数 実務経験

1 非常勤 安藤　清彦 社会と制度の理解Ⅱ 30
社会福祉法人　中越福祉会で社会福祉士と
して38年勤務

2 非常勤 元井　信明 生活支援技術Ⅲ-１ 20
ケアサポート長岡で看護師、介護支援専門員
として35年勤務

3 非常勤 鈴木　洋子 生活支援技術Ⅲ-１ 10
専門学校、新潟県手話通訳者養成講座の講師
として1年勤務

4 非常勤 五十嵐　吉夫 生活支援技術Ⅳ 10 ホテルで調理師として36年勤務

5 非常勤 吉村　寿子 生活支援技術Ⅳ 10
社会福祉法人　朋友福祉会で理学療法士と
して14年勤務

自立に向けた介護Ⅱ 10

生活支援技術Ⅳ 10

介護実習Ⅰ-３ *24

介護実習Ⅱ-２ *140

介護の基本Ⅱ-１ 30

介護過程Ⅱ-１ 30

介護実習Ⅰ-３ *24

介護実習Ⅱ-２ *140

発達と老化の理解Ⅰ 30

介護総合演習Ⅱ-１ 30

介護実習Ⅰ-３ *24

介護実習Ⅱ-２ *140

医療的ケアⅡ 48

医療的ケアⅢ 50

7

常勤 速水　貴昭

8

常勤 伊東　美子

介護福祉科２年　前期授業担当者一覧

社会福祉法人　長岡福祉協会、医療法人　崇
徳会で看護師として21年勤務

ながおか医療生活協同組合で介護福祉士と
して６年勤務

社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　新潟
県済生会で介護福祉士として16年勤務

常勤 棚橋　恭子

6



勤務 教員名 担当科目 時間数 実務経験

自立に向けた介護Ⅱ 20

介護実習Ⅰ-３ *24

介護実習Ⅱ-２ *140

＊は複数担当で授業実施

社会福祉法人　長岡福祉協会で介護福祉士
として16年勤務

常勤 福田　康之9



勤務 担当教員名 担当科目 時間数 実務経験

1 非常勤 安藤　清彦 社会福祉 30
社会福祉法人　中越福祉会で社会福祉士と
して38年勤務

2 非常勤 稲川　克弘 生活支援技術Ⅲ-2 20
社会福祉法人　長岡福祉協会でサービス管理
責任者として26年勤務

生活支援技術Ⅲ-2 10

介護実習Ⅱ-3 *175

介護の基本Ⅱ-2 30

介護過程Ⅱ-2 60

介護実習Ⅱ-3 *175

常勤 棚橋　恭子 介護総合演習Ⅱ-2
社会福祉法人　長岡福祉協会、医療法人
崇徳会で看護師として21年勤務

介護実習Ⅱ-3 *175

6 常勤 福田　康之 介護実習Ⅱ-3 *175
社会福祉法人　長岡福祉協会で介護福祉士
として16年勤務

＊は複数担当で授業実施

介護福祉科２年　後期授業担当者一覧

ながおか医療生活協同組合で介護福祉士と
して６年勤務

社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　新潟
県済生会で介護福祉士として16年勤務

3

4

常勤 速水　貴昭

5

常勤 伊東　美子
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