
教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ カジシャ  タクミ 

氏  名 鍛治舍  巧 

職名 教授・副学長 

学位 学士(教育学） 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 教育学 

 

 
主な担当科目 

 

 
国際経済論 

 

 

 
 

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等 

【社会貢献】 
NHK高校野球解説委員 
財団法人日本野球連盟  近畿地区連盟  会長 
日本経団連  教育問題委員会  スポーツ推進部会  部会長 
公益社団法人 海外事業活動関連協議会（平成24年から企業市民協議会）副会長
内閣府  政府広報アドバイザー 
財団法人経済広報センター  企業広報功労・奨励賞  受賞 
内閣府 安心安全で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議
総合戦略部会  委員 
日本経団連  企業行動委員会  社会的責任経営部会  部会長 
パナソニック教育財団副理事長 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ カワイケンジ 

氏  名 川井  健次 

職名 教授・学務部長 

学位 法学修士、経営学修士 

所属学科 経営福祉学科、情報ビジネスコース 

専門分野 法学、経営学 

 

 
主な担当科目 

 

 
法学、日本国憲法、経営学 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等 

【研究業績】 
①「知的所有権と市場主義との関連について」Ｈ22．３中九州短大論叢 
②「公益法人改革について」Ｈ２１、３、中九州短大論叢 
③「公益法人改革に伴う新税制について」Ｈ２１．３中九州短大論叢 
 

【社会活動】 
八代市政治倫理審査会委員長 平成24年4月1日～平成28年3月31日 
八代市情報公開審査会委員長 平成24年4月1日～平成26年3月31日 
八代市個人情報保護審査会委員長 平成24年4月1日～平成26年3月31日 
八代市総合計画策定審議会委員 平成24年4月1日～平成25年3月31日 
八代市環境ｾﾝﾀｰ施設設備及び運営に係る事業選定委員会委員 

平成24年4月1日～平成27年3月31日
八代市行政評価外部評価委員会委員長 平成24年4月1日～平成26年3月31日 
八代市公共事業再評価第三者委員 平成24年4月1日～現在 
芦北町立保育所移管先法人選定委員会委員   平成25年4月1日～平成25年12月31日
八代市指定管理者候補者選定委員会委員       平成25年4月1日～平成25年12月31日
芦北町子ども・子育て会議委員長 平成26年2月1日～平成28年12月31日 
八市市ケーブルテレビ管理運営審議会委員 平成27年5月1日～平成27年7月31日 
八代市新庁舎建設市民検討委員会委員長 平成27年7月1日～平成28年3月31日 
やつしろ・まち・ひと・しごと対策推進委員会委員    平成27年7月1日～現在 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ サカモト  テツロウ 

氏  名 坂本  哲朗 

職名 教授 

学位 学士（教育学） 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 教育学 

主な担当科目 倫理学Ⅰ.倫理学Ⅱ.社会学概論Ⅰ.社会学概論Ⅱ.心理学 

 

 

 

 

 

 

 
 

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等 

【研究業績】 
「五輪書の教育学的考察」教育論文（昭和48年1月、熊本大学教育学部教育学科） 
「命を大切にする性に関する指導の在り方」研究紀要、研究主任（昭和62年11月、八代市立
金剛小学校） 
「文部省教員海外派遣」調査テーマ「道徳性の育成の在り方」団員（平成2年6月、文部省） 
「小学校学習活動における具体の評価基準」監修（平成17年3月、八代市教育委員会） 
「学力向上やつしろプラン」共同作成（平成23年3月、八代市教育研究所） 
「学力向上、不登校対策ハンドブック」共同作成（平成24年4月、八代市教育サポートセンター） 
「子どもの健やかな育ちと学びをつなぐ、幼・保・小・中連携の在り方」共同研究（平成24年11 
月、八代市教育委員会） 
 

【社会活動等】 
「くう、ねる、あそぶ、そしてまなぶ」講演（平成22年8月、八代市ＰＴＡ研究大会） 
「頑張りをほめて、やる気スイッチオン」講演（平成24年3月、八代市主催「学びフェスタ」） 
「子どもの笑顔が未来を拓く」講演（平成24年5月、八代学校保健会） 
「行きたい学校、帰りたい家、住みたい町」講演（平成25年5月、八代市民生委員、主任児童委
員研修会） 
「かっぱのoｈ！ちゃちゃ」コメンテーター（平成26年5月から、エフエムやつしろ） 
熊本大学剣道部龍南会（ＯＢ会）、副会長（平成27年4月から） 
「フレーフレー．2020」講演（平成29年5月、八代ロータリークラブ） 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ マツナガ  トモヤ 

氏  名 松永  智也 

職名 准教授 

学位 社会福祉学修士 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 介護福祉 社会福祉 

 
 

主な担当科目 

 

介護基本 コミュニケーション技術 生活支援技術 生活支援技術演習  介護過程 

介護総合演習  介護実習  ライフプランニング など 

 

 

 

 

 

 
主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

 

【研究業績】 

（単著）「介護従事者の精神的健康と職場不適応の及ぼす諸要因の検討」 

平成20年  群馬社会福祉大学大学院 

 

（共著）「東京都における社会福祉行政資料」及び「東京都福祉関連主要政策の 

展開と50年の歩み」 平成22年3月  東京都社会福祉協議会 

 

（単著）「介護従事者の離職に関する諸要因」  

平成27年3月  中九州短期大学論叢 

 

 

【社会活動等】 
大学コンソーシアム熊本進学ガイダンスセミナー模擬授業（平成25年） 
介護の日inくまもと2015～2016実行委員会副会長 

日本社会福祉学会会員 

 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ フカマチ  シュウイチ 

氏  名 深町  修一 

職名 准教授 

学位 修士（情報工学） 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 情報学 

 

 
主な担当科目 

 

 
コンピュータリテラシー、コンピュータ概論、e-ビジネス論、プログラミング演習I・II、
システム設計 

 

 

 
 

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等 

 
【研究業績】 
文系大学におけるプログラミングのポインタの指導法の一考察、平成25年3月、
福岡国際大学紀要第29号、P. 49-P.54 
 

文系大学におけるサーバ構築の教育法と評価、平成23年3月、
福岡国際大学紀要第25号、P.25-P.37（共著） 
 

少人数教育におけるWebサーバーを用いた自動出欠管理システム、平成19年11月、
平成19年度情報教育研究集会講演論文集、P.355-P.356、（共著） 
 

【社会活動等】 
人工知能学会会員
情報処理学会会員 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ クロキ  シンゴ 

氏  名 黒木  真吾 

職名 准教授 

学位 社会福祉学修士 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 社会福祉 介護福祉 

 

 

主な担当科目 

 

 
介護の基本、コミュニケーション技術、介護過程、生活支援技術、介護実習、介護総合演習、ラ 
イフプランニング など 

 

 

 

 

 

 
主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等 

                             
【研究業績）】                                                                            
「学術論文」                                                                                   
1．（単著）「本学における介護実習の現状と課題（１）―学生の実習に関するアンケート調査を通じて
―」（中九州短期大学論叢第39巻第１号・第2号、2017年）                                                                
2．（単著）「本学における介護実習の現状と課題（２）―学生の実習に関するアンケート調査を通じて
―」（中九州短期大学論叢第39巻第１号・第2号、2017年）                                                                      
「報告書」                                                                                
1．(共著)「島嶼地域の保健福祉と地域再生―奄美・八重山の調査から―｣（平成23年度～平成25年
度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「琉球弧における地域文化の再考と地域再生プ
ランおよび実践モデル化に関する研究」、2014年）                                                      
2．(単著)「特別養護老人ホームの介護職員と看護職員の業務内容に関する研究」（鹿児島国際大学
学会誌「ゆうかり」、2013年）                                                                              
「著書」                                                                               
1．(共著)『21世紀の現代社会福祉用語辞典』 （九州社会福祉研究会、2013年）                                                                       
2．（共著）『琉球弧の島嶼集落における保健福祉と地域再生』（南方新社、2017年）                                                                   
「学会発表」                                                                                                                                                                              
1．「特別養護老人ホームの介護職員と看護職員の業務内容に関する研究」（鹿児島国際大学 2012
年度社会福祉学会自主研究助成成果報告会、2013年1月） 
                                                                      
【社会活動等】                                                                   
・鹿児島県介護福祉士会 研修委員 （平成25年度） 
・鹿児島県介護福祉士会 青年部 副部長（平成26年度） 
・大学コンソーシアム熊本進学ガイダンスセミナー模擬授業（平成27年7月） 
・第28回 介護福祉士国家試験実地試験委員（平成28年3月）                                                     
・熊本県介護福祉士会「八代 介護サミット」パネリスト（平成28年11月） 
・小規模多機能型居宅介護なごみの広場 運営推進委員（平成28年度～現在に至る） 
 
【所属学会】 
日本社会福祉学会、日本介護学会     
                    

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ クボ  ヒデキ 

氏  名 久保  英樹 

職名 専任講師 

学位 修士 (健康福祉学) 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 人間と社会領域 

主な担当科目 
社会福祉概論、社会の理解Ⅰ・Ⅱ、人間関係とコミュニュケ―ション、 

介護総合演習、他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

1, 研究発表 

1) 平成22年06月  日本社会福祉士会全国大会 社会福祉士学会 

分科会発表 「高齢者の安心した生活を支える社会資源の整備と地域における見守

り体制構築の取り組みについて」 

2) 平成22年10月  全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会 

ポスターセッション発表  「地域の社会資源を活用したネットワーク構築にむけた取り

組み」 

3) 平成23年09月  地域包括支援センター職員研修・講師フォローアップ研修会 

実践報告 「介護保険以外のインフォーマルサービスの担い手の養成とそれらのサ

ービスの連携について」 

4) 平成24年10月  全国地域包括・在宅介護支援センター研究 大会 

ポスターセッション発表 「介護予防事業を活用した地域づくりへの取り組み -事業修

了者への働きかけを通して-」 

5) 平成27年10月  全国地域包括・在宅介護支援センター研究 大会 

ポスターセッション発表  「地域の社会資源の再構築  －認知症カ
フェの取り組みを通して－」 
2, 学術論文 

1) 平成23年9月  九州生活福祉支援研究会研究論文集  (第5巻第1号) 

地域包括支援センターにおける地域ネットワーク構築へ向けた活動状況に関する調

査 (単著) 

2) 平成24年3月  愛媛女子短期大学 紀要 (第23号) 

地域包括支援センターの運営体制の在り方に関する研究 －地域ネットワーク活動

に焦点をあてて－  (共著) 

3) 平成25年3月  西九州大学 健康福祉学部 紀要 (第43巻) 

介護保険における介護予防事業(二次予防事業)に関する一考察 －「元気アップ

教室」参加者 への効果測定を通して－  (共著) 

4) 平成25年9月  西九州大学 社会福祉学科 九州社会福祉研究 (第38号) 

養護者による高齢者虐待に対する分離対応に対する一考察 －やむを得ない事由

による措置の対応状況に焦点をあてて－  (単著) 

5) 平成26年3月  西九州大学 健康福祉学部 紀要 (第44巻) 

介護保険制度における介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況と今後の課題  

(共著) 

6) 平成26年9月  西九州大学 社会福祉学科 九州社会福祉研究 (第39号) 



福祉サービス利用へのアクセシビリティ －老人会等へ参加した高齢者へのアンケー

ト調査を通して－  (単著) 

7) 平成27年3月  西九州大学 健康福祉学部 紀要 (第45巻) 

第二のセーフティネットとしての求職者支援訓練の現状と課題 — 介護福祉分野コ

ース修了生の職業訓練受講給付金受給と就職状況から— (共著) 

8) 平成28年3月  西九州大学 社会福祉学科 九州社会福祉研究 (第40号) 

地域包括ケアの構築へむけた地域ケア会議の運営状況と課題 — 地域包括支援セ

ンターへのアンケート調査の結果から —  (単著) 

9) 平成28年10月 九州生活福祉支援研究会研究論文集第10巻第1号 

介護保険サービス事業所におけるサービスの質の確保と事業運営の効率化－「e-

GYM(イージム)」の試用からみるその効果と今後の展開の可能性 －(単著) 

10) 平成29年3月 西九州大学 社会福祉学科 九州社会福祉研究 (第41号) 介護保

険の新規申請とアクセシビリティ  － A市における介護保険新規申請者の状況から 

－(単著) 

11) 平成29年3月  中九州短期大学論叢 39 

外国人介護福祉士養成をめぐる現状と課題 － 介護福祉士養成校における留学

生受け入れへ向けた視点から － (単著) 

12) 平成29年3月  中九州短期大学論叢 39 

介護実習の現状と課題 － 介護実習Ⅱを終えた学生の視点から － (共著) 

 
【職務上の実績】 

1) 平成23年～現在  佐賀県高齢者虐待防止研修会 

地域包括支援センター、養介護施設従事者向け研修会講師及びファシリテーター 

2) 平成24年～現在 佐賀県介護職員等キャリアアップ研修会介護職員等のキャリア

アップ研修会講師 

3) 平成25年～現在 介護職員初任者研修(特定求職者支援制度等) 介護職員初任

者研修(特定求職者支援制度等) 講師 

4) 平成25年11月 佐賀県 介護の日 記念イベント佐賀県 介護の日 記念イベント 

パネリスト 

5) 平成26年 7月  麓刑務所処遇部門 

(企画部門) 佐賀県麓刑務所にて福祉、

社会生活に関する講師 

6) 平成27年10月  地域福祉実践研究九州セミナー 

地域福祉実践研究九州セミナー分科会ファシリテーター 

 
【社会活動等】 

1) 平成22年4月 ～  現在に至る 

佐賀県社会福祉士会  地域包括支援委員会  委員長 

2) 平成23年4月 ～  現在に至る 

佐賀県社会福祉士会、佐賀県弁護士会  高齢者虐待対応チーム登録者 

3) 平成29年4月 ～ 現在に至る 

第7期 八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会委員 

 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ ウノキ  ヒロキ 

氏  名 宇野木  広樹 

職名 専任講師 

学位 博士号（経済学） 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 ネットワーク形成ゲーム、経済成長理論 

 

 
主な担当科目 

 

 
経済学Ⅰ・Ⅱ、総合政策論、経済統計、国際経済論、中小企業論 

 

 

 

 

 
 

主な研究業
績、職務上の
実績、社会活

動等 

 

【研究業績】 
「九州の最適ネットワークについて－ネットワーク形成ゲーム理論による自治体統合問題のモ
デリングとシミュレーション－」, 『応用経済学研究』, 第1巻, pp.73-88, 2007年. 
 

「内生的ネットワーク分断リスクと戦略的ノード機能喪失対策費用投入ゲーム」, 『熊本学園大
学経済論集』, 第18巻, 第3号, 熊本学園大学経済学会, pp.27-51, 2007年. 
 

「ネットワーク分断リスク下におけるネットワーク効率性・安定性」, 『熊本学園大学経済論集』, 
第13巻, 第3・4合併号, 熊本学園大学経済学会, pp.97-122, 2008年. 
 

熊本県における女性の結婚・出産と就業の両立可能性に関する分析, 『熊本県における1人当
たり県民所得低迷の要因分析およびその克服』, 熊本学園大学産業経営研究所, 調査研究報
告, 第102号, 2014年. 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ オガワ  アヤコ 

氏  名 小川  亜矢子 

職名 助教 

学位・称号 専門士 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 医療・看護 

 
主な担当科目 

 
・発達と老化の理解  ・障害の理解  ・医療的ケア・認知症の理解Ⅰなど 

 

 

 
主な研究業
績、職務上の
実績、社会活
動等 

 

＜社会活動＞ 

 

・２０１６年熊本地震の被災地訪問、日本赤十字病院へのボランティア活動の実施 

 

・命について、自殺予防についてなどの各種講演会の実施 

 
・「バルーンアーティストあややん」として風船を通して保育所、幼稚園、小学校や 
各種イベント等での社会活動の実施等 

 



教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ マツモト スエノブ 

氏  名 松本 末信 

職名 助教  

学位 学士（体育学） 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 介護福祉 

主な担当科目 
介護基本 コミュニケーション技術 生活支援技術 生活支援技術演習 

介護過程 介護総合演習 介護実習 ライフプランニング など  
 

 

 

 

 

 

 

 
主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【職務上の実績】 

公益社団法人 福岡県市町村振興協会主催  

介護職員初任者研修 講師 平成24年～平成28年  

 

公益社団法人 福岡県市町村振興協会主催 

家庭介護介助者養成講座 講師 平成27年～平成28年 

 

福岡県 保健医療福祉部 高齢者地域包括ケア推進課主催 

福岡県介護職員技術向上研修 講師 平成27年～平成28年 

 

福岡県 保健医療福祉部 高齢者地域包括ケア推進課主催 

小規模事業所連携体制構築支援事業 人材育成コース 講師 

                        平成27年～平成28年 

福岡市 保健福祉局 高齢社会部 介護福祉課 

福岡市介護人材就労支援研修 講師 平成27年～平成28年 

 

筑紫台高等学校 非常勤講師  平成28年 
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