
教員紹介 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ カワイケンジ 

氏  名 川井健次 

職名 特任教授 

学位 修士（法学・経営学）、法学研究科博士課程修了 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 法学、経営学 

主な担当科目 

 

法学、経営学 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

 

 

【研究業績】 

 

論文 

・「知的所有権と市場主義との関連について」平成22年3月 中九州短大論叢 

・「公益法人改革について」平成21年3月 中九州短大論叢 

・「公益法人改革に伴う新税制について」平成21年3月 中九州短大論叢  

 

 

 

【社会活動等】 

・八代市政治倫理審査会委員長 平成24年4月1日～現在に至る。 

・八代市総合計画策定審議会委員 平成24年4月1日～令和３年３月31日 

 八代市総合計画策定審議会会長 令和3年4月1日～現在に至る。 

・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28年12

月31日 

・芦北町子ども・子育て会議会会長 平成26年2月1日～現在に至る。 

・社会福祉法人龍峰会理事 令和元年6月～令和3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～令和3年

3月31日 

・八代市立白島ぎんが保育園民間移管先法人候補者選定委員会委員 平成31年

2月21日～令和元年6月26日。 

・八代市特別職報酬等審議会委員 令和3年1月18日～12月13日 

・やつしろ国際協会副会長 令和3年6月～現在に至る。 

・八代市行政不服審査会委員 令和4月1日～現在に至る。 

 

 

 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ サカモトテツロウ 

氏  名 坂本哲朗 

職名 副学長・特任教授 

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 

 

社会学概論、倫理学、心理学 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

 

論文 
・「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】 

 

・八代市総合計画策定審議会委員（平成18年‐平成19年） 

・「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） 

・ 八代市教育基本計画策定委員会副委員長（平成24年5月） 

・「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、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） 

・熊本労災看護専門学校講師（平成30年4月から） 

・「だいじょうぶ」講話（平成31年1月、八代教育研究会小学校進路指導研究部会） 

・八代市教育委員会外部評価委員（令和元年8月から）  

・八代市国際交流協会設立準備委員会委員長（令和2年1月から） 
 

 

 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ ササハラトシコ 

氏  名 篠原淑子 

職名 特任准教授 

学位  学士（看護学） 

所属学科 幼児保育学科 

専門分野 医療・看護 

主な担当科目 からだのしくみ、障がい理解、発達と老化の理解、認知症の理解 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

 

 

 

【研究業績】  

・「在日外国人妊産婦をケアしている医療従事者の現状と課題」 （平成19年 単

著） ―九州看護福祉大学  

・「看護学生の看護に対するイメージと就業意識」に関する調査 （平成23年 単

著） ―九州看護福祉大学大学院 

 

  

 

 

【社会活動等】 

・秀岳館高校 普通科保健福祉コース 非常勤講師 （平成19年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

フリガナ クボヒデキ 

氏名 久保英樹 

職名 教授・学科長 

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、人間関係とコミュニケーション、介護総合演習、

介護実習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な研究業績、

職務上の実績、

社会活動等 

【研究業績】 

論文 

・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(２０１５年３月 共著)―西九州大学健康福祉学部紀要４５ 

・介護福祉士国家資格所得を目指す留学生の受け入れに対する基礎的研究：介護福祉士養成校教員に対す

るアンケート調査の結果から(２０１７年９月 共著)―中九州短期大学論叢４０ 

・外国人ケア労働者お受け入れと職員の意識(２０１８年９月 単著)―中九州短期大学論叢４１ 

・高齢者の福祉サービスアクセス(２０１９年９月 単著)―中九州短期大学論叢４２ 

・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(２０２０年９月 

単著)―中九州短期大学論叢４３ 

・外国人介護福祉士養成における課題 : 介護福祉士養成施設教員の認識に関する調査から (2020年3

月 共著)－介護福祉学 26(2) 

著書 

・福祉を拓：現代福祉の緒論(２０21年 6月 共著)―NPO法人かごしま福祉開発研究所 

・福祉を拓２：連携と協働(２０１９年１月 共著)―NPO法人かごしま福祉開発研究所 

・第２版２１世紀の現代社会福祉用語辞典(２０１９年６月)―株式会社学文堂 

研究ノート 

・介護職員の内発的動機と職場定着の可能性(２０１８年２月 単著)―福祉開発研究１ 

 

【社会活動】 

・平成２９年４月～現在 八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会委員 

・平成２９年９月～現在 有限会社神苑グループホーム神苑複合型サービス西王母運営推進会議委員 

・平成３０年７月～現在 八代市障がい者支援協議会委員 

 

【所属学会】 

・日本社会福祉学会  

・日本看護福祉学会 

・日本介護福祉学会 

・日本生活支援学会 



ﾌﾘｶﾞﾅ ウノキヒロキ 

氏  名 宇野木広樹 

職名 教授 

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 総合政策論、経済学、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】 

論文 
・「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－」(２００７年) ―『応用経済学研究』,第

1巻  

・「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」(２

００７年)―『熊本学園大学経済論集』第18巻,第3号 

・「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」,(２００８年)―

『熊本学園大学経済論集』第13巻,第3・4合併号 

・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」（２０１４年）

―『熊本学園大学産業経営研究所調査研究報告（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）』第102号 

・「α-モジュラー性を満たす利得関数の一考察」(２０１９年)―『熊本学園大学経済

論集』,第25巻,第1-4合 併号 

 

【社会活動等】 

講演活動 

・令和2年度中九州短期大学公開講座 

「経済学で考える”多数決の欠陥”とより良い意見集約法」（オンデマンド配信） 

・令和3年度熊本県民カレッジ「キャンパスパレア」 

「多数決の欠陥とは何か？より良い意見集約法を考える」（オンデマンド配信） 

 

 

 

 

 

 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ ムラカミユキオ 

氏  名 村上幸生 

職名 講師 

学位 修士(教授システム学) 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 教育工学（教授学習支援システム・eラーニング・コンピュータリテラシー） 

主な担当科目 コンピュータ概論、システム設計、情報機器演習、プログラミング演習 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

論文 

・Basic LTIに準拠した学習支援ツールの開発(平成24年5月 共著)―情報処理学会研究報告「教育学習支

援情報システム(CLE)」 

・Basic LTIに準拠した学習支援ツールの開発とその評価(平成24年9月 単著)―国立大学法人熊本大学 

・LMSとの連携を実現するためのLTI準拠学習支援ツールの実装例と実装方法(平成24年11月 共著)―情

報処理学会研究報告「教育学習支援情報システム(CLE)」 

著書 

・「はじけよう！Excel2007 IT実務編」(平成22年5月 単著)―柚菊桜舎 

・「はじけよう！Word2007 IT基礎編」(平成22年7月 単著)―柚菊桜舎 

・「はじけよう！Word2007 IT実務編」(平成22年7月 単著)―柚菊桜舎 

・「はじけよう！Excel2007 IT基礎編」(平成22年7月 単著)―柚菊桜舎 

・「はじけよう！PowerPoint2007」(平成22年１０月 単著)―柚菊桜舎 

・「はじけよう！Excel2007 IT実務編 改正版」(平成22年１０月 単著)―柚菊桜舎 

・「はじけよう！Word20１０ IT実務編」(平成2３年５月 単著)―柚菊桜舎 

・「はじけよう！Word2010 IT実務編」(平成2３年６月 単著)―柚菊桜舎 

【社会活動等】 

・サーティファイWeb利用・技術認定委員会試験担当者 2012年6月～2013年1月  

・ITパスポート試験監督者 2012年2月～2013年1月 

【所属学会】 

・情報処理学会  

・日本教育工学会 

・秘書サービス接遇教育学会 

・日本ビジネス心理学会 

【受賞歴】 

・・2013年度情報処理学会山下記念研究賞受賞（2014年3月） 

 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ マツモト スエノブ 

氏  名 松本 末信 

職名 講師 

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 
介護過程Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、コミュニケーション技術Ⅰ、介護総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、介
護実習Ⅰa・Ⅰb・Ⅰc・Ⅱ 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

論文 

・中九州短期大学における外国人留学生の支援のあり方について 中九州短期大 学論叢 第40巻1号 平成29

年9月 共著 

・外国人介護労働者への期待 技能実習制度「介護」の施行に向けて 中九州短期大学論叢 第40巻2号 平成30

年2月 共著 

・中九州短期大学介護福祉士コースに在籍する外国人留学生の授業に対する意識調査 インタビュー調査を通し

て 中九州短期大学論叢 第41巻2号 平成31年3月 単著 

・オンライン介護実習における意図的な観察の可能性を探る オンライン余暇活動実施後のアンケート調査から 

中九州短期大学論叢 第44巻1号 令和4年2月 単著 

【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 

【社会活動等】 

・熊本県介護福祉士会主催 技能実習指導員講習会 講師 （令和4年度）  

・熊本県介護福祉士会主催 技能実習生等介護人材集合研修 講師 （令和3年度）  

・熊本県介護福祉士会主催 技能実習生等フォローアップ研修 講師 （令和3年度） 

・熊本県介護福祉士会主催 介護過程の展開研修 講師 （令和3年度） 

・熊本県高校生介護技術コンテスト兼九州地区高校生介護技術コンテスト審査員 （令和4年度） 

・中九州短期大学 公開講座 講師 （令和2年度） 

・認知症サポーターキャラバン・メイト （平成25年～現在に至る） 

【所属学科】 

・日本介護学会、日本生活支援学会 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ ハシモトアキラ 

氏  名 橋本晃 

職名 講師 

学位 学士(社会福祉学) 

所属学科 経営福祉学部 

専門分野 社会福祉、介護福祉 

主な担当科目 生活支援技術、介護総合演習、介護の基本、介護実習、ライフプランニング 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【論文】 

・「介護老人福祉施設におけるリスク意識と職員間の異同」 (令和４年２月 単著)：

中九州短期大学論叢４４₋1 

 

【職務上の実績】 

・介護職員初任者研修講師(平成２０年４月～平成２５年７月) 

・介護福祉士実習指導者(平成２３年４月～平成２７年７月) 

・介護福祉士実務者研修講師(平成29年8月～令和3年3月) 

 

【社会活動等】 

・介護の仕事体験「グランメッセ熊本仕事体験2017」（平成29年12月） 

・介護の日のイベントへの学生引率及び参加(平成３１年１１月～令和元年１１月) 

・一般社団法人大学コンソーシアム熊本「進学ガイダンスセミナー2021オンライ

ン」講義（令和３年８月） 

・中九州短期大学公開講座講師（令和３年１１月） 

・熊本県社会福祉協議会主催福祉人材採用向上セミナー講師（令和３年１１月） 

・介護福祉・社会福祉・カウンセラーの仕事ガイダンス講師（令和3年12月） 

 

【所属学会】 

・日本介護福祉学会 

・日本介護学会 

・社会福祉士学会 

 

 

 

 

 

 

 



ﾌﾘｶﾞﾅ クロキシンゴ 

氏  名 黒木真吾 

職名 准教授 

学位 修士(社会福祉学) 

所属学科 経営福祉学科 

専門分野 介護領域 

主な担当科目 介護基本、生活支援技術、介護総合演習、介護実習ほか 

主な研究業績、
職務上の実績、
社会活動等 

【研究業績】 

「論文」 

・学内実習におけるレクリエーション教育の実践のあり方‐学内実習の自己評価から‐

（2021年3月 共著）―中九州短期大学論叢第43号（２） 

・本学におけるレクリエーション教育の現状と課題‐学生の介護実習でのレクリエーション

自己評価から‐（2020年9月 共著）―中九州短期大学論叢第43号（１） 

・福祉を学ぶ高校生の進路選択に関する現状と課題‐高校生へのアンケート調査より‐

（2018年2月 単著）―中九州短期大学論叢第40巻（２） 

・高校生の介護分野への進路選択に関する現状と課題‐高校生へのアンケート調査より‐

（2017年9月 単著）―中九州短期大学論叢第40巻（１） 

・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‐

（2017年3月 単著）―中九州短期大学論叢第39巻（１）・（2） 

・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‐

（2017年３月 単著）―中九州短期大学論叢第39巻（１）・（２） 

「著書」 

・新・エッセンシャル高齢者福祉論（2022年４月 共著）―みらい 

・21世紀の現代社会福祉用語辞典（第3版）（2022年２月 共著）―学文社 

・21世紀の現代社会福祉用語辞典（第2版）（2019年７月 共著）―学文社 

・福祉を拓く2‐連携と協働の創生‐（2019年1月 共著）―南方新社 

・琉球弧の島嶼集落における保健福祉と地域再生（2017年2月 共著）―南方新社 

・21世紀の現代社会福祉用語辞典（2013年３月 共著）―学文社 

「研究ノート」 

・学生の介護業務等に対する意識‐外国人留学生を含めた学生のアンケート調査から‐

（2019年3月 単著）―福祉開発研究２ 

・介護福祉士養成施設の学生が実習で学んだ介護業務等と意識変化‐学生のアンケート調

査を通して‐（2018年２月 単著）―福祉開発研究１ 

 

【社会活動等】 

・介護福祉士実務者研修講師「介護過程Ⅲ」（2016年度～現在） 

・八代市地域密着型サービス運営委員（2018年度～現在） 

・介護福祉士国家試験受験対策講座講師（2021年度～現在） 

・熊本県生涯学習推進センター主催キャンパスパレア講師（2022年8月） 

 

【所属学会】 

・日本社会福祉学会 

・日本介護学会 

 


