
研究者名鑑
人間福祉学科

宇都宮短期大学

堀　　圭三　……………………	 １
益川　順子　……………………	 ２
江田　郁夫　……………………	 ４
宮脇　文恵　……………………	 ５
小野　篤司　……………………	 ７
勝浦美智恵　……………………	 ９
北爪あゆみ　……………………	 10
佐藤　大輔　……………………	 11



～2019年3月

敬意表現の文化差についての研究ノート「保育・教育・福祉研究」第16号

学科長　社会福祉専攻主任　教授

社会学　社会調査

− 1− − 1−



− 2− − 3−

『自尊感情と他者理解の問題～就労定着と離職予防の要因～』佐久大学信州短期大学

『介護福祉士国家試験模擬問題集』中央法規（分担執筆）

部紀要 （原著論文：査読有（共著））
『カウンセリング技法「旅人ワーク」の教育効果』佐久大学信州短期大学部紀要第31巻,P1-11
（原著論文：査読有（共著））

1999年 『若年女性の肥満意識とBMIとの関係』民族衛生第65巻pp36-37，共著

浦和大学、有明教育芸術短期大学非常勤講師（現在に至る）

『介護教育方法の理解と実践』弘文堂（分担　P207-P218）
『団塊世代の介護ニーズ』人間福祉学科，食物栄養学科研究紀要第18号p1-9（原著論
文：査読有（共著））
『介護福祉用語集』ミネルヴァ書房（分担執筆）

（社会学修士：東洋大学）

二葉看護学院（現在に至る）

大学コンソーシアムとちぎ
宇都宮市民大学講座
臨床・社会薬学研究所（客員研究員）

日本社会医学会

2020年3月まで

2019年3月まで

介護福祉専攻主任，教授

こころとからだのしくみⅠ・Ⅱ・Ⅲ
・Ⅳ，発達と老化の理解Ⅰ，認知症
の理解Ⅰ，医療的ケアⅠ・Ⅱ・Ⅲ，
子どもの健康と安全，子どもの保健
演習，乳児保育Ⅰ・Ⅱ，家庭支援論，
国際看護学

⑵.P66-74

,P149-151

⑴.P52-60

第30巻,P1-5

2001年～2005年

2016年～2018年
2018年～2021年
2019年
2021年～

宇都宮短期大学地域福祉開発センター(リカレント講座)
宇都宮市住生活マスタープラン委員(栃木県宇都宮市)

2022年

2016年～2022年

2021年
『On Evaluation of a Psychological Counseling Workbook, “TABIBITO WORKS 
Volume1”　－Pencil Tweet Projection Test (PTPT)』－人間福祉学科・食物栄養学科
研究紀要第19号・第20号　p13-20 （原著論文：査読有（共著））

2022年

『保育士養成課程における教育実践～「多様な親子の関り場面」から子どもの健康と
安全を考える～』保育と保健  28(1):  76-76 

2022年
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「奥大道─中世の関東と陸奥を結んだ道─」共編著　高志書院
「室町文化の座標軸─遣明船時代の列島と文事─」共著　勉誠出版
「ちくま新書　世界遺産の日本史」共著　筑摩書房
「戦国武将列伝2　関東編　上」共著　戎光祥出版

日本女子大学博士学位論文審査員（副査）

（公財）とちぎ男女共同参画財団理事（現在に至る）
宇都宮市歴史公文書選別基準策定懇談会委員
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政治学修士（聖学院大学大学院政治政策学研究科政治政策学専攻修士課程修了）

社会福祉行政新任
職員研修講

「Ａ町地域福祉活動計画の策定に向けた今後の課題」（単著、「保育・教育・福祉研

「地域福祉計画策定委員会における委員の役割や問題意識の共有について～第１回策

、「人間福祉
学科・食物栄養学科研究紀要」第19号・第20号)
居場所交流会の効果について̶A県B市の事例̶単著、「人間福祉学科・食物栄養学科
研究紀要」第19号・第20号）

定委員会を通して～」（単著　人間福祉学科　食物栄養学科研究紀要）

究」第17号

、宇都宮市国民健康保険運営協議会、古河市地域福祉計画策定委員会

師、

『相談援助』（共著，建帛社）
『地域福
『入門地域福祉と包括的支援体制』（共著，ミネルヴァ書房）

祉の原理と方法　第3版』（共著，学文社）
2018年9月
2019年1月
2021年5月

、栃木県介護保険審査会，栃木県運営
適正化
R2年度・R3年度コミュニティワーク推進モデル事業（矢板市社会福祉協議会）アド
バイザー、古河市重層的支援体制整備事業アドバイザー、令和3年度福祉ボランティ
アネットワーク科推進事業研修講師、令和4年度新任・中堅民生委員・児童委員研修
会講師、令和4年度「あんしん支援事業」関連研修会社会福祉法人による「地域にお
ける公益的取組」研修会講師

委員会委員
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2020年３月 「社会福祉士養成課程の演習教育の動向と「質問づくり」のグループワークの授業実
践」（宇都宮短期大学人間福祉学科・食物栄養学科『人間福祉学科・食物栄養学科研
究紀要』第18号）

社会福祉の原理と政策
ソーシャルワークの基盤と専門職
ソーシャルワークの理論と方法
ソーシャルワーク演習，
ソーシャルワーク実習指導

ソーシャルワーク実習，ソーシャルワーク演習
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、日本共生社会推進協会

2018年8月～
2022年8月
2019年7月

2018年6月

2020年11月

「地域活性化の現状と課題」第60回日本老年社会科学会（共同発表）

これからの「共生社会」を考える　多様性を受容するインクルーシブな
社会づくり（共著、福村出版）

2018年6月

2018年6月

「日本の医療保険制度の現状と課題」第60回日本老年社会科学会（共同
発表）

「日本と台湾の医療福祉における社会問題の比較と課題研究」（台湾に
て実地調査を実施）

とちぎ子ども未来創造大学公開講座　講師

宇都宮市民大学講座　講師

2023年4月 千葉商科大学非常勤講師(現在に至る)

医療事務論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、医療事務実践
演習、医療事務関連法規Ⅰ・Ⅱ、医療
事務作業実践演習Ⅰ・Ⅱ、医療秘書、
医療事務特講Ⅰ・Ⅱ、医療事務実習

2017年8月～
2018年8月

著　　書

2019年3月 「医療・福祉分野における福祉専門職の専門性に関する文献研究」
（共著、「保育・教育・福祉研究」第17号）

2022年3月 医療に関する用語の認知度調査(単著、「人間福祉学科・食物栄養学科研
究紀要」第19号・第20号)

論　　文
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大輔
だいすけ

 

職 名 専任講師 

担当科目 介護の基本Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ 

介護過程Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

生活支援技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅷ 

研究テーマ 「福祉従事者に関する研究」 

高齢者福祉を中心とした福祉の従事者について、統計学や心理学等の尺度を用いて福祉専門職の特

性や取り巻く環境について分析し、そこから介護技術や各種技術の向上へつながるような要素につい

て考察します。そこから福祉職の特性を明らかにし、後進の育成の一助とします。 

研 究 業 績  

著 書

論 文

社会的活動   

 

 

 

略 歴 2001年3月 

2002年3月 

2008年3月 

2002年4月～ 

2004年3月 

2010年4月～ 

2015年12月 

2016年1月～ 

2021年3月 

2021年4月～ 

2023年3月 

2023年4月～ 

福島学院短期大学保育科第一部卒業 

福島学院短期大学専攻科福祉専攻第一部修了 

福島学院大学福祉学部福祉心理学科卒業（福祉心理学士） 

会津坂下町立ばんげ保育所勤務 保育士 

 

福島県社会福祉事業団勤務 救護施設・特別養護老人ホーム：援助員 

 

福島学院大学勤務 附属認定こども園：保育教諭、福島駅前キャンパス・入試広報課：

主任 

郡山健康科学専門学校介護福祉学科勤務 専任教員 

 

宇都宮短期大学人間福祉学科勤務 専任講師（現在に至る） 

 

 

所 属 学 会 日本社会福祉学会、日本応用心理学会、日本介護福祉士会、日本社会福祉士会 

 

自己アピール 人口減少社会において、介護福祉専門職の役割は AI や機械に担う事の出来ない重要な役割であると認

識されています。介護業務は、現場で学び身に付けることもありますが、人間にしかできない難しい

仕事である介護福祉をより高い水準で行うには、学校で理論や基礎を学ぶことが必要です。根拠や理

論を知った上で、現場における介護福祉の質を向上させ、発展させていくことが介護福祉学であると

考えます。学生時代にしっかりと理論を学び、学校での基礎学習と学外実習での応用学習を通し、介

護福祉のプロとして現場ですぐに通用する介護人材・介護福祉士を育成します。 
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