所属

通信教育科

職名

講師

氏名

永嶋 昌樹

大学院の授業担当の有無

○

（有・無）

Ⅰ 授業科目
社会福祉学部

相談援助演習Ⅲ

専門職大学院
大学院博士前期
大学院博士後期
通信教育科

相談援助演習、相談援助実習指導、相談援助実習、社会福祉概論

Ⅱ 教育活動
教育実践上の主な業績

年月日

概

要

1 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）
地域共生社会を作り出す活動を体験する実習の実施
（2018年度）

2018.12

学部の相談援助演習Ⅲの授業において、大学周辺の地域で行われて
いる清瀬市第二層協議体の活動を体験する学外授業を実施した。地域
で活動しているボランティア団体の構成員、自治会関係者、地域住民等
で構成される同協議体の会議（グループワーク）に、学生がオブザーバ
ーとして参加し、意見を述べることも可とした。

『社会福祉士短期養成課程第4期生 学習のマニュア
ル（平成30年版）』（全100頁）

2018.4

通信教育科社会福祉士短期養成課程第4期生用の学習のマニュアルを
作成した。

『社会福祉士主事養成課程 学習のマニュアル（平
成30年版）』（全25頁）

2018.4

通信教育科社会福祉主事養成課程平成30年度入学生用の学習のマニ
ュアルを作成した。

『社会福祉士短期養成課程第4期生 相談援助演習マ
ニュアル（平成30年版）』

2018.4

通信教育科社会福祉士短期養成課程第4期生用の相談援助演習マニ
ュアルを作成した。担当する授業についての「面接授業概要」計12頁を
執筆した。

『社会福祉主事養成課程 学習の要点と課題（平成30
年 第1学期/第2学期）』

2018.4

通信教育科社会福祉主事養成課程の学習の要点と課題を作成し、「社
会福祉概論」pp.1-8を執筆した。

『平成30年度社会福祉主事養成課程 面接授業概要』

2018.6

通信教育科社会福祉主事養成課程の面接授業概要を作成し、「社会福
祉概論」pp.1-34を執筆した。

『平成30年度社会福祉主事養成課程 正解と解説 第1
学期科目』

2018.7

通信教育科社会福祉主事養成課程の第1学期レポート課題の正解と解
説を作成し、「社会福祉概論」pp.3-8を執筆した。

2 作成した教科書、教材、参考書

3 教育方法・教育実践に関する発表、講演等
4 その他教育活動上特記すべき事項
Ⅲ 研究活動
著書・論文等の名称

単著・共
著の別

発行または
発表の年月

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

単著

2019年3月

日本社会事業大学

共著

2019年3月

公益社団法人東京都医
師会

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

該当頁数

＜著書・編著書＞
＜研究論文・研究ノート＞
＜調査・研究報告書＞
公益財団法人日本社会福祉弘済会平成３
０年度社会福祉助成事業（研究）「介護職種
の外国人技能実習制度等に対応した生活
指導員（ソーシャルワーカー）の養成に関す
る研究」報告書

pp.1-60

＜翻訳＞
＜その他の執筆活動＞
住み慣れた街でいつまでも‐最期まで自分
らしく暮らせるまち東京‐

東京都多職種連携連絡会監 pp.30-31
修

Ⅳ 学会等および社会における主な活動
＜学会報告＞
第25回日本介護福祉教育学会
東北福祉大学
（2018年8月24日）

『介護教員を目指す 介護・医療専門職における 介護過程の認識についての考察』（口頭発表）、
半田仁、吉田志保、永嶋昌樹、松本浩太郎、齊藤美由紀、川廷宗之

第13回 日本応用老年学会大会
東京都健康長寿医療センター研究所
（2018年10月21日）

『わが国における里孫活動と米国のフォスター・グランドペアレント・プログラムとの比較研究]（口頭発
表）、永嶋昌樹

第19回 人間福祉学会
中部学院大学 関キャンパス
（2018年11月18日）

『介護ロボットの研究動向に関する文献調査』（口頭発表）、永嶋昌樹、壬生尚美、森千佐子

第19回 人間福祉学会
中部学院大学 関キャンパス
（2018年11月18日）

『介護老人福祉施設における介護ロボット・機器の導入に関する研究』（ポスター発表）、壬生尚美 、
森千佐子 、永嶋昌樹 、 鶴岡浩樹、竹内幸子、山口育子、金子正秀

第19回 人間福祉学会
中部学院大学 関キャンパス
（2018年11月18日）

『介護福祉教育における利用者理解と対応を考える授業
−こころとからだのしくみの授業に疑似体験を取り入れて−』（ポスター発表）、森千佐子、壬生尚美、
永嶋昌樹

＜講演活動＞
一般社団法人山梨県介護福祉士会 ファ
ーストステップ研修

講師（2018.9）
担当：「介護職の健康・ストレスの管理」

公益財団法人介護労働安定センター東京
支部

小平アットホームケアサービス研修 講師（2018.10）
テーマ：「ストレス対策」

韓国在家老人福祉協会

研修会 講師（2018.11）
テーマ：「地域包括ケアにおける介護福祉士の役割と現状について」

特定非営利法人アビリティクラブたすけあ
い 障がい福祉サービス部会

研修 講師（2018.11）
テーマ：「障害者差別解消法と行政への要望」

公益社団法人神奈川県介護福祉士会 フ
ァーストステップ研修

講師（2018.11）
担当：「介護職の健康・ストレスの管理」

臨床福祉専門学校 介護教員講習会

講師（2018.12）
担当：「介護過程の展開方法」

公益社団法人東京都介護福祉士会 ファ
ーストステップ研修

講師（2018.12）
担当：「介護職の健康・ストレスの管理」

平成30年度 東京都 介護講師派遣事業説
明会

ミニセミナー 講師（2019.1）
テーマ：「介護保険制度と介護の基本」

東村山市障害者自立支援協議会

研修会 講師（2019.2）
テーマ：「障害者総合支援法と介護保険制度の概要について」

東京都福祉サービス評価推進機構
公益財団法人東京都保健福祉財団

平成30年度福祉サービス第三者評価 評価者フォローアップ研修（専門コース）基本編 講師（2019.3）
テーマ：「コミュニケーションスキルの習得−評価における良好なコミュニケーションに向けて−」

公益財団法人介護労働安定センター東京
支部

平成30年度第2回 東京都介護労働懇談会 講師（2019.3）
テーマ：「外国人介護職員受入れの現状と介護ロボット等の活用推進について」

＜所属学会＞
日本社会福祉学会
日本ソーシャルワーク学会
日本社会福祉教育学会
日本地域福祉学会
日本老年行動科学会
日本老年社会科学会
日本応用老年学会
日本介護福祉学会
日本介護福祉教育学会
日本福祉心理学会
日本家族社会学会
東京社会福祉士会（日本社会福祉士会）
日本介護福祉士会（日本介護学会）
介護福祉士養成大学連絡協議会
日本子ども家庭福祉学会
＜社会的活動＞
公益社団法人東京都介護福祉士会

理事（2002.4〜現在）
国際協力委員会 委員長（2012.3〜2018.6）
会長/代表理事（2018.6〜現在）

東京都共同募金会東村山地区協力会配
分推せん委員会

委員長（2011.12〜現在）

東村山市社会福祉協議会 助成事業審査 委員長（2012.3〜現在）
会
東村山市社会福祉協議会 ボランティア活 委員長（2013.4〜現在）
動推進委員会

特定非営利活動法人みなとカウンセリング
協会（旧法人名： わーくはーつ横浜）

理事（2013.6〜現在）
副理事長（2013.7〜現在）

東村山市 地域包括ケア推進協議会

委員（2015.4〜現在）

公益社団法人日本介護福祉士会

代議員（2015.5〜現在）

介護福祉士養成大学連絡協議会

理事（2018..7〜現在）

東京都社会福祉協議会・東京都高齢者施 発表審査員（2018.9）
設協議会 第13回高齢者福祉実践・研究大
会（アクティブ福祉in東京'18）
学校法人敬心学園「敬心・研究ジャーナル」 査読委員（2018.8〜現在）
査読委員
東京都医師会 多職種連携連絡会

委員（2018.6〜現在）

平成30年度文部科学省委託 「専修学校
による地域産業中核的人材養成事業『専
修学校における地域活性化の学習プログ
ラムの開発研究事業』」（学校法人敬心学
園）

委員（2018.6〜現在）

（公財）介護労働安定センター 認知症介 委員（2018.6〜現在）
護におけるストレス対策研修に係るテキスト
に関する研究会
厚生労働省平成３０年度老人保健健康増 委員（2018.11〜2019.3）
進等事業「外国人介護人材の介護技能及
び日本語能力の評価方法に関する調査研
究事業」介護知識・技能検討委員会
公益財団法人日本社会福祉弘済会平成３
０年度社会福祉助成事業（研究）「介護職
種の外国人技能実習制度等に対応した生
活指導員（ソーシャルワーカー）の養成に
関する研究」

研究担当者（2018.4〜2019.3）

平成30年度日本社会事業大学社会事業
研究所共同研究費「地域における高齢者
と子どもとの個別的世代間交流活動（里孫
活動）に関する実践的研究」

研究代表者（2018.4〜2019.3）

平成30年度日本社会事業大学社会事業
研究所共同研究費「介護老人福祉施設に
おける介護ロボット・機器の導入に関する
研究」

研究分担者（2018.4〜2019.3）

