所属

専門職大学院

職名

准教授

氏名

曽根 直樹

大学院の授業担当の有無

○

（有・無）

Ⅰ 授業科目
社会福祉学部

健康福祉増進論

専門職大学院

障害者支援の理論と方法、障害者支援と虐待防止、グループ・スーパービジョン、権利擁護と意思
決定支援、障害者の地域生活支援と協議会、リスクマネジメント、障害者支援分野事例Ⅱ、専門演
習Ⅰ・Ⅱ、実践課題研究指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

大学院博士前期
大学院博士後期
通信教育科
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）
専門職大学院の講義

2019年4月 講義は専門知識を教授できるよう、資料を用意した。授業の中では院生
〜2020年3月 同士のグループワークを通じたディスカッションを重視した。また、講義内
容に相応しいゲストスピーカーをお願いし、実践的に理解できるよう工夫
した。

学部の講義

2019年11月
〜2019年12
月

学長室 災害ソーシャルワークセンター

2019年4月 新設された学長室災害ソーシャルワークセンターのセンター長として、福
〜2020年3月 島県事業である「避難等のための地域コミュニティー整備等基礎調査事
業」を東日本大震災支援全国連絡協議会（JCN）を通じて受託し、県
、JCNとの調査や、調査事業連絡会委員の意見を踏まえ、報告書を作成
した。

学生が主体的に講義に参加することができるよう、演習を多く取り入れ、
体験的な内容になるよう工夫した。

2 作成した教科書、教材、参考書
社会福祉学習双書2020 第4巻障害者福祉論（社会福 2020年3月10 障害者相談支援事業所の役割と活動の実際について、埼玉県東松山
祉法人 全国社会福祉協議会）
日
市における総合相談センターを例に解説した。特に、障害者総合支援
法の理念である共生社会の実現に基づく相談支援のあり方や、自立支
援協議会をベースにした関係機関の連携のあり方について明らかにした。
（担当部分第２部第５章第６節p.216〜p.218，第２部第５章第４節p.187
〜p.196）B５版 223頁
共著者：小池将文 大塚晃 小沢温 佐藤進 寺島彰 坂本洋一 曽根
直樹 竹中大剛 水谷裕洋 新井宏 廣瀬秀行 朝日雅也
系統看護学講座 別巻 精神保健福祉（医学書院）

2020年2月1
日

障害者虐待と精神保健福祉について、障害者虐待防止法の概要を解
説するとともに、具体的な虐待事例、施設・事業所における虐待防止の
対応について記した。
（担当部分第８章Ｂ．p.253〜p.265）
共著者：末安民生 吉川隆博 遠藤淑美 石川かおり 小高恵実 木戸
芳史 東美奈子 渡辺とよみ 高田久美 寺沼古都 西池絵衣子 長沼
洋一 松本俊彦 織田裕行 山田妃沙子 吉野真紀

介護福祉士実務者研修テキスト第4巻（中央法規出版） 2020年3月20 第8章第2節「２ 障害のある人が普通に暮らせる地域づくり」について執
日
筆した。
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
単著・共
著の別

発行または
発表の年月

単著

2019年5月

公益財団法人矯正協会

単著

2020年3月

東洋大学ライフデザイン
学研究科修士論文

障害者虐待事案の未然防止のための調査
研究について

共著

2020年3月

一般財団法人日本総合
研究所

小山聡子

法人後見の取り組み推進についての研究

共著

2020年3月

PｗCコンサルティング合
同会社

小賀野晶一

障害者の意思決定支援の効果に関する研
究

共著

2019年3月

厚生労働科学研究

今橋久美子

障害者虐待防止研修の効果的なプログラム
開発のための研究

共著

2020年3月

厚生労働科学研究

堀江まゆみ

著書・論文等の名称

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

＜著書・編著書＞
障害者総合支援法について
＜研究論文・研究ノート＞
社会福祉法人による法人後見の可能性に
ついて
＜調査・研究報告書＞

該当頁数

重度障害者の在宅就業に関する調査研究

共著

「障害者虐待の防止と対応の手引」の改訂
に関する研究

2020年3月

コ・イノベーション研究所

曽根直樹

2020年3月

公益社団法人日本発達
障害連盟

曽根直樹

総合支援法の見直しに向けたサービスの実
態の把握及びその効果の検証のための研
究

共著

2020年3月

独立行政法人国立重度
櫻井久雄
知的障害者総合施設のぞ
みの園

被後見人が本人らしい生活を送れるよう、チ
ームにおける意思決定支援の下での本人
のための財産管理・身上保護の取組を全国
的に進めるための研修の在り方等を検討す
る事業

共著

2020年3月

みずほ情報総研株式会
社

上山 泰

計画相談支援等におけるモニタリング実施
標準期間の改訂に伴う効果検証について
の研究

共著

2020年3月

厚生労働科学研究

石山麗子

障害者支援のあり方に関するちょすあ研究

共著

2020年3月

PwCコンサルティング合同 駒村康平
会社

避難者のための地域コミュニティ再整備支
援事業

共著

2020年3月

福島県

障害福祉サービス等報酬改定検証調査

共著

2020年3月

三菱UFJリサーチ＆コンサ 小澤 温
ルティング株式会社

曽根直樹

＜翻訳＞
＜その他の執筆活動＞
Ⅳ 学会等および社会における主な活動
＜学会報告＞
福祉系大学経営者協議会

福祉系大学経営者協議会設立10周年記念シンポジウム

＜講演活動＞
社会福祉法人岩手県社会福祉事業団

地域生活定着支援センター専門研修会「罪を犯してしまった障がい者・高齢者の支援」

秩父市等

「障害者差別解消法住民・事業者・行政合同講演会」

長野市

「障害者虐待防止法の今後の動向と施設での虐待防止について」

埼玉県

障害者差別解消法及び県条例に係る事業者向け説明会

全国手をつなぐ育成会連合会

第9回権利擁護セミナーシンポジウム「後見活動と見えてくる課題」

アメニティーフォーラム

シンポジウム「障害者虐待をした施設を裁くだけで、解決になるのか？」

アメニティーフォーラム

シンポジウム「人生のしまい方、日々のえらび方」

富山県社会福祉協議会

講演会「障害者虐待の防止と対応について」

さいたま市社会福祉協議会

虐待防止・権利擁護研修

広域相談サロンくらしネットオホーツク

オホーツク障がい福祉セミナー講師

茨城県手をつなぐ育成会

講演会「（親なき後に）障害のある子を安心して託せる社会とは」

島根県社会福祉法人経営者協議会

講演会「その人らしい暮らしの支援とは 利用者の権利擁護を改めて考える」

公益社団法人日本発達障害連盟

令和元年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修講師

国立障害者リハビリテーションセンター

研修会「意思決定支援を具体例で考える」

法務省

刑務所出所者等に対する福祉支援に関する研修講師

渋谷区社会福祉協議会

障害者虐待防止研修講師

障害児・者相談支援事業全国連絡協議会

研修会「意思決定支援について」講師

独立行政法人国立病院機構中国四国グ
ループ

研修会「障害者虐待防止について」

名古屋市子ども青少年局子育て支援部児
童福祉センター

研修会「障害者虐待の防止」

社会福祉法人啓和会

研修会「障害者虐待防止について」

医療法人慶榮会八潮市基幹相談支援セン 研修会「障害者虐待防止について」
ター
社会福祉法人草加市社会福祉事業団

研修会「障害者虐待防止について」

東京都稲城市役所

研修会「障害者差別解消法について」

東京都板橋区役所障がい者福祉課

研修会「障害者差別解消法について」

東日本成人矯正医療センター

研修会「障害者総合支援法について」

＜所属学会＞
日本社会福祉学会
日本発達障害学会
日本地域福祉学会
日本障害者虐待防止学会

副会長・事務局長

＜社会的活動＞
滑川町差別解消支援地域協議会

会長

社会福祉法人パーソナルアシスタンスとも

監事

特定非営利活動法人ひきねっと

理事

府中市障害者計画推進協議会

会長

飯能市障害福祉審議会

会長

全国手をつなぐ育成会連合会権利擁護セ
ンター運営委員会

委員

社会福祉法人ドリームヴイ

評議員

内閣府

障害者政策委員会 専門委員

埼玉県障害者施策推進協議会

副会長

