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ソーシャルワーク実践の現場に
新風をもたらす人へ

 ２つの研究科で「高度な福祉専門職」
 「社会福祉学・ソーシャルワークの実践研究者」を養成

　日本社会事業大学は、1946年、国からの委託を受け日本初の社会福祉の専門教育機関として創
設されました。以来、実践・研究・教育の場において社会福祉の発展に貢献し、全国の福祉系教育機
関の先駆けとなってきました。こうした伝統と実績を踏まえながら、将来のソーシャルワークのリーダー
となる人材の養成を目標として、常に未来を見据えた新しい教育のあり方を求め続けています。

　ケアマネジメント、ビジネスマネジメントの高度な福祉専門職を養成する「福祉マネジメント研究科
（専門職大学院）」。社会福祉学の実践的研究者を養成する「社会福祉学研究科（大学院）」。本
大学院では、社会の変化に応じて拡大する社会福祉学を総合的に学ぶことを目的に二つの研究科
を設置しています。深い人間理解と広い社会的視野を備えた人材を育てています。

厚生労働省からの付託に応え
ソーシャルワーク教育をリード
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ソーシャルワーク教育の  
ナショナルセンターとして

　日本社会事業大学は約150ある社会福祉系４年制大学のうち、厚生労働省からの委託を
受けて成り立つ唯一の大学です。ソーシャルワーカー養成のナショナルセンターとしての役
割を担い、指導的ソーシャルワーカーのリーダーの養成を目指し「福祉マネジメント研究科
（専門職大学院）」「社会福祉学研究科（大学院）」を設置しています。 　
　福祉マネジメント研究科（専門職大学院）は、本学が力を注ぐ「リカレント教育」の象徴と
もいえる、社会人経験のある方々を中心とした１年制の大学院（２年間の長期履修制度もあ
ります）です。さまざまな現場で実践に関わってきた方々が、経験の中で生まれたそれぞれ
の具体的な課題を持って、１年または２年という期間の中で専門的なコンピテンシーを高め
ていただくことをねらいとしています。個人としての力量をアップするとともに、そうした方が
現場に戻ることで、日本のソーシャルワークの質も向上するものと考えています。 　
　社会福祉学研究科（大学院）では、高い教育・研究能力を備えた臨床実践家、政策・計
画立案家を養成します。前期課程では２年、後期課程では３年を費やして研究を行い、その
成果を論文にまとめ上げることが課題となります。多くのソーシャルワーカーおよび研究者
を輩出しており、修了生は多数の福祉系大学の教員に採用されています。 　
　福祉の「マインド」は、本来だれもが持っているものです。それを引き出すことのできる社
会をいかに作るかということが、ソーシャルワークを専門的に学ぶ人の使命ではないでしょ
うか。国内外を問わずさまざまな場所で、後輩および学生を指導し、ソーシャルワークの土
壌を豊かに育む意識の高い方を歓迎します。ソーシャルワーカーの基本的価値観である「人
権」と「社会正義」の価値を基本に、本学で高いレベルの実践・研究に取り組んでいただき
たいと思います。 

学長　髙橋 重宏

東洋大学社会学部卒業、社会学修士（東洋大学大学院）、保健学博士（東京大学）を取得。駒澤大学、

東洋大学で教鞭を執り、日本社会事業大学では日本社会事業学校校長（４年）、大学院福祉マネジメント

研究科（専門職大学院）科長代行（設置初年度）を務めた。

現在は、日本社会福祉教育学校連盟会長、日本ソーシャルワーク学会会長、日本保健福祉学会会長、日

本社会福祉学会副会長、日本学術会議社会学委員会社会福祉学分科会委員長、東京都児童福祉審議会（権

利擁護部会長）、文京区地域福祉協議会会長、目黒区子ども施策推進会議会長、杉並区子ども・子育て専

門委員会委員長。その他、日本社会福祉学会会長、社会福祉士養成校協会会長、中央児童福祉審議会委員、

文部科学省大学設置・学校法人審議会専門委員会主査、神奈川県児童福祉審議会委員（権利擁護部会長）

などの要職を歴任。

著書に『子ども虐待―親による最大の人権侵害―』（有斐閣）、『ソーシャルワーク実践の基礎理論』（有斐閣）、

監訳にコノリー、マッケンジー著『ファミリー･グループ･カンファレンス（FGC）－子ども家庭ソーシャルワー

クの新たなモデル－』（有斐閣）など、多数。

学長メッセージ

社会福祉を育てる5つのビジョン

学生メッセージ

社会福祉を育てる取り組み
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その“志 ”と“着眼 ”を、実践に。
それぞれの福祉ビジョンを実現できる学習環境

地域における
精神保健福祉業務の
あり方を
専門的に学びたい

昼間1年履修　ビジネスマネジメントコース　大石信弘さん

公務員として25年あまり精神保健福祉業務に携わっ
てきましたが、この間に精神障害者福祉は大きな変化
を遂げました。あらためて仕事を振り返り、新たな展
望を開こうと大学院進学を決意しました。現在、精神
障害長期在院者の退院促進・地域移行事業が大きな
課題となっていることを鑑み、研究テーマは精神障害
者地域生活支援の地域システムに置いています。さら

Profile・入学動機と私の目標

01
Case

2年間履修　ケアマネジメントコース　河野由紀子さん

現在、居宅介護支援事業所のケアマネージャー兼管理
者をしています。対人援助職として重要であるアセスメ
ント力について学びを深めたかったこと、またスーパー
バイザーの育成に力を入れていることからケアマネジメ
ントコースを志望しました。大学院では、理論に基づい
て事例を読み解くおもしろさを知りました。実践を通し
て、地域に活かし、職場に返すことを考えながら日々を

Profile・入学動機と私の目標

02
Case

40歳を過ぎ 
飛びこんだ新天地で
福祉の仕事を 
極めたい 

専門職として 
できることの 
可能性を広げ 
仕事を深化させたい 

2年間履修　ビジネスマネジメントコース　宮川孝明さん

以前は会計の仕事をしていましたが、自分の性分に合
わないと感じ、40歳の時、事務職として社会福祉法人
に転職しました。勤続10年、４年前には社会福祉士試
験に合格しました。しかし、経営にも携わる中、自分の
知識と理解に危機感を感じるようになり、社会福祉の
最先端を学べるこの大学院への進学を決意しました。
現在は主に、人的資源の切り口から社会福祉法人のあ

Profile・入学動機と私の目標

03
Case

現場経験の中の 
気づきをもとに 
問題解決の 
手法を学ぶ

博士後期課程　廣瀬圭子さん

私は地域の病院と介護老人保健施設でそれぞれ５年
ずつ、理学療法士として経験を積んできました。それぞ
れの現場での気づきを振り返り、理論化したいという思
いから大学院に進学しました。昨今は、介護支援の必
要な高齢者の方が、病院ではなく地域の中で暮らせる
環境作りが推進されています。私の学びのテーマは、現
場に身を置く中で気づいた問題点、疑問点を解決する

Profile・入学動機と私の目標

04
Case

韓国と日本の 
福祉人を結び 
両国の発展に 
貢献したい 

博士前期課程　趙 正祐さん

私は高校時代に児童養護施設でボランティアを経験し
たことを機に、韓国の大学で福祉を学びました。韓国と
日本の児童養護施設のあり方は似ていますが、日本は
個人に対する支援が進んでいると感じ、留学を決意し
ました。大学院の学びでの一番の収穫は、視野が広
がったことです。施設の中での関わりだけでなく、地
域・環境、制度の整備を含めて考えられるようになりま

Profile・入学動機と私の目標

05
Case
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社会福祉を育てる5つのビジョン

専門職大学院には、長年の実践を振り返り理論的に整理す
ることを目標に通っている方も、多数在籍しています。大石さん
は、保健所での相談員としての経験を活かし、地域移行支援
に取り組む県内の全事業所に訪問調査を行うなど、意欲的な
総括レポートをまとめました。遠隔地からの新幹線通学は大変
だったと思いますが、今後は専門職大学院で学んだことを、後
進の育成のためにおおいに活かして欲しいと願っています。

Advice 古屋龍太 准教授

に、これまで体系化して学ぶことのなかった対人援助
の技法や理論なども幅広く学ぶよう心がけています。
修了後は、精神保健福祉士・社会福祉士事務所を開
設し、スーパービジョンやコミュニティーソーシャルワー
クに携わり、大学院で得た学びを、援助職としてがん
ばっている方々の支援に役立てたいと考えています。

実践現場の中にいると、日々の業務に追われて課題意義を
もっても、解決にまでつながらないことも多いものです。2年間
履修コースでは、河野さんのような第一線で働く実践者にとっ
て、働きながら学ぶ、学びながら働く、大きな利点があります。
実践の中で感じた課題について、大学院の場で振り返り、次
の方策を探り、それをまた実践に還元していく。この実践と理
論との循環、実践展開の醍醐味を味わってほしいと思います。

Advice 木戸宜子 准教授

過ごしています。研究テーマは「地域住民組織と専門
職との協働関係について」。地域の潜在化しているニー
ズを早期にキャッチするために専門職としてできること
は何か、地域貢献につなげるためにどのような働きかけ
をすべきか、という課題に取り組んでいます。フィールド
の違う仲間からの斬新な意見に触発されることも多く、
刺激的な毎日です。 

宮川さんは1年間の学びの中で当初抱いていた学習課題を
より深める事が出来たと思います。これは、社会福祉法人現
職理事長、日本企業の海外子会社の社長経験者、介護企
業の職員、社会福祉士事務所経営者など、仕事の経験も年
齢も大きく異なるゼミ生との真剣な交流の結果です｡研究を
やり遂げ法人の発展に繋がる成果を上げると期待しています。

Advice 田島誠一 教授

るべき姿について研究をしています。ゼミの仲間とは、
授業の時間以外にも集まり、さまざまな福祉の課題、そ
れぞれの職場の問題などを盛んに議論しています。こ
のような先生や仲間との深い人間的な交流の中で、自
分が成長していくのを日々感じています。仕事に「正
解」はありませんが、答えを自ら導き、自信を持って決
断できる力がついていると感じています。

援助者支援は子ども支援そのもの、という高い志をもって、趙さ
んは今の研究テーマに取り組んでいます。共感疲労や共感満足
の観点からの援助者支援の領域は発展途上の先端領域であり、
今後彼がこの領域のリーダーになってくれるものと信じています。
日本と韓国の架け橋になりたいという彼の使命感も、彼の研究
活動を支えています。実践現場重視の研究者としての研鑽を積
み、国際的な活動の場で大きく羽ばたくことを期待しています。

Advice 藤岡孝志 教授

ための方法を習得することです。研究を続ける中で、解
決法を導き出し、論文や学会などの発表を通じて、社会
に還元することは、意義深いものだと思っています。修
了後は大学の教員になり「高齢者の方の在宅支援」の
取り組みを広めるか、あるいは取り組みをスムーズに実
現するため、制度や政策などのシステムを構築する行政
職に就きたいと考えています。

廣瀬さんは、本大学院の「福祉サービスプログラム評価
者育成」プロジェクトのリサーチ・アシスタントに採用され、
自分のテーマである「要介護高齢者の24時間対応型介
護」の研究を進めています。長年培ってきた臨床センスと
本学の資源をフルに活用して、学位論文をまとめて、社会
貢献できることを期待しています。

Advice 児玉桂子 教授

した。研究テーマは「児童養護施設の援助者の支援」
です。現在、私自身が児童養護施設で働き、質の高い
ソーシャルワークを提供するためには援助者の支援も
重要だと実感しています。韓国と日本は少子高齢化な
ど社会的背景に共通項があるので、将来は両国の福祉
領域での交流を結びながら実践家・理論家として貢献
したいと思います。
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社会福祉を育てる取り組み

全国に広がる卒業生・修了生のネットワーク
　本学では、全国の福祉関
連の施設・団体・行政・公的
機関などの第一線で活躍し
ている約1万3 0 0 0人の卒業
生・修了生たちと充実した
ネットワークを築いています。
各都道府県の同窓会支部に
よる就職情報の提供・相談
面での協力を受け、卒業生・
修了生の多くが福祉関係の

ハイレベルな福祉教育者を養成
　本学は従来の福祉分野に
とどまらず、新たに注目され
始めた分野、方法論の専門
家を網羅しています。各学会、
国や各地の自治体の審議
会・委員会、また臨床実践の
場などで活躍する教授陣に
よる、最先端の研究や実践・
政策の情報が教育に反映さ
れており、全国の福祉系教育

研究を推進し続ける社会福祉学会
　日本社会事業大学社会福
祉学会は、卒業生・修了生の
実践的研究、学生の碩学的
情熱、教員の基礎的研究を
結集し、会員の協力をもって
社会福祉に関する研究を推
進することを目的として創立
されました。毎年「社会福祉
研究大会」が開催されるほ
か、機関誌の発行、同窓会と

福祉の原典がここに
　図書館は、社会福祉史上ポイ
ントとなる図書を多数所蔵して
います。その多くはオリジナル
です。原本による息吹を感じ
取ってください。
　留岡幸助『慈善問題』、横山
源之助『日本之下層社会』、井
上友一『救済 制度要義 』、
C.Booth “The Aged Poor in 
England and Wales”、S.&B.Webb

地域福祉を活性化する組織活動
　地域の社会福祉関係機関
を中心に、日社大をかこむ地
域福祉連絡会を組織。大学
教育開放事業の一環として
福祉従事者を対象とした専
門講座、一般市民を対象とし
た市民公開講座を共催して
います。社会福祉に関する啓
発活動、情報の発信および
社会福祉実務者研修などを

アジア諸国研究を世界へ発信
　毎年開催している「環太平洋
社会福祉セミナー」は2007年度よ
りAPASWE（アジア太平洋社会
福祉教育連盟）と共同開催し海
外から研究者、行政関係者を招き
研究発表、国際交流を行っていま
す。セミナーではアジア諸国におけ
る社会福祉の課題、ソーシャル
ワーク実践と取り組みなどをテー
マに発表が行われます。アジア諸

社会福祉人としてのあり方を考える
　本専門職大学院では、学
生一人ひとりが自分の将来像、
社会福祉人としてのあり方を
具体的に描きながら、自身の
課題と達成目標を設定しな
がら学ぶために「ポートフォ
リオ方式」の学習を取り入れ
ています。それぞれの学びの
過程を通し、積み重ねていく
事柄を担当教員と確認しな

県、市町村の福祉を総合的に支援
　本学は20 0 7年、埼玉県と
の事業連携を結び、県、市町
村の福祉を総合的に支援し
ていくという全国初の取り組
みをスタートさせています。
「福祉を中心としたまちづく
り」を基本理念に、県職員等
を対象とした福祉マネジメン
ト能力の養成をはじめ、地域
社会の変動や福祉ニーズに

就職先に進んでいます。 機関で求められる教育者を
輩出し続けています。

の連携により地方セミナーも
行われています。

“The Break-up of the Poor Law”

行い、本学の人的・物的資源
を提供しています。

国研究の成果を広く国際的に発
信することを狙いとしています。

がら計画的に学ぶことを目指
しています。

対応した福祉政策の展開を目
指していきます。

年
間
学
習
計
画

実
習
計
画

実
習
記
録

実
習
報
告

学
習
総
括
会

せき
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社会福祉を支え続ける日本社会事業大学

1908年（明治41）10月
●中央慈善協会設立（本学の淵源）

1921年（大正10）3月
●社会事業協会設立（中央慈善協会を改称）

1924年（大正13）3月
●財団法人中央社会事業協会設立
　（社会事業協会を改称）

1928年（昭和3）4月
●社会事業研究制度発足

1946年（昭和21）11月9日
●日本社会事業学校創立
　東京都牛込区原町に開校

1947年（昭和22）4月
●財団法人日本社会事業協会設立
　（財団法人中央社会事業協会を改組）

1948年（昭和23）1月
●東京都渋谷区原宿に校舎移転

1950年（昭和25）4月
●日本社会事業短期大学開設

1951年（昭和26）3月
●学校法人日本社会事業学校設立
　（財団法人日本社会事業協会を改組） 

1958年（昭和33）4月
●日本社会事業大学開設

1962年（昭和37）4月
●学校法人日本社会事業大学設立
　（学校法人日本社会事業学校を改称）

1989年（平成元）4月
●東京都清瀬市に校舎移転
　大学院社会福祉学研究科修士課程開設

1994年（平成6）4月
●大学院社会福祉学研究科
　博士後期課程設置

2004年（平成16）4月
●大学院福祉マネジメント研究科
　専門職学位課程開設

日本社会事業大学　組織図

理
事
会

社会福祉士養成課程

社会福祉主事養成課程

アジア福祉創造センター

通
信
教
育
科

精神保健福祉士養成課程
（一般・短期）

社会福祉協議会

自治体

社会福祉施設

日
社
大
を
か
こ
む

地
域
福
祉
連
絡
会

日本社会事業大学
社会福祉学会

国
際
交
流
協
定
校

タマサト大学（タイ）

アリス・ザロモン福祉大学（ドイツ）

ワシントン大学 （アメリカ合衆国）
ジョージ・ウォーレン・ブラウン校

トゥルク大学（フィンランド）

学
校
法
人

　日
本
社
会
事
業
大
学

福祉マネジメント研究科
（専門職大学院）
福祉マネジメント専攻  定員80名
●ケアマネジメントコース
●ビジネスマネジメントコース

社会福祉学研究科（大学院）
社会福祉学専攻
●博士前期課程（2年）  定員15名
●博士後期課程（3年）  定員5名

大
学
院

大
学

社会福祉学部 福祉計画学科

福祉援助学科

サザンプトン大学（イギリス）

北京大学（中国）

さらなる研究向上のため、現在の東京都清瀬市へ
移転。全国各地に新設された福祉系大学のモデ
ル的存在としての役割を改めて担うこととなる。大
学院社会福祉学研究科修士課程が設置される。

日本で唯一となる福祉専門職大学院「福祉マネジ
メント研究科（1年制・昼間）」を設置。文部科学省
の専門職大学院等教育推進プログラムにも採択
され、先駆的な教育システムが展開されている。

「プログラム評価研究」が大学院ＧＰに採択
平成21年度～平成23年度

　本大学院社会福祉学研究科
では、文部科学省「組織的な大
学院教育改革推進プログラム
（大学院ＧＰ）」に「福祉サー
ビスのプログラム評価研究者育
成」プロジェクトが採択されま
した。プログラム評価とは、より
よい社会プログラムを構築し、
改善をはかり、その存廃や発展
の方向性に関する意思決定をす
るために行われる体系的かつ
科学的なアプローチ法のことで
す。対人サービス研究における

主要な実践研究法であるととも
に、それ自体が社会的実践活動
でもあります。社会福祉学研究
科では、平成22年4月よりプログ
ラム評価履修コースを開設し、
社会福祉実践現場や行政、国
際機関などさまざまな領域で、
新しい切り口による福祉プログ
ラム評価のアプローチ法を用い
て、効果的な福祉プログラムの
形成・向上に強い影響力をもつ
プログラム評価者・評価研究者
を育成することを目指します。

沿革

実践力を上げる多彩な講座を開設

釜山大学（韓国）

ニュー・サウス・ウェールズ大学
（オーストラリア）

社会事業研究所

附属図書館

子ども学園（附属実習施設）

戦後改革の一環として、生活保護法が施行。財団法人
中央社会事業協会（後に日本社会事業協会）は厚生省
の委託を受け、日本初の社会福祉の専門教育機関・日
本社会事業学校（本学の前身）を設立。

　社会福祉従事者の実践力
を高めることを目的に、「スキ
ルアップ講座」「福祉マイス
ター道場」「福祉経営塾」な
どの講座を開講しています。
いずれも第一線で活躍する実
践家の方々により、福祉の現
場が直面する今日的な課題を
取り上げた内容です。学外の
福祉従事者および経験者の

方との交流、意見交換の場と
しても機能しています。

対象者

履修コースの履修プロセスとコース修了後に期待されるキャリアパス

福祉プログラム評価に関心をもつ学部卒業者、
社会福祉実践現場の従事者、アジア諸国の行政・社会福祉関係者、
その他福祉プログラム評価に関心をもつ者

後期課程
修了者

独立したプログラム評価研究者として行政・社会福祉実践現場・
評価関連コンサルテーション企業／NPO法人、国際機関、外国政府、
ODA評価関連機関等に勤務。プログラム評価論を教授できる大学教員になる

博士前期課程入学

プログラム評価履修コース選択

博士前期課程・プログラム評価履修コース・コースワーク

プログラム評価実習（共同研究、実践現場）

プログラム評価論講義科目群 研究方法論講義科目群、専門英語、その他科目

修士論文（プログラム評価に関わるもの）

博士後期課程入学

プログラム評価履修コース選択

博士後期課程・プログラム評価履修コース・コースワーク

プログラム評価研究のRA・プロジェクトマネジャー、プログラム評価講義・演習のTA

プログラム評価論講義科目群＊

＊：前期課程未履修の者

研究方法論講義科目群、専門英語、その他科目＊

博士論文（プログラム評価に関わるもの）

前期課程
修了者

福祉プログラム評価者として、行政・社会福祉実践現場・
評価関連コンサルテーション企業／NPO法人、国際機関、外国政府、
ODA評価関連機関等、および大学等に勤務
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専門職
大学院

修業年限：1年（昼間）・2年（長期履修）
定　　員：80名
学　　位：福祉マネジメント修士（専門職）福祉マネジメント研究科

教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座

専 門 職 大 学 院 で の 学 び を  
ス テ ッ プ ア ッ プ の 起 点 と し て  

福祉マネジメント研究科
研究科長

若穂井　透

　福祉マネジメント研究科は、社会福祉
が大きな転換期にあった2004年４月に、
日本初の福祉系専門職大学院として誕
生しました。本人の自己決定を重視した
生活支援と権利擁護をケアマネジメント
し、質の高いサービスを提供するための
効率的な経営をビジネスマネジメントでき
る福祉専門職の養成がその役割です。

　日本社会事業大学は厚生労働省から唯一委託を受けて、「指導的社
会福祉従事者」を養成している大学ですが、専門職大学院の立ち上げ
は、さらに大学院レベルで「高度な指導的社会福祉従事者（福祉専門
職）」を養成するための先駆的な取り組みでもありました。
　専門職大学院は福祉専門職を養成する1年制大学院として出発しま
したが、2年の長期履修制度を2009年に導入しています。
　すでに6期までの修了生が各分野で活躍し、専門職大学院は内外か
ら高い評価を得ていますが、2009年度には専門職大学院が認定するア
ドバンスソーシャルワーカー資格を二人の修了生に付与し、専門職大学

院修了後の継続修習システムを本格化させました。
　大学を卒業し社会福祉分野での実践をスタートさせた後、何年か経
つと、大学で学んだ知識と技術では対応できない問題に遭遇し、悩み葛
藤するなかで、それまでの実践をふり返り、改めて学び直してみたいと思
うことがあるはずです。さらに何年か経ち、組織の中核として、的確にケア
マネジメントするための知識と技術を得たいと思うかも知れません。或い
は組織から人事、労務、経理などビジネスマネジメントの知識と技術が求
められる時期が訪れることでしょう。
　専門職大学院はそのようなニーズに応えて、最新の知識と技術を修得
できるカリキュラムを導入し、ケアマネジメントコースではスーパーバイザー、
ビジネスマネジメントコースではマネジャーとしての役割を担うことができる
福祉専門職の養成をめざします。また専門職大学院では、演習・実習、事
例研究を重視し、ジェネリックなスタンスと同時に、スペシフィックなアプロー
チを可能にしています。
　多くの方々が専門職大学院の門を叩き、最新の知識と技術を学び、相
互に実務経験を交流し、切磋琢磨し合って下さい。そして福祉専門職とし
てステップアップし、日本の社会福祉の発展に貢献して戴きたいと思います。
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専門職大学院　福祉マネジメント研究科

研究科の特色

　今、日本の社会は、大きく変動しようとしています。
　社会福祉の領域でも、そのような変動に対応できる人材が求められています。
　しかし秀れた実践によって福祉サービスのあり方を変革できるスーパーバイザー、質の
高い福祉サービスを実現するために経営を改革できるマネジャーは必ずしも十分ではあ
りません。
　専門職大学院では、実践的な課題解決型授業、事例研究、演習・実習等によって、幅
広い専門知識、実践力、課題発見・対応力、柔軟な発想法、的確な判断力を獲得し、福
祉サービスのあり方を変革できるスーパーバイザー、経営を改革できるマネジャーとしての
役割を担える高度な福祉専門職を養成しています。

　専門職大学院は、2004年に日本で唯一の福祉専門職大学院としてスタートしましたが、
その後の実績と成果をふまえて、就業継続型の長期履修制度、指定法人制度の導入、カ
リキュラムの改革、認定アドバンスソーシャルワーカー資格の創設など、新たなニーズに応
えて自己変革を時々刻々と遂げています。

実践力、課題発見・対応力を獲得し向上させる
専門職大学院

　専門職大学院では、次の２つのコースを設けています。

■ケアマネジメントコース

　福祉サービスにおけるスーパーバイザー養成が目標です。ソーシャルワークの基本を再
確認しつつ、事例研究などによって、スーパービジョンの手法と能力の獲得をめざします。 

■ビジネスマネジメントコース

　福祉サービスのマネジャー（管理職）養成が目標です。福祉領域にマッチした人的資源
管理や財務・会計の方法を習得し、ケースメソッド（事例検討）などによって多面的、重層
的な発想法を知り、判断力の形成を図ります。

目標に沿った2つのコース

　日本社会事業大学専門職大学院は、社会福祉分野における高度で専門的な職業能力を有
する人材の養成を目的とした、わが国唯一の福祉専門職大学院です。日本の社会福祉の変革
を志し、福祉専門職としての次のステップを目指す方々を求めます。

専門職大学院の「求める人物像」
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認定アドバンスソーシャルワーカー

■真の実践力の証

継続修習

手法を獲得する・腕を磨く・実践力を獲得する 実践

在学期間 修了後

継続修習生

入学 修了

継続修習
●事例研究への参加
●実践報告作成支援

専門職修士

認定アドバンスソーシャルワーカー
❶実践を行える
❷実践を客観化できる
❸現場実習を指導できる
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　専門職修士の学位を取得した高度
な福祉専門職に要求される能力（コン
ピテンシー）を審査し、その水準に到
達したと認められる方を、本専門職大
学院独自の認定資格である「アドバン
スソーシャルワーカー」と認定します。
高度な福祉専門職としてのコンピテン
シーの内容を明確にするとともに、そ
れを十分に備えた福祉サービスのスー
パーバイザー、マネジャーとして、社会
的な認証を受けていくことが目標です。

2005年 3月 　
福祉マネジメント研究科
ケアマネージメントコース 修了
新宿ヒロクリニック・銀座ヒロクリニック
・本郷ヒロクリニック　医療ソーシャルワーカー

唐木香子

入学前は、医療関係の団体職員として事務職に就いていました。日本社会事業大学に初
の専門職大学院が設立されることを知り、これまでの経験を活かしながら医療側の視
点だけでなく、医療福祉の現場で患者・家族の視点に立って働いてみたいと考えたこと
が、大学院入学を決意したきっかけです。

2005年３月福祉マネジメント研究科ケア
マネジメントコース修了。現在、医療法人
社団三育会　新宿ヒロクリニックに医療
ソーシャルワーカーとして勤務。2010年３
月、アドバンスソーシャルワーカーとして
認定される。訪問診療を専門とするクリ
ニックで、患者・家族のさまざまな相談窓
口として、また、クリニック内及び地域の
関係機関多職種と連携し医療・ケアの
コーディネート役として務める。 

患者・家族を支援する仕事をしたい

修了後、ソーシャルワーカーが配置されていないクリニックに入職、在宅医療のソーシャ
ルワークのモデルがない中で、５年間試行錯誤しながら取り組み、開拓してきました。こ
のたびアドバンスソーシャルワーカーの資格取得に際し、これまでの自分の一つひとつの
取り組みがどのような意味を持っていたのか振り返り、言語化することができました。１
年間、仕事をしながら報告書をまとめるという作業は大変でしたが、クリニックのスタッ
フや関係機関各職種の方々、また報告書の構成やまとめ方についてていねいにご指導い
ただきました先生のご協力のもと、認定をいただくことができ、とても感謝しております。

日々の取り組みの意味を、改めて見つめ直す

ケアマネジメントコース時代には、都内大学病院、地域保健福祉事務所などで実習を行
いました。実習では面接やケアカンファレンスなどに同席させていただき、また、私自身
も実際、利用者との面接の機会を持たせていただきました。この実習は、医療機関にお
けるソーシャルワーカーの働きを知ることができたと同時に、今後医療福祉の現場で働
きたいと考えていた私にとって、関係職種との協力関係や実践を学ぶ貴重な機会となり
ました。 

実習で学んだ医療ソーシャルワーカーのあり方

プロフィール



専門職大学院　福祉マネジメント研究科

［ 福祉専門職に求められるコンピテンシー ］
カテゴリー 種類 具体的な内容

会話、文書、その他の表現手段を
効果的に使いこなせる

知識、情報、理論を、実践の場に適用し、
且つ、使いこなせる

ソーシャルワークの援助技術を
実践の場で使いこなせる

実践を構成する
道具（ツール）を
使いこなせる

他者、他の集団、他の機関と
良好な関係を築くことができる

他者、他職種、他の機関と
適切に連携・協働することができる

連携・協働の際に生じる摩擦や
軋轢を乗り越え、解決することができる 

異質な
集団との間で
適切な
交流ができる

広い視野と長期的な展望に立ち、
見通し（ビジョン）を持って
活動することができる

見通しを具体的な計画に落とし込んで
実行することができる

計画を実行する際に生じる（関係する）
自らの権利・利害・限界を
表明することができる 

自律的に
活動できる

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

会話によって、意志・感情・情報を的確、且つ、効果的に、受け取り、伝達することができる
文書によって、意志・感情・情報を的確、且つ、効果的に、受け取り、伝達することができる
図表や映像、その他の表現手段によって、意志・感情・情報を的確、且つ、効果的に、受け取り、伝達することができる

人間についての知識、情報、理論を、実践の場に適用し、且つ、使いこなせる
社会についての知識、情報、理論を、実践の場に適用し、且つ、使いこなせる
社会福祉についての知識、情報、理論を、実践の場に適用し、且つ、使いこなせる

ソーシャルワークの援助技術を個別事例への援助に適用し、援助を効果的に展開することができる
ソーシャルワークの援助技術を用いて、所属する機関において、スーパーバイズを行うことができる
ソーシャルワークの援助技術を用いて、所属する機関を超えて、スーパーバイズを行うことができる

当事者と良い関係を築くことができる
組織内の他のスタッフと良い関係を築くことができる
組織外の関係者や他の機関と良好な関係を築くことができる

当事者との間で、問題解決の意志や方法を共有し、合意のもとに作業を進めることができる
組織内の他のスタッフとの間で、問題解決の意志や方法を共有し、合意のもとに作業を進めることができる
組織外の関係者や他の機関との間で、問題解決の意志や方法を共有し、合意のもとに作業を進めることができる

当事者との間で生じる摩擦や軋轢を乗り越えることができる
組織内の他のスタッフとの間で生じる、摩擦や軋轢を乗り越えることができる
組織外の関係者や他の機関との間で生じる摩擦や軋轢を乗り越えることができる

当事者の利益に関して、広い視野と長期的な展望に立ち、見通しを持って活動することができる
援助の質を高め、その必要量を充たすことに関して、広い視野と長期的な展望に立ち、見通しを持って活動することができる
社会正義の実現に関して、広い視野と長期的な展望に立ち、見通しを持って活動することができる

当事者の利益に関して、見通しを具体的な計画に落とし込んで実行することができる
援助の質を高め、その必要量を充たすことに関して、見通しを具体的な計画に落とし込んで実行することができる
社会正義の実現に関して、見通しを具体的な計画に落とし込んで実行することができる

当事者の利益に関する計画を実行する際に生じる（関係する）自らの権利・利害・限界を表明することができる
援助の質を高め、その必要量を充たすことに関する計画を実行する際に生じる（関係する）自らの権利・利害・限界を表明することができる
社会正義の実現に関する計画を実行する際に生じる（関係する）自らの権利・利害・限界を表明することができる
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2005年 3月 
福祉マネジメント研究科
ケアマネジメントコース 修了
よこかわ地域包括支援センター

佐藤亜紀子

大学卒業間近に福祉の仕事に興味を持った私は、専門的に学ぶ機会を持たないままに在
宅介護支援センターのソーシャルワーカーの仕事に就きました。通信教育で社会福祉士の
資格を取得しましたが、「社会福祉とは何か」「ソーシャルワークのあり方とは何か」という
ことを問うこともなく、多忙な業務に追われる毎日でした。「制度や政策の前に、ソーシャ
ルワークの本質をしっかりとらえていなければよい仕事はできない」と考えたことが、大学
院入学の契機となりました。

2005年３月福祉マネジメント研究科ケア
マネジメントコース修了。現在、栃木県宇
都宮市の地域包括支援センターで主任介
護支援専門員を務める。自治会や民生委
員などと連携しながら、地域で生きる利
用者を支えるための支援に取り組む。
2010年３月、アドバンスソーシャルワー
カーとして認定される。

ソーシャルワークの本質を求めて

地域包括センターに勤めて３年目。慣れてきたと感じる時期にこそ、厳しく仕事を見据えて
いかねばならないと考えていたおり、先生からアドバンスソーシャルワーカーへの挑戦を勧
めていただきました。この度、職場で取り組んでいる事例検討会について実践をまとめまし
たが、忙しい仕事の中で自分の実践を見つめ直す難しさとともに、そこから得られる実り
の大きさを改めて知りました。これからも、アドバンスソーシャルワーカーの肩書きに負けな
い実践を重ねていきたいと思います。

日々の実践を糧とし、昇華させるために

大学院ではケアマネジメントの本質から学び直すことができました。先生方のご指導の中、
専門職としてできていたこと、これから目指すべきことを引き出していただき、次のステップ
に歩む力をいただきました。主任介護支援専門員の仕事はケアマネジメントの視点に加え、
ソーシャルワークの視点も必要とされます。特に、ケアマネジャーから相談される困難事例
には、介護保険の枠を超えた支援が必要です。専門職やインフォーマルの連携がとれた
チーム作りを目指し奔走する日々です。

実践経験を振り返り、次なるステップへ

プロフィール



就業継続型修習システム

■学びと就業を両立する

多用な履修形態で、無理なく確実に学ぶ

在学期間

社会福祉士取得

入学 2年間

働きながら学び、学びながら実践をつくる
実践

実践

実践

［ 2年履修 ］

1年間の集中した学びで、
飛躍の土台をつくる［ 1年履修 ］

［ 1年・資格取得履修 ］
社会福祉士の資格
も取得できる

1年間

福祉マネジメント研究科
ビジネスマネジメントコース 在学中
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
高崎市在宅介護支援センター高風園 相談員

金田優子

東北福祉大学を卒業後、一般企業で事
務職・営業職を経験。2003年、社会福
祉法人に就職。2010年より現在の法人
に転職し、在宅介護支援センターの相
談員として勤務するほか、居宅介護支援
事務所の介護支援専門員も兼務。約20
名のケアマネジメントを担当。2005年に
本学通信教育科社会福祉士養成課程を
修了、「長期履修制度」の導入を機に
2009年4月、本学専門職大学院に入学。

プロフィール

相談援助をはじめとする日々の業務に励むうちに、福祉サービスの組織と経営について
学びたいと思うようになりました。自分が所属する法人を客観的に見る力を身につけたい
と思ったことも、大学院進学の理由のひとつです。現職のケアマネジメントを学ぶのでは
なく、ビジネスマネジメントコースを選んだのは、経営について知ることで相談員としての
幅を広げたいと考えたためです。

相談員としての仕事の幅を広げるために

入学時、先生方から、１年目にビジネスマネジメントコース科目を多く履修し、２年目には
総括レポートの作成にじっくり取り組みながら、ケアマネジメントコース科目も履修するよ
う勧められました。これは、学びながら現場で働く私にとって、とても有意義なアドバイ
スでした。私は「在宅介護支援センターの本来的な機能を充実させるための取り組み」
を研究テーマとしています。現場に根ざして課題を解決していきたいという気持ちをしっ
かり持ち、前進している喜びを感じています。

学びを現場にフィードバックさせる手応え

年齢も職歴も経験もさまざまな人たちが集まって意見を交わせることは、とても新鮮で刺激
的です。第一線で活躍する経営者の方々がゲストスピーカーとして講義をしてくださることも、
大きな魅力です。また、先生方や同級生の方々が、通学する日数の少ない私に、学事に関
する情報を教えてくれたり、いっしょに見学実習に行く機会を作ってくれたりと気づかってくだ
さることにも感謝しています。仕事を続けながら、片道２時間以上の時間をかけて通学する
生活の中、疲れを感じることもありますが、多くの方に支えられ充実した日々 を送っています。

活気に満ちた環境の中、学びと仕事を両立して
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　福祉専門職としてのコンピテンシー
（能力）の獲得は、自らの実践をふり
返り、実践を検証の対象として、学び
を深めていくことにによって可能となり
ます。そのために専門職大学院では、
3つの履修形態での専門職修士の取得
と、その後の継続修習を提供する仕組
みを導入していますが、2009年に導入
された2年間の長期履修制度は、夜間
や週末を利用して現在の仕事を継続
しながら学ぶことのできる就業継続型
修習システムとして注目されています。



専門職大学院　福祉マネジメント研究科

専門職としての新たな意識に目覚めました
　私がソーシャルワーカーとして活動を始めたのは、
山下英三郎先生のスクールソーシャルワーカーとし
ての取り組みを紹介するドキュメンタリー番組を見
たことがきっかけでした。その魅力にひかれ、活動に
打ちこむうちに、個人はもちろん、児童館や学校から
も相談を受けるようになりました。しかし、深刻なケー
スに触れるにつけ自分の力量に疑問を感じたことは
確かです。原点に立ち戻って立ち位置を確認した
いという思いから、専門職大学院進学を決めました。
社会福祉士の資格を取得するなど、学びに集中で

きた一年間は、自分の将来像を思い描くうえで、か
けがえのない時間でした。修了直後コミュニティワー
クの拠点として「たけむら社会福祉士事務所」を開
業しました。また、子どもたちの学習支援を中心とし
た活動を地域住民とともに行っています。2010年か
らはさらに、世田谷区教育委員会の主任教育相談
員として勤務しています。専門職大学院を修了し
「専門職」としての自覚が生まれた今、スクールソー
シャルワークの存在があるべき形で社会認知される
よう務めていくことも、自分の仕事と考えています。

最新のマネジメント手法を現場で展開中

2009年 3月 
福祉マネジメント研究科
ビジネスマネジメントコース 修了
社会福祉法人葛飾福祉館

宮園崇弘

　入学前に民間の通所介護施設で現場のリー
ダーとして勤務していた経験があり、現在も通所
介護施設での業務に携わっています。現在は、
専門職大学院で学んだ組織マネジメントの視点
を活かし、法人全体の基盤作り、規定・マニュア
ルの再整備、財務管理や事業所経営の安定化な
どを主な仕事としています。大学院で学んだ通所
介護計画書の様式を、当事業所の特徴に合わせ
た形に変更したところ、事務を大幅に効率化す
ることができ、利用者に直接対応できる職員が

増え、きめ細やかなサービス提供が可能となりま
した。現場に戻り学びを実践で活用するにあ
たっては、大きな困難が生じてくることもあります。
しかし、専門職大学院は修習生制度など、しっか
りしたサポートシステムを構築しており、修了後も
心強い存在です。利用者のため、自分自身の人
生の充実のためにも、福祉マネジメントについて
学ぶチャンスをぜひつかんでいただきたいと、心
から思います。

2007年 3月 
福祉マネジメント研究科
ケアマネジメントコース 修了
たけむら社会福祉士事務所所属

竹村睦子

福祉の現場から 就職状況はP34へ

OB & OG Message

OB & OG Message
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1時限（  9：00～10：30）
2時限（10：40～12：10）
3時限（13：00～14：30）
4時限（14：40～16：10）
5時限（16：20～17：50）
6時限（18:00～19:30）
7時限（19：40～21：10）

時間割例 木 金 土月 火 水

実
習
充
当
日

講義・演習

土
1時限（  9：00～10：30）
2時限（10：40～12：10）
3時限（13：00～14：30）
4時限（14：40～16：10）
5時限（16：20～17：50）
6時限（18:00～19:30）
7時限（19:40～21:10）

時間割例 木 金月 火 水

講
義・演
習

1時限（  9：00～10：30）
2時限（10：40～12：10）
3時限（13：00～14：30）
4時限（14：40～16：10）
5時限（16：20～17：50）
6時限（18:00～19:30）
7時限（19:40～21:10）

時間割例 木 金 土月 火 水

講義

講義・演習通常勤務日

　集中した学びと実践的な実習によって、アドバ
ンスソーシャルワーカーをめざします。木・金・土
を中心に配置される演習や専門修習科目を集中
して受講するとともに、それぞれにフィールドを
決めて実践型の実習を行います。

1年履修
1年間の集中した学びで、
飛躍の土台をつくる

　社会福祉士の受験資格を取得しつつ、アドバ
ンスソーシャルワーカーをめざします。月曜から
土曜まで、ほぼ毎日の講義や演習、講義のない
ときは実習とハードな学修期間になりますが、１
年間で凝縮した学びを得ることができます。

1年
資格取得
履修

社会福祉士の資格を
取得する

　２年間の長期履修制度により、働きながら学
ぶなかで、アドバンスソーシャルワーカーをめざ
します。週末（木・金・土）や文京キャンパスの
夜間利用、集中講義形態での受講によって、実
践をふり返りながら学びを深めていきます。

2年履修
働きながら学び、
学びながら実践をつくる

※上記の時間割例は、2010年度カリキュラムによるイメージです。文京キャンパスでの授業（6～7時限）は、18：30～21：40です。詳しくは、ホームページをご参照下さい。



カリキュラムの詳細は　http://www.jcsw.ac.jp/　専門職大学院　カリキュラムをご参照ください

行動
手法を獲得する・
ワザを磨く

視点
理論・枠組みを学ぶ

価値と手法
価値を再確認する
手法を学ぶ

基礎
今ある力を再認識する

●社会保障論

●社会福祉発達史

●ソーシャルワーク理論

●高齢者福祉特論

●障害者福祉特論

●児童福祉特論

●公的扶助論

●介護論

●心理学

●社会学

●保健医療サービス

●身体の機能と疾病

●グループワーク技法

●ソーシャルワーク基礎演習

●ソーシャルワーク基礎実習

●ソーシャルワーク基礎実習指導

●社会福祉特講

実
践
力
の
向
上

※2010年度開講予定の主な科目です。

専門修習

●ソーシャルワーク実践理論

●アセスメント方法

●ソーシャルワーク面接技法　●スーパービジョン

●コミュニティソーシャルワーク技法

●危機介入法

●ソーシャルスキルズトレーニング　●家族療法　

●ファミリーソーシャルワーク　●虐待防止・対応法　

●子ども子育て支援法　●障害者ケアマネジメント　

●高齢者ケアマネジメント　●精神障害者ケアマネジメント

●医療ソーシャルワーク　●当事者活動支援論　

●認知症高齢者ケア　●ケース記録技法　

●福祉財務諸表論　●ファイナンス経営分析

●社会福祉税務論　●経営リスクマネジメント

●ヒューマンリソースマネジメントⅡ

●コミュニティビジネス論　●医療経営論

●自治体福祉システム論

●レジデンシャルサービスマネジメント

●福祉アドミニストレーション理論

●ベーシックアカウンティング

●ヒューマンリソースマネジメントⅠ

ケアマネジメントコース ビジネスマネジメントコース

基
本
科
目

各
論
科
目

基盤修習
●ソーシャルワークの思想と価値

●人間理解

●人権と倫理

●ジェネリックソーシャルワーク

●実践研究論

●現代社会福祉政策論

●国際福祉論

●福祉計画論

●地域福祉論

●インタープロフェッショナルワーク

●プラクティカルソーシャルリサーチ

●組織心理・行動論

●福祉ナレッジマネジメント●地域ケアシステム論

●成年後見実践ソーシャルワーク

●就労支援ソーシャルワーク

●司法ソーシャルワーク

●退院・地域移行支援ソーシャルワーク

●事故予防法　　　　　  ●福祉環境支援法

実践修習・事例修習

●ソーシャルワーク演習・実習

●ケアマネジメント事例研究

●ビジネスマネジメント演習・実習

●ビジネスマネジメント事例研究

ケアマネジメントコース ビジネスマネジメントコース

ここが学びの
中心です

カリキュラムの構造

ソーシャルワーク関連科目

社会福祉士受験資格を得るための科目群が、
主に月・火・水曜日に配置されています。

基
本
科
目

各
論
科
目
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専門職大学院　福祉マネジメント研究科

　現下のソーシャルワークの課題である、自己決定を支える支援、パートナー
シップにもとづく支援を実現することを目標に、それを可能とするコンピテン
シーの獲得をめざすのがケアマネジメントコースです。
　そのために、アセスメント力を中心に、ソーシャルワークのフィールドである
地域や組織、利用者との相互関係を対象化しながら、事例検討の方法を獲
得して、自らの実践をふり返ります。また、グループスーパービジョンのなかで、
スーパービジョンの方法を実際的に学びます。

事例検討で自らの実践をふり返り、深めることで
対人援助力を磨きます

演習テーマ例

コース紹介

● アセスメント方法の検証
● チームアプローチ・多職種協働とソーシャルワーカーの役割 
● 地域ニーズと社会資源・ネットワークづくりの方法
● 事例検討法とグループスーパービジョンの方法
● 権利擁護と成年後見

ケアマネジメントコース

　福祉経営とは、継続的に事業を行うための適正な収支を維持し、よりよい
サービスを提供するだけでなく、制度の枠組みを越えて、社会福祉の未来を
デザインすることと、ビジネスマネジメントコースでは考えています。
　そのために、まず、福祉経営の全体像を知るとともに、基本的手法である
会計・財務、人的資源管理などを学び、福祉ビジネスに関する理解を深めま
す。また、現実の福祉サービス・マネジメントの多様な問題を、自らの体験に基
づいて討議し、検討します。ビジネスマネジメントの実務を対象とし、実践能
力の修得をめざします。

事例研究やケースメソッドを中心に
多面的、重層的な発想法を獲得します

2010年度後期リカレント講座一覧

演習テーマ例

● 福祉サービスにおける人材育成システムのあり方
● 福祉におけるイノベーション・起業の実際
● 社会福祉法人の財務・会計分析

ビジネスマネジメントコース

Topics

日本社会事業大学専門職大学院では、
講義を一部公開し、社会福祉従事者の
実践力を高めることを目的としたリカレント
講座（スキルアップ講座・福祉マイスター
道場・福祉経営塾）を開講しています。ま
た、この講座以外にも講義を聴講できる
聴講生制度、入学した時に単位として認
められる科目等履修生制度、さらに専門
職大学院修了後も講義の受講や個別指
導を受けることができる修習生制度等が
あり、生涯学習の機会としても活用されて
います。

生涯学習の場として 講座 担当 日程・場所

ホスピスケア

学童保育とソーシャルワーク

高齢者福祉の最前線

退院支援ソーシャルワーク

成年後見実践ソーシャルワーク

居宅ケアマネジメント

里親支援ソーシャルワーク

修復的対話法

家族療法

貧困・社会的排除と向かい合う

創造的福祉への取り組み

9月24日（金）、10月8日（金）・22日（金）、11月19日（金）
文京キャンパス

講師
長谷方人 他

9月24日（金）、10月1日（金）・8日（金）・15日（金）
清瀬キャンパス

9月25日（土）、10月9日（土）・23日（土）
清瀬キャンパス

10月1日（金）・15日（金）・29日（金）、11月12日（金）
清瀬キャンパス

10月2日（土）・16日（土）、11月13日（土）・27日（土）
清瀬キャンパス

11月6日（土）、12月11日（土）、1月15日（土）
清瀬キャンパス

12月4日（土）、1月15日（土）
清瀬キャンパス

1月22日（土）
清瀬キャンパス

2月6日（日）・13日（日）
清瀬キャンパス

9月29日（水）、10月13日（水）・27日（水）、11月10日（水）
文京キャンパス

11月24日（水）、12月1日（水）、1月12日（水）・19日（水）
文京キャンパス

9月23日（木）・24日（金）・30日（木）、10月1日（金）
・7日（木）・8日（金）・14日（木）・15日（金）・21日（木）
・22日（金）・28日（木）・29日（金）、11月4日（木）
文京キャンパス

講師
下浦忠治

コーディネーター
矢部正治

講師
木戸宜子  古屋龍太

講師
若穂井 透

講師
國光登志子

講師
宮島 清

講師
山下英三郎

講師
福山和女  萩野ひろみ

コーディネーター
矢部正治

コーディネーター
矢部正治

講師
藤井賢一郞 他

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座

福
祉
マ
イ
ス
タ
ー
道
場

福
祉
経
営
塾
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─ 今 、求 められるソー シャ ル ワ ーク の あり 方 を 考 える ─

ソーシャルワークを語る

　０歳から高齢者まで、人はみな生きていくプ
ロセスの中で、いろいろなトラブルや達成課題
に遭遇します。その中には、自分自身や身内、
親しい人たちの力だけでは対処できない課
題が生じます。その際に、問題を抱えた当事
者はもちろん周囲の関係者を含め、しっかりし
たアセスメントができ、しかるべき見通しを立て
ながら方向づけしていくことができるのが、
ソーシャルワーカーなのです。
　この役割をきちんと果たすためには、問題
が発生する前、または何か兆しが生じたとき
に、問題を抱えた人が相談できる機関が街の
要所要所にあることが大事だと思います。病
院に行くのと同じで、事態が悪化しないうちに
少しでも早く助けを求めるべき。そのための機
関が身近にあり、専門職といえるソーシャル
ワーカーが在駐している……そうした環境整
備を徹底していくことが重要です。
　ソーシャルワークの基本は、相談援助能力
をもって面接を的確に行い、かつネットワーク

を結ぶこと。そして、当事者をトータルに見るこ
と。つまり目の前の現象だけでなく、過去現在
未来の状況を見積もった上で、今の問題に対
し援助をする、ということです。これができなけ
れば、役に立つソーシャルワーカーとはいえな
いでしょう。
　日本ではまだ、「ソーシャルワーカー」の実
在の姿が見えにくい状況かもしれません。しか
し、少子化が進み、介護保険が施行されるな
ど、いまほど本物のソーシャルワーカーが必要
とされている時代はないはずです。それに応
えられる人材を、たくさん育てていかなければ
と感じています。
　真のプロのソーシャルワーカーであるため
には、内的向上心が不可欠です。目の前の仕
事をこなすだけでなく、常に切磋琢磨しなけ
れば技術は磨かれません。プロフェッショナル
としてのプライドと倫理観、それから克己心を
持ち続けて、努力を惜しまず貫いてほしいと
思います。

対人援助職トレーナー・フリーランス
日本社会事業大学専門職大学院客員教授

奥川幸子
■略歴：1972年4月より東京都養育院附属病院
（現・東京都老人医療センター）で24年間、老人
医療の場で医療ソーシャルワーカーとして勤務。

（財）日本老人福祉財団理事長　
日本社会事業大学専門職大学院教授

田島誠一
■略歴：1973年、日本社会事業大学卒業、（社
福）聖隷福祉事業団就職、保育士、保育園長、病
院事務長、法人総務部長、有料老人ホーム施設
長、常務理事等を歴任。

　福祉、とりわけ介護に関しては営利事業者
の参入が増えてきました。私も介護サービス
事業を行っていますが、財団法人ですので、
非営利を貫き、適正な利益をあげて事業を発
展させていくというのが基本のスタンスです。
非営利なのに利益をあげるというのは不思議
に聞こえるかもしれませんが、よりよいサービス
を提供して、高齢者のみなさんに安心と幸せ
を提供するためにまた、よい人材を確保する
ためにも必要です。
　経営者として大事なのは、その理念を従業
員全員にしっかり浸透させることです。私がし
つこいくらいに言い続けているのは、「入居者
を、お金をくれるお客さんではなく、尊厳を持っ
た人間として見る」ということです。
　具体的な取り組みとしては、研究研修活動
に力を入れています。「こうしたらもっといいケ
アができる」とか、毎日働いている現場に埋も
れている事実をきっちりすくい上げて研究し、
実践に活かしていく試みです。3年前からは
「入居者相談」を行っています。スピーディー

な対応を目指し、即日解決はできないまでも、
即日対応つまりその日のうちに糸口は見つけ
られるように努力しています。また、看板として
掲げているのは「事故ゼロ運動」。万が一事
故が起こってしまった場合は、すぐ報告。そし
て個人の責任ではなく、組織の責任としてとら
え対応しています。
　二宮尊徳（金次郎）の言葉に「道徳なき経
済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言であ
る」というのがあります。これはソーシャルワー
クの運営理論にそのまま通じます。
　サービス利用者の権利と尊厳が守られると
同時に、経営主体の適正な利益が確保され
る。これが、福祉サービスの健全な環境では
ないでしょうか。このためには法律・制度への
理解と、経営への深い理解、そして何よりも利
用者へのあつい共感と福祉サービスの深い
理解が求められます。市場原理的な考え方
に基づく「ビジネス」ではない、ヒューマンなビ
ジネスを考えていきたいと思います。　

プロとしてのプライドと倫理観、克己心を持ち続けて

道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である



専門職大学院　福祉マネジメント研究科

教員紹介

ソーシャルワークの考え方、技法を専門に学べ
る、緊張の中にも楽しく学べる大学院です。日
本の社会福祉は、地域での自立生活支援を支
援するという目的の下、新しい社会福祉システ
ム、援助方法が求められています。コミュニティ
ソーシャルワークは、市町村を基盤としたメゾレ
ベルにおいて、社会福祉政策及びその計画化
と自立生活支援としての対人援助であるソー
シャルワークの総合化を図ります。ソーシャル
ワークに込められた思想、ソーシャルワーク実
践の価値と従事者の倫理について学びます。

■略歴：1967年 日本社会事業大学卒業。1973年 東京
大学大学院教育学研究科博士課程満期退学（社会教育
専攻）。1974年 日本社会事業大学専任講師に就任。日
本社会事業大学学長を経て、現在同大学院特任教授。元
日本社会福祉学会会長。元日本地域福祉学会会長。元日
本福祉教育・ボランティア学習学会会長。　
■主な研究分野：コミュニティソーシャルワーク、地域福祉
論。■著書：『地域福祉の展開と福祉教育』（単著、全国社
会福祉協議会）／『地域福祉』（単著、放送大学教育振興
会）／『コミュニティソーシャルワークと自己実現サービス』
（共編著、万葉舎）

大橋謙策 特任教授

【担当科目】ソーシャルワークの思
想と価値

現場のソーシャルワーカーとして、また、障
害者福祉の行政官としてソーシャルアク
ション、ソーシャルワーク実践の課題に取り
組んできた約20年間の経験を踏まえて、現
在、私たちが直面している障害者福祉や
社会福祉の課題を皆さんと一緒に考えた
い。さらに、少子高齢化、人口減少という共
通の課題を抱えている欧米諸国の経験も
参考にしたい。皆さん方の実践や人生を
踏まえて、ソーシャルワーク実践をともに考
え、論議したいと思います。

■略歴：東北大学大学院博士前期課程修了、カリフォルニ
ア州立大学大学院修士課程修了、教育学博士（東北大
学）。国立障害者リハビリテーションセンター・ソーシャルワー
カー、厚生労働省身体障害者福祉専門官等を経て現職。
■主な研究分野：障害者福祉、福祉施策の国際比較研
究。
■著書：『Q＆A障害者福祉・支援の手引』（新日本法規共
編著）／『聴覚障害者福祉・教育と手話通訳』（中央法規）
／『障害者福祉論（社会福祉士養成講座）』（中央法規・
分担執筆）／『ホームヘルパー養成研修テキスト』（長寿社
会開発センター・分担執筆）など

植村英晴 教授

【担当科目】ソーシャルワーク演習
実習Ⅰ・Ⅱ／ケアマネジメント事例研
究／障害者ケアマネジメント／ソ
ーシャルワーク基礎実習・実習指導

高齢者福祉分野研究の中でも精神医学
および老年医学研究が専門で、高齢者医
療ならび保健・福祉に関する研究をゼミで
行う。専門職大学院では、認知症に関する
地域医療・福祉の実践研究を主体に研究
を進める。

■略歴：1984年 聖マリアンナ医科大学大学院修了、医
学博士。1994年 ワシントン大学客員研究員。1996年 聖
マリアンナ医科大学助教授・東横病院精神科部長。2000
年 日本社会事業大学大学院教授。2004年 日本社会事
業大学専門職大学院教授。2006年4月 福祉マネジメント
研究科長。　
■主な研究分野：老年精神医学研究：アルツハイマー病の
臨床診断・治療、認知症尺度開発、認知症の疫学調査、ケ
アマネジメント、介護技術開発、人権擁護並びに医療・福祉
の地域連携に関する研究。　
■著書：『認知症標準テキストI、II、III、IV』編纂・執筆／
『脱・介護地獄』／『施設介護の実践とその評価』／『モデ
ルケアプラン』いずれもワールドプランニング

今井幸充 教授

【担当科目】ソーシャルワーク演習
実習Ⅰ・Ⅱ／ソーシャルワーク基礎実
習・実習指導／身体の機能と疾病

福祉の対象理解と理論を修得して、高度
な福祉専門職となることを期待します。こ
の一助となるように、福祉の対象理解の基
礎である現代的貧困、その対応策としての
公的扶助政策、実践家にとって有用と考え
られる社会福祉理論の基礎について、公
的扶助論や現代社会福祉政策論で講義しよ
うと思います。

■略歴：日本社会事業大学卒業。法政大学大学院社会科
学研究科社会学専攻修士課程修了。日本社会事業大学
社会福祉学部専任講師・助教授、旧厚生省社会局社会
福祉専門官等を経て、1993年4月より教授。1995年 名
古屋大学より博士（社会学）の学位取得。　
■主な研究分野：福祉政策の国際比較研究、福祉改革研
究、公的扶助論、貧困調査史研究。
■著書：『チャールズ・ブース研究－貧困の科学的解明と公
的扶助制度』（中央法規出版）／『福祉改革研究』（第一
法規出版）／『改訂・福祉改革研究』（第一法規出版）／
『新公的扶助論』（川島書店）／『福祉政策の現代的潮
流』（第一法規出版）など

阿部　實 教授

【担当科目】現代社会福祉政策論

私は隣接する専門分野、とくに司法との連
携を重視し、児童虐待、高齢者虐待、成年
後見など、司法福祉を担うことのできる高
度な福祉専門職を一人でも多く輩出する
ことが専門職大学院の役割だと考えてい
ます。

■略歴：1970年 中央大学卒業、司法試験合格。1973年 
弁護士登録。1998年 本学教授。法制審議会少年法部
会委員、川崎市社会福祉協議会あんしんセンター業務監
督審査会及び契約能力判定審査会委員長、清瀬市社会
福祉協議会権利擁護センター運営委員会委員長、我孫子
市及び清瀬市オンブズマンなど。　
■主な研究分野：少年法、児童福祉法、成年後見法、社会
福祉契約論、権利擁護論。　
■著書：『子どもたちの人権』（単著・朝日新聞社、1987年）
／『少年事件を考える』（共著・朝日新聞社、1989年）／
『介護保険の苦情対応』（監著・東京法令、2000年）／
『少年法改正の争点̶司法福祉と児童福祉の課題は何
か』（単著・現代人文社、2006年）『権利擁護と成年後見
制度』（編著・中央法規、2009年）など

若穂井 透 研究科長

【担当科目】成年後見実践ソーシャ
ルワーク／ソーシャルワーク演習
実習Ⅰ・Ⅱ

社会福祉の理論と高度なコンピテンシーを
体得したソーシャルワーカー養成に努めま
す。さらにグローバルな動向も踏まえ様々な
意志決定ができる人材を育成します。

■略歴：1969年東洋大学社会学部卒業。東洋大学大学
院で社会学修士、1986年東京大学大学院で保健学博士
を取得。駒澤大学、東洋大学で教鞭を執り、日本社会事業
大学では日本社会事業学校校長（４年）、大学院福祉マネ
ジメント研究科（専門職大学院）科長代行（設置初年度）を
務めた。現在は、日本社会福祉教育学校連盟会長、日本
ソーシャルワーク学会会長、日本保健福祉学会会長、日本
社会福祉学会副会長、日本学術会議社会学委員会社会
福祉学分科会委員長、東京都児童福祉審議会（権利擁
護部会長）、文京区地域福祉協議会会長、目黒区子ども
施策推進会議会長、杉並区子ども・子育て専門委員会委
員長。その他、日本社会福祉学会会長、社会福祉士養成
校協会会長、中央児童福祉審議会委員、文部科学省大
学設置・学校法人審議会専門委員会主査、神奈川県児
童福祉審議会委員（権利擁護部会長）などの要職を歴任。
■主な研究分野：ソーシャルワーク、子ども虐待への社会的
対応、権利擁護サービス等に関する研究。
■著書：『子ども虐待―親による最大の人権侵害―』（有斐
閣）、『ソーシャルワーク実践の基礎理論』（有斐閣）、監訳にコノ
リー、マッケンジー著『ファミリー･グループ･カンファレンス（FGC）
－子ども家庭ソーシャルワークの新たなモデル－』（有斐閣）など

髙橋重宏 学長

【担当科目】ジェネリック・ソーシャル
ワーク
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ソーシャルワーク実践の専門性を高めるた
めには、実践研究が必要と考えている。そ
の背景として、社会福祉情勢がめまぐるしく
変化する中で、ソーシャルワーク実践が地
域を基盤にとらえる必要にせまられている
状況がある。またソーシャルワーク実践の効
果性や専門性の証明が求められている。
Evidence　Based　Practiceの観点か
ら、実践の根拠としてソーシャルワーク理論・
アプローチを重視し、実践内容を客観的に
分析・考察する視点を探っていきたい。

■略歴：1989年 日本社会事業大学卒業。社会福祉士。
1990年 国立療養所東京病院ソーシャルワーカーとして勤
務。2002年 日本社会事業学校研究科専任教員。2003
年 日本社会事業大学大学院博士後期課程修了。博士
（社会福祉学）。2004年 日本社会事業大学専門職大学
院助教授。　
■主な研究分野：地域を基盤としたソーシャルワーク、医療
ソーシャルワーク。　
■著書：『日本のソーシャルワーク研究・教育・実践の60年』
（共著、相川書房、2007）／『社会福祉エッセンス』（共著、
自由国民社、2008）／『対人援助、生活相談サポートブッ
ク』（共著、中央法規、2008）など

木戸宜子 准教授

【担当科目】ソーシャルワーク演習・
実習Ⅰ・Ⅱ／ソーシャルワーク基礎演
習／ソーシャルワーク基礎実習・実
習指導／ケアマネジメント事例研
究／ソーシャルワーク実践理論Ⅰ・Ⅱ
／実践研究論／退院・地域移行支
援ソーシャルワーク／インタープ
ロフェッショナルワーク

福祉事業の環境として、厳しい財政状況のな
かで伸び続ける社会保障給付を意識せざる
をえない時代です。福祉事業者が意識すべき
は、法人の種別を問わず、理念をもち、より良質
なサービス提供の継続に責任をもつということ
であり、本来あるべき「経営」を実践することに
ほかなりません。企業での経験やコンサルタン
トとしての経験を生かし、皆さんの研究や実践
のお手伝いができればと思っています。

■略歴：1981年 東京大学理科Ⅱ類入学。1986年 東京大
学医学部保健学科卒業。1991年 同医学系大学院第1種
博士課程単位取得退学。1991年 株式会社三菱総合研
究所入社。1991年 博士（保健学）取得。2003年 株式会
社三菱総合研究所退社。
■主な研究分野：福祉・医療政策および福祉・医療事業経営。
■著書：『地域密着型サービスマニュアル』（編著、日本厚生
協会2007）／『社会福祉協議会 財務・経営Q&A』（共著、
全国社会福祉協議会2008）／監修『介護保険制度とは
…』（東京都社会福祉協議会2005）／編著『図説 福祉・介
護ハンドブック』（三菱総合研究所）（東洋経済新報社
2001）／分担執筆『全戦略日本のビジネス50』（三菱総合
研究所）（ダイヤモンド社2003）／分担執筆『21世紀日本の
デザイン』（三菱総合研究所）（日本経済新聞社2000）など

藤井賢一郎 准教授

【担当科目】ビジネスマネジメント演
習実習Ⅰ・Ⅱ／ビジネスマネジメント事
例研究／ベーシックアカウンティング
／ヒューマンリソースマネジメントⅠ・Ⅱ
／ファイナンス・経営分析Ⅰ／実践研究
論／プラクティカルソーシャルリサー
チ／ソーシャルワーク基礎実習・実習
指導／福祉ナレッジ・マネジメント／
社会福祉税務論／組織心理・行動論

精神科のソーシャルワーカー（ＰＳＷ）として、
臨床現場で27年仕事をしてきました。精神
科医療も精神障害者福祉も、今、大きな岐
路にあり、取り組まなければならない課題が
山積しています。個々の体験を、経験として
言語化し、新しい時代を切りひらく視座と論
理を共有できればと思います。

■略歴：和光大学人文学部人間関係学科卒業。1982年
より国立精神・神経センター病院に勤務する傍ら、保健所、
精神保健福祉センターで相談員、東京学芸大学で非常勤
講師を併任。この間、東京精神保健福祉士協会会長、日本
精神保健福祉士協会常任理事、日本病院・地域精神医学
会理事、日本デイケア学会理事等を歴任。2008年より現
職。精神保健福祉士。
■主な研究分野：精神保健領域のソーシャルワーク、リハビ
リテーション、施策制度研究。　
■著書：『退院・地域移行支援の現在』（批評社2010）『精
神科リハビリテーション学』（中央法規2009）『臨床に必要な
精神保健福祉』（弘文堂2007）『精神障害者のケアマネジ
メント』（へるす出版2001）『セカンドオピニオン』（医学書院
2001）『精神障害リハビリテーション学』（金剛出版2000）
など（いずれも分担執筆）

古屋龍太 准教授

【担当科目】ソーシャルワーク演習
実習Ⅰ・Ⅱ／ソーシャルワーク基礎演
習／ソーシャルワーク基礎実習・実
習指導／ケアマネジメント事例研
究／ソーシャルワーク面接技法／
精神障害者ケアマネジメント／退
院・地域移行支援ソーシャルワーク
／グループワーク技法

たくさんの知識は有用だが、それだけでは何
にもならない。実際の援助の場面で、何を聞
き、何を見、何を感じ取るのか。そして、何をど
のように伝え、共有し、行動するのか。それら
を明らかにできる力、それを自ら行うことので
きる力を育てることが求められています。様々
な年齢の様々な経験を有する仲間たちと、こ
の難しい課題に取り組めるのが、専門職大
学院の醍醐味であると感じています。
■略歴：１９８１年明治学院大学社会学部社会福祉学科卒
業。埼玉県福祉職として、知的障害児施設、児童相談所、県
本庁児童福祉課などに勤務。２００５年４月から現職。社会福祉
士。児童養護施設さんあい・希望の家・情緒障害児短期治療
施設・嵐山学園・清瀬市子ども家庭支援センター・所沢市保健
センタースーパーバイザー、里親養育支援プロジェクトアットホー
ム代表、NPO法人ピッコロ理事、ホームスタッドジャパン顧問理
事、社会福祉法人子どもの虐待防止センター評議員等
■主な研究分野：子ども家庭福祉とソーシャルワーク。特に、
児童虐待、里親養育、社会的養護に取り組む。　
■著書：「里親と子ども」（編集委員、分担執筆、2005年～
現在、明石書店）、「社会福祉士養成講座児童家庭福祉
論」（分担執筆、中央法規2009）、「社会福祉と学習双書児
童家庭福祉論」（分担執筆、全社協2009）「社会的養護」
（分担執筆：ミネルヴァ書房2010年）

宮島　清 准教授

【担当科目】ソーシャルワーク演習
実習Ⅰ・Ⅱ／ソーシャルワーク基礎演
習／ソーシャルワーク基礎実習・実
習指導／ケアマネジメント事例研
究／ファミリーソーシャルワーク／
虐待防止・対応法／児童福祉特論

介護保険施行後、福祉サービス経営主体の
広がりが顕著になっています。サービス利用
者の権利と尊厳が守られ、経営主体の適正
な利益もまた確保される健全な環境が醸成
されることが望まれます。このためには、法律・
制度への理解だけではなく、経営への深い
理解が求められます。また、何よりも利用者へ
のあつい共感と福祉サービスの深い理解が
求められます。市場原理的な考え方に基づく
「ビジネス」ではない、ヒューマンなビジネスを
考えていきたいと念じています。

■略歴：1973年 日本社会事業大学卒業、（社福）聖隷福
祉事業団就職、保育士、保育園長、病院事務長、法人総
務部長、有料老人ホーム施設長、常務理事等を歴任。現
在（財）日本老人福祉財団理事長。　
■主な研究分野：福祉経営、医療経営。　
■著書：『総合施設体系の現状と課題』（共著、「明日の高
齢者ケア10巻」、中央法規出版、1993.12.）／『社会福
祉法人の経営改革～理念・使命の明確化、経営の効率性
と人材の育成・確保』（「社会福祉研究」No.76、財団法人
鉄道弘済会、1999.10.）／『改訂病院管理』（共著、「医
療秘書実務シリーズ2巻」、健帛社、2001.2.）

田島誠一 教授

【担当科目】ビジネスマネジメント
演習実習Ⅰ・Ⅱ／福祉アドミニストレ
ーション理論／ソーシャルワーク基
礎実習・実習指導

今、福祉分野には、この分野の専門性と特
徴を理解し、マネジメントのできる“人材”が
必要である。福祉分野に限らず、医療、保
健分野、一般企業においての経験を生か
し社会人（学生）が、自分のもつ問題意識
を明確にし、その課題に向かう一年間を支
援したい。特に“起業”を目指す学生に福
祉現場のリアリティを伝え、モチベーション
を確かなものとし、実行のための方法をとも
に学習したい。

■略歴：国立療養所東京病院付属看護専門学校卒業（看
護師）、佛教大学社会学部社会福祉学科卒業（社会福祉
士）。現在、特定非営利活動法人メイアイヘルプユー代表
理事。　
■主な研究分野：特定非営利活動法人や独立型社会福
祉事務所など小規模事業所の設立と事業展開。福祉サー
ビス事業所の人材育成。福祉サービス第三者評価の実施
とサービスの質向上への関与。ケアプランにおけるアセスメ
ントの価値と評価。　
■著書：『ケア・コーディネーション入門』／『在宅ケアマニュ
アル』（共著）／『MDS方式によるケアプラン事例集』（共
著）など

新津ふみ子 教授

【担当科目】ビジネスマネジメント演
習実習Ⅰ・Ⅱ／ビジネスマネジメント
事例研究／ソーシャルワーク基礎
実習・実習指導
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北場　勉 教授
【担当科目】社会福祉発達史

児玉桂子 教授
【担当科目】福祉環境支援法

後藤　隆 教授
【担当科目】社会学

佐藤久夫 教授
【担当科目】障害者福祉特論

手島陸久 教授
【担当科目】地域ケアシステム論、保健
医療サービス

藤岡孝志 教授
【担当科目】心理学

村川浩一 教授
【担当科目】高齢者福祉特論

金子恵美 准教授
【担当科目】子ども子育て支援法

下垣　光 准教授
【担当科目】認知症高齢者ケア

兼担教員（本学教員）

兼任教員（非常勤）

田中由紀子 准教授
【担当科目】介護論

平野方紹 准教授
【担当科目】自治体福祉システム論、公
的扶助論

山下英三郎 教授
【担当科目】ソーシャルワーク理論、危機
介入法

秋元　樹 特任教授
【担当科目】国際福祉論

御厨勝則 客員教授
【担当科目】司法ソーシャルワーク

上田　敏 講師
【担当科目】人間理解

高野範城 講師
【担当科目】人権と倫理

坂口順治 講師
【担当科目】人権と倫理

長沼葉月 講師
【担当科目】ソーシャルワーク面接技法

木幡伸子 講師
【担当科目】ソーシャルワーク実践理論

佐藤彰俊 講師
【担当科目】経営リスクマネジメント

櫻澤　仁 講師
【担当科目】コミュニティ・ビジネス論

川渕孝一 講師
【担当科目】医療経営論

佐藤さやか 講師
【担当科目】ソーシャルスキルズトレーニ
ング

鳥海房枝 講師
【担当科目】事故予防法

井上由起子 講師
【担当科目】レジデンシャルサービスマ
ネジメント

福山和女 講師
【担当科目】スーパービジョン、家族療法

千葉正展 講師
【担当科目】福祉財務諸表論

小野敏明 講師
【担当科目】コミュニティ・ソーシャルワーク技法

朝日雅也 講師
【担当科目】就労支援ソーシャルワーク

寺谷隆子 講師
【担当科目】当事者活動支援論

大塚眞里子 講師
【担当科目】インタープロフェッショナルワーク

田中千枝子 講師
【担当科目】医療ソーシャルワーク

國光登志子 講師
【担当科目】ケアマネジメント事例研究

松原由美 講師
【担当科目】ファイナンス・経営分析

荻野ひろみ 講師
【担当科目】家族療法

鷹野吉章 講師
【担当科目】地域福祉論

下浦忠治 講師
【担当科目】ケアマネジメント事例研究

（注）教員は異動等により変更になる場合があるので随時お問い合わせください。

“今ほど相談援助のプロフェッショナルが求
められている時代はない”と断言できます。
実践力に研きをかけたいと志す方々と出会
い、私の〈技〉をお渡しできることを願って
います。

■略歴：1972年 東京学芸大学聾教育科卒業。東京都
養育院付属病院にて24年間老人医療の場で医療ソー
シャルワーカーとして勤務。1984年からグループスーパー
ヴィジョンを始め、1997年からは対人援助職に対するス
ーパーヴィジョンと研修会の講師を中心に活動中。金沢
大学医療技術短期大学、立教大学、学習院大学、国際
医療福祉大学大学院の非常勤講師として教鞭をとる他、
小平市および東大和市ケアプラン指導員でもある。対人
援助職トレーナー。　
■著書：『身体知と言語─対人援助技術を鍛える』著（中
央法規出版）／『未知との遭遇─癒しとしての面接』著
（三輪書店）

奥川幸子 客員教授

【担当科目】ケアマネジメント事例
研究／アセスメント方法

福祉事業に参画しその後その周辺で起業
した経験からゼミ生個々の問題整理と実
習、研究に役立ててもらえる“考える材料”
を提供したいと思います。

■略歴：玉川大学文学部教育学科(現:教育学部教育学
科)卒業。会社員を経て1988年社会福祉法人聖ヨハネ
会がすすめるホスピス計画にボランティアとして参加。
1991年社会福祉法人聖ヨハネ会参与。桜町病院聖ヨ
ハネホスピス棟建築計画に携わりホスピス棟開設から
コーディネーターとして引き続きホスピスケアに携わる。
2005年ケアタウン小平を開設。福祉経営フォーラムメン
バー。有限会社暁記念交流基金代表取締役ほか　
■その他：厚生省 末期医療に関する意識調査等検討会
1997年8月～1998年6月。日本死の臨床研究会幹事
2002年11月～2007年11月ほか。
■著書：「ホスピスハンドブック」分担執筆、講談社ほか

長谷方人 客員教授

【担当科目】ビジネスマネジメント
演習実習Ⅰ・Ⅱ／社会福祉特講

高度で長持ちする福祉の専門性や実践
力の土台となるもの。一言でいえばそれを
教養というのだと思いますが、専門職大学
院は、皆さんのこれまでのあらゆる経験や
知識を教養に再構成することができる場で
す。行政官としての経験を通じて皆さんの
そうした営みのお役に立ちたいと思ってい
ます。

■略歴：慶應義塾大学法学部卒業。旧厚生省入省。
岩手県児童家庭課長、内閣府参事官（少子高齢化担
当）、厚生労働省政策評価官などを経て２００９年４月より
現職。
■主な研究分野：少子化現象と施策、障害者の雇用今井　明 教授

【担当科目】社会保障論

専門職大学院　福祉マネジメント研究科

現場出身の教員として、常に現場の人びと
から学びながら、実践の課題を考えていき
たい。現場の多様性と実践の面白さを感じ
つつ、何よりもソーシャルワーク実践のもつ
感動を共有できたらよいと思っている。

■略歴：日本社会事業大学大学院博士前期課程修了。
東京都板橋区板橋福祉事務所ケースワーカー、専門学
校教員、厚生労働省老健局老人福祉専門官などを経て
現職。
■主な研究分野：ケアマネジメント論、介護保険制度論。
■著書：『介護支援専門員基本テキスト』（長寿社会開発
センター・分担執筆）／『介護支援専門員実務研修テキ
スト』（長寿社会開発センター・分担執筆）／『介護保険
制度論』（第一法規・分担執筆）／『老人福祉計画をどう
つくるか』（萌文社・分担執筆）など

矢部正治 准教授

【担当科目】ソーシャルワーク演習実習Ⅰ・Ⅱ
／ソーシャルワーク基礎演習／ソーシャ
ルワーク基礎実習・実習指導／ケアマネ
ジメント事例研究／虐待防止・対応法／高
齢者ケアマネジメント／ケース記録技法
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大学院 社会福祉学研究科
博士後期課程（博士課程）
修業年限：3年（昼間）
定　　員：5名
学　　位：博士（社会福祉学）

博士前期課程（修士課程）
修業年限：2年（昼間）
定　　員：15名
学　　位：修士（社会福祉学）

　社会福祉の現場において対人援助に携わる従事者
の方々は、利用者の抱える困難に日々 直面、密着するが
ために、ご自身の実践を客観的、全体的に振り返り、精査
することが難しくなることがあります。大きな志を持って福
祉実践に向き合う中で、理想との矛盾に悩んでいる方々、
そして将来、大きな志をもち、理想を実現するために力づ
よく社会で活躍したいと考えておられる方 に々、私たち大
学院社会福祉学研究科への入学を考えて頂きたいの
です。研究的な視点から社会福祉の全体像を俯瞰し、
新しい眼差しで福祉現場を見直し、より良いものに変え
て行く力を身に付けて頂きたいからです。
　本研究科では、社会福祉の実践現場に指針を与える
ことができるリーダー、現場の実践を科学的に振り返り、
社会的により価値あるものに高めることに貢献できる実
践研究者を育成します。社会福祉学研究の源には、常
に「ニーズ」がなくてはなりません。本研究科では、現代
社会の変化に伴って大きく変動する社会福祉のニーズ
を鋭敏かつ適切に把握し、それらのニーズをもつ人たち

の支援を考えることができる人材の育成を目指していま
す。そして、その支援に有効な、社会福祉実践プログラ
ムやソーシャルワークの援助方法、社会福祉政策・施策
のあり方、社会福祉学理論を科学的に追求できる実践
研究者を世に送り出して行きたいと考えます。
　それとともに、本研究科は、常に社会福祉実践の現場
と連携し、そこで生じる研究的課題を適切に把握して取
り上げ、現場の実践家や実践研究者とともに課題の解
決に当たることを目指しています。
　本大学院の教授陣は、群を抜く一流の教育・実践研
究者です。大学院教育においてはその教育プログラムと
ともに、大学院生が研究能力を涵養する優れた指導教
授に出会うことは必要不可欠な要素と考えます。
　実践家であり、同時に研究者であれ。存分に、みなさ
んが心に抱く理想を実現できる「知」の方法論を磨いて
ください。21世紀の社会福祉の理論、実践の創造に燃え
る、多くの方々が入学されることを期待しています。　

社会福祉学研究科
研究科長

大島　巌

高 い 志 を 実 現 で き る
実 践 家 で あ り 、 研 究 者 で あ れ

19    Japan College of Social Work



大学院　社会福祉学研究科

人材輩出
　「21世紀を展望した新しい社会福祉研究と教育を担う研究者の養成」、また社会福祉
界の高学歴化にも対応して「社会福祉実践での指導的役割を担う人材の養成」を主た
る目的とする本大学院では、新しい社会福祉系大学の教育・研究モデルの構築を目指し
ています。
　専門分野ごとの研究を基盤としつつも、さらに広く、社会福祉の固有性に着目して、分
野を越えて社会福祉の各領域に共通する政策立案、ケアマネジメントの方法、対人援助
技法等に関する開拓的研究を行いつつ、かつ社会福祉領域を総合化できる研究者を養
成します。また、国際化、情報化に対応できる見識を有し、社会福祉分野における国際貢
献に役立つ研究者、国際比較研究ができる研究者を輩出しています。

　社会福祉学研究科は、複雑化してきている社会福祉問題、学際化してきている社会福
祉研究に対応して、社会福祉学の理論化と社会福祉実践に必要な技術の修得に関する
研究と教育を進めることを理念として設置されました。
　今日の社会福祉は、福祉現場での臨床実践にしても行政での政策・計画の立案・実
践・評価にしても、評価と研究を抜きには進められなくなっています。本研究科では、研究
教育者としての、あるいは臨床実践家、政策・計画実践家としての「研究能力」を高める
ことを主眼としています。

「研究能力」に力を注ぐ大学院

研究科の特色

学びの概要（博士前期課程・博士後期課程）
　博士前期課程（修士課程）は、講義・演習・実習・修士論文指導を体系的に学べる、個別
指導を重視しています。「社会福祉理論研究」「福祉経営計画研究」「地域福祉研究」
「家族福祉研究」「障害福祉研究」「高齢者保健福祉研究」の６分野の研究指導科目にて
構成されています。
　博士後期課程（博士課程）は、「社会福祉政策・方法研究群」と「社会福祉原理・比較研究
群」の２群とこれを構成する12系列の研究指導科目と博士論文指導にて構成されています。
　博士後期課程では「博士（社会福祉学）」、博士前期課程では「修士（社会福祉学）」の
学位を数多く授与し、1998年度からは「論文博士」の審査も実施できる体制を整えています。

【研究に基づく社会福祉実践向上への強い目的意識】
現在社会の変化に伴って変動する社会福祉のニーズに対して常に鋭敏な関心をよせ、それら
のニーズをもつ人たちへの有効な支援のあり方を科学的に解明して、社会福祉実践の向上に
資することに強い目的意識と熱意、使命感をもつ人。

【優れた実践研究を遂行する能力】
加えて、現代社会の多様な社会福祉ニーズの解明と科学的な問題解決、社会福祉実践向上
への貢献を行うために必要な社会福祉学の基礎知識と総合的な学力を有し、柔軟で論理的な
思考により実践研究を遂行できる人。

【国際的な視点】
その上で、アジアを含めて広く世界の社会福祉に関心を寄せ、国際的に活躍したいと考える人。

【生涯にわたる自己研鑽】
さらに、生涯教育やリカレント教育によって、生涯にわたって自己研鑽に励もうと考える人。

大学院社会福祉学研究科が求める学生像
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臨床性を高めるため、社会福祉の６分野（社会福祉理論、福祉経営計
画、地域福祉、家族福祉、障害福祉、高齢者保健福祉）を軸に各研究
コースごとに研究講義・演習・実習・修士論文指導を体系化しています。

社会福祉の６分野を体系的に研究

６分野にはそれぞれ専任教員が配置され、多様化・細分化する研究
テーマの深い指導を可能にしています。修士論文中間報告会・修士
学位論文発表・審査会などでの発表が義務づけられ、研究成果の発
表方法の指導も行われます。

各分野ごと、専門教員のもとでの徹底指導
従来の分野別指導に加えて、より良い社会プログラムを構築し、改善をはかり、
その存廃や発展の方向性に関する意志決定をするために行われる体系的
で科学的なアプローチ法であるプログラム評価の視点から研究を推進する
ために、福祉プログラム評価履修コースを設置し、福祉プログラム評価の知
識を養うとともに指導教員の共同研究や外部資金を活用した研究に加わる
評価実習にも参加し、プログラム評価の経験を積みます。

福祉プログラム評価履修コースの設置

院生専用の研究室、コンピュータを設置した大学院専用の情報計画
実習室など環境設備が充実。国際化時代に対応する「環太平洋社
会福祉セミナー」に参加することや日本社会事業大学社会福祉学会
で発表するなど新しい社会福祉研究教育を志向しています。

教育環境
社会福祉現場で働いている人が現職のまま大学院博士前期課程に
在籍し、社会福祉現場の課題と社会福祉研究・教育とを結びつけた
研究を進めるリカレント教育、および福祉関係職経験者教育システム
が実現されています。また、社会福祉実習を重視（２年間32単位中8
単位）するため、大学院の授業を木・金・土曜日に集中させ、社会福祉
実習や現場との共存・共修がしやすい時間割構成としています。

福祉関連従事者も在籍

教育課程の特色

博士前期課程（修士課程）
社会福祉学の理論化と、社会福祉実践に必要な技術の修得に関する研究と教育を進めます。

履修スケジュール 開講科目系列時間割配置（2010年度）

1時限（  9：00～10：30）

2時限（10：40～12：10）

3時限（13：00～14：30）

4時限（14：40～16：10）

5時限（16：20～17：50）

6時限（18:00～19:30）

月前期 火 水 木 金 土

1時限（  9：00～10：30）

2時限（10：40～12：10）

3時限（13：00～14：30）

4時限（14：40～16：10）

5時限（16：20～17：50）

6時限（18:00～19:30）

実
習
充
当
日

実
習
充
当
日

月後期 火 水 木 金 土

研究講義、研究演習、特殊研究

研究講義、研究演習、特殊研究

  1年目

4月●入学式・オリエンテーション・履修登録

●研究テーマ・主分野・指導教員の選定

6月●日本社会事業大学社会福祉学会（社会福祉研究大会）

●社会福祉実習実施計画書作成

1月●社会福祉実習報告レポート提出

  2年目

4月●修士学位論文題目提出

5月●修士論文中間報告会

6月●日本社会事業大学社会福祉学会（社会福祉研究大会）

10月●社会福祉実習報告レポート提出

10月●修士学位論文題目変更締切

1月●修士学位論文提出

1月●修士学位論文発表・審査会

3月●学位授与式（修了式）

論文作成へのきめ細やかな指導と数多くの研究発表の機会があります。 社会福祉実習を重視するため授業は木・金・土に集中。

修了要件
2年以上在学し32単位以上修得し、修士の学位論文の審査に
合格すること。

教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
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大学院　博士前期課程

授業科目および担当者一覧（2010年度） ※（　）は2010年度休講

社
会
福
祉
理
論
研
究

福
祉
経
営
計
画
研
究

地
域
福
祉
研
究

家
族
福
祉
研
究

A

B

C

D

授業科目の名称 単位 担 当 者

社会福祉理論研究 Ⅰ A
（社会福祉理論研究 Ⅰ B）
社会福祉理論研究演習 Ⅰ a ・ Ⅰ b
社会福祉理論研究実習 Ⅰ a ・ Ⅰ b

2
2
2
4

教授 阿部　實

（社会福祉理論研究 Ⅱ A）
（社会福祉理論研究 Ⅱ B）
（社会福祉理論研究演習 Ⅱ a ・ Ⅱ b）
社会福祉理論研究実習 Ⅱ a ・ Ⅱ b

2
2
2
4

教授 後藤　隆

（社会福祉理論研究 Ⅲ A）
（社会福祉理論研究 Ⅲ B）
（社会福祉理論研究演習 Ⅲ a ・ Ⅲ b）
社会福祉理論研究実習 Ⅲ a ・ Ⅲ b

2
2
2
4

教授 竹内幸子

福祉経営計画研究 Ⅰ A
（福祉経営計画研究 Ⅰ B）
福祉経営計画研究演習 Ⅰ a ・ Ⅰ b
福祉経営計画研究実習 Ⅰ a ・ Ⅰ b

2
2
2
4

教授 村川浩一

（福祉経営計画研究 Ⅱ A）
（福祉経営計画研究 Ⅱ B）
福祉経営計画研究演習 Ⅱ a ・ Ⅱ b
福祉経営計画研究実習 Ⅱ a ・ Ⅱ b

2
2
2
4

教授 北場　勉

（福祉経営計画研究 Ⅲ A）
（福祉経営計画研究 Ⅲ B）
（福祉経営計画研究演習 Ⅲ a ・ Ⅲ b）
（福祉経営計画研究実習 Ⅲ a ・ Ⅲ b）

2
2
2
4

地域福祉研究 Ⅰ A
（地域福祉研究 Ⅰ B）
地域福祉研究演習 Ⅰ a ・ Ⅰ b
地域福祉研究実習 Ⅰ a ・ Ⅰ b

2
2
2
4

特任教授 大橋謙策

地域福祉研究 Ⅱ A
（地域福祉研究 Ⅱ B）
地域福祉研究演習 Ⅱ a ・ Ⅱ b
地域福祉研究実習 Ⅱ a ・ Ⅱ b

2
2
2
4

教授 児玉桂子

地域福祉研究 Ⅲ A
（地域福祉研究 Ⅲ B）
地域福祉研究演習 Ⅲ a ・ Ⅲ b
地域福祉研究実習 Ⅲ a ・ Ⅲ b

2
2
2
4

教授 手島陸久

地域福祉研究 Ⅳ A
（地域福祉研究 Ⅳ B）
地域福祉研究演習 Ⅳ a ・ Ⅳ b
地域福祉研究実習 Ⅳ a ・ Ⅳ b

2
2
2
4

教授 辻　　浩

家族福祉研究 Ⅰ A
（家族福祉研究 Ⅰ B）
家族福祉研究演習 Ⅰ a ・ Ⅰ b
家族福祉研究実習 Ⅰ a ・ Ⅰ b

2
2
2
4

教授 藤岡孝志

（家族福祉研究 Ⅱ A）
（家族福祉研究 Ⅱ B）
家族福祉研究演習 Ⅱ a ・ Ⅱ b
家族福祉研究実習 Ⅱ a ・ Ⅱ b

2
2
2
4

教授 若穂井透

教授 髙橋重宏

家族福祉研究 Ⅲ A
（家族福祉研究 Ⅲ B）
家族福祉研究演習 Ⅲ a ・ Ⅲ b
家族福祉研究実習 Ⅲ a ・ Ⅲ b

家族福祉研究 Ⅳ A
（家族福祉研究 Ⅳ B）
家族福祉研究演習 Ⅳ a ・ Ⅳ b
家族福祉研究実習 Ⅳ a ・ Ⅳ b

2
2
2
4

2
2
2
4

教授 山下英三郎

分  野

研
究
分
野
別
科
目
群

障
害
福
祉
研
究

高
齢
者
保
健
福
祉
研
究

研
究
方
法

共
通

専
門

英
語

E

F

障害福祉研究 Ⅰ A
（障害福祉研究 Ⅰ B）
障害福祉研究演習 Ⅰ a ・ Ⅰ b
障害福祉研究実習 Ⅰ a ・ Ⅰ b

2
2
2
4

教授 佐藤久夫

（障害福祉研究 Ⅱ A）
（障害福祉研究 Ⅱ B）
障害福祉研究演習 Ⅱ a ・ Ⅱ b
障害福祉研究実習 Ⅱ a ・ Ⅱ b

2
2
2
4

教授 高橋流里子

（障害福祉研究 Ⅲ A）
（障害福祉研究 Ⅲ B）
障害福祉研究演習 Ⅲ a ・ Ⅲ b
障害福祉研究実習 Ⅲ a ・ Ⅲ b

2
2
2
4

教授 大島　巌

（障害福祉研究 Ⅳ A）
（障害福祉研究 Ⅳ B）
障害福祉研究演習 Ⅳ a ・ Ⅳ b
障害福祉研究実習 Ⅳ a ・ Ⅳ b

2
2
2
4

教授 植村英晴

（障害福祉研究 Ⅴ A）
（障害福祉研究 Ⅴ B）
（障害福祉研究演習 Ⅴ a ・ Ⅴ b）
障害福祉研究実習 Ⅴ a ・ Ⅴ b

2
2
2
4

教授 斉藤くるみ

（高齢者保健福祉研究 Ⅰ A）
（高齢者保健福祉研究 Ⅰ B）
高齢者保健福祉研究演習 Ⅰ a ・ Ⅰ b
高齢者保健福祉研究実習 Ⅰ a ・ Ⅰ b

2
2
2
4

教授 今井幸充

　　  ー
　　  ー

　　  ー

（高齢者保健福祉研究 Ⅱ A）
（高齢者保健福祉研究 Ⅱ B）
（高齢者保健福祉研究演習 Ⅱ a ・ Ⅱ b）
（高齢者保健福祉研究実習 Ⅱ a ・ Ⅱ b）

2
2
2
4

高齢者保健福祉研究 Ⅲ A
（高齢者保健福祉研究 Ⅲ B）
高齢者保健福祉研究演習 Ⅲ a ・ Ⅲ b
高齢者保健福祉研究実習 Ⅲ a ・ Ⅲ b

2
2
2
4

教授 中島健一

（高齢者保健福祉研究 Ⅳ A）
（高齢者保健福祉研究 Ⅳ B）
（高齢者保健福祉研究演習 Ⅳ a ・ Ⅳ b）
（高齢者保健福祉研究実習 Ⅳ a ・ Ⅳ b）

2
2
2
4

社会福祉学研究方法論概論 2 研究科長 他
研究課題設定論 Ⅰ （日本の福祉問題の状況と背景）
研究課題設定論 Ⅱ （実証研究の設計方法）
社会福祉調査基礎論
フィールドワークの基礎
実践研究のための質的・量的データ分析方法論 Ⅰ 
実践研究のための質的・量的データ分析方法論 Ⅱ
質的研究方法論
（研究方法論特別講義 Ⅰ ）
（研究方法論特別講義 Ⅱ ）

2
2
2
1
1
1
1
2
1

教授 北場　勉
教授 大島　巌
教授 後藤・竹内
教授 手島陸久
教授 後藤・竹内
教授 後藤・竹内
非常勤 萓間真美
　　  ー
　　  ー

社会福祉学理論研究・学説史
社会福祉歴史研究方法論
ソーシャルワーク理論研究 Ⅰ
ソーシャルワーク理論研究 Ⅱ
リハビリテーション研究

2
2
2
2
2

特任教授 大橋謙策
非常勤 岡田・松山
准教授 木戸宜子
非常勤 北島英治
教授 今井・高橋流

社会福祉学専門英語 Ⅰ
社会福祉学専門英語 Ⅱ

2
2

教授 斉藤くるみ
教授 斉藤くるみ

ア
ジ
ア

社
会
福

祉
研
究

アジア社会福祉研究 Ⅰ
（アジア社会福祉研究 Ⅱ）

2
2

教授 植村英晴
　　  ー

修
士
論
文

研究発表方法論演習
修士論文指導

2
2
指導教員
指導教員

修了要件単位数 32

プ
ロ
グ
ラ
ム

評

　
　価

福祉プログラム評価論総論
福祉プログラム評価論各論 Ⅰ
福祉プログラム評価論各論 Ⅱ
福祉プログラム評価論各論 Ⅲ
福祉プログラム評価特別講義 Ⅰ
福祉プログラム評価特別講義 Ⅱ
福祉プログラム評価実習 Ⅰ

2
1
1
1
1
1
1

教授 大島　巌
非常勤 平岡・大森
非常勤 福井里江
非常勤 源由理子
教授 大島　巌
教授 大島　巌
教授 大島　巌

研
究
分
野
別
科
目
群

特
殊
研
究
群

授業科目の名称 単位 担 当 者分  野
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教員紹介

社会福祉の新しい考え方、新しいサービスシステムである地域福祉を
地域での自立生活を支援するコミュニティソーシャルワークという視点
から研究している。そのための研究枠組みとして地域のトータルケア
システム、地域福祉計画、福祉教育等を設定している。研究方法とし
ては、全国の地方自治体へのコンサルテーションや地域福祉計画づく
り、コミュニティソーシャルワークのスーパービジョンを展開している。　

■略歴：1967年 日本社会事業大学卒業。1973年 東京大学大学院
教育学研究科博士課程満期退学（社会教育専攻）。1974年 日本社
会事業大学専任講師に就任。日本社会事業大学学長を経て、現在同
大学院特任教授。元日本社会福祉学会会長。元日本地域福祉学会
会長。元日本福祉教育・ボランティア学習学会会長。　
■主な研究分野：地域福祉。　
■著書：『地域福祉の展開と福祉教育』（全社協）／『地域福祉』（放
送大学教育振興会）／『地域福祉計画策定の視点と実践』（第一法
規）／『福祉教育の理論と展開』（光生館）／『介護保険と地域福祉実
践』（東洋堂企画出版社）／『コミュニティソーシャルワークと自己実現
サービス』（万葉舎）／『地域福祉計画と地域福祉実践』（万葉舎）／
『21世紀型地域トータルケアシステムの創造』（万葉舎）／『社会福祉
入門』（放送大学教育振興会）

大橋謙策 特任教授

【担当科目】地域福祉研
究Ⅰ（研究・演習・実習）／
社会福祉学理論研究・
学説史

家族は諸刃の剣で家族関係がうまくいけば構成員のウェルビーイング（人
権の尊重・自己実現）が促進されます。逆に家族関係の歪みはイルビーイ
ングが顕在化し病原機関、病理発生の機関として多様な問題が起こって
います。家族の問題が深刻化しています。ファミリーソーシャルワーク、ファ
ミリーサービス、ファミリー・グループ・カンファレンスなどの専門的な方法で
家族構成員のウェルビーイングが促進されるような支援方法を学びたい。

■略歴：1969年東洋大学社会学部卒業。東洋大学大学院で社会学
修士、1986年東京大学大学院で保健学博士を取得。駒澤大学、東
洋大学で教鞭を執り、日本社会事業大学では日本社会事業学校校
長、大学院福祉マネジメント研究科科長代行（設置初年度）を務めた。
日本社会福祉教育学校連盟会長、日本ソーシャルワーク学会会長、日
本保健福祉学会会長、日本社会福祉学会副会長、日本学術会議社
会学委員会社会福祉学分科会委員長。
■主な研究分野：ソーシャルワーク、子ども虐待への社会的対応、権利
擁護サービス等に関する研究。
■著書：『子ども虐待―親による最大の人権侵害―』（有斐閣）、『ソー
シャルワーク実践の基礎理論』（有斐閣）、監訳にコノリー、マッケンジー
著『ファミリー･グループ･カンファレンス（FGC）－子ども家庭ソーシャル
ワークの新たなモデル－』（有斐閣）など

髙橋重宏 学長

【担当科目】家族福祉研
究Ⅳ（研究・演習・実習）

高齢者保健福祉研究を軸として、社会政策的アプローチを行い、21世
紀の日本－先進工業国における関連政策並びに社会福祉計画策定
（老人保健福祉計画・次世代育成支援計画等）等を対象に研究。最近
の課題は、在宅ケアを中心とするサービス供給主体の多様化・国際比
較、並びに介護保険事業計画・地域福祉計画・障害者計画策定を含
む地方自治体、21世紀型大恐慌と福祉国家等の研究を進めている。

■略歴：1972年 慶應義塾大学経済学部卒業。1973年 川崎市民生
局（福祉事務所・リハセンター等）勤務、1987年 日本社会事業大学社
会事業研究所主幹、1989年 助教授。1989年 厚生省大臣官房老
人保健福祉部老人福祉専門官を経て、 1993年 日本社会事業大
学に復帰し、1997年 社会事業研究所教授を経て、社会福祉学部教
授。2005年社会保障審議会介護報酬分科会委員。　
■主な研究分野：日本社会福祉学会、日本介護福祉学会などの会員。
専攻は高齢者福祉論、社会福祉計画論、社会政策。■著書：『高齢者
保健福祉計画研究』（中央法規）／共著に『介護保険／政策と現場
実践全5巻』（東京法令）／『地域保健福祉政策事例集』（第一法規）
／『地域福祉計画・次世代育成支援計画ハンドブック』（第一法規）／
『地域包括支援・総合相談事例集』（第一法規）翻訳：『在宅ケアの国
際比較』『スウェーデンの高齢者ケア』（いずれも中央法規）

村川浩一 教授

【担当科目】福祉経営計
画研究Ⅰ（研究・演習・実
習）

社会福祉理論研究Ⅱでは、非定型テキスト・データの質的分析についてお
もに扱う。非定型データとは、定型データ（たとえば、行側に回答者、列側に
回答項目を収めたデータ）の形式に整理されていない、自由記述回答、イン
タビュー記録、面接記録など、文字化されたデータのことである。非定型テ
キスト・データは、定型データに比し、「厚い記述／深いモデル」の可能性を
もつが、もとは話しことばやメモ書きの類であるから、分析的に扱おうとする
場合、いくつかの難点ももつ。この講義では、その内、主にサンプリング、コー
ディング、モデリングをめぐる難点に対応すべく、従来の社会調査法／社会
福祉調査法の蓄積や、認知科学、情報科学などの新しい試みを援用する。

■略歴：1988年 一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程社会
問題・政策専攻単位取得中退。文理情報短期大学経営情報学科専
任講師、助教授を経て、1997年より日本社会事業大学に勤務。　
■主な研究分野：社会調査法、社会調査史、エキスパート・システム、福
祉デジタル・アーカイブズ。
■著書：共著に『社会調査－歴史と視点』（ミネルヴァ書房）／『生と死
の現在・家庭・学校・地域のなかのデスエデュケーション』（ナカニシヤ出
版）／『高齢者が自立できる住まいづくり』（彰国社）／『地域福祉論』
（第一法規）／共訳に『データ対話型理論の発見』（新曜社）

後藤　隆 教授

【担当科目】社会福祉理
論研究Ⅱ（実習）／社会福
祉調査基礎論／実践研究
のための質的・量的デー
タ分析方法論Ⅰ・Ⅱ

現在、日本では社会保障制度改革や社会福祉基礎構造改革がいわ
れ、措置制度の変貌や社会福祉法人のあり様が議論されているが、
その背景や展開の方向性を考えたい。日本の社会保障制度・社会福
祉制度がどのような背景・過程で生成され、何故今「改革の時代」を
迎えているのか。国家機能の変容の視点からだけでなく、家族・地域
社会・人口構造の変化、人口の都市集中などの社会構造の変容の視
点からも明らかにしたい。

■略歴：1972年 東京大学法学部卒業。1972年 厚生省入省、厚生
省50年史編集室長、内閣法制局第4部参事官、児童手当課長、総理
府社会保障制度審議会事務局総務長、四国地方医務支局長を経
て、2000年3月より日本社会事業大学助教授、2002年3月より現職。
■主な研究分野：現代日本の社会保障制度の動向に関心の軸足をお
きつつ、日本および海外の社会保障制度史を研究している。　
■著書：『厚生省50年史』（中央法規）／『戦後社会保障の形成　社
会福祉基礎構造の成立をめぐって』（中央法規）／『福祉国家の変貌』
（東信堂）／『戦後〈措置制度〉の成立と変容』（法律文化社）／『入門
社会保障』（ミネルヴァ書房）など

北場　勉 教授

【担当科目】福祉経営計
画研究Ⅱ（演習・実習）／
研究課題設定論Ⅰ

研究の起点は、社会学と社会福祉研究の接点領域である貧困調査
の原点であるチャールズ・ブース研究。その後、貧困に対する社会的
対応策である公的扶助制度を、その歴史的形成過程の分析をふま
えて研究。これと並行して、近年のわが国における「福祉改革」を、福
祉政策学的視角から研究。最近の研究課題は、福祉政策に関する
国際比較研究を、先進国における社会保障制度の全体的変革を射
程に据えて研究すること。

■略歴：1973年 日本社会事業大学卒業。1976年 法政大学大学院
社会科学研究科社会学専攻修士課程修了。熊本短期大学専任講
師、日本社会事業大学専任講師、同助教授、旧厚生省社会局社会福
祉専門官（1987年～1990年）を経て、1993年より教授。1994年博
士（社会学）〈名古屋大学〉。　
■主な研究分野：福祉政策（ソーシャル・ポリシー）並びに公的扶助制
度の国際比較研究。　
■著書：『改訂・福祉改革研究』（第一法規）／『新公的扶助論』（川島
書店）／『福祉政策の現代的潮流－福祉政策学研究序説』（第一法
規）など

阿部  實 教授

【担当科目】社会福祉理
論研究Ⅰ（研究・演習・実
習）

社会の理解を得ることに相当な困難がある精神保健福祉分野は、
社会福祉原論の観点からも意義深い領域です。厳しい現状を改善
するために、当事者ニーズを十二分にふまえる感性と幅広い問題解
決能力、現場の実践を科学的に分析し、実践の向上に生かす科学
的根拠に基づく社会福祉実践とプログラム評価の方法論などが必
要になるでしょう。大学院では、皆さんと共に学習しながら、これらを身
に付けて行きたいと思います。　

■略歴：1986年 東京大学大学院医学系研究科修了、保健学博士。
国立精神神経センター精神保健研究所、東京都立大学社会福祉学
科助教授を経て、1996年 東京大学大学院精神保健学分野助教授、
2006年より本学教授、2008年より現職。
■主な研究分野：精神障害をもつ人たちの地域ケア・リハビリテーショ
ン、家族ケア・家族支援、社会福祉サービス研究・福祉プログラム評価、
反スティグマと精神保健福祉サービスの利用。

大島 巌 研究科長

【担当科目】障害福祉研
究Ⅲ（演習・実習）／研究
課題設定論Ⅱ／福祉プ
ログラム評価論総論

自分の研究テーマについて、データに基づいた客観的な主張を展開
するためには、統計的な考え方や、用いている解析に対する理解が
必須である。また、データ収集・解析・研究成果の発表のために情報
機器を活用することも重要である。より深い理解に基づいて、自己の
研究をさらに発展させていくために、また、自分の研究によって解った
ことを、より広い領域の人に、より説得力をもって伝えるために、統計学
や情報科学等の基礎と、その福祉の分野への応用について学んで
いただきたいと思う。

■略歴：1982年 東京大学理学部物理学科卒業。1987年 東京大学
大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士号取得。理化学研究
所、Drexel大学、South Carolina州立大学、東京工業大学でポストド
クトラルフェロー後、東京医科歯科大学助手を経て、1999年より日本
社会事業大学助教授。2005年より同教授。　
■主な研究分野：医療福祉情報学、理論物理学など

竹内幸子 教授

【担当科目】社会福祉理
論研究Ⅲ（実習）／社会
福祉調査基礎論／実践
研究のための質的・量的デ
ータ分析方法論Ⅰ・Ⅱ
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高齢社会において、ライフクオリティを維持するためには、福祉と環境科
学の連携が不可欠である。環境科学と高齢者の行動科学をベースに、
高齢準備期から虚弱や認知症など要介護期までの居住環境整備の
あり方や居住環境の質の評価の研究を行っている。近年とくに認知症
高齢者の施設・在宅の環境整備の研究と実践に現場の方 と々取り組
んでいる。

■略歴：日本女子大学家政学部住居学科、日本大学理工学研究科建
築学専攻修士課程修了。東京都老人総合研究所、カリフォルニア大
学バークレー校客員研究員を経て、1992年より本学教授。1989年に
「高齢者居住施設建築環境評価法の開発に関する研究」により工学
博士。日本老年社会科学会理事。日本認知症ケア学会評議員。　
■主な研究分野：高齢社会に対応した居住環境整備手法の研究や環
境評価法の研究を専門とする。　
■著書：『超高齢社会の福祉工学（上巻）高齢者居住環境の評価と計
画』／『同（下巻）福祉機器と適性環境』／『高齢者が自立できる住ま
いづくり』（彰国社）／『認知症高齢者が安心できるケア環境づくり』
（彰国社）／『超高齢社会の福祉居住環境』（中央法規）など

児玉桂子 教授

【担当科目】地域福祉研
究Ⅱ（研究・演習・実習）

健康や生活上の課題を抱えるすべての人 を々、可能な限り家庭・地域
において支えていこうという地域ケアへの流れは、保健・医療・福祉の領
域でますます強まっている。こうした地域ケアでは、対象者が多様でか
つ散在していること、家族も含めた健康－生活ニーズ全般が対象となる
こと、ケア担当者が単一の組織に属していないこと、ケア環境が事前に
整備されていないこと、等従来の福祉施設や病院内でのケアとは大きく
異なる特性がある。これに対応するための地域ケアの課題について、ケ
アマネジメントの技術を深めるとともに、保健・医療・福祉の総合的な地
域ケアシステムのあり方と推進の方策を探りたい。

■略歴：1974年 東京大学医学部保健学科卒業。1981年 東京大学
大学院保健学博士課程満期退学、長野大学、東京都老人総合研究
所等を経て、現職。　
■主な研究分野：医療福祉論、保健福祉社会学、社会老年学、地域ケ
ア論等の領域の研究に従事。　
■著書：『退院計画－病院と地域を結ぶ新しいシステム』（編者、中央
法規）／『コミュニティソーシャルワークと自己実現サービス』（共編著・
万葉舎）など

手島陸久 教授

【担当科目】地域福祉研
究Ⅲ（研究・演習・実習）
／フィールドワークの
基礎

障害者問題の近年の動向には非常に興味深いものがあり、それに
応じて障害福祉研究にも大きな期待が寄せられている。たとえば施
設福祉と在宅福祉の関係分析、精神障害者の社会復帰訓練や地
域生活援助（サポート）概念の検討、QOLやノーマライゼーション理
念の施設処遇への適用、ICF（国際生活機能分類）の政策・臨床へ
の適用とそれを通じての理論自体の発展、当事者・利用者参加シス
テムの検討、アジア太平洋障害者の10年の評価、障害者の欠格条
項の検討、障害者差別禁止法の国際動向と日本におけるその可能
性の検討、国際比較研究などが求められている。大いに議論をして
深めたい。

■略歴：1977年 東京大学大学院保健学博士課程修了、保健学博
士。同年より日本社会事業大学に勤務。　
■主な研究分野：障害者福祉論、特に制度論や基礎理論。　
■著書：『障害構造論入門』1992（青木書店）／『障害者福祉論第三
版』1999（誠信書房）／『障害者プラン中間年と市町村障害者計画』
1999、編著（群青社）／『障害者福祉の世界・第4版』2010（有斐閣）
佐藤久夫・小沢温の共著

佐藤久夫 教授

【担当科目】障害福祉研
究Ⅰ（研究・演習・実習）

在宅福祉を中心とした地域福祉をすすめるためには、制度的に保障さ
れるサービスと並んで、困難を抱えた当事者の活動とボランティアや
NPOなど住民の自発的な活動が重要である。今日このことは、理念とし
て確立しているが、その実践を誠実に展開するのはたやすいことでは
ない。住民の生活実態と期待される活動が乖離しがちな中での実践の
あり方、自発的な住民の活動がいつの間にか行政的に包摂される問
題、地域を組織化するソーシャルワークの専門性の内実、学習と実践
の応答関係を通した主体形成の方法など、理論的にも実践的にも深め
られなければならない課題にアプローチする。

■略歴：1982年 名古屋大学教育学部卒業。1990年 名古屋大学大
学院教育学研究科博士課程教育学専攻単位取得退学。鹿児島女
子大学（現 志学館大学）文学部講師、高知大学教育学部助教授、日
本社会事業大学助教授を経て、現職。　
■主な研究分野：住民参加型福祉のあり方について、戦前日本の社会
教化と今日の地域福祉実践を通して考える。　
■著書：『住民参加型福祉と生涯学習』（ミネルヴァ書房）／共著は
『NPOの教育力』（東京大学出版会）／『現代的人権と社会教育の価
値』（東洋館出版社）／『自治体の自立と社会教育』（ミネルヴァ書房）
／『現代の貧困と社会教育』（国土社）など

辻　浩 教授

【担当科目】地域福祉研
究Ⅳ（研究・演習・実習）

ソーシャルワークを基盤にして地域で生活する障害者のリハビリテー
ションについて考えていきたい。その際に、障害者が社会生活上遭遇
する多面的なニーズの存在を前提に、地域では、子どもから高齢者ま
で、多様な障害のある人、一人で複数の障害を抱えている人が生活し
ており、その生活は家族が抱える問題とも切り離せない、という特性が
ある。この様な認識の下で、障害者の地域生活遂行上の問題認識と
分析、問題解決の方法論等を議論していきたいと考えている。

■略歴：1980年 日本社会事業大学卒。1982年 日本女子大学大学
院文学研究科社会福祉学専攻博士課程前期修了（社会学修士）、群
馬大学医療技術短期大学部等を経て現職。実践として福祉事務所を
拠点にしたリハビリテーション活動（1976－1997）、ボランティアで地域
におけるソーシャルワーク実践（1998年から現在）。　
■主な研究分野：在宅障害者のリハビリテーションを中心に家族介護
者支援、多職種チームワークなど。　
■著書：『家族介護者のサポート─カナダにみる専門職と家族の協働』監訳
2005（筒井書房）／『リハビリテーション論』編著2004（建帛社）／『改定　
障害者の人権とリハビリテーション』2008（中央法規）／『社会福祉学の理
論と実践』（共著）2007、法律文化社／『ホームケア実践』監訳著1996（学
文社）／『明日の福祉に求められるもの』共著2000（中央法規）など

高橋流里子 教授

【担当科目】障害福祉研
究Ⅱ（演習・実習）／リハ
ビリテーション研究

家族を取り巻く状況は、ますます複雑化し、家族支援・家族福祉にとって多くの
困難な課題を抱えている。このような現状をふまえ、子どもたちの抱える課題を
理解しながら、その家族にかかわる上で考慮すべき点について検討していく。
課題領域としては、児童虐待、不登校、いじめ、非行、軽度発達障害、援助者・
親支援などである。以下の研究課題について深めていきたいと考えている。1．
児童虐待、リジリエンス、解離、トラウマ、PTSD　2．愛着障害、修復的愛着療法、
家族療法・家族ケースワーク　3．援助者支援（バーンアウト、二次的トラウマ
ティックストレス）4．絵画法、カウンセリング等の援助技法　5．不登校、いじめ、非
行、軽度発達障害。

■略歴：1987年 九州大学大学院教育学研究科博士課程（教育心
理学専攻）単位取得退学、九州大学教育学部助手、山形大学教育学
部講師、助教授、心理臨床オフィス・こころ相談員、日本社会事業大学
助教授を経て、現職。　
■主な研究分野：専門は、子ども家庭福祉。虐待、不登校、援助者支
援などの臨床研究。　
■著書：『不登校臨床の心理学』（誠信書房）／『アクティブに生きる－
自己活動の心理学－』編著（ソフィア）／『保育・教育ネオシリーズ　社
会福祉』共著（同文書院）／『愛着障害と修復的愛着療法』訳著代表
（ミネルヴァ書房）など

藤岡孝志 教授

【担当科目】家族福祉研
究Ⅰ（研究・演習・実習）

〈措置から契約へ〉という社会福祉構造改革のなかで、重要なキー
ワードとして急浮上した〈権利擁護〉を担う社会福祉実践のあり方に
関して、児童福祉と高齢者福祉の分野を軸に、社会福祉の現状と課
題を分析しながら研究します。

■略歴：1970年中央大学法学部卒業、司法試験合格、1973年弁護
士登録（現在に至る）。1997年 中央児童福祉審議会臨時委員、川崎
市在宅福祉公社財産管理保全サービス判定調整委員長。1998年 日
本社会事業大学教授、法制審議会少年法部会委員。2000年 日本社
会事業大学社会福祉学部長（2004年退任）、川崎市介護保険運営協
議会苦情処理部会長。2001年 川崎市社会福祉協議会地域福祉権
利擁護事業・成年後見業務監督審査会及び契約能力判定審査会委
員長、我孫子市オンブズマン。2004年清瀬市オンブズマン、日本社会
事業大学専門職大学院教授（併任）、法制審議会少年法部会委員。
■著書：『子どもたちの人権』（1987年朝日新聞社）／『ソーシャルワー
ク法学』（たけしま出版）／共著『少年事件を考える』（1989年朝日新
聞社）／監修・共著『介護保険の苦情対応』（2000年東京法令出版）
／『少年法改正の争点─司法福祉と児童福祉の課題は何か』（2006
年現代人文社）／『権利擁護と成年後見制度』（2009年中央法規、
編著）など

若穂井　透 教授

【担当科目】家族福祉研
究Ⅱ（演習・実習）

大学院　博士前期課程

人々の孤立感が生み出している深刻な社会問題を軽減するための方
法として、人的および物的資源をつなぐソーシャルワークの現代におけ
る意義と可能性について、学生とともに考え共有することを願っています。
さまざまな角度からソーシャルワーク実践の今日的意義とやりがいにつ
いて論じたいと思っています。そのための方法として、スクールソーシャ
ルワークや国際福祉さらに、ソーシャルワークの具体的実践方法として
の可能性を秘める修復的対話などについて学び合います。
 
■略歴：1969年 早稲田大学法学部卒業。1986年 ユタ大学ソーシャル
ワーク修士課程修了。1986年から1998年まで我が国唯一のスクールソ
ーシャルワーカーとして活動。現在、日本社会事業大学社会福祉学部教
授。日本スクールソーシャルワーク協会会長。モンゴル児童支援団体「フレ
ンズ・オブ・テンゲル」代表。
■主な研究分野：スクールソーシャルワーク、国際福祉（アジア）、修復的
対話。
■著書：『相談援助：自らを問い・可能性を感じとる』（学苑社、2006年）／
『スクールソーシャルワーク－学校における新たな子ども支援システム』
（学苑社、2003年）／『きみの心のサポーター』（旬報社、2003年）など

山下英三郎 教授

【担当科目】家族福祉研
究Ⅲ（研究・演習・実習）
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学位論文（修士論文）題目

（注）研究指導教員は、異動等により変更になる場合があるので随時お問い合わせください。 2009年度
●外国系住民のソーシャルワークに携わる人材育成の動向と現状に関する国際
比較研究

●家族会による精神障害者ひきこもり支援活動（｢窓の会｣活動）の成果と課題
　─家族会連合会全数調査に基づく活動へのニーズ分析─
●児童養護施設における多様性・困難性をふまえた施設形態の在り方に関する研究
●ベトナムの福祉文化的基盤と福祉社会づくり
●内発的に動機づけられている介護職員の離職意向と｢介護観｣、組織特性と
の関連

●児童養護施設における子ども支援についての研究
　─職員子ども間の愛着の観点から─
●児童福祉機関先議の原則の成立と変容
　─児童相談所における重大触法事案への関わりを中心に─
●中国都市部における最低生活保障制度の現状及び課題に関する研究
　─日本の生活保護制度と比較して─
●精神障害者退院促進支援プログラムの効果モデル形成に向けた「効果的援
助要素（Critical Ingredients）｣の検討

●精神科病院におけるソーシャルワーカーの専門性
　～GTAにもとづく業務・提供サービスの分析と理論化への試み～
●社会福祉法人の地域生活サービス実践に関する研究
　─東京都における知的障害者入所型施設（障害者支援施設）を運営する
　　社会福祉法人に焦点をあてて─
●効果的な｢若者自立塾｣プログラムの構築に向けた｢効果的援助要素｣の検討
～全国15事業所訪問調査に基づく事例分析とその妥当性の検証～

●介護支援専門員における専門研修のあり方に関する研究
　─A県で行われた研修を通した考察─
●要介護認定調査員が認知症高齢者を調査する際に感じる困難さについての研究
～家族と同居している認知症高齢者と一人暮らし認知症高齢者を通して～

●施設職員の｢介護実習指導を通じての学び｣と実習受け入れ体制に関する研究
　─｢窓口者｣｢フロア長｣｢一般職員｣への質問紙調査から─
●中学校におけるメンタルヘルスリテラシー教育の必要性と実施可能性の検討
─4都県公立中学校の無作為標本を対象にした調査結果から─

●地域自立生活におけるアセスメントの視点と枠組みに関する考察
●自己存在空間の認知（マップイメージ）の形成と心理的安定に関する研究

2008年度
●在日フィリピン人介護労働者の現状と介護労働に関する研究
●高齢者の在宅生活継続のための支援のあり方に関する一考察
　─地域包括支援センターのネットワークづくりを参考にして─
●特別養護老人ホームの人事考課制度
　～面談効果を中心とした制度導入への示唆～
●職場の認知症介護理念の実践・活用に影響を与える理念共有の要因の検討
　─職場の認知症介護理念共有のための取り組み別の比較─
●介護保険下、在宅介護支援センターが残った理由を探る
　─韓国の在宅サービス支援のあり方と関連させて─
●地域福祉を担う日本の民生委員と中国の社区居民委員会の比較研究
　─中国居民委員会のサービス向上を目的とした研修制度創設の提案─
●新しい社会システムとしてのソーシャルインクルージョンに必要とされる福祉教育
●高齢者在宅支援におけるニーズ・アセスメントと援助過程に関する研究
　─主任訪問介護員と訪問介護計画に焦点化して─
●介護職員の勤務継続を促す要因に関する研究
　─職員特性に着目した職務満足感と生活支援業務の分析─
●認知症高齢者の地域自立生活支援におけるソーシャルワーク機能に関す
る研究
●非正社員女性ホームヘルパーの仕事意欲に関する研究
─都市部の訪問介護事業所で働くホームヘルパーの勤続年数に焦点を
あてて─

●医療療養病床を有する病院におけるソーシャルワーカーの業務と役割の研究
●福祉サービスの準市場下における介護職の専門職性に関する一考察
●コミュニティの両義性と福祉の自治体格差に関する研究
　─信頼を培う福祉コミュニティ形成への理論的視座─
●高校福祉科教員の資質の向上に関する一考察
　─研修ニーズ調査と研究授業での検証を通して─
●入所認知症高齢者の心身活性化のための能動性強化型アニマルセラピーに
関する研究

●ドイツにおける介護保険制度と高齢者ソーシャルワークの動向
　─介護保険2008年改革（Pflegereform2008）の意義と課題─

老年期精神障害の特徴は、脳器質障害や身体疾患に伴う精神障害
が多いことであるが、老年期特有の環境因子も精神症状出現に関与
する。これらの病態と医療に関する知識を深め、高齢者精神保健を実
施する能力を養う。また、認知症高齢者をはじめとする要介護高齢者と
その家族介護者へのエンパワメントについて医療、保健、福祉の観点
から議論する。

■略歴：1984年 聖マリアンナ医科大学大学院卒業、医学博士、ワシ
ントン州立ワシントン大学客員研究員、聖マリアンナ医科大学神経精
神科助教授・東横病院精神科部長を経て、日本社会事業大学大学院
教授。日本老年社会科学会理事・編集委員、日本認知症ケア学会総
務担当理事、日本老年医学会、日本老年精神医学会評議員。精神保
健指定医。　
■主な研究分野：専門は老年精神医学。アルツハイマー病の疫学、診
断、治療、介護に関する研究など臨床研究が主体。　
■著書：『脱・介護地獄』（ワールドプランニング）／『施設介護の実践と
その評価（同）』／『ボケを防ぐ食事と生活』（主婦と生活社）など

今井幸充 教授

【担当科目】高齢者保健
福祉研究Ⅰ（演習・実習）
／リハビリテーション研
究

障害者福祉の分野は、障害者の直接的な支援にかかわるカウンセリン
グ、生活支援（ケアプランの策定・実施・モニタリングなど）、障害者福祉
計画の策定などに分けられる。また、障害者福祉や障害者リハビリテー
ションの考え方は、障害者を訓練や治療の対象ととらえる医学モデルか
ら本人の主体性、自己決定権を尊重し、社会との関係で障害をとらえる
社会モデルへと大きく変化してきている。障害福祉研究は、これらの分
野についてテーマを絞って実践的な調査・研究を進めたいと思う。

■略歴：東北大学教育学研究科博士前期課程修了、カリフォルニア州
立大学大学院修士課程修了、教育学博士（東北大学）、国立障害者リ
ハビリテーションセンター生活訓練専門職、厚生省社会局身体障害者
福祉専門官、日本社会事業大学社会事業研究所助教授を経て現職。
■主な研究分野：障害者福祉、特に、聴覚障害や言語障害などのコミ
ュニケーション障害者の福祉、障害者福祉施策や福祉人材養成の国
際比較研究。　
■著書：『聴覚障害者福祉・教育と手話通訳』（中央法規出版）／『Q＆
A障害者福祉・支援の手引き』共編（新日本法規）など

植村英晴 教授

【担当科目】障害福祉研
究Ⅳ（演習・実習）／ア
ジア社会福祉研究Ⅰ

講義・論文指導は、福祉の対象者の生活に着目した支援の研究を、
背景として存在する人間心理を視野に入れて行う。認知症高齢者、
自閉症児・者、知的障害者等の生活に不自由と不安定さを持った人
への生活環境整備、日常的生活支援、精神面への特別な支援等を
質問紙調査、聞き取り調査、観察調査、実践事例研究、実験的研究
等の手法を用いて研究する。

■略歴：厚生省老人福祉専門官、痴呆介護研究・研修東京センター副
センター長等歴任。 
■主な研究分野：認知症高齢者の心のケア。 
■著書：『ケアワーカーを育てる「生活支援」実践法』2005（中央法規）
／『痴呆性高齢者の動作法』2001（中央法規）／『高齢者のこころの
ケア』1999（小林出版）／『新しい失語症療法E・CAT』1996（中央
法規）中島健一 教授

【担当科目】高齢者保健
福祉研究Ⅲ（研究・演習・
実習）

言語の障害、コミュニケーション（表情、視線、ジェスチャーを含む）の障
害、障害のある子どもの言語発達、さまざまな障害とコミュニケーション・
言語の関係、手話、コミュニケーションと脳の関係等を研究する。

■略歴：1982年 国際基督教大学教養学部卒。1982年 同大学大学
院教育学研究科英語教育法専攻入学。1990年博士号取得。
1987-1988年、1993-1994年 ケンブリッジ大学 Anglo-Saxon， 
Norse＆Celtic 学部客員研究員。現在、日本社会事業大学社会福祉
学部教授、東京女子大学大学院非常勤講師。　
■主な研究分野：言語学（手話言語学、脳神経言語学）、英語学（英語
史、英語教育）。　
■著書：『少数言語としての手話』（東京大学出版会２００７）／『視覚
言語の世界』（彩流社　2003）／Nominal Modification in old 
English Prose（UMI Publisher USA,1992）
■その他：聴覚障害学生をもつ大学の英語教育の問題点と視覚型英
語教育ソフトの開発（大学教育学会誌25－2、2003）

斉藤くるみ 教授

【担当科目】障害福祉研
究Ⅴ（実習）／社会福祉
学専門英語Ⅰ・Ⅱ
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大学院　博士前期課程

2007年度
●精神障害者就労支援と企業連携
●WHO国際生活機能分類（ICF）を活用した頸髄損傷者の社会参加の分析に
関する研究

●地域における子育て支援システムに関する研究
　─里親家庭に焦点をあてて─
●高齢者を消費者被害から守るために近年の消費者保護立法が有する意義
についての一考察
　─消費者保護立法の制定・改正過程の分析を通して─
●高次脳機能障害者に対応するソーシャルワークのアプローチに関する研究
●地域福祉推進主体としての社会福祉法人の位置と役割
●プログラム理論を用いた効果的な精神障害者退院促進支援事業の構築
●認知症高齢者の不安の発生と対応方法に関する研究
　─マイクロ・エスノグラフィを用いた特別養護老人ホームの生活場面分析─
●高齢者の死への意識と死の準備の実態についての研究
　─A市長寿会会員の実態調査─
●精神障害者退院促進支援事業における効果的な援助要素の評価に関する研究
　─再入院防止および再入院日数の減少に効果的な援助要素の分析─
●知的障害者の生活支援員の研修課題に関する研究
　～経験年数による差異に焦点をあてて～
●養護老人ホームと成年後見制度に関するパイロット研究
　─生活相談員と成年後見人の連携を中心に─
●都市農地を活用した地域福祉の展開「くるめ・一歩の会」の経験を下地に
●失語症者参加に関する要因
●賀川豊彦のセツルメント思想にみる地域福祉実践の今日的意義について
　─救靈團における地域福祉実践の再構築をめぐって─

●災害時支援におけるソーシャルワークの機能に関する研究
●高齢者施設相談員の利用者に対するコミュニケーション構造に関する研究
●障害者自立支援法下における支援の困難な知的障害者支援の現状と課題
●難病患者のソーシャルワーク支援に関する事例研究
　─ALS患者のインタビュー調査を中心に─
●社会福祉士制度転換期における養成教育の課題と展望
　─社団法人日本社会福祉士養成校協会の活動を中心に─
●地域包括支援センターにおけるソーシャルワーク機能の現実と課題
　─社会福祉士の業務を通じての考察─

OB & OG Message

　大学院入学前は、養護老人ホームの生活相
談員として勤務していました。介護保険制度が導
入され、「措置」施設であった養護老人ホームで
も、介護保険サービスを受けるにあたり、入所者は
介護保険事業者と「契約」することが求められる
ようになりました。「措置」施設でも「契約」を行う必
要があるのなら、今後は養護老人ホームの入所
者も成年後見制度を利用する必要があるのでは
ないかと思ったことが、大学院進学のきっかけとな
りました。
　大学院では養護老人ホームの入所者が、成年
後見制度を利用するまでの過程、成年後見人が
どのように入所者を支援しているのか、まだどのよ
うに施設職員と連携しているのかという研究を中
心に行いました。
　修士論文を作成するまでに、レポートの作成、
発表、討論を繰り返し、先生方からていねいなご
指導をいただいたことに感謝しています。また、同

期の仲間と自主ゼミを立ち上げ、研究テーマにつ
いて議論をしたり、プレゼンテーションの練習を
行ったことも力になっていると感じます。こうした大
学院での実習や研究は、現在の仕事においても、
ケースワークの課題設定、介入、連携、モニタリン
グという過程において役立っています。
　現在は社会福祉協議会で日常生活自立支援事
業の専門員として、判断能力の低下した方 と々契
約し、日常的金銭管理サービス、福祉サービス利用
援助を行っています。また、成年後見制度に繋ぐこ
とも重要な業務となっています。地域福祉の推進機
関である社会福祉協議会の職員として、住民の
方 が々地域で安心して暮らせるよう支援しています。
　現場で仕事をしていると日々 の業務に追われ
がちになりますが、研究という視点で仕事を分析
することで、また新たな課題が見えてきます。大学
院で学び直し、現場に新しい風をどんどん送りこ
んでほしいと思います。

2007年３月　社会福祉学研究科　博士前期課程修了
杉並区社会福祉協議会（専門員）
日本社会事業大学通信教育科非常勤講師
蛭田真子

福祉の現場から 就職状況はP34へ

業務を分析する研究手法が現場で活きています
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２群の研究指導科目（特殊研究）の中から主たる研究指導科目を選択し、その科目を担
当する教員を主査とします。また主査以外の教員の中から一名を選び副査とし、それぞ
れの担当教員から研究指導を受けます。「社会福祉政策・方法研究群」では８つの、「社
会福祉原理・比較研究群」では４つの社会福祉学特殊研究を開講しています。

博士論文の審査は、第１～第３次までの予備審査と最終審査で行い、各審査の方法・基
準を明示することにより、より効果的な論文指導を可能にしています。院生にとってもそれ
ぞれの時期における到達点や目標が明確になっています。

院生は研究指導の成果を毎年論文（400字50枚程度）にまとめ、その内容を社会福祉学
会等関係学会で報告、発表することとしています。

複数教員による授業

綿密な指導のもと、博士論文を執筆

研究成果は論文にまとめ、学会で発表

本学社会事業研究所の共同研究員として登録し、内外の各種社会福祉調査、社会福
祉研究プロジェクトに参加し、研究を深めます。

共同研究員として研究プロジェクトに参加

博士前期課程のプログラム評価履修コースに加えて、博士後期課程では福祉プログラ
ム評価の知識を養うとともに指導教員の共同研究や外部資金を活用したプロジェクト研
究にリサーチ・アシスタント（RA）として関わり、プロジェクトマネージャーとして自立した評
価研究者としての研鑽を積む他、ティーチング・アシスタント（TA）としてプログラム評価
関係講義の指導に関わり、評価教育者としての研鑽も積みます。

福祉プログラム評価履修コースの設置

教育課程の特色

博士後期課程（博士課程）
21世紀を展望した新しい社会福祉研究と教育を担う「研究者の養成」を主な目的としています。

履修スケジュール

博士論文プロセス

  1年目

4月●入学式・オリエンテーション
6月●社大福祉フォーラム
　　　（社会福祉研究大会）
12月●第１次予備審査申請
1月●第１次予備審査口述試験

  2年目

4月●博士後期課程研究論文発表会
●発表要旨を20,000字にまとめ

　　　「社会福祉論叢」として刊行
6月●日本社会事業大学社会福祉学会
　　　（社会福祉研究大会）
12月●第2次予備審査申請
1月●第2次予備審査口述試験

  3年目

4月●博士後期課程研究論文発表会

●発表要旨を20,000字にまとめ

　　　「社会福祉論叢」として刊行

6月●日本社会事業大学社会福祉学会

　　　（社会福祉研究大会）

10月●第3次予備審査申請

12月●第3次予備審査口述試験

2月●最終審査申請

●最終審査

3月●学位授与式（修了式） 学位取得に向けて
3年以上の在学及び研究指導科目について10
単位以上を修得し、さらに博士論文を提出し、
その審査および最終試験に合格すること。

第1次予備審査
〈口述試験（プレゼンテーション含む）〉
研究計画書、先行研究レビューによる申請

第2次予備審査
〈口述試験（プレゼンテーション含む）〉
研究計画書、プレゼンテーション抄録による申請

第3次予備審査
〈口述試験（プレゼンテーション含む）〉

博士論文、業績による申請

最終審査
博士論文、副論文、業績リストによる申請

1
年
次

2
年
次

3
年
次
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大学院　博士後期課程

研究指導科目

研究指導科目および担当者一覧 （2010年度）
研究指導科目の名称

社
会
福
祉
政
策・方
法
研
究
群

特
殊

研
究

修
了

要
件

社
会
福
祉
原
理・比
較
研
究
群

予
備
審
査

担当者 研究指導科目の名称 担当者単位単位

社会福祉学特殊研究Ⅰ
（社会福祉計画系）
社会福祉学特殊研究Ⅱ
（社会福祉経営系）
社会福祉学特殊研究Ⅲ
（社会保障政策系）
社会福祉学特殊研究Ⅳ
（地域福祉系）

社会福祉学特殊研究Ⅴ
（社会福祉援助系）
社会福祉学特殊研究Ⅵ
（社会参加支援系）

社会福祉学特殊研究Ⅶ
（保健福祉系）

社会福祉学特殊研究Ⅷ
（介護福祉系）

社会福祉学特殊研究Ⅸ
（社会福祉原理系）
社会福祉学特殊研究Ⅹ
（社会福祉環境系）
社会福祉学特殊研究Ⅺ
（国際社会福祉系）
社会福祉学特殊研究Ⅻ
（権利擁護系）

福祉プログラム評価実習Ⅱ
（自由選択科目）

博士論文第1次予備審査

博士論文第２次予備審査

単位数

教授 今井幸充
教授 大島　巌

教授 大島　巌

教授 中島健一

教授 大橋謙策

教授 児玉桂子

教授 植村英晴

教授 若穂井 透

教授 阿部　實6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

10

教授 阿部　實

教授 北場　勉

教授 大橋謙策

教授 佐藤久夫
教授 植村英晴

教授 藤岡孝志
教授 髙橋重宏

社会福祉学特殊研究Ⅰ（社会福祉計画系）●担当教員：阿部　實

①目的および方法
　社会福祉計画論研究を、学際的な福祉政策学の視点から行う。
　その際、21世紀高齢社会の最大の課題である国民の生活支援システムを支
える地域福祉計画に焦点をあて調査研究する。
②研究課題
　研究アプローチとして、
（1）社会福祉計画論研究の特色を学問論・科学論から探る。
（2）国際的視野から社会福祉計画論研究の方向を探る。
（3）他の関連科学・隣接研究との協働を図る。

を3本柱として、国民の生活支援システムを支える地域福祉計画の開発研究
とその背景となる社会福祉学上の研究課題を明らかにする。

③テキスト・参考書
京極高宣著「京極高宣著作集（全10巻）」中央法規、2002年10月～2003年
3月をさしあたり参考書とするが、テキストは特段定めない。各自に随時、適当な参
考文献を指示する。

社会福祉学特殊研究Ⅱ（社会福祉経営系）●担当教員：阿部　實

①目的および方法
　福祉政策学（政策範疇）福祉臨床学（実践範疇）の連結点を構成する社会福
祉経営について、私の専攻学問領域との関係で福祉政策学の視点から、各自の
博士論文執筆上必要な研究指導を行う。
　社会福祉経営の研究にとっては、権威・権力、意思決定、組織、管理、経営等
に関する基礎理論が欠かせないので、このような基礎理論の修得に向けての指
導や支援も行っていく。
②研究課題（研究指導が可能な研究領域）
（1）福祉政策学研究
（2）社会福祉調査研究
（3）貧困・公的扶助研究
（4）福祉計画研究
（5）福祉ニーズへの接近方法に関する研究
（6）福祉施設および機関の運営過程に関する研究

（7）福祉専門職および福祉専門教育
なお、国際比較研究は日英比較を中心に行っている。
③テキスト・参考書
　当然のことながら、各自の博士論文のテーマに即して、文献リストを作成しても
らい、その中から必読文献等を指摘し、それらを読破し研究能力がより一層高まっ
ていくように多面的に指導し支援する。

 
社会福祉学特殊研究Ⅲ（社会保障政策系）●担当教員：北場　勉

①目的および方法
　『福祉国家』の変容を探る社会保障給付の抑制、疾病予防・介護予防指向、
在宅福祉化、社会福祉サービスの契約化・市場化、福祉多元化、非営利組織の
拡大、少子化など、近年日本で進行している社会保障・社会福祉の動向の背景を
「巨視的な視点」（『巨視的な視点』＝人口［静態・動態］、教育制度、都市化と人
口移動、産業化と就業構造の変化、政治体制、地方制度、財政、国際関係など
の視点をいう）から理解する。その上で、今後の地域における福祉の展開の方向
を探ることを目的とする。
②研究課題
（1）社会保険・社会福祉における公私関係の変化の原因・背景
（2）少子化の原因・背景
（3）社会福祉サービスの契約化・市場化の原因・背景
（4）非営利組織の拡大の原因・背景
（5）地域・家族の変貌の原因・背景
（6）今後の地域における福祉政策展開の方向性
③テキスト・参考書
テキスト／「社会福祉・社会保障の展開と社会構造の変化」（講義録）
参考書／北場勉『戦後社会保障の形成』中央法規出版　2000
　　　　小笠原浩一・武川正吾編『福祉国家の変貌』東信堂　2002
　　　　北場勉『戦後「措置制度」の成立と変容』法律文化社　2005

 

社会福祉学特殊研究Ⅳ（地域福祉系）●担当教員：大橋謙策

①目的および方法
　社会福祉の新しいサービスシステムとしての地域福祉の歴史、考え方を先行
研究も含めて理解した上で、以下の内容の研究を各自の研究テーマに引きつけ

社会福祉政策・方法研究群
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て行う。ただし、以下の内容は学習上すべて網羅できることを求める。
②研究課題
　地域福祉の主たる構成要件である①在宅福祉サービスの考え方とすすめ方、
②地域組織化の方法としての住民参加、福祉教育、ボランティア活動のあり方と
推進方法に関する研究を③住民のニーズ調査を踏まえながら行った上で、④高
齢者・障害者・一人親家庭等の自立援助に関する総合的ケアプランニングの作
成とマネージメントのあり方に関する研究並びに⑤市町村における社会福祉資
源整備の計画を総合的にシステムとして考える地域福祉計画に関する研究を行
う。また、⑥ボランティア団体と行政との関係（collaboration,compact）、ボラン
ティア団体の経営についても研究を行う。その上で、⑦コミュニティソーシャルワー
クの考え方・アプローチについて研究を行う。
　なお、イギリス、アメリカ、デンマーク、韓国等海外研究を1ヶ国は行い、日本との
比較研究することを原則とする。

社会福祉学特殊研究Ⅴ（社会福祉援助系）●担当教員：藤岡孝志

①目的および方法
　院生の博士論文のテーマに即した個別的指導を行う。特に、臨床心理学の考
え方と技術を社会福祉実践現場で応用・適用していくことに意欲のある院生を指
導したい。
②研究課題
●児童虐待、不登校、いじめ、軽度発達障害などの領域における児童ソーシャル
ワーク、発達上の課題を抱える子どもとその家族への支援のあり方。
●福祉援助職のバーンアウト、二次的トラウマテックストレス（共感疲労）に関する
基礎研究及び臨床実践研究。

社会福祉学特殊研究Ⅴ（社会福祉援助系）●担当教員：髙橋重宏

①目的および方法
　博士論文の研究指導が中心となる。院生の研究課題をより実証的な研究とす
るように検討する。ソーシャルワーク実践（ミクロ・メゾ・マクロ）、ファミリーサービス、
ファミリー・グループ・カンファレンス等の研究課題にもおおいに挑戦してほしい。
②研究課題
　ソーシャルワーク、子ども虐待への社会的対応、権利擁護サービス等に関する研究。

社会福祉学特殊研究Ⅵ（社会参加支援系）●担当教員：佐藤久夫、植村英晴

①目的および方法
　具体的な研究事例をとりあげて障害者福祉研究の方法を学ぶ。障害者福祉
実践等の先行研究や実践事例を取り上げ、分析の視点、根拠となる事実の抽出
の方法について論議し、障害者福祉研究の方法を学ぶ。
②研究課題
　今日の障害者福祉は「自立と社会参加」、「機会の均等化」、「自己決定」など
を重視しつつ展開されている。また、障害者とは広く精神的・身体的機能障害をも
ち活動制限や参加制約をかかえるすべての人という包括的な理解が進んでいる。
　本特殊研究ではこのような理念を念頭に置きつつ、障害者へのソーシャルワー
ク、ケアマネジメント実践方法とその評価、障害の構造モデル・国際生活機能分
類とその実践的・政策的有効性の検討、アジア・太平洋障害者の10年の動向と
評価、障害者統計に関する国際比較、障害者法制論、市町村障害者計画、障
害者問題史、障害者雇用・所得保障制度・障害者スポーツなど障害者福祉関連
分野に関する研究、障害者運動と障害者の政策決定への参加に関する研究
等、学生諸君の関心に応じて幅広く研究する。

社会福祉学特殊研究Ⅶ（保健福祉系）●担当教員：今井幸充

①目的および方法
研究テーマ：要介護高齢者の疾病・環境および社会的発生要因とその予防・援
助のためのストラテジー研究
　老年精神医学における医療、保健、福祉にかかわる実証・実践研究を主眼とし
た研究指導を行う。具体的には、老年期精神障害の発生要因、危険因子の特
定、発生率ならびに有病率に関する疫学研究、症候論、特殊症候の事例研究、
症候と生物学的要因との関連、診断基準ならびに診断的評価尺度の開発、非薬
物療法の有用性ならびに開発、障害高齢者の心理とQOL、家族介護、介護負担
と介護支援、社会支援サービス、介護環境に関する実証、実践研究を指導する。

②研究課題
（1）認知症高齢者在宅介護支援サービス事業の新規開発：介護保険下での在

宅支援サービスの現状とその有用性を調査検討し、より有用な認知症高齢
者のための支援サービスを構築する。

（2）認知症高齢者在宅介護支援とQOL：認知症介護のゴールを設定し、介護者
と認知症高齢者のQOLの維持・向上をもたらす支援のあり方を明確にする。

（3）施設での認知症の介護論：専門職員の認知症高齢者への介護意識と態度
に関する研究。

（4）アルツハイマー病の告知：臨床でのアルツハイマー病の告知に関する、医療
者、家族そして患者本人の意識・態度について明らかにし、アルツハイマー病
告知の是非とその方法論について研究する。

（5）認知症ケアプラン作成のためのアセスメント開発。
（6）早期アルツハイマー病診断のための評価尺度の開発。
（7）在日外国人高齢者の在宅介護支援。

社会福祉学特殊研究Ⅶ（保健福祉系）●担当教員：大島　巌

①目的および方法
　指導学生が抱える研究課題に対して、実証的な社会福祉研究法を適用する
方法を検討する。同時に、社会福祉領域における質の高い実証研究論文を輪読
し、学生のそれぞれの研究課題にどのように適用するのかを検討する。
②研究課題
　社会福祉学領域の研究法のテキストとして、平山尚ら「ソーシャルワーカーの
ための社会福祉調査法」Rubin A & Babbie ER:Research Methods for 
Social Warker. Thomson, 2008を輪読するとともに、それぞれのテーマに
即した雑誌論文を取り上げて検討する。
　雑誌論文は、社会福祉学、日本の地域福祉、介護福祉学、ケアマネジメント
学、日本公衆衛生雑誌など和文誌の論文を主に取り上げる。
③テキスト・参考書
●平山尚ら「ソーシャルワーカーのための社会福祉調査法」ミネルヴァ書房、2003
●Rubin A & Babbie ER:Research Methods for Social Warker. 
Thomson, 2008

●古谷野亘、長田久雄「実証研究の手引き」ワールドプランニング、1992

社会福祉学特殊研究Ⅷ（介護福祉系）●担当教員：中島健一

①目的および方法
　介護福祉研究を、介護福祉学の構築とその応用に焦点を絞って考察・研究を
すすめる。研究者の土台に据えるべきは、「介護とは何か」という「介護の目的」を
明確に定め、学的構造を明らかにすることである。その上に立って、介護にかかわ
る諸理論研究や、多彩な臨床的研究の枠組みを思考していく。
②研究課題
（1）介護福祉学とは何かを明確にする。
（2）介護実践を取り巻く諸要素の有機的関連を理解し、ケアの質的向上を実現

するための条件を分析する。
（3）介護実践方法論を明らかにし、実践をリードできる力を養う。
（4）ケアの地域ネットワーク作りの基本を考え、具体的な提案ができる力を養う。
（5）介護福祉士教育のあり方について検討する。

社会福祉学特殊研究Ⅸ（社会福祉原理系）●担当教員：大橋謙策

①目的および方法
　社会福祉学特殊研究Ⅸは、社会福祉学が俯瞰型研究、総合科学という特色を
有していることを踏まえつつ、その基本となる社会福祉学研究方法について学ぶ。
「社会福祉学研究の50年」（ミネルヴァ書房）を基に、社会福祉学研究者の学説
に関しては「社会事業理論の歴史」を社会福祉学研究方法に関しては他の文献
（その都度指定）を使用しつつ学ぶ。
　また、社会福祉学研究方法を学ぶ上で、博士前期課程で使用した以下の大き
な4つの分野での文献研究も同時に進める。
Ⅰ．社会福祉の制度、実践を体系化させてきた社会福祉史を学ぶとともに、そのバ
ックボーンになる哲学・社会思想について研究する。
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Ⅱ．国家の社会福祉政策の形成・発展に関する研究を、海外との比較研究、とりわ
けイギリスのコミュニティケアとの比較研究の視点もふまえて研究する。

Ⅲ．社会福祉実践、とりわけソーシャルワーク実践の理論および関連する分野の
知見も含めて、対人援助に関する理論を研究する。

Ⅳ．今日の社会福祉のメインストリームになっているメゾレベルでの社会福祉政策
と社会福祉実践の統合化について研究する。

②テキスト・参考書
〈社会福祉思想および歴史の文献〉
（1）「西洋哲学思想と福祉」（関家新助著、中央法規出版）
（2）「社会福祉の思想と歴史」（朴光駿著、ミネルヴァ書房）
（3）「社会福祉と日本の宗教思想」（吉田久一著、勁草書房）
（4）「福祉の人間学」（窪田暁子・高城和義共編、勁草書房）
（5）「生命の政治学」（広井良典著、川島書店）
〈社会福祉政策研究分野〉
（1）「比較福祉国家論」（岡沢憲芙・宮本太郎共編著、法律文化社）
（2）「福祉資本主義の3つの世界」（エスピン・アンデルセン著、ミネルヴァ書房）
（3）「社会福祉学・一般理論の系譜」（岡田藤太郎、相川書房）
（4）「社会保障」（三浦文夫著、ぎょうせい）
（5）「フランス「福祉国家」体制の形成」（廣沢孝之著、法律文化）
〈社会福祉実践（SW実践）研究〉
（1）「人－環境のソーシャルワーク実践」スーザンケンプ他著、川島書店
（2）「「聴く」ことの力－－臨床哲学試論」（鷲田清一著、TBSブリタニカ著）
（3）「ソーシャルワークの実践モデル」（久保紘章、副田あけみ編著、川島書店）
（4）「社会福祉実践方法の統合化」（岡村重夫、小松源助、監修訳、ミネルヴァ

書房）
（5）「ソーシャルワークと社会福祉」（津崎哲雄著、明石書店）

社会福祉学特殊研究Ⅹ（社会福祉環境系）●担当教員：児玉桂子

①目的および方法
　福祉ユーザーのライフクオリティや福祉サービス・計画には、居住環境整備が
欠かせない時代となっている。福祉機器・住宅・施設・まちづくりにおいて、環境分
野と福祉分野は接近してきている。福祉の視点からより良い居住環境の構築と
居住環境が及ぼす影響の評価手法の開発が研究テーマである。とくに、近年は
認知症ケア環境の実践的研究に現場のケアスタッフとともに進めている。
　以下のテーマに関する学位論文の作成に向けて、研究計画・文献レビュー・実
証研究の実施・論文執筆（学位論文および学会発表や論文投稿）について、指
導を行っていく。
②研究課題
（1）少子高齢社会における住宅、施設体系に関する研究
①少子高齢化に対応した住宅・施設体系の再考に関する研究
②高齢期の新たな住まいの開発と評価に関する研究

（2）認知症高齢者へのケア環境の計画・評価に関する研究
①認知症高齢者への施設環境づくりプログラムの開発と評価に関する実践
的研究
②認知症高齢者の在宅生活に支援のための住宅・地域密着型サービスに関
する研究

（3）住宅・福祉用具と福祉の連携に関する研究
①住宅改修・福祉用具の活用とケアマネジメントに関する研究
②団地等における居住者の高齢化と生活支援システムに関する研究

（4）ユニバーサル・デザインに関する研究
①まちづくりと福祉の連携に関する研究
②製品やサービスなど広義のユニバーサル・デザインに関する研究

（5）ユーザー参加の視点を取り入れた環境づくりに関する研究
①女性の視点に立つ高齢者のまちづくり・住宅に関する研究
②施設ユーザー（介護者・高齢者等）の参加による施設環境づくり研究

③テキスト・参考書
●児玉編「超高齢社会の福祉居住環境ー暮らしを支える住宅・環境・施設・まち
の環境整備」中央法規
●児玉編著：超高齢社会の福祉工学上巻「高齢者居住環境の計画と評価」中央
法規
●徳田・児玉編著：同下巻「福祉機器と適正環境」中央法規
●児玉・小出編著：「新時代の都市計画第5巻安全・安心のまちづくり」ぎょうせい
●児玉他編：「高齢者が自立できる住まいづくり」彰国社
●児玉他編：「痴呆性高齢者が安心できるケア環境づくり」彰国社

④その他
●認知症高齢者への環境づくりHP（http://www.kankyouzukuri.com/）に実
践・研究成果がある。

●これまで後期課程の院生に対して、学位論文テーマにマッチした共同研究に
参加して、国内外学会への発表や学術論文投稿を支援し、日本認知症ケア学
会賞を3回受賞している。

社会福祉学特殊研究Ⅺ（国際社会福祉系）●担当教員：植村英晴

①目的および方法
　国際社会福祉は、グローバリゼーションやインターナショナリゼーションが進む国
際社会において人々の福祉を理解し、記述するとともに、その促進を図ることを目
的とした学問である。その領域は、貧困、紛争、窮乏、不平等、国際移民の問題等
広範囲である。
　ここでは欧米諸国を中心に進められているソーシャルワーク教育における国際
的な連携・ソーシャルワーク資格の相互認定、英国の社会福祉などを中心に文献
に基づく調査研究を中心に進める。
②研究課題
1.欧米のソーシャルワーク教育の現状と課題
　①ソーシャルワーク教育カリキュラムの統一と標準化
　②ソーシャルワーカーの資格制度の統一
　③ソーシャルワーク実習教育の標準化
2.英国の社会福祉の現状と課題
　①社会福祉の制度と施策
　②地方自治体の福祉サービス
　③NPO／NGOと福祉
③テキスト・参考書
●学術誌より論文を選んで輪読等を行うので特別に指定しない。
④その他
評価の基準と方法：研究課題に関係する論文を読んで報告を求めるので、その内
容によって随時評価する。受講者の希望により、新たに研究課題を加えることは
可能である。

社会福祉学特殊研究Ⅻ（権利擁護系）●担当教員：若穂井　透

①目的および方法
　私の専門は法律学であるが、1973（昭和48）年の弁護士登録、1995（平成
7）年の本学専攻後、子ども（少年非行、児童虐待など）と高齢者（成年後見、地域
福祉権利擁護事業など）の人権・権利の擁護にかかわる研究と実践を行ってきた。
　社会福祉の分野ではこれまでも行政の措置と利用者の人権・権利のあり方が
研究・実践されてきたが、社会福祉基礎構造改革と民営化・契約化が行われるな
かで、社会福祉法人・社会福祉事業者との契約と利用者の人権・権利のあり方
が新たな研究・実践上の課題として浮上している。
　この社会福祉学特殊研究では権利擁護系として、措置制度が維持されている
児童福祉と措置制度から契約制度に転換した高齢者福祉の二つの分野を視野
に入れながら、人権擁護と権利擁護をベースにしたソーシャルワーク実践のあり方
について研究する。
　具体的には、大学院生の博士論文のテーマに即した研究指導を行う。
②研究課題
　社会福祉系の博士論文であっても、近年は人権擁護・権利擁護の視点─それ
が主要なテーマでなくても─が重要になっている。
　そして実際にもソーシャルワーク実践のなかに人権擁護・権利擁護の見地を反
映させた社会福祉系論文が増加しているが、人権・権利に関する基本的な理解
が十分でない論文が少なくない。
　そこでこの社会福祉学特殊研究では、〈権利擁護系〉にふさわしい人権・権利
の総論を重視する。
　そのうえで各論として、以下のような研究課題を取り上げる。
（1）児童福祉分野であれば、少年非行、児童虐待などをめぐる研究
（2）高齢者福祉分野であれば、成年後見、地域福祉権利擁護事業などに関する

研究
（3）その他人権擁護・権利擁護に関する研究
③テキスト・参考書
　博士論文のテーマに即して、大学院生に詳しい文献リストを作成してもらう。そ
のうえで私が文献リストを補充し、必読文献を指定する。

大学院　博士後期課程

（注）研究指導教員は、異動等により変更になる場合があるので随時お問い合わせください。
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課程博士（2009年度）

①学位:博甲第35号
②題目:福祉専門職による地域生活支援スキルの促進要因分析
　～コミュニティソーシャルワークの観点から～
The Promotion Factor Analysis of the Social Support Skills by 
Social Workers in the Community Care
～Perspective of Community Social Work～

①学位:博甲第34号
②題目:知的障害者入所施設からの地域生活移行が移行者に及ぼす影響
に関する研究

A Study for the Effects on Relocation from Institution to 
Community Settings for Persons with Intellectual Disabilities

①学位:博甲第33号
②題目:在日コリアン高齢者の在宅介護ニーズに関する研究
Analysis of factors related to Korean elderly's home care needs 
live in Japan

①学位:博甲第32号
②題目:介護支援専門員の性格因子とストレス対処能力との関連性の研究
Research of care manager's character factor and relativity with 
stress action ability

課程博士（2006年度～2008年度）

①学位:博甲第31号②年度:2008年度
③題目:多職種チームケア実践における多職種連携教育プログラムの効果
に関する研究

A Study on the Effectiveness of Interprofessional Education 
Program for the Implementation of Team Care.

①学位:博甲第30号②年度:2008年度
③題目:手がかり要素による受容的交流療法の交流分析
Transactional Analysis using“leading factors”on the treatments of 
Acceptable Relationship Therapy.

①学位:博甲第29号②年度:2007年度
③題目:地域を基盤としたソーシャルサポートネットワーク形成におけるインフォ
ーマルサポートへのアプローチに関する研究

A study on approach to informal support in forming community 
based social support network.

①学位:博甲第28号②年度:2007年度
③題目:ケア付き住宅に対する志向性評価尺度の作成および将来的ニーズ
の検討

Development of a scale of orientation toward homes for the 
elderly and discussion about residents' needs in the future.

①学位:博甲第27号②年度:2007年度
③題目:WHO国際生活機能分類（ICF）を活用した聴覚障害者の職業生活
の障害の評価に関する研究

An ICF Based Analysis of the Difficulties in Working Life for 
Persons with a Hearing Impairment and Assessment of such 
Difficulties.

①学位:博甲第26号②年度:2006年度
③題目:韓国における子どもの権利擁護サービスに関する研究
─虐待を受けた子どもと親のファミリー・プリザベーションを中心に─

A Study of Protecting Service for Children's Right in the South Korea
ーCentered on the Family Preservation of the Abused Child and 
their Parentsー

①学位:博甲第25号②年度:2006年度
③題目:ジェネラリスト・ソーシャルワークに基づくストレングス視点の活用と
展開
～地域における高齢者の介護予防と生活支援への適用を通して～

Applying and Development the Strengths Perspective based on 
Generalist Social Work
～Promotion and Support of Healthy Life for The Elderly in the 
Community～

①学位:博甲第24号②年度:2006年度
③題目:児童養護施設におけるレジデンシャルワークの展開に関する研究
─施設職員の職場環境に焦点を当てて─

A Study of Residential Work Practice in Children' s Home 
ーFocusing on Working Environment of Residential Workersー

①学位:博甲第23号②年度:2006年度
③題目:視覚障害者の社会参加を促進するソーシャルワーク実践のあり方に
関する研究：アンケート調査による地域在住視覚障害者の外出状況と白
杖携行の分析から

A Study of Social Work Practice to Promote Social Participation of 
Persons with a Visual Impairment:An Analysis of "Going Out" and 
"Use of White Cane" through a Questionnaire Survey

①学位:博甲第22号②年度:2006年度
③題目:高齢者ケア施設における多面的施設環境評価法の開発と適用
Development and Applications of Multiーphasic Environmental 
Evaluation Method in Care Facilities for the Elderly

①学位:博甲第21号②年度:2006年度
③題目:認知症の人への居宅介護支援サービス提供時の情報提供のあり方
に関する研究
Study on the method to give the information about the care 
services for demented elderly on the caremanagement

①学位:博甲第20号②年度:2006年度
③題目:母子生活支援施設入所中の母親支援の研究
─「不適切な育児」に関わるメンタル・ケアを中心として─
A Study of mothers support in mothers and Children's Home

学位論文（博士論文）題目
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大学院　博士後期課程

福祉の現場から 就職状況はP34へ

プログラム評価履修コース履修者

　大学は農学部を卒業し、造園会社、出版社、自
然食品などの宅配会社といった職を経験したのち、
有機農業の野菜づくりの傍ら塾講師をするように
なりました。地域の高齢者や、中高生と接するうち
に「人間」に対しての関心がわき、学士入学で他
大学で心理学を学びました。さらに専門学校に進
んで社会福祉士資格を取得。特別養護老人ホー
ムの生活相談員となって３年目に、前期課程に入
学しました。前期課程入学時は後期課程進学は
考えておらず、非常勤として相談員業務を続けて
いました。しかし、研究を進める中で、自分の適性
は研究職にあると感じ、現場と理論の分野をつな
ぐような研究者になりたいと考えるようになりました。
　人生の仕上げの時期である高齢期をだれもが
安心して生活できる社会にしたい、という思いで、
日々職務に携わっています。修士課程では、中高
年者が将来のケア付き住宅に期待する条件につ
いての研究を行いました。博士課程ではこれを発
展させ、居住者に対するインタビューや団塊世代
と高齢者へのアンケート調査を行い「ケア付き住

宅に対する志向性評価尺度」を開発し、将来的
ニーズを検討しました。
　現在は大学教員として、高齢者福祉関係の講
義と卒業研究のほか、社会福祉士養成課程での
実習指導・演習を担当しています。学生が問題意
識を持ち、活発に議論できるような講義をしたいと
考えています。１年目は講義の準備や学生への対
応に精一杯で、研究のための時間を作るのが難し
い状態でした。昨年は「高齢者世帯の居住継続条
件」「不適切ケアに対する共通認識」の２件の研
究で外部研究資金を得ることができたので、成果
を出していきたいと思います。博士号の取得は一
定の研究能力を身につけている証であるとはいえ、
年間の学位取得者が１.5万人を超える現代日本
では、研究職としての必要条件ではあっても十分
条件ではありません。研究者をめざす方は、学位
取得を到達点とするのではなくひとつのステップと
して考え、自分が発展的に興味を持ち続けられる
テーマに取り組んでください。

2008年３月 社会福祉学研究科
博士後期課程 修了　
東北文化学園大学
医療福祉学部保健福祉学科 准教授
佐々木千晶

Message

発展的に研究を続けられるテーマを見つけて

　私は大学生の時から「プログラム評価」に造詣
が深い先生にご指導いただいていました。その中
で、精神保健福祉の分野で、精神障害者やその
家族がよりよい生活を送るための取り組みを広げ
るには、その取り組みの内容や成果をプログラム評
価によって明らかにしていく必要があるのではない
かと感じていたため、本学の大学院を志しました。
　講義は、プログラム評価の総論と２つの各論を
受講しました。総論ではテキストの講読と、その内
容をもとに実際の研究への汎用の仕方についての
ディスカッションが行われました。各論では、実際に
各分野でのプログラム評価の手法の用い方や研
究事例などを、各領域を専門とする先生方からご
紹介いただきました。このような講義の中で、同じ福
祉領域でも対象や取り組みによってプログラムのと
らえ方が異なっており、またそうした内容を他の分
野にも応用可能であるということを学びました。実
習は主に自身の研究題材を用いたもので、私の場

合は調査研究のための計画構築や調査票の作成
を行ってきました。実習の中で、講義で得た知識を
その研究対象に対してどのように用いていくかを、
全体的に検討していく方法を身につけることができ
ました。
　私の現在の研究内容は、精神障害者の家族を
対象とした学習会のプログラム評価です。この学
習会とは、家族によって同じ立場の家族に対し行
われるピアサポートプログラムです。日本ではまだ始
まったばかりで、今後の普及が期待されているもの
です。担当教員以外の先生方からも折りにふれて
アドバイスをいただいており、大学院全体で研究の
促進を目指す意欲を感じています。将来的には研
究者としてプログラム評価を用いた研究を行うだけ
でなく、指導者としても活躍できるようになりたいと
思っています。

研究者、指導者として社会に貢献したい

2009年4月 社会福祉学研究科
博士後期課程 入学　
NPO法人
地域精神保健福祉機構
保健研究所（非常勤研究員）
二宮史織

Japan College of Social Work    32



学費

日本社会事業大学大学院学内給費生制度 （2010年度）

独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金 

学業成績・人物ともに優秀で経済的事由により授業料の納付が困難な学生
給費
前期・後期共通 本学授業料相当額または半額
返還義務なし
2年生以上前年度の1月、1年生7月
給費は単年度のみ

条 件
種 別
金 額
返 還
募 集
備 考

第一種 第二種

条 件

金 額
（月額）

種 別

奨学金
【2009年度受給学生数】
大学院：前期課程 1年次生5名、2年次生5名
　　　：後期課程 1年次生4名、2年次生0名、3年次生0名
専門職大学院 9名

【2009年度受給学生数】大学院：第一種11名、第二種2名

教育・研究者、高度の専門性を要する職業人の養成を目的として貸与するもので、人物・学業ともに特に優れかつ健康であって経済的
理由により修学に困難があると認められる者
貸与

募 集 4月

2010年度入学者　博士前期、専門職　50,000円、 88,000円から選択
　　　　　　　　 博士後期　　　　  80,000円、122,000円から選択 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択

卒業後有利子（利率上限3.0％）で返還卒業後無利子で返還

備 考 貸与期間は最短在学年数 ※特に優れた業績による返還免除もあります。

返 還

日本社会事業大学外国人留学生授業料減免援助金
留学生を対象に授業料の30％を減免する制度です。応募者の中から審査により決定しますので、応募者全員が減免対象になるとは限りません。
減免援助金の支払方法については、後期授業料から減免援助金額を差し引くことにより行います。　【2009年度受給学生数】 4名

日本社会事業大学同窓会生活資金貸付制度
短期的な生活資金についての貸与制度です。希望者は学生支援課まで問い合わせてください。

メイスン財団奨学制度
障害をもつ日本社会事業大学専門職大学院生を対象とした奨学金です。

その他の奨学金
地方公共団体、民間団体・企業などでは大学院生を対象にした奨学金制度・研究助成金制度等を行っています。個人的に調べた奨学金制度で申し
込みをしたいものがありましたら、学生支援課まで相談してください。また、留学生を対象とした奨学金は、日本学生支援機構私費外国人留学生学習奨
励費、財団法人平和中島財団などの受給実績があります。これらの奨学金制度の募集時期は、おおむね4月～5月。詳細については、各自出身県市
などの関係諸機関、または民間団体・企業などに問い合わせてください。

入学金および授業料は、文部科学省令に基づく国立大学の入学金および授業料の標準額に準じて、改正されることがあります。
授業料はスライド制を導入しており、在学中に授業料の改正があった場合には、授業料の額を変更することがあります。

福祉マネジメント研究科（専門職大学院）

学 

費 

等

1年次費目

入学金

授業料（全納）

　　　（分納）

教育充実費

社会福祉実習費

諸会費

282,000

535,800

267,900

175,000

130,000

6,000

合計(全納)

合計(分納)

1,128,800

860,900

267,900

前期分

後期分

学 

費 

等

1年目費目

入学金

授業料

社会福祉実習費

教育充実費

諸会費

合計

282,000円

267,900円

65,000円

175,000円

7,500円

797,400円

2年目

－

267,900円

65,000円

40,000円

－

372,900円

282,000円

535,800円

130,000円

215,000円

7,500円

1,170,300円

合計

福祉マネジメント研究科（専門職大学院）【長期履修の場合】

社会福祉学研究科（大学院）【博士後期課程（博士課程）】

※本大学院博士前期課程および専門
職学位課程より引き続き入学した者
（2010年3月同課程を修了見込みの
者）は、入学金を徴収しません。

※本大学院博士前期課程及び専門職
学位課程より引き続き入学した者の
教育充実費については入学年度以
降毎年40，000円を徴収します。

学 

費 

等

1年次費　目

入学金

授業料（全納）

　　　（分納）

教育充実費

諸会費

282,000

535,800

267,900

175,000

9,000

合計(全納)

合計(分納)

1,001,800

733,900

267,900

2年次

－

535,800

267,900

40,000

－

575,800

307,900

267,900

3年次 備考

－

535,800

267,900

40,000

－

575,800

307,900

267,900

入学時のみ

入学時のみ

前期分

後期分

学 

費 

等

1年次費目

入学金

授業料（全納）

　　　（分納）

教育充実費

社会福祉実習費

諸会費

282,000

535,800

267,900

175,000

50,000

7,500

合計(全納)

合計(分納)

1,050,300

782,400

267,900

2年次

－

535,800

267,900

40,000

50,000

－

625,800

357,900

267,900

備考

入学時のみ

入学時のみ

前期分

後期分

社会福祉学研究科（大学院）【博士前期課程（修士課程）】
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就職 ■最近過去3年間の主な進路・就職先　2007～2009年度

◆専門職大学院

【公務員】
富山県児童相談所、所沢市、八王子市、富士
見市、横浜市、他

【福祉関係団体】
いのちの電話、国際協力機構、国分寺市社会
福祉協議会、さいたま市社会福祉事業団、社
会福祉振興・試験センター、台東区社会福祉
事業団、立川市社会福祉協議会、千葉犯罪
被害者支援センター、東京都健康長寿医療セ
ンター、東京都社会福祉協議会、日本社会福
祉士会、練馬区社会福祉事業団、八王子市
社会福祉協議会、ぴあ三浦、町田市社会福祉
協議会、リカバリーサポートセンターACTIPS、
他

【医療機関】
いばらき会、高原会、好仁会、ジャパンメディカルア
ライアンス、蒼風会、東京医科歯科大学医学部
附属病院、三重県国民健康保険団体連合会、弥
生会、緑風会、六樹会、他

【高齢者施設】
アゼリヤ会、一燈会、永仁会、雄勝福祉会、救世
軍社会事業団、湖成会、慈誠会、新生寿会、ナ
ザレ園、日本老人福祉財団、まつみ福祉会、他

【障害者施設】
嬉泉、天竜厚生会、緑水会、他

【児童施設】
雲柱社、葛飾福祉館、三愛学園、福芳会、礼
拝会、六踏会、他

【教育研究機関】
大原医療秘書福祉専門学校、熊本社会福祉
専門学校、国際福祉医療カレッジ、東京福祉大
学、日本社会事業大学、浴風会認知症介護研
究・研修東京センター、早稲田医療福祉専門学
校、他

【福祉関連企業】
アースサポート、ケア・リンク、生活科学運営、セコ
ム、ビーサイドユー、本田デイサービスセンター、他

【進学】
日本社会事業大学大学院博士前期課程

◆大学院　博士前期課程

【公務員】
宮城県警、神奈川県、埼玉県立精神保健福
祉センター、小田原市、文京区、他

【福祉関係団体】
兵庫県社会福祉事業団、清瀬市社会福祉協
議会、東松山市社会福祉協議会、新宿区勤
労者・仕事支援センター、くるめ一歩の会、杉並
区社会福祉協議会、多摩草むらの会、他

【医療機関】
新垣病院

【社会福祉施設】
桜栄会、至誠学舎立川、同愛会、他

【教育研究機関】
和泉短期大学、敬和学園大学、静岡女子高
等学校、崇実大学校（韓国）、帝京平成大学、
花田学園、法政大学、横浜国際福祉専門学
校、他

【進学】
日本社会事業大学大学院博士後期課程

◆大学院　博士後期課程

【教育研究機関】
崇実大学校（韓国）、東北文化学園大学、日本社
会事業大学、他

【社会福祉施設】
嬉泉

　　　　　　　　　　　　　　  ※順不同
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入試
概要

福祉マネジメント研究科（専門職大学院）

◆2011年度入試概要

◆2010年度入試結果 ※詳細は「2011年度入学試験要項」でご確認ください。

試験区分
社会福祉士・精神保健福祉士有資格者入試

推薦入試

志願者 合格者

一般入試

学内推薦入試

指定法人推薦入試

計

面接審査

筆記試験（小論文）
面接審査

筆記試験（小論文・
専門基礎知識）
面接審査

面接審査

第Ⅰ期
10/27（水）正午

第Ⅱ期
12/13（月）正午

第Ⅲ期
  １/31（月）正午

第Ⅳ期
  3/  9（水）正午

試験区分 受験資格 試験科目

社会福祉士・精神
保健福祉士有資
格者入試（区分A）

一般入試（区分C）

推薦入試（区分B）

特別推薦入試
（区分D）

大学卒業相当者で、社会福祉士または精神保健福祉士
国家資格取得後、社会福祉関連領域の職場において3年
以上の実務経験を有する者

大学卒業相当者で、社会福祉関連領域の職場において3年
以上の実務経験を有し、施設・機関等（本学同窓会を含む）
の長の推薦が得られる者

大学卒業相当者で、3年以上の社会人経験を有する者または
社会人経験3年未満の者でボランティア経験等を有する者

3年以上の社会人経験を有する者または社会人経験3年未満の
者でボランティア経験等を有する者で次のいずれかに該当する者
①本学社会福祉学部を卒業見込み者で、本学社会福祉学部長
　の推薦を得た者
②本学通信教育科（社会福祉士・精神保健福祉士）を卒業した者
　及び卒業見込みの者で、本学通信教育科長の推薦を得た者

大学卒業相当者で本学が指定する法人の職員で
あって、原則3年以上の社会福祉関連領域における
実務経験を有し、当該法人から推薦が得られる者で、
復職が保証されている者

学
内
推
薦

指
定
法
人
推
薦

第Ⅰ期
10/17（日）

第Ⅱ期
12/  5（日）

第Ⅲ期
  1/23（日）

第Ⅳ期
  3/  5（土）

試験日 出願期間および方法 合格発表日

第Ⅰ期
  9/10（金）～10/ 1（金）

第Ⅱ期
11/  1（月）～11/19（金）

第Ⅲ期
12/10（金）～ 1/  ７（金）

第Ⅳ期
  1/28（金）～  2/18（金）

出願は郵送（書留）のみ
受付（10 / 1、11 / 1 9、
1/7または2/18の消印
有効）

※詳細は「2011年度入学試験要項」でご確認ください。

試験区分
一般入学

リカレント入学

福祉関係職経験者入学

志願者 合格者

学内推薦入学

計

◆2010年度入試結果

社会福祉学研究科（大学院）【博士前期課程（修士課程）】

◆2011年度入試概要

社会福祉学専攻
15名

（修業年限2年）

社会福祉および社会福祉関連科目
小論文・英語・口述試験

社会福祉および社会福祉関連科目
小論文・口述試験

小論文・口述試験

第Ⅰ期
10/16（土）

第Ⅱ期
  2/14（月）

第Ⅰ期
10/27（水）正午

第Ⅱ期
  2/23（水）正午

試験区分 募集人員 試験科目

リカレント入学およ
び福祉関係職経験
者入学

学内推薦入学

一般入学

試験日 出願期間および方法 合格発表日

第Ⅰ期
  9/10（金）～10/  1（金）

第Ⅱ期
  1/  4（火）～  1/20（木）

出願は郵送（書留）のみ
受付（10/1または1/20
の消印有効）

※詳細は「2011年度入学試験要項」でご確認ください。

10
合格者

23
志願者

◆2010年度入試結果

社会福祉学研究科（大学院）【博士後期課程（博士課程）】

◆2011年度入試概要

入学者の選抜は、
筆記試験（英語・小論文）、
口頭試問、論文および
研究計画を総合評価して行う

英語
小論文
口頭試問

  2/15（火）

1/  4（火）～  1/20（木）

出願は郵送（書留）のみ
受付（1/20の消印有効）

2/23（水）正午

募集人員 選抜方法 試験科目 試験日 出願期間および方法 合格発表日

社会福祉学専攻
5名

（修業年限3年）

18

8

2

8

0

30

15

2

13

0

6

21

1

12

71

31

20

5

1

12

65

27
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Information

清瀬キャンパス（大学・大学院）

日本社会事業大学

〒204-8555  東京都清瀬市竹丘3-1-30　TEL.042-496-3080 〒112-0002  東京都文京区小石川5-10-12　TEL.03-5689-8181

清瀬

中央図書館●

●

●

●

清瀬●
高校

●
東京病院

●
複十字
病院

←所沢 池袋→

後楽園→←池袋

西武池袋線

地下鉄丸の内線

小
金
井
街
道

所沢街道

喜望園

ファミリー
レストラン

救世軍
●清瀬病院

社会事業
大学前東京病院北

西武池袋線「清瀬」駅下車
南口バスターミナルよりバス乗車
■下里団地行=（乗車時間6分）=
■花小金井駅行［下里団地経由］=（乗車時間6分）=

「社会事業大学前」
下車すぐ

大宮

池袋

新宿

渋谷

所沢

東京

清瀬

南浦和

秋津

北朝霞
朝霞台

本川越

至飯能 西武池袋線

東武東上線

西武新宿線

JR中央線

有
楽
町
線

JR
山手
線

JR
山手
線

JR京浜東北線

J
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南
武
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JR武蔵野線

湘南新宿ライン

新秋津

久米川 花小金井
高田馬場

市ヶ谷

新木場
品川

西国分寺
府中本町

立川

川崎

西武新宿

11分

43分

33分

44分

48分

80分

55分

57分

上野
50分

川越

南口バス
ターミナル

● ●

●

交番
●

●牛丼屋

地下鉄丸の内線「茗荷谷」駅より徒歩5分
駅前より春日通りに出て、後楽園方面へ。みずほ銀行を左折して、
1つ目の信号を右へ。

大宮

池袋

新宿

東京

茗荷谷
日暮里

JR中央線

JR
山手
線

JR京浜東北線

品川川崎

5分

15分

渋谷
20分

西船橋
44分

38分 26分

32分

高島平

清瀬

38分

38分

王子

後楽園

20分

2分

22分

11分
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お茶の水

茗荷谷

春日通り
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磨
坂（
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並
木
）

みずほ
銀行
●

りそな
銀行
●

ファミリー
マート

小石川
図書館
竹早
公園

区立第一
中学校

教育の森
公園

3番出口

1番出口

丸ノ内線

南
北
線

三田線

三洋服装

文京キャンパス（サテライトキャンパス）

副都心線

埼京線

武蔵浦和

秋津

新秋津

武
蔵
浦
和
→

←
府
中
本
町

JR
武
蔵
野
線

労働安全衛生
総合研究所

説明会に参加ご希望の方はHPまたは
こちらからご予約いただけます。

http://www.jcsw.ac.jp/

◆専門職大学院説明会 （詳細はホームページで確認の上ご参加ください）

7月17日（土）※

8月20日（金）

9月11日（土）※

10月31日（日）

12月11日（土）※

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

清瀬

文京

清瀬

清瀬

清瀬

合同説明会

合同説明会

合同説明会

日程 場所 備考 備考日程 場所

第6回

第7回

1月 8日（土）

2月11日（金・祝）

清瀬

文京
※主に社会人を対象とする、専門職大学院・研究大学院・通信教育科・学部編入の合同説明会です。
　9／11は「専門職のつどい」を開催予定

至西船橋

日本社会事業大学
（大学・大学院）

日本社会事業大学
（サテライトキャンパス）



〒204-8555 東京都清瀬市竹丘 3-1-30
TEL.042-496-3080

http://www.jcsw.ac.jp/

日本社会事業大学大学院


