
教員数及び学位保有状況

（健康福祉学科）

職　 位 学　 位
２９歳
　以下

３０～
　３９歳

４０～
　４９歳

５０～
　５９歳

６０～
　６４歳

６５～
　６９歳

７０歳
　以上

合　計

人 人 人 人 人 人 人 人

博　 士 0

修　 士 2 1 3

3 学　 士 　 0

人 短期大学士 0

その他 0

博　 士 2 2

修　 士 1 1

3 学　 士   0

人 短期大学士 0

その他 0

博　 士 0

修　 士 0

0 学　 士 0

人 短期大学士 0

その他  　 0

博　 士 0

修　 士 0

0 学　 士 0

人 短期大学士 0

その他 0

博　 士 0

修　 士 0

0 学　 士 0

人 短期大学士 0

その他 0

博　 士 0 0 0 2 0 0 0 2

修　 士 0 0 0 3 1 0 0 4

6 学　 士 0 0 0 0 0 0 0 0

人 短期大学士 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0

※年齢は、令和4年5月1日現在における満年齢

助　 手

合　 計

教　 授

准教授

講　 師

助　 教

1



富山県立総合衛生学院　保健学科卒業

東京福祉大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士課程前期修了(社会福祉学修士）

東京福祉大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士課程後期満期退学

富山短期大学健康福祉学科　学科長　教授(現在に至る）

　　

日本ケアマネジメント学会会員(現在に至る）

＊学会認定ケアマネジャー試験委員(平成16年度～平成23年度）

日本老年科学学会員（現在に至る）

日本社会福祉学会会員（現在に至る）

日本ソーシャルワーク学会会員（現在に至る）

日本地域看護学会会員・第25回学術集会企画委員(現在に至る）

保護司(現在に至る）

富山県介護福祉士養成校協会理事(令和3年4月～同事務局長・理事）

富山県福祉人材確保対策会議委員・同ワーキング座長(現在に至る）

富山県福祉サービス第三者評価推進機構委員・研修委員会委員長(現在に至る）

富山県障害者介護給付費等不服審査会委員(現在に至る）

富山県福祉カレッジ運営委員会委員(現在に至る）

富山県福祉カレッジ研修カリキュラム検討分科会座長(現在に至る）

法務大臣感謝状（BBS）

厚生労働大臣表彰（公衆衛生事業功労者）

資格、免許

(1) 看護師 厚生省

(2) 保健師 厚生省

(3) 健康運動指導士 健康・体力づくり事業財団

(4) 社会福祉士 社会福祉振興・試験センター

(5) 日本ケアマネジメント学会

(6) 安全衛生管理者 富山労働局

(7) 社会福祉学修士 東京福祉大学大学院

(8) 評価士（初級） 日本評価学会

(9) 医療的ケア教員講習修了 株式会社ニッソーネット

(10) 介護教員講習修了 株式会社ホットラインワールド

（学術論文）

（その他）

　

親亡き後相談支援研究事業、第2ステージにむけて 単著 令和3年 3月 富山市手をつなぐ育成会

地域共生社会を推進していく保健師の活動と役割 単著 令和元年11月
医学書院「保健師ジャ
ーナル」Vol.75 No.11

地域共生社会のための支援体制づくり―地域で暮らすということ― 単著 令和2年 3月 富山市手をつなぐ育成会

富山短期大学紀要57巻

コロナ禍の看取りケアにみる介護福祉職の専門性の一考察 －T 県の特別養護老
人ホームの調査から―

共著 令和4年 3月 富山短期大学紀要58巻

障害者として、今という時を生きている 単著
平成29 年5月
平成30年5月

富山生きる場センター
富山県視覚障害者センター

（著書） ＊過去５年間

新型コロナウイルス禍でのTA介護ネットワークの形成プロセスと活動継続要因 単著 令和3年 3月

平成20年3月

平成24年7月

令和 2年2月

令和 2年8月

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称
単著・共
著の別

発行又は、発表の年月
発行所、発表雑誌等又は発表学会
等の名称

昭和58年4月

平成 3年3月

平成16年4月

日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー 平成16年4月

平成19年8月

令和 4年 2月

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

社会福祉、介護福祉（高齢者福祉、障害者福祉、地域共生、医療的ケア）介護人材育成

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

昭和57年5月

令和 3年10月

令和 3年10月

令和 4年 4月 富山県介護保険審査会委員(現在に至る）

―表彰－（主なもの）

平成 9年 9月

令和 2年 5月

令和 2年 6月

令和 3年 4月

令和 3年 5月

令和 3年 8月 「富山県がんばる介護事業所表彰」要介護度維持改善部門検討会委員(現在に至る）

平成20年 7月

平成20年 7月

平成20年12月

令和 2年12月

―社会における活動－

令和 2年 5月

現在所属している学会
日本社会福祉学会、日本ソーシャルワーク学会、日本老年科学会、日本ケアマネジメント学会、
日本地域看護学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成14年 4月

職　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

令和 2年4月

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

昭和58年3月

平成20年3月

平成27年3月

教　員　個　人　調　書（概　要）
履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 健康福祉学科・教授
ﾌﾘｶﾞﾅ ナカジマ　マユミ

性別 女
氏　　名 中島　眞由美



日本福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科　卒業（社会学士）

日本福祉大学大学院 社会福祉学研究科社会福祉学専攻　

修了（社会福祉学修士）※通信教育

富山短期大学　福祉学科講師として勤務

福祉学科准教授 　　

教務部次長（平成23年3月まで）

学生部次長(平成26年3月まで）

福祉学科教授

福祉学科　副学科長(平成27年3月まで)

図書館長（現在に至る）

富山県生活環境文化部　県民生活課「協働事業補助金検討会」委員

富山県厚生部　高齢福祉課「生活支援コーディネーター養成研修」講師

富山県厚生部　厚生企画課「富山型デイサービス職員研修」講師

富山県社会福祉協議会　富山県ボランティアセンター運営委員長

資格、免許

(1)社会学士 日本福祉大学

(2)中学校教諭一級免許（社会） 愛知県教育委員会

(3)介護教員講習修了 中央福祉学院

(4)社会福祉士 社会福祉振興･試験センター

(5)社会福祉学修士 日本福祉大学大学院

（著書）

（学術論文）

（その他）

教　員　個　人　調　書（概　要）
履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 健康福祉学科・教授
ﾌﾘｶﾞﾅ セキ　ヨシヒロ

性別 男
氏　　名 関　　好博

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

昭和61年 3月

平成22年 3月

職　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成15年 4月

平成21年 4月

平成21年 4月

平成22年 4月

平成24年 4月

平成26年 4月

平成27年 4月 福祉学科　学科長(令和2年3月まで)

令和 2年 4月 福祉学科　副学科長(令和3年3月まで)

令和 3年 4月

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会
日本福祉教育・ボランティア学習学会、日本地域福祉学会、
日本介護福祉学会、日本介護福祉教育学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成29年度から

平成28年度から

平成21年度から

平成30年度から

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

昭和61年3月

昭和61年3月

平成17年3月

地域福祉、福祉教育、介護福祉教育

平成17年3月

平成22年3月

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別 発行又は、発表の年月 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

就職先の確定要因と受験先決
定の時期に関する調査 ケア
ワーカーを目指す学生の就職
動向の傾向

共著 平成31年3月 富山短期大学　研究紀要第55号

実習受け入れの肯定的・否定
的感情と実習指導者の意識と
の関連性について

共著 平成31年3月 富山短期大学　研究紀要第55号

実習予定表のあり方と課題 共著 平成30年3月 富山短期大学　研究紀要第54号



日本福祉大学通信教育部福祉経営学部医療・福祉マネジメント学科卒業（福祉経営学士）

富山短期大学　福祉学科　講師

富山短期大学　福祉学科　准教授

富山短期大学　学生部次長・地域連携センター副センター長(兼)(平成28年3月まで)

富山短期大学　健康福祉学科　副学科長（現在に至る）

富山短期大学　健康福祉学科　教授 （現在に至る）

射水市施設ケアプラン指導（現在に至る）

介護福祉士試験委員（平成31年4月まで）

社会福祉法人おあしす新川理事（現在に至る）

資格、免許

(1)保育士 昭和58年 3月 富山県立保育専門学院

(2)介護福祉士 平成 9年 4月 社会福祉振興・試験センター

(3)介護支援専門員 平成11年 2月 富山県知事

(4)介護教員 平成20年 9月 全国社会福祉協議会　中央福祉学院

(5)認知症ライフパートナー 平成22年 1月 日本認知症コミュニケーション協議会

(6)認知症ケア専門士 平成22年 4月 日本認知症ケア学会

(7)タクティールケア　レベルⅠ 平成22年12月 日本スウェーデン福祉研究所

(8)認知症ケア上級専門士 平成26年 3月 日本認知症ケア学会

(9)タクティールケアセラピスト 令和 3年 4月 日本スウェーデン福祉研究所

（著書）

（学術論文）

富山短期大学紀要第54巻

富山短期大学紀要第55巻

（その他）
ハンドケアを通したコミュニケー
ション行動の獲得 ー高齢者施設に
おける介護学生のボランティア活
動を通してー

単著 令和 2年1月 星槎大学大学院教育学研究科教育学専攻

コロナ禍における介護実習への対
応と協働～本学を取り巻く関係機
関との取り組み報告～

共著 令和 3年4月 「介護福祉教育」第25巻第1号

実習予定表のあり方と課題 共著 平成30年３月

実習受け入れの肯定的・否定的感
情と実習指導者の意識との関連性
について

共著 平成31年３月

研　　　　究　　　　分　　　　野

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別 発行又は、発表の年月 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

介護福祉(認知症ケア・実習指導・生活支援技術等)

平成11年10月 富山市介護認定審査会委員（現在に至る）

平成16年 4月

平成25年 4月

平成31年 6月

教　育　研　究　業　績　書　

令和 3年 4月

令和 4年 4月

学会及び社会における活動

現在所属している学会
日本介護福祉学会　日本介護福祉教育学会　日本介護学会
日本認知症ケア学会　日本行動分析学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

職　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成15年 4月

平成25年 4月

平成26年 4月

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成24年 3月

令和 2年 3月 星槎大学大学院教育研究科教育学専攻卒業（教育学修士）

教　員　個　人　調　書（概　要）
履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 健康福祉学科・教授
ﾌﾘｶﾞﾅ イノウエ　リエ

性別 女
氏　　名 井上　理絵



筑波大学 第一学群 自然学類 卒業

筑波大学大学院 生物科学研究科 博士課程単位取得退学

学位取得 博士(学術) 筑波大学

富山短期大学　准教授

日本福祉介護情報学会

日本福祉介護情報学会会員（現在に至る）

資格、免許

(1)理学士 昭和60年 3月 筑波大学

(2)理学学修士 昭和62年 3月 筑波大学

(3)博士(学術) 平成 4年 3月 筑波大学

（学術論文）

共著 平成31年3月 富山短期大学紀要 第55巻

(研究ノート）

共著 平成29年3月 富山短期大学紀要 第52巻

教　員　個　人　調　書（概　要）
履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 健康福祉学科・准教授
ﾌﾘｶﾞﾅ ヨシムタ　ユタカ

性別 男
氏　　名 吉牟田　裕

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

昭和60年 3月

平成 2年 3月

平成 4年 3月

職　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成21年 4月

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成21年10月

実習受け入れの肯定的・否定
的感情と実習指導者の意識と
の関連性について

福祉学科の２年生における進
路決定や就職に関する意識調
査

福祉介護情報学

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別 発行又は、発表の年月 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称



富山大学大学院人文科学研究科修士課程入学

富山大学大学院人文科学研究科修士課程修了

健康福祉学科　副学科長(令和2年3月まで)

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会

資格、免許

(1)経済学士 平成5年3月 獨協大学経済学部経済学科

(2)産業カウンセラー 平成19年3月 一般社団法人日本産業カウンセラー協会

(3)教育カウンセラー 平成26年3月 ＮＰＯ法人日本教育カウンセラー協会

(4)介護福祉経営士1級 平成27年3月

令和3年3月

（学術論文）

富山短期大学紀要第57号

学位論文

富山短期大学紀要第56号

富山短期大学紀要第55号

（学会発表）

日本介護福祉教育学会

（その他）

令和3年8月

外国人材導入のあり方

採用難時代を乗り切る介護業界の新卒採用戦略

教　員　個　人　調　書（概　要）
履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科・職名 健康福祉学科　准教授
ﾌﾘｶﾞﾅ ｺﾀﾞｲﾗ　ﾀﾂｵ

性別 男
氏　　名 小平　達夫

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成元年4月 獨協大学経済学部経済学科入学

平成5年3月 獨協大学経済学部経済学科卒業

平成31年4月

令和3年3月

令和3年4月 立命館大学大学院人間科学研究科博士課程後期課程入学

職　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成30年4月 学校法人富山国際学園　富山短期大学福祉学科　准教授就任

平成31年4月

令和3年4月 教務部次長（現在に至る）

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会 産業・組織心理学会/日本介護経営学会/日本レセプト学会

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

平成19年3月 一般社団法人日本産業カウンセラー協会

平成26年3月 ＮＰＯ法人日本教育カウンセラー協会

平成27年3月

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

産業・組織心理学/外国人ケア労働者の国際移動/福祉ビジネス/職業・キャリア教育/移動販売

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会

(5)人文科学修士（文学） 富山大学大学院人文科学研究科

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

著書、学術論文等の名称 単著・
共著の別 発行又は発表の年月 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

三層構造モデルによる異文化適応から見る介護技能実習生のキャリ
ア展望―ベトナム人介護技能実習生19名からの聞き取り調査から―

単著 令和4年3月 日本レセプト学会第4号（査読付き）

アジア健康構想における技能実習生への介護教育のあり方に関する
考察～技能実習生への介護教育コンソーシアムの運営事例から～

単著 令和4年3月 日本介護経営学会第15号（査読付き）

べトナム人介護技能実習生入国第１陣の
入国直後のデプスインタビュー報告 単著 令和3年3月

介護技能実習生制度に伴う外国人ケア労働者の日本社会への流入 単著 来和3年2月

介護人材不足解消の試みの中で（１） ―ベトナム人介護技能実習生
のモチベーションと仕事満足度－ 単著 令和2年3月

実習受け入れの肯定的・否定的感情と 実習指導者の意識と
の関連性について

共著 平成31年3月 富山短期大学紀要第55号

就職先の確定要因と受験先決定の時期に関する調査 ケア
ワーカーを目指す学生の就職動向の傾向

共著 平成31年3月

三層構造モデルによる異文化適応から見るベトナム人介護技能実習
生のキャリア展望

単著 令和4年2月
日本労務学会中部部会第1回研究会

介護技能実習制度に伴う 外国人ケア労働者の日本社会への流入 単著 令和3年8月 北陸三県地学地理学会第72回

就職先の確定要因と就職先の決定時期に関する調査
介護職を目指す富山県内の養成校の日本人学生における傾向 共著 令和元年8月

単著 令和元年11月 介護経営介護ビジョン

外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み 共著 野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー

単著 令和3年2月 介護経営介護ビジョン



昭和６２年３月 日本体育大学体育学部体育学科卒業　体育学士

昭和６３年３月 日本体育大学体育専攻科体育専攻修了

平成　３年３月 日本体育大学大学院体育学研究科体育学専攻修士課程修了　体育学修士

平成１８年３月 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻博士課程単位取得後退学

平成１９年９月 国際医療福祉大学　博士(保健医療学)

令和　３年４月 富山短期大学健康福祉学科　准教授　(現在に至る)　

平成１５年４月 理学療法科学学会正会員　(現在に至る)

平成１５年４月 日本ウォーキング学会正会員　(現在に至る)

平成２２年４月 日本スポーツ産業学会正会員　(現在に至る)

令和４年４月 日本予防理学療法学会正会員　(現在に至る)

資格、免許

1)中学校教諭1級普通免許状､教科保健体育 昭和６２年３月 東京都教育委員会


2)高等学校教諭2級普通免許状､教科保健体育 昭和６２年３月 東京都教育委員会

3)高等学校教諭1級普通免許状､教科保健体育 昭和６３年３月 東京都教育委員会

4)体育学修士 平成　３年３月 日本体育大学

5)博士(保健医療学) 平成１９年９月 国際医療福祉大学

6)レクリエーションインストラクター 平成２０年２月 日本レクリエーション協会

7)介護福祉士 平成２７年４月 社会福祉振興･試験センター

8)レクリエーションコーディネーター 平成２７年５月 日本レクリエーション協会

9)福祉レクリエーションワーカー 平成３０年６月 日本レクリエーション協会

10)スポーツレクリエーション指導者 平成３１年３月 日本レクリエーション協会

11)準上級レクリエーションインストラクター 令和　２年４月 日本レクリエーション協会(特別認定)

12)介護予防主任運動指導員 令和　３年２月 東京都健康長寿医療センター

13)介護教員講習会修了 令和　３年１０月 有限会社ホットラインワールド

14)アクティビティワーカー 令和　４年１月 アクティビティサービス協議会

15)アクティビティワーカー養成担当教員免許 令和　４年１月 アクティビティサービス協議会

（学術論文）

（その他）
大学周辺の地域を活かしたノル
ディック・ウォーキングの授業開発
-開設､授業展開の実践報告

単著 令和４年３月 富山短期大学紀要､第５８巻

著書、学術論文等の名称 単著・共著の別 発行又は、発表の年月 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称

健康･スポーツ科学、身体教育学、応用健康学

職　務　上　の　実　績　に　関　す　る　事　項

研　究　業　績　等　に　関　す　る　事　項

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

教　育　研　究　業　績　書　
研　　　　究　　　　分　　　　野

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等

現在所属している学会
理学療法科学学会､日本ウォーキング学会､日本スポーツ産業学会､
日本予防理学療法学会

学　　　　　　　　　　　　　歴

年　月 事　　　　　　　　　　　　　項

職　　　　　　　　　　　　　歴

教　員　個　人　調　書（概　要）
履　　　　　　　歴　　　　　　　書　

所属学科･職名 健康福祉学科･准教授
ﾌﾘｶﾞﾅ オグラ　カズヤ

性別 男
氏　　名 小椋　一也
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