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岸川 学（大学院研究科兼務） 
 
2 学術論文 

1) 岸川学.（2023）.ソーシャルワーク専門職による「実践研究」の意義と方法（試論）－

実践現場でのソーシャルワーク機能の共有に向けて－.ソーシャルワーク実践研究，第17
号，pp2-13. 

 
3 その他の著作 

1) 岸川学.（2022）．人との関係づくりやコミュニケーションが苦手な人の「参加支援」．か

ながわボランティアセンター令和 3 年度地域福祉活動支援事業（協働モデル事業）まと

め集，社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会． 

 
4 学会，協会，公的団体の委員など 

1) 神奈川県エアロビック連盟専門委員会諮問 委員．2011.5～ 
2) 全国アダプテッドエアロビック専門部会医科学委員会 委員．2011.5〜 
3) 鎌倉市障害者福祉計画推進委員会 委員長．2011.8～ 
4) 横須賀市障害支援区分等判定審査委員会 委員．2012.9～ 
5) 横須賀・三浦障害福祉圏域障害者自立支援協議会 会長．2016.4〜 
6) 社会福祉法人みなと舎 評議員．2017.6〜 
7) 横須賀学院高等学校科学教育センター 運営指導委員．2018.4〜 
8) 自閉症支援者サポートネットワーク「AS-Net かながわ」 運営委員．2018.12～ 
9) 神奈川県発達障害サポートネットワーク推進協議会 部会長．2019.12～ 
10) 日本キリスト教社会福祉学会 理事．2021.6～ 
11) 横須賀市福祉援護センターのあり方に関する懇話会 座長．2021.7～ 
12) 横須賀市障害とくらしの支援協議会 副会長．2022.4～ 
13) 横須賀市障害とくらしの支援協議会実務者運営会議 座長．2022.4～ 
14) 横須賀市障害とくらしの支援協議会地域生活支援拠点等部会 部会長．2022.4～ 
15) 三浦市障害者自立支援協議会 座長．2022.4～ 
16) 三浦市障害者福祉計画推進懇談会 座長．2022.4～ 
17) 社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 第三者委員．2022.4～ 
18) 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 委員．2022.4〜 
19) 横須賀市立浦賀小学校学校運営協議会 副委員長．2022.4〜 
20) ヒューマンサービス学会 理事．2023.3〜 

 
5 社会貢献 

1) 社会福祉法人いちょうの里みずほ学園・自閉症者支援のコンサルテーション．2011.12～ 
2) 社会福祉法人横須賀基督教社会館・自閉症児支援のコンサルテーション．2017.12～ 
3) 社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎・自閉症者支援のコンサルテーション．2018.9～ 
4) 自閉症支援者サポートネットワーク「AS-Net かながわ」の運営．2018.12～ 
5) 神奈川県相談支援体制充実強化事業事例検討会における専門的コンサルテーション．

2019.7～ 
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6) 社会福祉法人海風会いちばん星における自閉症者支援のコンサルテーション．2020.10～ 
7) 神奈川県ソーシャルワーク視点の教員養成研修の企画・運営．2021.4～ 
8) 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会地域福祉活動支援事業（協働モデル事業）アドバ

イザー．2021.5～ 
9) 横須賀市障害者基幹相談支援センター専門的コンサルテーション．2021.10～ 
10) 神奈川県社会福祉協議会重層的支援体制整備事業アドバイザー派遣のアドバイザー．

2022.4.1〜 
11) 横須賀学院高等学校高大連携セミナリオにおける高校生向け授業の実施．2022.5.7，

2022.11.17 
12) 神奈川県立保健福祉大学 2022（令和４）年度 高校生向け大学説明会における学科説明．

2022.7.2 
13) 国立のぞみの園「Ａ園における相互間交流（現任研修）による強度行動障害者支援にか

かる人材育成に関する研究」 研究メンバー．2022.7〜 
14) 神奈川県自閉症協会主催「第 23 回自閉症療育者のためのトレーニングセミナー」トレー

ナー．2022.7.30〜8.3 
15) 玉川聖学院における高校 1 年生向け福祉に関する授業の実施．2022.10.26 
16) 第１回 KJK サポーターミーティングに浦賀団地活性化サポーター（UDKS）顧問として

参加．2023.3.5 
17) 神奈川県立保健福祉大学ミニオープンキャンパスにおける個別相談対応．2023.3.27 

 
6 講演，放送 

1) 講演：「支援者が感じる困難さと上手に向き合うために」，社会福祉法人黎明会横須賀ヘ

ーメット職員研修会．2022.7.2 
2) 講演：「『成年後⾒「的」⽀援について』–意思決定への⽀援や、相談⽀援に期待する役割

は−」，第 26 回福祉のまちづくりを進める市民集会．2022.7.16 
3) 講演：「子どもたちが社会でよりよく生きるために」，令和 4 年度第２回寒川町教職員研

修会．2022.7.26 
4) 講演：「障害のある人への虐待を防ぐために−支援とは何かを考える−」，横須賀市療育相

談センター職員研修会．2022.7.27 
5) 講演：「大人の生活−福祉の制度など−」，神奈川県立鎌倉養護学校夏季公開講座．2022.7.29 
6) 講演：「支援とは−切れ目ない幸せな支援の為に−」，横須賀市教育委員会発達支援コーデ

ィネーター・支援教育コーディネーター合同連絡会．2022.8.24 
7) 講演：「『自分らしさ』の再発見」，社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会地域福祉活動支

援事業（協働モデル事業）「公開勉強会」．2022.9.10 
8) 講演：「重層的支援体制整備事業における多機関協働−専門職と地域とのつながり−」神奈

川県社会福祉協議会令和４年度包括的な支援体制及び重層的支援体制構築支援事業課題

別研修会．2022.9.22 
9) 講演：「支援とは何か」「専門性とは何か」「良い支援者を目指して」，令和 4 年度新任福

祉・介護施設等職員合同交流・研修会，神奈川県・社会福祉法人神奈川県社会福祉協議

会， 2022.10.6，2022.11.7，2022.12.12 
10) 講演：「良い支援を目指して−市民の視点に立った接遇・傾聴の仕方について」，厚木市多
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機関協働による相談支援強化事業研修．2022.10.27 
11) 講演：「重層的支援体制整備事業における多機関協働−専門職と地域とのつながり」，

Libero 鎌倉令和 4 年度重層的支援体制整備事業研修会．2022.10.26 
12) 講演：「厚木市多機関協働による相談支援体制強化事業研修～事例検討を通して多機関協

働による支援の方向性をつかむ～」，厚木市多機関協働による相談支援強化事業研修，

2022.11.18 
13) 講演：「広げよう！個別支援から生まれるつながりの輪」，令和 4 年度ウィリング横浜主

催研修．2022.11.22 
14) 講演：「障害のある人への人権擁護と虐待防止−支援とは何かを考える−」，横須賀市障害

施設協議会新人職員向け研修会．2022.12.2 
15) 講演：「自分らしく生きる−知的障害のある自閉症の人と家族のライフストーリーを通し

て考える」，神奈川県鎌倉保健福祉事務所三崎支所主催令和４年度養育支援講演会．

2022.12.22 
16) 講演：「地域づくりと参加支援−支援を必要とする人を中心に−」，厚木市多機関協働によ

る相談支援強化事業研修．2023.1.14 
17) 講演：「Libero かまくら令和４年度重層的支援体制整備事業研修会パート２」，Libero 鎌

倉令和 4 年度重層的支援体制整備事業研修会．2023.1.26 
18) 講演：「障害のある人への人権擁護と虐待防止−支援とは何かを考える−」，横須賀市障害

施設協議会新人職員向け研修会．2023.2.10 
19) 講演：「良い支援者をめざして」，平塚市わかてカイ研修会．2023.2.21 
20) 講演：「社会福祉・地域共生社会における多様性（ダイバーシティー）」，令和 4 年度地域

福祉ネットワーク推進フォーラム「地域共生社会・多様性の実現に向けた取り組み～認

め合い・支え合う座間～」．2023.2.26 
 
7 学会等での活動 

1) 黒河内仙奈, 長島俊輔, 岸川学, 池田公平, 樋口良子, 田中和美：谷戸地区で暮らす高齢

者の健康増進活動に関する実態調査．日本老年看護学会第 27 回学術集会抄録集，185，
2022. 

2) 長島俊輔，岸川学，池田公平，田中和美，樋口良子，黒河内仙奈．(2022.10.30)．谷戸地

区に住む高齢者の睡眠とフレイルの関連．第 12 回ヒューマンサービス研究会． 
 

8  学内教育活動 
1) 保健福祉学部において保健医療福祉論Ⅰ，ソーシャルワークⅢ，ソーシャルワーク演習

Ⅰ，ソーシャルワーク演習Ⅱ（新カリ），ソーシャルワーク演習Ⅱ（旧カリ），ソーシャル

ワーク実習，ソーシャルワーク実習指導Ⅰ，ソーシャルワーク実習Ⅰ，社会福祉基礎演

習Ⅱ，ソーシャルワークの基盤と専門職（専門），形態別介護技術演習Ⅱ「知的障害を伴

う自閉症の人への支援（2 回）」を担当． 
2) ボランティアセンター，H.S.C（ほっとするクラブ），サマースクール実行委員会，UDKS

（浦賀団地活性化サークル），卓球サークル，剣道サークル，顧問． 
3) 社会福祉士国家試験対策講座「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」「相談援助の

理論と方法」を担当．2022.12 
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9  学内各種委員会活動 

1) ヒューマンサービス委員会委員．2021.4～ 
2) 地域貢献研究センター地域貢献部門会議委員．2021.4～ 
3) 自己評価専門部会委員．2021.4～ 
4) 進路支援担当ワーキンググループ 委員．2022.４〜 
5) 社会福祉士国家試験対策講座担当．2021.4～ 

 
11 学内研究助成金の受託 

1) 黒河内仙奈（研究代表者），岸川学，池田公平，長島俊輔，田中和美，樋口良子，福岡梨

紗，渡邉恵，末田千恵．地域特性を反映した領域横断型学習教材の開発．研究助成 A，

362,970 円，2022.6.2～2023.3.31. 
2) 岸川学（研究代表者），黒河内仙奈，池田公平，長島俊輔，田中和美，樋口良子，福

岡梨紗，渡邉恵，末田千恵．谷戸地区で暮らす住民の健康増進に向けた支援の検討．

地域貢献研究センター研究助成，192,307 円，2022.4.1～2023.3.31. 
3) 渡邉 惠（研究代表者），長島 俊輔，加藤木 真史，佐々木 杏子，森 朱輝，水戸 優

子，藤田 峰子，長山 洋史，池田 公平，黒澤 千尋，五味 郁子，樋口 良子，福岡 梨
紗，玉川 淳，髙橋 恭子，岸川 学，志村 華絵．事例提供ツールとしての模擬電子カ

ルテの開発と導入～多職種連携能力育成を意図した事例学習プログラムの検討と教

育評価～．令和 4 年度学長推薦研究費，2,500,000 円，2022.7.19～2023.3.31． 
 

14 その他 
1) 第 12 回ヒューマンサービス研究会の企画・運営．2022.10.31 
2) 「ヒューマンサービス研究 12」の編集・発行．2023.3 
 
 


