
教員紹介（教育業績書） 

氏名  ひらがな 職位 所属（学科等） 

藤島 法仁 ふじしま のりひと 教授 地域共生学科介護福祉コース 

教育理念（学生へのメッセージ） 

介護福祉士は介護を必要とする人の自立を支える専門職です。介護を必要とする人の生活を大切にし、地域

の介護福祉を支える人材を養成します。 

 

教育の責務 

社会の理解 人間の尊厳と自立 人間関係とコミュニケーション 

社会福祉 子ども家庭支援論 社会福祉概論  福祉文化 

人間の尊厳を支える介護の重要性を理解し、介護にかかわる制度について利用者、家族の視点から考えるこ

とができる介護福祉士を養成します。 

 

教育方法 

講義では、テキストをベースとしていますが、福祉新聞、行政資料などを用いて毎回、レジメを作成しています。

また、適宜、グループワークを取り入れ、自分の考えを整理し、表現してグループの意見をまとめる過程を重視

しています。 

 

他者評価 

学生の評価は概ね 4点前後です。分かり易さという点で評価を得ています。 

学生の学修成果 

福祉文化の授業では、施設の歴史と文化について、学生が質問を考え、施設を訪問して聞き取りを行い、結果

をまとめ考察するアクティブラーニング型の授業を展開しました。その結果は「施設訪問を通した学びの成果発

表」というタイトルで報告しています（「大学教育再生加速プログラム事業成果報告会」平成 30年度長崎短期大

学 APシンポジウム）。 

 

今後の目標（短期・長期） 

短期的には制度の概要と体系について理解を深めます。長期的には制度の問題と課題、意義について理解を

深めます。 

 

専門分野 （学問分野／専攻） 

社会福祉学関連 社会学関連  

研究テーマ （研究領域） 

地域福祉 高齢者福祉 社会福祉 

所属学会 

日本社会福祉学会 日本地域福祉学会 福祉社会学会 

学歴・学位･免許資格 

平成 12年 3月 

平成 17年 5月 

博士（水産学） 

専門社会調査士 

平成 21年 3月 

令和 4年 3月 

社会福祉士 

博士（地域マネジメント） 



職歴 

平成 19年 4月 ILPお茶の水医療福祉専門学校 講師 

平成 23年 9月 長崎短期大学保育学科介護福祉専攻 講師 

平成 28年 4月 長崎短期大学保育学科介護福祉専攻 准教授 

平成 30年 4月 長崎短期大学保育学科介護福祉 教授（令和 2年 3月まで） 

令和 2年 4月 長崎短期大学地域共生学科介護福祉コース長・教授（現在に至る） 

教育研究業績         著書、学術論文等の名称                発行所、発表雑誌等又は発表学会等 

平成 29年 3月 

 

 

「介護予防・日常生活支援総合事業における新たなサ

ービスの開発と利用に関する一考察－長崎県佐々町を

事例に－」 

日本社会分析学会『社会分析』 

44 号（特集：社会福祉と共同性

体）（単著） 

平成 31年 3月 「住民主体による支援を開発する意義に関する検討」 

 

長崎短期大学『長崎短期大学研

究紀要』第 31号（単著） 

平成 31年 4月 

 

 

総合事業は独居高齢者を支え切れるか 

 

 

 『地域包括ケアをリードする 医

療と介護 Next』第 5 巻 2 号（単

著） 

令和 3年 3月 

 

 

 

書評『「実践」が＜理論＞をコントロールするのであっ

て、＜理論＞が「実践」をコントロールするのではない－

ソーシャルワーカーが「≪いま－ここ≫における実践」に

対する能力へ覚醒すること』 

日本社会分析学会『社会分析』48

号（単著） 

 

 

令和 4年 3月 

 

介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体の

支援・活動の開発に関する研究（博士論文） 

長崎国際大学 

 

社会における活動等 （学会・研究会等の委員・役員／講演会／社会貢献／表彰／他） 

令和 2年 4月 平戸市介護保険事業計画等策定委員会 委員（現在に至る） 

令和 3年 2月 令和 2年度長崎短期大学市民公開講座講師 

令和 3年 5月 長崎県令和 3 年度介護現場における多様な働き方導入推進事業実施業務委託にかかる総

合評価一般競争入札審査委員会委員（令和 3年 7月まで） 

令和 3年 6月 社会福祉法人大空の会評議員（現在に至る） 

令和 3年 12月 佐世保地域支え合いセミナー「地域福祉講演会」講師 

 



Faculty introduction（Educational achievements） 

Name   Position Affiliation（Department, etc.） 

Fujishima Norihito   Professor Department of Regional Collaboration 

/ Care and Welfare Course 

Education philosophy（Message to students） 

A long-term care worker is a profession that supports the independence of people in need of long-term care. 

We value the lives of people in need of long-term care and train students to support local long-term care and 

welfare. 

 

Educational responsibilities 

Understanding  society Human dignity and independence Human Relationships and communication 

Social welfare Child and family support theory Introduction to social welfare 

welfare culture   

We train long-term care workers who understand the importance of long-term care that supports human 

dignity and can think about the system related to long-term care from the perspectives of users and their 

families. 

 

Education method 

For each lecture, we create a syllabus based on the textbook, using welfare newspapers and administrative 

materials. In addition, we emphasize the process of incorporating group work as appropriate, organizing and 

expressing one's thoughts, and summarizing the opinions of the group. 

 

Evaluation by others 

Students' rating is about 4 points. Classes are highly evaluated for their ease of understanding. 

Student achievements 

In the welfare culture class, students asked questions about the history and culture of the facility, visited the 

facility to hear, and developed an active learning type class to summarize and consider the results. The results 

are reported under the title of "Announcement of Learning Results through Facility Visits" ("University 

Education Regeneration Acceleration Program Business Results Report Meeting" 2018 Nagasaki Junior 

College AP Symposium). 

 

Future goals (short term and long term) 

In the short term, to deepen understanding of the outline and function of the system. In the long term, to 

deepen our understanding of the problems, issues and significance of the system. 

Specialized field (academic field / major) 

Social welfare related Sociology related  

Research theme (research area) 

Community welfare, social welfare, elderly welfare 

Academic societies 

Japan Society of Social 

Welfare 

Japan Community Welfare Society 

 

 Welfare Society 

 



Educational background ・ degree ・ license 

March 2000 Doctor (Fisheries) 

May 2005 Professional social investigator 

March 2009 

March 2022 

Social worker 

Doctor 

Work history 

April 2007 ILP Ochanomizu Medical Welfare College Lecturer 

September 

2011 

Lecturer, Nagasaki Junior College 

April 2016 Associate Professor, Department of Child Care, Nagasaki Junior College 

April 2018 Professor, Department of Childcare, Nagasaki Junior College (until March 2020) 

April 2020 

 

Nagasaki Junior College Department of Community Symbiosis Care and Welfare Course 

Director / Professor (To date) 

Educational research achievements    

Names of books, academic papers, etc.    Publication office, publication magazine, etc. 

March 2014 “Fundamental study on the role and issues of nursing 

homes for individual support for the elderly at home” 

Nagasaki Junior College Nagasaki 

Junior College Bulletin No. 26 

(Single) 

March 2016 “ Development and Challenges of General Care 

Prevention / Daily Life Support Project: A Case Study 

of Sasaki Town, Nagasaki Prefecture” 

Nagasaki Junior College, Nagasaki 

Junior College Bulletin 28th 

(Single) 

March 2017 “A study on the development and use of new services in 

the comprehensive care prevention and daily life 

support project: A case study of Sasaki Town, Nagasaki 

Prefecture” 

Japan Society for Social Analysis 

“Social Analysis” No. 44 (Special 

Feature: Social Welfare and 

Community) (Single) 

March 2018 "Examination of the significance of developing support 

by residents" 

Nagasaki Junior College, Bulletin 

of Nagasaki Junior College, No. 29 

(Single) 

April 2019 Can the comprehensive business support the elderly 

living alone? 

Medica Publishing, “Leading 

Regional Comprehensive Care, 

Medical and Care Next” Vol. 5, No. 

2 (Single) 

March 2021 Book Review, Practice before Theory, not Theory before 

Practice-Social workers Awaken to Practice in the 

here-and-now. 

Japan Society for Social Analysis 

"Social Analysis" No. 48 (Single) 

March 2022 Research on the development of community-based 

support and activities in the comprehensive care 

prevention and daily life support project (doctoral 

dissertation) 

Nagasaki International University 

 

Activities in society (Members / Executive Committee / Executives / Social Contribution / Awards / Others) 

April 2020 Hirado City Nursing Care Insurance Business Plan Development Committee Member (To 



date) 

February 

2021 

Reiwa 2nd year Nagasaki Junior College public lecture "Significance of salon activities" 

shared report 

May 2021 

 

Nagasaki Prefecture Reiwa 3rd year Comprehensive evaluation general competitive bidding 

examination committee member (until July 3rd year of Reiwa) related to outsourcing of 

various work style introduction promotion projects at nursing care sites 

June 2021 Councilor of the social welfare corporation Ozora (to the present) 

December 

2021 

Lecturer of Sasebo Community Support Seminar "Community Welfare Lecture" 

 


