
教員紹介（教育業績書） 

氏名  ひらがな 職位 所属（学科等） 

花城 暢一          はなしろ のぶかず 教授 保育学科 

教育理念（学生へのメッセージ） 

 保育者の役割は幅広く・奥深いものです。一人ひとりの子どもの成長や生活の安心・安全を支え、保護者の

気持ちを受容・共感して子育てを支えていくことも大切な役割になってきます。そのような役割を担う専門職に

なりたいという皆さんの夢の実現に向けて精一杯サポートしていきます。 

教育の責務 

担当科目 ： 社会的養護Ⅰ、子育て支援、保育実習Ⅰ（施設）、保育実習指導Ⅰ（施設）、卒業研究Ⅰ・Ⅱ、

子ども家庭援助技術特論、世代間交流論など 

※保育者に必要な社会的養護の支援を身に付け、子どもや保護者を支える実践的な知識・技能および心豊

かな人間力等を養うためのサポートを授業（講義・演習）および実習を通して行っていきます。 

教育方法 

 授業では、少しでも「福祉」の視点に興味・関心を持ってもらえるような授業内容（教材）を工夫し、一人ひとり

の学びを支える働きかけ（コミュニケーション）を大切にしていきたいと考えています。 

 

他者評価 

 学生の立場に立って、学生の視点を大切にしながら授業を行うことをモットーにしています。その点について

は、学生による授業評価や教員間のピュアレビューからも温かな評価を頂いています。今後も学生や先生方

の声を参考にして、主体的に学ぶ力や課題解決能力を向上していく授業内容を工夫していきたいと思います。 

学生の学修成果 

 実習などに必要な専門的な知識・技術、実践的な能力を身に付けることができる授業をめざします。 

今後の目標（短期・長期） 

短期目標 ： 教育目的である「保育に必要な技能の習得を通して、心豊かな人間力を養う」ためのサポートを

行います。 

長期目標 ： 卒業後も「地域の保育の発展と向上に貢献できる保育者」となるためのサポートを行います。 

専門分野 （学問分野／専攻） 

地域福祉   

研究テーマ （研究領域） 

地域子育て支援 

所属学会 

日本社会福祉学会、日本地域福祉学会、日本福祉教育・ボランティア学習学会、日本保育学会 

学歴・学位･免許資格 

平成 11年 3月 日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士前期課程修了 社会福祉学修士 

職歴 

平成 11年 4月 社会福祉法人氷見市社会福祉協議会入局（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）（平成 13年 3月まで） 

平成 13年 4月 特定非営利活動法人日本地域福祉研究所（事務局員）（平成 15年 3月まで） 

平成 14年 9月 日本社会事業大学実習指導講師（非常勤）（見学実習指導）（平成 14年 12月まで） 

平成 15年 4月 長崎短期大学 保育学科 講師（養護原理、社会福祉援助技術等）（平成 24年 3月まで） 

平成 24年 4月 長崎短期大学 保育学科 准教授（社会的養護、相談援助等）（平成 30年 3月まで） 

平成 30年 4月 長崎短期大学 保育学科 教授（社会的養護、相談援助、卒業研究等）（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 

【学術論文】   

平成 11年 3月 在宅サービスを中心とした地域福祉実践の方法に関する

－考察－コミュニティ・ソーシャルワークの展開に向けて－ 

日本社会福祉事業大学大学院 

修士論文 

 

平成 14年 8月 コミュニティソーシャルワークの展開に関する一考察 

（査読付き論文） 

日本社会福祉学会『社会福祉

学』第 43-1巻、pp.112-124 

 

平成 18年 3月 離島・過疎地域におけるケアリング・コミュニティ形成に関

する研究（その 1） 

長崎国際大学『長崎国際大学論

叢』第 6巻、pp.143-152 

 

平成 19年 3月 地域の歴史や文化の伝承と保育者の役割～光る紙芝居

の制作・上演の指導を通して～ 

長崎短期大学『研究紀要』第 19

号、pp.73-93 

 

平成 19年 3月 離島・過疎地域におけるケアリング・コミュニティ形成に関

する研究（その 2） 

長崎国際大学社会福祉学会『研

究紀要』第 3号 pp.1-11 

 

平成 20年 3月 地域の歴史・文化・自然を活用した保育活動の考察～総

合演習の取り組みを通して～ 

長崎短期大学『研究紀要』第 20

号、pp.11-24 

 

平成 22年 3月 地域の子育て環境に関する考察～地域交流を通して～ 長崎短期大学『研究紀要』第 22

号、pp.21-38 

 

令和 3年 4月 地域における子育て支援活動の現状と課題について－フ

ァミリー・サポート・センター事業の考察を通して－ 

長崎短期大学『研究紀要』第 33

号、pp.13-22 

 

【学会発表】   

平成 11年 11月 氷見市における福祉教育実践の展開と課題－市社協の

支援のあり方について－ 

日本福祉教育・ボランティア学習

学会第 5回全国大会 

 

平成 12年 6月 地域福祉実践の方法に関する一考察～コミュニティ・ソー

シャルワークの展開に向けて～ 

日本地域福祉学会第 14 回全国

大会 

 

平成 12年 11月 地域を基盤とした福祉教育における社会福祉協議会の

支援のあり方－氷見市における「保育所・幼稚園内シル

バー談話室事業」の評価を通して－ 

日本福祉教育・ボランティア学習

学会第 6回全国大会 

平成 13年 10月 コミュニティ・ソーシャルワークの展開に関する基礎的研

究 

日本社会福祉学会第 49 回全国

大会 

平成 14年 6月 職員参加による活動計画のモニタリング手法について～

第二次目黒区地域福祉活動計画（あいねっとプランⅡ）

の策定過程を通して～ 

日本地域福祉学会第 16 回全国

大会 

平成 18年 6月 離島・過疎地域におけるケアリング・コミュニティ形成に関

する研究（その 1） 

日本地域福祉学会第 20 回全国

大会 

 



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） 

【社会活動】  

平成 13年 4月 特定非営利活動法人日本地域福祉研究所 所員（現在に至る） 

平成 24年 8月 長崎県教員免許状更新講習 講師（令和 4年 3月まで） 

平成 25年 9月 佐世保市ファミリーサポートセンター「会員養成講座」講師（現在に至る） 

平成 28年 4月 九州文化学園歯科衛生士学院「学校関係者評価委員会及び教育課程編成委員会」委員 

（現在に至る） 

平成 29年 4月 長崎県教員免許状更新講習連絡協議会議 委員（令和 2年 3月末まで） 

平成 30年 4月 社会福祉法人若竹寮 児童養護施設 若竹の家 苦情解決第三者委員（現在に至る） 

令和元年 10月 社会福祉法人南高愛隣会 共同作業所「佐世保中央 運営推進会議」委員（現在に至る） 

【表彰】  

平成 28年 3月 平成２７年度 長崎短期大学ベストティーチャー賞 受賞 

 



Faculty introduction（Educational achievements） 

Name   Position Affiliation（Department, etc.） 

Hanashiro Nobukazu  Professor Department of Early childhood Education 

Education philosophy（Message to students） 

The role of childcare workers is broad and profound. It is important to support the safety and growth of each 

child, and to empathize with the feelings of parents. I will do my utmost to help students realize their dreams of 

entering a profession that plays such a role. 

Educational responsibilities 

Social careⅠ Childcare Training (childcare 

training guidance I) (facility) 

Practicum Guidance for the 

childcare(facility) 

Graduation ResearchⅠ・Ⅱ Special Lecture on Family Social 

work 

Intergenerational Exchange 

Theory 

Through classes (lectures / exercises) and practical training, I provide support for childcare students to 

acquire the necessary social care support skills and to develop practical knowledge, skills and empathy to 

support children and parents. 

Education method 

In class, I devise teaching materials that will make students interested in the role of "welfare" as much as 

possible, and prioritize communication that supports each students learning. 

Evaluation by others 

My motto is to give lessons that value students points of view. This point has been warmly praised by 

students' class evaluations, and in peer reviews from teachers. In the future, I would like to continue to create 

lesson content that will improve students ability to learn independently and solve problems. 

Student achievements 

I aim to provide lessons that allow students to acquire the specialized knowledge, skills, and practical abilities 

necessary for practical application. 

Future goals (short term and long term) 

Short-term goal: I will support students to "become well-rounded people and acquire the skills necessary for 

childcare." 

Long-term goal: I will support students to become childcare workers who can contribute to the development 

and improvement of local childcare after graduation. 

 

Specialized field (academic field / major) 

 Community work   

Research theme (research area) 

Community-based Childcare Support  

Academic societies 

Japanese Society for Study of Social Welfare 

Japanese Research Association for Community Development 

Japan Academic Association of Socio-education and Service Learning 

Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education 

Educational background ・ degree ・ license 



March 1999 Completed the master's program at the Graduate School of Social Welfare, Japan College of 

Social Work, Master of Social Welfare 

Work history 

April 1999 Joined the Himi City Council of Social Welfare (Volunteer Coordinator) (until March 2001) 

April 2001 Specified non-profit organization Japan Institute of Community work (secretariat) (until 

March 2003) 

September 

2002 

Japan College of Social Work Practical Guidance Lecturer (part-time) (Visit Practical 

Guidance) (until December 2002) 

April 2003 Nagasaki Junior College Department of Childcare Lecturer (Principles of Nursing, Social 

Welfare Assistance Technology, etc.) (until March 2012) 

April 2012 Nagasaki Junior College Department of Childcare Associate Professor (social care, 

consultation support, etc.) (until March 2018) 

April 2018 Professor, Department of Childcare, Nagasaki Junior College (social care, social work, 

graduation research, etc.) (To the present) 

Educational research achievements          

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

【academic paper】  

March 1999 Regarding methods of community-based 

social work practice centered on home-based 

services-Consideration-Toward the 

development of community social work- 

Graduate School of Social Welfare, Japan 

College of Social Work, Japan 

master's thesis 

August 2002 A Study on the Development of Community 

Social Work 

(Refereed paper) 

Japanese Society for the study of Social 

Welfare "Japanese Journal of Social Welfare" 

Vol. 43-1, pp.112-124 

March 2006 Research on caring community formation in 

remote islands and depopulated areas (Part 1) 

Nagasaki International University "Nagasaki 

International University Theory" Volume 6, 

pp.143-152 

March 2007 Tradition of local history and culture and the 

role of childcare workers-Through guidance 

on the production and performance of shining 

picture-story shows- 

Nagasaki Junior College "Bulletin of Research" 

No. 19, pp.73-93 

March 2007 Research on caring community formation in 

remote islands and depopulated areas (Part 2) 

Nagasaki International University Social 

Welfare Society "Bulletin of Research" No. 3 

pp.1-11 

March 2008 Consideration of childcare activities that 

utilize the history, culture, and nature of the 

region-Through the efforts of comprehensive 

exercises- 

Nagasaki Junior College "Bulletin of Research" 

No. 20, pp.11-24 

March 2010 Consideration on local child-rearing 

environment-Through regional exchange- 

Nagasaki Junior College "Bulletin of Research" 

No. 22, pp.21-38 

March 2021 About the current situation and issues of Nagasaki Junior College "Bulletin of Research" 



Child-Rearing Support Activities in the 

community-Through consideration of a 

Family Support Center- 

No. 33, （scheduled to be published） 

pp.13-22 

【Conference presentation】  

November 1999 Development and issues of welfare education 

practice in Himi City-About the way of 

support of city co-op- 

Japan Academic Association of 

Socio-education and Service Learning 5th 

Convention 

June 2000 A Study on Methods of Community Welfare 

Practice-Toward the Development of 

Community and Social Work- 

Japanese Research Association for 

Community Development 14th Convention 

November 2000 How the Council of Social Welfare should 

support in community-based welfare 

education-Through the evaluation of the 

"Silver lounge project in nursery schools and 

kindergartens" in Himi City- 

Japan Academic Association of 

Socio-education and Service Learning 6th 

Convention 

October 2001 Basic research on the development of 

community and social work 

Japanese Society for Study of Social Welfare 

49th Convention 

June 2002 About the monitoring method of the activity 

plan with the participation of staff-Through 

the process of formulating the second 

Meguro-ku community-based welfare activity 

plan (Ainetto Plan II)- 

Japanese Research Association for 

Community Development 16th Convention 

June 2006 Research on caring community formation in 

remote islands and depopulated areas (Part 1) 

Japanese Research Association for 

Community Development 20th Convention 

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

[Social activities] 

April 2001 Specified non-profit corporation Japan Institute of Community work staff (to the present) 

August 2012 Nagasaki Prefecture Teacher License Renewal Course Lecturer (until the end of March year of 

2022) 

September2013 Sasebo City Family Support Center "Membership Training Course" Lecturer (to the present) 

April 2016 Member of "School Personnel Evaluation Committee and Curriculum Organization Committee" 

of Kyushu Bunka Gakuen Dental Hygienist Academy (to the present) 

April 2017 Nagasaki Prefecture Teacher License Renewal Course Liaison Council Member (until the end 

of March year of 2020) 

April 2018 Social welfare corporation Wakatake Dormitory Children's Nursing Home Wakatakenoie 

Complaint resolution third party committee (to the present) 

October 2019 Member of the social welfare corporation Nankoairin Association "Sasebo Chuo Management 

Promotion Council" (to the present) 

[Awards]  

March 2016 Received the 2015 Nagasaki Junior College Best Teacher Award 

 


