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■ 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）     

                          

横川 剛毅（ﾖｺｶﾜ ｺﾞｳｷ）  和泉短期大学 児童福祉学科 教授 

 

■ 担当科目 

特別支援保育Ⅰ、教育・保育相談の理論と方法、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導（幼稚園）、 

障がい者の生活支援 

■ 専門分野及び関連分野 

  障がい者福祉 

■ 最終学歴 

  東海大学文学研究科コミュニケーション学専攻 博士後期課程単位取得満期退学 

■ 最終学位 

  修士（保健福祉学） 

■ 職歴 

神奈川県立津久井やまゆり園 障害者支援施設支援員（1993.4～1997.3） 

神奈川県立中井やまゆり園 障害者支援施設支援員（1997.4～2003.3） 

学校法人聖隷学園 聖隷クリストファー大学助手（2003.4～2005.3） 

■ 所属学会 

  日本社会福祉学会、日本地域福祉学会、日本キリスト教社会福祉学会、日本子ども家庭福祉学会、障害学会 

■ 学生指導 

  グループアドバイザー 

■ 研究テーマ 

 （長期）障がいのある人の支援者についての研究 

（短期）優れた社会事業家についての人物研究 

■ 社会的活動 〔2012年度以降を記載〕 

【委員等】 

１．2012/4/1～2016/3/31   宗教法人ふじみキリスト教会 執事 

２．2012/11/17～       社会福祉法人白十字林間学校理事（現職） 

３．2013/4/1～2017/3/31   一般社団法人日本社会福祉教育学校連盟 運営委員 

４．2014/4/20～2020/3/31   横浜市福祉サービス第三者評価推進委員会 副委員長 

５．2014/4/20～2020/3/31  横浜市福祉サービス第三者評価委推進委員会障害分科会 委員長 

６．2015/4/1～        公益財団法人鉄道弘済会 総合福祉センター弘済学園 第三者委員（現職） 

７．2015/5/29～2019/6/19  社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 監事 

８．2015/6/1～2017/5/31   寒川町地域福祉計画推進委員会 副委員長 

９．2015/8/1～2017/3/31   大和市障がい福祉計画審議会 副委員長 

10．2016/4/1～2017/3/31    日本短期大学基準協会 第三者評価 評価員 

11．2016/5/27～2017/6/30   相模原市総合計画審議会 委員 

12．2017/4/1～2021/3/31   宗教法人ふじみキリスト教会 執事 

13．2017/6/24～2021/6/26  日本キリスト教社会福祉学会理論研究委員会 委員 

14．2017/9/1～2019/3/31   神奈川県立子ども自立生活支援センター 第三者委員 

15．2019/4/1～2020/3/31   日本短期大学基準協会 第三者評価 評価員 

16．2019/6/14～        社会福祉法人愛慈会 理事（現職） 

17．2020/4/1～2021/3/31   日本短期大学基準協会 第三者評価 評価員（現職） 

18. 2021/6/26～       日本キリスト教社会福祉学会学会誌編集委員会 委員（現職） 

19. 2022/4/1～            日本短期大学基準協会 第三者評価 評価員（現職） 
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20. 2022/4/1～            宗教法人ふじみキリスト教会 執事 

【研修講師等】 

１．2012/5/25   全国社会福祉協議会社会福祉主事資格認定通信課程面接授業 講師 

２．2012/11/13  特定非営利活動あいの木研修会 講師 

３．2013/1/26   相模原市障害児者団体連合会研修会 講師 

４．2013/3/23   社会福祉法人白十字林間学校新入職員研修 講師 

５．2013/9/6    社会福祉法人キリスト教奉仕団アガペ交換研修 講師 

６．2013/12/19  横浜市障害者施設等管理者向け障害者虐待防止研修 講師 

７．2014/2/06   横浜市障害者施設等管理者向け障害者虐待防止研修 講師 

８．2014/3/11   神奈川県県央障害保健福祉圏域権利擁護ネットワーク研修 講師 

９．2014/9/25   神奈川県湘南東部障害福祉相談員研修会 講師 

10．2014/12/4   神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修 講師 

11．2014/12/9   横浜市障害者施設等管理者向け 障害者虐待防止研修 講師 

12．2015/8/7     社会福祉法人県央福祉会 平成28年度採用内定者研修 講師 

13．2015/11/5    相模原市社会福祉事業団 要約筆記者養成講座 講師 

14．2015/11/6    神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修 講師 

15．2015/12/3    横浜市障害者施設管理者向け虐待防止研修 講師 

16．2015/12/4    相模原市社会福祉事業団 障害者虐待防止権利擁護研修 講師 

17．2016/8/19   公益財団法人鉄道弘済会 総合福祉センター弘済学園 全職員研修 講師 

18．2016/10/7   相模原市社会福祉事業団 障害者虐待防止権利擁護研修 講師 

19．2016/11/10   相模原市社会福祉事業団 要約筆記者養成講座 講師 

20．2016/12/2   相模原市社会福祉事業団 障害者虐待防止権利擁護研修 講師 

21．2016/12/20   神奈川県新任民生委員児童委員研修 講師 

22．2017/1/31   神奈川県身体障害者・知的障害者福祉相談員研修会 講師 

23．2017/3/10   特定非営利活動法人あいの木職員研修 講師 

24．2017/3/29   特定非営利活動法人Shining POPO職員研修 講師 

25．2017/10/13  相模原市社会福祉事業団 障害者虐待防止権利擁護研修 講師 

26．2017/10/18  神奈川県立さがみ緑風園 虐待防止公開講座 講師 

27．2017/11/9   相模原市社会福祉事業団 要約筆記者養成講座 講師 

28．2018/8/24   神奈川県県西地区障害者施設権利擁護ネットワーク 合同研修会 講師 

29．2018/10/19  相模原市社会福祉事業団 障害者虐待防止権利擁護研修 講師 

30．2018/11/15  相模原市社会福祉事業団 要約筆記者養成講座 講師 

31．2019/10/18  相模原市社会福祉事業団 障害者虐待防止権利擁護研修 講師 

32. 2020/2/20   相模原市就職支援センター 保育の就職支援セミナー 講師 

33．2021/1/30   相模原市就職支援センター 保育の就職支援セミナー 講師 

34．2021/2/13   特定非営利活動法人神奈川フォスターケアプロジェクト研修会 講師 

35. 2021/7/12   西南女学院大学・西南女学院短期大学部チャペル 奨励 

36. 2022/1/29     相模原市就職支援センター 保育の就職支援セミナー 講師 

■ 研究業績（著書・論文等）〔2012年度以降を記載〕 

【著書】 

１.「シリーズ介護福祉士養成テキストブック」 第3巻『社会の理解[第2版]』（共著）2014/3/31 

２.「演習・保育と相談援助[第2版]」（共著）2014/3/31 

３.「事前・事後学習のポイントを理解！保育所・幼稚園・福祉施設実習ステップブック」（共著）2016/4/1 

４．「知的障害援助専門員養成通信教育テキスト 2016 知的障害者援助技術」（共著）2016/4/1 

５．「子ども家庭支援」（共著）2020/2/10 

６．「事前・事後学習のポイントを理解！保育所・幼稚園・福祉施設実習ステップブック第 2版」（共著）2020/4/30 

 

【論文】 

１. 「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待防止に関する研究」（共著） 
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2014/3/15 和泉短期大学研究紀要第34号 

２. 「PEPⅢに基づく自閉症スペクトラム幼児への支援 -虐待予防についての一考察‐」（共著） 

2014/3/15 和泉短期大学研究紀要第 34号 

３. 「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待防止に関する研究（2）」（共著） 

2015/3/15 和泉短期大学研究紀要第 35号 

４. 「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待防止に関する研究（3）」（共著） 

2016/3/15 和泉短期大学研究紀要第 36号 

５. 「保育者養成校における子育て支援‐学生の主体を支える教員の視点に着目して‐」（共著） 

2016/3/15 和泉短期大学研究紀要第 36号 

６. 「障害児・者福祉サービス等における意思決定支援及び権利擁護に関する基礎研究」（共著） 

2017/3/15 和泉短期大学研究紀要第 37号 

７. 「障害児支援における意思決定支援及び権利擁護に関する基礎研究」（共著） 

                             2018/3/15 和泉短期大学研究紀要第 38号 

８. 「障がい児保育の授業内容に関する研究－ 新任教諭へのインタビュー調査を通じて －」（共著） 

                             2018/3/15 和泉短期大学研究紀要第 38号 

９. 「和泉短期大学における教科目・障がい者福祉論」（単著） 

2019/3/15 和泉短期大学教職研究第 2号 

10. 「重症心身障害児・者支援における意思決定支援に関する基礎研究」（共著） 

2020/3/15 和泉短期大学研究紀要第 40号 

11. 「遠隔による短期大学認証評価に関する考察」（単著）  2021/3/15 和泉短期大学研究紀要第 41号 

12. 「特別支援保育の学びと学生の自己肯定感」（単著）    2022/3/15  和泉短期大学教職研究第 4号 

 

【研究ノート】 

１．「和泉短期大学における社会福祉教育のあり方に関する一考察」（共著） 

2017/3/14 和泉短期大学研究紀要第37号 

 ２．「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待防止に関する研究（4）」（共著） 

                              2020/3/15 和泉短期大学研究紀要第40号 

 

【依頼原稿】 

１.「コミュニケーションスキルを高める(1)聴くこと・観察すること」（単著） 

2014/10/15 知的障害福祉研究さぽーと 693号 

２.「コミュニケーションスキルを高める(2)話すこと・伝えること」（単著） 

2014/11/15 知的障害福祉研究さぽーと 694号 

３.「人に伝える技術を学ぼう」（単著）          2016/1/15  知的障害福祉研究さぽーと 708号 

 

【報告】 

１.「相談援助実習指導における少人数制を活用した授業運営と評価方法に関する研究」（共著） 

2014/2/28 大妻女子大学人間生活文化研究 NO.23 

  ２．「日本キリスト教社会福祉学会理論研究委員会（関東班）成果報告」（共著） 

                            2022/1/31  日本キリスト教社会福祉学研究 54号 

 

【ブックガイド】 

１.「落ち穂を拾う 福祉と福音」            2022/1/31  日本キリスト教社会福祉学研究 54号 

 

■ 研究業績 （学会発表）〔2011年度以降を記載〕 

１.「キリスト教会における合理的配慮―情報保障面を中心に―」（単独） 

2016/6/24 日本キリスト教社会福祉学会第57回大会 

 


