
氏名 船木 昭夫 （FUNAKI Akio） 

所属 社会学部社会学科 

職名 教授 

生年月日 1956年 6月 6日 

[履歴] 

 [学歴] 

  1979 年 3月 東北福祉大学社会福祉学部社会福祉学科卒業 

 [学位] 

  社会学士 

 [職歴] 

  1979年 4月 八甲病院 精神科ソーシャルワーカー 

  1997年 4月 精神障害者地域生活支援センター八甲 精神科ソーシャルワーカー 

  2001年 4月 むつ総合病院精神科 精神保健福祉士 

  2002年 4月、青森大学社会学部社会福祉学科・助教授 

2007年 4月、青森大学社会学部社会福祉学科・教授 

2015年 4月、青森大学社会学部社会学科・教授 

2020年 4月、青森大学オープンカレッジ所長 

2020年 4月、青森大学学生相談・特別支援センター長 

 [受賞] 

  東北地方更生保護委員会感謝状 2006 

  札幌矯正管区感謝状 2012 

  法務大臣感謝状 2017 

青森保護観察所長感謝状 2018 

東北更生保護委員会感謝状 2019 

 [所属学会] 

  日本精神保健士協会 

SST 普及協会 

日本矯正教育学会 

 

[教育活動] 

 [担当科目]  

  医療ソーシャルワーク援助論、更生保護制度、精神保健福祉援助演習Ⅰ、社会福祉学

演習 A・B、コミュニケーショントレーニング、精神保健福祉援助技術各論、社会福祉

援助技術演習Ⅱ、人間関係とコミュニケーション、家族関係学、保健医療サービス 

  保健医療概論、コミュニケーション技術、精神保健福祉援助演習（基礎）、医療ソーシ

ャルワーク論、精神保健福祉論、精神障害者の生活支援システム、基礎演習Ａ・Ｂ、



精神保健福祉援助技術各論、精神保健福祉に関する制度とサービス、更生保護論 

2020年度 

医療ソーシャルワーク論、保健医療サービス、コミュニケーション技術、更生保護制

度、精神保健福祉援助技術演習、精神障害者の生活支援システム、 

精神保健福祉に関する制度とサービス、精神保健の課題と支援（社会学部） 

コミュニケーション入門、薬倫理学（薬学部） 

地域貢献基礎演習、地域貢献演習、ボランテイア活動等（全学部：経営・社会・ソフ

ト・薬学） 

特別支援教育概論（教職科目） 

 

 [卒業研究指導]  

  2007年卒業研究： 17名 

  2008年卒業研究： 19名 

2009年卒業研究：  2名 

2021年卒業研究：  1名 

   

 [ゼミ指導]   

  2006年 科学方法論演習Ⅰ・Ⅱ（2年ゼミ）：20名 

      社会福祉学演習ⅠA・B（3年ゼミ）：19名 

  2007年 社会福祉学演習ⅠA・B（3年ゼミ）：19名 

      社会福祉学演習ⅡA・B（４年ゼミ）：17名 

  2008年 社会福祉学演習ⅡA・B（４年ゼミ）：19名 

  2009年 社会福祉学演習 A・B（４年ゼミ）：21名 

  2010年 社会福祉学演習 A・B（４年ゼミ）：16名 

  2011年 社会福祉学演習 A・B（４年ゼミ）：14名 

      社会福祉学基礎演習 A・B（1年ゼミ）：17名 

  2012年 一般教養演習  Ⅰ･Ⅱ (1年ゼミ)：17名 

  2013年 社会学部基礎演習 A・B（1年ゼミ）：18名 

  2017年 入門演習（1年ゼミ）5名 

  2018年 入門演習（1年ゼミ）5名 

  2019年 入門演習（1年ゼミ）5名 

  2020年 入門演習（1年ゼミ）5名 

  2021年 入門演習（1年ゼミ）5名 

 

[教育指導に関する特記事項]  

１，社会福祉士国家試験支援のため、特別講義を行っている。 



２，精神保健福祉士国家試験支援のため、特別講義を行っている。 

３，精神保健福祉の理解のため、学生とともに精神科病院、精神保健福祉施設等に訪 

問し、利用者等と交流している。 

４，更生保護の理解のため、学生とともに更生保護施設プラザあすなろに訪問し、利用

者と交流している。 

５．全学新入生の「基礎スタンダード科目」においてアイスブレイクの時間を担当して

いる。 

  

[研究活動] 

 [研究テーマ] 

 （１）精神保健福祉 

 （２）認知行動療法・ＳＳＴ（ソーシャル・スキルズ・トレーニング） 

 （３）福祉オンブズマン活動のあり方 

 （４）自殺予防対策 

 

[著書、論文、総説] 

1, 船木昭夫： 「精神障害者雇用促進事業の調査・研究報告書」、青森県精神障害 

者雇用促進事業評価委員会編、青森県精神障害者社会復帰施設協会、2006、 

2, 船木昭夫： 「ジョブサポーター育成研修テキスト」、P110～P119 第 9章ジ 

ョブコーチロールプレイ―『障害者とのコミュニケーション』、青森県すこやか 

福祉事業団監修 2006、 

  3,  船木昭夫： エッセイＳＳＴと私「SSTでなにが変わるか」、こころの科学 本 

人・家族のための SST 実践ガイド、P 101-102、日本評論社 2008、 

  4,  船木昭夫：「青森県自殺対策取り組み検証事業報告書」、青森県自殺対策検証研究会、

2011～2020 

  5,  船木昭夫：「更生を支援する民間協力者－心の触れ合いの中でⅡ－」、『受刑者の仮

釈放前指導時のＳＳＴに関わって』Ｐ236－245、公益財団法人矯正協会 2019 

 

[研究費の取得状況] 

   1, 船木昭夫： 介護福祉士養成施設動向調査、1,710,000円、青森県健康福祉部、 

2009、 

  2, 船木昭夫： 青森県自殺対策取り組み検証事業、3,899,500円、青森県、2011～2020 

  3.  船木昭夫： 科研 B 185,000円 2020 科研 B 57,000円 2021 

 

[その他の活動] 

 [公開講座、講演、セミナー]  



 公開講座の企画・開催運営を担当する。 

 1，ルーテル学院大総合人間学研究科教授 前田 ケイ氏、「豊かな社会生活と人間 

関係力」、2008、6月 

 2，ホテル青森社長 久保 和見氏、「ホテル経営と心の健康」、2008、10月 

 3，弘前・愛成会病院長 田崎 博一氏、「精神障害治療への取り組みの現状」、2008、 

10月 

 4、青森大学客員教授 大谷良光氏、「ネット健康被害とネット依存」、2019、11月 

 

［実装研究］ 

高齢者の詐欺被害を防ぐしなやかな地域連携モデルの研究開発 2018～ 

 

［教員免許状更新講習］ 

１，子供、教師のためのＳＳＴ（ソーシャル・スキルズ・トレーニング）、選択必修 

２，いじめと自殺予防教育の基礎、選択必修 

３，子供、教師のためのＳＳＴ（ソーシャル・スキルズ・トレーニング）、選択 

 

 ［講演、出張講義等］ 

  学校法人古川学園高等学校、「高校生のこころの健康」、古川市、2006、8月 

 八戸市教育委員会、「明るい職場・家庭とメンタルヘルス」、八戸市、2006、8月 

 青森市男女共同参画課、「メンタルヘルスについて」、青森市女性の家、2006、9月 

 上十三地区家族学習交流会、「自分らしく生きるために」、十和田市、2006、10月 

 むつ市立角違小中学校、「未成年者の飲酒は危険です」、むつ市、2006、11月 

 青森県立百石高校、「ストレスとコミュニケーション」、百石町、2006、11月 

 野辺地町教育委員会、「ストレスとコミュニケーション」、野辺地町、2006、11月 

 ホテル青森職員研修「明るい職場・家庭とメンタルヘルス」、ホテル青森、2006、12月 

家庭裁判所調査官研修会青森家庭裁判所主催「集団援助技術とＳＳＴ」青森家庭裁判 

所、2007、7月 

社会復帰のためのＳＳＴ、函館少年刑務所、2007、7月 

児童員養成研修会秋田県主催「集団援助技術」秋田市・横手市・大館市、2007、7月 

 福祉オンブズマン養成講座、青森市しあわせプラザ、2007、7月 

青森県男女共同参画センター相談員スーパービジョン、アピオあおもり、2007、8月 

発達障害者中学生グループＳＳＴ、青森県発達障害者支援センター、2007、9月 

青森県立百石高校、「高校生のこころに健康」、百石町、2007、10月 

三沢市校長会、「明るい職場・家庭とメンタルヘルス」、三沢市、2007、11月 

知的障害者更生施設妙光園、「明るい職場・家庭とメンタルヘルス」、2008、3月 

カントリージェントルマンクラブ、「ストレスとコミュニケーション」、2008、4月 

https://defrec.jp/


医療法人青仁会法人研修会、講演「医療倫理について」、青南病院千葉記念ホール、2008、

7月 

特定非営利活動法人レジオン・ラポール、「よりよい人間関係を築くコミュニケーション

とは」、青森市、2008、7月 

函館少年刑務所受刑者研修、「問題解決場面への対応・SST（生活技能訓練）」、函館少年

刑務所、2008、8月 

青森県社会福祉協議会主催、介護支援専門員実務研修受講試験準備講習会、「高齢者保

健・医療の基礎知識」、県民福祉プラザ、2008、8月 

青森県言語障害児教育研究会主催、言語障害部会夏季研修会、「SST（生活技能訓練）」、

青森県社会教育センター、2008、8月 

青森山田高校修養会、「よりよい人間関係を築くコミュニケーション」、2008、9月 

青森少年院、SST（生活技能訓練）「危機場面での対処方法」、青森少年院、2008、9 

 月 

青森県すこやか福祉事業団、「ストレスとコミュニケーション」、福祉プラザ、2008、 

9月 

青森県社会福祉協議会主催、介護福祉基礎講座、「社会福祉援助技術」、県民福祉プラ 

ザ、2008、9月 

青森県児童館連絡協議会主催、児童厚生二級指導員研修会、「集団援助活動」、アピオ 

青森、2008、9月 

北五中学校教育研究会、「未成年者の飲酒は危険です」、五所川原市、2008、10月 

 弘前愛成会病院研修会、「SST」弘前愛成会病院研修室、2008、11月 

 青森市地域包括支援センター連絡会職員研修会、「リスクマネジメント」、しあわせプ 

ラザ、2008、11 月 

 青森県民生委員児童委員協議会、「相談技法研修」、アラスカ会館、2008、11月 

 青森市地域包括支援センター連絡会職員研修会、「ストレスコーピング」、しあわせプ 

ラザ、2008、12 月 

青森県発達障害支援センター主催、中学・高校生グループ指導「SST（生活技能訓練）」、 

 青森県発達障害支援センター、2007、6月～2008、3月 

青森県発達障害支援センター主催、SST（生活技能訓練）リーダー養成研修会、青森県発

達障害支援センター、2008、9月～12月 

 青森障害者職業センター研修会、「発達障害者への SST」、2009、1月 

 函館少年刑務所受刑者研修、問題解決場面への対応・SST（生活技能訓練）」、函館少年刑

務所、2009、2月 

 青森県社会福祉協議会、コミュニティワーカー研修会、浅虫・海扇閣、2009、2月 

 青森県立精神保健福祉センター地域生活支援研修、「認知行動療法と地域生活支援」、2009、

6月 



 南部町立福地中学校、「コミュニケーション方法を学ぼう」、南部町、2009、7月 

 青森県消費者協会、「消費生活啓発講座」、県民福祉プラザ、2009、7月 

函館少年刑務所受刑者研修、「問題解決場面への対応･SST（生活技能訓練）」、函館少 

年刑務所、2009、9月 

財団法人こころすこやか財団、福祉人材育成事業、「認知行動療法」、福祉育成人材 

センター、2009、10月 

むつ市社会福祉大会、「認知症を理解し、地域で支えるために」、むつプラザホテル、 

2009、11月 

つがる市役所職員研修、「健康教室・ストレスとコミュニケーション」、つがる市役 

所、2009、11 月 

 保育施設職員研修会、「児童福祉におけるソーシャルワーク」、しあわせプラザ、2010、1

月 

 青森障害者職業センター職員研修、「職場のメンタルヘルス」、青森障害者職業センター、

2010、1月 

 医療法人青仁会研修、「個人情報法の理解のために」、医療法人青仁会メモリアルホール、

2010、1月 

 財団法人こころすこやか財団福祉人材育成センター、「ＳＳＴ（生活技能訓練）」、2010、2

月 

 十和田市ほのぼの交流事業研修会、「よりよいコミュニケーション」、十和田市総合福祉セ

ンター、2010、3月 

 青森市民間福祉施設職員研修会、「ストレスとコミュニケーション」、しあわせプラザ、2010、

3月 

 介護老人保健施設青森ナーシングライフ、「明るい職場・家庭とメンタルヘルス」、2010、

3月 

函館少年刑務所受刑者研修、「問題解決場面への対応･SST（生活技能訓練）」、函館少 

年刑務所、2010、3月 

 青森若者サポートステーション、フリーター支援「社会人基礎力アップセミナー」、ア

スパム、2013、10月、12 月 

 青森市若者に対する消費生活教育推進モデル事業、担当施設・青森第二養護高等学校、

精神障害者通所施設クッキー、青森大学 1 年ゼミ、2013 

函館少年刑務所受刑者研修、「問題解決場面への対応･SST（生活技能訓練）」、函館少 

年刑務所、2014、2月 

盛岡少年院入所者研修、「SST（生活技能訓練）」、盛岡少年院、2014、3月 

青森県青少年健全育成推進員及び命を大切にする心を育むリーダー研修会、青森県、2018、 

5月、6月 

性犯罪再犯防止職員スーパーバイズ 盛岡少年刑務所、2019、7月 

北海道・東北 6県婦人保護研究協議会講師、青森市、2019、7月 

青森市 DV相談員に対するスーパーバイザー、青森市、2019、8月 

社会福祉中堅職員研修、「ソーシャルワーク・スーパービジョンの理論と実際」青森県、 



2019、8月、9月 

 多分野合同研修会、「相談対応をスムーズに連携するために」、西北地域県民局、2019、 

9月 

 ケース検討会、「電話相談のロールプレイ」、青森県女性相談所、2019、9月 

 つがる西北五広域連合地域自立支援協議会研修、「自立支援と SST」、つがる総合病院、2019、 

9月 

 コミュニケーションスキルアップセミナー、「SSTの活用」、高齢・障害・求職者雇用支援 

機構、青森市、2019、9月 

 介護支援専門員研修、「対人援助の心構え」、青森保健生活協同組合、2019、11月 

 社会福祉主事資格認定講習会、「スーパービジョン」、青森県、2019、11月 

 虐待防止研修、「職員のためのストレス軽減と感情コントロール」、青森県すこやか福祉 

事業団、2019、11月、12月、 

 ゲートキーパー養成講座、「自殺予防対策」、東通村役場、2019、11月 

 SＳＴ研修、「ＳＳＴの理論と実際」、日本産業カウンセラー協会東北支部、2019、11月 

 ゲートキーパー養成講座、「自殺予防対策」、保健センター市浦、2020、2月 

 ＳＳＴ研修、「釈放前指導」、「就労支援指導」、青森刑務所、2020 

 ケース検討会、「相談事例」、青森県女性相談所、2020、9月 

 ＳＳＴ研修、「更生保護施設でのＳＳＴ」、青森保護観察所、2020、 

 ＳＳＴ研修、「児童養護施設でのＳＳＴ」、藤聖母園、2020、 

 精神科訪問看護基本療養費算定要件研修会、青森県看護協会、2020、8月 

 社会福祉中堅職員研修、「ソーシャルワーク・スーパービジョンの理論と実際」青森県、 

2020、8月、9月 

 介護サービス情報の公表制度「10の研修テーマ」研修会、「コミュニケーションの基本・ 

応用」、青森県社会福祉協議会、2020、10月 

 障害者職業生活相談員資格認定講習、「カウンセリング」、高齢・障害・求職者雇用支援 

機構、2020、8月 

 コミュニティソーシャルワーカー養成研修、「アセスメントと対人援助技術」、2020、 

10月 

 青森南高校出前講座、「コミュニケーション」、2020、10月 

 虐待防止研修、「ヒヤリハット事例から学ぶ」、青森県すこやか福祉事業団、2020、11月 

 ゲートキーパー養成講座、「自殺予防職員研修」、外ヶ浜役場、2021、1月 

 若年者の就職支援セミナー、「コミュニケーションとＳＳＴ」、あおもり若者サポートス 

テーション、2021、2月 

 青森市 DV 相談員に対するスーパーバイザー、「事例検討」、青森市、2021、3月 

 

 [学内各種委員] 



 学生委員、公務員受験対策講座、 入試管理委員、入試選抜委員、将来計画委員、 

学際情報研究所運営委員、地域問題研究所所員、学生募集連絡会、学生募集連絡会 

2021年 学生委員、学生相談・特別支援センター長 

 

[学外各種委員] 

 青森地域広域事務組合介護認定審査委員 

青森市健康福祉行政運営協議会運営委員 

青森市健康福祉行政運営協議会障害者部会副部会長 

青森市健康福祉審議会委員 

青森市障害者自立支援協議会議長 

青森県女性相談所苦情処理第三者委員会委員長 

青森県医療ソーシャルワーカー協会会長 

青森県自殺対策連絡協議会委員 

青森県介護予防市町村支援委員会委員 

青森県介護予防市町村支援委員会閉じこもり・認知症・うつ部会委員 

青森県社会福祉協議会評議員推薦委員会委員 

青森県社会福祉協議会理事 

青森県福祉人材センター運営委員会担当理事 

SST 普及協会学術委員・教育委員 

精神保健参与員 

 配偶者からの暴力被害者支援アドバイザー 
 松平病院・指定障害福祉サービス事業所第三者委員 
あおもり共生社会づくり推進会議議長 

 青森県地域生活定着支援センター総合調整会議議長 
 刑務所出所者の社会復帰を支える関係機関・団体の連絡協議会議長 
 青森市健康寿命延伸会議委員 
 青森市国民健康保険運営協議会会長 
 青森県国民健康保険運営協議会副会長 
特別支援学校における消費者教育推進検討会議委員 
大学生の消費者教育実践采井検討会議委員 
青森県精神保健福祉協議会評議員 
青森県青少年健全育成審議会委員 
青森保護司選考会委員 
青森県ひきこもり実態調査検討委員会委員長 
青森県再犯防止推進委員会委員長 
青森少年鑑別所視察委員 


