所属

専門職大学院

職名

准教授

氏名

宮島 清

大学院の授業担当の有無

○

（有・無）

Ⅰ 授業科目
社会福祉学部

子どものケースマネジメント

専門職大学院

専門演習Ⅰ、専門演習Ⅱ、実践と省察、実践課題研究、事例研究４・子ども家庭支援分野事例１、
事例研究・子ども家庭支援分野事例２、個別スーパービジョンⅠ、グループスーパービジョン、子ど
も家庭福祉の理論と方法、子ども家庭福祉の制度と動向、児童虐待対応ソーシャルワーク、 社会
的養護実践論

大学院博士前期
大学院博士後期
通信教育科

市町村要保護児童対策地域協議会調整機関職員研修

Ⅱ 教育活動
教育実践上の主な業績

年月日

概

要

1 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）
専門職大学院の講義

2017.4.1
〜2018.3.31

専門職の講義専門職の講義にあたっては、相互のやりとりを行うように
努めるとともに、グループディスカッション、事例研究、ロールプレイ等の
方法を用いて、実践的な内容となるように努めた。また、児童福祉法の大
幅な改正を受けた様々な制度変更の動きがあったため、これを踏まえた
最新の動向や実践上の変化を多く盛り込むように努めた。

社会福祉学部での講義

2017.11.10
〜2018.3.31

２コマ連続授業のうち1コマ目では、第２学年時の必修科目で学んだ内
容を確認し、理解を深め、学生の中に定着するように努めた。続く２コマ
目を中心に対話形式で事例検討を行い、理論や知識を実践につなげる
力を獲得できるように努めた。

2017．8．2

児童福祉法の改正を受けて2017年度から、研修が義務化された市町村
職員の研修の一部を担当した。日頃専門職大学院の在学生とともに学
び実践の現場で遭遇する今日的な課題を取上げ、受講者のニーズに沿
う内容とするように努めた。

通信教育科での地域貢献研修での講義

2 作成した教科書、教材、参考書
全社協社会福祉学双書2018「児童家庭福祉論」、中央
2017年10
法令や統計などの更新、一部内容の更新等
法規出版「ひと目でわかる保育者のための児童家庭福 〜2018年３月
祉データブック2018」
3 教育方法・教育実践に関する発表、講演等
4 その他教育活動上特記すべき事項
実践現場で行われる事例検討会へのゼミ生の同行・参
加

2017.4.1
〜2018.3.31

事例検討会でスーパーバイザーを務める依頼があった場合は、受諾の
条件として、院生の同行を認めていただくこととしている。この結果、清瀬
市・所沢市等でもたれる複数の事例検討会では、概ね毎回専門職の院
生１〜３名が参加している。

拡大ゼミとしての児童自立支援施設への見学会

2017．10．1
・2

専門職大学院のゼミ生と共に、通常の授業日とは別に、北海道家庭学
校への見学会を企画・実施し、参加者と共に討議した。

リカレント講座「里親ソーシャルワークを学ぶ」の開催

2017．11．3

通常の授業の他に、午前にゲストスピーカーによる講義、午後は自身が
進行役を務めるシンポジウムを開催した。当該年度は、元熊本慈恵病院
看護師長、同福田病院地域連携室長下園和子氏に講演をして頂き、午
後のテーマは養子縁組あっせんとした。都内の複数の民間養子縁組あ
っせん団体に所属するSWｒ等をお迎えした。全国から50名を超える実践
者等が参加した。

2017,8

子どもの虹研修情報センターで行った講義を録画し、これを編集・収録
したものがDVD化された。これは同センターから全国の自治体等への貸
し出しされる教材となっている。

「市区町村における児童虐待ケースへの支援」 子ども
の虹研修センター貸出用研修教材 講義DVD
Ⅲ 研究活動
著書・論文等の名称

単著・共
著の別

発行または
発表の年月

発行所、発表雑誌（及び
巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

該当頁数

＜著書・編著書＞
『子どものための里親委託・養子縁組の支
援』共編著

共著

2017年12月 明石書店

宮島・林・米沢編

3-5
、106-122他

「里親支援体制の構築とソーシャルワーク」

単著

2017年4月

相川書房「ソーシャルワー
ク研究」43巻1号

34-42

特集児童虐待対策のゆくえ「児童相談所と
市区町村子ども家庭福祉担当部署のこれ
から‥悲しみを幸せに変えるという使命をど
う果たすか」

単著

2017年9月

後藤・安田記念東京都市
研究所『都市問題
』VOL108

51-65

特集：要保護児童支援の現状と課題：国際
比較からの示唆「日本における社会的養護
の現状：現場での取組みを踏まえて」

単著

2017年12月 国立社会保障・人口問題
研究所『社会保障研究』
第２巻第２・３号

171-185

論壇「改革について」

単著

2017年12月 全国児童養護施設協議
会 季刊「児童養護」2017
Vol.48 No.３

2-3

子ども虐待による死亡事例等の検証結果等
について（第１３次報告）

共著

2017年8月

厚生労働省児童虐待防
止対策室

社会保障審議会児童部会児
童虐待等要保護事例の検証
に関する専門委員会

市区町村における児童家庭相談における
人材育成モデルについての研究（第３報）コ
ーディネート力育成の研修の在り方につい
て

共著

2018年3月

子どもの虹研修情報セン
ター

子どもの虹研修情報センター

平成29年度厚生労働省先駆的ケア策定・
検証調査事業 みずほ情報総研株式会社
「フォスタリング機関事業のガイドライン策
定に係る調査研究」報告書

共著

2018年３月

みずほ情報総研株式会
社

みずほ情報総研株式会社

平成29年度厚生労働省先駆的ケア策定・
検証調査事業 三菱UFJリサーチ&コンサル
ティング株式会社「民間あっせん機関の業
務の質に関する評価基準の策定に係る調
査研究」報告書

共著

201８年３月

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社政策研究
事業本部

平成29年度子ども・子育て支援推進調査研
究事業「児童福祉司等の義務研修テキスト
作成に関する調査研究」報告書

共著

2017年３月

日本社会事業大学

日本社会事業大学

＜研究論文・研究ノート＞
＜調査・研究報告書＞

＜翻訳＞
＜その他の執筆活動＞
Ⅳ 学会等および社会における主な活動
＜学会報告＞
＜講演活動＞
東京都北区「子育て支援、児童虐待対策
事業研修」

「要保護児童対策地域協議会について」

東京都児童相談所新任職員研修

「ケースマネジメントの理論と実践技法」

子育て支援員研修
アイポートステーション

「児童虐待と社会的養護」

総合母子保健センター 地域母子保健１「
乳幼児保健と育児支援」研修

「児童虐待の現状と対応 家族支援を中心に」

群馬県児童福祉司任用資格認定研修

「児童虐待対応の留意点 事例から学ぶ」

国立看護大学校「妊娠・出産期からの子ど
も虐待発生予防研修」

「児童相談所・市町村（子ども家庭福祉担当部署）の役割・具体的な支援内容」（講義）、「事例から
学ぶ産科医療機関との連携（福祉機関）産科医療機関の助産師・看護師に期待すること」（演習）

長野県木曽町要保護児童対策地域協議
会

「児童虐待・初期対応で必要なこと」

「社会的養護を担う児童福祉施設長研修
「地域における施設の役割とあり方 地域から必要とされる施設の在り方を考える」（講義、助言者、
会」全国社会福祉協議会 西日本会場（大 進行）
阪）9月11日、東日本会場（東京）12月14日
千葉県主催：千葉県児童虐待防止対策管
理職研修

「市町村等による支援と要保護児童対策地域協議会の役割‥法改正と幾つかの話題を踏まえて」

児童養護施設子供の家（清瀬市）職員研
修会

「児童養護施設と地域について」

佐賀県民間協働型里親制度普及促進事
業

子育て講演会「すべての子どもたちがしあわせに育つ社会をめざして」 第2部パネルディスカッショ
ン（助言者）

九州里親支援専門相談員研修会メイトプラ 「社会的養護とは何か」（講義、助言者）
ザ佐賀10月10日
日本小児科医会第５回「子どもの心」研修
会

「児童虐待への対応 事例から学ぶこと」

小平市要保護児童対策地域協議会実務
者部会研修会

「児童虐待への対応 できること、すべきこと、機関連携について考える」

相模原市児童相談所児童福祉司任用後
研修

「関係機関（市区町村を含む）との連携・協働と在宅支援」（講義・演習）

群馬県児童相談所児童福祉司任用後研
修

「子ども虐待対応」（講義・演習）

山梨県児童虐待防止研修会
山梨県立文学館

「児童虐待への対応 できること、すべきこと、機関連携について考える」

長野県「社会的養護とは何かを問う」研修
会

「社会的養護とは何か」（講義、助言者）

茨城県児童福祉司任用後研修、同児童福 「子ども家庭支援のためのケースマネジメントについて」（講義・演習）
祉司・措置部門別研修
「家庭養護促進にむけた勉強会」社会福祉 「養子縁組のための家庭調査のあり方を考える」（演習・助言者
法人 日本国際社会事業団
国立市保育・幼稚園合同研修

「保護者支援研修 園だからできる、パパ・ママサポート」
（演習）

国立武蔵野学院平成２９年度児童相談所
職員等研修・里親対応関係機関職員研修

「里親養育と里親ソーシャルワーク」

埼玉県専門里親更新研修

「児童福祉法の改正と里親制度のこれから」

埼玉県越谷児童相談所管内児童虐待防
止等に関する専門研修会

「関係機関の連携と協働 事例から学ぶ」

群馬県要保護児童対策地域協議会担当
者研修

「児童虐待への対応

日本社会福祉士会子ども家庭支援ソーシ
ャルワーク研修

「子ども家庭福祉における

江東区児童相談所里親等学習会

「実親を排除しない里親委託について」

あんしん母と子の産婦人科連絡協議会「あ
んしん母と子の産婦人科連絡協議会セミ
ナー」

「子どもの生命と人生を託せる

八王子市子ども家庭支援センター相談員
スキル向上研修

「関係機関の連携と協働 事例から学ぶ」

ＮＰＯ法人バディチーム
支援者研修会

「子どもと家族を支援する」

人権教育啓発推進センター「芝大門人権
講座」

「子どもの人権擁護としての里親制度」

埼玉県児童福祉司任用後研修

「社会的養護における自立支援」

事例検討を通じて学ぶ」
地域包括支援とは」

養親候補者を得るために必要なこと」

＜所属学会＞
日本社会福祉学会

「社会福祉学」査読委員

日本子ども家庭福祉学会
日本子どもの虐待防止学会

代議員

日本キリスト教社会福祉学会
＜社会的活動＞
NPO法人子ども家族いきいきプロジェクトあ 専門職大学院卒業生が主なメンバー。当面は、メンバーの交流が主な活動だが、研究と広報及び子
っとほーむ代表
どもと家族へのSW実践が本来の目的。大学のリカレント講座「里親ソーシャルワークを学ぶ」を共催
で実施。児童福祉施設の入所している児童との交流も行う。
厚労省社会保障審議会児童部会委員

平成29年8月まで

同上 児童部会児童虐待等要保護事例の
検証に関する専門委員会委員

平成29年8月まで

同上 児童部会社会的養護専門委員会委 平成20年9月から名称変更「社会的養育専門委員会」
員
同上 児童部会国立児童自立支援施設処
遇支援専門委員会委員
同上 児童買春・児童ポルノ被害児童の保
護施策に関する検証・評価専門委員会委
員
松戸市子どもの未来応援会議委員
あんしん母と子の産婦人科連絡協議会第
３者委員

福祉専門職の立場からコンサルテーションを行う

児童養護施設共生会希望の家SV

年３回 個別事例検討会のSV

清瀬市子ども家庭支援センター事例検討
会ＳＶ

年5回 個別事例検討会のSV

所沢市教育相談センター事例検討会ＳＶ

年２回 個別事例検討会のSV

所沢市保健センター母子保健課事例検討
会ＳＶ

年３回 個別事例検討会のSV

長野県児童相談所事例検討会

県内の各児童相談所と市町村職員が参加し、合同で事例検討会を開催する年4回のうちの2回にお
いて助言者を務める。内２回は、ゼミの卒業生の宇梶氏が助言者を務める。

その他の事例検討会のSV

水戸市、児童養護施設若草寮（年２回）、北区子供家庭支援センター（年2回）、埼玉県高等学
校SSW（年2回）、聖母愛児園、二葉乳児院、いわつき乳児院、昭島市SSW

東京都多摩児童相談所里親委託推進委
員会委員

児童相談所を事務局として、里親、市町村、児童福祉施設の里親支援ワーカーが集い協議する。

