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・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
家庭福祉の制度と動向、子ども家庭福祉の理論と方法、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

社会福祉士短期課程 特別授業 Ａコース初回、Ｂコース最終回
市町村要保護児童対策地域協議会調整機関職員研修（但し、学長室）

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

2018.4.1
〜2019.3.31

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、厚労省社会保障
審議会児童部会社会的専門委員会に設置されたＷＧの議論、発生した
虐待死事件を受けた国の緊急対策の策定などの動向などを踏まえた最
新の内容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

2018.10.1
〜2019.3.31

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。

地域貢献室「要保護児童対策地域協議会調整担当者
研修」

2018.8.1

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。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。

通信教育科での講義

2018.4.28
、12.3

社会福祉士短期養成課程のＡコースの初回授業、Ｂコースの最終回の
特別授業を担当した。ソーシャルワークの共通基盤、理論を実践に適用
して行く上で大切にすべき事柄などについて総括的な講義を行った。

2 作成した教科書、教材、参考書
全国社会福祉協議会社会福祉学双書2019
「児童家庭福祉論」

2019年2月

法令や統計などの更新、一部内容の更新等

中央法規出版新・社会福祉士養成講座１５
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 第７
版

2019年2月1
日

法令や統計などの更新、一部内容の更新等

中央法規出版「ひと目でわかる保育者のための児童家
庭福祉データブック2019」

2018年12
月10日

法令や統計などの更新、一部内容の更新等

新・基本保育シリーズ１８「社会的養護Ⅱ」

2019年2月20 第14講 「社会的養護における家庭支援」を新たに執筆
日

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

2018.4.1
〜2019.3.31

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。

リカレント講座「里親ソーシャルワークを学ぶ」の開催

2018．11．23 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、午前中大阪府中
央児童相談所長江口晋氏による講演、午後は３人のゲスト・スピーカー
に「どうなる、どうするあなたの町のフォスタリング機関」というテーマで発
題をお願いした。全国から50名を超える実践者等が参加した。

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

＜著書・編著書＞
児童虐待をどのようにとら捉え，支援するか
〜福祉の立場から〜

単著

2018年10月 医事新報社「福祉発。拝
啓，お医者さま〜福祉現
場から医師に伝えたいこと
〜３１号

社会的養護とは〜歴史を踏まえ，これからを
展望する〜

単著

2018年10月 医事新報社「福祉発。拝
啓，お医者さま〜福祉現
場から医師に伝えたいこと
〜３２号

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

該当頁数

子の利益と家庭の利益の一致と不一致

単著

2018年11月 医事新報社「福祉発。拝
啓，お医者さま〜福祉現
場から医師に伝えたいこと
〜３３号

実践力を向上させるために必要なもの 演
習、事例検討ロールプレイ

単著

2019年3月

明石書店「児童福祉司研
修テキスト」

家庭と同様の環境及び家庭的な環境での
養育の推進について

単著

2019年3月

「小児内科」51巻3号 特
集 社会的養護を必要と
する子どもたち―子どもの
最善の利益のために

社会保障審議会児童部会社会的養育専門
委員会
市町村･都道府県における子ども家庭相談
支援体制の強化等に向けたワーキンググル
ープとりまとめ

共著

2018年12月 厚労省

社会保障審議会児童部会社
会的養育専門委員会
市町村･都道府県における子
ども家庭相談支援体制の強
化等に向けたワーキンググル
ープ

平成30年度先駆的ケア策定・検証調査事
業「民間あっせん機関の第三者評価基準及
び判断基準等の策定に係る調査研究」報告
書

共著

2013年3月

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30年度先駆的ケア策定・検証調査事
業「フォスタリング機関職員の人材育成・研
修カリキュラム等の策定に係る業務一式」報
告書

共著

2013年3月

みずほ情報総研（株）

社会政策コンサルティング部
医療政策チーム

平成30年度子ども子育て支援推進事業「児
童虐待事案への対応における警察と児童
相談所・市町村の連携等に関する調査研究」
実績報告

共著

2013年3月

株式会社 野村総合研究
所

コンサルティング事業本部グ
ローバル製造業コンサルティ
ング部

単著

2018年6
月27日

＜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＞
児童虐待 警察と児童相談所との全件共有
では救えない。
子どもの虐待を防ぐには、福祉と警察がもっ
と情報を共有すれば良いのでは？

2018年8月1 日本社会事業大学ＨＰ「
日
福祉のみかた」第7回

児童相談所の権限強化や警察との全件共
有は、本当に救える命を増やすのだろうか？
野田市の虐待死 問題の核心を見誤るな
児相職員の専門性高めよ

個人のＦＢ

単著

2018年8
月16日

サイゾーウーマン【特集：
目黒事件から改めて虐待
を考える】第2回

2019年２
月21日

個人のＦＢ

2019年2
月21日

読売新聞論点スペシャル
「児童虐待なくすには」

インタビュー記事
インタビュー記事

インタビュー記事

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＞
子どもの虹研修情報センター研修講師研
修指導者養成研修5月15日

「要保護児童対策地域協議会の運営」

総合母子保健センター 地域母子保健研
修１「乳幼児保健と育児支援」6月20日

「児童虐待の現状と対応 事例から学ぶ」

東京都児童相談所新任職員研修6月28日

「ケースマネジメントの理論と実践技法」

群馬県児童福祉司任用資格認定研修6
月29日

「児童虐待対応の留意点 事例から学ぶ」

子育て支援員研修
アイポートステーション6月22日他

「児童虐待と社会的養護」

子どもの虹研修情報センター研修市町村
虐待担当指導者研修講師7月3日

「他機関連携による包括的支援」

全国児童家庭支援センター職員研修 東
京会場7月11日・大阪会場7月25日

「里親養育支援の実践に求められるもの」

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」7月31日、9月11日

「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）

埼玉県児童福祉協議会基幹的職員フォロ
ーアップ研修9月5日

「ソーシャルワークとケースマネジメント」講義と演習

富山県児童相談所児童福祉司任用後研
修9月19・20日

「ケースマネジメントの基礎と実践技法」「社会的養護と自立支援」「面接について」

愛媛県松山市要保護児童対策地域協議
会10月2日

「児童虐待 地域に求められる対応とは‥要保護児童対策地域協議会の機能強化のために」

三芳町社会福祉協議会福祉大学10月4日

「里親制度の現状と課題‥地域福祉としての里親制度をめざして」

武蔵野市要保護児童対策地域協議会10
月12日

「児童虐待 地域に求められる対応とは」

全国児童養護施設協議会施設長協議会、 「新たな『都道府県社会的養育推進計画』の策定に向けた児童養護施設関係者のあり方等について」
特別研究部会10月18日
小講義と助言
大分県豊後大野社会福祉法人三重福祉
会開設記念講演会10月31

「子育てや人生に悲しみがある時に

子どもの虹研修情報センター児童相談所
スーパーバイザー研修1１月1・15日

「児童相談所のSWとケースマネジメント」

熊本県要保護児童地域協議会フォロー研
修11月6日午前

「児童虐待 地域に求められる対応とは‥要保護児童対策地域協議会・調整機関の役割を考える」

1里親養育支援 実践に求められるもの1
月6日午後

「里親養育支援 実践に求められるもの」

熊本県児童福祉施設協議会アセスメント力 「児童養護施設における
向上研修11月7日
中心として」

それを分かち合うこと、支え合うこと」

ソーシャルワークとケースマネジメント‥アセスメントの重要性とその方法を

東京都新任児童相談所職員研修後期課
程11月8日

ケースマネジメントと実践技法２「児童虐待対応の留意点 事例から学ぶ
を立て対応する」

清瀬市養育家庭体験発表会11月10日

「これからの社会的養護、これからの社会的養育、これからの里親制度」

NPO法人バディーチーム研修講師11月17
日

「社会的養護、共生社会、幸福について

家庭養護促進協会神戸事務所11月21日

「今求められる里親養育と今可能な里親委託

限られた情報に基づき仮説

社会的養護が必要な子どもたちを社会で育てるために」
過渡期であることと２重性を意識しながら」

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11月28日
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12月12日、1月２２日

「里親養育と里親ソーシャルワーク」

静岡県東部地区家庭児童相談員研修12
月19日

講義・演習「事例から学ぶ地域での児童虐待対応について」

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地域包括支援とは」

国立市保育・幼稚園合同研修
1月27日

「保護者支援研修 園だからできる、パパ・ママサポート」
（演習）

横浜市児童相談所里親担当児童福祉司
研修1月30日

「里親養育支援担当者の支援力向上研修」

埼玉県児童福祉司任用後研修2月12日

「社会的養護における自立支援」

大阪府児童養護施設協議会研修会講師2
月19日

「都道府県社会的養育推進計画策定に係ることについて」

三重県市町児童福祉担当職員研修会2
月27日

「市町が果たすべき役割と責任

さめじまボンディングクリニック産前・産後母 「子どもと家族を支える
子支援事業報告会3月5日

〜支援の枠組みの構築〜」

『産前・産後期』、『公私協働』をキーワードとして」

金沢市・石川県里親研修会3月9日

「里親と支援者が見落としてはならないこと 基本と動向を踏まえて」

港区子供家庭支援センター講演3月12日

「児童相談所設置に向けて港区が家庭養護をどう進めていくか」

宮城県里親支援機関関係者講演3月16日

「今求められる里親養育と里親ソーシャルワーク」

＜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
日本キリスト教社会福祉学会
＜社会的活動＞

代議員

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社会的
養育専門委員会委員
厚生労働省市町村・都道府県における子
ども家庭相談支援体制の強化等に向けた
ワーキンググループ委員
厚労省社会保障審議会児童部会児童部
会国立児童自立支援施設処遇支援専門
委員会委員
厚労省社会保障審議会児童部会児童買
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
東京都児童福祉審議会臨時委員
埼玉県社会的養育推進計画検討委員会
委員
品川区児童相談行政アドバイザー会議委
員
松戸市子どもの未来応援会議委員
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

宮城県児童相談所（年2回）、水戸市（年2回）、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3回）、埼玉県高等学校SSW

平成30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職員の人材育成・研修
カリキュラム等の策定に係る業務一式」有
識者検討委員会座長
平成30年度先駆的ケア策定・検証調査事
業「民間あっせん機関の第三者評価基準
及び判断基準等の策定に係る調査研究」
有識者検討委員会委員
平成30年度子ども子育て支援推進事業「
児童虐待事案への対応における警察と児
童相談所・市町村の連携等に関する調査
研究」有識者検討委員会座長
子どもの虹情報研修センター研究小委員
会研究アドバイザー
全国児童養護施設協議会季刊児童養護
編集委員
テレビ出演、新聞でのコメント

ＮＨＫ「日曜討論」2月24日、「ニュースウオッチ９」、朝日新聞、日本経済新聞、河北新報など

