所属

専門職大学院

職名

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、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、児童虐待対応ソーシャルワーク、 社会的養護実践論、福祉基盤特別講義

大学院博士前期
大学院博士後期
通信教育科

社会福祉主事課程特別講義「社会福祉とソーシャルワークの基本を学ぶ…児童虐待と社会的養護
の立場から」

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

2019.4.1
〜2020.3.31

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総合対策の策定な
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

2019.10.1
〜2020.3.31

２コマ連続授業のうち1コマ目の冒頭で、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１
コマめの後半や２コマ目の講義では、事例検討やグループ討議を主な
方法として、また、映像教材や新聞記事なども用いて、対話形式で講義
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。

2019.6.29
、7.22

社会福祉主事課程の２つのコースの初日冒頭の特別講義を担当した。
専門である児童虐待事例への対応や社会的養護を素材にしながらも、
社会福祉とソーシャルワークの基本や寄って立つ原理原則についての
講義を行った。

通信教育科での講義

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2020
「児童家庭福祉論」

2020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「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2020」

2019年12月

法令や統計などの更新、一部内容の更新等

実践現場で行われる事例検討会へのゼミ生の同行・参
加

2019.4.1
〜2020.3.31

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

2019．10．19 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、午前中は厚生労働省家庭福祉課児
童福祉専門官島玲志氏に「フォスタリング機関の機能と運営のガイドライ
ンを精読する･･･実践に活かすために」と題して講演をして頂き、午後は
３人のゲスト・スピーカー（① 小林由香里さん ；東京都町田市 社会福祉
法人愛恵会乳児院ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、② 佐野多恵子さん；NPO 法人静岡
市里親家庭支援ｾﾝﾀｰ・ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、③ 武富萌子さん；横浜
市中央児童相談所支援課支援係里親専任福祉司に、「子どもと家族と
里親のニーズに合わせた効果的な支援」というテーマで発題をして頂い
た上で、参加者とともに議論を深めた。全国から約50名の実践者等が参
加した。

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

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＞
社会的養護・里親制度の観点から (特集 児
童虐待防止対策 : 体制と連携の強化に向
けて)

単著

2019年10月 ぎょうせい「法律のひろば
」72(10);招待論文

28-41

個々の子どものニーズに応じた社会的養育
を地域でどう実現していくか (特集 子どもの
権利をいかに守るか : 社会的養護のこれか
ら)

単著

2020年3月

26-29

＜研究論文・研究ノート＞
＜調査・研究報告書＞

全国社会福祉協議会「月
刊福祉 = Monthly welfare」
103(3),；招待論文

令和元年度（2019年度）厚生労働省子ども
家庭局子ども・子育て支援推進調査研究事
業「養子縁組あっせんにおける民間あっせ
ん機関と児童相談所との連携や情報共有
のあり方に関する調査研究報告書」

共著

2020年3月

株式会社 HITOTOWA

西郷民紗 他

令和元年度（2019年度）厚生労働省子ども
家庭局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

2020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

「児童養護施設で暮らした今とこれから」 「
編集後記」

単著

2020年3月

全国社会福祉協議会全
国児童養護施設協議会「
季刊児童養護」創刊50周
年記念誌

特別寄稿「児童虐待への対応 野田市小4
女児死亡事件を踏まえて」

単著

2019年5月

飯田民医連だより

＜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＞
横浜市要保護児童対策地域協議会調整
担当者研修 4月19日

講義・演習「子ども家庭支援のソーシャルワーク」

清瀬市社会福祉士会総会5月18日

講義「児童福祉法等の改正と児童虐待事例への対応について」

松戸市児童虐待防止ネットワーク専門職研 講演・演習「児童虐待における支援…関係機関の連携と地域での見守りについて」
修5月24日
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19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27日
、11月7日

講義・演習「ケースマネジメントの理論と実践技法（前期課程）」
同上
「 同 （後期課程） 」

群馬県児童福祉司任用資格認定研修7
月4日

演習「児童虐待対応の留意点 事例から学ぶ」

アイポートステーション「子育て支援員研修」 講義「児童虐待と社会的養護」
港区、千代田区、浦安市、戸田市、高浜市
で開催7月8日他
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」8
月1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）

入間市里親会拡大研修会 9月9日

講演「里親制度、養子縁組制度の課題」

宮城県里親支援センターけやき主催里親
支援機関等職員研修9月3日

講義・演習「社会的養護、里親養育、養子縁組における児相と民間支援機関の連携について」

全国社会福祉協議会社会的養護関係施
設長研修会 大阪会場10月7日、東京会
場12月18日

１ シンポジウム「都道府県社会的養育推進計画に関する社会的養護施設のあり方」のコーディネー
ター
２ 新任施設長対象講義「社会的養護を担う児童福祉施設長に求められるもの」

栃木県要保護児童対策地域協議会調整
担当者研修10月16日

講義・演習「要保護児童対策地域協議会の運営とケース管理」

埼玉県児童福祉司任用後研修10月25日

講義・演習「社会的養護における自立支援」

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10月30日、11月13
日

講義「社会的養護におけるファミリーソーシャルワーク」

NPO法人バディーチーム トークイベント
11月4日

報告「共生社会とはどのような社会か。民主主義とはどうゆう
ものか。…公的な部門で、社会福祉実践に携わって来た者の素朴な問いとして」

日本家族＜社会と法＞学会2019年度学術 報告「未成年養子縁組に関する多角的検討…児童福祉の立場から」
大会シンポジウム11月9日
清瀬市養育家庭体験発表会11月23日

講演「これからの家庭養護…一時保護が増えていることを踏まえて」

子どもの虹研修情報センター児童相談所
職員合同研修11月26日

講義「一時保護を活用したソーシャルワーク…一時保護所と協働するチームアプローチというテーマ
を受けて」

茨城県児童福祉司任用後研修、同児童福 講義・演習「子ども家庭支援のためのケースマネジメントについて」
祉司・措置部門別研修11月27日

東京都女性相談員等現任研修会12月3日

講義・演習「ＤＶ対応と児童虐待対応の連携について…基本から学ぶ、事例から学ぶ」

厚生労働省委託山田コンサルティング「フ 講義「現代の家族像と関連法制度、社会的養護」
ォスタリング機関職員養成研修」1月7〜9日 講義「里親制度と里親支援 フォスタリング業務の在り方」
講義・演習「広報と里親のリクルート」
厚生労働省委託みずほ情報総研「令和元
年度養子縁組あっせん機関職員研修」2
月7日、同26日

演習「模擬事例による検討」

荒川区職員ビジネスカレッジ2月4日

講義「児童虐待について‥ＡＢＣと事例から」

鳥取県被措置児童虐待防止研修会2月18
日

講義「被措置児童等虐待防止について」

ＦＬＥＣフォーラム分科会シンポジウム2
月24日

分科会「子どもの福祉を実現する未成年養子縁組の可能性と課題」コーディネーター

茨城県社会福祉士会社会福祉士共通基
盤研修2月29日

講義と演習「児童虐待の理解と家族支援」

＜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社会的
養育専門委員会委員
厚生労働省子ども家庭福祉に関し専門的
な知識・技術を必要とする支援を行う者の
資格の在り方その他資質の向上策に関す
る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
富山県児童相談体制強化専門部会委員
品川区児童相談行政アドバイザー会議委
員
川越市社会福祉審議会委員
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、ゼミ卒業生の宇梶和子氏が助言者を務める。

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

その他の事例検討会のSV

宮城県児童相談所（年１回）、水戸市（年2回）、児童養護施設若草寮（年１回）、北区子供家庭支援
センター（年3回）、八王子市（年2回）,民間養子縁組あっせん機関有志事（年4回）ほか

衆議院厚生労働委員会参考人
2019年5月21日

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案（平成31年3月19日
提出）の国会審議において意見を述べ質疑に応じた。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli̲id=49063&media̲type=

令和元年度（2019年度）厚生労働省子ども
家庭局子ども・子育て支援推進調査研究
事業「養子縁組あっせんにおける民間あっ
せん機関と児童相談所との連携や情報共
有のあり方に関する調査研究」有識者検討
委員会委員
令和元年度厚生労働省子ども家庭局子ど
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、新聞等でのコメントの紹介など

読売新聞、毎日新聞、東京新聞、共同通信、福祉新聞、ＮＨＫ、AbemaTV、日本ドットコムなど

