2018 年 4 月 1 日現在

和泉短期大学
■ 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）

櫻井 奈津子（ｻｸﾗｲ ﾅﾂｺ）

和泉短期大学 児童福祉学科 教授

■ 担当科目
児童家庭福祉、社会的養護の原理、社会的養護の内容、子どもと暮らし、保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅱ、
教育実習指導
■ 専門分野及び関連分野
児童家庭福祉、社会的養護、里親支援
■ 最終学歴
明治学院大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士前期課程修了
■ 最終学位
修士（社会福祉学）
■ 職歴
社会福祉法人至誠学舎（現社会福祉法人至誠学舎立川）至誠学園
東京都大田高等保育学院 非常勤講師
学校法人国際学園 横浜国際福祉専門学校 児童福祉学科 専任講師
学校法人近畿大学弘徳学園 近畿大学豊岡短期大学 非常勤講師
学校法人東洋大学 東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 非常勤講師
■ 所属学会
日本社会福祉学会、日本子ども家庭福祉学会、日本児童養護実践学会、日本ソーシャルワーカー協会、
日本子ども虐待防止学会、日本保育学会
■ 学生指導
バレーボール部顧問、ＳＶＣアドバイザー（児童養護施設でのボランティア活動支援）
■ 研究テーマ
【長 期】
【短 期】
【短 期】

子ども・家族にとってより望ましい社会的養護サービスに関する研究
子どものパーマネンスを保障する養子縁組のあり方、里親支援に関する研究
社会的養護を受けた子どもへの自立支援に関する研究
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■ 社会的活動
１．2000/11～ 社会福祉法人聖音会 鎌倉児童ホーム スーパーバイザー
２．2002/04～2003/03 町田市民間保育所設置者・運営者選考委員
３．2003/04～2004/04 町田市保育費用等懇談会 委員
４．2005/07～2007/03 鎌倉市要保護児童対策地域協議会 アドバイザー
５．2006/01～2006/10 第 2 回 全国里親研究協議会 実行委員
６．2006/04～2010/03 財団法人短期大学基準協会 評価員
７．2008/06～2009/02 日本児童養護実践学会 発起人
８．2008/11 鎌倉市子育て支援センター指定管理者選定委員会 委員長
９．2008/11～2009/03 相模原市次世代育成支援に関するヒアリング調査 協力員
10．2010/04～ 相模原市社会福祉審議会児童部会 部会長
11．2010/04～ 相模原市社会福祉審議会児童虐待検証部会 委員（職務代理者）
12．2010/04～ 相模原市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 委員
13．2011/05～ 社会福祉法人あすはの会 在宅福祉部みしょう 第三者委員
14．2011/06～ 社会福祉法人恩師財団神奈川同胞援護会 母子生活支援施設グリーンヒル相模原 第三者委員
15. 2013/07～2017/03 東京都八王子児童相談所 里親委託等推進委員会 委員
16. 2014/04～ 東京都里親研修委員会 委員
17. 2014/11～ 横浜市児童福祉審議会児童部会 委員
18．2015/10～ 相模原市子どもの権利救済委員
19. 2016/04～ 相模原市児童相談所養護班職員スーパーバイザー
■ 研究業績（著書・論文等）
１．
【著書】
『新・児童福祉施設と実践方法－養護原理のパラダイム－』
（共同）
「第 13 講 施設養護と里親制度」
2000/03/10，中央法規出版
２．
【著書】
『改訂版 教育・保育実習』
（共同）
「第 14 講 児童養護施設実習」2000/03/30，チャイルド本社
３．
【著書】
『社会福祉士養成テキストブック８ 児童福祉論』
（2007/02/20『新・社会福祉士養成テキストブック
８児童福祉論』に改訂）
（共同）
「第 5 章 5 児童養護サービス」2001/05/18，ミネルヴァ書房
４．
【著書】
『私の児童福祉施設実習－児童福祉施設実習ガイドブック－』
（単独）2001
５．
【著書】
『保育士をめざす人の児童福祉』
（改訂 2005/04/20，2007/04/01，2009/04/01）
（共同）
「第 6 章 児童
養護サービス」2002/04/01 みらい
６．
【著書】
『保育士をめざす人の養護内容』
（共同）
「第 4 章 こころの援助」2003/04/01，みらい
７．
【著書】
『社会福祉援助活動のパラダイム－転換期の実践理論－』
（共同）
「第 4 章 里親養育への支援－ワー
カーの役割－」2003/03/14，相川書房
８．
【著書】
『保育士をめざす人の養護原理』
（改訂 2005/04/10，2007/04/01，2009/04/01）
（共同）
「第 8 章 里親の
現状と活用」2003/04/25 みらい
９．
【著書】
『新版・養護原理』
（共同）
「第 11 講 家庭的養護」2003/05/15，チャイルド本社
10．
【著書】
『幼稚園・保育所・福祉施設実習ガイドブック』
（共同）
「point10 実習記録（実習日誌）
」
「資料：自己
課題設定のためのワークシート」2004/10/25，みらい
11．
【著書】
『輝く子どもたち－養護原理－』
（共同）
「家庭型児童福祉施設：里親制度」2004/11/01，八千代出版
12．
【著書】
『三訂 児童福祉施設と実践方法－養護原理とソーシャルワーク－』
（共同）
「第 13 講 施設養護と里親
制度」2005/05/20，中央法規出版
13．
【著書】
『里親入門－制度・支援の正しい理解と発展のために－』
（共同）
「第 3 章 子どもの養育にあたっての
課題」2005/06/30，ミネルヴァ書房
14．
【著書】
『養護原理』
（2009/03/23『子どもと社会の未来を拓く養護原理』に改訂）
（編著）
「第 3 章 社会的養護
の提供－児童福祉施設と里親－」
「第 7 章 これからの児童養護」2008/03/23，青踏社
15．
【著書】
『子どもと社会の未来を拓く養護内容－保育士のための演習ワークブック－』
（編著）
「第 1 章 児童福
祉施設と保育士」
「第 2 章 １施設での生活を始めるということ」
「第 3 章 ４家族や里親等との関わ
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り」
「第 5 章 対象者理解を深めるために」2010/03/23，青踏社
16．
【著書】
『保育士をめざす人の社会的養護内容』
（共同）
「第 4 章 こころの援助」2011/03/11，みらい
17.【著書】『子どもと社会の未来を拓く社会的養護の原理』
（編著）
「第 3 章 社会的養護の提供－児童福祉施設
と里親－」
「第 7 章 これからの児童養護」2011/03/23，青踏社
18.
【著書】
『子どもと社会の未来を拓く社会的養護の実践－保育士のための演習ワークブック』
（編著）
「第1 章 児
童福祉施設と保育士」
「第 2 章 １施設での生活を始めるということ」
「第 3 章 ４家族や里親等との
関わり」
「第 5 章 対象者理解を深めるために」2011/03/23，青踏社
19．
【著書】
『演習・保育と相談援助』
（共著）
「第 7 章 相談援助者になるために４（記録）
」
「第 14 章 ショート
事例集 CASE-FILE2 親からの苦情への対応」
「第 16 章 児童養護施設の事例」2011/04/17，みらい
20．
【著書】
『社会的養護シリーズ１ 里親養育と里親ソーシャルワーク』
（共著）
「第 9 章 里親の養育力・専門
性の向上とトレーニング」2011/07/20，福村出版
21．
【著書】
『保育士をめざす人の児童家庭福祉』(共著)「第 6 章 児童養護サービス」2012/04/01，みらい
22．
【著書】
『保育士をめざす人の社会的養護』
（共著）
「第 8 章 里親の現状と活用」2012/04/01，みらい
23.【著書】
『保育と児童家庭福祉』
（編集）2012/10/01，みらい
24．
【著書】
『子どもの権利擁護と里親家庭・施設づくり』
（共著）
「コラム パーマネンシープランニング」
2012/03/25，明石書店
25.【著書】
『実習ステップブック』
（共著）
「児童養護施設での実習」2016/03，みらい
26.【著書】
『平成 28 年度研修会報告書』NPO 神奈川フォスターケアサポートプロジェクト「子どもに伝える本当の
こと～真実告知をめぐって～」2017/04
27.【著書】
『保育士をめざす人の社会的養護内容』
（共著）みらい「こころの援助」2018/03/01

1．
【論文】
「東京都養育家庭制度の現状と課題」
（共同）
（東京都社会福祉協議会 児童福祉研究 NO20）1992/12/01
2．
【論文】
「東京都養育家庭制度 20 周年－養育家庭制度の現状と課題」
（共同）
（養子と里親を考える会 新しい家
族 第 24 号）1994/02/15
3．
【論文】
「子どものニーズと養育家庭の役割」
（共同）
（東京都社会福祉協議会 福祉展望 第 18 号）1994/11/30
4.【論文】
「東京都養育家庭制度の課題に関する一考察－養育家庭センターワーカーの立場から－」
（単独）
（明治
学院大学大学院 社会福祉学 20 号）1996/02/20
5．
【論文】
「東京都養育家庭制度の実証的研究―措置変更ケースの分析を通して―」
（単独）1997/01（明治学院大
学大学院 修士論文）
6．
【論文】
「里親養育への支援―東京都養育家庭制度における児童委託の状況から―」
（単独）
（資生堂社会福祉事
業財団 世界の児童と母性 vol.43）1997/10/01
7．
【論文】
「養育家庭への児童委託－措置変更ケース通して里親養育への支援を考える－」
（単独）
（養子と里親を
考える会 新しい家族 第 31 号）1997/10/27
8．
【論文】
「家庭的養護を促進する要因について」
（単独）
（地域社会研究所 養子里親斡旋問題の再検討と改革の
提言）1999/03
9．
【論文】
「里親への支援のあり方に関する研究」
（共同）
（日本子ども家庭総合研究所紀要 第 35 集）1999/03/31
10．
【論文】
「児童相談所における里親委託業務－児童相談所へのアンケート調査の分析」
（共同）
（養子と里親を
考える会 新しい家族 第 35 号）1999/10/30
11．
【論文】
「被虐待ケースの里親委託」
（単独）
（資生堂社会福祉事業財団 世界の児童と母性 vol.47）1999/10/01
12．
【論文】
「里親養育への支援のあり方に関する研究―里親制度の活性化を求めて―」
（単独）
（和泉短期大学研究
紀要 第 21 号）2000/03/31
13．
【論文】
「里親制度の現状と課題(1) 欧米における里親養育研究の動向－1990～1999－(1)」
（共同）
（日本子ど
も家庭総合研究所紀要 第 37 集）2001/03/31
14．
【論文】
「里親制度の現状と課題 欧米における里親養育研究の動向(2)」
（共同）
（日本子ども家庭総合研究所紀
要 第 38 集）2002/03/31
15．
【論文】
「保育・福祉実習における児童等のプライバシー保護に関する研究―保育所・幼稚園・福祉施設の比較
を通じて―」（共同）（和泉短期大学研究紀要 第 23 号）2003/03/15
16．【論文】「里親制度推進にあたっての課題－東京都養育家庭制度における実践から－」（単独）（資生堂社会
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福祉事業財団 世界の児童と母性 vol.54）2003/04/01
17.【論文】「第 2 部アンケートによる調査Ｃ 委託児童に対する調査の結果」「第 3 部 面接調査の結果」「提言
まとめにかえて」）（共同）（子ども未来財団 被虐待児受託里親の支援に関する調査研究）2004/02
18.【論文】「被虐待児受託里親の支援に関する調査研究 その 2 委託児童に関するアンケート調査(Ｃ票)の結果
と考察 委託児童の状態、問題について」
（単独）
（養子と里親を考える会 新しい家族 第 46 号）
2005/05/14
19.【論文】
「和泉短期大学における子育てサロン「はっぴい」の現状と課題に関する一考察」（共同）（和泉短期
大学研究紀要 第 27 号）2007/03/15
20.【論文】
「養育家庭制度の発足と養育家庭センターの果たした役割－里親養育への支援のために－」
（単独）
（東
京都社会福祉協議会 児童福祉研究 NO.23）2007/06/30
21.【論文】
「和泉短期大学における子育て支援事業の報告」
（共同）
（和泉短期大学研究紀要 第 28 号）2008/03/15
22.【論文】
「和泉短期大学における子育て支援事業の活動報告(2)」（共同）（和泉短期大学研究紀要 第 29 号）
2009/03/15
23.【論文】
「被措置児童の虐待問題－児童福祉法改正の概要と課題－」
（単独）
（明石書店 里親と子ども vol.4）
2009/10/01
24．
【論文】
「和泉短期大学における子育て支援事業の活動報告(3)」（共同）（和泉短期大学研究紀要 第 30 号）
2010/03/15
25．
【論文】
「里親のコンピテンシーと里親支援の視点」
（平成 21 年度児童関連サービス調査研究等事業報告書 里
親のコンピテンス形成と評価に関する調査研究）2010/03
26．
【論文】
「家庭的養護の実現に向けて－里親・ファミリーホームへの委託の促進のために－」
（単独）
（財団法人
鉄道弘済会 社会福祉研究第 114 号）2012/07/01
27．
【論文】
「これからの里親委託と里親支援機関のあり方・方向性」
（単独）
（明石書店 里親と子ども vol.7）
2012/10/01
28.【論文】
「里親養育を支援するワーカーの専門性に関する一考察――マッチングの判断と養育プロセスにおける
課題への対応を中心に――」
（単独）
（日本児童養護実践学会 児童養護実践研究第 2 号）2013/08/20
29.【論文】
「里子の自立を支援する NPO 活動を通して――神奈川フォスターケアサポートプロジェクトの活動から
――」
（単独）
（和泉短期大学研究紀要 第 34 号）
30.【論文】
「児童相談所における養子縁組調査研究」
（共著）
（研究代表者林浩泰「国内外における養子縁組の現状
と子どものウェルビーイングを考慮したその実践手続きのあり方に関する研究」
）厚生労働科学研究費補
助金政策科学総合研究事業 平成 26 年度総括・分担研究報告書 2015/05/31

1．
【その他】
（報告）
「K 子の処遇を巡って」
「ピアノを教えるボランティアの活動」
（単独）
（至誠学園社会化研究会
養護施設の社会化過程上の課題）1982/07/01
2．
【その他】
（報告）至誠学園養育家庭センターの活動（社会福祉法人至誠学舎 探眞の森－創設 80 周年記念研究
誌－）1992/07/01
3．
【その他】
（報告）
「統計資料にみる 20 年間の実績」
（単独）
（東京都福祉局 育てる－養育家庭制度 20 周年記念
誌－）1993/12
4．
【その他】
（解説）
「権利擁護へのとりくみの実践活動」
（単独）
（日本児童福祉協会 子どもの権利を擁護するた
めに）2002/05
5.【その他】（解説）「Q46 適応過程の段階－子どもが新しい環境に適応するまで－」「Q47 養育への不安にどの
ように対応するか」「Q48 相性について－もしも「受け入れがたい」と感じることがあった
ら－」「Q49 かかわり方のポイント」（単独）（日本児童福祉協会 子どもを健やかに養育
するために－里親として子どもと生活をするあなたへ－）2003/06
6．
【その他】
（解説）
「里親と委託された子どもとの関係が『不調』となること、および里親による虐待について教
えてください」
（単独）
（明石書店 Q&A 里親養育を知るための基礎知識 第 2 版）2009/10/01
7．
【その他】
（解説）
「生命を育む～乳幼児の権利擁護とは」
（単独）
（三重県社会福祉協議会 福祉みえ）2007/09/10
8．
【その他】
（解説）
「児童虐待と子どもの権利」
（単独）
（三重県社会福祉協議会 福祉みえ NO.202）2007/10/10
9．
【その他】
（解説）
「気づきにくい児童虐待」
（単独）
（三重県社会福祉協議会 福祉みえ NO.203）2007/11/10
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10．
【その他】
（解説）
「少年犯罪・いじめと児童虐待」
（単独）
（三重県社会福祉協議会福祉みえ NO.204）2007/12/10
11．
【その他】
（解説）
「第 5 章 里親家庭への適応」
（単独）
（財団法人全国里親会『新しい里親制度』ハンドブック
2010/03）
12.【その他】
（報告）
「家庭的養護の実現に向けて」
（単独）
（淑徳大学社会福祉学会 淑徳社会福祉研究第 20 号）
2013/10/31
13.【その他】
（寄稿）
「子どもの虐待を防ぐには――私たちにできること――」
（単独）
（みらい子育てネットさがみ
はら連絡協議会 子育て支援者向け研修会冊子『親に寄り添う支援とは～子どもの育ちを護
るために・・・』
）2014/07/15
14. 【その他】
（書評）
「家庭養護促進協会大阪事務所『子どもの養子縁組ガイドブック』
」
（単独）
（明石書店 里親
と子ども vol.9）2014/9/15
15.【その他】
（書評）
「深谷昌志他『社会的養護における里親問題への実証的研究－養育里親全国アンケート調査を
もとに』
」
（単独）
（養子と里親を考える会 新しい家族第 57 号）2014/10/23
16.【その他】
（書評）
「武田建・米沢普子『里親のためのペアレントトレーニング』
」
（単独）
（養子と里親を考える
会 新しい家族第 58 号）2015/10/01
17．
【その他】
（寄稿）
「コルチャック先生のいのちの言葉から」
（単独）
（相模原市 平成 27 年度さがみはら子ども
の権利相談室活動状況報告書）2017/02
18.【その他】
（寄稿）
「お互いさま」(単独)（グリーンヒル相模原 やまぼうし NO.21）2017/05
19.【その他】
（寄稿）
「みんなちがって、みんないい」
（単独）
（相模原市 平成 28 年度さがみはら子どもの権利相
談室活動状況報告書）2017/06
20.【その他】
（寄稿）
「新しい社会的養育ビジョンに寄せて」
（単独）
（養子と里親を考える会 新しい家族 第 60
号）2017/10/01
■ 研究業績 （招待講演）
１．1993/11/06 養育家庭制度の現状と課題（養子と里親を考える会研究会（共同））
２．1997/05/17 養育家庭への児童委託－措置変更ケースを通じて里親養育への支援を考える－（養子と里親を考
える会研究会(単独)）
３．1996/02/24 思春期児童への対応（神奈川県相模原児童相談所里親研修（単独））
４．1997/12/13 養護施設におけるファミリーケースワーク（日本子どもの虐待防止研究会 分科会（単独））
５．1998/11/07 里親養育とその支援について－委託継続が困難となったケースから学ぶ－（神奈川県中央児童相
談所里親研修会(単独)）
６．1998/07/04 里親養育とその支援について（神奈川県厚木児童相談所里親研修会（単独））
７．1998/11/07 児童相談所における里親委託業務－児童相談所へのアンケート調査の分析－（養子と里親を考え
る会研究会(共同)）
８．1999/01/23 里親養育とその支援について（神奈川県横須賀児童相談所里親研修会(単独)）
９．1999/02/26 ふるさと里親の意義と課題（川崎市中央児童相談所ふるさと里親研修会(単独)）
10．2000/12/02 これからの里親会のあり方について（神奈川県里親会理事研修（単独））
11．2001/02/24 これからの里親のあり方について（神奈川県相模原児童相談所里親研修会（単独））
12．2001/03/01・03/09 子育て事情ＮＯＷ（横浜市民生児童委員課題別研修（単独））
13．2001/09/13 これからの里親制度について（神奈川県里親相談員研修(単独)）
14．2001/12/08 里親養育について（東京都養育家庭連絡会至誠学園支部研修（単独））
15．2002/06/05 里親相談員の役割－先輩里親としてのかかわり－（神奈川県里親相談員研修(単独)）
16．2002/06/30 里親への支援（メンタルサポート研究所「円」里親への心理的支援事業事前研修（単独）
）
17．2002/07/06 里親の心理的支援のあり方を考える（社会福祉・医療事業団「子育て支援基金」助成事業シンポ
ジウム パネリスト（共同）
）
18．2002/07/10 今求められている里親像とは（第10回関東甲信越静里親研究協議会（単独））
19．2002/11/27・12/4・12/11 子どもとのコミュニケーション（相模原市市民大学講座（単独））
20．2004/08/23 里親研修について（アン基金プロジェクト研究会（単独））
21．2004/11/27 被虐待児受託里親の支援に関する調査研究 その２（養子と里親を考える会研究会(単独)）
22．2005/01/27 記録について（社会福祉法人東京恵明学園東京恵明学園児童部職員研修（単独））
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23．2005/10/27
24．2005/11/24
25．2006/09/30
26．2007/01/27
27．2007/02/09
28．2007/02/28
29．2007/06/23
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最近の子育て事情について（鎌倉市児童虐待防止研修会（単独））
鎌倉市要保護児童対策地域協議会の取り組みから（鎌倉市児童虐待防止月間特別事業(単独)）
里親いちねんせい（第2回全国里親研究協議会（単独））
里親委託と子ども達（神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所里親研修会（単独））
被虐待児への関わり（神奈川県相模原児童相談所職員研修（単独））
子育て応援隊はじめの一歩（相模原市上溝公民館子育て応援ボランティア講座（単独））
今の子どもの生活－10年前、20年前と比較して－（神奈川県相模原児童相談所里親研修会
（単独））
30．2007/10/11 子育てサロン「はっぴい」からの報告（神奈川県家庭育児力強化事業 子ども・子育て支援
基礎コース研修（単独））
31．2008/01/26 里親委託と子ども達－思春期の対応－（神奈川県横須賀市里親研修会（単独））
32．2008/08/28 最近の子育て事情（東京都多摩市シルバー人材センター子育て支援講演会（単独））
33．2010/02/27 和泉短期大学における子育て支援事業（東洋大学ライフデザイン学部子育て支援プログラム企画
シンポジウム(単独)）
34．2010/07/10 里子養育をめぐる課題（相模原市里親会（さがみの里親会）研修（単独））
35．2010/11/13 里子養育をめぐる課題（相模原市里親会（さがみの里親会）研修（共同））
36．2011/09/10 相模原市「里親講座 知ってほしい里親と子どもたちのこと」 講師
37．2011/12/08 東京都里親研修 課題別研修「真実告知」 講師
38．2011/12/10 相模原市子どもの権利推進シンポジウム「子どもの笑顔と未来を守るために」パネリスト
39．2012/06/25 神奈川県社会福祉士会相模原支部研修「働きながら子を育てる～子育てに必要な親の役割～」
講師
40．2012/07/17 東京都里親研修 課題別研修「真実告知」 講師
41．2012/10/02 東京都社会福祉協議会児童部会里親制度支援委員会学習会「東京における里親支援のあり方」
講師
42．2012/11/24 淑徳大学社会福祉学会テーマ報告「家庭的養護の実現に向けて」 講師
43．2013/01/29 関東地区児童家庭支援センター協議会里親研修会「里親養育を支えるワーカーの役割」講師・
パネルディスカッションコーディネーター
44．2013/02/23 NPO 法人神奈川フォスターケアサポートプロジェクト研修会「子どもの自立を考える－生きる力を
引き出す関わり－」 講師
45.2013/07/25 第 59 回関東甲信越静里親研究協議会横浜大会 第 5 分科会「社会的養護と教育現場」進行
46.2013/09/06 みらい子育てネットさがみはら 支援者研修 講師
47.2013/09/18 東京都里親研修「生い立ちの真実を伝える」講師
48.2013/12/08 相模原市養育里親更新研修「児童福祉制度論」
「子どもの育ちと環境」講師
49.2014/02/22 NPO神奈川フォスターケアサポートプロジェクト研修「子どもに伝える『本当のこと』
」講師
50.2014/03/01 相模原市さがみの里親会研修「社会的養護」 講師
51.2014/04～2015/02（計6回） 東京都里親認定前研修「児童福祉と里親養育」講師
52.2014/06/28 相模原市さがみの里親研修「児童家庭福祉」講師
53.2014/07/05 里親訪問支援事業里親訪問支援員登録者研修「これからの里親養育～地域との豊かなつながりの
中で～」講師
54.2014/07/15 みらい子育てネットさがみはら研修会 講演「親に寄り添う支援とは～子どもの育ちを護るため
に」講師
55.2014/07/27 公益財団法人SBI子ども希望財団助成事業「里親支援総合マニュアルの作成について」
シンポジスト
56.2014/08/19 幼稚園教諭免許状保持者のための保育士資格取得特例講座「福祉と養護」講師
57.2014/09/25 関東甲信越地区児童相談所研究協議会 分科会（里親と児童相談所との連携について）助言者
58.2015/04～2015/12（計4回） 東京都里親認定前研修「児童福祉と里親養育」講師
59.2015/08/19 幼稚園教諭免許状保持者のための保育士資格取得特例講座「福祉と養護」講師
60.2015/10/15・10/20 相模原市子どもの権利相談員研修「援助関係に必要なコミュニケーション」講師
61.2015/12/16 相模原市養育里親更新研修「児童福祉制度論」「里親養育研修」講師
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62.2016/02/20 相模原市さがみの里親会研修「親と離れて暮らす子どもの気持ち」講師
63.2016/04～2016/12（計 4 回） 東京都里親認定前研修「児童福祉と里親養育」講師
64.2016/05/20 相模原市こども育成部職場研修「子どもの権利について～子どもたちの声から子どもの権利を考え
る～」講師
65.2016/09/17 さがまちカレッジ「児童虐待をなくすために－オレンジリボンを知ろう－」講師
66.2016/10/27 日野市養育家庭体験発表会 基調講演「知っていますか？里親制度－子育てを支える地域の力－」
講師
67.2016/11/03 相模原市養育里親更新研修「児童福祉制度論－子どもの権利を護るために－」「里親養育演習－よ
りよい養育を求めて－」講師
68.2016/11/13 第 61 回全国里親大会第 4 分科会「社会資源を、子どもの夢と希望に活用する」コーディネーター
69.2016/11/20 相模原市 さがみはら子どもの権利の日のつどい講演会「子どもの権利を考える－子どもの声を聴
こう－」講師
70.2017/02/04 NPO 法人神奈川フォスターケアサポートプロジェクト 研修会「子どもに伝える『本当のこと』
－真実告知をめぐって－」講師
71.2017/02/09 神奈川県下、相模原市家庭養育支援センター・里親センターひこばえ共催 里親研修＆サロン
「子どもに伝える『本当のこと』－真実告知をめぐって－」講師
72.2017/02/10 相模原市こども家庭相談課 3 課合同研修「相談支援の基本的な姿勢」講師
73.2017/04～2018/02（計 6 回） 東京都里親認定前研修「児童福祉」「里親養育援助技術」講師
74.2017/06/09 里親センターひこばえ 里親支援専門相談員研修会「相談援助の基本－里親家庭への支援－」講師
75.2017/09/08 神奈川県児童相談所一時保護所職員研修「子どもの権利－一時保護所における子どものケア－」
講師
76.2017/09/14 里親センターひこばえ 里親支援専門相談員研修会「里親・里子へのよりよい支援のために－里親
委託児童の調査から学ぶもの－」講師
77.2017/11/16 相模原市児童福祉司任用後研修「社会的養護における自立支援」講師
78.2017/12/17 相模原市里親更新研修「児童福祉制度論」「里親養育演習」講師
79.2017/12/19 里親センターひこばえ 里親支援専門相談員研修会「社会的養護のもとで育つ子どもへの理解－
分離や被虐待体験と子どもの育ち－」講師
80.2018/01/27 神奈川県鎌三わか芽会研修・サロン「こんな時どうする？『生いたち』『1/2 成人式』の授業と
真実告知」講師
81.2018/02/01 横須賀市里親研修「里子の育ちを理解する－よりよい養育を求めて－」講師
82.2018/03/16 里親センターひこばえ 里親支援専門相談員研修「援助関係に必要なコミュニケーション」講師
■ 研究業績 （学会発表）
１．1998/10/17
２．2002/06/23
３．2003/05/17
（共同））
４．2008/06/08
５．2012/02/18
６．2013/06/02
７．2013/09/15
８．2015/02/28
９．2017/09/02

児童相談所における里親委託業務（日本社会福祉学会第46回全国大会（共同））
里親養育を支えるワーカーの役割（日本子ども家庭福祉学会第3回全国大会（単独））
保育・福祉実習における児童などのプライバシー保護に関する研究（日本保育学会第56回大会
和泉短期大学における子育て支援活動の報告－学生ボランティアの活用とその学習効果－（日本
子ども家庭福祉学会第9回全国大会（共同））
里親養育を支援するワーカーの専門性に関する一考察－マッチングの判断と養育プロセスにおけ
る課題への対応を中心に－（日本児童養護実践学会第4回大会（単独））
里親養育における子育てを考える（日本子ども家庭福祉学会・日本子育て学会合同シンポジウム）
話題提供者
里子の自立支援を目的にしたNPO活動（IFCO2013大阪大会（共同））
保育士養成課程における施設実習指導を通して（日本児童養護実践学会第7回大会（単独））
実習指導への新たな取り組み（全国保育士養成セミナー第19分科会「保育士養成教員に求められ
るもの（新任教員対象）」）発題（単独）

