自由研究発表プログラム
6 月 4 日（日）
午前の部（9：00 － 12:00）

分科会Ａ
9：00 ～ 9：40

司会：佐竹 要平

場所：D2-401 教室

「時期区分による公立児童養護施設の入所児実態の実証的研究
（１） ―戦後 70 年の実践に関する時期区分の検討を中心に―」
○土橋 俊彦（小田原児童相談所）

9：40 ～ 10：20

「時期区分による公立児童養護施設の入所児実態の実証的研究
（２） ―入所児の分析を中心に―」
○佐竹 要平（日本社会事業大学）

10：20 ～ 11：00

「児童養護施設におけるライフストーリーワーク実践の現状分析」
○曽田 里美（神戸女子大学）

11：00 ～ 11：40

「ケアリーバーに対する自立支援施策に関する各国調査」
○山本 眞理（みずほ情報総研（株））

分科会Ｂ
9：00 ～ 9：40

司会：立花 直樹

場所：D2-402 教室

「大学内乳児保育施設における子育て支援 ―入所に至らない保
護者を支える役割について考える―」
○菊地 知子（お茶の水女子大学いずみナーサリー）

9：40 ～ 10：20

「少子地域における子育て支援サービスの利用について」
○小池 由佳（新潟県立大学）

10：20 ～ 11：00

「災害時の保育ソーシャルワークの動向と課題」
○立花 直樹（関西福祉科学大学）

11：00 ～ 11：40

「児童家庭支援センターによる家庭児童相談室へのサポートにつ
いて」
○藤田 美枝子（聖隷クリストファー大学）

分科会Ｃ
9：00 ～ 9：40

司会：伊藤 嘉余子

場所：D2-404 教室

「里親への措置変更プロセスに関する事例分析 ―児童自立支援
施設からの措置変更ケースに焦点を当てて―」
○千賀 則史（名古屋大学）

9：40 ～ 10：20

「里親支援ネットワークにおける里親支援機関間の役割分担
―ヒアリング調査からの考察―」
○伊藤 嘉余子（大阪府立大学）

10：20 ～ 11：00

「里親委託における実親との関係性に関する研究 ―児童相談所
および里親の実態調査から―」
○入濱 直美（西南学院大学）

11：00 ～ 11：40

「児童相談所職員における助産師業務の認識調査 ―助産師参加
による切れ目ない支援の可能性―」
○柴田 長生（京都文教大学）

分科会Ｄ
9：00 ～ 9：40

司会：谷口 由希子

場所：D2-501 教室

「沖縄県幼児の生活リズムの問題とその対策 ―第一子出産年齢
別にみた母親の課題と支援のあり方―」
○照屋 真紀（早稲田大学大学院）

9：40 ～ 10：20

「韓国における親の離婚を経験した子どもの社会的支持とストレ
ス認知及び反応との関係」
○姜 民護（同志社大学大学院）

10：20 ～ 11：00

「児童養護施設からの大学等進学に関する経年的変化 その１
―進学率区分ごとの自由記述の比較―」
○永野 咲（日本女子大学（日本学術振興会））

11：00 ～ 11：40

「児童養護施設からの大学等進学に関する経年的変化 その２
―都道府県ごとの 8 年間の比較―」
○谷口 由希子（名古屋市立大学）

分科会Ｅ
9：00 ～ 9：40

司会：灰谷 和代

場所：D2-503 教室

「ASD 児を育てた親の経験知に関する研究」
○岡部 祐子（札幌国際大学短期大学部）

9：40 ～ 10：20

「市区町村における児童虐待相談受理時の情報収集の方法 ―A 町
保育現場のアセスメントシート活用の試行から―」
○灰谷 和代（皇學館大学）

10：20 ～ 11：00

「夜型化社会の中での幼児の生活リズムと身体状況 ―台湾の幼
児の健康管理上の問題と対策―」
○前橋 明（早稲田大学）

11：00 ～ 11：40

「放課後児童クラブ運営指針解説書作成とその意義」
○飯村 春薫（みずほ情報総研（株））

休

憩（12：00 － 13:00）

午後の部（13：00 － 16:00）

分科会Ｆ
13：00 ～ 13：40

司会：佐藤 まゆみ

場所：D2-401 教室

「四日市市養育支援訪問事業における家事育児援助の現状と課題
―事業開始後 3 年間の利用者アンケート結果より―」
○中村 美砂（四日市市役所こども保健福祉課家庭児童相談室）

13：40 ～ 14：20

「地域包括的・継続的支援の実現のための子ども家庭福祉行政のあ
り方に関する研究（その１） ―質問紙調査の単純集計結果から―」
○佐藤 まゆみ（和洋女子大学）

14：20 ～ 15：00

「三重県北勢児童相談所におけるライフストーリーワークのＯＪ
Ｔ（on-the-job training）実施状況について」
○山本 智佳央（三重県児童相談センター北勢児童相談所）

15：00 ～ 15：40

「ホームスタートの効果（２） ―利用者の心理的な変化に着目し
て―」
○野田 敦史（高崎健康福祉大学）

分科会Ｇ
13：00 ～ 13：40

司会：加藤 洋子

場所：D2-402 教室

「子ども虐待の防止に資する家庭内体罰の法的禁止を施策に関す
る研究」
○田沢 茂之（NPO 法人子どもすこやかサポートネットワーク）

13：40 ～ 14：20

「子ども虐待死亡事例検証結果報告書から検討する家族の揺れ動
きについて ―低リスク家庭に焦点を当てて―」
○三田 侑希（日本社会事業大学大学院博士前期課程）

14：20 ～ 15：00

「子ども虐待問題を抱える家族への在宅支援に関する研究 ―混
合研究法の可能性を中心に―」
○加藤 洋子（洗足こども短期大学）

15：00 ～ 15：40

「中学生のいじめ問題の深刻化を避けるための支援に関する研究
―教師や SC が外部専門機関に求める連携/ASD およびその周辺児へ
の支援を手かがりに―」
○大矢 正則（日本社会事業大学社会福祉学研究科博士後期課程）

分科会Ｈ
13：00 ～ 13：40

司会：野口 啓示

場所：D2-404 教室

「里親委託推進と里親支援の実際１ 都道府県・指定都市主管課を
対象としたアンケート調査から」
○高橋 順一（同志社大学大学院博士後期課程）

13：40 ～ 14：20

「里親委託推進と里親支援の実際２ 全国の児童相談所を対象と
したアンケート調査から」
○野口 啓示（福山市立大学）

14：20 ～ 15：00

「台湾幼児の良好な睡眠についての検討」
○五味 葉子（早稲田大学大学院）

15：00 ～ 15：40

「未歩行児の主体性を育む発達支援と家族支援について―児童発
達支援センターにおける取り組み―」
○有田 智也（
（福）ならやま会 児童発達支援センター）

分科会Ｉ
13：00 ～ 13：40

司会：金子 恵美

場所：D2-501 教室

「児童福祉専門職の育ち ―同じ母子生活支援施設で働く専門職
相互の影響を中心として―」
○新保 幸男（神奈川県立保健福祉大学）

13：40 ～ 14：20

「社会的養護における人材育成等の課題に対する研究 ―Ａ県施
設・機関職員への実態調査結果を中心に―」
○小林 理（東海大学）

14：20 ～ 15：00

「要保護児童対策調整機関の調整担当者研修に求められるもの
―日本社会事業大学におけるワークショップ受講者アンケートの
分析―」
○金子 恵美（日本社会事業大学）

分科会Ｊ
13：00 ～ 13：40

司会：泉 秀生

場所：D1-503 教室

「乳幼児の意見表明権 ―泣きに注目して―」
○浅田 明日香（愛知県立大学客員共同研究員）

13：40 ～ 14：20

「保護者支援における保育士の葛藤とその対応（1）

―葛藤を解

消させた保育士の支援特性に関する検討―」
○亀崎 美沙子（十文字学園女子大学）
14：20 ～ 15：00

「保育園幼児とその保護者の生活習慣の実態と健康管理上の課題
―東京都足立区内のＡ保育園の場合―」
○泉 秀生（東京未来大学）

15：00 ～ 15：40

「保育所保育士による保護者支援の実態と課題 ―インタビュー
調査の分析を通して―」
○飯塚 美穂子（洗足こども短期大学）

