教育研究業績
人間発達学部子ども発達学科

吉村 美由紀

氏名

教育活動

職名

准教授

学部
社会的養護， 施設実習指導， 保育所実習指導１， 保育所実習指導２，介護等体験，
子ども学総論， 基礎演習， 専門演習，卒業研究・制作，大学生になる

学位

福祉マネジメント修士（日本福祉大学大学院）

学歴

平成10年3月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 卒業（社会福祉学学士）
平成18年4月 日本福祉大学大学院社会福祉学研究科福祉マネジメント専攻修士課程 入学
平成20年3月 日本福祉大学大学院社会福祉学研究科福祉マネジメント専攻修士課程 修了

職歴

平成10年4月 社会福祉法人日本児童育成園
子ども家庭支援センターぎふ「はこぶね」（ソーシャルワーカー）（平成11年3月まで）
平成11年4月 社会福祉法人日本児童育成園 児童養護施設日本児童育成園
＊法人内異動 （平成13年3月まで）
平成13年4月 社会福祉法人日本児童育成園 子ども家庭支援センターぎふ「はこぶね」
＊法人内異動 （平成18年3月まで）
平成18年4月 名古屋市児童福祉センター児童相談所 児童相談協力員 （平成20年3月まで）
平成20年4月 名古屋文化学園保育専門学校 専任教員 （平成22年3月まで）
「児童福祉」「養護原理」「社会福祉援助技術演習」
「保育実習事前事後指導（施設）」担当
平成20年4月 名古屋文化学園福祉専門学校 非常勤講師 （平成21年3月まで）
「社会福祉援助技術論」担当
平成20年4月 日本福祉大学大学院ＧＰ【ケースメソッド教授法】 実務家教員 （平成22年3月まで）
平成21年4月 名古屋芸術大学 非常勤講師 （平成24年3月まで）「養護内容」担当
平成22年4月 日本福祉大学社会福祉実習教育研究センター 実習教育講師 （平成24年3月まで）
平成23年4月 金城学院大学 非常勤講師 （平成24年3月まで）
「児童福祉」「子ども学演習Ⅰ」「子ども学演習Ⅱ」担当
平成24年4月 東海学院大学健康福祉学部総合福祉学科 講師（専任） （平成25年3月まで）
平成25年4月 名古屋芸術大学 人間発達学部子ども発達学科 准教授（現在に至る）

専門分野

子ども家庭福祉 ， 社会的養護 ， 子ども家庭ソーシャルワーク

研究課題

・児童養護施設等、社会的養護において子どもが安心できる生活を保障するために必要なことにつ
いて研究（暴力に関すること、自立支援、職員が抱える課題や困難、小規模化における課題など）
・子育て支援や子ども家庭相談
[著書]
・「しあわせな明日を信じて 作文集 乳児院・児童養護施設の子どもたち」（共著）福村出版
（平成20年7月）
・「あいちの保育問題資料集2008年度版」（共著）
「子ども虐待と児童相談所」および、「待機児童と超過入所」を執筆
愛知保育団体連絡協議会調査研究部編 （平成21年3月）
（「待機児童と超過入所」については平成21～23年まで毎年執筆）
・「平成22年度 全国児童養護施設に入所している高校生・職員へのアンケート調査報告集」（共著）
特定非営利活動法人こどもサポートネットあいち編（平成23年3月）
・「乳児院・児童養護施設入所児と卒園児を対象とした手記集」（共著）
特定非営利活動法人こどもサポートネットあいち編（平成23年2月）
・「保育士をめざす人の福祉施設実習（教科書）」（共著）
愛知県保育実習連絡協議会「福祉施設実習」編集委員会編（平成23年4月）
・「どうしよう こんなとき！－児童養護施設の若き実践者のために－」（共著）三学出版
（平成23年6月）
・「2011年度ソーシャルワーク実習の実態調査報告書―実習生・実習指導者・実習担当教員に
対するアンケート調査から－」（共著）日本福祉大学実習教育研究センター「ソーシャルワーク
実習教育プログラムの研究」 研究グループ編（平成24年4月）

・「しあわせな明日を信じて２ 作文集 乳児院・児童養護施設の子どもたち・3年後の便り」（共著）
福村出版（平成24年6月）
・「施設で育った子どもたちの語り」（共著）明石書店（平成24年6月）
・「平成24年度社会的養護等当事者へ進路自立支援相談事業の報告集」『児童養護施設の暴力
問題の調査報告』（共著）特定非営利活動法人 こどもサポートネットあいち編（平成25年3月）
・「子どもの社会的養護内容 （教科書）」（共著）福村出版（平成25年4月）
・「生活を創る子どもたちを支えて 社会的養護を支援するNPO法人「こどもサポートネットあいち」の
5年間」（共著） 福村出版（平成25年6月）
・「<加除式＞医療福祉相談ガイド」（共著）中央法規（平成25年9月）
・「保育士をめざす人の福祉施設実習

第2版」（共著）みらい（平成25年9月）

・「平成25年度社会的養護等退所者実態調査と自立支援相談事業報告書」『ファミリーホームの養育
の充実に向けた調査報告ー安心できる生活づくりを保障するために』（共著）
特定非営利活動法人 こどもサポートネットあいち編（平成26年3月）
・「あいち保育研究所 研究紀要 第5号」（共著）『子どもと福祉V0l.6』（書評）および『施設で育った
子ど もたちの語り」（書評）わたしの書棚「自著を語る」（平成26年3月）
※同様に『子どもと福祉V0l.7～10』の書評を第6～9号において平成27～現在まで3月に毎年執筆
・「平成26年度虐待児継続手記集と社会的養護自立相談事業報告書」『児童養護施設の小規模化に
あたって― 職員調査 インタビューの概要―』（共著）
特定非営利活動法人 こどもサポートネットあいち編（平成27年3月）
・「しあわせな明日を信じて３ ―作文集 乳児院・児童養護施設の子どもたち6年後の便り―」（共著）
三学出版（平成28年3月）
・「みらい×子どもの福祉ブックス 子ども家庭福祉（教科書）」（共著）みらい（平成29年11月）

[学術論文等]
・「複合的な困難を抱える事例における子どもショートステイの支援のあり方」（単著）
日本福祉大学大学院社会福祉学研究科2007年度修士論文（平成20年3月）
・「児童養護施設における子育て短期支援事業 －利用家族の実態と支援のあり方－」（単著）
明石書店「子どもと福祉Vol 2」（平成21年7月）
・「児童養護施設退所者の高校卒業後の進学における考察～進学に至ったプロセスの視点から～」
(単著）名古屋芸術大学短期大学部 研究紀要 第32号（平成23年3月）
・「児童養護施設における大学等進学の課題－高校生・職員の意識調査から―」（単著）
明石書店「子どもと福祉Vol 4」（平成23年7月）
・「児童養護施設における暴力の実態に関する考察―子ども間および子どもと職員間暴力の検討―」
（単著）福祉研究第104号（平成24年5月）
・「ソーシャルワーク実習の現状と課題 ―実習生・実習指導者・実習担当教員に対するアンケート
結果から―」（共著）社会福祉実習教育研究センター年報第9号（平成24年6月）
・「社会福祉実習教育の改善（第１報）」（共著）東海学院大学紀要第6号（平成25年4月）
教育研究業績 ・「児童養護施設における自立支援についての一考察 ―高校進学前後の課題に着目して―」
（単著）東海学院大学紀要第6号（平成25年4月）
・「児童養護施設における施設内暴力に関する研究―子どもから職員への暴力の背景と対応過程に
視点をおいて―」（単著）名古屋芸術大学研究紀要第35巻（平成26年3月）
・「保育所実習指導に関する研究―実習教育のあり方の検討―」（共著）
名古屋芸術大学人間発達研究所年報(第3巻)（平成26年4月）
・「ファミリーホームの養育に関する調査研究―子どもとの豊かな関係・生活づくりに向けた課題の
検討」 (単著） 明石書店「子どもと福祉Vol 7(平成26年7月)
・「児童養護施設における職員から子どもへの暴力の生じる背景と過程」（単著）
名古屋芸術大学紀要第36巻（平成27年3月）
・「児童養護施設の小規模化について子どもと職員の語りから考える」（共著）
岡崎女子大学岡崎女子短期大学研究紀要第49号（平成28年3月）

・社会的養護施設の職員養成について考える－施設に就職を希望する学生のための養成講座を
振り返る－（共著）岡崎女子大学岡崎女子短期大学研究紀要第50号（平成29年3月）
[学会発表]
・「子育て短期支援事業における利用家族の実態と支援のあり方」日本保育学会第62回大会
(千葉大学 平成21年5月）
・「児童養護施設の安心できる生活づくりに関する調査研究～高校生・職員への全国アンケート調査
から～」 第43回日本福祉大学社会福祉学会（分科会児童の福祉）
(日本福祉大学名古屋キャンパス 平成23年5月）
・「児童養護施設退所者による高校卒業後の進学における課題－進学までのプロセスを通して－」
日本保育学会第64回大会 ( 玉川大学 平成23年5月）
・「児童養護施設における子どもと職員のコミュニケーションのあり方の考察」日本社会福祉学会
第59回大会(淑徳大学千葉キャンパス 平成23年11月）
・「児童養護施設における進路とアフターケアの課題－高校卒業に向けた援助に視点をおいて―」
日本保育学会第65回大会 (東京家政大学平成24年5月）
・「児童養護施設における施設内暴力について―子どもから職員への暴力の背景と対応過程に視点
をおいて―」日本保育学会（第66回）中村学園大学(至福岡）（平成25年5月）
・「児童養護施設における暴力に関する調査研究―背景要因の構造分析と考察―」日本保育学会
第67回大会 至大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学（平成26年5月）
・「保育者養成校における付属幼稚園での基礎的実習の取り組み」（共同）日本保育学会第67回大会
至大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学（平成26年5月）
・「児童養護施設における暴力への対応―職員が“効果があった”と感じた対応の分析―」
日本保育学会第68回大会 於椙山女学園大学（平成27年5月）
・「社会的養護等の職員養成の取り組みー施設への就職を希望する学生への養成講座について考
える－」(共同）日本保育学会第69回大会 東京学芸大学小金井キャンパス（平成28年5月）
・「児童養護施設の職員の困難事項の考察－若手職員の語りから考える－」(共同）
日本保育学会第70回大会 於川崎医療福祉大学（平成29年5月）
・「地域小規模児童養護施設についての考察」(共同）日本保育学会第71回大会
(宮城学院女子大学平成30年5月)
［講演]
・講座「子ども虐待と児童相談所」講師 愛知保育団体連絡協議会調査研究部開催研究会
（平成21年8月）
・「児童養護施設における大学・短期大学等進学に関する調査－子ども・職員への調査からみえて
くる もの－」 児童養護施設・里親家庭で暮らす高校生対象進学説明会
NPO法人こどもサポートネットあいち主催（日本福祉大学名古屋キャンパス 平成23年6月）
・「児童養護施設のケーススタディと事例」大学生・施設職員・里親・ファミリーホームの職員対象の
養成講座 講師 NPO法人こどもサポートネットあいち主催 （平成23～25年毎年9月に1回ずつ）
（日本福祉大学名古屋キャンパス )
・日本福祉大学ソーシャルワーク演習ゲスト講師「児童福祉におけるソーシャルワーク演習」
日本福祉大学ソーシャルワーク演習にて（平成23年～25年の毎年11月に一回ずつゲスト講師）
(日本福祉大学美浜キャンパス)
・講演会「気になる子どもと家族への支援」講師 愛西市保育協会主催（平成26年1月）
・講座「児童養護施設の自立支援－高校生へのアンケート調査から－」講師 岐阜県児童福祉
協議会 調査研究委員会主催（日本児童育成園はこぶねホール平成29年11月）
所属学会
団体等

一般社団法人 日本社会福祉学会 ，一般社団法人 日本保育学会 ，日本福祉大学社会福祉学会
一般社団法人 日本子ども虐待防止学会 ， 日本保育ソーシャルワーク学会
全国児童養護問題研究会，全国児童相談研究会，ＮＰＯ法人子どもサポートネットあいち
ＮＰＯ法人障害者地域生活サポート相談所 青空

社会的活動

その他

・岐阜市長良地区子ども会事務局 （平成13年4月～平成18年3月まで）
・文部科学省「あそびの城」長良地区実行委員会（企画実践事務）
（平成13年4月～平成18年3月まで）
・岐阜県ひとり親家庭生活支援事業「ホームフレンド事業」事務局（平成13年4月～平成18年3月まで）
・岐阜県児童福祉協議会調査研究委員会 調査研究委員 （平成16年4月～平成18年3月まで）
・全国児童養護問題研究会 会員 （平成16年4月～現在に至る）
・全国児童相談研究会 会員 （平成18年4月～現在に至る）
・全国児童養護問題研究会 ・編集部 編集部員 （平成20年4月～現在に至る）
・研究誌『子どもと福祉』（明石書店出版)全国児童養護問題研究会・全国児童相談研究会機関誌
編集委員 ※毎年1回出版されるため、編集を行っている。 （平成20年4月～現在に至る）
・特定非営利活動法人こどもサポートネットあいち 理事 （平成20年6月～現在に至る）
・社会的養護当事者推進団体なごやかサポートみらい 会員 （平成20年6月～現在に至る）
・特定非営利活動法人障害者地域生活サポート相談所 青空 会員 （平成20年6月～現在に至る）
・社会福祉士養成校協会東海ブロック 運営委員 （平成24年4月～平成25年3月まで）
・全国児童養護問題研究会 愛知岐阜支部監査（平成25年～現在に至る）
・愛西市子ども・子育て会議会長 （平成25年7月～平成27年6月まで）
・愛西市保育協会講演会講師（平成26年1月）
・愛西市「子ども・子育て支援事業計画策定業務委託プロポーザル審査会」の審査委員
（平成26年3月）
・岐阜市子ども会育成会優良指導者（平成17年）

