
2019年2月25日更新

　　　　　理事長　講演情報

☆・・・公的機関

研修・講演等

講演会「不登校の理解と支援～親やまわりの大
人の関わり方で変わる子ども」

3月21日

交流会「居場所や訪問へのアドバイス」 3月20日

午前：聴くトレーニング①（ロールプレイ）
午後：聴くトレーニング②（ロールプレイ）

3月3日

受け手ボランティア養成講座
「子どもの今」～支援の現場で問われていること
～

3月2日

チャイルドラインむさしの 受け手研修
3月23日
2月16日

学童職員研修
「ソーシャルワークとは」「学童職員ができる支援
とは」

2月15日

児童館職員研修
「ソーシャルワークとは」「児童館職員ができる支
援とは」

2月5日

千葉県社会福祉協議会
主任児童委員研修（午前・午後）
「不登校・ひきこもりについて」

1月8日

東京子育て応援事業（当協会）
お母さん・お父さんのための養育講座
「『受けとめること』・・・子どもの安心と安定を願っ
て」

3月15日（成城学
園前）

3月7日（三鷹）
2月21日(練馬）

12月13日（神田）

Ⅲ．「子どもの発達障害と愛着障害」 12月6日

Ⅱ．「生き辛さを抱える子どもたちへの関わり方」 11月22日

庁内研修
Ⅰ．「問題や悩みのある家庭への理解と関わり
方」

10月25日

☆
千葉県
（NPO法人ワーカーズコレクティブ）

千葉県人権啓発指導者養成講座
「子どもの人権を守るために本当に必要な政策と
は？」

10月23日

☆ 世田谷区教育委員会 世田谷区不登校親の会 10月3日

中野区社会福祉協議会
ファミリーサポート研修
「子育て家庭の多様な環境や現状を学ぶ」
～親や子どもに求められる支援とは～

10月1日

主催 日程

NPO法人子ども・若者サポートはみん
ぐ
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研修・講演等

杉並区保護司会
保護司会研修「今、必要な養育支援とは」
～虐待や殺人事件などの問題の根底には何があ
るのか～

9月27日

☆
清瀬市子ども家庭支援課
（NPO法人ピッコロ）

ホームビジター養成講座
午前：「家庭とは何か、親とは何か」
午後・「子どもの発達・障害・人格・子どもへの関
わり方」

9月21日

東京子育て応援事業（当協会）
養育研修～子育て支援者対象～
「子どもと親の安心と安定を願って」

11月15日(上野）
10月18日（渋谷）
9月13日（下北沢）
8月23日(池袋）
7月12日(御茶ノ

水）
6月21日（品川）
6月7日(立川）

5月16日（吉祥寺）

チャイルドラインむさしの スキルアップ研修「事例検討」 3月24日

☆
東京都発達障害者支援センター
TOSCA

シンポジウム「思春期の発達障害
～各々の分野での思春期の発達障害の困難性と
支援について～」

3月3日

☆ 文部科学省国立教育政策研究所
社会教育主事講習
「教育格差と社会教育」～事例研究～

2月13日

☆ 東京都青少年課
民生児童委員・青少年委員・保護司等研修
「生き辛さを抱える子ども・若者を地域で支えるた
めに」

1月30日

チャイルドラインむさしの スキルアップ研修「ロールプレイ」 1月13日

☆ 東京都治安対策本部 少年院少年研修「私の一番大切な存在」 11月22日

公益財団法人東京YWCA
市民ボランティア研修講座
「生き辛さを抱える子どもたちに必要な関わりと支
援」

10月21日

八王子チャイルドライン
受け手養成講座
「問題を抱えた子どもたちに向き合う」

10月14日

☆ 清瀬市子ども家庭支援課
清瀬市ホームビジター養成講座
午前：「子どもの理解」
午後：「問題や悩みのある家庭への理解」

10月4日

☆
徳島県子ども若者相談支援センター
あい

内閣府子供・若者支援地域ネットワーク強化推進
事業　研修会
「いじめ・不登校ひきこもり・少年事件・児童虐待
に通底していること～それぞれの現場で求められ
ること～」

8月23日

2018年

2017年

主催 日程



研修・講演等

株式会社LITALICO インターンシップ「ひきこもり」 8月18日

財団法人女性労働協会

静岡県ファミリー・サポート・センターアドバイザー
講習会
「精神的に問題を抱える保護者とは」
「アドバイザーに求められる役割と保護者への対
応」

8月2日

☆
東京都子育て応援事業
「子育て応援チームすこっぷ」

ホームビジター養成講座
「問題・悩みのある家庭への支援」

6月7日

☆
東京都子育て応援事業
「子育て応援チームすこっぷ」

ホームビジター養成講座
午前：「家庭とは何か、親とは何か」
午後：「子どもの発達・障害・人権、子どもへの関
わり方」

5月18日

チャイルドラインむさしの スキルアップ研修 4月8日

☆
東京都児童館第3ブロック
（世田谷・目黒・品川・大田）

東京都　児童館研修「自覚のない児童虐待」
～小学生高学年・中学生の受けとめ方と居場所
づくり～

2月22日

☆ 葛飾区児童館・学童クラブ
葛飾区児童館職員研修「充分な養育を受けずに
育った子どもの心身の健康や行動及び子育ての
悩みや問題を抱える家庭への支援について」

2月21日

社団法人刑事司法福祉フォーラム・オ
アシス

ミニフォーラム「矯正の現場から見えてくること」 2月18日

☆
東京都児童館第5ブロック
（墨田・足立・葛飾・江東）

東京都　児童館研修「自覚のない児童虐待」
～児童虐待の現状を知り、今、職員ができること
～

2月7日

ASIS
セミナー「児童虐待・少年事件・いじめ・不登校ひ
きこもりに通底していること」～子どもや若者が地
域で安心して暮らすことができるように～

12月20日

☆ 世田谷区烏山総合支所
青少年地区委合同研修会「非行に走らせないた
めに」

12月12日

☆ 豊島区生涯学習課 家庭教育学級「しつけってなんだろう？」 12月6日

☆ 世田谷区不登校ひきこもり部会
「少年事件・不登校ひきこもり・児童虐待に通底し
ていること」

12月6日

チャイルドラインむさしの
公開講座「子どもの行動には理由がある」～寄り
添うことの意味～

12月3日

☆
東京都子育て応援事業
NPO法人ピッコロ

講義・演習「困難を抱える家庭への支援を
考える」

11月11日

チャイルドラインむさしの スキルアップ研修 11月5日

2017年

2016年
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研修・講演等

ファミリーセンター東京ベーテル
公開講座「子どもをとりまく状況と支援」
～生き辛さを抱えた親子の寄り添い方～

10月29日

☆ 清瀬市子ども家庭支援課
ホームビジター養成講座
Ⅰ　「子どもの理解」
Ⅱ　「問題や悩みのある家庭への理解」

10月5日

東京弁護士会

子どもの人権と少年法に関する特別委員会
研修「子どもとの接し方」
～非行少年に接する時に気をつけること、立ち直
り支援の時の他機関連携～

9月30日

☆ 世田谷教育委員会 不登校保護者の教育相談 9月6日

川崎チャイルドライン ロールプレイ「生き辛い子どもの電話を聴く」 8月28日

川崎チャイルドライン
研修「子どもの現実」
～子どもソーシャルワークの現場から～

8月7日

☆ 宮城県子ども総合センター
平成28年度不登校相談・支援機関等研修会
講義「しんどい子どもの寄り添い方」
～子どもの行動を読み解くヒント～

8月5日

日本大学文理学部福祉学科 大学講義「人を助けることとは？」 7月14日

ぴあすの会
講演「ぴあすぽで出会う少年と家族」
～児童虐待、不登校・ひきこもり、少年事件の支
援を通して～

6月25日

☆ 埼玉大成公民館 講座「子どもを取り巻く環境」 5月31日

チャイルドラインむさしの スキルアップ研修 3月27日

☆ 世田谷区砧保健福祉課
ご近所フォーラム特別企画
「子ども・障害・高齢者等、顔の見える関係」

3月19日

☆ 江東区こうとう親子センター
公開講座「子どもを取りまく状況と支援」
～生き辛さを抱えた子どもたち～

3月5日

NPO法人ネモ　ちば
不登校・ひきこもりネットワーク

出版記念講演
「子ども・若者を取りまく状況と支援」

2月27日

☆ 東京都教育相談センター
センター職員研修
「ひきこもり・不登校の子どもをもつ親への対応」

1月27日

☆ 中央区築地児童館 児童指導員研修「自覚のない児童虐待」 11月25日

☆ 東京都子育て応援事業
コーディネーター研修
「子育て困難家庭への関わり」

11月18日

☆ 目黒区子ども家庭課
講演「思春期の子どもに対する、保護者としての
心構え」

11月17日

☆ 東京都子育て応援事業

コーディネーター研修
午前：「支援のプロセスとコーディネーター」等
午後：「コーディネートワークを事例検討を通して
学ぶ」

11月12日

伊東市いとう子育てネットワーク・ゆう
ホームビジター養成講座
「問題や悩みのある家庭の理解」

11月10日

☆ 渋谷区子ども家庭支援センター 児童虐待防止講演会「虐待をしてしまう親たち」 11月4日

2016年

2015年

主催 日程



研修・講演等

NPO法人ACTたすけあい
ワーカーズえん千歳台

子育て支援研修
「困難を抱える子育て中の家庭を、どのように支
えるか」

10月31日

☆ 清瀬市子ども家庭支援課
ホームビジター養成講座
午前：「子どもと出会うために」
午後：「家庭の機能と親の役割」

10月7日

☆ 法務省日本矯正教育学会 シンポジウム「いま少年院では」 9月29日

☆ 埼玉県富士見市立水谷公民館 講演「子どもを取り巻く状況の激変と生き辛さ」 9月13日

☆ 世田谷区教育相談室 不登校保護者の集い 9月8日

☆ 千葉県流山市公民館
「子どもを取りまく状況の激変と生き辛さ」
～親やまわりの大人の関わり方で変わる子ども
～

7月6日

チャイルドラインむさしの 受け手スキルアップ研修 7月4日

7月28日（川越市）

7月15日（熊谷市）

6月16日（さいたま市）

チャイルドライン千葉
千葉子ども劇場

研修「子どもを取りまく状況～生き辛さを抱えた子
どもたち」

5月15日

チャイルドラインむさしの スキルアップ研修 3月7日

☆ 品川区保育課 保育士研修「親子の愛着関係を育むには」 2月5日

東京YWCA
学童クラブ指導員研修「子どもの生活と遊びに関
与する専門職に求められること」

1月31日

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ
一時預かりアドバイザー養成講座「コーディネー
ターの基本姿勢・役割と全体像」

1月15日

家庭訪問型子育て支援研究会
支援者研修「養育困難家庭への配慮、支援のポ
イント」

11月29日・1月16日

☆ 品川区健康福祉事業部
民生児童委員への講演「子育て支援の現状とこ
れからの民生児童委員活動に求められること」

11月26日

☆ 世田谷区教育相談室 不登校保護者の集い 10月14日

☆ 新宿区子ども総合支援センター
児童館職員研修「小学校高学年・中高生児童の
心理と対応について」

9月10日

☆ 国立市子ども家庭支援センター
職員研修「子どもたちへ向き合い寄り添う支援と
は」

8月21日

チャイルドラインむさしの スキルアップ研修 7月5日

☆ 小平児童相談所
養育家庭里親学習会「人間関係の築き方～自己
肯定感を育むために～」

6月20日

☆ 清瀬市子ども家庭支援課
ホームビジター養成講座
Ⅰ「子どもと出会うために」
Ⅱ「家庭の機能と親の役割」

6月17日

2015年

2014年

☆ 埼玉県人権推進課
人権啓発研修会「少年院出院者の背景、支援と
その課題」

主催 日程



研修・講演等

東京YWCA
新地町小中学生夏キャンプに向けてのリーダー
研修「リーダーとして子どもたちと関わることにつ
いて」

5月30日・6月3日

☆ 調布市　児童青少年課
青少年補導連絡会講演「青少年の非行等の現状
について」

5月2日

☆ 世田谷区保護司会 「少年非行の現状とぴあすぽの役割」 3月11日

☆ 品川区保育課
保育園ブロック研修「親子の愛着関係を育む－保
護者支援」

1月29日

チャイルドラインむさしの スキルアップ研修 1月18日・2月22日

☆ 清瀬市子ども家庭支援課 ホームビジター養成講座（Ⅰ・Ⅱ） 12月3日

☆ 中央区保護司会 保護司研修「少年事件と少年への関わり」 11月6日

チャイルドラインむさしの
公開講座「子どもの傷つきが絶望に変わらないた
めに」

10月20日

☆ 中野区社会福祉協議会
ファミリーサポート フォローアップ講座「今どきの
子ども事情」

7月26日

☆ 東京都・児童養護施設　八街学園
職員研修「非行に走らないための子どもとの関わ
り方」

3月14日

☆ 成城地区青少年補導委員会
少年事件～ソーシャルワークの現場から見えてく
る子どもの状況～」

2月22日

家族会　小田原梅の会 思春期セミナー 2月14日

☆ 品川区子育て支援課
企画講座「子どもの笑顔のために～虐待などの
現状から見える課題～」

2月7日

☆ 品川区子育て支援課
企画講座「いじめ、今、親にできること～子どもを
いじめから守るために」

2月21日

☆ 品川区保育課乳幼児教育係 保育士研修 11月9日

東京YWCA 講演「閉ざしている子どものこころに寄り添うとは」 10月13日

かわさきチャイルドライン 受け手研修 9月22日

☆
武蔵野市・武蔵野市社会福祉協議
会・公益財団法人東京ＹＷＣA

講演　「子どものこころのケアとは」
「子どもに寄り添う・家族を支える」

7月6日・12日

☆ 清瀬市子ども家庭支援課 ホームビジター養成講座（Ⅰ・Ⅱ） 6月18日

東京都議会 都議会議員研修「児童虐待の原因と課題」 5月22日

☆ 調布市北部公民館
講演「不登校・ひきこもり」「震災後の子育て不安
を乗り越えるために」

2月17日・24日

☆ 品川区子育て支援課 保育士研修 2月9日

☆ 川崎市中原区社会福祉協議会 民生委員・児童委員研修 1月30日

チャイルドラインたちかわ 受け手研修 1月28日

2014年

2012年

主催 日程

2013年



研修・講演等

☆ 調布市青少年課 青少年課職員研修「児童虐待」 2012年 1月26日

☆
相模原市城山地区
青少年健全育成協議会

講演「今どきの子ども事情」 12月11日

☆ 品川区役所
児童センター職員研修「中高生の子どもたちと向
き合う」

11月11日

☆ 座間市東地区文化センター 教育問題講座「どうする、どうなる不登校」 11月5日

☆ 瀬谷区福祉保健センター福祉保健課 瀬谷区主任児童委員研修 6月21日

☆ 清瀬市子ども家庭支援課 子育て支援研修 2月19日

☆ 横浜市笹野台地区社会福祉協議会 講演「しつけってなに？」 1月28日

プレーパークせたがや
シンポジウム　～思春期の子どもと親が安心して
暮らしていくために～

12月5日

NPO法人 みらい子育てネット山形 シンポジウム 11月20日

☆ 岐阜NPOセンター フレンドワーカー養成講座 10月30日

☆ 立川市立砂川小学校 教員研修 10月13日

☆ 岐阜NPOセンター フレンドワーカー養成講座 9月25日・10月30日

☆ 新宿区こども家庭課
新宿区虐待防止等研究部会職員研修
「現代家族の課題とその対応」

9月10日

☆ 中野区保護司会 保護司研修 9月4日

☆ 墨田区 墨田区教員研修 8月20日

☆ 横浜市旭区中沢小学校
教員研修「今日の家庭と子どもたちへの関わり
方」

7月20日

☆
横浜市旭区希望が丘南地区主任児
童委員　K・Kネットの会

地域子育て講演会「地域をまきこむ子育て」 7月16日

☆
横浜市旭区笹野台地区
社会福祉協議会

福祉講演会「今、子どもたちに、大人・地域ができ
ること」

7月3日

子どもと女性の人権を考える東京の
会

第37回学習交流会「～子どもの人権 ～
近くにあっても遠くに感じる児童虐待」

6月26日

☆ 清瀬市子ども家庭部 ホームビジター養成講座 6月9日

☆ 新宿区子ども家庭支援センター スーパーバイズ研修 6～3月（年4回）

☆ 横浜市旭区主任児童委員連絡会
旭区児童委員・民生委員研修
「子どもの権利を守るために」

5月26日

☆ 香川県教育委員会

グループカウンセリング養成講座
講義「今求められる家庭的教育支援とは」
実習・ロールプレイ「親の話を聴くために必要な技
法」

5月22日

☆
品川区立旗の台児童センター
要保護児童対策地域協議会

品川区子ども家庭あんしんねっと協議会 講演会
「親殺しをせざるをえない少年」
～背景にある見えない虐待と支援～

3月10日

☆
横浜市旭区
青少年指導員連絡協議会

平成21年度旭区青少年指導員研修会
「子どもの権利を守ること」

2月14日
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研修・講演等

☆ 福島県保健福祉部子育て支援課
子育て支援リーダー・職員研修
「子育て支援とソーシャルワーク」

2010年 1月18日

☆ 調布子ども生活部青少年課
青少年補導委員・中学生指導担当・民生児童委
員・PTA役員研修　「ぴあすぽ及び青少年の非
行・ひきこもり等の現状について」

2011年 1月12日

☆ 新宿要保護児童対策地域協議会 実務者会議構成員等研修 12月8日

☆ 横浜市旭区職員研修担当 平成21年度旭区人権啓発職員研修 11月18日

☆ 川崎市民生委員協議会 平成21年度主任児童委員研修会 11月10日

☆ 港区児童館職員研修担当 平成21年度児童館職員研修 11月16日・17日

☆ 杉並区保健福祉部　児童青少年課
ジョブスタート支援講座「子どものココロに耳を澄
まして」

10月28日

清瀬市男女共同参画センター 研修「今どきの子ども事情」 10月10日

☆
NPO法人 岐阜ソーシャルワークアソ
シエーション

GSA人材育成事業 実践講座「ある」（自己存在）
を支える現場から」

5月31日

☆ 川崎市麻生区地域教育会議
麻生区役所 あさおの寺子屋・特別講演会
「子どもの声を聴いていますか？」

3月5日

☆ 東京都BBS連盟 BBS会員研修Ⅳ 2月16日

☆ 東京都港区子ども支援部
港区児童館職員研修『児童館におけるソーシャル
ワーク』

7月～10月（4回）

☆ 千葉県保育協議会 保育所長研修会「保育ソーシャルワークの実践」 6月26日

☆ 清瀬市子ども家庭支援課 ホームビジター養成講座（Ⅰ・Ⅱ） 6月2日

☆ 香川県教育委員会生涯学習課 相談員養成講座 2月1日

☆ 東京都 特別区職員研修所　教務課 東京都23区職員 平成19年度専門研修 11月21日

ＮＰＯ里親子支援のアン基金プロジェクト 研修「子どもと関わるには」 8月25日

☆ 港区子ども家庭支援部
港区児童館職員研修「児童館におけるソーシャル
ワーク」

6月21日・28日

☆
文部科学省 初等中東教育局
児童生徒課

「問題行動に対する地域における行動連携推進
事業全国連絡協議会」
◇事例発表   ◇シンポジウム
「関係機関との行動連携推進に向けて」

2月13日

✩ 練馬区大泉第一小学校　生活指導研修会 教員研修 12月6日

✩ 香川県高松市法務局　人権擁護部
平成18年度高松法務局
人権擁護委員人権問題講習会

11月13日

✩ 調布市北部公民館 家庭教育講座「不登校とひきこもり」 7月11日・18日

✩
八王子市役所子ども家庭部子ども政
策課

八王子市保育従事者研修 1月25日

✩ 日野市中央公民館
地域の子ども課題を考える講座
「地域で支える不登校とひきこもり」

11月13日

✩ 板橋区総務部人事課人材育成係 板橋区職員研修 3月15日
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