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国立 金沢大学教育学部 養護学校教員養成課程  卒業 1978.4～1982.3  （学士） 

 放送大学大学院 文化科学研究科文化科学専攻 教育開発プログラム 修了                         

2004.4～2006.3 （学術修士）  

臨床発達心理士資格取得 2004.1 

 

愛知県立三好特別支援学校 勤務    1982.4～2008.3 

愛知県立春日台特別支援学校 勤務  2008.4～2019.3 

 

 名古屋大学大学院 医学部保健学研究科 研究生   2009.4～2010.3 

 愛知県立大学大学院 人間発達科学研究科 研究生  2011.4～2012.3  

 名古屋大学大学院 法学研究科 研究生   2016.4～2017.3 

立命館大学生存学研究センター 客員協力研究員   2016.5～ 

大阪大学大学院連合小児発達学研究科・福井校  研究生  2019.4～ 

 

 

【 免許証 ・資格・委員】 

小学校教諭専修免許状 ・ 小学校教諭一種免許状 ・ 養護学校教諭一種免許状 

・ 幼稚園教諭二種免許状 

 

臨床発達心理士 

 

日本子ども虐待防止学会 代議員 

日本子ども虐待防止学会 ひょうご大会 2019  一般演題７ 教育１（座長） 
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