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日本福祉文化学会大会挨拶
大会委員長

石田

易司

ようこそ、大阪へいらっしゃいました。大阪とい
ってもここは泉州。新大阪から来られた方は遠いと
ころで申し訳ありませんでした。関空からはそれな
りに近いんですが。

さて、今回の大阪大会の目指すところは３つあり
ます。１つは私たち研究者や専門家はどれだけ当事
者（対象者）を大切にできるか、つまり、世間では
当たり前のように当事者主体といいますが、その生
の声を聴いて、そのニーズにどれだけ応えられるか
という問いをみんなで考えてみようということ、そ
れが第１です。
「語り」という言葉をキーワードに、
皆さんと考えてみたいと思います。

基調講演の木津川計さんによると、武士や官僚の少なかった大阪は、東京とは違う文化
が育まれているとか。落語や浄瑠璃などの上方の「語り」文化を通して、福祉の根本の温
かい心あふれる大阪の文化の本質をうかがってみてください。そして、ともすれば私たち
が忘れがちな、私たちが交わるあらゆる人、一人ひとりを大切にする福祉文化と「語り」
の関連を、シンポジウムを通してみんなで考えたいと思います。

２つ目は、大阪のおもしろいいところ、大阪の福祉のユニークさを、現場セミナーを通
して見てほしいということです。文化というのは、それぞれの人、それぞれの地域によっ
て異なるものです。事務局が東京から離れたことを契機に、改めて、それぞれの地域とい
うことを大切にしたいと思います。大阪は食べ物もおいしいし、人も楽しい。そして、福
祉も「らしい」ところです。

障がい者、
子ども、
外国人などの大阪らしい福祉現場を訪ねる現場セミナーを行います。
ハングルあふれるコリアタウンでおいしい焼肉を食べる、子どもの自由を守る冒険遊び場、
障がい者が歌い、描く文化の活動、障がい児の発達を保障するキャンプの現場、そして在
日外国人、特にニューカマーといわれる人たちのそれぞれの国の文化などを選んで探検し
ましょう。
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３つ目は、他団体とのコラボレーションを楽しんでください。スペシャルニーズキャン
プネットワークという福祉とスポーツの間にある組織との共同開催です。一人ひとりのニ
ーズを尊重し、キャンプという野外での新しい文化を展開している団体です。福祉の世界
に使っている人とは一味違う人たちです。懇親会ももちろん一緒です。ギターやバイオリ
ンを引っ提げて、アイリッシュやカントリーを歌う私たちのキャンプ仲間・末松よしみつ
さんをゲストに、楽しい交流の場を作ります。

新年度になり、大阪が燃えています。事務局の体制も、やっとですが、整いました。こ
の大会の実行委員会には毎回 30 人近いメンバーが集まって議論を交わしてきました。

この大阪のエネルギーを全国の皆さんと共に、新しい福祉文化学会のスタートの大会に
結集したいと思います。
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大会プログラム
【第 1 日目 10 月 27 日（土）】

12:30-13:00

受付

（場所：聖ヨハネ館ロビー）

なお、受付時間以降は、ヨハネホール内にて、受付を行うこともございます。
ロビーに受付がない場合は、ヨハネホールにお入り下さい。

13:00-13:30

開会セレモニー

（会場：ヨハネホール）

13:40-14:50

基調講演

（会場：ヨハネホール）

「語りのなにわ文化～江戸と上方の違いを中心に～」
講師：

15:00-16:30

木津川

計（立命館大学名誉教授・上方芸能評論家）

シンポジウム

（会場：ヨハネホール）

「その人らしさが輝く語り」
シンポジスト：

結城

俊哉（立教大学コミュニティ福祉学部教授）

清水

明彦（西宮市社会福祉協議会常務理事）

金

香百合（ホリスティック教育実践研究所所長）

コーディネーター：岡村

16:40-18:00

ヒロ子（つどい場「私空間」代表）

自主シンポジウム

自主シンポジウム A

（会場：J-304）

「戦争をめぐる文化と暮らしを問い直す」
自主シンポジウム B

（会場：J-311）

「福祉文化と「子ども食堂」の課題と可能性」
自主シンポジウム C

（会場：J-310）

「福祉文化批評ワークショップ
～人と人が人を幸せにするために」

スペシャルニーズキャンプネットワーク・フォーラム

（会場：J-303）

「特別なニーズを必要とする人を取り巻く
これまでの環境と現在、そしてこれから」

18:30-20:00

懇親会
演奏：

（会場：聖バルナバ館生協食堂）
末松

よしみつ
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【第 2 日目 10 月 28 日（日）】

9:00-9:50

総会

（会場：ヨハネホール）

※本学会会員の皆様は必ずご参加ください。

9:50-10:20

研究発表（ポスター発表）

（会場：J-309）

ポスター発表については、9:50～10:20 が発表者の責任着座時間です。

※なお、ポスターは 2 日目の 10 月 28 日（日）9:00～大会終了までは必ず、掲示されます
が、発表者の作業状況によっては 1 日目から掲示されます。

10:20-11:50

研究発表（口頭発表）

会場①

発表演題数

3 演題

「福祉文化と地域」
会場②

発表演題数

（会場：J-301）
2 演題

「福祉文化と高齢者」
会場③

発表演題数

（会場：J-302）

3 演題

「福祉文化と子ども」

1 演題目：10:20～10:50

（会場：J-308）

2 演題目：10:50～11:20

3 演題目：11:20～11:50

※ 1 演題発表 20 分、質疑応答等 10 分です。
なお、発表者の入れ替え等も時間内に含みますので、発表者の方はスムーズに入れ替わ
り等ご準備をお願いいたします。

12:00-12:30

閉会セレモニー

福祉文化実践学会賞発表
次回開催地挨拶

12:30 以降

現場セミナー

A.バングラデシュとトルコの紅茶と文化
B.障がい者の文化活動体験

（会場：J-303）

Big-I

C.コリアタウン探訪
D.子どもの遊び場

大型児童館ビッグバンとちょっとバン

※【昼食について】 現場セミナーは移動時間等があり、昼食を摂る時間が短い可能性があ
ります。現場セミナーに参加される方は、昼食をご持参ください。学内の食堂等は休日の
ため、営業しておりません。土曜日のみ学内ファミリーマートが営業しております。
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会場案内

5

聖ヨハネ館

6

大会 1 日目
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基調講演
「語りのなにわ文化」
～江戸と上方の違いを中心に～

木津川

【講師】
計（立命館大学名誉教授・上方芸能評論家）

１．江戸と大阪の都市性
①江戸 ― 警固都市・武士中心・もののふぶり・荒事
②大阪 ― 平和都市・町人中心・たおやめぶり・和事

２．江戸の踊りと上方の舞
①西欧の身体表現 ― 舞踏(バレエ・フラメンコ・ダンス) ― 跳躍、回転
②日本の身体表現 ― 舞踏(歌舞伎舞踏、上方舞) ― 摺足、ナンバ
③歌舞伎舞踏(日本舞踏) ― 派手、動的、舞台
④上方舞(座敷舞) ― 地味、静的、座敷

３．江戸弁(東京弁)と大坂弁(大阪弁)
①大阪弁と東京弁の比較(『大阪弁』前田勇、朝日選書)
A
B
C
D
E
F
G
H
I

大阪弁
やさしくて、軟らかい
潤濁、朦朧
歯切れが悪い
鈍重、悠長
女性的で、生ぬるい
間が抜けて、しまりがない
余情がある
典雅、婉曲
包含的

東京弁
ぶっきらぼうで、硬い
冷澄、明晰
歯切れがよい
軽快、急促
男性的で、きびきびしている
緻密できりっとしている
知性がある
尖鋭、端的
分析的

４．大阪弁はなぜ「やさしくて、軟らかい」ことばになったのか
①天下の台所・商いの都市 ―「お上りさん」不在の訳
②気遣い、気配りの都市 ― 大阪弁をあいまいにした訳

５．大阪は、なぜ語りの文化(落語、漫才)を生み出し、育てたのか
①「儲ける」の２分化と３分化 ― 信用とコミュニケート重視の訳
②笑いの重視 ― 笑顔の形成としゃれことばの量産
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６．大阪のしゃれことば
「赤子の行水」「いかきに小便」「五合徳利」「牛のおいど」
「黒犬の尻っぽ」「高野山へ行く」

７．日本語のこれから ― 標準語と方言
①広がる朗読がもたらすもの ― 方言の衰弱
②地方文化と一体の方言 ― 方言の擁護

略歴

木津川

計：1935 年生まれ。大阪市立大学文

学部卒業。1968 年に自ら創刊し、編集長を務めた雑誌
『上方芸能』は、能・狂言・歌舞伎・文楽・舞踊から
落語・漫才にいたるまで、京阪神のすぐれた芸能や大
阪文化を守り、応援し、幅広く紹介、論評する専門誌
として 45 年の歴史を持つ。
1986 年 立命館大学教授に就任、2006 年定年退職。
他に民放連盟賞中央審査委員長（2004、2005 年度エンターテイメント部門）、文化庁芸
術祭賞選考委員、文化庁国際芸術交流支援事業審査委員会副主査、芸術選奨文部科学大臣
賞選考委員会主査、和歌山大学客員教授ほかを歴任。
現在は、『上方芸能』発行人、兵庫県川西市生涯学習短期大学学長などを務める。ＮＨ
Ｋラジオ（関西エリア）で「ラジオエッセイ」を毎週１回レギュラーで担当して 32 年目、
“木津川節”といわれる大阪弁のやわらかい語りにファンも多い。
また、2006 年から「木津川計の一人語り劇場」を旗揚げ、新国劇の「瞼の母」「一本刀
土俵入」「王将」や新派の「金色夜叉」「婦系図」、大衆演劇の「父帰る」、映画の名作
「無法松の一生」、落語を咄して「語る落語」、2013 年からは歌舞伎の語りで「『曽根崎
心中』以後」などで各地を口演して好評。

■著書
『人間と文化』(岩波書店)
『＜趣味＞の社会学』(日本経済新聞社)
『上方の笑い』(講談社現代新書)
『上方芸能と文化』(ＮＨＫライブラリー)
『都市格と文化』(自治体研究社)
『人生としての川柳』（角川学芸ブックス）
『朗読・語り文化の地平』（『上方芸能』出版センター ）
『ことばの身づくろい』(『上方芸能』出版センター）

■受賞歴
京都市芸術功労賞、京都新聞文化賞、第 46 回菊池寛賞（1998 年 12 月）、全国日本学
士会アカデミア賞（2013 年 2 月）などを受賞。
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シンポジウム「その人らしさが輝く語り」

【シンポジスト】
結城 俊哉（立教大学コミュニティ福祉学部 教授）
清水 明彦（西宮市社会福祉協議会 常務理事）
金 香百合（ホリスティック教育実践研究所 所長）

岡村

【コーディネーター】
ヒロ子（つどい場「私空間」

主宰）

昨今、スポーツ界における指導者からのパワーハラスメントが取り沙汰されています。
福祉分野においては、主役である利用者の方々は生活者というよりも「支援の対象」とし
て客体化されています。利用者の方々と支援者それぞれが率直に「ものが言え、それを聴
く」
というごく当たり前のことがないがしろにされているのではないかと憂慮しています。
社会全般においても同様といえます。
一人ひとりがもつ独自の文化を大切にすることの一つが「聴く」という姿勢です。
本大会のテーマ「語りと福祉文化」の趣旨文には、“私たちが忘れがちな私たちが関わ
るあらゆる人、
一人ひとりを大切にする「福祉文化」と「語り」との関連を考えていきたい”と記されて
います。
そしてシンポジウム「その人らしさが輝く語り」では「その人」にスポットをあてます。
過去にあまり例がないテーマのように思います。新しい福祉文化といえるかもしれません。
「その人」とはいったい誰をさすのか、また、その人が「その人らしく輝く語り」とは
いったいどのような「語り」なのか。私たちは日頃、目の前のその方や自分自身が輝くよ
うな「語り」を心がけ、その方の声なき声を引き出すように心がけているのか・・・。こ
のテーマは自分自身に投げかけられているようです。
本日はホリスティック教育にエネルギッシュに取り組んでいる方、重い障がいをもった
方々の地域での生活を支えている方、「語り」を多面的に捉え研究を続けている方をシン
ポジストとしてお招きいたしました。その多彩な実践から生み出されたとっておきのエピ
ソードをふんだんに交えながらそれぞれの立場からテーマに迫っていただきます。
そしてシンポジウム本来のスタイルである会場の皆さまとシンポジストの方々とが「そ
の人らしさが輝く語り」について共に語り合う場にしたいと思います。

略歴

岡村ヒロ子：つどい場「私空間」主宰

NPO 法人「つどい場さくらちゃん」理事
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社会福祉法人 ミード社会舘非常勤講師

1)「大阪大会の開催趣旨」の確認から
「私たちが忘れがちな、私たちが交わるあらゆる人、一人ひとりを大切にする福祉
文化と『語り』の関連を大会を通して考えていきたい。（以下省略）」
2)「その人」とは誰なのか？
3) その人「らしさ」と何か？
4)「輝けない私（達）／あなた」から「輝く私（達／あなた）」とは？
5) 「語り／語られること」は？・・「藪の中」（主観的な生活世界）」
6) 「その人らしさが輝く語り」と「福祉文化」の関連とは？
7) 「語り得ること」と「語りえない」ことの間にあることは？
8) 福祉実践を「語る力」がもたらす「福祉文化の力」とは何か。

略歴

結城

俊哉（ゆうきとしや）：立教大学コミュニティ福祉学部教授／病院勤務後、障害

者家族会の非常勤をしながら社会福祉を学ぶ。その後、中部女子短期大学・聖学院大学・筑波
大学人間系（障害科学類）を経て 2014 年から現職。（専門分野は、障害福祉学／主な著書：
（単著）『生活理解の方法』ドメス出版、『ケアのフォークロア』高菅出版、：（編著）『共
に生きるための障害福祉学入門』大月書店、『生活支援の障害福祉学』明石書店：（訳書）キ
ーロン・スミス著（共訳）『ダウン症をめぐる政治〜 誰もが排除されない社会へ向けて』明石書
店）等々

11

・今から４０数年前、もうすぐ２０歳になろうかという私は、西宮で、２０年間ずっと家
から外に出ることなく生きてきた未就学在宅重度障害者と言われていた方とその親御さ
んに出会う。
――

その時の 語り

が私をそのまま西宮から離れられなくしてしまった

――

・なんの制度前提もないまったくの法外独自事業として展開された、たいへん障害の重い
人たちの地域での生活拠点「青葉園」。言語によるコミュニケーションは難しい一人ひ
とりだが、どれほど
――

語り

にあふれた日々であったか。

立ち上がる主体、相互主体化により湧き上がる物語

青葉園基本理念

――

・やがて法制度が整備され、そして契約によるサービスの提供となり、 語り がどんどん
消えていく。
福祉現場が今、沈み込んでいこうとしている。
――

語り の回復に向けて、西宮市における本人中心支援計画づくり

――

・一人ひとり、今ここで自分らしく自分を 語り 自分の物語を生きていく主体者であると
いう実感
――

一人ひとりその人らしく生きていく日常こそが価値であり生産性

――

・本人（当事者）支援者（専門職）そして市民（地域住民）の三者関係のもとで、幾重に
も重なり合う主体化によってこそ地域共生社会が実現するという確信。
――

「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現

というより、

「国連障害者権利条約」が向かう地域社会における共生の実現

略歴

清水

明彦

――

1974 年より、西宮市内の重

度障害者の家庭訪問活動に参加。西宮市の重症心
身障害者の集まり「未就学在宅者のつどい」の発
足に関わる。1978 年より、障害が重く社会参加の
場を見出せない学校教育終了者の社会教育の場
「生活教室」の職員に。1981 年、これらが統合さ
れる中で、西宮市独自の重度障害者の地域活動拠
点「青葉園」が西宮市社会福祉協議会の運営によ
り成立。
成立と同時に、西宮市社会福祉協議会職員として同園スタッフに。1991 年より 2001
年まで、「青葉園」園長。その後、「青葉園」と「障害者生活相談・支援センター」の運
営を担当する障害者生活支援グループ長、西宮市地域自立支援協議会副会長。2013 年より、
西宮市社会福祉協議会事務局長兼障害者相談体制整備室室長。
【現在】西宮市社会福祉協議会

常務理事

西宮市権利擁護支援システム推進委員会
西宮市障害福祉推進計画策定委員会
特定非営利活動法人 PAS ネット
西宮市地域自立支援協議会

委員

委員

理事

権利擁護委員会

日本福祉文化学会 会員
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専属差別解消法紙芝居作家

１．自己紹介……金

香百合（きむ

かゆり）

２．大阪 YWCA について……今年 100 周年を迎える国際的な女性団体
３．組織キャンプのこと……教育キャンプともいわれる
４．ホリスティックとは……包括的・全体的という意味（つながり・かかわり・バランス・
関係性など）
５．その他……①養育里親②ケアする人のケア③大阪女学院短大・大学での授業「自己の
発見―教育学」
💛私は自分の生い立ちをよく語ります。大学を卒業するころまで、私は自分のことが大嫌
いでした。在日韓国朝鮮人に生まれたこと、生まれつき難聴であること、複雑な家庭環境、
それらを劣等感という氷のように、冷え固まったものをこころに抱えて生きていました。
💛卒業後は、よくわからないまま、大阪 YWCA という財団法人に就職しました。2018 年に
創立 100 周年を迎えた大阪 YWCA は、世界で最も古く、最大規模の女性団体・社会教育団体・
ボランティア団体・キリスト教団体です。何よりも、私の人生の大きな出会いと学びの場
となりました。
💛異世代のたくさんのボランティア会員や職員仲間との交わりを通して、私は、「あるが
ままの自分」を肯定され、自分のことが丸ごと好きになっていきました。自尊感情が高く
なったのです。
💛YWCA では、こどもから高齢者まで、また障がい者や外国人、平和・人権について、た
くさんを学びましたが、その学びの土台に組織キャンプがありました。
💛YWCA 運動の展開の方法として、古くから、組織キャンプやグループワーク、リーダー
シップ養成ということが取り入れられていました。（東京 YWCA 野尻キャンプ場は 87 年の
歴史があります）
💛キャンプを通じて学んだことが、まったく異分野と思われるところで活かしていること
に気づいたのは、阪神大震災後のボランティアによる「こころのケア・ネットワーク」の
立ち上げと運営です。23 年前、災害についての準備がまったくなかった関西地域で、私が
被災後の支援活動を立ち上げるための拠りどころとなっ
た知識と経験は全部、組織キャンプで学んだことでした。
💛今、養育里親をしてきて、社会的養護の若者や発達障
害、アフターケアにも関心を深めています。

略歴

金

香百合

在日 3 世として大阪に生まれる。公益財団法人大阪
YWCA のすたっふとして 20 年働く。YWCA 運動を通じて、
平和教育や様々な人権問題に関わる。自尊感情に関わる
講演やワークショップを全国で多数実施している。
【現在】ホリスティック教育実践研究所
松原市人権のまちつくり

所長

委員

大阪 YWCA ガールズ・パワー・アップ・プロジェクト長
地域の居場所「e トコ・プロジェクト」代表
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自主シンポジウム
研究プロジェクト「戦争文化に抗する福祉文化思想の基盤研究」報告
「戦争をめぐる文化と暮らしを問い直す」〜パブロ・ピカソの「ゲルニカ」と
藤田嗣治の「戦争画」の視点を手がかりに〜

○結城

俊哉（立教大学）
自主シンポジウム A1

【目的】文化の担い手（「芸術家（アーティスト）達」）」に「戦争」（＝反福祉文化的行為）
が与えた影響について、その作品を通して「その作家と作品の関係論」を福祉文化（＝平和の
盾）の視点から問い直したいと考えた。

【研究方針／方法】研究方針は、「戦争画」を描いた藤田嗣治（1886〜1968）は、戦後、日
本画壇から戦犯という誹謗中傷を受ける。しかし、GHQ の戦犯者の対象とならなかった）の
意味とは何か。そして、パブロ・ピカソ（19881〜1973）は、ナチス・ドイツ空軍による 3 時
間にも及ぶ「空爆」で祖国スペインのゲルニカが廃墟と化した事件に衝撃を受け、依頼を受け
ていたパリ万博（1937）に向けて急遽作成した「ゲルニカ」が鑑賞する者に与え問題提起する
現代史における「戦争と平和」問題について、「戦争文化」に抗する「福祉文化」の社会的な
位置を明らかにしたい。その意味で、本研究は、戦争史的研究の視点から迫る福祉文化研究で
ある。
・文献資料研究・戦争資料関連展示施設・美術館等への訪問（フィールドワーク）
・研究プロジェクト研究会実施

【結果】１）戦争関連の訪問施設・美術館：「昭和館」・「遊就館」・「しょうけい館（戦傷
病者資料館）」／「没後 50 年 藤田嗣治展」（東京都美術館）
２）収集関連資料収集：（ピカソ関連／藤田嗣治関連）（主な文献資料参照）

【考察／自主シンポのための検討課題】
乳白色の裸婦を描くことでパリの画壇（ピカソとも交流があった）で成功を収めた藤田嗣治
という日本人画家が、太平洋戦争時に、日本軍の要請に応じて、『戦争画』（作戦記録画）を
描くことになる。それは、藤田の「戦争画の時代」（1938〜48 年）の 10 年間が彼に与えた影
響とその後の彼の人生が何を意味していたのか。更にゲルニカ空爆をモチーフとして描かれた
パブロ・ピカソの絵画「ゲルニカ」が持つ今日的な意義について平和を目指す福祉文化の核心
と共通する視点から日本社会の生活問題の実相を問い直してみたい。

【主な文献資料等】アラン・セール（松島京子訳）（2012）『ゲルニカ：ピカソ、故国への
愛』富山房インターナショナル、

ピエール・カバンス（中村隆夫訳）（2016）『続 ピカソの世紀−ゲルニカと戦争、そして
栄光と孤独

1937−1973』西村書店／東京大空襲・戦災資料センター（2009）『東京・ゲ

ルニカ・重慶：空襲から平和を考える』岩波書店（DVD ブック）・・・DVD 自主シンポ
にて上映（予定）／藤田嗣治著＆林洋子編（2018）『藤田嗣治 戦時下に書く』ミネルヴ
ァ書房

／平山周吉（2015）『戦争画リターンズ：藤田嗣治とアッツ島の花々』芸術新聞

社／田中譲（2015）『評伝 藤田嗣治』芸術新聞社、等々
略歴

(シンポジウムの略歴を参照されたい)
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戦時に実現した福祉文化
―板東俘虜収容所における文化的活動を題材として
篠原

拓也（奈良教育大学）
自主シンポジウム A2

【目的】
本研究の目的は、福祉文化論が戦争を対象とする際の一定の理論的あるいは思想的前提
を示し、もって福祉文化論の基礎研究に資することにある。

【方法】（倫理的配慮含む）
①文献調査
まず、「福祉文化」概念と戦争観について整理した。次に、「戦争文化」概念の理解と
して、戦争と社会福祉の関係に関する議論および今日の戦争論を参照した。そして「福祉
文化」と「戦争文化」の関係の理解として、第一次世界大戦でドイツ軍俘虜を収容してい
た板東俘虜収容所を題材に、関係資料を調査した。
②フィールドワーク
2017 年 11 月 6 日、徳島県鳴門市の鳴門市ドイツ館周辺においてフィールドワークを行
った。板東駅から霊山寺、ドイツ村公園、道の駅「第九の里」、鳴門市ドイツ館、ばんど
うの鐘、大麻比古神社を歩いた。鳴門市ドイツ館において、申請書を提出し、撮影・保存
許可を得て入手した展示資料の掲載情報を本研究に反映させた。

【現在の状況と今後の研究計画等】
フィールドワークを終え、文献調査を進めている段階である。「戦争」は常に学際的か
つタイムリーであり、多様な議論の複合する大きなテーマである。市民運動的にはともか
く学術的には多様な議論を検討する必要がある。引き続き考察を進め、2019 年 8 月〆の学
会誌『福祉文化研究』に投稿する。

戦争はしばしば価値判断的に平和や福祉と対極化され、戦争文化もまた絶対悪として福
祉文化に対極化されうるものであるが、戦争と社会福祉の関係論や、今日の戦争論の動向
を検討すると、戦争文化と福祉文化を素朴に対極化して戦争の不合理や恐怖を説くに収ま
る議論は学際研究として消極的、停滞的である。われわれは戦争と社会福祉、戦争文化と
福祉文化の双方を同時代同社会に生きることができる。第一次大戦時に敵国の俘虜ととも
に共生の地域社会を築いた板東俘虜収容所の経験はその一つの例証である。
われわれは「戦争文化と無縁でいられる私たち」ではなく「福祉文化を生きつつ戦争文
化を生きる私たち」という地点から戦争を考える必要がある。

略歴

篠原

拓也（しのはら

たくや）

奈良教育大学教育学部特任講師。主な論文に「社会福祉学における人権の特質と位置」
（日本社会福祉学会『社会福祉学』57(4), 2017 年）。
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「戦争をめぐる文化と暮らしを問い直す」
～食文化を破壊した戦中・戦後の食糧難～
岡村

ヒロ子（つどい場「私空間」）
自主シンポジウム A3

【目的】戦時下の国民生活はすべての面で戦争遂行が優先し、自らの生死さえも国家に握
られた。食生活についても食糧は国家に統制され、戦局の悪化に伴って食糧事情は厳しく
なり国民は飢餓状態に追い込まれた。この時代の食文化は他の時代とは大きく異なるもの
だった。本調査研究では戦争によって食生活がどのように変化し、人々の生活がどのレベ
ルまで困窮していったか、さらに国が講じた方策を取りあげ、その実態を明らかにしてい
く。
【方法】期間は、昭和初期から太平洋戦争を経て、敗戦後、戦前の食生活レベルに戻った
とされる 1949 年までとし、方法は文献検索・その時代に生きた方々の記述・ご本人から
の聞き取り・資料館視察とする。
【結果】1. 戦前の食生活；昭和初期、食品産業・流通が発達し、家庭料理のメニューは
豊富になっていった。高等女学校では家庭科に力が入れられ、和風・西洋・中国料理につ
いても学んだ。この時代は比較的平和で物資も豊かであり、異国の食文化を積極的に取り
入れるなど日本の食文化が多彩になりつつあった。
2. 戦中の食生活；生産能力をもたない都会と農村の地域差は激しく、都会の人々は農村と
の物々交換で食を凌いでいた。戦地で戦う軍人が誰よりも優先されたが、戦況の悪化と敵
国がとった「飢餓作戦」で戦地には十分な食料が届かず、兵隊は自らで食料を確保し、食
べられるものは何でも食べ飢えを凌いだ。銃後の人々には「国家精神総動員法」の一環と
して「節米食」が奨励され、さまざまな代用食が工夫されて栄養だけの「食」となった。
3. 戦後の食生活；復員兵・引揚者による人口増・冷害による凶作で食糧難は戦時中より 深
刻化し、餓死者が増え、社会問題となった。配給制度がゆらぎ、人々は買い出しやヤミ物
資の購入でようやく空腹を凌いだ。国民の不満が募り、「米よこせ」運動が各地で勃発、
国は騒然となった。米国は食糧不足が治安の悪化を招き占領行政に支障が出てはならない
という配慮から飢餓・病気・社会不安などを防ぐためのガリオア資金・ララ物資として食
糧・肥料・燃料・医薬品を提供した。
【考察・結論】終戦直後の「飢餓」と現代の「飽食」、この「食文化」の格差に愕然とす
る。「食べられるものはなんでも食べた」そんな戦時下の食事に私達現代人は耐えられる
だろうか。このように戦争は「食文化」までも破壊する。日本国が選んだ戦争であったと
しても、命の存続をも危うくさせた戦中・戦後の食糧難の時代を繰り返してはならない。
戦時下の生活実態を風化させないためにも戦争体験者の方々には、ぜひとも語り継いでい
ただきたい。
略歴

岡村

ヒロ子（おかむら

ひろこ） 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設を経

て、薫英女子短期大学・大阪人間科学大学にて社会福祉士・介護福祉士の養成に関わり、
現在はつどい場「私空間」主宰。著書：『福祉領域のリハビリテーション』（医歯薬出版）
『福祉への道標－教職のための社会福祉－』（みらい社）『介護ポケットナビ』（メヂカ
ルフレンド社）他
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「少年倶楽部」からみる子どもと戦争
阿比留

久美（早稲田大学）
自主シンポジウム A4

【目的】
1931 年の満州事変から 1945 年の太平洋戦争の敗戦に至るまでの十五年戦争においては、
国民は戦争の被害者であった一方で、結果的には翼賛体制・戦争協力体制に積極的にかか
わった推進者・加害者でもあった。十五年戦争における庶民の経験を検証するため、本研
究では、特に子どもに焦点をあてて、十五年戦争において子どもたちにどのように戦争に
関する記述が発信され、それを子どもが受容していったのかを明らかにしていく。
【方法】
十五年戦争の間に発行された『少年倶楽部』を参照し、その内容・記述の変遷から、子
どもに対してどのように戦争文化が発信されていったのかを探る。
【結果】
・満州事変（1931 年 9 月 18 日）による十五年戦争開始以前の、1931 年 1 月号から「のら
くろ」シリーズ（田河水泡）の連載をはじめ兵隊に対するあこがれ、ナショナリズムや戦
争文化の受容へとつながる流れをすでに『少年倶楽部』は内包していた。
・一方で、十五年戦争初期には少年倶楽部は自らを「日本の子どもを敬愛して、徹頭徹尾
明るく教育的である」と称しており（1931 年 1 月号）、実際に痛快講談、外国美談、試合
物語、探偵小説、立志小説などとともに、実験やニュース、世界地図など学校的内容と符
合するような教育的意図に沿った企画が展開されていた。戦争にかかわる記事をまったく
掲載しない号も多く存在していた。
・満州事変により日中戦争が開戦すると、1931 年 12 月号の表紙を軍旗（斎藤五百枝画）
にして「満州事変特別号」とする。1932 年 2 月号は「満州事変記念特大号」とし、巻頭か
ら 100 頁以上にわたって、満州事変にかかわる記事をあらゆるレベルで紹介している。国
家総動員法が施行された 1939 年になると「今年は銃後全体の戦争だ」（武藤貞一）〔1939
年 1 月号〕が書かれ、7 月号以降「軍事問答」という記事がしばしば掲載される。
・一方で、1930 年代前半には 300 頁近くあり、最も多い時期には 400 頁近くあった雑誌が
アメリカとの開戦移行徐々に頁数を減らし、1944 年になると 100 頁程度にまで薄くなって
いる。そのような状況を、子どもたちはどのように受け取っていたのか。
【考察】
・十五年戦争開始以前より、軍隊や戦争へのあこがれや関心を惹起する記事が存在し、戦
争を受容する文化を醸成していた。
・十五年戦争の最中にも戦局の状況に応じて、戦争にかかわる特集や記事がほとんど掲載
されていない月も存在し、時局に対応した記事構成をしており、『少年倶楽部』は戦争翼
賛ばかりを狙った構成をしていたわけでも必ずしもない。
・そのような変化のなかで、様々なものに対するあこがれや関心のひとつとして戦争が位
置づけられるなかで徐々に戦争文化が受容されていった。
略歴

阿比留

久美（

あびる

くみ

）

早稲田大学文化構想学部。著書に『若者の居場所と参加』(共著、東洋館出版社、2012 年）他
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福祉文化と「子ども食堂」の課題と可能性
自主シンポジウム B
光永

【シンポジスト】
直子 （社会福祉法人堺福祉会 特別養護老人ホーム ハートピア堺 次長）
湯川 まゆみ （特定非営利活動法人ＳＥＩＮ 代表理事）
○片山 千佳 （羽衣国際大学 人間生活学部 専任講師）

○小川

【コーディネーター】
雅司 （大阪産業大学 経済学部 教授）

近年、地域の子どもに無償もしくは安価で食事の提供をする「子ども食堂」が急増して
おり、湯浅誠［こども食堂安心・安全向上委員会］によれば、その数は 2018 年 4 月現在、
全国で 2,286 か所を超えているという（湯浅、2018）。また、湯浅（2017）は、子ども食
堂を大きく「共生型」と「ケア型」に区分している。前者は子ども食堂を交流の場と位置
づけ、対象を限定せず、地域・コミュニティづくりを指向しているのに対して、後者は対
象を貧困家庭の子どもに限定し、ケアやケースワークに軸足を置いている。

参考文献や実際の子ども食堂を確認すると、共生型の子ども食堂の多くでは、食事の提
供だけに留まらず、様々な遊びや学習も行われている。たとえば、高齢者が子どもに「昔
あそび」や囲碁・将棋を教え、また、子どもと大学生が一緒に工作を行うなど、子ども食
堂の役割は多様であると言えよう。

子ども食堂がより一層発展することは望ましいが、そこには、課題が山積している。た
とえば、経営資源と言われる「人、モノ、金、情報」が相対的に乏しいうえに、子ども食
堂は貧困家庭の子どもが行くところという偏見もある。また、利益こそ追求していないが
食事を提供する点では、子ども食堂は一般の飲食店と同じである。にもかかわらず、食品
衛生管理者などの有資格者が不在の食堂もあり、食品衛生に関する意識が相対的に低い。

急速に増えつつある子ども食堂は、地域社会において、重要な役割を果たしつつあるが
克服すべき課題も多い。そこで、本シンポジウムでは、様々な経験談を３名のシンポジス
トからお聞きするとともに、以下の４点について、参加者のみなさんと一緒に活発な意見
交換を行い、福祉文化の観点から、子ども食堂の課題と可能性について理解を深めたい。

１．子ども食堂の役割

２．子ども食堂の課題

３．子ども食堂の課題の克服

４．子ども食堂の新たな可能性

［参考文献］
１）湯浅誠『「なんとかする」子どもの貧困』KADOKAWA、2017 年．
２）湯浅誠「こども食堂 2,200 か所超える。2 年で 7 倍以上。利用する子どもは年間延べ 100 万人超
」https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20180403-00082530（2018 年 10 月 5 日確認）.
３）「『子ども食堂』行政後押し」『日本経済新聞』2018 年 5 月 21 日夕刊．
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【シンポジスト】
略歴

光永

直子（みつなが・なおこ）

社会福祉法人堺福祉会特別養護老人ホームハートピア堺次長。社会福祉士、介
護福祉士、介護支援専門員。相談支援室室長として、在宅介護支援センター、地
域包括支援センター、居宅介護支援事業所と地域との協働で４ヶ所の地域サロン
を運営し、地域活動を展開している。特別養護老人ホームにおいては、介護福祉
士の価値向上をテーマに後進の指導を担っているほか、関西大学非常勤講師とし
ても人材育成に取り組んでいる。
略歴

湯川

まゆみ（ゆかわ・まゆみ）

特定非営利活動法人ＳＥＩＮ代表理事。 2004 年に中間支援組織である「特定
非営利活動法人ＳＥＩＮ」を立ち上げ、地域の課題解決と理想実現にむけた活動
への団体支援に取り組み、10 年後 20 年後を見据えた地域づくりに取り組んでい
る。2004 年度には、堺市と協働で堺市市民活動コーナーを運営、2007 年度にコミ
ュニティカフェ「パンゲア」を始める。2010 年には大阪市立大学大学院創造都市
研究科修士課程を修了、修士（創造都市）を取得。また、2016 年度には、堺市子
ども食堂ガイドライン作成業務にて、モデルとなる子ども食堂を立ち上げ、ガイ
ドラインを作成する。2017 年度には、団地の集会所を活用した多様な世代が集う
コミュニティづくりとして「茶山台としょかん」の運営を担い、2018 年度は団地
の空き室を活用した惣菜カフェの立ち上げを行う。現在は、大阪府子ども食堂コ
ンシェルジュ事業にて、大阪府内の子ども食堂立ち上げの相談対応やネットワー
クの立ち上げなど、コーディネーターを務めている。
略歴

片山

千佳（かたやま・ちか）

羽衣国際大学人間生活学部専任講師。修士（人間福祉学）、保育士、介護福祉
士、介護支援専門員。専門分野は保育学、介護福祉学。京都女子大学・桃山学院
大学・大阪人間科学大学非常勤講師を兼務。主な業績として、「介護問題の背景」
（『介護福祉論』学文社、2015 年）、「多世代交流の視点からみた『子ども食堂』
のあり方」（第 28 回日本福祉文化学会全国大会東京大会、2018 年）がある。ま
た、社会福祉法人慈光福祉会理事、社会福祉法人清高福祉会理事、摂津市介護認
定審査会委員などを務め、保育および介護福祉の実践的指導に当たっている。
【コーディネーター】
略歴

小川

雅司（おがわ・まさじ）

大阪産業大学経済学部教授。博士（地域政策学）、専門社会調査士。専門分野
は都市・交通・観光経済学。関西大学・桃山学院大学・羽衣国際大学非常勤講師、
一般財団法人地域デザイン学会理事などを兼務。主な業績として、「地域デザイ
ンにおけるコンテクストトラべリズムとアクターズネットワーク」（『地域デザ
イン』地域デザイン学会誌、第７号、空海舎、2016 年）、「百舌鳥・古市古墳群：
巨大古墳群を『いかす』地域デザイン」（『世界遺産の地域価値創造戦略』芙蓉
書房出版、2014 年）がある。また、太子町地域公共交通会議会長、岸和田市観光
振興計画推進委員会委員などを務め、観光を活かした地域活性化や地域公共交通
システムの構築のほか、地域の様々なまちづくり活動に関わっている。
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《福祉文化批評ワークショップ》
～人と人が人を幸せにするために～
自主シンポジウム C
○薗田

碩哉（本学会名誉会員）

佐藤

嗣道（東京理科大学）

北尾

亜由子

●趣旨
福祉領域で日々生まれているさまざまな事象を「文化の眼鏡」をかけて捉えなおし、そ
の社会的意義や問題点を検討します。それによって福祉文化の現実をよりよい方向に改革
していく方向を探ります。
●福祉を見つめる４つの眼鏡
社会福祉の全体を「文化」の視点から捉え直し、福祉と文化の相互批判を進めるのが「福
祉文化批評」の立ち位置です。「文化」という用語は 1 つの意味に収まり切れない多義的
なものですが、その中から次のような４種の「文化」を選び出し、それぞれの視点から福
祉を見直していきます。それは比喩的に言えば、４つの異なる「眼鏡」を掛けて福祉を見
ることになります。
①価値志向の眼鏡（譬えとしては凸レンズ）
この眼鏡は「文化」を人間的・社会的に価値あるものと捉える文化観に基づく眼鏡です。
福祉現場の実践に中の「価値あるもの」に焦点化し、それを拡大し、細部を見つめます。
優れた福祉実践に注目し、それを通じて実現した人間の権利、自由や創造性について考察
します。
②福祉領域の特色が見える眼鏡（凹レンズ）
この眼鏡は事実を客観的に捉え、一歩引いて全体の特色を捉える眼鏡です。パースペク
ティブ（見取り図）を描き、それを福祉以外の他の文化領域と比較しながら、福祉領域の
文化＝福祉文化の特異性を明らかにすることに問題意識を持っています。
③「遊び」やアートを見つけ出す眼鏡（色レンズ）
この眼鏡は福祉領域の実践の中で、快楽原則に拠って立つ「遊び」的なもの、「美」へ
の志向、その発展系としての芸術的な動きが浮かび上がってくる眼鏡です。生活の遊び化
や美化、日常生活の中にあるアート（文芸、音楽、舞踊、造形、演劇など）の発見に努め
ます。
④福祉実践の背後に働いている力を見つめる眼鏡（透視レンズ）
この眼鏡は表面的には見えていなくても、福祉の世界にうごめいているさまざまな力（権
力や利害や支配関係など）を注意深く追いかけ、現場を動かしている状況をより深い所か
ら掘り下げて問題化しようという眼鏡です。文化社会学の方法として注目されてきた「カ
ルチュラル･スタディーズ」につながる見方です。
福祉領域で行われている実践や生み出されている事象を互いに異なるいくつもの視点か
ら捉え直すことによって、その実践や事象の意味と価値、その実践がはらむ問題点、さら
には、その改善・改革の方向が見えてきます。複眼的なまなざしをもって福祉を見つめ直
すことが「福祉文化批評」の目的です。
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《ワークショップの進め方》
１）素材（ケース）の紹介
例）デイサービスでは集団型のレクリエーションが盛んだが、多くの高齢者が楽し
んでいる一方で、集団に溶け込めず、つまらなさそうにしている人も少なくない。
これをどう見るか、何を問題化するか、どう改善するか

２）眼鏡（視点）の紹介
前ページにある 4 つの眼鏡（見方）を具体例とともに紹介する。
３）グループ討論
４つの眼鏡のそれぞれの視点から問題点を把握する。
例題の場合で言えば…
①レクリエーション・プログラムの価値をどう評価するか
②他の施設や一般社会の集団レクと比較してみる
③遊びの質に焦点を当ててプログラムの改善策を考える
④なぜデイサービスでそうしたプログラムが行われるのか検討する
経営の問題／提供側の問題／利用者の文化志向

４）福祉文化批評を書くために
参加者一人一人がそれぞれの「福祉文化批評」を書く手がかりをつかむことを目標に
以下の作業と討論を行う。
①ケースの探し出し
自分の体験や見聞の中から取り上げたいケースを見つけて、その概要を書いて
みる。
②「文化の眼鏡」による検討
あるケースに対してどんな眼鏡をかけてみると、ケースの特質や問題点が見え
て来るかを小グループで検討し合う。
③レジメの作成
批評の視点を明確にして問題点を整理し、改善の方向を考え、批評の要点を書
き出してレジメを作る。
④発表と評価
レジメを発表して互いに評価する。

《コーディネーター／プロフィール》
略歴

薗田碩哉（そのだ せきや）

余暇と遊びとレクリエーションの研究者として長く活

動してきた。福祉を文化的に批判する福祉文化研究を提唱する。
略歴

佐藤嗣道（さとう つぐみち）

サリドマイド薬害被害者のための福祉センター「い

しずえ」で活動してきた。東京理科大学薬学部の研究者でもある。
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「特別なニーズを必要とする人を取り巻く
これまでの環境と現在、そしてこれから」
スペシャルニーズキャンプネットワーク・フォーラム
〇水流

寛二・野口

和行・辻

勢津子・浅野

万里子・藤林

行夫・畠中

稔生

＜＜企画意図＞＞
私たちが取り組んでいるキャンプは、1861 年にアメリカ・コネチカット州で、学校の生
徒と一緒に行った 2 週間のキャンプ生活から始まったとされています。このキャンプは、
急速な都市化に伴う環境の悪化が、子どもたちの健康や道徳を脅かしているという懸念か
ら、青少年を健全に育成するために、自然、小集団、プログラムという 3 つの要素を活用
して始められました。
150 年を超える歴史の中で、キャンプは常に社会的課題に向き合い、各課題に応じたさ
まざまな取組を行ってきました。そのひとつがスペシャルニーズ・キャンプです。
このフォーラムでは、まず、特別な配慮や支援を必要とする人たちを対象としたキャン
プの歩みに触れていきます。
そして、障がいの有無、性別、年齢の区別なく「Camp With〜キャンピズ」の名の下に、
さまざまなキャンプを実践している NPO 法人キャンピズの参加者、保護者、スタッフの方々
にご登壇いただき、それぞれの立場からキャンプの魅力について語っていただきます。
さらに会場の方々と意見交換をしながら、新しい共生社会の実現を目指すために必要な
ことはなにか、そのためにキャンプに何ができるかを考えていきたいと思います。

スペシャルニーズキャンプネットワーク・フォーラムの詳細資料は別途資料をご覧くだ
さい。
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大会 2 日目
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研究発表一覧
ポスター発表

会場：J-309
責任着座時間：9:50～10:20
ポスターは 2 日目 9:00～大会終了まで掲示されます。

No.

発表者

所属

P1

宮原

和沙

P2

松倉

真理子 福岡教育大学

徳島文理大学

口頭発表「福祉文化と地域」
No.

発表者

O1

渡邊

豊

会場：J-301

所属
新潟医療福祉
大学

O2

佐伯

典彦

名張市役所地
域包括支援セ
ンター

O4

平田
河野

厚
惠介

静岡福祉文化
を考える会

口頭発表「福祉文化と高齢者」
No.

発表者

O6

小川

O7

片山

発表タイトル
心理系学生に対する非合法中絶の意識に関する研究
－計量テキスト分析を用いて－
近代イギリス、下層の人々が生きた場所を訪ねて
～社会福祉ツーリズムの可能性～

発表タイトル
サロンは地域福祉文化活動創造の宝箱
定年後の前期高齢期から繋がり・関係性で
生活を豊かなものに
～ボランテイア・地域活動で「自分という
ものの執着」から離れる試み～
「地方発 福祉文化の創造」23 年のプロセ
スから
－調査結果から見る県民の意識と実態の変
化－

発表タイトル

雅司

大阪産業大学

福祉文化から見た高齢者の観光行動

千佳

羽衣国際大学

福祉文化とユニバーサルスポーツ：棒サッ
カーを事例として

No.

発表者

O8

佐野

10:50
～
11:20
～
11:50

会場：J-302

所属

口頭発表「福祉文化と子ども」

時間
10:20
～

時間
10:20
～
10:50
～
11:20

会場：J-308

所属

発表タイトル
バングラデシュの印刷物障がい児教育の現
状と展望
－視覚特別支援学校などの調査から－

時間
10:20
～

光彦

神戸学院大学

「学校文化」の中でのスクールソーシャル
ワークの可能性の一考察

10:50
～

地域での「子どもの遊び空間」の展開と可
能性
－青森県八戸市の活動事例を通して－

11:20
～
11:50

O3

義基

祐正

小平市スクー
ルソーシャル
ワーカー

O5

三岳

貴彦

八戸学院大学
短期大学部
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心理系学生に対する非合法中絶の意識に関する研究
－計量テキスト分析を用いて－
宮原

和沙（徳島文理大学）
ポスター発表 P1

【目的】
本研究は、学生を対象とした非合法中絶に関する意識調査の継続研究である １）。
本報告は心理系学生を対象に調査した結果であるが、研究全体を通して、各分野で学ぶ
学生の非合法中絶に関する調査結果を基に、考え方の違いがあるか否か等を明らかにし、
今後の人間教育の一助にすることを目的としている。
【方法】（倫理的配慮含む）
調査は、心理系学生を対象に、2016 年 10 月に集合方式で実施した。分析方法は、樋口
の KH Coder による計量テキスト分析とした。
本研究は、研究対象者に対し、研究協力（参加）は自由意志であること、研究目的・方
法・内容、個人情報および研究公開の公表に関すること等について説明をし、同意を得た。
【結果】
研究協力（参加）に同意が得られた学生の自由記述の感想から出現回数の多い語を抽出
した結果、「思う」が 109 回と一番多く使われており、続いて「女性」と「中絶」が各 71
回、「知る」が 69 回、「戦争」が 63 回であった。
また、言葉どうしのつながりを見るために、サブグラフ検出による共起ネットワークの
分析を実施した。
【考察および結論】
今回の調査の自由記述において、学生たちは各々の立場で真摯に人間の生命（いのち）
と向き合い、各自の感想を書いていた。本報告はあくまでも少数の限られた学生に対して
の調査結果であるが、今後、研究を継続し、各領域・分野の学生たちの調査結果を分析し、
国際平和の観点からも広い視野で理論的に物事を考え、行動できる人材育成に役立てたい
と考えている。
注
１）「保育系学生における非合法中絶に関する意識調査－計量テキスト分析を用いて－」，第 28 回日本
福祉文化学会全国大会東京大会（立教大学），2018 年 2 月 18 日；「非合法中絶についての意識に関
する研究－生活科学系大学生に対する調査を基に－」, 日本社会福祉学会 中国・四国地域ブロック 第
50 回記念 香川大会（四国学院大学）2018 年 7 月 14 日；「福祉系学生に対する非合法中絶の意識調査
－テキストマイニングによる分析－」，日本社会福祉学会 第 66 回秋季大会（金城学院大学）2018 年
9 月 9 日［示説発表］．

文献
・樋口耕一『社会調査のための計量テキスト分析

内容分析の継承と発展を目指して』，ナカニシヤ出版，

2014 年．

※用紙の都合上、方法や結果等については、当日詳しく報告する。
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近代イギリス、下層の人々が生きた場所を訪ねて
～社会福祉ツーリズムの可能性～
松倉

真理子

（福岡教育大学

福祉社会教育講座）
ポスター発表 P2

【目的】
社会福祉が辿ってきた道やその記憶を、社会がその土地の歴史や文化として受け継いで
いくにはどのような方法が可能か。残された資料によって史実を明らかにすることはもち
ろん、口承やフィクションなどもその方法ではある。本報告では、それに加え、助けを求
める人々が実際に生活していた現地への「旅」という方法の可能性について、報告者が共
同研究の一環として実施したイギリスの視察から考察したい。
【方法】（倫理的配慮含む）
近代イギリス社会の底辺の人々が生きた場所、すなわちワークハウス、ホスピタル、孤
児院などの残存する建物、記念館・博物館、スラム跡などをロンドン他いくつかの地方都
市に訪ね、それぞれの概要を整理することにより、イギリスの社会福祉の源流を辿る。
倫理的配慮として、現地の人々やスタッフ、施設や展示物に対して敬意をもって接する
ことに努めた。また研究目的での写真の撮影や資料の利用について許可を得た。
【結果】
現地に赴きイギリス社会の周辺におかれた人々が生きてきた痕跡を捉えることでこれま
でとは違うリアリティや知見を得た。一方で、価値観の相違かどのように解釈すべきか分
からない展示もあった。それらを合わせて、イギリスの社会福祉の背景を考察できた。こ
うした体験は、史資料や文献では難しい。人々の苦しみや痛みの歴史にわが身が直面する
で、社会福祉の全体像を縦（歴史）横（地域）にとらえることが可能になると考える。
【考察・まとめ】
実地調査や当事者への聞き取り、歴史研究など、従来、現地への「旅」は決して新しい
ことではない。しかし、手段としての「旅」ではなく、旅そのものを目的とした「旅」が、
社会福祉においてもっと活用されてもよいのではないだろうか。
確かに、出来事に対する異なる歴史観や政治的立場、安易な「観光地化」による地元の
人々への影響など議論の余地はある。そもそも、「社会福祉ツーリズム」が成り立つには、
旅行者に「社会福祉という物語」が共有されていていなければならないだろう。それらを
別に論じる必要があるとしても、それでも、社会福祉が辿ってきた道やその記憶を、実際
に現場を訪ねて自らの身体性をもって感じとる方法は、その土地の文化や歴史性のなかに
社会福祉の出来事を位置づけ、理解することに多少なりともつながるはずである。
略歴

松倉

真理子（まつくら

まりこ） 福岡教育大学福祉社会教育講座。著書に『ソ

ーシャルワークの理論と実践: その循環的発展を目指して』（中央法規出版、2016 年）（共
著）、論文に「2015 年度学界回顧と展望

ソーシャルワーク部門」『社会福祉学』（57-3、

2016 年）（共著）他。
*本研究は、発表者が分担する共同研究、科学研究費補助金基盤研究（C）「ヴィクトリア朝の『堕ちた女』
の研究：その実態と文学表象」（2017-2021 年、課題番号 17K02503）の成果の一部である。
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サロンは地域福祉文化活動創造の宝箱

渡邊

豊（新潟医療福祉大学）

口頭発表「福祉文化と地域」O1
全国的にサロン活動が活発に展開されている。新潟では「地域の茶の間」と呼んでいる。
サロンは地域の人達にとって心地よい拠り所である。地域の人達の共助によって成り立ち、
多様な福祉文化活動が展開されている、「地域福祉文化活動創造の宝箱」である。新潟県
内各地のサロンの多彩な活動の一端を報告し、今後の活動の発展、可能性について考える。
【方法】（倫理的配慮含む）
2017 年からゼミ生とサロンを訪ね活動に参加し、運営者、参加者から聞き取りを行いま
とめた。各サロンの運営代表者から、事例報告、写真紹介することについて了解を得た。
【結果】
Ａサロン：月１回開催
映会

地元料理を味わう

保健師による食事講座

複数サロン合同の上

年１回社会福祉協議会バスで日帰り旅行（クリスマス会には報告者がサンタ訪問）

Ｂサロン：月１回開催

近隣の小学校児童が訪問し歌、踊り、ゲーム等で交流

支援センター保健師による健康チェック
Ｃサロン：月２回開催
康体操

地域包括

男性シニア世代が裏方の運営を担う

おしゃべりを楽しむ

歌集を作成（当日合唱） 看護師による健

自治会が運営し、参加者は買い物支援のバスも利用

自治会は祭など行事に積極

的
Ｄサロン：月２回開催

おしゃべり、ゲーム、食事を楽しむ

地域の中のサロンとして、

地元の祭の民謡流しに揃いのＴシャツで参加（当日着用）

多世代で構成された出演団体

Ｅサロン：週１回開催

老人福祉施設職員による各種

健康講座

おしゃべり、折り紙などを楽しむ

施設の車両で参加者を送迎

夏休みには子どものお楽しみ会

プロの歌謡ショ

ー
Ｆサロン：毎日開催（日曜除く）公民館事業のような各種アクティビティ
気

子どものための食事会

借家を利用し家賃は参加費で対応

健康麻雀が人

地域の集会所として活用

【考察】サロンは、①月１回から毎日開催し、②会場は集会所、福祉施設、借家等、③参
加費は 200～300 円程度、④運営は自治会、ボランティア（主に民生委員・児童委員）、社
会福祉法人（社会福祉協議会 、老人福祉施設）と、多様な形態であり、上記の結果のとお
り、多世代が参加し多彩な活動を展開している。
【まとめ】サロンは、より多様な運営形態で、より多彩な活動展開を期待できる。さらに
創意工夫し、充実した活動が生まれることを期待できる。今後も各サロンをゼミ生と訪ね
活動に参画することを通して、活動の活性化を応援し、地域の人達が共助・共楽・共生の
輪を広げていくことに貢献したい。
また、今回の私の報告を契機に、今後、全国各地の現場の実践者が気軽に本学会で発表・
報告し、学会員、特に研究者と協働して、実践に磨きをかけていくことを望む。
略歴

渡邊

豊（わたなべ

［共著］（明石書店）他
理事・事務局長

ゆたか） 新潟医療福祉大学教員

著書に『災害と福祉文化』

第１回福祉文化実践学会賞、日本福祉文化学会総務委員、同元

日本社会事業大学卒、老人福祉施設介護職員、新潟県社会福祉協議会事

務局職員（休職し日本社会事業大学大学院修了）

27

定年後の前期高齢期から繋がり・関係性で生活を豊かなものに
～ボランテイア・地域活動で「自分というものの執着」から離れる試み～
佐伯

典彦（名張市役所地域包括支援センター）
口頭発表「福祉文化と地域」O2

【研究の目的】
筆者が介護予防居宅介護支援を担当するケースで多いものは、「80 歳を越しても、大手
企業の部長や社長のままの、ろくな閉じ方ができない男」である。定年後早期にボランテ
イアを始めることで、この課題が解消できるのではと考え、考察を加えることとした。
【方法】
ボランティアとは何かをまず再考した。次に「80 歳を越しても、大手企業の部長や社長
のままの、ろくな閉じ方ができない男」の現状を考察した。
【内容】
「そもそもボランティア活動とは何か再考する」「ボランティア活動をすると元気にな
る？」「ボランティア活動で、経済効果も生まれている」「ボランテイアというものを、
マズローの欲求段階説を用いて見直してみる」「自己超越とは何か。ソーシャルキャピタ
ルからの観点から」「二宮尊徳からの学び」「高級住宅街を歩く、裕福で幸福感に満ちた
老夫婦が住む東京の、ある区で起きていること」
【結論】
人は 1 人では生きていけない。それは人類が生きるのに備わった DNA である。私たち
は、ご縁を頂き、支え支えられながら生かされている。自然な行動。ボランティアができ
ることに感謝することが幸福につながる。小さな行動を継続することが、やがて大きな成
果に繋がる。
企業戦士は、利潤追求が基本であるから、「～しなくてはいけない」「～すべきである」
という思考が当然である。例えば「利益をあげなくてはいけない」「組織をまとめるべき
である」。学校の校長や教員も「成績をあげなくてはいけない」「人生の目標をもつべき
である」「なりたい仕事は決めるべきである。」（なりたい自分になる、なんて 100 人中
2～3 人！）。退職後、これを引きずって死ぬ間際まで、「生涯元気であるべきである」「長
生きしなくてはならない」「病気は治すべきである」と引っ張ってしまったら、ろくな死
に方しかできないであろう。自分というものへの執着を横におかないと、穏やかな死は迎
えられないし、利害打算のない地域の人々や友人・知人との繋がり・関係性は構築できな
い。人にとって生老病死は必然である。金銭・地位・名誉を手で抱えたままであれば、「南
無…」と手を合わせることすらできない。ボランティアをすることは、これらを手放す 1
つの方法と考える。
略歴

佐伯典彦（さえきのりひこ）1959 年大阪生まれ。栃木県立宇都宮東高校、岡山大

学卒。放送大学大学院文化科学研究科修士課程修了。市社会福祉協議会、専門学校専任教
員、
特別養護老人ホーム介護福祉士兼短大非常勤講師、デイサービスセンター生活相談員、
居宅・施設介護支援専門員等を経て、名張市福祉こども部地域包括支援センター

主任介

護支援専門員（佛教大学ビハーラ研究会

講師、三重県介護支援専門員資格更新研修

師、さくら介護スクール介護初任者研修

講師）
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講

実践報告「地方発

福祉文化の創造」23 年のプロセスから

－調査結果から見る県民の意識と実態の変化－
平田

厚，河野

惠介（静岡福祉文化を考える会）
口頭発表「福祉文化と地域」O4

【目的】
本会の結成は，県内の高校生から先輩市民約 70 名の運営により，阪神淡路大震災発生 1
年後の 1996 年 3 月「第 11 回日本福祉文化学会・福祉文化現場セミナー」の開催が景気で
ある．“人間らしい豊かさをめざして，今文化としての福祉を語る”をテーマに，全国か
ら 400 名もの参加者を迎えて議論を深め合った．静岡発

みんなで語ろう

福祉文化の火

を消さないようにと，9 月に「静岡福祉文化を考える会」は，活動基調を，(1) さまざま
な分野で活動する人達が，専門分野と世代を超えて交流を図る，(2) 会員だけが求心的・
閉鎖的に集うことなく，広く市民に開かれた活動をめざす，(3) 既存の福祉組織の活動か
ら取り残された問題や新しく発生してきた問題を大切にし，つねに市民生活に密着した活
動をめざす，をもとに 23 年目の活動に取り組んでいる．「地方発福祉文化の創造」こそ
「豊かに暮らし合う地域づくり」であると取り組んできた「調査研究活動」から，改めて，
今こそ「福祉文化の創造」を強く発信すべき時代を迎えていることを問題提起したい．
【方法】
本会の活動は，「意識と実態をもとに，その時代の地域課題をテーマに県域の調査研究
活動の実施」「地域住民と向き合い，調査の課題を検証する現場セミナーの取組み」「調
査結果から浮き彫りになった提言を広く公開型で市民と共に検証する研修会の開催」の 3
つの柱立てと，広報誌『Our Life』（毎回 200 部発行・現在までに 119 号発行），「若者
発

ご近所福祉かるたの製作」(県委託事業・赤い羽根助成事業等)により，広く県民に「福

祉文化の創造」を積極的に働きかけてきた．
【結果・考察】
「若者の地域参加」（2015 年度実施），「ご近所福祉」（2016 年度実施），「居場所」
（2017 年度実施）と，この 3 年間の「意識と実態調査」結果から，地域コミュニティの
希薄化・個人志向化，共助意識の弱体化・公助依存の傾向が浮き彫りになってきた．専門
性（制度）と市民性をいかに融合できるか，大人社会が若者社会と共生し，協働出来る仕
組みを構築できるかを働きかけていく時代を今迎えている．今年度は，これまでのプロセ
スから「子どもを育む地域づくり」を地域課題として取り組んでいる．
略歴

平田

主な著書

厚（ひらた あつし）静岡福祉文化実践研究所 静岡福祉文化を考える会代表

福祉文化と地域性（福祉文化研究 vol.8 1999 年）「サァー

始めよう

コミュ

ニティづくり」（静岡県コミュニティづくり推進協議会発行／共著）「静岡県孤立死ゼロ
委託事業関連調査報告書」（静岡福祉文化を考える会発行）等．
略歴

河野惠介（かわの けいすけ）常葉大学外国語学部英米語学科 4 年，静岡福祉文化

を考える会会員 「若者の地域参加・ご近所福祉・居場所ってなに？

その意識と実態調査

報告書 」考察・編集等
引用文献：1)一番ケ瀬康子「巻頭言」（福祉文化研究 vol.1992 年 p.2）
2)一番ケ瀬康子
「福祉文化とは何か」
（福祉文化論
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有斐閣ブックス 1997 年 p.1）

福祉文化から見た高齢者の観光行動
小川

雅司（大阪産業大学）

口頭発表「福祉文化と高齢者」O6
【はじめに】
国際的な趨勢のなか、わが国でも近年、観光に関する取り組みが勢いづいている。その
理由の１つは、今後さらに人口が減少し、この減少を観光客によって補填しなければ、地
域経済を維持できないという考えからである。実際に 2016 年における日本国内の観光消費
（内部観光消費）は 26.4 兆円であるが、それから生じる経済波及効果は、生産波及効果で
53.8 兆円と、国内生産額の 5.4％に相当する。
【高齢者による観光
表：年齢別の延べ旅行者数と旅行消費額［２０１６年］

行動の実態】
経済波及効果の観点
から高齢者の観光行動
を分析するため、国内
旅行に絞って、2016 年
の年齢別延べ旅行者数
と旅行消費額を確認す
ると、いずれも 60 代の
値は相対的に高い。つ
まり、60 代の人たちを

年齢
９歳以下
１０代
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代
８ ０ 代～
合
計

延べ旅行者数［単位：万人］
宿泊
日帰り
合計
249
291
540
288
232
520
469
494
963
445
519
964
540
778
1,318
581
703
1,284
784
938
1,722
624
633
1,257
238
226
464
4,218
4,813
9,031

旅行消費額［単位：億円］
宿泊
日帰り
合計
4,889
1,745
6,634
7,465
1,464
8,929
10,880
3,674
14,555
11,463
4,085
15,548
14,346
5,130
19,476
14,535
4,944
19,478
16,531
5,931
22,462
12,011
4,209
16,221
4,244
1,325
5,569
96,364
32,508
128,872

［出典］『旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究（２０１６年）』より作成

中心とした、相対的に高齢な人たちが国内を旅行することで、国内に大きな経済波及効果
が生まれている。
【高齢者による観光行動の阻害要因】
今後、高齢化はさらに進展するため、高齢者がより観光しやすい環境を整備することが
課題である。観光政策審議会は 1995 年の答申で、すべての人には旅をする権利があり、旅
の自由は高齢者にとっても貴重であると述べた。しかし、『観光の実態と志向』によると
高齢な人たちは「健康上の理由」から、国内宿泊旅行に行く機会が少なくなっている。
【おわりに】
高齢者の観光行動が相対的に大きな経済波及効果を生んでいることは、上記の通りであ
るが、観光には、癒しや生きがいなどの個人効果がある。観光は日常生活を創造的に豊か
にし、ＱＯＬを高めるものである。また、観光は「地域を耕し、地域を作っていくこと」
でもある。これらの意味で、観光は「福祉文化」そのものであると言えよう。経済の面だ
けでなく、福祉文化の観点からも、観光振興を進めることが現代の喫緊の課題である。
略歴

小川 雅司（おがわ・まさじ）
大阪産業大学 経済学部 教授。博士（地域政策学）、専門社会調査士。専門分野
は都市・交通・観光経済学。主な業績に「地域デザインにおけるコンテクストト
ラべリズムとアクターズネットワーク」『地域デザイン』地域デザイン学会誌、
第７号、空海舎、2016 年）がある。
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福祉文化とユニバーサルスポーツ：棒サッカーを事例として
片山

千佳（羽衣国際大学）

口頭発表「福祉文化と高齢者」O7
【はじめに】
わが国の平均寿命は性別を問わず、年々延伸している。長寿国と聞けば、多くの人々は
肯定的なイメージを持つであろうが、寿命には、平均寿命と健康寿命があり、両者の間に
は差がある。健康寿命とは、世界保健機関が 2000（平成 12）年に提唱した概念で、「健康
上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義している。よって、平
均寿命と健康寿命との差は「日常的かつ継続的に医療・介護に依存して生きる期間」を意
味する。そして、平均寿命だけではなく健康寿命を延ばすことは「創造的福祉文化社会」
を目指すうえで、重要な課題である。
【ユニバーサルスポーツとしての「棒サッカー」】
地域における介護予防の取り組みや手法は数多く存在するが、本報告では、ユニバーサ
ルスポーツとして、近年注目されている「棒サッカー」について取り挙げたい。棒サッカ
ーを考案した「一般社団法人日本棒サッカー協会」は、急激な高齢化が進展するなかで、
高齢者の介護予防とスポーツ振興ならびに要支援・要介護者間の絆や交流を深めることを
第１の目的に据え、棒サッカーの普及と振興を事業としている。報告者は同協会の依頼を
受け、報告者の所属する羽衣国際大学と学生とともに、棒サッカーの普及と振興に取り組
んできた経緯もある。
【「棒サッカー」の効果】
2013（平成 25）年度より毎年、全国大会が開催されている。昨年度は 2017（平成 29）
年 11 月 22 日（水）、大阪府豊中市内の豊泉家千里体育館で「第 5 回棒サッカー全国大会」
が開催された。全 25 チーム、総勢 353 名が参加し、激しい対戦が繰り広げられた。参加者
の平均年生は 84.07 歳で、最高年齢は 100 歳の女性であった。どの程度の介護予防効果が
あるのか、定量的にその効果を把握するに至っていないが、参加者は童心に返ったかのよ
うに無邪気に、また、ときには若かったころのように、激しい闘争心を見せることも少な
くなかった。
【おわりに】
日常的かつ継続的に医療や介護が必要となる要支援・要介護状態の人は、スポーツを楽
しむ機会が少ない。ユニバーサルスポーツである「棒サッカー」は、要支援・要介護状態
であっても楽しめるスポーツとして、年々、注目度が高まっている。要支援・要介護状態
の人の日常生活に彩りを添える「創造的福祉文化活動」となり得る可能性があるため、一
般社団法人日本棒サッカー協会が中心となり、さらなる普及が望まれる。
＊本研究は小川雅司氏（大阪産業大学経済学部教授）との共同研究の成果の一部である。

略歴

片山 千佳（かたやま・ちか）
羽衣国際大学 人間生活学部 専任講師。保育士、介護福祉士、介護支援専門員。
主な著書に「介護問題の背景」（『介護福祉論』学文社、2015 年）がある。
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バングラデシュの印刷物障がい児教育の現状と展望
－視覚特別支援学校などの調査から－
佐野

光彦（神戸学院大学）

口頭発表「福祉文化と子ども」O8
【研究目的】
バングラデシュの視覚障がい児の特別支援学校で、どのような教育が行われているのか、
また教科書のデジタル化はどのようになっているかを調査した。このことを踏まえ、彼ら
の社会的包摂を促す具体的方策を考えて見たい。
【方法】
バングラデシュの障がい児教育に関する文献調査を、日本とバングラデシュで行った。
また、2018 年 8 月 22 日～2018 年 8 月 29 日の計 8 日間、ダカ市の視覚特別支援学校（Baptist
Mission Integrated School :BMIS）、ダカ大学、ジャハンギルノゴール大学等で聞き取り
調査を行った。
【内容】
1992 年、国連アジア太平洋社会経済委員会において「アジア太平洋障害者の十年」が採
択されるに至り、発展途上国の障がいと開発、障がいと貧困の問題が注目されるようにな
ってきた。2008 年には国連ミレニアム開発目標に障がい者を含める決議がなされ、2015
年にその最終報告書が発表された。その中で教育に関しては、2000 年から小学校の就学率
が著しく向上したなどの成果が謳われている。しかし、障がい児教育は残された問題とし
て扱われている。本報告で取り上げるバングラデシュは、公立小学校の就学率は 100％と
宣言し、すべての障がい児を受け入れるインクルーシブ教育を採用している。そこで、本
報告では、同国の視覚障がい児の特別支援学校などの調査から、障がい児教育の現状を把
握し、合わせてデジタル・バングラデシュの一環としての教科書のデジタル化の現状と展
望を考えて見たい。
【結論】
小学校の就学率 100％は障がい児を除いてカウント、点字教科書は、理科系分野が存在
しないことなどが調査を通じて分かった。その他については、発表で詳しく述べたいと思
う。

略歴

佐野

光彦（さのみつひこ）

神戸学院大学総合リハビリテーション学部。主な論文に Assistive Products in
Bangladesh: The state of the art and Problems（共著）, 11th i-CREATe (International
Conference on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology) ,
Abstruct ,145-148, 2017 年 8 月、「南アジアの障がいと貧困－バングラデシュ・ダカ市の
物乞いの調査から」（『福祉文化研究』vol. 2014）など。
（謝辞）本研究は、ユニベール財団・平成 29 年度研究助成｢発展途上国の障がい者への支
援・教育・社会的包摂に関する研究｣（研究代表者：佐野光彦）、及び JSPS 科研費 16K04853
の助成を受けたものです。
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「学校文化」の中でのスクールソーシャルワークの可能性の一考察
義基

祐正（小平市スクールソーシャルワーカー）
口頭発表「福祉文化と子ども」O3

【目的】
今日の安倍政権が掲げている「一億総活躍社会」の下での「人づくり革命」は、国家や
財界が求める「人づくり」であり、「生産力」のある人材育成策といえる。そのなかで、
新自由主義的・管理主義的・ゼロトレランス的な学校が形作られ、それが一つの「学校文
化」を形成し子どもたちに覆いかぶさっている。そうしたなかで、「学校をプラットホー
ム」として学校が大きく期待され、「チーム学校」で機能強化していく動きがあり、そこ
にスクールソーシャルワーカーが位置づけられている。本研究では、上記の「学校文化」
のなかでソーシャルワークの価値と倫理を持つ専門職が入ることの意義を考察し、それが
子どもの人権・権利向上にどのような意義や可能性があるのかを考察することを目的とし
ている。
【方法】（倫理的配慮含む）
本研究では、文献や答申等の分析を中心に理論研究として行う。その際、日本福祉文化
学会倫理規定に基づき、他の論文の盗用や重複投稿としないことなどの配慮を行う。
【結果】新自由主義的・管理主義的・ゼロトレランス的な「学校文化」は、子どもたちを
国家・財界が求める「型」にはめ込み、子どもらしく生きていく尊厳を奪い、不登校や引
きこもりなどにみられるように「学びからの排除・剥奪」をもたらしている。それは総じ
て子ども期にふさわしい文化そのものも奪っている。そのなかで、スクールソーシャルワ
ーカーが「学校文化」に介入することは、「子どもたちのために」を貫く価値と倫理を持
った専門職が入ることを意味するだろう。ここに本研究にいう「学校文化」に対して、そ
の子らしい子ども期を保障する可能性をソーシャルワーカーが持ち得ている可能性がある
といえる。
【考察】本研究にいう「学校文化」に抗する可能性をスクールソーシャルワーカーは持ち
得ている。しかし、一方で子どもたちを既存の学校や社会に適応させることをソーシャル
ワークとして位置づけてしまうと子どもたちの発達の可能性を奪いかねない。「チーム学
校」等で学校組織に組み込まれていくことは危険性も高いのである。そのうえで、子ども
たちのためのソーシャルワークに徹底して立ち切ることが重要であり、ソーシャルワーカ
ーが政治性を持つこともソーシャルワークの価値と価値して十分に考えなければならない。
【まとめ】
政策主体が求める学校像・子ども像と子どもや親・市民が求める学校像・子ども像があ
り、ソーシャルワーカーの立ち位置は厳しく問われる。ソーシャルワーカーは自らの思想
性・政治性も問われており、
それに自覚してこそ真の子ども文化が醸成していくのである。
略歴

義基

祐正（よしもと

ゆうせい）

小平市スクールソーシャルワーカー。共著『日本の保育労働者』（ひとなる書房）他。
主な論文「戦前・戦中期（1925－1945）の浦辺史の子どもの生活問題の構造的把握につい
ての考察」（『社会事業史研究』vol.53

2018 年）、「深刻化する子どもの貧困問題とス

クールソーシャルワーカーの役割」（『季刊
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保育問題研究』No.292

2018 年）他多数。

地域での「子どもの遊び空間」の展開と可能性
－青森県八戸市の活動事例を通して－
三岳

貴彦（八戸学院大学短期大学部）
口頭発表「福祉文化と子ども」O5

【はじめに】2017（平成 29）年に厚生労働省が行った「第 7 回 21 世紀出生児縦断調査（平
成 22 年出生児）」において、小学 1 年生の放課後の過ごし方について「学童保育」で過ご
す子どもの割合が増加した一方、他の項目では減少が見られた。その中でも「子どもの友
だちの家」、「戸外(公園等)」等の減少が見られており、子どもの生活を考えると、学校
が終わると、「学童保育」の他、「習い事、スポーツクラブ、学習塾等」、「自宅」と限
られた空間で過ごしている事が読み取れる。
【子どもの遊び空間】かつては自然が残っている土地や空き地といった遊び空間が減り、
公園も遊具の事故や不審者等治安の問題から「子どもが地域の中で伸び伸びと遊ぶ事がで
きる空間」というのは減少してきている。子どもの生活圏では減少しているが、TV ゲーム
等でインターネットを介した新たな遊び空間と参加者間の交流が生まれているといえる。
但し、通信機器を所持できるか否かにより、必ずしもすべての子どもが新たな遊び空間を
獲得できているわけではない。
【実践内容】青森県八戸市では「学生まちづくり助成金制度」を設置し、同市の他、近隣
市町村に通学する大学、高校等での地域振興や地域貢献に関する活動を支援する事業を行
っている。八戸学院大学短期大学部の学生が同市内での子どもの遊びの空間作りの取り組
み(イベント名「わくわく☆はちたん遊びのワ」)が 2017（平成 29）年度事業に採択された。
活動事例に基づき、子どもの遊びの空間について課題、可能性について検討するものであ
る。イベントは計 4 回開催され、合計 490 人の参加があった。
【結果及び考察】 実施事業の成果及び波及効果として、１．「子供が遊べる場所の拡が
り」、２．「地域のにぎわいへの貢献」、３．「地域福祉とのつながり」、４．「学生ま
ちづくり助成金の他の採択事業とのコラボレーション」といった点が挙がった。子どもの
遊び空間が減少し、「居場所」自体も自宅や学童保育、習い事の教室といった「点在」し
た施設で過ごす生活になっているといえる。そういった中で「遊び空間」は子どもの生活
圏域を拡げるものに繋がる。
又、青森県は他県と比べて速いスピードでの人口減少が推計されており、少子化による
「子どもの遊び空間」もまた減少が進むものと考えられる。既存の子どもの日常での遊び
の空間の維持、確保も課題ではあるが、それと共に今後は「広域」な圏域での子どもの遊
び空間の創出も今後必要である。
略歴

三岳

貴彦

（みつたけ

たかひこ）

八戸学院大学短期大学部ライフデザイン学科講師。著書に『1 日 45 分×60 日

介護福

祉士絶対合格テキスト 2019 年度版』（大和書房）他。主な論文に「JAPEW ダンスムーブ
メント指導員公認資格取得者の活動参加動機と活動継続効果に関する意識」（『(公社)
日本女子体育連盟学術研究』第 34 巻、2018 年）他。
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現場セミナー
今回の全国大会では、以下の4つの現場セミナーを準備しております。皆様奮ってご参加
ください。なお、セレモニー終了後、昼食時間が短いこと、並びに会場の桃山学院大学周
辺には飲食店が少ないこともございますので、参加される方は昼食を事前にご準備くださ
い。

●現場セミナーA「バングラデシュとトルコの紅茶と文化」併設：市田響写真展
紅茶とクッキーを食しながら、バングラデシュ、トルコの文化に触れ、異国の文化に触
れたいと思います。また、何気ない日常を写真の収めている写真家で福祉施設職員の市田
響氏の写真展を併設することで海外と日本を同時に見つめ福祉文化を再度、考え直す機会
を持ちたいと思います。

【行程】13：30
15：30

桃山学院大学内（教室は当日お伝えします。）
終了

【費用】500円

【定員】なし

●現場セミナーB「障がい者の文化活動体験BiG-I」
「国連・障がい者の十年（1983～1992年）」を記念して、2001年（平成13年）に当時の
厚生省が、障がい者の「完全参加と平等」の実現を図るシンボル的な施設として設置され
た国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）20年近くにわたり、障がい者の文化的な活動
を支えてきた施設で、障がい者の文化活動体験を体験します。

【行程】13：30

ビッグ・アイ(泉北高速鉄道・泉ヶ丘下車すぐ)入り口前に集合
そのまま移動し、ビッグ・アイ内障がい者の文化活動体験を行います。

16：00

現地解散

【費用】無料

【定員】なし
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●現場セミナーC「コリアタウン探訪」
大阪市内にあるコリアタウン鶴橋をコリアNGOセンターの職員の案内で、フィールドワー
クします。大阪の下町とコリアの異国情緒が融合した独特の文化を感じる現場セミナーで
す。ぜひご参加ください。

【行程】12：30

大学出発（和泉中央～新今宮～鶴橋）

14：00

昼食

14：30

コリアNGOセンター職員合流（鶴橋）
フィールドワーク（街歩き）

16：30

現地解散

【費用】1,000円＋現地までの交通費

【定員】20名

●現場セミナーD「官民協働で創る子どもの遊び場－ちょっとバンとビッグバン」
児童福祉施設の一つである児童館は、地域での子どもの遊びを支え、18歳までの子ども
の居場所としての役割を担っています。小型児童館、児童センター、大型児童館など規模
や機能によって細かく分類されていますが、自治体によっては、児童館を置かない地域も
あります。
このセミナーでは、大阪府立大型児童館“ビッグバン”と、隣接する冒険遊び場“ちょ
っとバン”の見学をとおして、子どもの遊びや居場所づくりを考えるひと時にしたいと思
います。

【行程】13：30

ビッグバン(泉北高速鉄道・泉ヶ丘下車すぐ)入り口前に集合

13：45

ちょっとバン見学

(無料)

14：30

ビッグバン説明と見学

(有料)

16：00

現地解散

【費用】当日現地にて徴収(団体割引が適用されれば2割引きになります)
ビッグバン入館料

大人

1,000円

小・中学生

800円

3歳以上

600円

＋現地までの交通費

【定員】30 名程度(子ども含む)
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