日本福祉文化学会
第32回

オンライン全国大会

コロナ禍と福祉文化－次への課題と挑戦
日時
会場
サテラ
イト

2021年10月30日(土)～10月31日(日)
神戸学院大学【佐野光彦研究室】
Zoom ミーティングID: 934 8384 3018
パスコード: 895642
（申し込み不要、入室自由：300名まで入室可能）
＊大会の詳細については、学会HPをご覧ください。

第１日

12:00～12:10 開会式

12:10～13:50 自主シンポジウム①
テーマ： 障がい者の舞台芸術についての
国際比較研究報告
14:00～15:00 特別講演 阿久根賢一氏（社会福祉法人福祥福祉会 理事長)
演題： 認知症ケアのあり方について
15:10～16:30 研究発表

第２日

10:00～12:00 研究発表

基調講演 野口あゆみ氏
演題： バリアフリー観光からはじまる まちづくり、
人づくり （伊勢志摩バリアフリーツアーセンター事務局長）
14:00～16:00 自主シンポジウム②
テーマ： 死者とのダイアローグ―対話する生者として生きる―
16:00～17:00 総会～福祉文化実践学会賞授与式～閉会式

12:30～13:45

お問い合わせ 日本福祉文化学会事務局 E-mail : jfukushibunka@gmail.com
TEL&FAX 078-974-1868 佐野光彦研究室内

パソコンの場合
※スマホは３ページから

Zoom 招待される側のマニュアル

1）メール等で送られてきた URL にアク
セスします。
★メールが見当たらない方は以下の
アドレスをブラウザのアドレス欄
に入力して下さい
https://zoom.us/j/93483843018?p
wd=MU5YTE5SdXdjZkJVNXZ2YjhlbUsw
UT09

↑これをクリックすれば、始められ
ます。
ミーティング ID: 934 8384 3018
パスコード: 895642
「Zoom Meetings を開く」をクリッ
ク。
※初めての利用の場合、インストーラ
ーのダウンロードが始まります。ダウ
ンロードしたファイルを起動してく
ださい。
名前の入力画面が出るので、自分の名前
を入力し、ホストから許可されるのを待
ちます。

カメラが動作していることを確認し、
「ビデオなしで参加」をクリック。
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「コンピューターでオーディオに参
加」をクリック。

Zoom 招待される側のマニュアル

以上でセットアップが完了です。
〜よく使う機能〜
左下のミュートボタンでマイクを切
ることができます。
中央下部のチャットでチャットウィ
ンドウ、画像を共有で見ている画面を
参加者に配信することができます。
参加者は上部に表示され、メインウィ
ンドウには発言者が表示されます。参
加者のウィンドウを右クリックし「ビ
デオを固定」を選ぶとメインに常時表
示されます。
右上のギャラリービューをクリック
すると、参加者全員が同サイズで表示
されます。
次のページよりスマホ用の説明があります。
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Zoom 招待される側のマニュアル
スマホの場合
スマホで Zoom を使用する場合、大きな通信料が発
生するほか、バッテリーの充電も消耗します。充電
が十分に行われていることを確認の上、可能であれ
ば Wi-Fi 環境を推奨します。
スマホの場合はあらかじめアプリをインストール
しておく必要があります。
AppStore や Google Play で「zoom」と検索。上の
方に表示されるアプリをインストールしてくださ
い。
メールなどから招待 URL へアクセス。

アプリ選択画面が表示されたら Zoom を選択。
自動で Zoom が立ち上がる場合もあります。
Zoom が立ち上がったら、わかりやすい任意の名前
を入力してください。
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Zoom 招待される側のマニュアル

カメラが正常に動作しているかをチェックし、「ビ
デオ付きで参加」をタップ。
「インターネットを使用した通話」をタップし、音
声のやり取りができることを確認してください。

以上でセットアップは完了です。

ホスト側から許可されるのを待ちます。

社会福祉法人 京都老人福祉協会ホームページよりダウンロード・改変しました。ありがとうございました。
http://kyoro.or.jp/wordpress/wpcontent/uploads/2020/04/Zoom%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%EF%BC%88%E3%82%B2%E3%82%B9%E3
%83%88%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%89.pdf
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テーマ：コロナ禍と福祉文化～次への課題と挑戦
１日目
10:00～11:30 理事会
12:00～12:10 開会式
開会の挨拶 石田易司（学会長）
大会実行委員長 佐野光彦（学会副会長）
総合司会 福山正和（理事）
12:10～13:50 自主シンポジウム①障がい者の舞台芸術についての国際比較研究報告
藤岡純一（関西福祉大学）、石田易司（桃山学院大学）、田島栄文（名古屋経営短期大学）
、
〇片山千佳（羽衣国際大学）
コーディネーター 藤原純一・片山千佳
14:00～15:00 特別講演 阿久根賢一氏
認知症ケアのあり方について
司会 片山千佳
阿久根賢一（あくね けんいち）
大学では、社会福祉を専攻し、卒業後、高齢者施設にてソーシャルワーカーとして勤
務。2002 年より社会福祉法人福祥福祉会が開設する特別養護老人ホーム豊泉家北緑
丘の立ち上げよりソーシャルワーカーとして参画。その後、施設長、運営本部長、副
理事長を経て 2017 年より社会福祉法人福祥福祉会 理事長。
取得資格：社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員、その他：社会福祉法人 天森誠
和会 理事・一般社団法人 日本棒サッカー協会 理事長・青森大学 客員教授等。メデ
イア出演多数。近著『認知症イノベーション

一人ひとりの“パラダイス”を創造する

ケアメソッド』プレジデント社、2020 年。
15:10～16:30 学会発表
座長 佐野光彦（神戸学院大学） 福山正和（桃山学院大学）
・渡邊豊

感染症禍における新たな「福祉文化現場セミナー」の創造

・岩木秀樹 コロナ禍におけるイスラームの福祉と教育
・山口弘幸 ジオパークにおけるユニバーサルデザイン化の諸課題と戦略的ゾーニング
・佐伯典彦 最期の希望を叶え、自宅で平穏死できた M 氏に関する考察
・矢野裕子 留学生の学業と高齢者施設での仕事を両立させる要因～京都西山短期大学の留学生の意見
から～

2 日目
10:00～12:00 学会発表
座長 中西久雄（近畿大学）

片山千佳（羽衣国際大学）

・植村仁 岡山県介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議会で議論された福祉用具選定補助システ
ム
・福山正和、石田易司 コロナ禍での大学と地域が連携した実践教育の実践報告～担当教員と事務担当
者それぞれから見た緊急事態下での実践教育～
・中西久雄 ローカル団体が行なう幼児への情操教育活動－子ども達が本物の音色に触れる活動－
・佐野光彦、Md Mehedi Hasan Khan コロナ禍におけるアジアの教育環境の変化
・ Md Mehedi Hasan Khan, Mitsuhiko Sano

Present Situation and Impact of COVID-19 on the
Education System in Bangladesh

12:30～13:30 基調講演 野口あゆみ氏（NPO 法人：
伊勢志摩バリアフリーツアーセンター事務局長）
司会 佐野光彦（学会副会長）
野口あゆみ（のぐち あゆみ）
地元タウン誌編集部に勤務後、フリーに。2000 年、チェアウォーカー（車いす使用者）
の友人らと共に、バリアフリー情報誌「おでかけチェアウォーカー」を発行。 2002
年、伊勢志摩バリアフリーツアーセンター設立時に、事務局長に就任する。
「行けると
ころを探すのではなく、行きたいところへ」を実践するために、普段からチェアウォ
ーカーである夫と出歩いている。NHK 等メディア出演多数。
14:00～16:00 自主シンポジウム②死者とのダイアローグ―対話する生者として生きる―
〇結城俊哉（立教大学）
、真柄希里穂（日本福祉教育専門学校）
久保美紀（明治学院大学）
、〇阿比留久美（早稲田大学）
、久保田治助（鹿児島大学、
非会員）
コーディネーター 結城俊哉・阿比留久美
16:00～17:00 総会→閉会式（京都大会ご紹介）
閉会の挨拶 馬場清（学会副会長）

感染症禍における新しい「福祉文化現場セミナー」の創造
～全国各地で「福祉文化現場セミナー」の花を咲かせましょう！～
渡邊

豊（新潟医療福祉大学）

【目的】
日本福祉文化学会は、約 30 年前の学会創設以来、「現場発」、「地域発」、「地方発」
、「実
践発」の福祉文化の創造を重視している。しかし、感染症禍において、それらを重視した
「福祉文化現場セミナー」（以下、
「セミナー」という）を全国各地で全く実施できずにい
た。この閉塞的な状況を打開し、感染症禍前にはなかったセミナーを試行実施し、新たな
セミナーの創造を提起し、全国各地でセミナーが活発に展開されることを目的とする。
【方法】（倫理的配慮含む）
私は日本福祉文化学会の理事として総務委員会を担当している。同委員会の立場から私
の出身である北陸ブロック（新潟福祉文化を考える会）等と協働でセミナーを実施し、新
たなセミナーの創造を提起する。
【結果】
［実施済み］（詳細は、日本福祉文化学会ホームページをご覧ください。）
（１）新潟市中央区沼垂テラス商店街にて、６月～11 月の毎月第１日曜日に開催される朝
市に合わせて実施した。
（２）新潟県上越市安塚区細野集落にて、６月 27 日に主にＮＰО法人ほその自然王国の取
り組みについての視察を実施した。
（３）新潟県三島郡出雲崎町にて、良寛、北前船、道の駅越後天領の里と福祉文化につい
て実施した。
（第１回北前船と福祉文化）
［実施予定］（詳細は、日本福祉文化学会ホームページをご覧ください。）
（４）新潟市西蒲区中之口先人館にて、10 月 24 日に口に絵筆をくわえて水彩画を描く岡
村佐久一氏の水彩画展覧会において、福祉文化について学ぶ。
（５）新潟県柏崎市ドナルド・キーン・センター柏崎にて、10 月 31 日にドナルド・キー
ンと新潟の福祉文化について学ぶ。
（６）新潟県長岡市川口地区にて、12 月 4 日に中越地震から 17 年経った地域の復興と福
祉文化について学ぶ。
（７）福島第一原子力発電所事故、東日本大震災のあった福島県いわき市等で、東北ブロ
ックと共催で災害と福祉文化について学ぶ。
（８）北前船寄港地で当該ブロックと共催で実施する。（第２回北前船と福祉文化）
【考察・まとめ】
従来のセミナーは、年１回の宿泊型で 100 名を超える参加もあったが、感染症禍では参
加人数を 10 名以内にし、野外・フィールド型を主に半日日程とした。これにより企画・実
施が容易になり本年度は 10 回以上実施予定である。このことから、他県・ブロックでセミ
ナーをやれないことはない。ぜひ、全国各地でセミナーを企画・実施してもらいたい。
略歴

氏名

渡邊

豊（わたなべ

ゆたか）

新潟県社会福祉協議会職員を経て、2017 年から新潟医療福祉大学社会福祉学部教員。著書
に『災害と福祉文化』
、
『地域社会と福祉文化』
、
『福祉文化とは何か』
（共著・明石書店）等

ジオパークにおけるユニバーサルデザイン化の諸課題と戦略的ゾーニング
山口

弘幸

（鎮西学院大学）

【目的】
ジオパークは、科学的かつ文化的に貴重な地質遺産をもつ自然公園であり、
「大地の公園」
を意味している。観光資源として地域の活性化を担う役割や地球科学や環境教育の利活用、
地震や洪水等の防災活動への貢献に期待が寄せられている。本報告はジオパークのユニバ
ーサルデザイン化の推進を目的に行った調査研究の実践を踏まえて、ユニバーサルデザイ
ン化の諸課題と戦略的ゾーニングの重要性について検討するものである。

【実践内容】
日本全国に現在ジオパークは 44 か所あるが、5 か所のジオパークにおいてユニバーサル
デザイン化の推進に関する実地調査を行った。その中で各地域の観光振興とユニバーサル
ツーリズムに対応するツアーコースの造成、バリアフリー観光に対応した宿泊先や食事処
等の検討や UD タクシー等の活動状況について調査し、積極的なバリアフリー情報の発信に
向けたパンフレット案の制作を行った。また車イス体験といった観光ガイドに対する研修
を行った。倫理的配慮として、基礎的資料の制作にあたっては各拠点施設に情報内容の確
認を依頼し、公表等について了解を得ている。

【結果】
ジオパークのユニバーサルデザイン化を推進する上での課題として、適切な情報提供と
無理のないバリアフリー状況の改善、内部資源の育成と利活用、外部サービスの取り込み、
受け入れ体制強化を推進する組織との連携を行うことが重要である。また地域の受け入れ
体制強化のため、ジオパーク関係者、観光協会、各拠点施設、障害当事者、有識者を交え
た協議の場の設置が必要である。

【考察】
高齢者・障がい者等の旅行をめぐる困難も様々ある中で、一人ひとりに応じた対応とと
もに一定程度の基準に基づいた環境整備の両面が求められている。また自然環境の保護保
全と観光等の利活用との両立についても同時に考えていく必要がある。ROS 概念に基づき
ながら計画的に整備を進め、整備過渡期での積極的なバリアフリー情報の発信としては、
対応可能性とともにどこに対応困難性があるのかを誠実に伝えて、訪問する側が選択し、
意思決定できるようにする仕組みづくりが求められていると考える。
当日は、調査研究の結果の概要と考察の詳細について報告したい。

略歴

氏名

山口

弘幸（

やまぐち

ひろゆき

）

鎮西学院大学現代社会学部教員。主な論文「精神障害者ピア・ヘルパー養成とフォロー
アップ支援活動」（
『福祉文化実践報告集』vol.2、pp9-14、2007 年）等。

最期の希望を叶え、自宅で平穏死できた M 氏に関する考察
佐伯典彦（居宅介護支援事業所ハッピーウッド）
）
【目的】
本人、要介護 1 の認定をもち、夫と 2 人暮らし。デイサービス・ヘルパー・福祉用具貸
与を利用し、自宅で生活していた。しかし、令和 3 年 4 月に突然食事が摂れなくなり、歩
行立位不可となる。救急搬送されたが、老衰で余命 2 週間の診断。入院できず、帰宅。本
人・家族希望で自宅での看取りをすることとなる。区分変更申請で要介護 5 となった。自
宅での穏やかに旅立ちを実現するため、どのような支援が必要か検討した。
【方法】
（倫理的配慮含む）
急ぎ訪問看護師、訪問介護ヘルパーが毎日介入し、介護用ベッド、床ずれ防止用具、チ
ルト式車いすを貸与し。点滴 500 ㏄/日、栄誉補助食品 1 個 200Kcal、0.5 個～6 個/日を摂
取。排泄・清拭・服薬介助等できるサービスを整え、その都度起きる生活上の課題をモニ
タリングし、調整を迅速に施行していった。
＊倫理的配慮：今回学術会議に本事例を発表することについて、発表原稿を本人・家族に
開示し、発表の了解を得た後、事業所管理者にも同様に了承を得た。
【結果】
余命宣告 2 週間であったが 3 か月強、
穏やかに自宅で過ごされた後の旅立ちが実現できた。
【考察】
希望の中にいると、そのパワーは生活の質や日常生活動作の向上を高めることがある。
支援途上、意識レベル・バイタルサインが低下しつつある中、本人の最期の希望である「デ
イサービスで入浴する」を実現させ、そのニーズを充足できた。
「自然死は苦しいのか」と
の家族の質問に対し、
「飢餓・酸欠状態は脳内にモルヒネ様物質が分泌されます。脱水で意
識レベルが低下したり、呼吸がしにくくなり炭酸ガスが体内に貯溜すると麻酔効果があり
ます。肩呼吸をしても本人は苦しさを感じていません。体を必死に燃焼していく。体を燃
焼しながら死を迎え体重が軽くなる。このように医学的には自然死は苦しくありません。
」
と伝え、理解を得ることができた。
【まとめ】
在宅ホスピスの医師で浄土真宗大谷派僧侶の小笠原文雄は、本人・家族が家での看取り
を望まれ、痛みを取り除くコントロール処置をしながら、家で穏やかに旅立つ看取りを「希
望死・満足死・納得死」と述べている。最期までここで暮らしたいという願いが叶い、そ
の人らしい暮らしの中で、希望死・満足死・納得死ができたことで、死ねる喜びを感じら
れたら、幸せの極みと筆者は考える。
略歴

氏名

佐伯典彦（さえきのりひこ、主任介護支援専門員）

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。著書：
「仏教社会福祉入門
～介護ケアとその担い手」
「ひとりふたり～介護の現場から」
（いずれも法蔵館）、
「応用心
理学ハンドブック～認知症高齢者への対応に関する予防的アプローチ」
（福村出版）
、
「私た
ちのメメント・モリ～私の最期」
（日本福祉文化学会研究委員会）
。

留学生の学業と高齢者施設での仕事を両立させる要因
～京都西山短期大学の留学生に対する調査から～
矢野裕子（京都西山短期大学）

【目的】
中国において高齢者福祉が発展する中、日本に留学したり日本の高齢者施設で就労する
中国人は増えている。京都西山短期大学の留学生たちが成長する過程を把握し、どのよう
にして学業と高齢者施設での仕事との両立が可能となっているのかを明らかにする。
【方法】（倫理的配慮含む）
本学では今年度初めて、留学生が未来創造コースに入学し福祉を学んでいる。留学生た
ちが成長する過程を把握する。特に、どのようにして学業と仕事との両立が可能となった
のかを整理する。①学生らのミニレポートに書かれた文章やオンライン授業のチャットに
書かれた意見、あるいは口頭発表で述べられたことを用いて、「特養でしんどいこと」「困
っていること」
「楽しいこと」などをまとめる。倫理的配慮として、匿名で、それぞれ部分
的、集約的に用いることとする。②秋学期の授業内で、どのようにして学業と仕事との両
立が可能となったのかについて、
座談会風に聞く。出された意見は匿名でまとめることや、
研究に協力の意思を示す場合のみ回答するように説明した。③秋学期の終わりには、アン
ケート調査を実施する予定である。今回は①と②の部分を報告する。
【結果】
今年度 4 月当初から、9 名の留学生全員が週末の金曜日、土曜日、日曜日には特別養護
老人ホームで働いている。仕事を始めてすぐ、しんどさや困難さを訴えていた。しかし、
夏休みを経て秋学期がスタートしてからは、留学生らは大きく成長し全員が笑顔で特別養
護老人ホームでの仕事を続けている。授業内の座談会において、話を聞いた結果、留学の
時のルールだから、自分の生活費のためという意見もあったが、暇な時に利用者と祭りな
ど日本の伝統文化について話すことができるから勉強になる、利用者らは、いつも「あり
がとう」と言ってくれ優しいので楽しいという意見がたくさんあった。
【考察】
留学生は常に意欲的であり誠実であり、日本人に対して友好的であることが、授業やゼ
ミを通して感じられる。
「お年寄りと、日本について話すのが楽しい。
」
「いつもありがとう
と言ってくれる。
」と感情面での楽しさを見つけることとが仕事継続の力となり、仕事と学
業との両立を可能にしていると考察できる。
【まとめ】
しんどさや困難さを乗り越えたのは、施設での高齢者との関わりの中で、いい人間関係
が築かれてきたことが、自ら意欲や楽しさを取り戻していったものと考えられる。
略歴

矢野

裕子（やの・ゆうこ）

京都西山短期大学仏教学科教員。共著書に『現代地域福祉論』（保育出版、2013
他）。主な論文に「ＤＶビデオ視聴者に対するイデオロギー操作：啓発ビデオに視
聴者の常識を固定化する働きはないか」（『共生社会研究』vol.10、大阪市立大学
共生社会研究会、2015年）他がある。

福祉用具選出補助ソフトウェアに必要な要素と手法
植村仁 (神戸学院大学)
【目的】

福祉用具貸与の際、ケアマネージャー等の用具選定を補助し業務を効率化する

実用的なソフトウェアに必要な機能の選出。
【方法】

プロトタイピング(短期間での試作)を軸にした要件定義・聴取・議論。ちなみ

に試作とあるが実稼働可能状態である。
【結果】

貸与される福祉用具をコード化した TAIS、福祉用具の分類体系である CCTA95

を利用し、大量の過去事例の集合としての福祉用具サービス計画書を用いて福祉用具選定
補助を行うソフトウェアを構築した。それにより日常業務の中で福祉用具選定の補助を可
能とするソフトウェアの要件を発見した。具体的には身体状況のサブセットを入力とする
ことである。また、福祉用具サービス計画書の持つフォーマット上の欠点、実際に作成さ
れている福祉用具サービス計画書にはすべてのデータが記載されていないこと、廃盤品デ
ータの欠損を発見した。
さらにはこの試作に至るまでの議論、試作品を使用した後の議論では様々な要求が出さ
れ要不要が議論され、各要求がもつ問題の詳細を得ることができた。具体的にはキーワー
ド検索型ソフトウェアの問題としてキーワードの選択の難しさと手間が、過去のノウハウ
の集積としての電子的マニュアルについての問題としては事例データの不足がある。各種
法に共通の問題点として、過去事例を多忙な業務中にどのように効率的に蓄積するのか、
引き出すのか、過去事例への追記訂正方法の不在という問題が浮き彫りとなった。
【考察】福祉用具選定ソフトウェアに要求されるものとしてソフトウェア利用者、ここで
は主としてケアマネージャーが、日常業務の中で自然な形で過去事例を引き出すことがで
きることは必須要件である。このケースでは具体的には身体状況と利用目的から過去事例
を探すことができるということであった。これらの聴取と記録は彼らの日常業務であるか
らわざわざ検索語を捻出する必要はないわけである。結論としては非常に単純であるが、
上記結論は汎化できるものと思われる。過去事例の参照をするソフトウェアの構築の際に
は同様の議論がなされ要求は噴出するが、無理なく自然な形で業務を補佐するソフトウェ
アを構築する目標を達成するためには、ソフトウェア利用者の日常業務の中の動きそのも
のがソフトウェアの入力とならなければならない。
【まとめ】過去事例を自然な形で引き出すためには業務に用いるデータの部分を用いれば
良い。さらなる改良を加えるためには、ソフトウェア開発者と利用者という構図で言うな
らば、利用者側に入り込んだ方法で業務の内部を見なければならない。開発者側がソフト
ウェア利用者の日常業務の一部分に参加する手法もあるが、究極的にはソフトウェア内製
化である。開発者と利用者をイコールで結ぶことである。
略歴

植村仁（うえむらじん）
神戸学院大学総合リハビリテーション学部非常勤講師。主な論文に``Learning of

erasing primitive formal systems from positive examples''（Theoretical Computer
Science, 364(1) 2006 年）他多数。

コロナ禍での大学と地域が連携した実践教育の実践報告
～担当教員と事務担当者それぞれから見た緊急事態下での実践教育～
福山

正和（桃山学院大学）・石田

易司（桃山学院大学）

【目的】
COVID-19 の感染拡大によって、大学ではオンラインを活用し、授業が展開されている。
しかしながら、実践教育については、オンラインでは学ぶことのできない内容がふんだん
に盛り込まれている。M 大学においても、地域と連携した科目を開講しているが、日本国
内で最も規制が強かった 2020 年春に行われた「地域連携特別講義－地域課題解決実践」に
ついて、フィールドワークだけでなく、教室での対面のグループワークさえ、実施するこ
とができず、学生のみならず、担当教員はかなりの苦労を強いられた。授業といえば、学
生、教員に焦点が当てられるが、今回、外部団体を招き、実施する授業において、大学職
員がどのような取り組みを行ったかも含め、多面的に実践を振り返り、報告を行う。
【方法】
（倫理的配慮含む）
M 大学で実施されている「地域連携特別講義-地域課題解決実践」という科目であり、履
修学生は最大 30 名。4～6 グループに分け各グループには、1 名ずつ職場での課題を持った
社会人が入り、学生と社会人で一つの課題の解決について取り組む授業である。しかしな
がら、緊急事態宣言の発出等により、大学も対面での教育活動が制限される中、まだ、オ
ンライン授業も模索を続ける中での取り組みとなった。
【結果】
急激な環境の変化により、設備、教職員ともオンライン授業の対応に追いつかない事態
が発生する。COVID-19 の対応が多忙を極め、ゲストの週 1 回の派遣が厳しい状態となり、
ゲストを迎えることが不可能となった。緊急事態宣言が終われば、現場の見学ができるの
ではないかと期待を込めて、準備を進めようとしていたが、感染状況が好転することもな
く、原則全面オンライン授業が継続されることとなった。
【考察】
現場に行けない、外部からの課題の提供も受けられないという緊急事態に対し、担当教
員は「この学生自身が置かれた状況を打破することが課題である。」と学生が直面している
状況を解決する策をグループで考えるという課題を出し、オンラインでの授業を行った。
【まとめ】
オンライン授業のシステムは COVID-19 の影響で大きく進歩した。しかしながら、地域と
連携するということにおいては、オンラインでは、不可能な部分も多く、体験を重要視す
る授業展開は、
状況の変化に大きく影響を受けるため、その場に応じた対応が求められる。
略歴

福山

正和（ふくやま

まさかず）

桃山学院大学大学庶務課地域連携室・ボランティア活動支援室。分担執筆「ボランテ
ィアを始める人のためのサービスラーニング入門」（あさひ高速印刷（株）出版部）他。
石田

易司（いしだ

やすのり）

桃山学院大学名誉教授。著書『自閉症と豊かな暮らし』（晃洋書房）他多数。

ローカル団体が行なう幼児への情操教育活動
－子ども達が本物の音色に触れる活動－
中西久雄（所属：近畿大学総合社会学部）

【目的】
地元商店街を含む地域活性化の一環として、地域の有志が中心になり行なっている幼少期
の子供達が本物の音に接する活動の事例紹介。。
【方法】
（倫理的配慮含む）
筆者も一員である実行委員会型式をとるローカル団体が運営するプロフェショナル奏者に
よるローカルコンサートである。演目はクラッシックからアニメソング、季節の音楽と多
岐にわたるが演奏中に子どもが走り回り騒ぐことを認め、親子共々気兼ねなく聞き入るこ
との出来るコンサートである。
【結果】
爆発的に来場者が増えているというわけではないが、来客数も安定的に推移し、また、一
連の活動を支援して下さるスポンサーも安定的についており、収支がマイナスにならない
形で応援していただいている。
【考察】
実行委員会のメンバーは少数精鋭であるが、営業活動に優れている者、参加演奏者を募る
者(主に演奏者仲間である)、全体的なアドバイスを顧問的に行なう者と役割分担が出来て
いる。また、活動に透明性を持たせることに気をつけていることもあり、活動市域の行政
からも一目置かれている活動である。現在では活動市域の市長の推薦文も頂くに至った。
【まとめ】
一般的な貸し室を利用して活動を行なおうとする場合、貸し室料金、広告宣伝費、人件費
がかかり運営を圧迫する。また、このような文化的な活動を行なう場合、得てして行政な
どが行なう助成金を活用することが往々にして多いと思われるが、この活動は当初より『助
成金に頼らない』をモットーとして活動を行なってきた。4 年目の今年、賛同していただ
けるスポンサーも増え、収支 0 ではあるがマイナスにならない活動を続けられている。今
後は、この活動を 2 箇所、3 箇所と講演場所を増やして行く事を画策している。
略歴

氏名

中西

久雄（なかにし

ひさお）

近畿大学総合社会学部非常勤講師。主な論文に「チームによる実践能力と情報リテラ
シーを向上させる PBL 教育の試み」共著（『工学教育』, 68 巻 6 号 , 2020 年）他多数。

コロナ禍におけるアジアの教育環境の変化
佐野

光彦(神戸学院大学)・Mehedi Hassan Khan（神戸学院大学）
（（（

【目的】

2020 年より現在も続くコロナ禍は、時を移さずに世界へと広まっていった。アメリカ、
ヨーロッパだけではなく、アジアのインドでも多数の死者が出て、日本もその例外ではな
くなった。その後、各国でワクチン接種が開始され、2021 年 10 月現在、日本において感
染状況は落ち着いている感がある。このコロナ禍は、アジアの子どもたちの教育環境にも
大きな変化をもたらした。ロックダウン等による学校の閉鎖によって、授業がオンライン
に変わった国や地域もあるが、それを実施できない所も現れた。各学校では、それぞれ工
夫を凝らし、この危機を何とか乗り越えようとしている。そこで本報告では日本、東アジ
ア諸国、東南・南アジア諸国の学校現場の状況を把握し、学力低下、教育格差などの問題
について考えて見る。
【方法】
（倫理的配慮含む）
現地の新聞、文献、ネット情報による調査などで構成している。
【結果と考察】
コロナによって実施されたオンラインオンライン授業は、ネット環境、パソコン所有の
有無などにより教育格差を広げる結果となった。アフターコロナは ITC のメリットを理解
しつつも、SDGｓの目標でもある「誰一人も残さない」きめ細やかな教育に力を注がなけれ
ばならない。
【まとめ】
教育格差の具体的な事例を通じて、それがやがて格差社会に繋がって行くことを説明す
る。また、コロナ禍での新しい授業方法の具体例と、そのプラスの面などを発表のなかで
報告する予定である。
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

准教授

主な論文「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）
、Consideration on the Improvement of Assistive Products’
Availability and the Awareness of Rehabilitation Professionals in Bangladesh Md.
Mehedi Hassan Khan, Hidehisa OKU, Akio NAKAGAWA, Mitsuhiko SANO,
Technology and Disability 32(1) 33 – 42, 2020 年 3 月など。
Mehedi Hassan Khan（メヘディ
神戸学院大学

ハッサン カーン）

総合リハビリテーション学部

研究員、PhD。KM Mahiuddin, Md

Mehedi Hasan Khan, Mitsuhiko Sano, Syeda Marufa Akter, Social Inclusion of
Person with Disabilities in Bangladesh: Analysis of Government Policy and Its
Implementation, Journal of Center for Governance Studies, Jahangirnagar
University, Vol.- 10, Issue- 1, February 2021.
（謝辞）本研究は、JSPS 科研費 20H01607 の助成を受けたものです。

Present Situation and Impact of COVID-19 on the Education System in
Bangladesh
Mehedi Hasan Khan (Kobe Gakuin University)・Mitsuhiko Sano (Kobe Gakuin University)
Background

（（（

The world is going through a potentially catastrophic situation as coronavirus disease of
2019 (COVID-19) hits in full swing. Countries from all the regions are facing immense
problems in various sectors including the education sector. This pandemic also has
disrupted the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs). In Bangladesh,
a significant number of people have been affected including death. All the educational
institutions were closed from March 2020 to September 2021 which put an
unrecoverable loss to education. As technologies and digital equipment are not in the
advanced stage in Bangladesh, the country couldn’t capitalize on online-based
performances well. This research was implemented to identify the present situation and
impact of COVID-19 on the education sector in Bangladesh to prescribe a solution.
Method
This study was based on the literature review which includes information from journals,
articles, and newspapers, and interviews with the Bangladeshi school and university
teachers.
Results and Discussion
The COVID-19 hit hard in Bangladesh resulting significant amount of deficit in all
sectors but at present situation is getting better. Maximum students couldn’t participate
in online-based classes due to the unavailability of smartphones, the internet, and the
use of technology. A small number of students engaged in social works and
income-generating activities during school closure. Private schools all over the country
suffered a lot and many rental private schools got permanently closed. A few disabled
students participated in online classes.
Conclusion
A rapid assessment for the shortcoming sectors is needed to improve education sectors.
The classes and other activities need to be performed at the highest speed to recover
previous losses. Technological improvement and development of the health sector
should come in priority.
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