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コミュニティ福祉研究所開設５年目を迎えて
立教大学コミュニティ福祉研究所は、福祉社会実現のための研究を論理的・実践的
に探究することを目的に設立され、５年が経過しました。
この間、
フラッグシップ研究と
しての『うつ病者の社会的支援および自殺予防に関するソーシャルモデル開発』など
をはじめ、数多くの研究に取り組んできたことは言うまでもありません。
ところで本研究所が標榜するコミュニティ、すなわち
「いのちの尊厳」を内から理解
する共生社会とは、
どのような社会を指すのでしょうか。それは、
「調和」が優先された
社会だと僕は思います。
これまで人間は、科学技術の発展を強く志向してきました。
も
ちろん、科学技術の進歩はとても大切です。そのお蔭で我々の暮らしは格段に快適に
なり、多くの人がその恩恵に浴しています。
しかしテクノロジーだけが暴走したのでは、
結局人間は幸せになれないような気がします。人間のみならず、地球上の生命の幸福
には結び付かないような気がします。原発などは、その象徴ではないでしょうか。
この
ような現代社会に今求められているのは、僕は「調和」だと考えます。
「人と自然との調
和」、
「テクノロジーと自然環境との調和」
「人と人との調和」、
「国同士の調和」。
僕の尊敬する映画監督龍村仁の言葉に、次のような一節があります。
『かって人が、花や樹や鳥たちと本当に話ができた時代がありました。
その頃、人は自分たちの命が、宇宙の大きな命
の一部であることを誰もが知っていました。太陽を敬い、月を崇め、風に問ね（たずね）
、火に祈り、水に癒され、土と共に
笑うことが本当に生き生きとできたのです。
ところが最近の科学技術のめまぐるしい進歩とともに、人はいつの間にか、
『自分が地球の主人であり、
自然は自分たちのために利用するもの』
と考えるようになってきました。
その頃から人は、花
や樹や鳥たちと話す言葉を急速に忘れ始めたのです。人はこのまま自然と語り合う言葉を、永久に忘れてしまうのでしょ
うか。
それとも科学の進歩と調和しながら、
もう一度、その言葉を思い出すことができるのでしょうか。
』
世界中で紛争が絶えない現在、そして経済活動や地域開発が優先され自然環境が劣悪な状況を見せている現在、
我々人類に問われているのは、正にこのメッセージではないでしょうか。そして僕らが再び龍村仁の言う
「自然と語り合
う言葉」を思い出したとき、自ずと調和は育まれ、初めて明るい未来が拓けるような気がします。本研究所が扱う
「ソー
シャルワーク」
「コミュニティ政策」
「福祉人間学」
「スポーツウエルネス」などの領域の研究が、
テクノロジー優先ではなく
調和の視点から融合した時、僕は研究所が目指すコミュニティづくりに大きな貢献ができるのではないかと期待してい
ます。
コミュニティ福祉研究所 所長：濁川 孝志
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立教大学コミュニティ福祉研究所学術研究推進資金について
立教大学コミュニティ福祉研究所学術研究推進資
金は、学外との連携や大型外部資金の獲得を視野に
入れた、高度にして独創的な研究を助成することに
より、学術研究の推進を格段に図ることを目的として
います。2014年度はコミュニティ福祉研究所におい
て、下記の4種類の研究推進資金を設置しています。

● 企画研究プロジェクトⅢ（助教研究支援型）助成金
若手研究者の萌芽研究の支援と本学部の研究・教育活
動の活性化に資する目的で、本学部専任教員（助教）の研
究を助成する制度です。
2014年度は3件の採択でした。

● 大学院生研究
● 企画研究プロジェクトⅠ
（教員自由企画型）助成金
本学部の研究・教育活動の活性化に資する目的で、学
部専任教員が自由に企画する講演会や講習会、
フィール
ドワークや実践研究を助成する制度です。
2014年度は5件の採択でした。
● 企画研究プロジェクトⅡ（教員・学生参加型）助成金
学部専任教員がプロジェクト代表者となり､学部学生と
協力して研究を進めることを特徴とします。学部学生の自
主的な学習・研究活動を促進し、学生の自主的な学習・研
究に関する企画・運営能力の向上に資する目的で、専任教
員と学生4名以上がグループで行う共同研究を助成する
制度です。具体的には、学部学科の広報誌作成、講演会・
討論会の企画、調査・研究など、自分なりの学びを深める
学習・研究プロジェクトを幅広く募集するものです。
2014年度は5件の採択でした。

教員（本学専任教員）の指導の下に行われる、大学院生
の個人研究又は大学院生を代表者とする複数の大学院生
が行う共同研究を助成する制度です。
2014年度は5件の採択でした。

研究成果報告を公開しています
研究成果報告書はコミュニティ福祉研究所ホーム
ページなどで広く公開します。また、企画研究プロ
ジェクトⅡ（教員・学生参加型）については、報告会に
て概要の報告を行ってもらう予定です。
なお、2010年度から2013年度までの研究成果報
告の概要は、
コミュニティ福祉研究所ホームページの
新着情報で公開しています。
どうぞご覧ください。

立教大学コミュニティ福祉研究所学術研究推進資金

２０１４年度の採択者および研究課題一覧

● 企画研究プロジェクトⅠ（教員自由企画型）
組織

教員

研究代表者

研究課題

『先祖になる』立教大学新座キャンパス上映会
および池谷薫監督講演会

内容

上映会・
講演会

個人

准教授

空閑 厚樹

2名

教授

外山 公美

わが国における公務員試験制度の変革に関する
調査研究

調査研究

3名

教授

浅井 春夫

沖縄戦直後のコザ孤児院の統計的記録・写真の収集

歴史研究

個人

准教授

飯村 史恵

精神しょうがい者が利用する日中活動系サービスの
欠席時対応に関する予備的調査

調査研究

個人

教授

藤井 敦史

コミュニティ開発に従事する英国社会的企業におけ
るインターシップ・コースの開発

調査研究

● 企画研究プロジェクトⅢ（助教研究支援型）
組織
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教員

研究代表者

研究課題

内容

インタビュー調査と
参与調査

個人

助教

坂無 淳

都市コミュニティにおける子育ての共同と
子育て支援

個人

助教

原田 峻

埼玉県における原発避難者の実態把握と
支援に関する実践的研究

調査研究

個人

助教

Zane Ritchie

Examining Support Avenues for Non-naturalized
Residents in Tohoku Post 311

調査研究

● 企画研究プロジェクトⅡ（教員・学生参加型）
組織

在籍学科・学年

30名

コミュニティ
政策学科3年

山本 雄大／
空閑 厚樹

学生代表者/教員

研究課題

内容

地域資源を活用した地域活性化

イベント

4名

スポーツウエル
ネス学科3年

大門 久峰／
安藤 佳代子

車椅子バスケットボール教室を通じて、
障がいスポーツの普及と活性化を図る

イベント

13名

福祉学科3年

小沼 良祐／
森本 佳樹

被災地はいま
〜気仙沼市ヒアリング調査を通して〜

調査・
イベント

６名

コミュニティ
政策学科3年

石川 みなみ／
森本 佳樹

５名

コミュニティ
政策学科3年

榎本 真奈／
原田 晃樹

「高畠町というコミュニティの可能性を考える
〜世代間交流を通して〜」

イベント

次世代型コミュニティ形成の可能性と課題
―空き家対策事業を中心に―

調査・視察・
インタビュー

● 大学院生研究
組織

課程

研究代表者

研究課題

内容

音楽を専攻する大学生のメンタルヘルスの
向上に向けた検討

調査研究

明暗リズムの変化が生理指標と脳内神経伝達物質に
及ぼす影響

調査研究

個人

博士前期課程

坂内 くらら

個人

修士課程

松村 健

個人

博士後期課程

星野 友里

グループリビングという住まい方の現状と課題
―運営者と住人への調査をもとに―

調査研究

個人

博士前期課程

荻生 奈苗

東日本大震災の災害ボランティアによる
被災地支援活動に関する事例研究

調査研究

個人

博士後期課程

柳 ジョンヒ

日韓のセクシャル・マイノリティの権利獲得に向けた
当事者性確立に関する研究

調査研究

文部科学省・日本学術振興会

２０１４年度分
採択者

科学研究費助成事業について

採択者および研究課題一覧
研究課題名

研究種目

期間

安藤 佳代子

テニスコートの違いによる競技用車椅子の摩擦影響

若手研究Ｂ

2012〜2014年度

飯村 史恵

日常生活自立支援事業に関する研究
―利用者の自己決定とコミュニティワークからの考察

挑戦的萌芽
研究

2013〜2015年度

結城 俊哉

震災後社会におけるリジエント・コミュニティ構想に向けた
基礎的研究

挑戦的萌芽
研究

2013〜2015年度

長倉 真寿美

保険者類型別地域包括ケアシステムの構築方法に関する研究

基盤研究Ｃ

2013〜2016年度

和 秀俊

男性退職者の「地域生活者尺度」の開発―自殺予防に向けて―

若手研究Ｂ

2013〜2016年度

石井 秀幸

高速X線撮影を用いた3次元計測と有限要素解析による
接地中の足部内挙動の解明

若手研究Ｂ

2013〜2015年度

原田 晃樹

サード・セクターの持続的活動を支える政策的・社会的基盤条
件に関する日英比較研究

基盤研究Ｃ

2013〜2016年度

小長井 賀與

犯罪者・触法者の地域社会への再統合支援における課題と
地域福祉との連繋に関する研究

基盤研究Ｃ

2014〜2016年度

鈴木 弥生

グローバリゼーションと国際労働移動
：バングラデシュ女性労働者の実態調査

基盤研究Ｃ

2014〜2017年度

石渡 貴之

自発運動が体温調節及び視索前野/前視床下部の脳内神経伝
達物質に及ぼす影響

基盤研究Ｃ

2014〜2016年度

角田 慰子

日本における知的障害者グループホーム構想の成立史
―制度化前史に見る連続性―

基盤研究Ｃ

2014〜2017年度

熊上 崇

発達障害のある触法少年の心理・発達アセスメント

学術図書

2014年度

原田 峻

ガバナンスのルールをめぐる力学の解明
―NPO間の中央−地方関係に着目して

研究活動
スタート支援

2014〜2015年度
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戦略的研究基盤形成支援事業

成果報告について

2010年度に採択された文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「
『うつ病者の社会的支援』
および
『自殺
予防』
に関するソーシャルモデル研究・開発」
が最終年度である5年目を迎えました。
2014年6月28日
（土）
に外部評価
委員3名をお招きして2014年度成果報告会を開催し、
これまでの研究成果の総括と討論を行いました。
さらに、
9月に
は文部科学省に
「研究成果報告書の概要」
を提出しました。
本研究プロジェクトは、
コミュニティ福祉研究所を基盤組織として、
「Ⅰ．
『うつ病者の客観的指標・運動プログラム』
に
関する研究チーム」
「
、Ⅱ．
『うつ病者の就労支援』
に関する研究チーム」
「
、Ⅲ．
『自殺予防』
に関する研究チーム」
とこれら
研究チームの研究を統括して成果のとりまとめを行う
「Ⅳ．
『ソーシャルモデル』
に関する研究チーム」
の4研究チームを
編成して取り組んできました。
ここでは、
本年度の
『ソーシャルモデル』
に関する研究チームの研究成果を報告いたします。

「うつ病者の社会的支援と自殺予防に関するソーシャルモデルの実証的研究」
１．目的
現在大きな社会問題となっているにも関わらず、福
祉・保健・医療の制度体系の狭間に置かれ、社会的援
助を受けることが出来ていない「うつ病」および「自殺」
に着目し、社会福祉学、心理学、運動生理学などのアプ
ローチにより、
うつ病者の社会復帰研究と自殺予防研
究、それらを支える制度的、非制度的な基盤形成研究
を通してソーシャルモデルを構築し、実証的に検討する
ことを目的とする。
今回、実際に地域において実施することで、
ソーシャ
ルモデルとして他地域に展開するための条件等を検証
する。すなわち、地域のうつ病者を対象として、4年間の
研究成果として推奨する運動プログラムを地域住民の
誰もが参加できる総合型地域スポーツクラブ（以下、総
合型クラブ）
で実施し、
ストレスや不安感・抑うつ感と関
連のある客観的指標（唾液成分）の分析を民間分析機
関にて実施する。
これらを一つの地域内で行い、医療機
関ではない機関が実施主体となって進める場合の実施
体制づくり、役割分担、必要経費、継続性などを実証的
に検討する。
本研究の対象は、以下の理由で選定された。本プロ
ジェクトの自殺予防チームの研究によって、全国的にみ
て自殺率が高い自治体とそれらの自治体で活動する総
合型クラブを対象にインタビュー調査を行った。その結
果、富山県小矢部市と市内で活動する総合型クラブ
「NPO法人おやべスポーツクラブ」
（以下「おやべSC」）
が、総合型クラブを拠点および中間支援組織とした地
域の支援体制が整っていることがわかった。そして、数
年にわたりおやべSCとの信頼関係を築いたことによっ
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て、
ソーシャルモデルの実証的研究に協力頂けることと
なった。
具体的には、おやべSCが、大家病院と松岡病院に通
院するうつ病者に対する運動プログラムを実施し、
うつ
病者に対する運動強度測定及び唾液成分分析による
運動効果のフィードバックまでを主体となって進める場
合の実施体制づくり、役割分担、必要経費および必要と
なる人員、備品、業務、手続き等を明らかにする。併せ
て、おやべSCの活動を分析することによって、自殺予防
に向けたおやべSCの役割を検討する。
これらを通して、
ソーシャルモデルとして今後さらに他地域に展開する
ための実証的研究と位置付ける。
２．方法
■研究期間
2014年4月7日〜2014年9月30日
■実施場所
富山県小矢部市の下記場所において実施する。
・おやべSC（運動プログラム実施）
・大家病院（唾液収集・管理）
・松岡病院（唾液収集・管理）
（唾液分析は分析機関の矢内原研究所が行う）
■研究内容
まず、おやべSCが主体となり小矢部市内の関係諸機
関との連絡調整を行い、本研究の実施体制づくりを行
う。その後、大家病院と松岡病院に通院するうつ病者
（気分障害、ストレス性疾患、抑うつ状態などの人を含
む）に、おやべSCで実施する運動プログラム（「プチト
レ」）に1か月間参加してもらう。実施期間中の唾液を採
取し、ホルモン分析を分析機関に依頼する。
この一連の

フローにおける各機関の役割分担、必要書類、必要経
費の把握などを検証する。併せて、おやべSCの活動を
分析し、自殺予防に繋がる可能性があるおやべSCの役
割を検討する。
３．結果
おやべSCは、NPO法人格を有する総合型クラブとし
て、地域住民のスポーツ振興や健康づくりを通して、小
矢部市の地域課題や福祉課題に取り組んでいるため、
市役所（健康福祉課、
スポーツ振興課など）や地域包括
支援センター、社会福祉協議会などの市内の関係諸機
関と連携・協働しながら活動を行っている。
したがって、
本研究の実施体制づくりにおいて、おやべSCが中間支
援組織としての機能を発揮し、関係諸機関との連絡調
整がスムーズに進めることができた。特に、おやべSCが
仲介となり健康福祉課から病院を紹介してもらえたこと
は本研究が実施可能な体制となる重要な要因となっ
た。
しかし、おやべSCにとって、初めての病院と連携で
あったため、立教大学も関わりながら慎重に関係づくり
を進めた。
本研究の研究計画に基づき、一連のフローを順調に
実施することができた。それによって、各機関の役割分
担、必要書類、必要経費を把握することができた。
４．考察
１）スポーツや健康づくりを通して地域課題に取り組
むNPOである総合型クラブは、
うつ病対策や自殺予
防に向けて、
クラブ活動の取り組み自体が役割を果
たすとともに、中間支援組織の機能、役割を果たすこ
とができると思われる。その際、総合相談窓口があり
公的な中間支援組織としての社会福祉協議会と有機
的に連携することが必要である。
２）おやべSCのような総合型クラブは、
うつ病者にとっ
ても、気軽に楽しく運動プログラムに参加でき、継続
的に参加し続けることができる環境が整っているた
め、
うつ病者の居場所となっている。
３）おやべSCは、スポーツや心身の健康づくりを通し
た社会的企業となる可能性がある。
４）うつ病者は在住地域のクラブに参加しづらいので、
隣町のクラブと連携して取り組む必要がある。
５）総合型クラブは、直接的にうつ病者支援や自殺予
防というよりも、行政や病院、社協などと連携し、生活
習慣病予防や定年退職者の居場所や健康づくりに
取り組むことによって、結果的にうつ病対策や自殺予
防に繋がるというスタンスの方が取り組みやすい。
６）総合型クラブは、病院と連携することによって、今
後クラブのスポンサーである企業の社員のリワーク
プログラムに取組める可能性がある。
７）総合型クラブは、地域包括支援センターと連携す

ることによって、
より多くの家族介護者の心身の健康
づくりに取り組むことができる可能性がある。
５．結論
ソーシャルモデルは医学モデルとの対立概念ではな
く、医療も包括したより大きなモデルである。現在の「う
つ病者」
「自殺ハイリスク者」に対するアプローチは、症
状や疾患を治療することにより個人が環境に再適応で
きるようにするものが多いが、
ソーシャルモデルにおい
ては、
これらの人びとを治療が必要な人としてとらえる
のではなく、個人の変化を促すと同時に環境を政策的
に変化させることで、個人と環境の再統合を図ろうとす
るものである。
よって、その実施主体は保健・医療機関に限定され
ず、社会福祉機関をはじめ地域の中の多彩な機関が担
うことが可能となり、多様で重層的な要因を抱える
「うつ
病」や「自殺ハイリスク者」対して、社会のネットワークの
中で多様なアプローチによって予防し解決していくこと
が可能となる。
本研究で提示したソーシャルモデルは、①心身状態
についてソーシャルモデルとしての客観的指標を開発
したことで、従来病院に受診しなければ把握出来な
かった
「うつ病者」などを疾病の枠組みに囚われず把握
できる可能性を示すことができた。②運動プログラムが
総合型クラブ、企業、
リワークプログラムにおいて実施さ
れることで、治療モデルとしてもソーシャルモデルとして
も意味を持ち、長期的には精神的不調の改善や自殺予
防に寄与すると考えられる。
以上みてきたように、総合型クラブは中間支援組織
および社会的企業として機能し、総合型クラブが中心と
なって地域における多様な主体が連携し、地域住民の
居場所や健康づくりに取り組むことで、長期的にうつ病
対策や地域住民の自殺予防に繋がるものと考えられ
る。
（和 秀俊）
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講演会「ECUの学部および大学院教育」
豪州のEdith Cowan University（ECU）
より本学招聘研
究員として野坂和則教授をお迎えして、2014年10月8日
（水）の研究科委員会においてコミュニティ福祉研究所主
催の特別講演会を実施しました。ECUの特徴と大学院教
育について30分という短い時間でしたが、
グローバル化
が叫ばれている本学にとってタイムリーな内容でした。
ま
ず、豪州には大学が23校しかないこと、
アジア、欧州、米国
など世界各国から数多くの留学生が学んでいること、授業
料は外国人が高く設定されていることなど、日本と異なる
環境で大学が運営されており、非常に興味深いものでし
た。
コミ福の教育理念に照らして参考になると思われたの
は、看護系の学部があり、
スポーツ系の学部と協力して、地
域の高齢者、
リハビリを必要とする人達を学内のトレーニ
ングセンターに集め、
ケアプログラムを展開して、そこで得
られるデータを研究の為に活かしていることでした。
また、
大学院教育が充実しており、優秀な院生が海外から集まっ
ており、本学部も見習うべきところであると思われました。

また、教員の評価システムがはっきりと決められており、給
与体系と連動しているということで、
グラントの取得、大学
院生の指導、学術論文の数、授業への取組み、学内業務な
どがポイント化されて
いて、給与に反映され
ているという刺激的な
内容でした。最後に学
部 や 学 科との 提 携 に
ついても、交換留学制
度や大学院生に対す
る論 文 作 成のための
短期プログラムなど、
可能性があるところか
ら検討していきたいと
強く感じさせるお話で
した。
野坂和則教授
（沼澤 秀雄）
（Edith Cowan University）

公開講演会・映画上映会「３．１１を超えて―今こそガイアの未来を考える」
2014年11月29日
（土）
に、
標記のイベントが池袋キャン
パス8101教室で行われました。
この会は、
まず龍村仁監督
作品
「地球交響曲
（ガイアシンフォニー）
第一番」
を鑑賞し、
その後に同監督から講演を頂くというイベントでした。
映画
『ガイアシンフォニー』
とは、
イギリスの生物物理学
者ジェームズ・ラブロック博士の唱えるガイア理論、
「地球
はそれ自体がひとつの生命体である」
という考え方に勇気
づけられ、
龍村仁監督によって制作されたオムニバスのド
キュメンタリー映画シリーズです。
美しい映像と音楽、
珠玉
のことばの数々によって織り成されるドキュメンタリー映画
『地球交響曲』
は、
環境問題や人間の精神性に深い関心を
寄せる人たちのバイブル的存在となっており、
1992年公開
の
「地球交響曲第一番」から2010年公開の最新作「第七
番」
まで、
草の根の自主上映を中心とした上映活動だけで、
これまでに延べ、
240万人に上る観客を動員、
その数は今
なおとどまることなく、
かつてないロングランヒット作となっ
ています
（龍村仁事務所HPより）
。
特に、
今回上映した一番
は、
21世紀の到来を前に地球
（ガイア）
の未来にとって、
極
めて示唆的なメッセージをもつ世界の6人の人々のオムニ
バス映画であり、
登場人物はいずれも現代の常識を越えた
事を成し遂げた人、
あるいは体験した人達です。
龍村監督
は、
この映画を通じて、
「今生きている我々ひとりひとりが、
心"にどんな未来を描くかに依って、
現実の地球
（ガイア）
の未来が決まってくる。
」
とのメッセージを投げかけていま
す
（龍村仁事務所HPより）
。
後半の講演会で龍村監督は、
３．
１１に関連した自然災
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害のもつメッセージなどに関するご自身の考えや、
制作中
の最新作
「ガイアシンフォニー第八番」
のコンセプトについ
て語られました。
このガイアシンフォニー第八番は、
多分に
先の３．
１１大震災からの復興への思いを込めて作られ
た作品ですが、
「津波ヴァイオリン」
の中沢宗治氏や
「森は
海の恋人運動」
で気仙沼の海の復興を目指した畠山重篤
氏の映像作成にからむエピソードなどが紹介されました。
また会の最後には会場との意見交換もあり、
ガイアの未来
に関して、
とても示唆的な意見を拝聴することが出来まし
た。
総じて、
とても有意義な会だったと思います。
（濁川 孝志）

龍村仁監督による講演会の様子

学術研究推進資金による活動報告

2014年度コミュニティ福祉研究所学術研究推進資金による活動について、その一部を紹介いたします。

「地域資源を活用した地域活性化」
わたしたち空閑ゼミは、埼玉県小川町木呂子区を拠点
とし、地域資源を活用とした地域活性化をテーマとして活
動してきました。主な活動内容としては、地域行事参加、
ま
た自主的に行事を企画、そして畑活動など、多くの活動を
しましたが、今年度は特に地域の豊富な自然資源を活用
した地域活性化に焦点をあてた活動を行いました。具体
的な内容としては、木呂子区の豊富な自然を利用し、コ
ミュニティの場作りとなるように花街道やベンチを作成し
ました。
また、若者や女性の活動参加が少ないという昨年
度の課題から、夏には子供たちとお母様方を招待し、一緒
にうどんを作り流しうどんをする企画を実施しました。今後
も様々な活動を通し、地域の方と信頼関係を深めながら
地域活性化とは何かについて研究していきたいと思って
おります。
（コミュニティ政策学科 相良 百香）

花街道「KRKガーデン」完成の様子

「車椅子バスケットボール教室を通じて、障がいスポーツの普及と活性化を図る」
2014年11月29日
（土）立教大学新座キャンパス体育館
にて、車椅子バスケットボール日本代表ヘッドコーチ及川
晋平さん、No Excuseアシスタントコーチ中井健豪さん、選
手の村上慶太さんを講師にお招きし車椅子バスケット
ボール体験教室を開催しました。対象は立教大学学生23
名で車椅子バスケットボールを初めて行う学生は13名で
した。教室では車椅子の基本操作や障がいと動きについ
てなど体験を交えてお話いただきゲームを全員で実施し
ました。最後に及川さんが経験したロンドンパラリンピック
について映像を交えて解説して頂き非常に興味深いお話
が聞けました。今回体験前後にアンケートを実施し、障が
いの理解やボランティア参加意欲などについて調査をし

「NPO法人尾道空き家再生プロジェクトフィールド調査
本プロジェクトは、空き家問題に着目し、その解決に向
けた実践に触れながら、それが地域活性化につながる可
能性について考察するものです。文献調査のみならず、広
島県尾道市のNPO法人「尾道空き家再生プロジェクト」を
訪問し、主催者の方にお話を伺いました。再生事業の一つ
であるゲストハウスは、子どもから高齢者、
さらには海外か
らの観光客まで多様な人がくつろぐことの出来る居心地の
よい空間でした。そこで私たちは、古民家が人々をつなぐ
拠点としての力を秘めていることを実感しました。
また、
こ
こで得られた知見に基づき、北海道登別市で開催された
「全国大学政策フォーラム in 登別」に参加し、実行委員長
賞を受賞しました。
このような貴重な活動の場を与えてく
ださった研究所の皆様に感謝申し上げます。
（コミュニティ政策学科 榎本 真奈）

たところ全てに対して肯定的な変化が見られたことから
も、障がい者スポーツを体験することの重要性を感じられ
る良い機会となりました。
（スポーツウエルネス学科 近藤 麻美）

〜次世代コミュニティ構築方法の探索〜」

全国大学政策フォーラム in 登別にて
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新任所員の紹介

2014年4月よりコミュニティ福祉研究所の所員となった2名の教員を紹介いたします。

結城

俊哉

原田

（福祉学科 教授）
「障害のある人々」の生活課題へ
の支援を通して
「人権の尊重」
と、
「誰もが共に生きることを可能に
するコミュニティ」
とは何かにつ
いて一緒に考えてみませんか?
「希望」を探求し未来（夢）を実現
するための「学び」がここにありま
す。

峻

（コミュニティ政策学科 助教）
国家-市民社会関係の再編をテー
マに、NPO法の立法運動や震災
ボランティアの研究をしていま
す。主に質的調査の科目を担当
し、実習では原発避難者支援を
取り上げます。
フィールドを通した
問いの深め方を伝えたいと思い
ます。

コミュニティ福祉研究所紀要第2号の発行について
2014年11月、
「立教大学コミュニティ福祉研究所紀要第2号」が発行されました。本号では研究論文6本を掲
載しています。また、2013年度・研究員活動報告では、研究員の年次活動と業績を紹介しています。入手ご希
望の方はコミュニティ福祉研究所までお問合せください。
【研究論文】 浅井

春夫

金 信慧･三本松 政之
熊上 崇
坂無
芝田
結城

淳
英昭
俊哉

児童養護施設で暮らす子どもたちに大学進学の権利保障を
―本学部で田中孝奨学金制度を創設する意義と展望―
韓国の地方自治体における高齢者自殺予防システム
大学生におけるパチンコ・スロットの頻度と意識
〜首都圏の一大学における調査から〜
都市における保育の共同 ―埼玉県新座団地の共同保育の事例から
社会福祉法人制度の意義や役割の変遷と今求められる機能
被災当事者の「生活経験の語り」に関するリジリエンスの構成要件の検討
〜東日本大震災の被災者S氏の「語り」の記録を手がかりとして〜

● コミュニティ福祉研究所の活動報告
（2014 年）
4 月 9 日（水） 第 42 回戦略的・統括チーム MTG
4 月 23 日（水） 第 1 回研究所運営委員会
第 43 回戦略的・統括チーム MTG
4 月 30 日（水） 第 1 回研究所会議
5 月 7 日（水） 第 44 回戦略的・統括チーム MTG
5 月 21 日（水） 第 2 回研究所運営委員会
第 45 回戦略的・統括チーム MTG
5 月 28 日（水） 第 2 回研究所会議
6 月 4 日（水） 第 46 回戦略的・統括チーム MTG
6 月 18 日（水） 第 3 回研究所運営委員会
第 47 回戦略的・統括チーム MTG
6 月 25 日（水） 第 3 回研究所会議
7 月 2 日（水） 第 4 回研究所運営委員会
第 48 回戦略的・統括チーム MTG
7 月 9 日（水） 第 4 回研究所会議
7 月 23 日（水） 第 5 回研究所会議

10 月 1 日（水） 第 5 回研究所運営委員会
第 49 回戦略的・統括チーム MTG
10 月 8 日（水） 第 6 回研究所会議
講演会「ＥＣＵの学部および大学院教育」
11 月 5 日（水） 第 6 回研究所運営委員会
11 月 12 日（水） 第 7 回研究所会議
11 月 26 日（水） 第 7 回研究所運営委員会
第 50 回戦略的・統括チーム MTG
11 月 29 日（土） 公開講演会・映画上映会「3.11を超えて：
―今こそガイアの未来を考える―」
12 月 3 日（水） 第 8 回研究所会議
● 今後の活動計画
（2015 年）
1 月 21 日（水） 第 8 回研究所運営委員会
第 51 回戦略的・統括チーム MTG
3 月 4 日（水） 第 9 回研究所会議
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