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学部付属研究所の強みを生かす―教育と研究の往還運動
コミュニティ福祉研究所は、2009年度立教大学では初めての学部付属研究所として
設置され、本年度で8年目を迎えました。学部付属の良さは、全教員が所員として参画
しながら学部・研究科の教育と研究所の研究が連動できるところにあります。
大学の営みは、教育と研究が両輪として機能し、その連携のなかでこそ十全なものに
なります。
しかしながら従来の学部運営にあっては、学生教育が中心となり、研究におい
ては、個々の教員の取り組みに委ねられがちであったことも否めません。そこで研究の
軸を独立させ、個々の教員の研究のみならず、学科内の教員相互、
あるいは学科の枠を
超えて学部内での連携を諮りつつ研究を向上させ、その成果を教育に生かすという好
循環を生み出す仕組みとして学部付属研究所が創設され、8年目を迎えて軌道に乗り
つつあるといえます。
本研究所は、福祉社会実現のための研究を理論的・実践的に探究することを目的と
し、研究・開発、人材育成、教育開発、地域連携を柱に事業を展開しています。
研究・開発では、
フラッグシップ研究と個々の所員（教員等）の研究支援を柱に展開しています。
フラッグシップ研究と
しては、
「うつ病者の社会復帰支援における実証的融合研究」
（2009〜2011年度、日本学術振興会）、
「『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」
（2010〜2014年度、文部科学省）
と進めてきまし
た。
また個々の所員の研究支援としては、科学研究費の採択に向けた支援を進め、学部在籍教員の4割以上が科学研
究費（文部科学省、2016年度）
を獲得しています。人材育成、地域連携では、所員のみならず大学院生や学生を研究者
として位置づけ、独創的な研究を推進する目的で研究企画プロジェクト三種（教員自由企画型、教員・学生参加型、助教
支援型）
と大学院生研究に対する学術研究推進資金制度を創設し、2016年度は、研究企画プロジェクト9件、大学院生
研究8件の研究助成を行っています。
さらに教育開発としては、研究成果の発信を行う目的で2013年度より研究所紀要を発刊し、今年度の第4号には10
本の論文・研究ノートを掲載しています。
そのほか研究所主催の講演会・国際シンポジウム等を開催しています。
今後の課題としては、地方自治体、NPO／NGO組織、企業との連携の促進、研究所自主事業の推進、発信力の強化等
が挙げられます。
「現場は理論の先を行く」
ことを踏まえ、常に現場に足場を置きつつ「いのちの尊厳」
を内から理解する
共生社会のあり方を探究するとともに、学部付属研究所の強みを生かし、力動感溢れる研究と教育の往還運動を生み
出す研究所を目指したいと思います。
コミュニティ福祉研究所 所長：松尾 哲矢
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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。2016年度は下記の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 I（教員自由企画型）助成金

● 企画研究プロジェクトⅢ（助教研究支援型）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、

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）

フィールドワークや実践研究を助成する制度です。

の研究を助成する制度です。

● 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、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。

● 大学院生研究
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。

◆研究成果報告書を公開しています◆
研究成果報告書は概要をコミュニティ福祉研究所のウェブサイトで
公開しています。
また、
企画研究プロジェクトⅡ
（教員・学生参加型）
につ
いては研究成果報告会を開催しています。
ウェブサイトでは現在、
2010年度から2015年度の研究成果報告書
をご覧いただけます。
http://cchs.rikkyouniv.jp/laboratory/

立教大学コミュニティ福祉研究所学術研究推進資金

２０１６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］
（4件）
組織

職名

研究代表者

個人

教授

濁川 孝志

2名

教授

藤井 敦史

2名

教授

外山 公美

個人

助教

安藤 佳代子

研究課題

「里山資本主義」の先進国、
オーストリアに学ぶ
環境教育系授業プログラムの開発
キャリア支援としての「自己分析」
と
「自己表現」訓練に
おける多角的アプローチの検討
わが国の政令指定都市における公務員試験制度の
変革に関する調査研究
スポーツ・フォー・エブリワンの実現に向けて −ゆるスポーツの
体験から誰もが楽しめるスポーツの考え方を学ぶ−

内容

調査研究
調査研究
調査研究
調査研究
イベント

● 企画研究プロジェクトⅡ［教員・学生参加型］
（4件）
組織

4名
9名
10名
5名

学生在籍学科
学年

学生代表者
教員

スポーツウエルネス学科
３年
コミュニティ政策学科
２年
スポーツウエルネス学科
３年
コミュニティ政策学科
３年

昆駿
濁川 孝志
津田 萌香
熊上 崇
坂田 莉菜
安藤 佳代子
平尾 貴寛
原田 晃樹

研究課題

今こそ大震災の教訓から学ぶ
−東日本大震災を風化させないために−
福島県双葉町との交流を通して原発事故からの
復興支援を考える
車椅子スポーツ体験会を通じて、障がい者スポーツの
普及と活性化を図る
コミュニティ・ビジネスの持続可能性
−その成立過程と社会的・政策的基盤条件−

内容

調査研究
イベント
調査研究
調査研究
イベント
調査研究

● 企画研究プロジェクトⅢ［助教研究支援型］
（1件）
組織

個人

職名

助教

研究代表者

権 安理

研究課題

被災地における廃校活用を通じたコミュニティの再編成
：新たな公共性の創造

内容

調査研究

● 大学院生研究（9件）
組織

個人

課程

研究代表者
指導教員

博士前期課程

奇二 正彦
濁川 孝志

研究課題

立教大学新座キャンパスの生物多様性を高めるための
調査及び環境整備計画

内容

調査研究
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組織

課程

個人

博士前期課程

個人

博士後期課程

個人

博士前期課程

個人

博士前期課程

個人

博士前期課程

個人

博士前期課程

個人

博士前期課程

研究代表者
指導教員

林 和秀
長倉 真寿美
金 信慧
三本松 政之
福島 耕陽
石井 秀幸
川田 輝
安松 幹展
金田 雄太
安松 幹展
木根渕 興起
石井 秀幸
朴 貞仁
原田 晃樹

研究課題

内容

認知症グループホームにおける認知症ケアの価値観
〜形成概念の抽出と整理〜
自殺予防における秋田県の行政・住民連携システムの
実態と課題 −地域特性に着目して−
インステップキックのインパクトによるオスグッド・
シュラッター病発症リスクの評価
明暗周期の変化がラットの脳内神経伝達物質・
行動に与える影響について
幼若期隔離ストレスがラットの生理指標・
脳内神経伝達物質・行動に及ぼす影響
ランニングにおける腕振りおよび上体回旋動作が
下肢動作に及ぼす影響
韓国における社会的企業の特質とその社会的価値

調査研究
調査研究
調査研究
調査研究
調査研究
調査研究
調査研究

文部科学省・日本学術振興会 科学研究費助成事業について

２０１６年度分 採択者および研究課題一覧
採択者(研究代表者)

研究課題名

研究種目

研究期間

北島 健一

中山間地域における連帯経済を基盤とした持続可能な
コミュニティ福祉に関する調査研究

基盤研究C

2015〜2017年度

木下 武徳

公的扶助における不服申立の利用に関する実証的研究

基盤研究C

2015〜2017年度

基盤研究C

2014〜2016年度

基盤研究B

2015〜2017年度

基盤研究C

2014〜2017年度

基盤研究C

2013〜2016年度

社会的企業の中間支援組織に関する日英国際比較研究

基盤研究C

2015〜2017年度

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
自治体における包括的子どもの貧困対策の形成・
評価に関する研究
意思決定支援を基盤とする福祉契約の研究
〜地域における新たな権利擁護システムの構築
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

挑戦的萌芽
研究

2013〜2016年度

基盤研究B

2015〜2018年度

基盤研究C

2016〜2018年度

基盤研究C

2014〜2016年度

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

若手研究B

2013〜2016年度

基盤研究C

2016〜2018年度

小長井 賀與
三本松 政之
鈴木 弥生
原田 晃樹
藤井 敦史
結城 俊哉
湯澤 直美
飯村 史恵
石渡 貴之
長倉 真寿美
石井 秀幸
石井 秀幸

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
韓国の社会的バルネラブルクラス支援にみる実践変革型
コミュニティ形成に関する研究
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
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

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
有限要素シミュレーションによる接地中の足部内で生じる
力学現象の解明

熊上 崇

司法領域におけるアセスメントとフィードバックの研究

基盤研究C

2015〜2017年度

大山 早紀子

重度精神障害者を対象とした精神科デイケアおよび
訪問支援統合化プログラムの効果評価

若手研究B

2015〜2017年度

コミュニティ福祉研究所

出版助成制度について

2016年度、
立教大学コミュニティ福祉研究所は出版助成制度を設置しました。
この制度はコミュニティ福祉研究所で研究に
従事する任期付教員に対し、
高度な研究の推進と学問の発展を促すために、
研究成果の出版助成を行うことを目的としてい
ます。

コミュニティ福祉研究所

海外派遣研究員制度について

2016年度、
立教大学コミュニティ福祉研究所は研究所並びに学部のグローバル化を促進するために任期付教員対象の海
外派遣研究員制度を設置しました。
この制度は学術研究、
研究水準の向上と国際学術連携・スーパーグローバル大学創成
事業にかかる取り組みの強化に貢献することを目的として、海外の大学および研究教育機関等へ研究者を派遣します。
2016年度は2名の研究者を派遣しました。
コミュニティ福祉研究所 NEWS Vol.7 Jan. 2017
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＆
２０１６年度コミュニティ福祉研究所

海外派遣研究員報告

安藤 佳代子（スポーツウエルネス学科 助教）
派遣施設であるEdith Cowan University（ECU）は1991年に創設された西オーストラリア州のパースにある公立の総合
大学で、今回ご指導いただいた野坂和則教授は運動生理学を専門とされ筋肉痛（筋損傷）や筋疲労を中心に運動にともな
う骨格筋の変化や健康との関わりについて研究されており、エキセントリック・トレーニングの研究の第一人者であります。
ECUでは、野坂教授の指導を受ける研究員の実験をサポートしながら、研究・実験方法について学ぶことができました。
さ
らにECUでは学外者に向けて様々な教室を学内で行っており、
その中の一つとして脊髄損傷者へのリハビリテーションプロ
グラムがあり、実際に指導現場を見学させていただけた。滞在期間中には、パース市内のスポーツ施設Western
Australian Institute of Sport（WAIS）
を視察することができました。WAISは西オース
トラリア州のアスリートをサポートするため、西オーストラリア州政府によって1983
年に設立されたエリートスポーツ選手のためのトレーニング機関で、様々な種目を
サポートしており西オーストラリア代表として車椅子バスケットボール選手達の練習
も見学しトレーニング状況について調査できました。
オリンピック選手も使用する施
設を車椅子バスケットボール選手も同じように利用できる環境であることは日本との
違いを痛感した点でした。今回のオーストラリアでの視察・調査は、エキセントリッ
ク・トレーニングの学びと、今後日本が必要となる2020年のレガシーについて考える
ことができました。受け入れをいただいた野坂教授に心より感謝致します。
Edith Cowan University 正門
（オーストラリア）

リッチー・ザイン（コミュニティ政策学科 助教）
クライストチャーチ地震に見る東西格差の拡大
私は立教大学コミュニティ福祉研究所海外派遣研究員として、2016年9月にニュージーランドのクライストチャーチにあ
るカンタベリー大学教養学部マオリ族と先住民研究科[College of Arts, School of Maori and Indigenous Studies]に3週間
滞在して調査を行った。本研究は、以前行った2011年と2012年のクライストチャーチ地震におけるコミュニティ支援や復
興に関する研究の一環として、地震発生からこの5年間、
クライストチャーチ市民はどのような生活を送り、
どの程度日常生
活が再生されたのかについて行ったものである。今回は主に地震発生以降、
クライストチャーチ地震を要因としたいわゆる
西地域と東地域の経済格差が加速した点に注目し、関係団体の代表や市民にインタビュー調査を実施した。
インタビュー
調査では、生活に関する不安や悩みなどを理解することを試みた。調査結果では、東西経済格差や人種格差が地震後5年
間経過したにも関わらずますます加速されていたことが明らかになった。現在もたくさん被害を受けた東地域の市民たちが
苦しんでいる。つまり地震の被害によって数多くの住宅や道路、他のライフラインが
いまだ復旧されておらず、それらが復旧されたとしても、手抜き工事などにより、日常
生活の状況が苦しいままである。
とくにもともと貧困層が比較的多いといわれている
東地域に暮らしている原住民のマオリ族たちや高齢者など、多くの人がサポートネッ
トワークへのアクセス方法がわからなかったり、
アクセスしにくい環境に置かれたりし
ている。
しかし、
自分たちのコミュニティの助け合いの力によって救われているという
状態であることが確認できた。
また、政府や民間団体などがクライストチャーチ市内
や繁栄地域（被害の少ない西地域も含む）の再生・復興ばかりに力を入れているよう
でもあり、東地域の住民たちがますます経済や日常生活面でも社会に見捨てられ格
差が拡大しているようになったと考えられる。一方、西地域の住民たちのインタ
ビュー調査の分析結果からは、5年経って生活がほぼ元に戻ったという声が圧倒に
多かった。最後に、
クライストチャーチ市が全体的に再生されたとしても、
この加速し
た東西格差がコミュニティに根強く残っており、
この格差がなくならない限りそれぞ
れのコミュニティ支援が課題を抱えた状態が続いていくであろう。最後にこの研究に
学生と地域でのボランティア活動
おいては、
コミュニティ福祉研究所の支援をいただき感謝したい。
（ニュージーランド）

学術研究推進資金（企画研究プロジェクトⅢ）による研究紹介
「被災地における廃校活用を通じたコミュニティの再編成――新たな公共性の創造」
権 安理（コミュニティ政策学科 助教）
廃校は少子化に起因するために、
学区＝地域コミュニティが弱体化していることを象徴する。
東日本大震災の被災地では、
震災以前から過疎化が深刻化しており、
したがって
「被災」
と合わせて二重の問題を抱えていると言える。
だがその困難な状
況から、
廃校を活用することを通じてコミュニティを再編成する動向が見られている。
本研究は、
被災地の廃校活用事例を調
4
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査し、
そこで形成されつつあるコミュニティの特徴や可能性、
課題を明らかにすることを目的としている。
具体的な課題は三つ
あり、
以下の通りである。
第一は、
廃校活用の現地調査であり、
宮城県南三陸町
（旧）
入谷中学校の活用事例
（Yes 工房）
と、
同県石巻市
（旧）
桑浜小
学校の活用事例
（moriumius）
を対象としている。
前者は、
震災直後は避難所となったが、
その後は工房として生まれ変わっ
た。
南三陸名産の蛸をキャラクターグッズ化した
「オクトパス君」
を生産、
販売し、
今ではオクトパス君の認知度は全国化しつつ
ある。
それに伴い、
観光客が南三陸及び
（旧）
入谷中学校を訪れるようになっている。
後者は、
自然体験型宿泊施設であるが、
地域内外の子どもが訪れ、
sustainableな社会の形成という価値観を、
地域の自然を舞台に学ぶことができる場となっている。
第二は、
廃校活用調査から得られた知見を検証するために、
Ｒ・ローティのリベラリズムと、
コミュニタリアニズムの関連文献
をサーベイして理論枠組みを構築することである。
まずローティが、
「残酷さの回避」
という利害関心が
「連帯」
を可能とするとし
た点を明らかにすると同時に、
この
「残酷さ」
を
「不幸」
と解釈し得ることを示
す。
さらにコミュニタリアニズムが、
コミュニティを
「財＝善きこと
（good(s)）
」
の
交換・分配の場と定義したことに依拠して、
人々が価値を認める
「公共善・共
通善
（common good）
」
がコミュニティの紐帯となり得ることを明らかにする。
第三は、
まとめと総括である。
被災時とその
「後」
においては、
被災という
「不
幸／残酷さ
（＝過去・今の出来事）
」
に対峙する共同性を形成する必要があっ
た。
だが、
被災地が新たなフェーズに移行するためには、
それを基礎としつつ
も、
未来にベクトルを向けた共同性の構築が必要となる。
その際には、
人々が
「公共善・共通善」
、
つまりは
「幸福」
に関係する
「価値観や財
価値を認める
（good(s)）
」
を模索・構築する点が重要となってこよう。
本研究は現在進行中
であるが、
以上のような関心からなされている。
宮城県南三陸町の廃校の活用事例（Yes 工房）

コミュニティ福祉研究所主催公開イベントについて
国際シンポジウム
「少年司法と子ども・若者育成支援 ― 国際比較を通して考える」
コミュニティ福祉研究所が主催し、2016年10月22日
（土）に池袋キャンパスにおいて、標記シンポジウムを開催
した。
スコットランドのモニカ・バリー博士、
ノルウェーのダ
グ・レオナルドセン教授および日本の土井隆義教授をパネ
リストとし、少年司法制度とその制度を支えている社会構
造的要因について国際比較をし、生きづらさを抱える若者
を社会がいかに支えるべきかについて議論した。
現在日本では、選挙年齢の引き下げに伴い、少年法適
用年齢の20歳から18歳への引き下げが議論されている。
争点は、触法行為に対する行為者への責任追及と国によ
るケアをいかに調和させるべきかということにある。一方、
児童福祉の領域では、要保護児童の大半が18歳を超えて
もケアを必要としていることが社会に認知され、様々な社
会的養護の取り組みがなされつつある。そこから、実態に
合わせて、児童福祉法の適用年齢を引き上げるべきだと
いう意見が聞かれる。少年法と児童福祉法領域とで逆方
向の議論が展開されているわけだが、人間とりわけ若者の
成長・発達にとって、社会のケアと自助責任のバランスの
取り方は永遠の課題といえる。
現代は、いろんな点で若者の自立とキャリア形成が難し
い時代といえる。生育環境に起因する困難を抱える若者は
尚更依存と独立の間で揺れ、年齢で画一的に区切れない
各々の支援ニーズをもっている。
これに対し、スコットラン
ドとノルウェーでは比較的に軽微な触法行為を行った若
者に対しては、刑事司法が児童福祉に繋がり、市民参加の
元に、各人のニーズに即して成長と発達を助けるような働
き掛けが行われていることが紹介された。一方、日本では
若者が生活圏においても意識の上でも分断化され、社会

経済的に最も恵まれない層にいる若者は人生への「期待
値」が低いために「相対的不満感」を抱くことがなく、その
結果、生きづらさを触法行為によって行動化することが極
端に減少し、閉塞した生活の中で近親者との関係性に一
喜一憂し、不遇の原因を自分の責めとして内向きに生きる
状況が論じられた。
このような若者の閉塞感を解消するには、分断化された
若者の生活圏を外に開き、多様な人々と交流することに
よって各々の若者が自分の潜在的可能性を実現できる社
会を作ることが必要である。
シンポジウムでは、外国のパ
ネリストから紹介された取り組みを参考にしつつ、日本に
可能な方策について、参加者で一緒に考えた。
（コミュニティ政策学科 教授：小長井賀與）
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コミュニティ福祉研究所主催「映画『ルンタ』上映会及び池谷薫監督講演会」
11月25日午後6時より、立教大学池袋キャンパス11号
館AB01教室にて標記企画が開催された。平日の夕刻開始
ということもあり当初参加者は65名程度だった。
しかしそ
の後徐々に席は埋まり、最後は110名を超える参加者とと
もに池谷監督と活発な意見交換をもって終了した。
中国政府によるチベットでの人権弾圧に対する抵抗で
ある
「焼身抗議」が本作品のテーマである。
「焼身抗議」は、
自らに火を放ち抗議の意を示すものであり、映画完成時に
は141名を数え、その後も増え続けているという。
このよう
なチベットの人々の置かれている過酷な状況が、当事者
の証言、チベットの人々を支える日本人の活動、そして自
然を身近に営まれるチベットの人々の日常生活風景ととも
に描かれている。
映画上映後の監督による講演、そしてその後の質疑応
答では以下のようなことが語られた。本作品は、その概要
を聞けば中国政府を批判するために作られたものと思わ
れるかもしれない。
しかし、作品を観てもらえば伝わると思
われるが、
ここで私たちが目にするのは、
この絶望的な状
況に対して深い内省を経た、徹底した非暴力の、やむにや
まれぬ抵抗としての「焼身抗議」である。その結果、その背
後にある
「いのち」に対する想いに観る者は気づく。

映画の題名「ルンタ」は、チベット語で“風の馬”を意味す
る。画面全体に広がる無数の布―そこにはお経が記され
ている―が、激しい風にさらされ激しくたなびいている。
そ
の音が、草原を疾走する馬の蹄が大地を打つ音と重なる
シーンがある。
ここに、チベットで暮らす人々の自然、仲間、
いのちに対する想いが映し出されていると感じた。
そして、
これはここで生きる人々の日々の暮らしの中で実感される
「いのちの尊厳」にもつながると思われた。
本企画実施を支えてくださったコミュニティ福祉研究
所、貴重な講演をしてくださった池谷薫監督、そして意見
交換に参加してくださった参加者のみなさんに感謝しま
す。
（コミュニティ政策学科 教授：空閑厚樹）

学術研究推進資金（企画研究プロジェクトⅡ）による活動報告
「今こそ大震災の教訓から学ぶ −東日本大震災を風化させないために−」
私たちは「大震災からの復興」
というテーマの下、映画上
映プロジェクトの活動を行ってきました。
「ガイアシンフォ
ニー第八番」
という映画は、東日本大震災からの復興が
テーマとなっています。今回は、学生が主体となって上映
会を成功させるため、4月から話し合いを重ねてきました。
さらに、日本の環境状況や被災地の復興状況について理
解を深めました。
プロジェクトの一環として、ポスター作成
を行い、大学キャンパス内やインターネットにて宣伝をし、
上映会を行う為の準備に取り組んできました。
当日は、100名程の一般のお客様に来場して頂きまし
た。映画出演者中澤宗幸様と映画プロデューサー恩田映
三様をゲストとしてお呼びし、
「今こそガイアの未来を考え

る」
というテーマで、
トークセッションも行いました。会場も
含めた質疑応答が活発に行われ、今後の日本の未来につ
いて深い議論をすることができました。尚、上映会ではア
ンケートを収集し、一般のお客様の様々な意見を頂戴しま
した。それらの意見
を、今 後 の 研 究 に
生かしていきたい
と思います。
（スポーツウエルネ
ス学科 昆 駿・木
村 涼太・揺本 小
夏・比嘉 栄透）

「福島県双葉町との交流を通して原発事故からの復興支援を考える」
私たちは東日本大震災による原発事故で被災した福島
県双葉町についての研究をしています。双葉町では震災
から5年以上が経った今なお、放射線量が高く、復旧およ
び帰還の目途が立っていません。私たちは、双葉町の現状
が描かれた映画『フタバから遠く離れて』や文献をもとに
学生同士で発表し合い、
さらに実際に双葉の町民の皆さ
んと交流しながら学びを深めています。
私たちは月に1回、埼玉県加須市にある双葉町社会福
祉協議会加須事務所へ訪問し、
そこで震災前の様子や、原
発事故当時の状況、埼玉県の旧騎西高校での避難生活の
様子などを聞いたり、一緒にレクをしたりすることで、双葉
町の方々との交流をしながら、原発事故のもたらしたコ

ミュニティの在り方を考えています。
このように直接双葉の
町民との皆さんの交流を通じて、中間所蔵施設の問題や
原発事故とコミュニティの問題について考えるという、教
科書だけでは得られない貴重な体験をしています。
（コミュニティ政策学科 津田萌香）
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「ブラインドサッカー体験会を通じて、障がい者スポーツの普及と活性化を図る」
2017年1月19日（木）立教大学新座キャンパス体育館
にて、
ブラインドサッカー日本代表の加藤健人選手を講師
にお招きしブラインドサッカー体験会を開催しました。対
象は立教大学フットサルサークル（RCC）学生13名でした。
内容は、初めに加藤選手からブラインドサッカーのルール
についてご説明していただき、
コート内に入っている選手
には仲間の声が非常に大切であることについてお話しい
ただけました。
ブラインドサッカーの体験では、普段いかに
目に頼って動いているかを実感できる程、アイマスクを付
けると上手くボールが扱えず驚きの連続で、加藤選手のレ
ベルの高さに感動しました。
また、目が見えない状況であ
ることから、参加者同士がいつもより多くのことを言葉にし
てコミュニケーションをとる必要性に気づき、
この体験がコ
ミュニケーション能力の向上や学びにつながることが参加

者の感想からも感じられました。今回の体験はパラリン
ピック競技の体験のみならず、
ブラインドサッカーを体験
することの重要性を感じられる良い機会になりました。
（スポーツウエルネス学科 坂田莉菜）

「コミュニティ・ビジネスの持続可能性―その成立過程と社会的・政策的基盤条件」
コミュニティ福祉学部の授業やニュース、新聞などでコ
ミュニティビジネス（CB）の用語について触れる機会が多
くあった。
しかし、その定義は必ずしも明確ではないように
思われる。そこで私たちは他のCBの模範となりうるような
CBについて取り上げ、聞き取り調査や文献調査を行い、そ
の概念の明確化を試みることにした。以下に、調査したも
ののうち、
その核となると思われるものを列挙する。
①島根県にある、合同会社だいわもんどの予算の内訳
をみると、公的資金、寄付金、いくつかの事業の収益という
３つのハイブリット予算で構成されている。②島根県にあ
る、地域自治組織の波多コミュニティ協議会では住民自治
の運営が行われており、地域の様々な人が意見を出し合
い、課題解決へと向かう合意形成を行っている。③石川県
能美市では、移住者に地域の魅力を見つけてもらい、それ
をもとに起業する人を支援することで移住者を中心にした

● コミュニティ福祉研究所の活動報告
（2016年）
4月 8日（金）
4月13日（水）
4月20日（水）
4月27日（水）
5月18日（水）
5月25日（水）
6月 8日（水）
6月29日（水）
7月 6日（水）
7月13日（水）
9月28日（水）
10月 5日（水）
10月12日（水）
10月22日（土）

第 1 回研究所 運営委員会
第 1 回研究所会議
第 2 回研究所 運営委員会
第 2 回研究所会議
学術研究推進資金 研究成果報告会①
第 3 回研究所会議
学術研究推進資金 研究成果報告会②
第 3 回研究所 運営委員会
第 4 回研究所会議
第 4 回研究所 運営委員会
第 5 回研究所会議
学術研究推進資金 研究成果報告会③
学術研究推進資金採択者説明会
第 5 回研究所 運営委員会
第 6 回研究所会議
第 6 回研究所 運営委員会
国際シンポジウム「少年司法と子ども・若
者育成支援 −国際比較を通して考える」

地域おこしを行っている。
現段階で言えることは、CBはその地域が抱える課題に
対し、地域住民自らが課題解決のために事業を行ってお
り、その事業が持続可能な予算を自ら確保している。そし
てCBには地域に根ざした、地域と人、人と人とをつなぐ
キーマンがいると言える。
（コミュニティ政策学科 平尾貴寛）

11月 9日（水） 第 7 回研究所会議
11月21日（月） 紀要第 4 号発行
11月25日（金） 映画『ルンタ』上映会・池谷薫監督講演会
12月 4日（日）【学術研究推進資金 企画研究プロジェクト
Ⅱ】映画上映会「ガイアシンフォニー第8
番」・ヴァイオリン製作者中澤宗幸氏講演会
12月 7日（水） 第 7 回研究所 運営委員会
12月14日（水） 第 8 回研究所会議
（2017年）
1月31日（火） コミュニティ福祉研究所NEWS Vol.7発行
● 今後の活動予定
2月 1日（水） 第 9 回研究所会議
2月17日（金） 国際会議「東アジアにおける連帯経済・社
〜19日（日） 会的企業」
2月22日（水） 第 8 回研究所 運営委員会
3月 1日（水） 第10回研究所会議
3月10日（金）「イースト・ロンドンにおけるコミュニティ開発と
移民女性の自立支援に関する研究会」
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新任所員の紹介
2016年4月よりコミュニティ福祉研究所の所員となった3名のコミュニティ福祉学部の教員を紹介いたします。

木下

武徳

岡

（コミュニティ政策学科 教授）
2016年4月よりコミュニティ政策
学科で勤めております。専門は社
会福祉政策ですが、
メインの領域
は、アメリカ社会福祉政策、公的扶
助・生活困窮者支援、地域福祉の
領域を中心に研究をしています。
どうぞよろしくお願いします。

富田

桃子

（福祉学科 助教）
福祉学科の岡桃子と申します。子
育て支援におけるコミュニティ・ア
プローチ、児童虐待における予防
的介入を研究テーマとしています。
子ども家庭支援センターにて社会
福祉士として児童虐待相談に対応
してきました。
どうぞよろしくお願
いいたします。

文子

ご

（福祉学科 助教）
地方公務員として、
生活保護ケース
ワーク及び障害者就労支援に従事
してきました。
専門は、
障害者福祉
と職業リハビリテーションです。特
に、
民間企業における障害者の雇
用形態や賃金体系や、
自治体によ
る障害者の就労支援とネットワーク
構築について研究しています。

案

内

コミュニティ福祉研究所のウェブサイトにも最新ニュースを
掲載しています。ぜひご覧ください。
コミュニティ福祉研究所では、一緒に実践や研究をしていた
だける方や団体・研究機関を探しています。
「共同研究をしたい」
「イベントの講師を派遣してほしい」など、何でもお気軽にご相
談ください。

立教大学コミュニティ福祉研究所
TEL / FAX: 048-471-7308
E-mail: komifukukenkyu@rikkyo.ac.jp
Website: http://cchs.rikkyouniv.jp/laboratory/

コミュニティ福祉研究所紀要第４号の発行について
2016年11月「立教大学コミュニティ福祉研究所紀要第4号」を発行いたしました。本号では研究論文8本と研究ノート
2本を掲載しています。また2015年度・所員活動報告では、年次活動等を紹介しています。
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】
木村

駿介・大石

和男

運動部活動で経験する困難に関する計量テキスト分析による大学生の調査（その一）
：
困難の内容とその認知

木村

駿介・大石

和男

運動部活動で経験する困難に関する計量テキスト分析による大学生の調査（その二）
：
困難への対処とその後の心理的変化

芝田

英昭

ニュージーランド労働党第１期政権(1935-1940)と福祉国家建設

熊上

崇

災害公営住宅におけるコミュニティ形成支援
〜福島県いわき市の支援団体「みんぷく」と災害公営住宅自治会での調査から〜

結城

俊哉

ノーマライゼーション理念における障害者の「多様性問題」に関する検討
〜「共に生きる」ための障害者福祉学の構想〜

村本

宗太郎・松尾

哲矢

Yayoi Suzuki・Zane Ritchie
（鈴木 弥生）
柴崎

大学運動部員における高校期の被体罰経験と運動部空間の特性に関する研究
A Study of the relevance of poverty to international labour migration ― the present
situation of Bangladeshi migrants to the United States
介護保険事業所の特徴を生かした家族介護支援に関する一考察
〜療養通所介護事業所の家族介護者支援調査から〜

祐美

【研究ノート】
Zane Ritchie・James Short

The Christchurch Earthquakes of 2011 & 2012:Altruism and volunteerism in times of
adversity ― A discussion with the President of the Student Volunteer Army

飯村

当事者の視点から考える成年後見制度

史恵
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