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コミュニティ福祉研究所「形成期」から
「発展期」へ
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9年目を迎えました。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。
これまで研究・開発では、
フラッグシップ研究、個々の所員（教員等）
の研究支援、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、助教研究支援型）
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、2017
年度は、研究企画プロジェクト10件、大学院生研究9件の研究助成を行っています。
これまでの期間、
さまざまな取り組みを行ってきましたが、研究所は、2018年度には
10年目を迎えます。
これまでの取り組みを踏まえて、
「形成期」から
「発展期」の研究所へ
と歩みを進めて行かねばなりません。
その視点として
「研究連携の拠点化」
「研究所の自
立化に向けた独自事業の展開」が挙げられます。
まず「研究連携の拠点化」については、研究所は、他の研究機関や団体との連携の窓口になりやすいことが挙げられ
ます。学部と他の研究機関とが連携する場合、形式的には学部との連携となりますが、実質的には窓口教員が中心と
なって進める場合が多く、その負担の問題があります。連携推進の事務的な支援についても教育支援を中心とした学部
事務体制にあっては、連携推進の事務的支えが容易ではないという課題もあります。
しかし研究所は、研究を目的とし
た組織であり、事務体制としても研究に対応する支援体制がとりやすいという長所があります。今後、
さらに他の研究機
関や団体との連携窓口としての機能と取り組みが期待されます。
つぎに
「研究所の自立化に向けた独自事業の展開」について、付属研究所の運営（人的、経費的）は、主に学部に依存
した体制になっており、徐々に研究所の自立に向けた動きを進める必要があります。例えば、2017年度、研究成果の発
信、授業での活用等を視野に入れて、公募で選ばれたテーマに基づきDVD制作に取り組んでいます。制作されたDVD
は、関連した授業をはじめ多くの皆さんに視聴いただくべく、販売し、その収益を次回作や他の事業の展開につなげる
ことを目指しています。
また総合研究センターに属するいくつかの研究所のように、独自の講座を開催し、人材育成に寄
与しつつ研究所の運営に資することも考えていく必要があるでしょう。
個人にとっては「継続は、力なり」
ですが、組織運営にあっては「継続は、停滞なり」
であり、
「革新こそ力であり、継続な
り」
だと考えます。10年目を迎えるにあたり、
「発展期」に向けて革新を続ける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。2017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2016年度の研究成果報告
書をご覧いただけます。
http://cchs.rikkyo.ac.jp/

立教大学コミュニティ福祉研究所学術研究推進資金

２０１７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］
（5件）
組織

職名

研究代表者

個人

准教授

飯村

個人

教授

小長井

3名

助教

柴崎

個人

助教

個人

教授

原田
杉浦

研究課題

内容

しょうがい当事者の地域福祉計画への参加に関するヒアリン
グ調査

調査研究

社会的連帯経済による社会的排除者に対する就労支援と地
域活性化―欧州の実践から学ぶ

調査研究

祐美

福祉学科卒業生にみる高齢者福祉施設職員のキャリア形成
上の課題：卒業後１〜３年目職員を中心に

調査研究

峻

県外避難者の人数とニーズの実態把握：埼玉県における自治
体・避難者調査から

調査研究

克己

大学生の栄養摂取状況の改善に資するソリューション食品の
開発

調査研究

史恵
賀與

● 企画研究プロジェクトⅡ［教員・学生参加型］
（5件）
学生在籍学科
学年

学生代表者
教員

5名

スポーツウエルネス学科
３年

佐々木 彰吾
濁川 孝志

14名

スポーツウエルネス学科
３年

8名

スポーツウエルネス学科
３年

19名
12名

組織

研究課題

内容

今こそ夜空を見上げよう
―星をみることができない長期療養の子供たちへ―

調査研究
イベント

学生アスリートの栄養摂取状況とその解決策に関する研究

調査研究

佐々木 綾乃
松尾 哲矢

2020年東京パラリンピック支援に向けた障がい者スポーツ
ボランティアの課題と方法

調査研究
講習会

コミュニティ政策学科
２年

高橋 未歩
河東 仁

パンフレット
「新座市における伝統芸能案内」の作成へ向け
ての調査と編集

調査研究

コミュニティ政策学科
２年

田村 涼太
熊上 崇

福島県いわき市と埼玉県にある双葉町社会福祉協議会に訪
問し、被災者の生の声を聴く

調査研究

志田
杉浦

芳美
克己
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組織

課程

研究代表者
指導教員

内容

個人

博士後期課程

個人

博士後期課程

坂内 くらら
大石 和男

個人

博士後期課程

羽鎌田 直人
沼澤 秀雄

個人

博士前期課程

川田 輝
石渡 貴之

長暗期の明暗周期がラットの生理指標、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

松長
石渡

大祐
貴之

強制運動の経験がラットの情動行動、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

江村
結城

拓哉
俊哉

放課後等デイサービスにおける運動療育が与える効果と
その影響に関する考察

調査研究

個人

博士後期課程

朴 恵善
三本松 政之

韓国の自死遺族の現状に見る生活課題と社会的支援ニーズ
に関する研究

調査研究

個人

博士後期課程

柳 䆻希
三本松 政之

性的少数者の生活課題の解決に向けた当事者団体と自治体
の協働―大阪市淀川区を事例に

調査研究

個人

博士前期課程

井上 陽
杉浦 克己

栄養サポートによる大学テニス選手の食行動・意識の変化と
心理的競技能力への影響

調査研究

文部科学省・日本学術振興会

正彦
孝志

研究課題

奇二
濁川

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
および環境整備計画

調査研究

プロ奏者と愛好家のピアノ演奏時に生じるあがり反応
―心理・生理的手段を用いた検討―

調査研究

スポーツクライミングにおけるスピード種目の競技特性

調査研究

科学研究費助成事業について

２０１７年度分 採択者および研究課題一覧
採択者(研究代表者)

湯澤

直美

三本松

政之

研究課題名

研究種目

研究期間

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

基盤研究B

2015〜2018年度

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

基盤研究B

2015〜2017年度

西田

恵子

ララ救援物資と戦後福祉改革期の公私協働に関わる総合的な研究

基盤研究B

2014〜2017年度

藤井

敦史

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

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

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

山口

綾乃

Eﬀects of Personality Traits and Self-Construals on Life Orientations

基盤研究C

2015〜2017年度

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

石井

秀幸

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

基盤研究C

2016〜2018年度

飯村

史恵

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

基盤研究C

2016〜2018年度

石渡

貴之

自発運動が社会的隔離ストレス下の生理指標，脳内神経伝達物質，
情動行動に及ぼす影響

基盤研究C

2017〜2019年度

原田

晃樹

サード・セクター組織の特性を生かした評価と公契約のあり方に関する
日英比較研究

基盤研究C

2017〜2020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

2014〜2017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

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

原田

峻

超党派議員連盟と社会運動：ロビイングのイシュー横断的分析

若手研究B

2017〜2019年度
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＆
２０１７年度コミュニティ福祉研究所 海外派遣研究員報告
山口 綾乃（コミュニティ政策学科 助教）
2017年8月17日から2017年8月24日（8日間）にかけて、
ハワイ大学コミュニコロジー教授Prof. Min-Sun Kimをはじめ、
私の研究アドバイザーである国立イーストウエストセンター
副代表Prof. Nancy Lewisとハワイ大学社会学部教授Prof. Eldon
Wegnerに会い、日米共同研究の論文の進捗状況について意
見交換を行った。
私たちの共同研究で使われているデータを使って、新しい
研究のアプローチを世界に向けて発信することができた。例
えば異文化、文化心理学領域では多文化主義という理論的に
は新しいアプローチを立ち上げ、怒りの感情規制と精神的な
満足度、そして肉体的健康がどのように関係しているかを検
証した。私たちは、独自の概念モデルを立ち上げ、構造、
メカニ
ズムを統計学的に明らかにすることによって、実証的に貢献し
ているため、世界の学者から多くの反響を頂くことができた。
この複数の日米共同研究による成果は、
日米関係の前進につ
ながるものと信じ、
日米の研究者同士の連携を通じて、世界的
な研究貢献をすることが、日米の研究機関にとって大変有意
義であることを確信した。
どの研究論文も日本人の私たちが
世界に発信することで、研究を少しでもリードし、貢献できれ
ばと切に願っている。
さらに我々は、研究の成果や貢献を世界
に発信する役割があると強く感じた。
さまざまな研究を通して
大変貴重な経験をすることができた。
これからもそういった機
会を大事にしていきたいと思う。受け入れをいただいたハワ
イ大学教授Prof. Kimやほかの先生方に心より感謝したい。
最後に、
この研究においては、
コミュニティ福祉研究所の支
援を頂いたことに心から御礼申し上げる。以上

私と Prof. Min-Sun Kim

２０１７年度コミュニティ福祉研究所「DVD 小さな自治の可能性」制作活動報告
原田 晃樹（コミュニティ政策学科 教授）
この度、
コミュニティ福祉研究所のDVD企画の採択を受けることができた。
この場を借りて御礼申し上げたい。
本企画は初
めての試みであり、
正直なところ試行錯誤が続いている。
果たしてモノになるのかという不安はあるが、
とりあえず、
現在試行
的にインタビューを始めたところである。
企画メンバーは、
私と藤井敦史教授のほか、
映像製作・撮影の専門家として岡博大氏
（現教育研究コーディネーター）
にも関わっていただいている。
本企画の目的は、
地域住民、
基礎自治体、
地縁コミュニティ、
各種団体など地域の多様なアクターによる自主的な取組やア
クター間の水平的な関係構築のプロセスを描写するこ
とを通じて、
持続可能な地域社会の条件と、
それを支え
る制度・政策的な基盤条件を明らかにしようとするもの
である。
全国で地域活性化の取組に注目が集まっており、
国
もその対策本部を設置するなど政府を挙げて支援策を
講じている。
しかし、
地域活性化は多義的な用語である。
国の施策としての地域活性化は、
主として外部資本導
入によるハード整備を中心とした経済開発を指してき
た。
しかしながら、
これまで、
地域の個性や特性が生かさ
れるべきはずの取組が、
補助事業等のメニューに組み
込まれることにより、
かえって画一の度合を強め、
場合に
日本一広い公共牧場であるナイタイ牧場からの眺望
よっては地域の活力を削いでしまう結果を招いてきた。
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他方で、
地域によっては、
大規模な企
業誘致や人口増加を伴わなくとも、
持続
的な地域づくりに成功しているところが
ある。
そうした地域に共通するのは、
地域
住民が主体的に地域課題に取り組む風
土があるだけでなく、
ともすれば縦割り
の取組になりがちな各アクターの活動の
連携・協働関係が構築され、
その上で、
基礎自治体の第一線職員との協働関係
が形成されていることであるというのが、
本企画における仮説的な主張である。
本企画では、
地域が主体的にまちづく
りに取り組む事例を複数取り上げ、
こうし
た関係が構築された経緯やその歴史的
文脈を描くものである。
これにより、
地域
の文脈に応じた多様な自治のありよう
（多様な住民自治・団体自治）
を表現した
い。
現在、
北海道と長野の小規模自治体
を訪問したところである。
少し時間はか
かりそうだが、
地道に取材を続けていき
たい。

▲上士幌町「クラフト・キッチン」
（行政と商工会の支
援を受け移住者が自主的に運営する特産ショップ）
◀上士幌町の移住者向けお試し住宅

コミュニティ福祉研究所主催公開イベントについて
『震災からの復興を願った 中澤きみ子 津波ヴァイオリンコンサート』
2017年10月14日に、標記のイベントが立教大学池袋キャンパス礼拝堂にて行われました。
このイベントは標記の通り、
東日本大震災からの復興を願った中澤きみ子氏によるヴァイオリンコンサートでした。ここで用いたヴァイオリンは、
「TSUNAMIヴァイオリン」
と呼ばれているものです。
TSUNAMIヴァイオリンは、東日本大震災の津波で流される家屋や流木を見ながら言った中澤きみ子氏の発言から生ま
れました。中澤きみ子氏は、通称ガレキと呼ばれた木々たちを指して、
「あれはガレキの山なんかではなく、思い出の山じゃ
ない？」
と言ったのです。
この発想の下に、
これらの木々は、
ご主人であるヴァイオリン製作者の中澤宗幸氏の手によって
ヴァイオリンやヴィオラやチェロにまで生まれ変わったのです。
ヴァイオリン演奏者の黒沼ユリ子氏が言うように、
「思い出
の詰まった板」たちは、
これから永久に
「痛みと励まし」のこもった音色で、あの未曾有の大悲劇を音楽を通して語り続けま
す。何しろ、
あの「奇跡の一本松」の幹からとられた
「魂柱」が、楽器の内側から連帯証言しているのですから。
コンサートでは、十数曲の演奏を頂きました。チャペルの厳かな佇まいと音響効果もあり、素晴らしい演奏の数々でした。
そして最後の曲、祈りを込めて奏でたシューベルトの「アヴェ・マリア」には、会場の全員が涙しました。感動の演奏でした。
コンサートの後、
このヴァイオリンを作られた中澤宗幸氏、
そして中澤きみ子氏によるお話を頂きました。そこでは、
TSUNAMIヴァイオリンの製作に掛けた熱い思い、そして「千
の音色でつなぐ絆コンサート」のお話しを伺いました。
「あの
震災を決して忘れない」
という思いを胸に、1000人の演奏者
がこのTSUNAMIヴァイオリンを奏でるという壮大なプロジェ
クトです。
その1000人による演奏の度ごとに、復興を願うお祈
りは被災者、被災地に届くことでしょう。果たして、1000人のリ
レー演奏にどのくらいの歳月が必要なのでしょうか。でも、中
澤宗幸氏は言っておりました。
『時間は長くかかった方が良いんだ。それだけ長く、
この震
災の事を思い続けることができるから』
あの震災から6年半。忘れ去るには短すぎる時間です。僕ら
も、事あるごとに思いを馳せ、
あの出来事を改めて胸に刻みた
いと思います。（スポーツウエルネス学科 教授：濁川孝志）
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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
「出張型プラネタリウムの魅力」
私たちは10月24日に新座キャンパスで
「星つむぎの村」
代表の高橋真理子さんをお招きし、大学生に向けて出張
プラネタリウムの上映をして頂きました。当日は20名ほど
の立教生が参加し、約30分間プラネタリウムを体験しまし
た。プラネタリウム体験の前後の気分の変化や生理的
データの変化を見るために、いくつかの測定を実施しまし
た。
このイベントに関する感想を聞いたところ、感想の多く
が「癒された」や「感動した」などの報告があり、多くの学生
に満足して頂けたと思います。
またこの他に、山梨県の青空共和国に出向き、筋無力症
の子供たちとその家族と交流をしました。そこでは、スク
リーンでのプラネタリウムを見るという活動とワークショッ
プ通じて、子供たちと触れ合いました。子供たちも、実際の
活動を通して
「知らなかったことを知れた」や、
「感動した」
などの感想を頂き、
よい活動となったと思います。星を眺

めるという自然体験から意識が離れている現代社会にお
いて、様々な形で応用できるプラネタリウムは、多くの可能
性を秘めており、今後の研究課題になると感じました。
（スポーツウエルネス学科 佐々木彰吾）

「学生アスリートの競技力向上に向けたメニューを考案する」
12月14日に国立スポーツ科学センター（以下JISS）に
訪問させていただきました。JISSではトレーニング施設、
サービス施設、
メディカルセンター施設、スポーツ科学研
究施設など、日本の国際競技力向上のために先端的な研
究や、
トップアスリートのサポートをしています。今回、私た
ちはJISSの管理栄養士の方から講義をしていただき、実際
にトップアスリートの方々が利用している食堂で食事をし
ました。JISSの栄養サポートでは、
アスリートたちが選んだ
食事をmellonという栄養評価システムを利用して、栄養バ
ランスをチェックできるようにしています。
さらに、調理実習
などアスリートが自立して食事を管理できるよう様々なサ
ポートがおこなわれていることを学びました。
また、オリン
ピック選手のコメントからも、栄養豊富なメニューはもちろ
ん、安心できる美味しさも選手の心のサポートに繋がって
いることがわかりました。今回学んだことを活かし、研究

テーマである、学生アスリートに向けたメニュー考案に役
立てたいと思います。
（スポーツウエルネス学科 志田芳美）

「障害者スポーツのボランティア講習会」
私たちは、
この半年研究してきた障害者スポーツという
観点から2020年に開催を控えた東京パラリンピックにボ
ランティアという視点から興味を持ってもらいたいと考え、
今回講習会を開くこととしました。講師として、本学大学院
を修了し、元パラリンピアンである千葉祗暉さんをお迎え
し、全3回（11月30日、12月14日、1月11日）の講習会を行
うことを決定しました。初回ではそもそも障害者について
ということで、私たち健常者の思う常識や日常と障害者の
思うそれらはどのように違うのかをグループワークなどを
通して学んでもらい、
この後の2回で実践的な車いす補助
の例として、日常生活ではどのような手助けが可能なの
か、
スポーツではどのような補助ができるのかということを
学んでいく内容となっていました。講習会の対象について
はパラリンピック開催時に大学４年生で時間に余裕があ
り、実際に参加してくれることが見込めるであろうというこ
とで、主にスポーツウエルネス学科１年生を対象としまし

た。後の２回でもより楽しんで学んでもらえる回となるよう
に、
フィードバックや千葉さんとの話し合いを重ね、工夫し
ていきたいと考えています。
（スポーツウエルネス学科 佐々木綾乃）
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「新座コミュニティカフェ・マップの作成」
わたしたちはキャンパスの地元である新座市の活性化
案について検討しました。その際伝統芸能などの文化財
に焦点を当てたマップづくりを最初に計画しました。
しか
しその後、
これからの社会において重要な意議を有するよ
うになると思われる、
コミュニティ・カフェに焦点を当てて、
パンフレット作成をすることにしました。実際にワーク
ショップを開いて、地域との連携という事柄を、実践的に学
ぶことも考えに入れています。
わたしたちは、
フィールドスタディの河東クラスに所属す
る2年生に、4年生が1人加わってくださって、活動していま
す。何チームかに分かれ、新座市内にあるコミカフェにて
取材し、
また新座市外であっても特徴のあるコミカフェにも
参りました。

そして現在、取材結果を記したパンフレットの原稿を完
成させようとしています。
以上が、途中報告です。
（コミュニティ政策学科 高橋未歩）

「福島県いわき市と埼玉県にある双葉町社会福祉協議会に訪問し、被災者の生の声を聴く」
私たち熊上ゼミでは震災復興を研究テーマに学習を進
めている。東日本大震災から5年以上がたった今でも復興
はまだ途中であり、それをどのように進めていけばいいの
か、
また次の震災が起こった時にどのように行動していく
べきなのかを日々考えながら学んでいる。
主な活動内容としては、授業でのプレゼン発表、校外学
習、ゼミ合宿の3つの活動が挙げられる。
授業では、12人のゼミ生をプレゼン発表班、司会班、意
見班の3つに班分けをすることで、震災に関するプレゼン
発表を聞き、お互いに意見を述べることによって様々な観
点から震災復興について考えることが出来るようになった。
校外学習では、埼玉県加須市にある双葉町社会福祉協
議会に訪問し、東日本大震災の被災者の方々との交流を
行っている。
レクや食事の時間を共有する中で多くのお話
を伺うことができ、
コミュニティの大切さを学ぶことができた。
ゼミ合宿では、初日に原発事故避難者の方々との交流。

● コミュニティ福祉研究所の活動報告

2日目には災害公営住宅「下神白団地」の自治会カフェを
訪問させていただいた。実際に被災地に赴き、お話を伺っ
たことで、地震の恐ろしさ、震災復興の大変さを肌で感じ
非常に良い経験をさせていただいた。
（コミュニティ政策学科 田村涼太）

10月14日（土） 研究所主催公開イベント「震災からの復興を

（2017年）

願った中澤きみ子津波ヴァイオリンコンサー

4月 5日（水） 第 1 回研究所 運営委員会

ト」

4月12日（水） 第 1 回研究所会議

11月15日（水） 第７回研究所 運営委員会

4月19日（水） 第 2 回研究所 運営委員会

11月20日（月） 紀要第５号発行

4月26日（水） 第 2 回研究所会議

11月22日（水） 第６回研究所会議

学術研究推進資金 研究成果報告会①

12月13日（水） 第８回研究所 運営委員会

5月17日（水） 第 3 回研究所 運営委員会

12月20日（水） 第７回研究所会議

5月24日（水） 第 3 回研究所会議

（2018年）

学術研究推進資金 研究成果報告会②

1月24日（水） 第９回研究所 運営委員会

6月28日（水） 第 4 回研究所 運営委員会

1月31日（水） 第８回研究所会議

7月 5日（水） 第 4 回研究所会議

1月31日（水） コミュニティ福祉研究所NEWS Vol.8発行

学術研究推進資金 研究成果報告会③
7月12日（水） 学術研究推進資金採択者説明会
9月27日（水） 第 5 回研究所 運営委員会

● 今後の活動予定
（2018年）

10月 4日（水） 第 5 回研究所会議

2月21日（水） 第10回研究所 運営委員会

10月11日（水） 第 6 回研究所 運営委員会

2月28日（水） 第９回研究所会議
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新任所員の紹介
2017年4月よりコミュニティ福祉研究所の所員となった2名のコミュニティ福祉学部の教員を紹介いたします。

西田

恵子

山口

（福祉学科 教授）
地域福祉が専門です。コミュニ
ティワーク、社会福祉協議会、住民
活動、民間福祉活動が大切な研究
対 象で、
「 福 祉 にお ける 危 機 管
理」、
「地域福祉情報化」が研究の
キーワードです。
コミュニティ福祉
学部の伝統を受け継ぎながらしっ
かり仕事をしていきたいと思って
います。
よろしくお願いします。

ご

案

綾乃

（コミュニティ政策学科 助教）
コミュニケーションや心理行動に
関して多文化の視点から日米共同
で研究を行っております。
先日、
セル
フコンパッションに関する研究の論
文引用数が世界でトップになったと
いう報告を受け、
英国のUniversity
of Oxfordの研究者との共著となり
ました。インターネットの普及で、
研究は世界を超える時代なのだと実感しました。世界に向け
て日本から発信していきたいと思っております。

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.rikkyo.ac.jp/

コミュニティ福祉研究所紀要第５号の発行について
2017年11月「立教大学コミュニティ福祉研究所紀要第5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1本を掲載しています。また2016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】
結城

俊哉

障害者虐待と優生思想に抗する障害者福祉学の課題
〜障害者虐待と「相模原障害者殺傷事件」からの問い〜

熊上

崇

矯正施設から退所した障害を持つ人への地域生活定着支援

柴崎

祐美

地域包括ケアシステムにおける家族介護者支援の現状と課題
―介護保険事業計画を手がかりにして―

原田

峻・西城戸

鈴木 弥生・佐藤
Zane Ritchie

東日本大震災・福島原発事故から7年目を迎えた広域避難の現状と課題
―埼玉県における自治体・避難者調査の知見から―

誠
一彦・

A study of the living conditions of Bangladeshi
migrants in New York City

長倉

真寿美

居宅４サービス利用指数の保険者間格差と居宅４サービス利用指数「高」及び３施設+
居住系サービス利用指数「低」の保険者の地域ケアシステムの特徴

空閑

厚樹

持続可能なコミュニティと「メタ・ファシリテーション」
―「なぜ質問」から考える創造的なコミュニケーションのあり方―

飯村

史恵

支援困難事例から考える福祉サービスの今日的課題

【研究ノート】
外国人からみた日本のスポーツにおける「ふしぎ」
−2016リオ五輪における日本人アスリートの立ち居振る舞いに着目して−

LEITNER, Katrin Jumiko
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