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研究所開設10年目を迎えて
コミュニティ福祉研究所は、2009年度に立教大学では初めての学部付属研究所とし
て誕生し、今年度で10年目を迎えました。
いま改めて創立当初の理念に立ち戻ると、創立当時の橋本 正明所長は以下のように
述べています。
学部が教育研究の基盤とした「コミュニティ」に視点を据え、そこに息づく人々の織り
成す生活・活動に着目し、構成する多様な人々を関係づけ、支えあう仕組みがどのよ
うに形成されるのかという問題意識を共有する。そこでは、人々の主体的参加による
協働のもとに新しいコミュニティが作り出されるかというプロセスを研究対象とする。
生活者の視点から社会を組み替えていくという意味でのコミュニティ形成から、福祉
社会の創造を理論的、実践的に研究する。
新しい公共としてのヒューマンサービスによる支え合いの関係が「文化」へと昇華することによって、
「いのちの尊厳」
を内から理解する共生社会、すなわちコミュニティ形成に寄与することを目指す。
そして、
この10年のあいだに、研究・開発、教育開発、人材養成、地域貢献を柱として活動し、具体的には、所員および
学部生・大学院生の個人研究・プロジェクト研究の助成制度を実施するとともに、
フラッグシップ研究『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』、公開講演会の企画・実施、地域との連携活動などをさまざま
に展開してまいりました。
今年度は、11件の研究助成、映画「いきたひ」の上映イベント、そして山形県置賜郡高畠町との協働プロジェクトにつ
いてのレポートをお届けします。
また、近隣の高等学校のコミュニティスクール事業に参画するという新たな活動も動き
始めます。
いよいよコミュニティ福祉研究所も
「形成期」を過ぎ、
「発展期」に入ります。今後は、財政面での自立化に向けた運営
体制と事務体制の整備、広報活動のさらなる充実、そして研究内容の一層の革新をはかって発展と継続とをはかって
いきたいと考えます。

コミュニティ福祉研究所 所長：杉浦 克己
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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。2018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2010年度から2017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

２０１８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

研究課題

内容

個人

教授

杉浦

克己

大学生の朝食内容の違いが血中グルコース濃度と不定愁訴
に与える影響

調査研究

個人

助教

富田

文子

視覚障害者に対する福祉分野での就労支援技法の獲得に関
する調査研究

調査研究

個人

教授

濁川

孝志

現代の神話（民話）づくりプロジェクト―出雲の国から―

地域連携

個人

教授

真

陸前高田市役所職員へのヒアリング結果分析とアーカイブ
化

調査研究

松山

● 企画研究プロジェクトⅡ［教員・学生参加型］
（2件）
組織

4名
12 名

学生在籍学科
学年

学生代表者
教員

福祉学科
３年

石田
西田

結衣
恵子

スポーツウエルネス学科
３年

本城 晃
杉浦 克己

研究課題

都市部と地方地域における地域間交流のちがい
次世代を担う若者として何をすべきか
『スポーツおやつ』の開発

内容

調査研究
調査研究
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● 大学院生研究（7件）
組織

研究代表者
指導教員

課程

研究課題

内容

拓哉
恵子

運動療育が引き出す知的障害児および発達障害児のＱＯＬ変
容過程に及ぼす検討

調査研究

個人

博士前期課程

江村
西田

個人

博士後期課程

大室
安松

龍大
幹展

フットサル選手のゲームフィジカルパフォーマンスと体力特
性

調査研究

個人

博士後期課程

奇二
濁川

正彦
孝志

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

個人

博士後期課程

木村
大石

駿介
和男

共食会話に関する心理学的検討

調査研究

個人

博士後期課程

張 允禎
飯村 史恵

認知症の人の「生きる姿」を支える地域ケアのあり方に関す
る研究―認知症の人の当事者性に焦点を当てて―

調査研究

個人

博士後期課程

坂内 くらら
大石 和男

演奏不安測定尺度の作成

調査研究

個人

博士前期課程

強制運動と自発運動が生理指標、情動行動、脳内神経伝達物
質に及ぼす影響の比較

調査研究

文部科学省・日本学術振興会

松長
石渡

大祐
貴之

科学研究費助成事業について

２０１８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

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

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

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

大石

和男

感覚処理感受性に着目した抑うつ低減モデルの構築―将来的な自殺予
防に向けて―

基盤研究 C

2018 〜 2020 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 〜 2018 年度

異文化背景をもつ若者の逸脱行動の修復と日本型多文化共生社会の構
築

基盤研究 C

2018 〜 2020 年度

小長井

賀與

斉藤

知洋

ひとり親世帯の階層状況と就労・世代間再生産に関する社会学的研究

研究活動
スタート支援

2018 〜 2019 年度

鈴木

弥生

ニューヨーク市におけるバングラデシュ出身の移民：移民第二世代の
生活実態調査

基盤研究 C

2018 〜 2021 年度

西田

恵子

ララ救援物資の形成・配分過程―関与機関・団体の多様性とその帰結
―

基盤研究 B

2018 〜 2021 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

藤井

敦史

社会的連帯経済の「連帯」を紡ぎ出すものは何か―コミュニティ開発
の国際比較研究―

基盤研究 B

2018 〜 2022 年度

湯澤

直美

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
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＆
「高畠町プロジェクトの近況」
西田 恵子（福祉学科 教授）
山形県置賜郡の「高畠町」は立教大学コミュニティ福祉学部のなかで特別な
響きを持つように思います。先達の方々が育んできた関係は現在も大切にされ、
教員と学生が少しずつ入れ替わっても変わらぬ親密感が維持されています。
2018年も
「高畠町」
と立教大学コミュニティ福祉学部のコラボレーションは活発
で、複数の交流プログラムが展開されています。
まず5月。福祉学科の3年生2名が高畠町地域包括支援センターを社会福祉
士養成課程の一環である社会福祉現場実習先としてお世話になりました。実習
は例年のとおり春と秋に分けて全5週間に渡って行われます。人口減少社会、超
高齢社会の波は確実に高畠に及んでいて、高齢化率が31%を超える状況で、一
人ひとりの尊厳を大切にする総合的な生活支援のための価値観、相談援助技
術、多種多様な知識とはどのようなものかを、大切な臨床現場に立ち会わせて
いただきながら学ばせていただきました。教員が毎週一度、巡回指導に行くの
ですが、その折々、町長、副町長にお目にかかる場が設けられており、町をあげ
て組織的に立教の学生が学びに訪れていることを受け止めてくださっているこ
とに感じ入ります。住み込み形式の実習なので学生達は週末も高畠町で過ごし
ます。すると町内の皆様が折に触れ、学生に声をかけてくださいます。地域のイ
ベントに参加したり、バーベキューに誘っていただいたり、特産品をお裾分けい
ただいたりし、美味しい高畠を存分に味わうとともに、住民の方々のあたたかい思いやりをしみじみ味わい、高畠を離れる
時は一様に
「帰らなければならないのがさびしい」
と口にするのでした。
6月。大学院生による県立高畠高等学校での特別授業が行われました。毎年好評をいただいていて、今年は博士課程前
期課程の江村拓哉さんに
「地域の活性化」、後期課程の金信慧さんに
「日本以外の国の社会福祉、福祉政策」がテーマとし
て依頼されました。
それぞれ日頃の研究や社会活動を基盤にしながら、進路を考える時期の高校生にどのような情報発信
をするか工夫したようです。担当の先生からは「大変有意義な時間になった」
として、来年も是非お願いしたいとのお言葉が
寄せられました。院生は授業を通して高校生と交流しただけでなく、以前に知りあった方のお宅に泊まらせていただき、親
交を深めたそうです。高畠へ行くと
「また来たい」
という思いが生まれ、それが実現することが大きな喜びになります。
11月は大学教員による高畠高等学校での特別授業が行われました。福祉共生の学科で学ぶ生徒に進学を含む進路の
検討につながる授業をしてほしいとの依頼でした。併せて
「地域福祉」
というキーワードが示され、私が担当させていただき
ました。
タイミングよく大学の休校日と重なり、高畠町の踏査に来ていた学生が3名いたので
（コミュニティ福祉研究所研究
活動助成による）同行してもらうことにしたのですが、学生達が登場した時の高校生の反応はなんとも大きく、ほほえましい
ものでした。授業を進めるごとに打ち解けてもいき、想定した以上の相互の触発が生まれました。教員と学生による授業は
手応えのあるものになり、校長先生にも喜んでいただけました。
3月には高畠町・立教大学交流連続講座が湯澤直美先生、権安理先生を講師として開催される予定で、担当者の方から
は、地域課題に即した時宜に叶った話をいただけると大きな期待が寄せられています。
また今年度は高畠町地域福祉計画
及び地域福祉活動計画の策定が行われる年にあたり、
これまで故森本佳樹先生が関わってこられた役割について私が委
員長として継承するべく臨ませていただいています。
高畠町とコミュニティ福祉学部との関わりは今後益々深まり発展していくことと思われます。楽しみなばかりです。

4



᪂ᗙࢥ࣑ࣗࢽࢸ⚟♴1(:69ROᰯ



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
『スポーツおやつ』の開発
7月9日に株式会社明治の管理栄養士・大前 恵さんにおいでいただき、一流アスリートの栄養サポートについて教えてい
ただきました
（写真1）。大前さんは、大谷 翔平選手をはじめとし、多くのプロ選手のサポートをしていらっしゃいます。
プロ選
手は、毎日３食の食事をしっかり食べるだけでなく、
トレーニングや試合の時間に合わせて、
タイミングよく間食を摂り、エ
ネルギーやたんぱく質を補給するそうです。単なるおやつではなく、
スポーツに必要な栄養素を補給できる
『スポーツおや
つ』の必要性を確信することができました。
夏休みが明けてからは、体育会やサークルでスポーツをする大学生14名（男子11名・女子3名）に協力してもらい、食事
調査と食生活アンケートを実施しました。食事調査は、株式会社明治のシステムを利用しました。
この調査の結果、男女とも
十分な栄養素を摂取している者は少なく、
より多くの栄養素が必要であることがわかりました。
また間食には、食べ物として
はおにぎり、
アンパン、
カップ麺、チョコレート、
スナック菓子、飲み物としては100％オレンジジュースとプロテイン等が選ば
れていました。間食に求める機能として、男子は特に身体づくりに役立つものを、女子はリラックス効果のあるものを、選ん
でいるようです。
『スポーツおやつ』にエネルギーや
必要な栄養素を詰め込んで提供することができれ
ば、栄養改善にも役立つと考えます。
その後、私たちの中でも、今までにスポーツをす
る時にどのような間食をしたか、過去からの経験を
思い出してブレインストーミングを行いました。
そし
て理想的な『スポーツおやつ』のイメージをつくって
みたところ、形態としては菓子パンのようなもの、味
としては甘さが大事であり、栄養素としては糖質とタ
ンパク質およびビタミン・ミネラルが摂れると良いと
いうことになりました。
12月13日には、国立スポーツ科学センター（以
下JISS）を訪問しました。JISSではトレーニング施
設、
メディカルセンター施設、スポーツ科学研究施
写真 1

大前さんの講義

設などがあり、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医科学的なサポー
トをしています。今回、私たちはJISSの管理栄養士・
石橋 彩さん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昼食を摂り
ました（写真2）。JISSの栄養サポートでは、アスリー
トたちがカフェテリア方式で選んだ食事を、mellon
という栄養評価システムで評価し、アドバイスにつ
なげています。
ここでも、
アスリートが好む間食につ
いて教えていただきました。
今後は、
コンビニで買えるものに加えて、理想的
な栄養配合と味をもった『スポーツおやつ』を私た
ちで試作し、実際に使ってみようと思っています。

写真 2

JISS にて石橋さんを囲んで

（スポーツウエルネス学科3年

本城

コミュニティ福祉研究所 NEWS Vol.9 Jan. 2019
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コミュニティ福祉研究所主催イベントについて
映画『いきたひ』上映会の報告
濁川 孝志（スポーツウエルネス学科 教授）
去る2018年9月29日
（土）に、立教大学池袋キャンパス
11号館AB01教室にて映画『いきたひ』の上映会が行われ
ました。
映画『いきたひ』は「死」がタブー視される中、現代の終
末期の在宅医療や在宅介護の在り方に一石を投じたド
キュメンタリー映画です。47歳で他界した夫を４人の子ど
も達と共に自宅で看取った長谷川ひろ子氏は、
この経験を
通し
「死とは胎内に戻ること」
という死生観に出会います。
そして、
「死」は決してタブー視するものではなく、
「生の肯
定」に導くための尊い体験につながることを実感し、
そのこ
とを多くの人に伝えたいとの思いから、
まったくの素人な
がら映画制作へ取り組みました。企画から構成、脚本、取
材インタビュー、ナレーション、テーマ音楽の作詞・作曲ま
で自分自身でやりぬき、ついに2015年に映画は完成しま
した。
この映画は、地上で映画制作に協力してくれた人び
とだけでなく、看取られて先立たれた方々あっての「天地
合同制作」の作品と見ることもできるのです。
今回の上映会では、映画上映の後、長谷川監督による

「臨終体験」
というセッションがありました。
これは、真っ暗
な教室の中にいて、長谷川監督のピアノの弾き語りとナ
レーションで自分の死の瞬間をイメージするという時間で
す。今生での愛する人たちの顔を思い浮かべながら、自分
の最期をイメージし、
「さようなら」
を言う場面はとても感動
的でした。多くの人達が、感謝の涙を流したようでした。そ
れぞれ、胸の想いは違ったのかも知れませんが、感動の時
間を共有できたことは間違いありません。
とても有意義な
時間だったと思います。
この「臨終体験」の後、監督から講話を頂き、
「人間の死
が意味すること。生が意味すること。更には、終末期医療や
介護の在り方」について会場の皆様とともに考えてみまし
た。全体を通して、
とても素晴らしい講演会だったと思いま
す。観客は約120名ほどでした。
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新任所員の紹介
2018年4月よりコミュニティ福祉研究所の所員となった4名のコミュニティ福祉学部の教員を紹介いたします。

専門領域は精神保健福祉領域におけるソーシャルワーク実践です。精神科医療機関での
ソーシャルワーカーとしての実践経験に基づいた研究に取り組んでいます。
これまで、精神
保健医療福祉におけるマイノリティ支援として、
「聴覚障害と精神障害をあわせもつ人への
支援のあり方」について、支援者を対象とした研究を進めてまいりました。
また、現在は職能
団体（日本精神保健福祉士協会）の委員として、
「精神保健福祉士業務指針」の改訂版の作
成にも力を入れています。今後は、
これまでの研究や社会的活動を踏まえ、精神保健福祉士
養成教育と関連させた研究にも取り組んでいきたいと考えています。
どうぞよろしくお願い

赤畑

淳

（福祉学科）

いたします。

私の専門領域は、高齢者福祉、地域福祉です。社会福祉士養成のための実習指導や演習
科目をはじめ、基礎演習や福祉ワークショップ、介護技術論を担当しております。研究テーマ
は、若年性認知症者のソーシャルサポートネットワークづくりです。認知症の方の地域生活
支援のためのしくみづくりに関心があり、本人支援のみならず家族支援（若者・ヤングケア
ラー含め）
を10年近く、地域実践と連動して行っております。今後も教育と研究と実践を探求
し、研鑽していきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いします。

田中

悠美子

（福祉学科）

統計的調査データを用いて、日本社会の家族生活とライフコースをめぐる格差と不平等
について研究を進めております。計量社会学・社会階層論・家族社会学が専門です。
少子高齢化や貧困・格差の拡大が叫ばれる現代において、多様な背景を持つ人々を社会
がいかに支えていくべきかが喫緊の課題となっています。統計データをもとに日本社会の現
状を把握し、人々の福祉や幸福を実現させるための社会制度のあり方を日々考えておりま
す。研究者の中では（非常に）若手ですが、自身の研究成果を国内外に発信し、地域社会に
還元できるよう精進して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

斉藤

知洋

（コミュニティ政策学科）

今年度より、主に社会調査士関連科目（質的調査）
を担当しています。主要な専門は都市
社会学、地域社会学、
コミュニティ論、参与観察を含むフィールドワークです。現在の関心は、
武蔵野における近世以前の歴史的な文化や制度の連続性と、近代以降のコミュニティの境
界設定、開発、集合行為との関係です。一昨年より立川・砂川に移住し、現地の方の資料館づ
くりを手伝いながら、
「砂川闘争」以前／以後の運動の水脈を辿っています。
ここ新座・野火
止でも、学生たちと一緒に、いま目に見える風景の背後にある、古代から連綿と続く人の移
動と開発の歴史を掴みなおす試みをはじめています。

阪口

毅

（コミュニティ政策学科）
コミュニティ福祉研究所 NEWS Vol.9 Jan. 2019
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● コミュニティ福祉研究所の活動報告

9月29日（土） 研究所主催イベント 映画「いきたひ」上映会

（2018年）

10月17日（水） 第６回研究所 運営委員会

4月 4日（水） 第 1 回研究所 運営委員会

11月14日（水） 第７回研究所 運営委員会

4月11日（水） 第 1 回研究所会議

11月20日（火） 紀要第 6 号発行

4月18日（水） 第 2 回研究所 運営委員会

11月21日（水） 第６回研究所会議

4月25日（水） 第 2 回研究所会議

12月12日（水） 第８回研究所 運営委員会

学術研究推進資金 研究成果報告会①
5月16日（水） 第 3 回研究所 運営委員会

12月19日（水） 第７回研究所会議
（2019年）

5月23日（水） 第 3 回研究所会議

1月23日（水） 第９回研究所 運営委員会

学術研究推進資金 研究成果報告会②
6月27日（水） 第 4 回研究所 運営委員会

1月30日（水） 第８回研究所会議
1月31日（木） コミュニティ福祉研究所 NEWS Vol.9発行

7月 4日（水） 第 4 回研究所会議
学術研究推進資金 研究成果報告会③
7月11日（水） 学術研究推進資金採択者説明会

● 今後の活動予定
（2019年）

9月19日（水） 第 5 回研究所 運営委員会

2月20日（水） 第10回研究所 運営委員会

9月26日（水） 第 5 回研究所会議

3月 6日（水） 第９回研究所会議

ご

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.rikkyo.ac.jp/

コミュニティ福祉研究所紀要第６号の発行について
2018年11月「立教大学コミュニティ福祉研究所紀要第6号」を発行いたしました。本号では研究論文2本と
研究ノート2本を掲載しています。また2017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】
三本松 政之
柳 䆻希
金 信彗

韓国の社会的バルネラブルクラスとコミュニティ・エンパワメントに関する研究

芝田

人間の尊厳とは何か

英昭

【研究ノート】
飯村

史恵

社会福祉制度における利用者の位置づけに関する一考察
−生活困窮者自立支援制度に焦点を当てて−

結城

俊哉

対人援助者が持つ「弱さ」についての一考察

コミュニティ福祉研究所 NEWS《Vol.9》
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