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 は じ め に  

この小冊子は、私が 2015 年に行ってきた教育実践・社会貢献・研究について報告するもの

です。この小冊子は、本学ホームページ「Ｗｅｂ研究室」に掲載した記事と資料を再編集し

て構成したものです。 

 第１部では学生教育を報告しています。私たちに課せられた学生への教育の課題は、「学士

力」というキー概念に代表されています。それは教室で展開される授業のみでなく、参加型

の様々な取り組みにより、学生たちの伸びを無限に伸張させるみちです。それは「職業人力」

「社会人基礎力」の養成につながると考えます。 

第２部では社会貢献活動を報告しています。私は、大学教員の社会的使命とは研究・教育・

社会貢献の 3 つをバランスよく提供することであると考えています。私が関わってきた社会

貢献活動の多くは、Human well-being の理念の実現をめざすソーシャルワークによる取り組

みです。それはソーシャルワーク専門職の社会的認知と制度的承認を求めた、私たちの“Long 

term task”を視野においた活動であると考えています。 

第３部では研究活動を報告しています。2014 年度からの３カ年間で科研費による基盤研究

（C）を遂行しており、これまでの研究をさらに発展させる使命と契機を得ました。科研費に

よる研究の成果は本シリーズ「2016-1 特集「生きる」を支える:ニュージーランドからの示

唆」として既に報告しているところです。本号においては、それ以外の研究について掲載し

ています。私の研究活動は、すべての人々の Human Well-being が獲得されることをめざし

ており、今後、さらなるステップを刻んで、深化させていくものです。まさに“Global thinking, 

Local act”の探求中です。 

 

２０１７年 １月 

 

中部学院大学人間福祉学部 宮嶋 淳 

博士（ソーシャルワーク） 
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第第第第 1111 部部部部    教育実践教育実践教育実践教育実践    

 

 

○ SSW 論（２）（1月 13 日） 

 2016 年 1 月 9 日～10 日にかけて行なった

通信教育部におけるスクールソーシャルワー

ク論（スクーリング）において、受講生の皆

さんに取り組んで頂いたグループワークの回

答例は、資料資料資料資料 1111----1111 のとおりです。 

 学校サイドの課題に対して、如何に的確に

ンパクトに見立てをし、介入をプランニング

していくのかは SSWrにとって重要なスキル

だと思います。 

 

○ 医療福祉論（５）（1月 13 日） 

本日（1/13）の講義で紹介した資料は次の

とおりです。 

１）保健医療 2035 策定懇談会の提言書 

（概要） 

２）高齢者の地域における新たなリハビリ

テーションのあり方検討会報告書   

 

○ 学びの壁新聞（2月 4 日） 

 科目「就労支援」の中で行なった、見学実

習の成果を壁新聞に仕上げ、口頭発表を行な

いました。 

 参加した学生たち

 

障害者の就労を支援する岐阜県多治見市に

ある社会福祉法人みらい。 

 近年、総合的な障害者支援を展開し、本学

からも多くの卒業生がお世話になっています。 

 壁新聞には、学生たちのセンスが散りばめ

られています。 

 

 

○ ポスターレターで交流（2月 4 日） 

 2015 年の秋から人間福祉学部２年生の相

談援助演習Ⅰ（ゼミ）で、発達障がいの子ど

もたちをインクルーシブしている少年野球チ

ームと交流を行なっています。 

 先日、少年野球チームの子どもたちからお

手紙をもらいました。そのお手紙のお礼をど

うしようかということになり、今回の「ポス

ターレター」の作成になりました。 
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 作成の様子 

 

ポスターは、2つのグループに分かれ、グ

ループの独自の発想で完成させました。 

 交流の模様の写真を貼ったり、お手紙への

返事を書いたり、イラストを描いたり。 

 次の交流は、3月 12 日（土）、交流のある

「フレンズ」だけではなく、いくつかのチー

ムと対抗戦を行なうことを予定しています。 

 

 

 完成！！ 

 

○ 2015 年度卒業論文等成果発表会 

（2月 4 日） 

 人間福祉学部では、2016 年 1 月 28 日（木）

の3時限目に、2015年度人間福祉専門演習（卒

業研究）Ⅱで卒業論文等成果発表会を開催し

ました。 

 発表会の様子 

  

 

当日は、卒業論文を４年生が発表するとと

もに、司会・進行も務めました。会場には、

本学部の２年生、３年生が聴講に訪れ、教室

は真剣な熱気で立ち見が出るほどになりまし

た。 
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 発表する学生たち 

 

本学部で４年生のゼミを担当する全教員が

発表会会場に集結され、学生の発表ごとに「厳

しい」質問をしてくださいました。その質問

に、わかる範囲で誠実に、資料を示しつつ、

応答している学生たちの姿が印象的でした。 

 卒業論文のテーマを一部、紹介すれば次の

とおりです。 

・ディズニーキャストの接客サービスにお

ける顧客満足度 

・愛着障害における父親・母親の役割 

・大学吹奏楽部の変遷と特色に関する比較

研究 

・不登校対策としてのスクールソーシャル

ワーカーの活用に関する研究 

・なぜ、我が国では里親制度が普及してい

ないのか－米国における制度と比較して－ 

・住民ニーズに即した地域おこしに関する

研究－タイルを用いたハード創りの実際か

ら－ 

 

・子ども NPO が推進する地域実践の課題と

可能性－『子ども NPO 白書 2015』からの示

唆－ 

・児童虐待の現状と今後の対策についての

一考察 

 

○ 2015 年度 卒業式（3月 22 日） 

 私が勤務する中部学院大学・中部学院大学

短期大学部では、2016 年 3 月 18 日（金）に

「学長賞・同窓会長賞・羽田福祉賞授与式」

並びに翌 19 日（土）に卒業式が挙行されまし

た。 

  

表彰される学生たち 

 

 各賞授与式では、学業成績の優秀な者、サ

ークル・部活動で活躍した団体・個人、ボラ

ンティア活動を行い社会貢献した者、並びに

介護福祉に顕著な貢献を果たしたゼミ等が表

彰されました。 

 卒業式に続く、学生らが主催するパーティ

ーでは、和太鼓の勇壮な演奏、学生からのお

礼の言葉、学歌大合唱、学生から教員への感

謝の花束の贈呈、学科やゼミごとでの記念撮

影など２時間のパーティーは瞬く間にクライ

マックスを迎えました。 
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卒業式後の謝恩パーティー 

 

 2015 年度は教務委員兼４年生の学年主任

として忙しい毎日を過ごさせて頂きました。  

学年のスローガンとして、「全員卒業、全

員就職、全員合格、そして記憶に残る一年

に！」を掲げました。その目標に到達した多

くの学生と惜しくも到達を逃した学生がいま

した。それでも「今、ここからがスタートで、

継続が夢のゴールを現実にしてくれる」と信

じています。 

 ゼミ一同で 

  

個性豊かな学生たちを今年も送り出しました。 

みんな、おめでとう！ 

 

○ 2016 年度担当講義  （4 月 1 日） 

 【大学・短期大学部】 

 相談援助 

 ボランティア活動論 

 社会福祉援助技術演習 

 人間福祉特論 

 児童福祉論 

 医療福祉論 

 社会福祉士国家試験対策講座 

 社会福祉基礎演習・専門演習 

【大学通信教育部】 

   スクールソーシャルワーク論 

   スクールソーシャルワーク演習 

実習指導、実習 

 卒業研究Ⅰ 

 

○ ＷＢＣ野球大会をアレンジ（4月 4 日） 

  2016 年 3 月 12 日（土）、私のゼミの学生た

ち（卒業生含む）が、岐阜県岐阜市で開催さ

れた「ＷＢＣ野球大会」の運営にあたりまし

た。ＷＢＣとは、「ワイワイ・ボチボチ・チャ

レンジ」の略です。この大会の模様を、フレ

ンズのマネージャーである加藤氏から寄せて

頂きました。資料資料資料資料 1111----2222 

 この大会における学生たちの活躍ぶりは、

次のとおりです。 
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子どもたちの選手宣誓 

     

ガンバロー！ 

今日、不参加のゼミ生らのポスターレター 

  

つき立てのお餅をパクリ！ 

 

新年度も交流を続けていこうと学生たちと

話しています。 

 

○ 2016 社会福祉士国家試験対策講座（１）  

（4 月 19 日） 

 2016 年度の社会福祉士国家試験対策が本

学でも開始されました。第 28 回国会試験では、

現役合格率＝４１．５％と飛躍しました。今

年度は５０％目指しています。 

 さて、本日と来週の科目「保健医療サービ

ス」で活用する資料をアップしますので、リ

ンク先も含めて復習・予習を進めましょう。 

 資料資料資料資料 1111----3333 

 

 

○ 2016 年度 5月第 3週の話題（5月 26 日） 

 2016年 5月第3週の担当各講義の中で活用

したスライドショー 「子どもの SOS が聴こ

えますか」をアップします。 

 いじめについて、是非、深く幅広く学んで、

子どもの声に応えられるソーシャルワーカ

ー・社会人になってほしいと思います。 

 資料資料資料資料 1111----4444 

 

 

○ 相談援助課題（１）（5月 30 日） 

本日（2016/5/30）の講義でお話しました、

ポスター作成とプレゼンテーションに関わる

資料は次のとおりです。⇒ 資料資料資料資料 1111----5555  

確認のうえ、準備を進めてください。 

 

 

○ １年生のゼミで「スポーツ大会」へ参

加  （5 月 30 日） 

2016 年 5 月 28 日（土）の午前、学生会主

催のスポーツ大会に、人間福祉学科１年生が

ゼミ・クラスの枠を超えた混成チームを結成

し出場しました。今年の大会は、総勢 150 名・

20 チーム程度の参加でドッヂボール・ソフト

バレーボール・卓球・玉入れなどの競技が行

なわれました。 
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開会式で挨拶される水野学生支援委員長 

 

 私のゼミは、学科の混成チーム「チーム

JUNJUN」としてソフトバレーボールに参加し

ました。3試合を戦い、２セットで勝利し、4

セットを落とし、０勝３敗で予選敗退でした。 

 

参加賞とゼッケンを受け取る 

 

  

試合前に円陣 

 「ナイス、プレー！」続出！ 

 

 毎年春に行なわれる学生主体のスポーツ大

会は、本学の伝統になりつつあります。スポ

ーツの経験のある学生もいれば、そうでない

学生もいますが、元気な笑顔に接せられ、と

ても楽しいひとときです。また、教室で見る

学生たちとは異なる様子が見られるのも、こ

うしたイベントの良さだと思います。 

 

 得点して「はい、タッチ」 

 

 今後のクラス作りのエネルギーにもなりま

すし、私自身も久しぶりにジャージに着替え

汗をかき、チームで身体を動かし、とても気

持ちが良い時間でした。 
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試合後の専攻科チーム 

 

  

大会に出場した ゼミメンバー+α で 

 

 

○ これからの学生たちの伸びに期待 

（7月 3 日） 

 2016 年 6 月 25 日(土)、山下先生と私のゼ

ミの３年生２５人が地域の発達障がいのある

子どもたちを含む少年野球チームと交流を行

ないました。 

 野球チームの名前は「フレンズ」。フレン

ズさんは、どのような身体上もしくは発達上

の障がいがあっても、「野球がやりたい」「野

球が好き」という子どもたちの思いを尊重し、

子どもたちの笑顔を応援するチームです。そ

して、子どもたちが障がいを理由に、さまざ

まな「機会」や「参加」から排除されない学

校や地域づくりを目指されています。そのあ

り様は、まさにソーシャル・インクルージョ

ンの実現を目指されているもので、その思い

に共感し、インクルーシブな居場所づくりを

学生主体で企画し、実施したのが今回の催し

です。 

 今回の企画で、学生たちが実践力としての

「計画・企画力」「コミュニケーション力」

と「役割分担・調整力」を高める良い機会と

なればと考えます。 

 企画から実施までの学生たちの様子を以下、

報告します。 

 企画の提案をするリーダー：高木 

 

 

 

グループに分かれての調整 

 

グループ協議の結果を取りまとめる 
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イベントと当日：はじめの会 

 

 

子どもを見守る学生 

 

 

スタンプラリーで私の研究室を訪問した 

子どもたち 

 子どもたち、学生、保護者でのおわりの会 

 

 フレンズ：加藤マネージャーからの挨拶 

 

 

○ 児童福祉論（６）（7月 6 日） 

平成 27 年４月、国は市町村が条例に基づ

いて「放課後児童クラブ」を運営することが

できるよう、運営のための指針を示した。 

 

 

○ 福祉ニーズへの対応を調べ学習し、発

表  （7 月 11 日） 

 科目「相談援助」（保育士養成課程）におい

て、受講学生をグループに分け、子どもから

高齢者までの 16 の事例に基づき、事例の主人

公の福祉ニーズとそれに対する福祉サービス

の提供方法について、調べ学習を行ないまし

た。調べた成果はポスターにまとめ、ポスタ

ーセッションの形式で発表会を行ないました。 
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 非行少年に対する援助 

 

 児童虐待の事案 

 

 障害のある子ども支援 

 

学生たちは調べてきたことをとてもわかり

やすく聴講者に伝えていました。アクティブ

ラーニングの取り組みの形として、今後も充

実させていければと考えています。 

 

 聴講する学生たち 

 

 

○ 児童福祉論（７）～法改正資料 

（7月 14 日） 

 本日（７／６）の授業説明した厚生労働省

が発表した「児童養護施設入所児童等調査結

果（平成 25 年 2 月 1日現在）」は、資料のと

おり。 

 

 

○ 医療福祉論後期（１）（10 月 12 日） 

 ２０１６年度後期に担当している医療福祉

論で活用したスライドショー 資料資料資料資料 1111----6666    を

掲載します。講義の復習に活用しましょう。 

 

 

○ 2016 たのしみん祭  （10 月 24 日） 

 本学では 2016 年 10 月 22 日（土）に大学祭

並びにたのしみん祭が開催されました。 
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 今年のテーマは「つながる、中部学院」で

す。さて、どのようなつながりが生まれたの

でしょうか。 

 人間福祉学部を紹介する 

 

  

地域の子どもとつながる 

 

 

仕事を紹介し、みらいとつなぐ 

 

卒業生と食でつながる 

 

災害支援でつながる 

 

 

ハロウィンでつながる 

 

子どもの作品でつながる 
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V サインでつながる 

 

 

野球を通じてつながる 

 

ダンスでつながる 

 

結成から 10 年、ブルーリボン 

 

OG・OB とつながる、フィナーレ！ 

 

○ JICA とつながる  （10 月 24 日） 

 2016 年 10 月 24 日（月） JICA ボランテ

ィアセミナー～国際協力というシゴト～ を

開催しました。 

 今回は、幼児教育の部門でカンボジアに派

遣された田中真実子元青年海外協力隊員をお

招きしました。 

 

JICA のシゴトを紹介する浅井さん 
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カンボジアでの体験を報告する田中さん 

 

 田中さんのお話の中で、印象深かったのは、

バケツ一杯のコオロギが貴重な蛋白源として

1万円程度で取引されること、 雨季には保

育園の校庭が潅水すること、 電気がない校

舎は日の光で授業をすること、 子どもと保

育士さんの距離が遠かったこと、 子どもの

目線で語りかけることの大切さを伝えたこと、

などなど。 

田中さんは現在、大垣市内の保育園で勤務

する傍ら、世界中を旅して、幼児教育のあり

ようを見学しているそうです。 

資料は、私のところにあります。現在、青

年海外協力隊員募集中です。必要な場合は、

どうぞ、お立ち寄りください。 

 

○ 中間レポートを終え、ハロウィン 2016  

（10 月 26 日） 

 2016 年 10 月 26 日(水)の昼休みから３時限

目にかけて、１年生の基礎ゼミで ハロウィン

2016 を開催しました。 

 たこ焼きと餃子作りの準備中 

 

 夏休み中に「若者と睡眠」をテーマにレポ

ートを作成することとし、9月中に 1回目の

発表を行い、修正した後、10 月中を目処にレ

ポートを完成させました。 

  

素材の"臭い"を確認中。"大丈夫？？" 

 

 

 11 月と 12 月は、自分の興味を前面に出し

た、学年課題に取り組みます。学年課題は

4000 字のレポートです。 

  

準備の合間に、鍛錬も 

 

  

学内にあるキッズルーム（和室）を借用 
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山盛りのたこ焼きと餃子、キャベツのサラダ

の完成 

 

 毎回のようにゼミでは課題を出しています

が、皆、真面目に誠実にこなしてくれていま

す。 学年課題が終わったら、「鍋パーティ」

だね。 

  

食後に、ゼミ員一同で。 

 

 

○ キャンパスライフを高校生に紹介  

（11 月 15 日） 

 2016 年 11 月 10 日（木）の午後、人間福祉

学部は済美高校の２年生 120 名を招いて、大

学で何を学びどのようなキャンパスライフを

楽しめるのかを紹介しました。 

 私のゼミも 3年生 12 名が企画を練り、高校

生を迎えました。テーマは「会いたかった

よ！」 

120名の皆さんが3つのグループに分かれ、

3つのゼミを巡回しました。 

 私のゼミは、学生が地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱグループ

さんから着ぐるみを借り、振り付けを考え、

ダンスで歓迎しました。 

 準備を進める学生 

 

 スライドショーを作成中 

 

 リハーサルの様子 

  

 その後、アイスぶれーキングを行い、ファ

ッションショーに見立てた、キャンパスライ

フの紹介を行ないました。 

紹介スライド⇒ 資料資料資料資料 1111----7777  
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岐阜県のマスコット「ミナモ」に扮する学生 

 

また、中国からの留学生も私のゼミに所属

しており、教室一杯に彼が撮影してきた中国

の写真を飾り、中国の紹介もしました。 

笑顔あふれる、実践力のある人間福祉学部

が高校生の皆さんに少しでもお伝えできれば

と考えた企画でした。 

最後に、ゼミ員みんなで記念撮影。 

 

 企画を終えて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 実習経験を「演じ」「考える」 

（11 月 30 日） 

2016 年 11 月、中部学院大学短期大学部幼

児教育学科の２年生は、保育士を目指して２

週間の実習に望みました。 

 私は保育士養成課程における科目「相談援

助」を担当しており、その教育の一環として

アクティブ・ラーニングを行っています。  

 今年のアクティブ・ラーニングは、上記の

実習経験を活用しました。 

 まず学生たちに実習で「心に残ったこと」

を逐語体でまとめさせました。 

 それをもとにロールプレイの教材を作成し、

経験の理論化を試みました。 

 その様子は、 資料資料資料資料 1111----8888 の通りです。 
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第第第第 2222 部部部部    地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献    

    

○ スクールソーシャルワーク実践（４）  

 （2 月 8 日） 

 2016 年 2 月 6 日（土）、午前 10 時～午後 5

時まで岐阜経済大学にて、一般社団法人岐阜

県社会福祉司会主催の認定社会福祉士研修

「スクールソーシャルワーク」が開催されま

した。 

 この日のテーマは、「スクールソーシャルワ

ーカーへの期待と可能性」「スクールソーシャ

ルワーカーの機能と実践」「社会福祉士が担う

スクールソーシャルワークの未来」でした。 

 一日を通して講師を行ないましたが、講師

の私自身が大きな学びを得ました。その内容

を式とメモにまとめましたので、ご覧下さい。

また、受講者の皆様の最終レポートの参考に

なれば、幸いです。資料資料資料資料 2222－－－－1111 

 

 

○ ママたちの元気！を紹介（3月 4 日） 

 子どもの文化研究所（東京都豊島区）が毎

月発行している『子どもの文化』2016 年 3 月

号に、岐阜県山県市で活動している NPO 法人

Kaba' Fam の取り組みを以下のように紹介し

ました。 
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○ SSW 論 201607 （7 月 31 日） 

 ２０１６年７月３０日～３１日の２日間

にわたり、通信教育部において科目「スクー

ルソーシャルワーク論」のスクーリングを行

ないました。 

 

 

 

 

受講者全員で、模擬ケース会議を行ないまし

た。題材は「サザエさん家の危機」。教育並び

に福祉関係者に扮した皆さんが、問題解決に

向け、各自の持てる知識を余すところなく活

用し、議論を展開しました。 

 ２日間で活用した資料は、資料資料資料資料 2222－－－－2222 のと

おりです。 

 

 

 

○ ボランティアとは・・・「あい」の体系！  

（12 月 19 日） 

 2016 年 12 月 17 日(土)の午後、岐阜県立岐

阜盲学校（岐阜市）にて、一般社団法人岐阜

県障がい者スポーツ協会主催の「平成 28 年度

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会」が

開催されました。 

私は、2 時間の研修「ボランティア論」の

講師を務めました。講義の資料は 資料資料資料資料 2222－－－－3333

のとおり。 
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第第第第 3333 部部部部    研究活動研究活動研究活動研究活動

○ 命を救い、人生の質を支えるチーム医

療  （2 月 8 日） 

日本がん・生殖医療学会主催の「がんと生

殖に関するシンポジウム２０１６」へ参加し

ました。今回の全体テーマ「男性がんと生殖

機能の温存を考える」であり、泌尿器科と生

殖医療の連携による「命と生涯」への対応の

今が広く議論されました。さらに、がんサバ

イバーの声を大切にしていく姿勢から、当事

者参加のパネルディスカッションも開催され

ました。 

 

 

 こうした時代を先取りしたネットワーク型

医療の提供は、今後ますますシステマチィッ

クな展開がなされていくことが想定されてお

り、ソーシャルワーカーも含めた「チーム医

療」の構築が期待されています（内閣官房参

与：吉村氏談参考）。 

ソーシャルワークの観点から、生存率の高

まったがん治療とその後の生活を支えていく

ことは、これまでも医療福祉の課題の１つと

されてきたところですが、それに加えて「子

どもをもつ希望」も支援していくという取組

みの始まりになりそうです。そうした「がん

のサバイバーが子どもをもつ希望を叶える」

支援は、生活支援の新たな展開として充実さ

せるべき観点となりそうです。 

今後の研究のポイントとして、①最新のが

ん・生殖医療に関する基本的知識をソーシャ

ルワーカーに如何に教育していくのか、その

教育プログラムの開発、②当事者となる可能

性のある男性・男児へのがん・生殖医療に関

する教育のあり方に関する研究、③身近なと

ころで適切な情報を得られる社会システムに

関する研究、などが考えられそうです。 

○ こんな本書いています（13）（2 月 8 日） 

 私たちは、岐阜県の地域福祉に関わる実践

家や中部学院大学で地域福祉・地域政策にか

かわる教員を中心に、岐阜の地域福祉実践・

研究ネットワークを組織し、「地域発」の実践

理論の構築を目指して活動してきました。そ

の成果を中央法規より出版しました。 
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本書では、私たちの調査・分析・考察の結

果から次のような提言をしています。 

 ・これからのコミュニティは「田舎＝共同

体、都会＝集合体」というドミナントな

感覚を脱皮し、オルタナティブな着想を

必要としている。 

・「プロブレム(問題)」ではなく「ドリーム

(夢)」からコミュニティの構築をすすめ

る。 

・「つぶやき」に相乗りするのは「面白い」

し、予期せぬ「創発」が起き、「ドリーム」

へ近づけるかもしれない。 

・緩やかな絆を持った新しい地域社会とは、

公共体（自治体を法人・組織とみて、皆

で運営）であり、「生き物である」という

捉え方をしていく必要がある。 

・「生き物」を活き活きとさせるためには、

ルールは限定的に決め、絆を強めたり弱

めたり、生態学的志向を持つ地域社会（ソ

ーシャル・キャピタルの豊かな社会）を

めざす。 

・「でかい箱物」を立てたら運営費等後で困

るハイリスクとなるので、足りないもの

は周辺の市町村と共同で構想し、広域で

の対応を考える。 

・「身の丈に合う」保健医療福祉の構築を皆

で進めることで、皆が役割を持てること

になる。するとその役割が人を輝かせる。 

・行き詰ったら「助けて」が言える、巻き

込み・巻き込まれコミュニティ力を高め

る。「助けて」は専門家もプロも皆が言え

ることがすばらしいという風土をめざす。 

・専門家も必要だが、「専門家もどき」の力、

機能を活用することも。 

・顔を合わせられる「居場所」をあちこち

に開き、お互い様意識の文化化をめざす。 

・「地域≒生命体である」と認識する「地域

生命学的アプローチ」を活用する。 

 

是非、この意図や企図、論理を書籍にて、

ご高覧下さい。 

○ こんな本書いています（14）      

（2 月 8 日） 

 大学教員となってからずっと、たいへんお

世話になっているヘルス・システム研究所（東

京にある出版社です）より、電子ブック形式

で私の著書を２冊出版して頂きました。 

 

１、人間福祉概論 自己実現とケアリング・

ワールドをめざして 

 解説： 大学 1 年生あるいは大学 2 年

生の一般教養科目として、「未来世代の 

well-being(幸せであり続けること)」

のために、自己実現・自己理解・自己

成長に向けてのソーシャル・ケア・ワ

ークというアクションを、私たちが起

こす必要性や責務について、多様なト

ピックスをとりあげることから考えて

いこうとする人間福祉についての入門

アプリ。 

 

２、生殖ケア・ソーシャルワーク論 

 解説： ユニセフが提唱する「21 世

紀型市民像」の啓発や生涯 学習を目的

として、生殖補助医療技術に関連する

不妊相談の理論と実際、その技術で生

まれてくる子供の支援する「生殖ケア」、

そのような技術とともにある 「新しい

家族」が社会的に認知され、関連法が

整 備 さ れ る こ と を サ ポ ー ト し て い く

「生殖ケア・ソーシャルワーク」につ

いて平易に解説。 

 

○ こんな本書いています（15）      

（2 月 18 日） 

 ソーシャルワークを「わたしたちの暮らし」

と接点のあるものとして学んでいくためのテ

キストを出版しました。 

 本書は、社会福祉士養成課程における科目

「相談援助の基盤と専門職」に対応する内容
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を網羅していると共に、「生活問題の広がり」

と「その問題への対応のための基本」を、様々

な角度から解説しています。 

 

 私は、第 1章 3節「ソーシャルワークの難

しさとは」と第 5章 3節「どういう枠組みで

支援を考えるか」を執筆しました。 

 本書は全体として、予習・復習のための学

習課題を各章で提示し、予習用にその章の「重

要用語」を掲載しているところに特徴があり

ます。 

編著：高井由起子(関西学院大学）B5 判 170

頁 

定価：本体 2,270 円＋税 

ISBN：978-4-905493-23-5 

発行年月：2016 年 2 月 

 

 

○ SSW 実践を支える SV システム 

（3月 23 日） 

私は、岐阜県教育委員会より委嘱を受けて、

岐阜県内で活動するスクールソーシャルワー

カーの実践を支援するスーパーバイザーをし

ております。スーパーバイザーの配置とその

役割・機能をどのように充実させていくのか

は、全国的な課題とされています。 

 この課題に対応するための論文を、中部学

院大学・中部学院大学短期大学部『教育実践

研究』第１巻（２０１６年２月）にて、発表

しました。 

 この論文では、スーパーバイザーとしての

私の実践を、「スーパービジョン・システムの

構築」という視点から言及し、具体的なシス

テム作りの過程とシステム化後の鍵となる

「情報の共有」と「モニタリング」機能の重

要性について述べています。 

 論文の全文は、資料資料資料資料 3333----1111    のとおりです。 

 

○ ＣＬＳアプローチを報告 （4月 25 日） 

 日本社会福祉学会中部ブロック部会 2016

年度研究例会において、 「地方都市『消滅』

を乗り越えるＣＬＳアプローチ－Ｇ県Ｙ市に

おけるフィールドワークに基づく実践理論の

構築－」を口頭発表しました。 
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 このアプローチは、私たちのオリジナルな

視点を示したもので、地域を生命－命あるも

の－に見立て、生態学や生命科学の知見を用

いて解釈し分析していこうとするアプローチ

です。 

 口頭発表のレジュメ＝ 資料資料資料資料 3333----2222 と 

 口頭発表のスライドショー＝ 資料資料資料資料 3333----3333  

 今後、このアプローチが実際に使用できる

理論であることを証明する、実証研究を行っ

ていく予定です。 

 

○ 学会指定研究「社会福祉教育評価」研

究の成果を発表  （5 月 10 日） 

 2013 年度から 3カ年間で取り組んだ、日本

社会福祉教育学会の学会指定研究「社会福祉

教育評価」の研究成果を、このほど論文化し、

同学会研究誌第 14 号（2016 年 3 月発行）に

発表しました。 

 共同研究者は、川廷宗之（大妻女子大学教

授）・杉山克己（青森県立大学教授）・平澤一

郎（長岡こども・医療・介護専門学校教員）

と私の４です。 

 発表論文は、研究趣旨、調査報告、論文な

ど 7本・50 頁で構成しました。私が執筆した

部分について、以下に掲載します。 

 研究趣旨 ＝ 資料資料資料資料 3333----4 4 4 4  

 教育評価とは ＝ 資料資料資料資料 3333----5555 

 調査報告１ ＝ 資料資料資料資料 3333----6666 

 調査報告２ ＝ 資料資料資料資料 3333----7777 

 研究論文 ＝ 資料資料資料資料 3333----8888    

    

    

○ 出版報告会を開催  （5 月 16 日） 

 2016 年 2 月に出版しました『地方都市「消

滅」を乗り越える！岐阜県山県市からの提言』

（中央法規）をもとにして、山県市と山県市

社会福祉協議会、山県市地域福祉推進市民会

議が主催する「平成 28 年度福祉のまちづくり

フォーラム」の場をお借りして、出版報告会

を行ないました。 

 

 挨拶される丹羽代表 

 

報告会には林山県市長様にもご臨席頂き、

研究協力者の方々にサイン入りの同書を贈呈

して頂きました。 

 贈呈式の様子 

  

私は、同書の編集代表として、出版に至る

までの協力に関する御礼と同書の内容の紹介、

並びに今後の引き続きのお願いをさせて頂き

ました。 

 活用した資料は 資料資料資料資料 3333----9999 のとおりです。 

 私たちが構築したアプローチは、動き出し

たばかりの提案です。今後、さまざまな地域

で実証研究ができればと、考えています。 
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○ 人間の福祉の探求  （6 月 16 日） 

 『人間福祉学会誌』15(2)、2016.3.に２本

の論文が掲載されました。 

 １、学生たちとともに岐阜県・山県市の子

ども関連施設を調査した報告⇒ 資料資料資料資料 3333----10101010 

  

２、難病当事者とともに当事者研究として

語りを分析した報告⇒ 資料資料資料資料 3333----11111111 

 

 人間の福祉の探求という大きなテーマの中

で、１は子どもと母親が地域から排除されず、

居場所を獲得するためのセルフチェックに関

する研究です。また、２は難病当事者が自ら

の役割について自問し、他者との関係の中で、

日常生活の中にこそ役割があったことに気づ

いていくという福祉のあり方に関する新発見

です。 

 今後も、「声」「語り」を大切にした、人間

福祉を探求していこうと考えています。 

 

○ ソーシャルワークの国際大会で 

"CLSA" を発表 （7 月 3 日） 

 ２０１６年６月２７日～３０日、韓国ソウ

ルにて、SWSD２１０６（ソーシャルワーク、

ソーシャルワーク教育、社会開発合同世界大

会）が開かれました。 

 私は小木曽氏と共同で、ポスターセッショ

ンにエントリーしました。活用した資料は次

のとおりです。 

 ポスター(日本語）＝ 資料資料資料資料 3333----12121212 

 当日配布資料(英語）＝ 資料資料資料資料 3333----13131313 

 今後、この理論を実証研究していきます。

また、国際的なネットワークを構築して行く

予定です。 

 

 

 

 

 

 

 ２年に一度開催される、このイベントの様

子を以下、紹介していきます。 

 

大会（至：COEX）の総合案内 

 

開会式後のセッション（グリーン・ソーシャ

ルワーク） 

 

グローバル・ソーシャルワークの展開スケジ

ュール 
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２０１８年開催地：アイルランド・ダブリン

市のブース 

 

掲示したポスター（左奥が我々のポスター） 

 

各種ブースが立ち並ぶ会場内 

 

同上 

  

会場でアピールする障がい者団体の皆さん 

 

アフリカの SW 学生との交流 

  

朝鮮戦争で南北に生き別れた親子を悼む 
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南北境界に近い「自由の橋」 

 

南北統一を願うリボン 

 

 グローバル化の伸展により、ますます小さ

くなる地球。また、AI(人工知能）が社会サー

ビスの中で実用化が進むことが確実な近未来。

こうした国際的産業的諸状況の中で、ソーシ

ャルワークが如何に人々に寄り添い、人々の

プラットフォーム（＝居場所）を構築して行

くのかが問われた大会でした。 

 次回の大会は、２０１８年７月４日～７日

です。私たちの理論、CLSA を極めて参加する

予定です。 

 

○ エイジレスライフ、元気な高齢移民を

めざして  （7 月 6 日） 

 一般社団法人岐阜県社会福祉士会が年１回

発行する『ソーシャルワークぎふ』２１号に、

ニュージーランド在住の高齢の日本人移民の

皆さんの生き様を調査した研究論文を発表し

ました。 

 本文は、資料資料資料資料 3333----14141414 のとおり。いわゆる高

齢者になっても年齢に関係なく、輝き・笑顔

でいられるためのポイントを整理しています。 

○ なぜ、ボランティアは継続できるのか  

（7 月 7 日） 

 日本社会福祉学会中部部会が毎年 1回発行

している『中部社会福祉学研究』第 7号に、

なぜ、私たちはボランティア活動を継続でき

るのかを、グローバルな視点から検討した論

文を発表しました。 

 論文名は「国際ＮＧＯ『サポートボランテ

ィア』に関する考察」です。その全文は、 資資資資

料料料料 3333----15151515 のとおり。ご協力いただけた皆様に

感謝申し上げます。 

○ 「生む権利」と「知る権利」の対立を

超えて  （7 月 11 日）         

2016 年 7 月 9 日.10 日の 2日間にわたり日

本ソーシャルワーク学会第 33 回大会が同志

社大学（京都）で開催されました。

     

同志社大学にて 



28 

 

 本大会のテーマは「ソーシャルワークの『グ

ローカル』な展開をめざして－ますます世界

的に、あくまで日本的に－」でした。私にと

っては「グローカル」という言葉が懐かしい

響きの、なじみある言葉です。私は、2012 年

3 月に「ソーシャルワークにおけるグローカ

リ ズ ム を 考 え る － IFSW Action Plan 

2010-2012 並びに 21stAPSWC を踏まえて－」

（単著）を『中部学院大学・中部学院大学短

期大学部紀要』(13)、81-92 に発表していま

す。この論文では、国際ソーシャルワーカー

連盟のアクション・プランを分析し、わが国

でソーシャルワークがなすべきことは「グロ

ーカル」な実践であることを明らかにしまし

た。 

 今回の学会では、「わが国における生殖ケア

当事者団体の理念と実践並びに運動方法に関

する考察－「生む権利」「知る権利」の二項対

立を乗り越えるために－」を口頭発表しまし

た。抄録に掲載したレジュメと当日配布資料

は、資料資料資料資料 3333----16161616 のとおりです。なお、本研究

はＪＳＰＳ科研費 26380790 により行って

いる研究の成果です。 

 

発表の様子 

  

また、今回は分科会の司会も務めさせて頂

きました。 

 分科会で司会を務める（右側：筆者） 

 

○ 社会福祉士養成における演習・実習の

高度化を目指して  （9 月 5 日） 

 ２０１６年９月３日～４日に、関西学院大

学上ヶ原キャンパスにおいて、日本社会福祉

教育学会第１２回大会が開催されました。今

回の大会テーマは「社会福祉教育における

IPE の取り組みとグローバル化への対応－新

たな授業科目の検討と教材開発を目指して

－」でした。 

IPE とは、Interprofessional Education（専

門職連携教育）の略であり、今後の地域包括

ケア社会の構築には欠かせない教育プログラ

ムであると考えられます。 

本大会において私は、「相談援助実習後の実

践の統合化教育に関する考察－実習経験をソ

ーシャルワーク・アプローチに置換する学び

の試み」と題して口頭発表を行ないました。

その資料は次のとおりです。⇒ 資料資料資料資料 3333----17171717 

 

○ 生殖医療の歴史を子どもの福祉からと

らえる  （9 月 12 日） 

 2016年9月10日～11日の2日間にわたり、

佛教大学において日本社会福祉学会第 64 回

秋季大会が開催されました。 
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 私は、11 日(日)の午後、「体外受精児誕生

後の生殖医療思想の変遷－生まれてくる子ど

もの福祉をめぐって－」を発表しました。活

用した資料は、 資料資料資料資料 3333----18181818 のとおりです。 

 本研究は、JSPS 科研費 26380790 の助成を

得て行なっているものです。 

 

○ 科研費での研究成果 ： 生殖ケア・ソ

ーシャルワーク  （9 月 22 日） 

 2011 年度～2016 年度まで「３年×２クー

ル」にわたり、科研費（23530773＆26380790）

を頂き、生殖ケア・ソーシャルワーク理論の

構築と子どもの幸せについて研究を行ってき

た。その成果をダイジェストでお届けするパ

ンフレット 資料資料資料資料 3333----19191919 を作成した。 

 今後、研究成果を実証していくため、さら

にエビデンスを収集・蓄積し、関係するすべ

ての人々の Well-Being に役立つ研究を進め

ていきたいと考えている。 

 

○ 非配偶者間生殖医療における当事者の

権利擁護とは  （11 月 15 日） 

 2016 年 11 月 13 日(日の午後、大阪市にお

いて一般社団法人 JISART が主催する「非配偶

者間生殖医療に関わるカウンセラー実務研

修」にて講演を行いました。 

 JISART は、わが国の生殖補助医療専門施設

の団体で、品質管理システムを導入すること

で生殖補助医療の質向上を目的として 2003

年に設立されました。同団体のめざすところ

は「患者の満足度を高めること」であり、そ

のために関係者の力量を高めようとしている

団体です。 

 

 講演の様子 

 

 私の講演のテーマは「非配偶者間生殖医療

における当事者の権利擁護とは」で、活用し

たスライドショーは 資料資料資料資料 3333----20202020    のとおり

です。 

 これまでに日本社会福祉学会や日本生殖医

学会で発表してきた内容や JSPS 科研費

23530773＆26380790 ですすめてきた研究の

成果を駆使して、貴重な意見交換の機会も得

ながらの 3時間のプログラムでした。 

 私自身が今後の研究や実践、教育の射程を

再確認する機会となりました。 
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○ 生殖ケアの射程－2035 年への挑戦  

（11 月 21 日） 

 2016 年 11 月 19 日（土）～20 日（日）、岐

阜大学において人間福祉学会第 17 回大会が

開催されました。本大会のテーマは「障がい

者と繋がる共生社会への挑戦」でした。 

 私は大会 2日目の分科会セッション Bの司

会を務めるとともに、口頭発表を行いました。 

口頭発表の内容は抄録のとおりで、活用した

スライドショーは 資料資料資料資料 3333----21212121 です。 

 

 発表の様子 

 

 本研究発表は、JSPS 科研費：２３５３０７

７３＆２６３８０７９０により行った研究成

果の総括部分に当たり、保健医療 2035 提言書

の問題意識を共有しています。 

 

○ 福祉文献をレポート （12 月 20 日） 

 

 日本福祉図書文献学会が発行する『福祉図

書文献研究』第 15 号（2016.11.）に、実践報

告「地方都市『消滅』を乗り越える！－G 県

Y 市からの提言－」が掲載されました。 

 全文は 資料資料資料資料 3333----22222222 のとおりです。 
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