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ごあいさつ 

 

 国際ボランティア学会第 19 回大会は、筑波大学東京キャンパスで開催致します。筑波大学は、

1872 年に日本で最初に設立された師範学校である東京師範学校（のち、東京教育大学に名称変更）

を前身とする大学です。1973 年より、茨城県つくば市にメインキャンパスを移転し、筑波大学と

なりました。今回の会場である東京キャンパスは、旧東京教育大学の本部敷地内に 2011 年に新設

され、文京校舎とも呼ばれます。 

 本学は開学以来、「開かれた大学」という理念の下、国際化を推進しており、2017 年現在、約

2500 人の留学生が在籍しています。また、大学公認団体として多数の国際ボランティア団体が活

発に活動しています。本学の体育・スポーツ分野における功績は特に顕著であり、講道館柔道の

創設者として高名な嘉納治五郎（1860－1938）は、東京師範学校の初代校長を務めました。嘉納

は柔道・スポーツ・教育分野の発展や日本のオリンピック初参加に尽力するなど、明治から昭和

にかけて日本におけるスポーツの発展を支え、「柔道の父」や「日本の体育の父」と呼ばれるなど、

多大な功績を残しました。 

 現在、本学では 2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取

り組みを多数、実施しています。関連する取り組みは学内にとどまらず、国際的にも展開されて

おり、国際貢献事業である「スポーツ・フォー・トゥモロー」はその一例としてあげられます。本

事業は、2014 年から東京オリンピック・パラリンピック競技大会まで日本政府が展開する事業で

あり、これまで本学の学生が、毎年カンボジアにボランティアとして派遣され、障害者スポーツ

支援を行うなど、様々な取り組みがなされております。 

 また、本学では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組みとして、「アド

バンス・スポーツ・ボランティア講座」を開講しています。大学生だけでなく、高校生や一般の

方々も多数、受講されています。本講座を通じて、多くの方々に「オリンピック・パラリンピッ

クバリュー」を理解して頂き、おもてなしの心やマナーを身につけて頂ければと考えています。

そして、障害のあるスポーツアスリートや愛好者にも対応できる知識と技術を持つ筑波大学独自

のスポーツ・ボランティアの育成を目指しています。 

 3 年後に迫っています東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、史上最大規模のボラ

ンティアが必要になると予想されます。今回、開催するシンポジウムのテーマである「スポーツ

とボランティア」を通じて、一人でも多くの方にご関心を持って頂き、実際にボランティアとし

て東京オリンピック・パラリンピックに参加頂けますと幸いです。また、オリンピック・パラリ

ンピックを契機として、日本全体で国際ボランティアに対する関心や国際貢献に向けた意識が高

まるのではないかと期待しています。このような時機に、本学会を筑波大学で開催できる事は、

大変貴重な機会でございます。ぜひ、多くの方にご参加頂き、研究発表、議論を通してこれから

の「ボランティア」について一緒に考える機会になればと幸いです。多くの皆様のご参加を心よ

りお待ちしております。 

 シンポジウムでは「スポーツとボランティア」をテーマに国際的なスポーツ場面におけるボラ

ンティアの重要性について議論を深めます。スポーツとボランティアに関する貴重な経験、知見

を有する方々にご登壇頂く予定です。 

 

第 19 回大会実行委員長 

川口 純（筑波大学） 
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第 19 回 大 会 プ ロ グ ラ ム 

9:30- 受 付 開 始 
117 

教室 

10:00-11:00 

分科会 A 

「エンパワー

メント」 

119 

教室 

分科会 C 

「アジア」 

120 

教室 

企画セッション① 

118

教室 

11:10-12:10 

分科会 B 

「異文化理

解」 

分科会 D 

「日本とボラ

ンティア」 

企画セッション② 

12:10-13:30 

昼  食  休  憩  

（理 事 会【※理事のみ（12:10-13:10）】） 

 

117 

教室 

（理事会） 

13:30-14:15 総 会 
120 

教室 

14:30-17:00 

シンポジウム 

「スポーツとボランティア 

  ～2020 年東京オリンピック・パラリンピックに    

  向けて～」 

 

講演者・パネリスト： 

 真田 久  （筑波大学体育専門学群長、教授） 

 二宮 雅也 （日本スポーツボランティアネットワーク理事、 

        文教大学准教授） 

 篠原 果歩 （元リオパラリンピック事務局ボランティアス 

        タッフ、 筑波大学スポーツ国際開発学専攻） 

  

ファシリテーター 

 川口 純  （筑波大学） 

 

120 

教室 

17:30-19:30 懇 親 会 
オールデイホ

ーム茗荷谷 
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分科会 A 「エンパワーメント」                【座長： 澤村 信英  】 

10:00 A01 
加朱 将也（大阪大学大学院） 

難民キャンプにおけるスポーツを通じた教育支援のあり方 

10:15 A02 

賀来 沙樹子（京都大学） 

他者を「エンパワーメント」することの意味と問題点に関する考察 

―インドと日本２つの路上生活者支援における「価値の相克」巡って― 

10:30 A03 

深尾 幸市（大手前大学） 

エチオピアにおける貧困女性の支援活動 

—NGO WISE の事例から—                    

10:45 A04 
藤掛 洋子（横浜国立大学） 

パラグアイ共和国都市スラム「カテウラ」におけるジェンダー問題２ 

 

 

 

分科会 B 「異文化理解」                  【座長： 中村 安秀 】 

11:10 B05 

阿部 健一（総合地球環境学研究所、NPO 法人平和環境もやいネット） 

媒介者 Mediator として東ティモールのコーヒー事業に関わる 

―課題解決から価値創造へ― 

11:25 B06 

野元 明俊（青年海外協力隊東京 OB 会） 

日本人のイスラームに関する意識についての研究 

―青年海外協力隊のイエメンにおけるスポーツ隊員の活動から―  

11:40 B07 

内海 成治（京都女子大学） 

NGO による難民支援の課題 

—ウガンダの事例から—      

11:55 B08 

澤村 信英（大阪大学） 

個人と個人がつながる国際協力 

—ケニア・ナイロビの非正規市街地における学校経営— 

  １１９ 教 室 
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○ 

 

 

 

 

分科会 C 「アジア」                  【座長： 高橋 真央 】 

10:00 C09 

日下部 尚徳（東京外国語大学） 

ロヒンギャ難民支援の現状と課題 

—開発援助と政治に関する一考察— 

10:15 C10 

久保田 麻友（大阪大学大学院） 

マレーシアにおけるロヒンギャ難民に対する教育支援 

—国際 NGO によるクアラルンプールでの活動から— 

10:30 C11 

 

田中 志步（香川大学） 

バングラデシュクミ族の村におけるノンフォーマル教育の役割 

 

10:45 C12 

日下部 達哉（広島大学） 

バングラデシュの宗教教育におけるボランタリー・アクションと政治 

―「ボランティアする」バングラデシュの人々— 

 

 

 

分科会 D 「日本とボランティア」        【座長： 藤掛 洋子 】 

11:10 D13 

山田 恒夫（放送大学） 

放送大学におけるボランティア関連科目の開発と実践： 

オンライン科目における遠隔グループ学習の設計 

11:25 D14 

高橋 真央（甲南女子大学） 

学生ボランティアがもたらしたもの 

〜東日本大震災復興支援活動における被災地との関わりから〜 

11:40 D15 

小林 のどか（筑波大学） 

清水 大地（筑波大学） 

川口 純（筑波大学） 

学生がスポーツを通してつなげる国際ボランティア 

―マラウイ共和国での UNDOKAI を例に―  

11:55 D16 
福永 敬（名古屋大学） 

ミンナダナオ和平に対する日本の貢献  

  

 １２０ 教 室 
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○ 

 

 

 

 

企画セッション                       

10:00 -11:00 

E17 

小川 寿美子（名桜大学） 

玉城 直美（沖縄キリスト教学院大学） 

人の移動 

～移民・日系人とボランティア～ 

11:10 -12:10 

E18 

宗田 勝也（同志社大学） 

山口 洋典（立命館大学） 

集合知の観点から見たコミュニティのレジリエンス創出のための視点 

〜支援の当事者が主体となるコミュニケーションデザインの実践事例から〜 

 

 

 

 １１８ 教 室 
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第 19 回大会参加者へのご案内 

 

● 大会参加に関して 

1. 大会本部 

大会本部は、筑波大学東京キャンパス 1 階 117 教室です。 

2. 名札 

大会開催中は、見えやすいところに名札をお着けください。 

3. 大会参加費 

今大会の参加費は、無料です。（ただし、発表者は会費納入済みの学会員に限ります。） 

※ 受付にて当日入会手続きを行っております。 

4. 懇親会参加費 

    懇親会費：4,000 円 

今回は、会場の都合上、大学の最寄のレストランで開催いたします。万が一、お申し込みを

キャンセルされる際には、必ず volsocio19@gmail.com までご連絡下さい。多くの皆様のご参

加をお待ちしております。 

5. 昼食について 

周辺にコンビニ・レストランが多数ございますので、昼食は各自でお願いします。 

 

● 研究発表に関して 

1. 発表時間は 15 分（発表 10 分＋質疑応答 5 分）です。タイムキーパーは以下のようにベルを

鳴らしますので、発表者の方は時間厳守をお願いします。 

8 分経過： ベル 1 回（予鈴） 

10 分経過：ベル 2 回（発表終了） 

15 分経過：ベル 3 回（質疑応答終了） 

2. 発表者は、セッション開始 10 分前までに、各会場のパソコンデスクトップにスライドファイ

ルを保存してください。また、会場前方にご着席ください。 

3. 発表時のパソコン操作は、原則として発表者の方が行ってください。 

4. 配布資料がある方は、必要部数を各自でご用意ください。当日会場でのコピーはできません。 
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筑波大学東京キャンパスアクセスマップ 

  

東京メトロ丸ノ内線茗荷谷（みょうがだに）駅下車「出口１」徒歩 3 分程度 

 

 

丸ノ内線茗荷谷駅からのアクセス 
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筑波大学東京キャンパス 1階 

 

 

  

  

  

受付、理事会、 

本部 

分科会 C、D、総会、 

シンポジウム 

企画セッション 

分科会 A、B 
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懇親会会場（17時半開始） 

  

オールデイホーム茗荷谷 

〒112-0012東京都文京区大塚 3丁目 35−1 

（Tel: 03-6902-9757） 

（東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅から徒歩 5分） 

 

 

 

東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅

から徒歩 5分 
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発 表 要 旨 
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【 エンパワーメント 】 

 

10:00～11:00 

於 119 教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座長 

 

澤村 信英 

（大阪大学） 

 

 

 

 

 

分 科 会 A 
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難民キャンプにおけるスポーツを通じた教育支援のあり方 

―シリア人ボランティアによる参加型アクション・リサーチの取り組みより― 

加朱将也（大阪大学大学院） 

キーワード：難民キャンプ, スポーツを通じた教育支援, 参加型アクション・リサーチ 

  

1.背景・目的 

難民キャンプおいては難民を保護すると同時に,管理された空間で隔離する側面を持つため,難

民の主体的な行動を促す具体的な支援を検討する必要がある.キャンプ内で実施されている支援

では,ライフスキル教育にスポーツを用いた取り組みが急増している.しかし,近年注目されてい

るスポーツを通じた支援が,援助する側の倫理に基づいていたり,近代スポーツの導入により新た

な植民地化を招くことが懸念されている.そのため,現場の視点でスポーツを通じた支援を捉え直

す必要性が認識されている（Schinke 2013）.難民支援のあり方を検討する際に,久保（2010）は,

脆弱な状況下にある難民の主体的な営為を理解することの重要性を指摘する.そこで本研究では,

難民キャンプにおけるスポーツを通じた教育支援を難民の視点で捉え直し,難民キャンプにおけ

るスポーツを通じた教育支援のあり方を検討する. 

2.方法 

ヨルダン,ザータリ難民キャンプで活動する国際 NGO のシリア人ボランティア（難民）5 名,ヨ

ルダン人スタッフ 3名,教育支援の受益者であるシリア人の青年（難民）5名と筆者が参加型アク

ション・リサーチ（Community Based Participatory Research : CBPR）の手法を用いた.調査は

2015年 9月～2016年 3月と 2017年 3月～9月の間に,英語とアラビア語を用いて行った. 

3.結果・考察 

CBPR に携わったシリア人ボランティアは,自らプログラムのあり方を考え実践できる能力を有

している可能性が示された.しかし,援助機関の評価や査察によって,プログラムの受益者数やイ

ベントの規模など一時的な効果が注目される傾向がある.そのため,スポーツが「いじめや暴力」

「怪我」に繋がるというシリア人ボランティアや青年が抱く課題意識を周縁化させ,プログラムを

難民の課題意識に応じて昇華させる過程が抜け落ちている可能性が示された.  

したがって,援助機関はスポーツ通じた教育支援を評価するだけでなく,援助機関が提供するワ

ークショップやマニュアルなどを通じて得た知識や技術を用いて,シリア人ボランティアが主体

的に現場の状況に応じた教育環境を「つくり出す」ことができるような支援体制を整える必要が

あると考えた.そのことは難民キャンプという特殊な環境下において求められる,難民の自立を促

す一手段になるのではないかと結論付けた. 

 

【参考文献】 

久保 忠行 2010「難民の人類学的研究にむけて-難民キャンプの事例を用いて-」『文化人類学』

第 75巻, 第 1号, 146-159頁. 

Schinke, R. J. 2013 “Moving toward trust and partnership” Aggression, Conflict and 

Peace Research, Vol.5, No.4, pp.201-210. 

 

 

 

 

A01 加朱 



14 

 

他者を「エンパワーメント」することの意味と問題点に関する考察 

―インドと日本 2つの路上生活者支援における「価値の相克」を巡って― 

 賀来沙樹子（京都大学） 

キーワード：エンパワーメント、路上生活者、主体性、サバルタン 

 

支援の場は近年、多種多様な「エンパワーメントプロジェクト」で溢れている。「エンパワーメ

ント」とは元来、「当事者」による社会運動に育まれてきた概念であるが、80 年代に勃興した人間

中心の開発や参加型開発は、新たに「支援者」によるエンパワーメントを生み出した。そしてそ

の中には、支援者－当事者間のコンセンサスが容易にとれず、支援者が当事者の主体性尊重と自

らの問題意識との間の板挟みとなる事例も少なくない。 

本研究ではこの問題を支援者－当事者間の「価値の相克」と定義し、路上生活者を対象とした

2 つのプロジェクトを軸にその根源を探った。各事例について簡単に触れると、1 例目はインドの

児童保護シェルターにおける親を対象とした職業訓練プロジェクトで、発表者も携わったもので

あるが、ここでは人々の物乞いを止めたい NGO とその継続を望む当事者との間に「価値の相克」

が存在した。2 例目はホームレスの人々を対象とした日本の「自立支援事業」であり、就労とアパ

ート生活による自立を目指す当該事業と路上生活を希望する人々との間にも同様の隔たりが見ら

れた。考察ではスピヴァク,G の議論を参照しながら、これらの路上生活者が近代社会から極度に

隔絶された「サバルタン」であることを指摘し、他者である支援者がその「主体的選択」を聞き

取ることの困難さを論じた。これにより、他者を「エンパワーメント」することの限界性を示し、

「支援者」を「当事者の主体性とは何か」という真摯な問いに立ち返らせることが、本研究の狙

いである。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A02 賀来 
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エチオピアにおける貧困女性への支援活動 

― NGO WISEの事例から ― 

深尾幸市（大手前大学） 

キーワード：アジスアベバ、NGO、女性リーダー、小規模金融サービス 

 

NGO WISE（ Organization for Women in Self Employment ） 場所：19933 Addis Ababa 

Ethiopia 日時：2016 年 9 月 7 日（水） 代表：Ms. Tsigie Haile 

設立の趣旨 

We strive to Empower Poor Women and Girls ! （我々は、貧しい女性と女の子に自立心を与

えよう！）と 1998 年 1 月に開設された。目的として以下を掲げている。       ①雇用

の機会をつくる―持続可能な収入を得る雇用機会 ②女性リーダーの育成―貧困を克服し強力に

家族を導き発育を促進する ③目標リーダーの持続可能な制度の構築―SACCOsという制度の独

立独歩と持続可能なサービスの提供を確実にする ④良好な実行の学習と再生の促進―この組織

は国際的な慈善団体、地域に密着した組織、政府、民間、研究機関を含めて協力関係を築き援助

活動はより多くの女性と女の子のために拡大を図る。 

活動内容 

WISE の活動実績としては、アジスアベバ周辺 7 都市を含め 33,000 人に雇用機会が与えられ

850 人の織工の家庭が恩恵を受けた。これらの女性と女の子は、預金と信用組合で組織された小

規模金融サービスを受けることが出来た。WISE は女性マイクロ企業の運営者に注目に値する業

績を記録してきた。現在は 13,000 人以上の雇用と 64 人が協同組合を編成しリーダーシップ・ス

キルのトレーニングを提供している。ビジネス、住宅、教育などのために協同組合は約 1 億 4 千

万ビル（約 6 億 3 千万円）の融資をしている。具体的には、健康を促進するマイクロ保険計画、

読み書き能力のトレーニング、400 人以上の女性に市場を確保して 7 つの市場避難所の建設、

11,000 人以上の家庭に都市農業用の苗の供給配布、省エネルギー型料理用ストーブの提供、環境

衛生活動（穴便所を造る）が挙げられる。 

三階建ての事務所では、展示場・販売所があり、薄暗い部屋の中には盛り沢山の商品群、例えば

ワンピース、T シャツ、下着、ソックスなどの衣類を中心に袋物、食器、造花、木工品などを販売

していた。 

支援を受けた女性の声 

「教会で働く夫の収入が月額 60B（約 270 円）、自分はパンを売って 10C（0.45 円）のコミッ

ションしか得られず生活が成り立たない。WISE からローンの借り入れをして、飲料水を扱う店

を始め食料品の扱いへと拡大した。今では＜ISUZU＞のトラックを持てるようになった。」（W. 

Mequanent）月刊誌「Let Me Marrate My Story」より。 

なお、アフリカに関する日本の NGO は 500 団体（2011 年）あり、アフリカを領域とするのが

100 団体、その内エチオピアを対象とするもが 10 団体ある。内容的には教育、子ども支援、保健

医療が中心である。深尾幸市「大阪青山短期大学研究紀要 第 36 号」参照。 
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ポパラグアイ共和国都市スラム「カテウラ」におけるジェンダー問題２ 

藤掛洋子（横浜国立大学大学院） 

キーワード：パラグアイ、都市スラム、ジェンダー、自助組織、ユース 

 

【研究背景と目的】 

本報告は 2016 年度の大会で報告したものの継続版である。2015 年 9 月 25 日の「持続可能な開

発サミット」において国連加盟国は「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を採択し、MDGs

で積み残された目標を達成し、誰も置き去りにしないことを確実にする SDGs を掲げたことは記

憶に新しい。 

前回は、経済成長を遂げる南米パラグアイの首都アスンシオン近郊にある都市スラム：バニ

ャード（以下、カテウラ）を取り上げ、一次資料しかない中でカテウラにどのような課題が

あるのかをフィールド調査を通し報告した（貧困ポケット問題）。また、地元の若者たちが立

ち上げた JuvenSur という自助組織の存在を明らかにし、彼らの活動の課題と可能性を論じた。 

本報告ではカテウラのジェンダー問題を提示、分析・考察する。 

 

【研究協力者・研究方法・調査期間】 

研究協力者：カテウラに居住するシングルファザー、シングルマザー、先住民族、学校関係者、

NPO 関係者、研究方法：上記関係者への聞き取り調査ならびに参与観察。調査期間：2013 年 8 月、

2014 年 8 月、2015 年 3 月、8 月、2016 年 3 月、8 月、2017 年 9 月、現地の若者たちへの SNS を

活用した継続した聞き取り調査。 

 

【調査結果】 

パラグアイにはマチスモ（男性優位）思想がある。2011 年の女性世帯主世帯の比率は総世

帯主の 30.9％であり、一人親世帯の内の 81.4％が女性である（藤掛 2017）。女性世帯主世帯の

貧困度、極貧度は、男性世帯主世帯のそれより相対的に高く、特に都市部において顕著であ

る。2014 年の国勢調査では、10 世帯中、4 世帯が女性世帯主世帯である（DGEEC,2014）。パ

ラグアイの女性世帯主世帯や貧困格差を複雑にしてきた歴史的な背景として、三国同盟戦争

とチャコ戦争が挙げられる。これらの戦争により人口が激減するとともに、成人男性の多く

が亡くなった結果、男女比率が男性 1 に対し女性 5 となった。そのため、男性は複数の女性

と性関係を持つことを社会が許容してきた結果、ラテンアメリカに特徴的なマチスモ思想が

強化されてきた。今日、都市部ではこのような価値規範に変化もみられるが、都市スラムで

は根強く残っていると考えられる。それが女児に対するレイプや女性の労働に対する低い賃

金である。また、シングルマザー問題、若年妊娠、家庭内暴力の問題などが多く存在するこ

とが明らかになった。 

 

【考察】 

都市部では男女平等が進んでいるが、カテウラにはマチスモ思想が凝縮され、今日でも多くの

ジェンダー課題がある。カテウラの人々の生活向上のためにはジェンダー視点が欠かせないこと

が明らかになった。すなわち SDGs が掲げた誰も取り残さない目標や新興国の課題の一つである

「貧困ポケット」問題には、本事例で考察してきたジェンダー課題にも取り組む必要である。 

A04 藤掛 
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【 異文化理解 】 
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媒介者 Mediatorとして東ティモールのコーヒー事業に関わる 

―課題解決から価値創造へ― 

阿部健一（総合地球環境学研究所／NPO法人平和環境もやいネット） 

キーワード：媒介者、東ティモール、問題解決型、価値創造型、関係価値、活動評価 

 

 「客観的に評価できますか」 

 東ティモールとフィリピンのコーヒー栽培関係者が相互に訪問しあう交流事業。その成果を報

告したときに受けた質問である。 

 

交流事業は、長く東ティモールのコーヒー栽培農家の支援をしているうちに「当然のように」に

構想された。最初の年には、フィリピン・ルソン島の 3つのコーヒー栽培集落からそれぞれ一人

の代表者が東ティモールを訪問した。翌年は逆に東ティモールからフィリピンのコーヒー栽培地

を視察した。どちらも１週間という短い期間だったが、確かな手ごたえがあった。２つのコーヒ

ー栽培地域と州都で開いた意見交換会には多くの人が参加し、コーヒーの品質向上について語る

東ティモールの関係者に耳を傾け、次から次へと質問をぶつけた。コーヒー栽培地域での意見交

換会では、前年東ティモールを訪問した人が、一年ぶりに会う東ティモールのコーヒー関係者と

なにやら熱心に語り合っている。彼は教わった手作りのコーヒー果実脱肉器を自ら製作して「先

生」に披露しているのだ。ときおり笑い声も聞こえ、国も言葉も違っているとは思えない親密さ

だったのは、企画した者にとって感動的でさえあった。準備の苦労は、参加者の満足げな顔によ

って報われた。 

ただこの事業の成果を、具体的な数値として示せといわれると困る。成果が短期的なものではな

いからだ。さらに長期的にみれば二つの地域に「何か新しいもの」を生み出すことになると確信

しているが、その客観的・論理的根拠は乏しく、確信は直観的・主観的なものにすぎない。事業

の成果も自己満足と言われれば否定しようもない。しかし「このような活動」には、いったいど

のような客観的評価がありえるのだろう・・・。 

 

 本発表は、この疑問になんらかの解答を提示しようというものではない。むしろ、解答を模索

するなかで考えたこと、つまり国際ボランティア活動のなかには（１）課題解決ではなく、新た

な価値を創造することを目的とするものがあり、そのために（２）つなげる（媒介する）こと、

本報告の事例では地域と地域をつなげる（媒介する）こと、がきわめて大切である、ということ

を示したいと思っている。「このような活動」は、課題解決型ではなく価値創造型の国際ボラン

ティア活動のことであり、「何か新しいもの」とは媒介されることによって生じる価値であり、

報告者は「関係価値」と名付けている。 

  

 なお本発表は、2017年 12月東洋大学において APLA の主催で開催されたシンポジウム『学び

あいが生み出す農家の未来』において着想された。主催者 APLAの箕曲在弘氏、野川未央氏、お

よびディスカッサントとして参加された楠田健太・トヨタ財団プログラムオフィサー、下田寛

典・日本国際ボランティアセンター職員ほか、シンポジウムの討論に参加された方々に感謝した

い。 

 

  

B05 吉井  B05 阿部 
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日本人のイスラームに関する意識についての研究 

―青年海外協力隊のイエメンにおけるスポーツ隊員の活動から― 

野元明俊（青年海外協力隊 東京 OB会、区議会議員） 

キーワード：隊員報告書、スポーツ、イメージ、偏見、イスラーム 

 

本発表の目的は、青年海外協力隊のイスラーム社会におけるスポーツ隊員の課題やイスラーム

に関するイメージなどを抽出することである。 

青年海外協力隊員は、2017 年 10 月末現在、派遣中の隊員も含めて 43,286 人である。協力隊員

の報告書については、2 年間という貴重な経験が凝縮されており、これからの隊員の参考とする

だけではなく、隊員の経験を帰国後の社会還元に役立てる意味においても隊員の報告書を研究す

ることは、重要であると考えている。 

イエメンへの派遣は、政府の財政状況と治安の悪化により 2010年 1月から行われていない。 

研究では、2005年からイエメンに派遣された 6名の隊員報告書をもとに行う。このうち、スポ

ーツ関係の職種は、卓球、柔道、体操競技である。 

職種が卓球の男性隊員の報告書からは、卓球連盟の 11人の職員のうち、1人が女性職員で、黒

い服で完全装備のため、顔を知らないという記述があり、男性は、女性と仕事をするのが難しい

との報告がある。またラマダン（断食）の期間、練習は夕食後 21 時開始で 24 時半まで行ってい

るとの記述から、異文化での練習時間を工夫している点があげられている。生活の中では、毎日

のように練習開始後 1 時間位経つと決まって停電があり、途中で練習を切り上げて帰る日が多か

ったとの記述がある。 

柔道の男性隊員の報告書からは、「まず配属先の柔道連盟のスタッフは柔道が日本発祥の武道だ

ということ、日本がオリンピックや世界選手権で活動していることをよく知っているため、日本

に対して尊敬の念が強い」という柔道に対する理解が進んでいるという記述がある。また、「ナシ

ョナルチームが日本で強化を目的とした練習を行って帰って来た。日本へ何回か行っている選手

も今回初めての選手もいたが、皆口々に『日本は素晴らしかった』といっていた。」と、日本との

交流についての記述がある。 

体操競技の男性隊員の報告書からは、「私からみて問題点もあります。それは、(1)時間にルー

ズなこと、(2)練習場が汚いこと、(3)練習器具の管理がずさんなことなどです」と、スポーツを

指導する際の環境についての報告がある。また、ジェンダーに関する所見としては、「女性のほと

んどが街中を歩くときはアバヤと呼ばれる黒い服で全身を覆い、眼だけ出しているという方も少

なくない。イスラム社会（イエメン国内）において、女性は家庭に入るという概念が強いと思わ

れる。そのため、良いか悪いかは別問題として女性のスポーツ分野への進出は遅れをとっている

と思われる」との報告がある。 

上記のように、イエメンでの青年海外協力隊員の報告書から、スポーツ隊員の課題やイスラー

ムに関するイメージを抽出し、課題を整理する。そして、隊員の経験を、今後の日本社会でどの

ように活かすことができるのか、社会還元のあり方について考察する。 
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NGOによる難民支援の課題―ウガンダの事例から― 

内海成治（京都女子大学） 

キーワード：難民、NGO、国際協力、教育、ウガンダ 

 

【これまでの難民支援】 

難民および居留地での教育は現地政府とＵＮＨＣＲが担当し、現在は、基礎教育のみならず幼

児教育や中等教育への支援も行われている。ケニアやウガンダでのＵＮＨＣＲの教育分野のＩＰ

としてはウインドルトラスト、ルーテル社会連盟、フィンランド支援委員会等が実際の支援に当

たっている。2010 年代の課題は難民の急増である。ウガンダでは 2017 年 9 月の段階で 130 万人

の難民が流入している。そのため難民支援は後手に回らざるを得ない。そのため支援メニュがパ

ッケージ化され、多くのアクターが関わるようになった 

 【難民への教育支援の現状】 

緊急状況での教育の重要性の認識は高まっている。その表れが、ＩＮＥＥ緊急教育支援ミニマ

ムスタンダード（2004、2010）の策定である。また、基礎教育のみならず幼児教育から職業教育

や高等教育までの幅広い支援が行われるようになった。一方で、難民の急増に支援アクターが追

いついていない、そのためこれまでのパッケージ化された従来の方法を見直す必要がある。例え

ば、幼児教育や小学校低学年の分散型システムあるいは私塾型システムや遠隔教育などである。 

【日本の難民支援の現状―JPF】 

日本の難民支援を考える際に 2000 年に設立されたジャパンプラットフォーム（JPF）の役割が

重要である。外務省、ＪＩＣＡは資金援助や緊急援助隊等のシステムは有しているが、教育支援

をはじめとする緊急難民支援への対応が困難である。そのためＮＧＯへの資金供与システムとし

てＪＰＦが対応している。ＪＰＦの事業資金は約 60 億円で、政府資金がほとんど（一般予算 20

億円、補正予算 37億円、2016年度）である。ＪＰＦ加盟 47団体で教育支援をおこなっている日

本のＮＧＯ：難民を助ける会（ＡＡＲ）、ＪＥＮ、ピースウインズ・ジャパン（ＰＷＪ）、ＡＤＲＡ

ジャパン、セイブザチルドレン・ジャパン、ワールドビジョン・ジャパン（ＷＶＪ）、シャンティ

ボランティア会等  

【日本の NGOの課題】 

これまでの日本の NGO の活動を見てみると、それが建設に特化しすぎていると感じる（ハード

志向）。これは政府資金を中心としたプロジェクトでは評価が強く求められることもあると思わ

れる。ハードのみならずソフト面におけるイニシャティブを発揮することが必要であっ労。その

ためには、資金の長期的な展望や国際社会でのステイタスを高めることが重要となろう。 

発表では 2017年 8月のウガンダでの現地調査を踏まえて展望を報告したい。 
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個人と個人がつながる国際協力 

―ケニア・ナイロビの非正規市街地における学校経営― 

澤村信英（大阪大学） 

キーワード：国際協力、教育、学校、NGO、ケニア 

 

本発表では、NGO などの援助組織を通じた通常の国際協力ではなく、個人的な意思とつながり

により行われる事例を紹介し、将来の国際協力のあり方を展望してみたい。 

ここで取り上げる事例は、ケニアの首都ナイロビの非正規市街地（インフォーマル・セトルメ

ント、いわゆるスラム）における初等学校の経営に関するものである。ナイロビの人口は 314 万

人（2009 年センサス）であるが、その 60％はスラム地域（ナイロビ全面積の 6％に相当）に暮ら

しているといわれている。ナイロビ郡（市）には、10 のスラムがあり、本事例の学校があるキベ

ラは、アフリカ最大規模の都市スラムである。正確な人口は不明であるが（同センサスでは 17 万

人）、50～80 万人と推定されている。 

発表者らは、キベラ・スラム内において、公教育を支える無認可私立学校（教育省の統計に算

入されていない）の経営と運営の実態について、2015 年より調査を行ってきた。同スラム内には

このような初等学校が 92 校（ごく一部は認可されている）ある。これらの学校の経営形態は、大

きく分けると NGO などの外部からの支援を受けている学校とスラムの生活者が自立的に経営し

ている学校がある。生徒から徴収する授業料は、月額 5 ドル程度、教員給与は 60 ドル程度である。 

本発表は、本来のフィールド研究の副産物でもあるが、生活が厳しい中で外部からの支援と学

校の自立的な経営をめぐり、表題にある「個人と個人がつながる国際協力」について考える機会

になったものである。 

このきっかけを作ってくれた C 校長（スラム住民でもある）に出会ったのは、2014 年のことで

ある。彼が経営、運営する G 初等学校は、2009 年にストリート・チルドレンなど、厳しい状況に

ある子ども 30 人を C 校長が受け入れ、作業小屋を間借りして学校を始めたことにさかのぼる。G

校は現在コンクリート造りの立派な建物で、2015 年時点で生徒数は 340 人であった。この建物は、

米国の篤志家から約 5 万ドルの寄付を得て完成し、現在は支援を得ていないという話であった。

ところが、調査を進めていくと、経常的に支援を受けていることが判明し、意図的にそのことを

隠していたことも明らかになった。 

ところが、2016 年 9 月に調査で訪れたところ、C 校長はすでに解職されていた。ここで初めて

わかったことであるが、G 校はある NGO が経営を担っており、C 校長は雇用されていたのであ

る。学校の財務運営での意見の違いから、校長室に二度と入ることも許されず、2016 年 1 月 4 日

に追放されたという。彼からすれば、NGO により自身が創設した学校を「乗っ取られた」のであ

る。 

しかし、C 校長はその 2 週間後の 1 月 18 日に、G 校の 8 年生 12 人を引き連れ、600 m ほど離

れた場所に V 校を開設していた。当初は 45 人の生徒数であったようであるが、2016 年 9 月の時

点では 60 人ほどになっていた。2018 年 1 月の段階で、生徒数は 100 人程度にまで増えている。

この V 校の賃料は、月額 50 ドルであり、5 教室ほどのスペースがあるトタン造りの古い建物であ

るが、スラムならではの低家賃でもある。教員はボランティアと称し、給与は定期的には支払わ

れていないという。 

本発表の主題でもあるが、このような V 校を個人的な意思で支援しようとする場合、数年前ま

でであれば、かなりの困難が付きまとった。日本から離れ、定期的な連絡や資金の送金、進捗の

確認など、現地に仲介者がいなければ、状況を把握することが難しかった。それが近年、貧困層

にある人々もスマートフォンを普通に持ち、インターネットに常時アクセスができ、国際送金に

ついても銀行口座を介することなく、日本のコンビニエンスストアからもできるようになった。

これもグローバル化の一つであろう。国際協力の世界においても、小規模なものであれば、援助

機関という「代理店」を通すことなく、個人同士が信頼のもとにつながりあい、フラットな関係

性の中で行える時代が訪れているのだろう。  

B08 澤村 
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高橋 真央 

（甲南女子大学） 
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ロヒンギャ難民支援の現状と課題 

－開発援助と政治に関する一考察－ 

日下部尚徳（東京外国語大学） 

キーワード：ロヒンギャ難民、バングラデシュ、難民支援、援助と政治 

 

2017 年 8 月 25 日の「アラカン・ロヒンギャ救世軍」（ARSA）を名乗る武装勢力によるミャン

マー警察・軍関連施設の襲撃のあと、少なくとも 62 万 3000 人のロヒンギャが国境を越え難民と

なってバングラデシュ国内で生活を送っている。 

バングラデシュ政府は当初、イスラーム武装勢力に対する懸念をミャンマー政府と共有するな

ど、ミャンマー政府を擁護する立場をとった。その背景には、昨年の民間人 20 人が殺害されたダ

ッカ襲撃テロ事件以降、イスラーム武装勢力掃討作戦を実施しているバングラデシュ政府にとっ

て、ミャンマー政府および軍部との協力関係が不可欠であったことや、最終的な難民のミャンマ

ーへの送還を念頭に置き、ミャンマー政府と良好な関係を維持したいという思惑があったと考え

られる。ミャンマーを通って中国に抜ける交易ルートと、ラカイン州との貿易に関する権益の確

保もそれを後押しした。 

また、安全保障上の理由から難民化したロヒンギャをバングラデシュに留めたくないインド政

府の方針もあり、バングラデシュ政府はこれ以上の難民流入を防ぐ目的でロヒンギャ難民支援に

消極的な態度をとった。NGO や国連機関に活動の許可がだされず、政府による体系だった支援も

実施されなかったことから、難民は厳しい状況に置かれた。 

しかしながら、急増する難民と国際社会の関心の高まりから、ロヒンギャ難民への対応策は変

更を余技なくされた。バングラデシュ政府の方針転換の背景には、ロヒンギャ難民に対して支援

を十分に実施しないことに対して、野党や NGO、イスラーム保守層からの批判が高まったことが

ある。特にイスラーム保守・タカ派「Hefazat-e-Islam（HI）」が積極的に政府批判を展開した。

HI の代表は「ロヒンギャへの弾圧がやまなければ、ミャンマーでジハードが起きるだろう」と発

言するなど、政府に対する攻勢を強めた。2018 年末から 2019 年初頭に予定されている国会総選

挙を前に、野党やイスラーム保守層が、ロヒンギャ問題を政治化し、与党批判の材料として使う

のを無視できない政治的な思惑があったと考えられる。 

また、インドとしても親インド政権であるアワミ連盟に政権の座にいてもらう必要があったた

め、支援を最小限にすることによりロヒンギャをバングラデシュに入れないという政策から、バ

ングラデシとミャンマー両政府にロヒンギャを厳重に管理させる政策へと方針を転換せざるを得

なかったといえる。 

 本発表においては、ロヒンギャ難民問題を事例に、援助に国内政治が与える影響を考察すると

同時に、現地調査から明らかになった現状のロヒンギャ難民支援が抱える課題について論じてい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

C09 日下部 
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マレーシアにおけるロヒンギャ難民に対する教育支援 

―国際 NGOによるクアラルンプールでの活動から― 

久保田麻友（大阪大学大学院人間科学研究科） 

キーワード：マレーシア、ロヒンギャ難民、教育支援、国際 NGO 

 

 世界の難民人口は増加の一途をたどっており、難民高等弁務官事務所（UNHCR）によると、

2016 年度末時点で UNHCR の管理下において登録された難民は、1720 万人に上る（UNHCR 

2017）。特に、キャンプではなく都市部に暮らす都市難民と呼ばれる人の数が増加しており、難

民の約 60%は都市部に暮らしていると推定されている（Ibid 2017）。都市難民は、庇護国におい

て合法的な身分が保障されておらず、就労や教育、ヘルスケア、国連等からの支援にアクセスす

ることが困難な現状にある。そのため、難民自身がコミュニティをつくり、自らが学校運営など

を行うケースが存在する（Letchamanan 2013）。 

 マレーシアには、難民キャンプが存在しておらず、また難民を法的に保障する制度が整ってい

ないため、多くの難民が困難を抱えて暮らしている（UNHCR Malaysia 2017）。マレーシアにおけ

る難民の数は、2017 年度 10 月末時点で約 15 万人と報告されており、中でも、ミャンマーから

の難民が約 13 万人、さらにこの半数はロヒンギャ難民である（Ibid 2017）。しかし、上記の数字

以上に難民に相当する人々がマレーシアに滞在していると推定されている。マレーシアにおける

ロヒンギャ難民の現状は、国籍がないこと、教育やヘルスケアへのアクセスの制限、警察からの

恣意的な逮捕など多くの課題を抱えている（Letchamanan 2013）。特に、教育に関して、難民の子

どもたちはマレーシアの公教育に通うことが許されていないため、コミュニティレベルで学校を

設置している事例が存在する（Ibid 2013）。しかし、教師や物資の不足、教室となる場所の確

保、運営費など多くの問題を抱えており、また NGO などの第三者の介入がなければ存続が困難

な現状にある。 

 また、マレーシアには、ロヒンギャ以外に、モン族、チン族、シリア、アフガニスタン、パキ

スタンなど多様な国や民族からの難民が存在しており、それぞれがコミュニティを形成してい

る。時には、コミュニティを超えて、交流や助け合いが行われている事例も存在する。マレーシ

アには多様な背景をもつ難民が存在しているが、中でもロヒンギャ難民は多くの課題を抱えてい

ると言われている。 

 本学会では、主に国際 NGO を通して行うボランティア活動の内容及びそこから聞き取ること

ができたロヒンギャ難民の教育の現状について発表する。教育を中心に、ロヒンギャ難民が多く

の困難や課題を抱えながらも、いかにマレーシアで生活を続けているのかに関して報告する予定

である。 

 

参考文献 

・UNHCR (2017) Global Trends 2016. Geneva: UNHCR. 

・UNHCR Malaysia (2017) ”Figures at glance in Malaysia.” Retrieved from [http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance-in-malaysia.html] 

(Last accessed: 5th December 2017) 

・Letchamanan, H. (2013) Myanmar’s Rohingya refugees in Malaysia: Education and the way forward, Journal of International and 

comparative Education, 2(2), 86-97. 
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バングラデシュクミ族の村におけるノンフォーマル教育の役割 

田中志歩（香川大学大学院教育学研究科） 

キーワード：バングラデシュ、少数民族、ノンフォーマル教育 

 

バングラデシュの初等教育は、初等教育純就学率 97％に達し、現在「ラスト 10%、5%」をい

かに就学させるかという局面にある。しかし残りの 3％の中には少数民族、最貧困層、障害者等、

単純に学校に誘引すれば解決できる類のものではなく、質量共に、教育保障していくための政策

形成が必要となる今後の大きな教育開発課題の 1 つである。 

このため本研究では、マイノリティ中のマイノリティであるクミ族に焦点を当てることによっ

て、いかに彼らが取り残されないための政策や実践が必要になってくるのかを研究したい。また

ここでは、これまで少数民族の中で強い存在であり続けてきたノンフォーマル教育に焦点を当て

ることとする。 

クミ族は、バングラデシュの東南部に位置するチッタゴン丘陵に暮らしており、人口 1,837 人

である。これは、チッタゴン丘陵地帯の少数民族人口の約 0.2％である（世界銀行 2001）。少数民

族の中でも特に人口が少ないことに加えて、山頂付近に暮らしているため地形的要因からも教育

支援が行き届いていない民族とされており、2009 年の CHTDF（Chittagong Hill Tracts 

Development Facility）の調査によると、88%のクミ族が教育を受けていない状態であったこと

報告されている。この数字は、チッタゴン丘陵地帯に暮らす 11 の少数民族の中で最も高い数値で

ある。 

 筆者は 2017 年に実施したクミ族で構成されているバンドルボン県・ロワンチョリ郡にあるオ

ントン村・ロンタン村・サンキン村の 3 村で世帯主を対象とした悉皆調査を行った。調査によっ

て、親世代では 108 人中教育の機会を得たことがある者が 20 人と、わずか 19.2％であったが、

子ども世代になると、3つの村を合わせて223人中の子どものうち教育の機会を得たことがある、

あるいは現在得ている者が 126 人と過半数の 56.5%を占めており、親世代と比べて学校教育を受

けた人数が飛躍的に増加しており、教育が村に浸透してきていることが分かった。また、子ども

の世代において就学経験のないものは合計で 43 人と、19.2%である。43 人のうち女性は 33 人で

あり、男性よりも女性のほうがさらに教育から遠ざかっていることが分かった。 

 3 村のうちオントン村には公立小、ロンタン村には 2010 年に村人によってつくられたノンフォ

ーマル小学校「シュシュニケトン」が、サンキン村には学校はなく、サンキン村は他村の学校に

行かなくてはならない。2010 年以前は、さらにアクセスの悪い環境であった。シュシュニケトン

の設立は、寮も併設したこともあり初等教育アクセスを劇的に改善した。また、ミャンマーから

移住してきた世帯の 16 歳、12 歳の子どもが小学校 5 年生、4 年生として在籍するなど、学齢期

を過ぎた子どもに対しても教育の機会を提供している。    

従来、政府立学校でも就学年齢は多様であったが、国全体として教育開発が進んだ現在、教室

内の年齢的斉一性は高まりつつあるが、ノンフォーマル教育はこうした、取り残されてしまった

未就学者の教育を保障する役割も果たしている。発表では、これらに関する詳細を述べながら、

ラスト 10、5％へのアプローチ手法の一つとしてのノンフォーマル教育の可能性について言及し

たい。 

 

 

 

C11 田中 
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バングラデシュの宗教教育におけるボランタリー・アクションと政治 

―「ボランティアする」バングラデシュの人々 

日下部達哉 (広島大学) 

キーワード：バングラデシュ、マドラサ、ボランティア、政治 

 

無認可のコウミ・マドラサのプレゼンス 

バングラデシュはムスリムが約 9 割を占めており、マドラサといわれるイスラーム神学校でイ

スラーム教育が盛んに行われている。まず簡単にイスラーム教育のプレゼンスについて述べたい。

マドラサには大きく分けて認可と無認可の二種類に分かれており、認可はアリア・マドラサ、無

認可はコウミ・マドラサと呼ばれている。二つの種類のマドラサに関する歴史や認可・無認可の

経緯については、［日下部 2014］においてまとめたものがあるので、そちらを参照されたい。 

アリア・マドラサには、政府による改革の手が入り、マドラサという教育体系を、公教育のな

かに周到に取り込み、就学率向上を図ってきた。ナショナルカリキュラムを 100％担保し、必要な

教員給与が全額政府から支給される。一方の無認可コウミ・マドラサであるが、1867 年にムハン

マド・カーシム・ナノタヴィーらの改革派ウラマーたちによって、体系的なイスラーム教育を施

す目的で創設されたのがインドのデーオバンド地方にあるデーオバンド学院であった。支部や提

携を含めた系列校は、年月とともに南アジア全域に及び、現在その数は数千といわれ、東ベンガ

ル地域にも多くの支部が創設され、現在のコウミ・マドラサとなっている。12 年というコウミ・

マドラサの課程のうち、一般的教科内容（ベンガル語、数学、英語、科学など）がカリキュラムの

一部として加わるのは、実質的には最初の 3 年（あるいは 4 年）までで、あとはすべてアラビア

語、ペルシャ語、ウルドゥー語を教授用語としてコーランやハディースに関する授業を受けるこ

とになる。また、独自にコウミ・マドラサ教育委員会を組織しており、ここで試験や学位授与な

どを統括している。運営は、アリア・マドラサと異なり、全てを寄付金、土地寄進、給食調理等の

労働奉仕といったボランタリー・アクションによってまかなっている。またコウミ・マドラサで

は子どもが 3-4 人いれば一人はコウミ・マドラサに送るといったスローガンを流布している。全

国でも 15000 校程度あると見込まれており、仮に生徒数 100 名が平均規模だとすると、単純に

150 万人の子どもたちがコウミ・マドラサで学ぶこととなり、プレゼンスの大きさが伺える。 

コウミ・マドラサの政治的機能 

コウミ・マドラサには、教育的機

能のみならず、社会的・政治的機能

も備わっており、人々のムスリムネ

ス（ムスリムらしさ）を維持するこ

とによってイスラーム政党の支持

を拡大させていく構図が存在する。 

 発表では、バングラデシュの宗教

ボランタリー・アクションの最新情

報を交えて、近年における変化に基

づく、今後のバングラデシュでのボ

ランティアのあり方に関し、仮説生

成を試みたい。 

C12 日下部 
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【 日本とボランティア 】 
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放送大学におけるボランティア関連科目の開発と実践： 

オンライン科目における遠隔グループ学習の設計 

山田恒夫（放送大学）・内海成治（京都女子大学）・中村安秀（甲南女子大学）・ 

林薫（文教大学）・小川寿美子（名桜大学）・川嶋辰彦（学習院大学） 

キーワード：ボランティア教育、オンライン授業、グループ学習、 

プロジェクト学習、ジグソー法 

 

 放送大学では、国際ボランティア学会のご協力を得て、国際ボランティア学に関する TV 放送

授業科目（特別講義「国際ボランティア学への招待（2011 年度新規開設、非単位科目）」、総合科

目「国際ボランティアの世紀（2014 年度新規開設、2 単位）を実施したほか、学習センターにお

いてボランティア学関連の面接授業（対面授業、1 単位、東京の 3 学習センター、合計 3 回）を

開講した。 

TV 放送授業科目「国際ボランティアの世紀（’14）」の現状 

 2014 年度より年 2 回（2 学期制）開講しており、2017 年度までの 4 年間の総計は、登録者、

単位認定試験受験者、修了者（単位授与者）それぞれ、3391 名、2585 名、2305 名である。この

数は、本学教養学部のなかでは中程度の規模となる。また、本学が提供する科目群履修認証制度

（学校教育法第 105 条「履

修証明制度」に対応）の選択

科目となっている。該当す

る履修証明書（Certificate）

として、「福祉コーディネー

タ」、「市民政策論」、「異文化

理解支援」、「学校地域連携

コーディネータ」、「日本文

化を伝える国際ボランティ

ア ・ ガイド（基礎力）養成 

～２０２０年ボランティ

ア ・ ガイド～」（2017 年

度）がある。現在、後継科目として「情報化社会と国際ボランティア」（2019 年度開講予定）を

制作中である。 

大学院オンライン授業科目「情報化社会とボランティア活動（‘18）」の制作 

 カリキュラムの体系化を進めるため、大学院科目「情報化社会とボランティア活動（‘18）」を

制作している。放送授業は一方的な知識伝達に偏りがちであったので、大学院科目では学生との

インタラクティビティを保証できる、オンライン授業科目として提供する。また本科目はフルオ

ンライン科目であるが、知識の定着とスキルの獲得に有効な、グループ学習（シナジー法）によ

るプロジェクト学習を取り入れた。 

謝辞：本科目のカリキュラム開発・コンテンツ評価にあたり、科学研究費補助金（課題番号：

26242013）の補助を得た。 
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学生ボランティアがもたらしたもの 

～東日本大震災復興支援活動における被災地との関わりから～ 

高橋 真央（甲南女子大学） 

キーワード： 復興支援・ボランティア・主体性・連携 

 

１． はじめに 

 2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災から被災地はまもなく 7 年を迎える。この間に 

全国から老若男女問わず多くの人々が「ボランティア」として被災地に駆けつけた。 

 現在の被災地では仮設住宅から復興住宅へ、また津波によって瓦礫が積み上げられた沿岸部は、

盛り土の工事が進み、新たな町が作られコミュニティが再構築されようとしている。   

一方で、震災後には学生ボランティアが多く訪れ、地元の子どもから高校生との交流や学生同

士の繋がりなども生まれていた被災地では、震災後 7 年が経った今、学生ボランティアの数は激

減している。そして、被災地が学生ボランティアに期待する役割も大きく変化してきた。 

 本発表では、7 年間の歳月を通して、震災後から活動を継続してきた学生ボランティアが、地元

の方々とどのように関わり、互いに関係を構築してきたのかについて検討し、学生ボランティア

が被災地にもたらしたもの、また地元の方々が学生ボランティアにもたらしたものについて、考

察する。 

  

２． 被災地に向けての復興支援活動～学生ボランティアの役割とは～ 

 東日本大震災以後、学生の災害ボランティアは大きく期待されるようになった。大学において

も学生が災害発生直後に、被災地で復興支援活動に従事できるように様々な配慮を行うところも

出てきている。 

 今回、発表者が学生たちの 7 年間の活動を振り返ることで、学生自身の被災地へ行くことの意

味とボランティアへの意識、気負いについて気づかされた。同時に、被災地での学生ボランティ

アと地元の方々との関係性、学生ボランティアに期待する役割についても変容していることが分

かった。 

 本発表では、被災地をフィールドとした学生ボランティアの活動から得た課題について下記の

点から考えていく。  

 

１） 短期ボランティアと長期ボランティアの限界 

 ２）地元の方々との信頼性の構築（「何ができるのか？」という期待から） 

 ３）学生「ボランティア」の壁 

 ４）理念と活動の継続と限界？ 

 

 本報告から、今後の災害における学生ボランティアの役割と意味を再検討しながら、被災地に

おける学生ボランティアの課題と支援システムの構築について、議論を進めていきたい。 

 

 

 

 

 

D14 高橋 
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学生がスポーツを通してつなげる国際ボランティア 

―マラウイ共和国での UNDOKAI を例に― 

小林のどか(筑波大学)、清水大地(筑波大学)、 川口純(筑波大学) 

キーワード：マラウイ 学生 運動会 イベント 

 

はじめに 

 本発表では筑波大学の学生がマラウイ共和国へ渡航し、現地で開催してきた運動会を例として、

「学生が途上国にてボランティアを実施すること」の意義を問い直す。発表学生は「日本マラウ

イ学生団体」に所属し、マラウイを切り口にアフリカ、途上国のイメージの多様化を図るため、

「日本とマラウイの架け橋となる」という理念のもと活動している。団体が始動して以来、当理

念の達成のため、学生主体のボランティアで何ができるかという問いかけを継続的に実施してき

た。これまではボランティアの「主体」となる自らが何を実施、何を現地にもたらすことが出来

るか、に焦点を当てた問いを繰り返しきたが、活動対象への影響や日本社会へ貢献の問いかけも

欠いてはいけない。 

 本団体はこれまで 3 度のマラウイへの渡航を行い、現地での UNDOKAI（運動会）を活動の中

心としてきた。これまで開催した運動会はどのような効果があり、学生が主体的に実施する国際

ボランティアにおける意義を再検討する。 

 

運動会の位置づけ 

 本発表では過去 3 回の渡航の内、2017 年 9 月に実施した 3 度目の渡航に焦点を当てる。本渡航

ではカスング県の小学校とコタコタ県の村で運動会を 1 回ずつ開催した。マラウイの学校教育で

体育の普及が遅れていること、仲間との協力や挑戦することの大切さを学ぶ機会が少ないことを

背景に、日本式の運動会を通じて参加者にスポーツの楽しさや仲間と協力して成し遂げる一体感

を経験してもらうことを運動会開催の目的として掲げた。今回設定した目的はこれまで小学校で

3 度実施していたことから「教育的価値」を運動会に見出していた。実際にカスング県で開催した

際、参加した子どもたちへ普段の生活の中では行わない動作にから学びがあると協力していただ

いた教員からのコメントもいただいた。しかしコタコタ県では、競技を行う子どもたちの他に地

域の人々が会したことによる「地域活性化」の成果があった。 

 運動会はその性質上、参加者がより「楽しめる空間」や、その楽しみを「共有する空間」の演出

が可能である。コタコタ県での事例から、この演出効果は運動会の参加者以外にも及ぶと考えら

れる。また、現地の人々と外国人である学生の交流を行うことによる人間関係の構築や既存の地

域内の人間関係を強化することにもつながる。 

 

学生が実施する意義 

 ボランティアにおける効果を「参加者に与える直接効果」のみに重きを置くと、学生が実施す

るよりも、経験や知識、予算を持つ NGO や社会人が実施する方が高いと言えるだろう。しかし、

経験も知識も無い学生が実施するからこそ、現地の方々の協力が得られやすく、主体性、継続性

も高くなるのではないか、という示唆も得た。また、我々学生自身が現地から得るものが大きか

った。さらに、UNDOKAI 自体よりも、その過程で、人と人のつながりの再確認と強化、運動会

開催の場にもたらされる幸福感や楽しみの共有といった「間接的効果」が大きかったことが確認

された。 

D15 小林 
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ミンナダナオ平和構築に対する国際監視団（IMT）の活動 

－日本の復興開発支援活動（J-BIRD）を事例に－ 

福永敬（名古屋大学） 

キーワード：平和構築･国際監視団（IMT）･復興開発支援（J-BIRD）･オールジャパン 

 

はじめに 

フィリピン南部のミンダナオで、1997 年から 15 年間も和平交渉を続けてきたフィリピン政府

（GPH）と「モロイスラム解放戦線」（MILF）は、2012 年 10 月に歴史的な「和平文書に関する

合意書」に調印した。その後 2016 年にミナダナオ出身のドゥテルテ大統領の就任により順調に

推移すると見られた自治政府の樹立は、2017 年 5 月に勃発したマラウイ市でのイスラム武装勢力

との戦闘により先行きが不透明である。 

日本の支援 

しかし、日本政府は 2002 年から積極的にミンダナオ和平と開発に貢献しており、特に 2006 年

に「国際監視団」（IMT）に JICA(国際協力機構)から人員を派遣して以来、「日本-バンサモロ復興

開発支援事業」（J-BIRD）を現在まで積極的に進めてきた。これらの復興開発支援事業の多くは

現地の紛争影響地域住民に対して「平和の配当」として、社会経済開発支援を行うもので、和平

構築に対する住民支持において多大な効果を挙げてきた。 

決して表舞台の華やかな援助ではないため一般の日本人やフィリピン人にも余り知られていな

いが、現地では紛争で壊れた小学校校舎の復興や簡易な農業施設の建設により数多くの地域住民

が恩恵を受け、日本の支援に感謝している。 

報告背景 

発表者は 2011 年 4 月から 2014 年 3 月までの 3 年間、JICA から在フィリピン日本大使館に出

向して、この「国際監視団」の一員として参加し、草の根の支援の現場で社会経済開発事業の監

視をする貴重な経験をする機会を得た。 

現場では日本政府関係者が立ち入れない危険な紛争影響地域にも、武装した警備員を帯同する

事で現地視察をして現場の関係者や住民と直接意見交換をすることがしばしばあった。その中で

日本の NGO 関係者が現地の人材と共に進める小中学校児童に対する「平和教育」に特に注目し、

紛争後の復興を担う子供たちへの支援こそが大変重要であり、また元兵士たちが故郷に戻って農

業や他の仕事につける道を提供することが緊急の課題であると感じた。 

報告概要 

本報告では「何故フィリピン南部のミンダナオで長年紛争が続いてきたのか」を歴史的･社会的

観点から分析し、次にフィリピン政府による和平交渉の歩みを紹介し、｢国際監視団｣という和平

の仕組みについて概要を説明したい。 

ミンダナオ和平に対する日本の支援策「日本-バンサモロ復興開発支援事業」という｢オールジ

ャパン｣な取組みを、戦略･特色･分布図から紹介してみたい。 

今でもアジア各地でミャンマー他の宗教対立に基づく民族紛争が絶えず発生している現状から、

ミンダナオ平和構築の事例は国連の平和維持軍（PKO）によらないユニークな地域紛争解決手段

として注目されており、自身の経験に基づき「ミナダナオ和平に対する日本の支援の概要」を本

学会で報告しておきたい。 

D16 福永 
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① 10:00〜11:00 

企画者：小川寿美子（名桜大学） 

玉城直美（沖縄キリスト教学院大学） 

 

 

 

 

 

② 11:10〜12:10 

企画者：宗田勝也（同志社大学） 

山口洋典（立命館大学） 

 

 

 

 

  

企 画 セ ッ シ ョ ン 於 118教室 
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企画セッション① 

 

日系移民 150年の歴史にみる人の移動について 

〜初期移民から現代の日系人が行き来する私たちの暮らし〜 

小川寿美子（名桜大学）、玉城直美（沖縄キリスト教学院大学） 

キーワード：（沖縄）移民、日系人、人口減少 

 

今年 2018 年は、日本が明治期に初めて海外移民をハワイに排出して 150 年を迎える。明治元

年の 1868 年 6 月 20 日にハワイに来たので、その後に続く官約移民や私約移民と区別するため

に冠した名前である。団員は 150 人（航海中に一人死亡）。江戸や神奈川で”都会生活”をして

いた者が多く、炎天下で１日 10 時間働き、１ヶ月４ドルの労働契約であった。ハワイを皮切り

に、多くの日本人が南米、北米へ移民として渡っていった。 

沖縄県では、これまでも脈々と続く日系社会との関りを行政施策の中でも重要視し、県人会と

の強いパイプを持つ日本でも唯一の県である。移民人口でいえば、広島県が第一位、沖縄は第二

位の県である。当時の沖縄は琉球から廃藩置県の世代わりの中で初めて収める税金を手に入れる

べく、海外へ出稼ぎ移民として多くの県民が出移民となった（時には 10 人に１人の割合にもな

る）。初期移民が排出されて以来、貧しかった沖縄を救ったのはこうした移民の外貨獲得が大き

な要因となり、戦後の復興期にも大変重要な役割を担ってきた背景がある。沖縄県では、5 年に

１度、沖縄県単独の予算を掛けながら海外から 8000 人強の「世界のウチナーンチュ大会」に集

い、祭り、ビジネス交流、文化交流、国境を越えて沖縄アイデンティティの継承するためのディ

スカッションを行っている。世代が代わり言語の問題等もあり、参加者が減ると予想されている

ことを覆し、年々、海外からの参加者が増えている。 

また一方では、最も多くの日系人を抱える南米社会より、日本社会へ日系人労働者として、日

本人と血のつながりのある「労働者」が国境を越えて移動してくる。沖縄における日系社会との

つながりに対する想いと、日本本土における「日系人」の想いは恐らく異なるかもしれない。し

かし、この 150 年の間、脈々と続く「人の移動」は私たちの社会を形成していく上で多くの示唆

をもたらしてくれると考える（アイデンティティ形成、異文化の乗り越え方、根底にあるボラン

タリズムの精神等）。さらに昨年、急速に進む人口減少と労働力不足を補うために、法務省は、

ブラジルやペルーなど海外で暮らす日系４世の若者が日本で就労できる新たな在留制度を導入す

る方針を固めた。 

初期移民から現代の日系人までを知ることは現代の私たちにとって重要であると考え、歴史的

な歩み、存在、彼らの想いを沖縄では、条例で定め「世界のウチナーンチュの日」として様々な

催しを行っている。今回はその中でも最も気軽に皆さまと共有するために、沖縄音楽とラテン音

楽を聴きながら参加者とディスカッション形式にて進めていく。  

今回は、沖縄のお菓子（フィンガースナック）をご用意していますので、音楽を聴きながら、

ゆんたく交流しましょう。 
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企画セッション② 

 

集合知の観点から見たコミュニティのレジリエンス創出のための視点 

〜支援の当事者が主体となるコミュニケーションデザインの実践事例から〜 

宗田勝也（同志社大学）、山口洋典（立命館大学） 

キーワード：復興、オラリティ、活動理論、メディア、受援 

 

本セッションでは、シリア紛争を背景に、日本の大学生を中心に生まれた取り組み、Share My 

Heart Action（以下、SMH）に着目する。遠くの他者を思う実践の場に参加した人たちに、どの

ようなエンパワメントがなされたのかを検討するため、東日本大震災における災害復興支援の事

例との比較を行う。そして、フランスの社会学者リュック・ボルタンスキーによる哲学的な観点

（Boltanski,1999）と、デンマークのシステム工学者エリック・ホルナゲルによる「Safety-II」

（Hollnagel, 2014）の視点をもとに、レジリエンスの高いコミュニティへの設計概念を検討する。 

 本セッションは、2 名の発表者だけでなく参加者にも及ぶ。実際に、SMH を体験する機会を設

ける。SMH の経緯は宗田（2016）に詳しい。担い手となったのは 2014 年に発足した P782 プロ

ジェクト（以下、P782）である。その名称には全国 782 大学の大学生に難民支援のネットワーク

を広げ、各地で難民問題について、自分（たち）、自分の暮らす地域にできる取り組みを考えよう

という思いが込められている。 

 SMH は、困難な状況にあるシリアの人たちに、応援メッセージではなく、友人として「自分に

とって一番大切な言葉」や「好きな言葉」を届けようというものである。方法は、 (1)自分にとっ

て大切な言葉を考える、(2)アラビア語を調べる（例えば、google 翻訳などを利用）、(3)アラビア

語、日本語を用紙に書き、写真を撮って P782 の Facebook ページに送る、という 3 段階である。

その過程では問題への理解を伴いながら、つまり社会問題へのリテラシーを高めながら、参加者

どうしの対話をとおして「生きた言葉」としてのオラリティが高められていく。 

困難な状況にある他者への支援が継続・発展するとき、「パッケージ化」（山口, 2017)が伴うこ

とがある。パッケージ化は支援主体の属人化を回避し、効率性も担保されるだろう。その一方で、

支援者の二重性を生む。支援者と受援者を結ぶ、仲介者としての支援者の存在と機能が重要とな

るためである。本セッションでは、そうした支援者の二重性にも着目し、自らが受援者となった

際を想像して、他者とを結ぶ「生きた言葉」の意味に迫る。 

【入退出自由のセッションです。飲みものなどご持参の上、お気軽にご参加ください。】 

 

Boltanski, L. (1999). Distant Suffering: Morality, Media and Politics. Translated by Graham 

Burchell. Cambridge University Press. 

Hollnagel, E. (2014). Safety-I から Safety-II へ ―レジリエンス工学入門―. オペレーションズ・

リサーチ : 経営の科学. 59(8), 435-439. 

宗田勝也 . (2016. 難民問題に関わる人が増えるためには . 国際人権ひろば (129). 

https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2016/09/post-329.html 

山口洋典. (2017). 支援で問われる受援力:学園による支援. 大学時報. 372, 62-19. 
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スポーツとボランティア 

～2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて～ 

 

14:30～17:00 

於 120 教室 

 

 

パネリスト 
 

 真田 久  （筑波大学体育専門学群長、教授） 

 
二宮 雅也 （日本スポーツボランティアネットワーク理事、 

       文教大学准教授） 

 
篠原 果歩 （元リオパラリンピック事務局ボランティアスタ 

       ッフ、 筑波大学スポーツ国際開発学専攻 2 年） 

 

ファシリテーター 

川口 純 （筑波大学） 

 

 

趣旨説明： 

 2020年に迫った東京オリンピックには、約 1万 1000 人の選手が参加する予定です。その一方、競

技運営をサポートする大会ボランティアは 8万人、観光等をサポートする都市ボランティアは 3 万人

が必要とされています。合わせて 11万人のボランティアスタッフが、大会成功の鍵を担っていると

言えるでしょう。 

 本シンポジウムでは、実際にリオパラリンピックでボランティアスタッフとして活躍された方

やスポーツ場面でのボランティアについて造詣の深い研究者にお話しを伺います。学会会員の皆

様との議論を通じて、スポーツ場面におけるボランティアについて、見識を深めていきます。本

シンポジウムを通して、東京オリンピックのボランティアにご関心を持ち、参加される方が少し

でも増えて頂けると幸いです。 

また、オリンピックはその「開催後」が重要とも言われます。今回のオリンピックを通じて日

本における「国際ボランティア」に対する関心、理解がより一層、高まることが期待されます。 

 

 

 

シンポジウム 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資     料 
 

 

 

 

 

 

 

 

■ 国際ボランティア学会会則 

 

■ 国際ボランティア学会設立趣意書 

 

■ 隅谷三喜男賞・村井吉敬賞選考規定 

 

■ 国際ボランティア学会への各種ご連絡・お問い合わせ先 

 

■ 国際ボランティア学会入会申込書 

 

■ 国際ボランティア学会入会申込書（法人用） 
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国際ボランティア学会会則 

 

第 1 条【名称】本会は国際ボランティア学会と称する。 

第 2 条【目的】本会はボランティア学の発展と普及に貢献し、研究遂行上必要な連絡と協力をひ

ろく国の内外にわたって促進することを目的とする。 

第 3 条【事業】本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 

・年度毎の大会（研究集会）、その他の研究会の開催 

・会報その他の出版物の編集・発行 

・会員名簿の発行 

・海外の研究者・研究団体との交流・連絡・提携 

・その他本会の目的達成のために必要な事業 

第 4 条【会員】本会の会員は、本会の目的に賛同し、ボランティア学および関連する分野の研究・

実施に従事する者とし、正会員、学生会員、法人会員に分ける。 

正会員はボランティア学および関連する領域の研究・実施に従事する者。 

学生会員は大学・大学院に在籍する者。学生会員は役員選出以外の本学会の事業に参加

できる。 

法人会員はボランティア学および関連する領域の研究・実施に従事する法人。法人会員

は役員選出以外の本学会の事業に参加できる。 

第 5 条【会費】会員は会費を納入するものとする。金額は下記にしるす。 

 正会員： 年会費 5,000 円 

 学生会員：年会費 2,000 円 

 法人会員：年会費 10,000 円 

第 6 条【役員】本会の事業を運営するために下記の役員をおく。役員は正会員のうちから選ぶ。 

 会長（理事長） 1 名 

 顧問 若干名 

 理事 25 名以内 

 監事 2 名 

 理事は会員の選挙によって選出する者とし、理事会が会員の中から推薦し、総会の承認を得た

者を含む。理事の選挙、その手続きは別に定める細則による。 

会長（理事長）は理事の互選によって選出する。会長は本会を代表し、大会本部を定め、会議

を招集し会務を総括する。会長に事故があるときは代理をおくことができる。 

理事の互選により常任理事を若干名定める。 

顧問及び監事は理事会が総会の承認を得て委嘱する。顧問は学会を指導し、監事は本会の会計

を監査する。 

第 7 条【役員の任期】役員の任期は 3 年とする。ただし再任を妨げない。 

第 8 条【総会・理事会・常任理事会】総会は本会の最高決議機関であって、年 1 回これを開き、

本会の重要事項を審議決定する。理事会は会長と理事によって組織され、第 3 条に定める

本会の事業を行う。常任理事会は会長と常任理事によって組織され、理事会の委嘱を受け

て本会の業務を執行する。 

第 9 条【事務局】総会の承認を得て、事務局をおき、理事会が事務局長と若干名の幹事をおき、

本会の業務を実施する。 
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第 10 条【会計】本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。寄付受入

に関しては別に定める細則による。本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月

31 日に終わる。 

第 11 条【会則の改訂】本会会則は、総会出席者の 3 分の 2 以上の同意を得て、改正することがで

きる。 

 

付則 この快速は 1999（平成 11）年 2 月 13 日の国際ボランティア学会設立総会において制定

し、その日より発行する。 

 改訂 2002 年 10 月 27 日（第 4 回総会） 

 改訂 2003 年 11 月 9 日（第 5 回総会） 

 改訂 2005 年 2 月 20 日（第 6 回総会） 

 

 

細則 

 

１．理事選挙に関する細則 

第１条 理事選出の事務を管理するために選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は、正会員の

中から若干名を国際ボランティア学会会長が移植する。ただし、選挙管理委員会の構成

員は、理事選出に際して選挙権および被選挙権を保有する。 

第２条 理事選挙の候補者になろうとするものは、公示のあった日から定められた期日までの間

に、その旨文書をもって選挙管理院会に届出なければならない。理事に立候補する資格

は、国際ボランティア学会の正会員とする。 

第３条 理事定数は、会則第 6 条に基づき会員数に応じて決定される。候補者数が定数と同数ま

たはそれ以下の場合は無投票により当選とする。定数を満たさない場合、追加候補は募

らない。 

第４条 候補者数が定数を上回った場合は、不完全制限連記・無記名の投票を行う。投票は所定

の用紙を用い、全国一斉に郵送によって行う。 

第５条 選挙管理委員会は候補者一覧表を作成し、選挙人に公示しなければならない。 

第６条 当選は得票数の順位により上位のものからとする。 

第７条 理事の選出に当たって、規約および本規定に特別の定めのない事項は、選挙管理委員会

の権限に属するものとする。 

第８条 理事当選者が就任前に辞退或いは死亡した場合には、次点のものから順に繰り上げ当選

とする。 

 

２．寄付受入に関する細則 

（１）本会に対する会員および有志の個人・団体からの寄付の申し出があったときは、常任理事

会の議を経てこれを受納することができる。ただし、理事会および総会にこれを報告する。 
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国際ボランティア学会設立趣意書 

 

阪神･淡路大震災以降日本の社会にボランティアに対する理解と関心が広がってきている。なが

くボランティアといえば福祉、しかも弱者救済的な狭い理解が中心であった。またその関係で学

問研究も社会福祉分野において担われる傾向が強かった。しかし大震災のボランティア活動はそ

の枠を超えて大きな広がりを見せた。 

 またこの活動には国際的な連帯が見られたことも特徴的であった。20 世紀、人類が科学技術を

大きく発展させ地球を激しく開発した。その結果われわれは地球の資源枯渇の問題や環境悪化に

ともなう人類生存の危機を 21 世紀へ持ち込むことになってしまった。いま日本の政府、NGO(非

政府組織)、NPO（非営利組織）も含めて地球規模の諸問題解決のために世界的なネットワークで

取り組みが始められている。 

 日本の市民は震災を契機にボランティアヘの理解・関心を広げ、さらにそれが世界的な文脈で

地球や人類の利益に関わっていることを認識するようになっている。また、政府、行政、企業も

またボランティアヘの関心を持ち始めている今、学問研究分野も積極的なかかわりが期待されて

いる。ボランティアに関連する学問は大きな広がりの中で研究が進められ、かつそれらが有機的

に結びつけられなければならない。 

 ボランティアの原理、理念が究明されるためには、心理学、哲学、宗教学やそれらに密接に関

連する社会倫理が問題になる。活動展開にあたっては、経済学、政治学、法学、教育学、社会学さ

らには医学･理学･工学･文化人類学など、さまざまな既存の学問分野を踏まえた学際的な協同作業

が求められている。そこで、学会という自由で開かれた場の中でフィールドにおける実践を科学

しつつ、「ボランティア学」の構築を目指したい。 

 そのためにもボランティアの実践的な展開と日本における市民社会形成にむけてさまざまな現

場で実際に活動を担っているフィールドワーカーや市民の参画が不可欠である。ともすれば日本

のボランティア活動はその働きを地域や国内で完結し、国際的・地球的文脈で捉えることに意を

用いることが少なかったのではなかったか。われわれの活動の成果をひろく世界に分かち合うこ

とやそのための発信もまたこの学会の役割の一つである。 

 国際ボランティア学会には従来の専門領域の学問研究を越えて、学際的な視点で国際的な協同

を実現しつつ、複合的総合的な学会を目指すことが国内外から求められている。きたるべき 21 世

紀に向かって地球とその社会をより望ましい形で次の世代に引き継いでいくためにも、あらゆる

分野が連帯してしかも緊急に対処することが急務である。 

 私たちは違いを超えて学問研究の成果を分かち合い、それにもとづく実践を通して地球市民社

会を実現するために「国際ボランティア学会 The International Society of Volunteer Studies in 

Japan」を設立する。 

 

1998 年 11 月 
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隅谷三喜男賞・村井吉敬賞選考規定 

 

 

１．学会賞の設置 

国際ボランティア学会の賞として隅谷三喜男賞、村井吉敬賞を設ける。 

 

２．趣旨 

（１） 隅谷三喜男賞は、初代会長隅谷三喜男博士を記念し、ボランティア学研究およびボラ

ンティア活動の発展を期して、研究を奨励することを目的とする。受賞者には賞状お

よび記念品を授与する。 

（２） 村井吉敬賞は、学会の発展に多大な貢献のあった村井吉敬教授を記念し、実践を奨励

することを目的とする。受賞者には賞状および記念品を授与する。 

 

３．対象者 

隅谷三喜男賞、村井吉敬賞併せて毎年度原則、2 名（個人あるいは団体） 

 

４．選考対象 

（１） 隅谷三喜男賞：著作・論文（学会誌掲載論文、およびボランティア学に関する著書・

論文） 

賞の対象となる著作・論文等を、自薦あるいは他薦により、本学会賞選考委員会あて

に、本性に応募する旨を明記して、申し出た者。 

（２） 村井吉敬賞：実践 

賞の対象となる活動記録を、自薦あるいは他薦により、本学会賞選考委員会あてに、

本賞に応募する旨を明記して、申し出たもの。 

 

５．賞選考委員会 

本学会理事の互選による 5 名以内で構成する。選考委員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。

選考委員長は選考委員の互選とする。選考委員会は必要に応じて会員の協力を求めることが

できる。 

 

６．選考手順 

賞選考委員会は選考を当該年の総会以前におこない、理事会の決議を経て、大会および総会

において発表する。 
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国際ボランティア学会への各種ご連絡・お問い合わせ先 

 

【事務局】 

〒565-0871 

大阪府吹田市山田丘 1-2 

大阪大学大学院人間科学研究科グローバル共生学（国際協力学）講座内 

TEL&FAX: 06-6879-8064 

EMAIL: volsocio@hus.osaka-u.ac.jp 

 

【学会ホームページ】 

http://isvsjapan.org/ 

 

【会費】 

［年会費］ 

・学生会員 2,000 円 

 ・一般会員 5,000 円 

 ・法人会員 10,000 円 

 

［郵便振替口座］ 

 口座番号：00980-1-140210 

 加入者名：国際ボランティア学会 

 

 

 

※ 入会ご希望の方は次頁にご記入の上、事務局までメールまたはFAX でご連絡ください。また、

ホームページの入会案内フォーム（http://isvs.hus.osaka-u.ac.jp/registration.html）からもお申

込いただけます。関心のある方のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

http://isvsjapan.org/
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国際ボランティア学会入会申込書 

 

年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふ り が な  

氏 名 
 

ロ ー マ 字 表 記  

会  員  区  分 

（該当する区分に○

をして下さい） 

一般   ・    学生 

所 属 機 関 
 

 名簿作成の際、非公開を希望する項目には□にチェックを入れてください。 

希望連絡先 

 

所属先 

・ 

自宅 

 

 

所属先 

□〒    -       

 

□TEL                 FAX 

自 宅 

□〒    -       

 

□TEL                 FAX 

E-Mailアドレス □              @ 

 以下の項目は名簿には掲載されません。 

生年月日        年     月     日 

最終学歴 

および学位 

 

活動分野または 

関心分野、専攻分野 

 

主要活動歴 

または主要業績 

 

備 考 
 

※事務局記入欄  入会年：     年   処理日：   年   月   日 



44 

 

国際ボランティア学会入会申込書 

（法人用） 

 

年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふ り が な  

法 人 名 
 

ロ ー マ 字 表 記  

代 表 者 
 

 

連 

絡 

先 

〒    -       

TEL FAX 

E-Mailアドレス 

または 

ホームページ 

 

設立年月日 年     月     日 

設立趣旨・活動分野 

 

主要活動歴 

または主要業績 

 

備 考 
 

※事務局記入欄  入会年：     年   処理日：   年   月   日 
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国際ボランティア学会 第 19回大会実行委員会 

 

 

 

実行委員長 川口 純 （筑波大学） 

  

実行委員 坂口 真康（兵庫教育大学） 

 山本 在 （筑波大学日本マラウイ学生団体） 

 大久 真実（筑波大学日本マラウイ学生団体） 

 野村 優太（筑波大学日本マラウイ学生団体） 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

〒305-8572 つくば市天王台 1-1-1 

筑波大学教育研究科 川口 純 研究室内 

国際ボランティア学会第 19 回大会実行委員会 

 

TEL: 029-853-6746 

E－mail: volsocio19@gmail.com 

 

 

 


