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国際ボランティア学会第23回大会参加のみなさまへ 

　このたび、国際ボランティア学会の第23回大会の実行委員長を担当させていただくこと

になりました。同志社大学在職中の第9回大会と立命館大学びわこ・くさつキャンパス

（滋賀県草津市）での第13回大会に続く、3度目の役割を頂戴しております。ただし、こ

れまでとは異なり、一定の収束が図られつつも終息にはまだ時間を要するということも

あって、オンラインにて皆さんをお迎えさせていただきます。 

　今回は「ポストCOVID-19における越境的支援のかたち～越境知としてのボランティア

学～」をテーマに掲げ、実行委員となったスタッフ一同、準備にあたっております。2021

年11月1日の時点で22名がスタッフとなり、その大半は立命館大学サービスラーニングセ

ンターの学生スタッフ（コーディネーター）ですが、そうした学部生らの好奇心を支え

に、当会会員でもある山田翔太副委員長（立命館大学大学院国際関係学研究科博士課程後

期課程）と共に、昨年度の名桜大学によるオンライン大会の成果をリレーして参る所存で

す。大会テーマは長きにわたるコロナ禍も踏まえ、空間を越えて、また時代を越えて、ボ

ランティアにかかわる知の地平を探究する機会としたいという願いの表れと捉えていただ

ければ幸いです。 

　越境知とは聞き馴染みのない表現だと受け止める方もおられるかもしれませんが、この

言葉は10年前に委員長をお引き受けした第13回大会以降、東日本大震災で大きな被害を受

けた地域を通う中で手にした『越境する対話と学び』（新曜社、2015年）で目にした言葉

です。そこには、青山学院大学の香川秀太先生により「潜在的で、不可視だった相互の利

害や思いや視点のズレや対立を顕在化して共有しその矛盾を乗り越えようとして生まれる

新しい独自の知」（pp.58-59）と定義されています。常々、国際ボランティア学会は、専

門やテーマを横断した各種発表がなされてきたことを改めて想い起こしつつ、皆様の幅広

い発表・参加により、コロナ禍を経て紡ぎ出された越境知をもとに交歓する場となること

を願っております。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第23回大会実行委員長　　　山口 洋典 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（立命館大学共通教育推進機構教授） 
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大会プログラム [最終版] 

第1日目【2月19日(土)】 

8:30～ Zoomミーティング開室
9:00～10:20 一般発表1「いかす」〔座長：山口 洋典（立命館大学）〕

9:05～ バングラデシュで学ぶグローバル・イシュー [副題あり] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

南出 和余（神戸女学院大学）
9:30～ 県立高校の魅力化を目指した外国人による地域おこし 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

タペノワ グルデン（皆野町地域おこし協力隊）ほか6名
9:55～ 国際ボランティア活動におけるICT活用の可能性 [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

生貝 遥香（大阪大学人間科学部）

10:30～11:50 一般発表2「ひらく」〔座長：堀江 正伸（武庫川女子大学）〕
10:35～ 日本における現代コスモポリタニズムの実践 [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

百瀬 圭吾（立教大学大学院法学研究科政治学専攻）
11:00～ 在日ミャンマー人女性との情報発信の実践 [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

宗田 勝也（総合地球環境学研究所）
11:25～ 外国人集住都市会議における「日本語」と「母語」の位置づけ [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

奴久妻 駿介（北海道武蔵女子短期大学）

12:00～12:10 大会実行委員会よりウェルカムスピーチ
12:15～13:20 総会
13:30～14:50 シンポジウム

[事前収録] キーノートスピーチ「ポストCOVID-19における越境的支援のかたち」 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

今井 紀明（認定NPO法人D×P理事長） 
宗田 勝也（総合地球環境学研究所研究員・難民ナウ！代表）【聞き手】

13:35～ パネルディスカッション「再論・大学と震災とボランティアセンター」 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

赤澤 清孝（大谷大学社会学部准教授） 
其田 雅美（東北学院大学学務部教務課） 
川原 直也（岩手県立大学研究員・いわてGINGA-NET代表） 
山口 洋典（立命館大学共通教育推進機構教授）【進行役】

15:00～16:20 企画セッション
【ルーム1】大学生の地域活動は地域に何かを
もたらし得るのか？ [副題あり] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

○秋吉 恵（立命館大学）、森田 恵（湘南工科
大学）、奥貫 麻紀（関西学院大学）、秦 憲志
（滋賀県立大学）

【ルーム2】コロナ禍だからこそできる学生の
国内ボランティア！ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

○佐々木 康介（高知県立大学）、佐々木 美貴
（名桜大学）、佐藤 康介（名桜大学）、福田 
菜々子（高知県立大学）

16:30～17:50 一般発表3「つむぐ」〔座長：小川 寿美子（名桜大学）〕
16:35～ 語りから考える「国際ボランティア」 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

佐々木 康介（高知県立大学）ほか6名
17:00～ バングラデシュの賃金労働と女性のエンパワーメント [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

綿貫 竜史（名古屋大学大学院）
17:25～ 持続可能な開発を模索するボランティアとアグロエコロジー教育 [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

小張 真理子（筑波大学）ほか17名

18:00～19:20 常任理事会企画
共話シリーズを語りなおす 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

阿部 健一（総合地球環境学研究所教授） 
中村 安秀（国際ボランティア学会会長） 
飛田 ほのか（名桜大学国際学群国際文化専攻3年次・共話シリーズ事務局長）

19:30～20:30 交流会
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第2日目【2月20日(日)】 

Zoomミーティング進行：山口 洋典（立命館大学） 
＜本大会はJSPS科研費18K02742に関連する企画です＞ 

8:30～ Zoomミーティング開室
9:00～10:20 一般発表4「つながる」〔座長：柳 敏晴（神戸常盤大学）〕

9:05～ 国際ボランティア活動参加による意識変容に関する研究 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

堀之内 裕一（特定非営利活動法人沖縄NGOセンター）
9:30～ デジタルバッジを利用したボランティア活動参加電子証明書の設計と運用 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

山田 恒夫（放送大学）ほか2名
9:55～ コロナ禍における学生団体の工夫とポストCOVID-19への展望 [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

細見 奈生（筑波大学）ほか2名

10:30～11:50 実行委員会テーマトーク企画1
COVID-19と学生ボランティア：活動における苦悩・葛藤・変容と今後の展望 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

山田 翔太（立命館大学大学院国際関係研究科博士課程後期課程）【コーディネーター】 
道端 明日美（立命館大学政策科学部・サービスラーニングセンターOIC） 
寺西 梨沙（立命館大学国際関係学部・関西あおぞらプロジェクト） 
植村 陽平（大阪電気通信大学工学部・びわこてらこや） 
小島 祥美（東京外国語大学）【コメンテーター】

12:00～12:10 大会実行委員会より活動紹介
12:15～13:20 ランチセッション

思い出と交流の場づくりの仕組みと仕掛け 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

佐々木 和之（洗堰レトロカフェ・滋賀県立大学） 
武田 みゆき 
久保田 夏菜（立命館大学食マネジメント学部・サービスラーニングセンターBKC） 
寺田 歩（立命館大学食マネジメント学部・サービスラーニングセンターBKC）

13:30～14:50 実行委員会テーマトーク企画2
物語を届ける 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

団 士郎（家族心理臨床家・漫画家・立命館大学客員教授） 
上野 知子（立命館大学共通教育課）【聞き手】

15:00～16:20 一般発表5「かかわる」〔座長：中村 安秀（日本WHO協会）〕 [*2/20に発表順に変更有]
15:05～ コロナ禍におけるこども食堂運営実態と継続要因に関する研究 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

富田 沙耶（早稲田大学人間科学部）ほか5名
15:30～ ボランティアとアグリダイバーシティの可能性 [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

先家 茉子（名桜大学・若井農園）ほか3名
15:50～ 東京2020大会ボランティアのTwitter投稿に関するテキストマイニングを用いた内容分析 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

佐野 晃（筑波大学大学院）

16:30～17:50 一般発表6「つづける」〔座長：黒瀬 聖子（ICYEジャパン）〕
16:35～ 災害復興地域における村民の水源利用とNGOによる支援 [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

山田 翔太（立命館大学大学院国際関係研究科）ほか1名
17:00～ 社会的実践への参加が生起するインシデンタルな学びの過程と条件 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

三宅 隆史（シャンティ国際ボランティア会）
17:25～ ザンビア都市部における障害者団体の活動の変容 [副題あり] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

日下部 美佳（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）

18:00～19:20 クロージングセッション
コロナ禍における居場所づくり：越境知としてのボランティア学を求めて 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

蔵田 翔（特定非営利活動法人寺子屋共育轍） 
佐藤 すみれ（特定非営利活動法人やんちゃ寺） 
坂中 俊介（立命館大学経済学部・サービスラーニングセンターBKC）【聞き手】

19:30～20:30 交流会
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大会参加者へのご案内 

1．【大会参加について】 
・大会参加はPeatixシステム経由でお申込いただきます。お支払いの完了が確認できましたら参加申
込み完了者用の情報（ZoomのURL等）をお届けいたします（大会3日前および大会前日にお知らせ
する予定です）。 
・領収書の発行が必要な方は、指定の住所に大会終了後速やかに郵送します。 
[当初は発表申込者の方を対象に「申込時に必要事項を記入いたければ」としておりましたが、一般参加者の
方も2/28まで受け付けますので実行委員長宛 gucci@fc.ritsumei.ac.jp にお申し出下さい。] 

・大会参加の証明が必要な方は、大会当日のZoomにログイン情報をもとに、領収書に「参加確認済
（大会実行委員会）」と記して郵送いたします。 
[当初は発表申込者の方を対象に「申込時にお知らせいただければ」としておりましたが、一般参加者の方も
必要な場合には2/28まで受け付けますので、実行委員長宛 gucci@fc.ritsumei.ac.jp にお申し出下さい。] 

2．【参加費について】 
・一般会員……… 1,000円 
・学生会員……… 500円 
・非会員………… 2,000円 
・高校生以下…… 無料 
＊発表費用は参加費に含まれます。 
＊企画セッションに登壇される非会員の方も、大会参加費の支払いが必要です。 
＊高校生以下の参加については、大会事務局にご相談ください。 
＊なお、大会が中止になった場合を除き、一旦お支払いいただいた参加費の返金には応じかねますのでご了承く
ださい。 

3．【発表要件について】 
研究発表は、以下の2つの条件を満たす必要があります。これらを満たさない場合は、発表取消しと
なりますので、ご注意ください。 
（1）抄録集への原稿の掲載 
（2）当日の発表（指定された時間に指定のオンラインでの発表） 
＊発表されなかった場合は第23回大会特設ページ（本ページ）に「発表取り下げ」と告示の上、後日修正版の抄
録集に差し替えさせていただきます。 

4．【大会運営について】 
事前に下記をお読みください。参加・発表申込をされた場合には、下記に同意したこととなりますの
で、かならずご確認ください。 
＊オンラインでの開催に際し、円滑な運営に努めますが、システムあるいは個々の機器に生じた場合など、国際
ボランティア学会および大会実行委員会はその責任を負いません。 
＊発表内容については、研究倫理に充分に留意し、特に著作権・肖像権・個人情報等について丁寧に取り扱いく
ださい。 
＊参加・発表に際して必要な機材や通信環境およびその通信料は各自でご準備・負担ください。 
＊大会実行委員会によるセッション等はレコーディングをいたしますが、学会誌等で内容を再録するための記録
用ですので、あらかじめご諒承ください。 
＊Zoomミーティングの仕様上、参加者によるスクリーンショットをはじめとした画面のキャプチャーを運営側
で完全に抑止することはできませんので、互いに高い倫理感のもとでマナーを守り、充実した大会となるよ
う、配慮とご協力をお願い申しあげます。 
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一般発表1 

〔いかす〕 

2月19日（土）　9:00～10:20 

＜Zoomメインルーム＞ 

座長：山口 洋典（立命館大学） 

バングラデシュで学ぶグローバル・イシュー：フィールド教育の転換 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.8 
南出 和余（神戸女学院大学） 

県立高校の魅力化を目指した外国人による地域おこし 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.9 
◯タペノワ グルデン（皆野町地域おこし協力隊）、ベイセンバイ ゼレ（皆野町地域おこし協力
隊）、伊藤 和哉（早稲田大学大学院人間科学研究科）、徐 桜晗（早稲田大学大学院人間科学研
究科）、黒澤 栄則（皆野町みらい創造課・早稲田大学人間総合研究センター）、齋藤 篤（早稲
田大学人間総合研究センター）、扇原 淳（早稲田大学人間科学学術院） 

国際ボランティア活動におけるICT活用の可能性：COVID-19感染拡大下でのNPO法人NICEの
オンラインプロジェクトを事例に 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.10 
生貝 遥香（大阪大学人間科学部） 
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バングラデシュで学ぶグローバル・イシュー：フィールド教育の転換 
○南出和余（神戸女学院大学） 

キーワード：バングラデシュ、フィールド教育、グローバル・イシュー 
 
1. 海外体験学習アリーナとしてのバングラデシュ 
 とくに 1990 年前後から、バングラデシュでは国際協力 NGO や大学が現地 NGO との連携によ

って、現地の貧困対策や社会開発をテーマとした海外体験学習が多く展開されてきた。多くの場

合、現地 NGO の取り組みの一端を見学、体験して、その取り組みの必要性や効果、限界や課題に

ついて、それに従事しているスタッフや現地の受益者らから話を聞く。同時に、現地滞在によっ

てのみ可能なバングラデシュの衣食住の異文化体験や文化交流をする。そうした体験やふれあい

を通じて、「私たちにできること」を考えるというのが多くの場合の目的とされる。とくにバング

ラデシュへの支援活動をする国際協力 NGO は、ツアーをきっかけに運動に帰国後も関わり続け

ることを期待する場合が少なくない。こうした開発実践が（異文化体験以上に）海外体験学習の

中心テーマとなりうることがバングラデシュの特徴と言える。現地 NGO がバングラデシュ全土

で活動しており、人々の生活の末端まで入り込んでいたからである。さらにはバングラデシュの

人々の明らかなホスピタリティも、訪問者の受け入れを助けている。その結果、バングラデシュ

を短期旅行訪問する外国人は、いわゆる観光旅行客より、こうした体験学習訪問者の方が圧倒的

に多い。そのことがバングラデシュの開発を確かに促進した一方で、「支援する側」の社会におけ

るバングラデシュに対する「貧困イメージ」を固定していることもまた事実であろう。 
 
2. バングラデシュの社会変動 
 言うまでもなく、バングラデシュ社会は 1990 年代とは明らかに変化している。特に 2000 年代

に入ってからの経済変化は著しく、経済成長率は常に年率 6％を保っている。1 人当たり名目 GDP
は、1990 年に 337.6 USD だったのに対して 2021 年は 2138.8 USD に伸びている。1990 年代には教

育普及が課題であったのに対して、2008 年の教育改革以降は教育の質改善が課題とされている。

バングラデシュはもう「アジアの最貧国」ではない。そして何よりの変化は経済構造のグローバ

ル化、そこでの人々の働き方や雇用であろう。このなかで、バングラデシュでの海外体験学習か

ら学ぶこと、そこで考える「私たちにできること」も同時に変化していかなければならない。 
 
3. 「ビジネスパートナー」として学ぶグローバル・イシュー 
 発表者は、1990 年代に自ら大学生のとき海外体験学習を通じてバングラデシュと出会い、それ

がきっかけとなって文化人類学研究を始めた。2000 年から長期フィールドワークをはじめて 20
年が経過した。現在、大学教員としてバングラデシュをどう伝えるかというのは、90 年代に自ら

が出会ったバングラデシュとは明らかに異なり、そしてバングラデシュが抱える課題と日本での

私たちの生活は、より直接的に関係していることに気づく。それは、日本とバングラデシュが「開

発パートナー」から「ビジネスパートナー」へと移行していることとも関係する。 
現在のバングラデシュの社会変動、そして国際関係のあり方の変化のなかで、バングラデシュ

で学ぶ「グローバル・イシュー」とは何か、どうあるべきか、を本発表では考えたい。 
 
参考文献 
子島進、藤原孝章 編（2017）『大学における海外体験学習への挑戦』ナカニシヤ出版 
南出和余（2020）「バングラデシュ・フィールド・スタディ－映像制作を手法としたフィールド教

育の可能性」『女性学評論』36号、近刊、神戸女学院大学発行 
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県立高校の魅力化を目指した外国人による地域おこし 
◯タペノワ グルデン（皆野町地域おこし協力隊），ベイセンバイ ゼレ（皆野町地域おこし協力隊）， 
伊藤和哉（早稲田大学大学院人間科学研究科），徐桜晗（早稲田大学大学院人間科学研究科）， 

黒澤栄則（皆野町みらい創造課，早稲田大学人間総合研究センター）， 
齋藤篤（早稲田大学人間総合研究センター），扇原淳（早稲田大学人間科学学術院） 

キーワード：高校魅力化，地域活性化，地方創生 
 
1. 背景 
埼玉県秩父郡に位置する皆野町は，2021年 4月 1日現在の町内人口は 9455人で，人口減少，
少子高齢化が課題となっている．埼玉県立皆野高等学校（以下，皆野高校）は，秩父で唯一の商

業高校であり，観光客向けのお土産商品の開発に取り組んでいる．筆者らはカザフスタン共和国

出身留学生（2018，2019年度，早稲田大学人間科学部留学）として埼玉県中山間「ふるさと支援
隊」活動に参加し，皆野町との交流を深めてきた．さらに筆者らは皆野町地域おこし協力隊（2020
年 9月，2021年 1月着任）隊員として，皆野高校の魅力化による町の活性化を目的として活動を
行なっている．活動内容は，皆野高校の授業への参加，英語での交流，同校で開催している国際

クラブ「High Five」の活動（英会話，文化交流），早稲田大学との連携による国際交流プログラ
ムなどである．本研究では皆野高校の教職員・生徒を対象としてインタビューを行い，これまで

筆者らが行なってきた取り組みの成果や今後の課題について検討することを目的とした． 
2. 方法 

2021年 12月 8日から 24日の間に，皆野高校の教員 6名と生徒 39名を対象に構造化インタビ
ューを行った．インタビューは，教員に対して個別に 10〜15分，生徒に対しては学年ごとにそれ
ぞれ 10分間行なった．インタビュー内容は，地域おこし協力隊が来るようになってからの学校や
自分自身の変化（質問 1），地域おこし協力隊が参加したイベントや授業で印象に残っていること
（質問 2），地域おこし協力隊の今後の課題と期待（質問 3）について尋ねた．分析方法はM-GTA
分析を採用し，インタビュー調査で得られたデータについて逐語録を作成した．そして，内容を

意味のあるまとまりごとに語りとして分けた後，語りを説明する概念をコード化した．最後に，

類似したコードをカテゴリーとして分類した． 
3. 結果 
質問 1について，教員の回答は，経験したことのない学び，異文化理解，地域との交流の促進，
地域に対する前向きな考えなど 4 カテゴリーに，生徒の回答は，異文化理解，コミュニケーショ
ン能力の向上，地域との交流機会の増加，地元への愛着などの 4 カテゴリーに分類された．質問
2について，教員の回答は，国際交流プログラム，商品開発サポート，英語学習，生徒との関わり
など 4カテゴリーに，生徒の回答は，文化交流，実践的な英語学習などの 2カテゴリーに分類さ
れた．質問 3について，教員の回答は，地域との架け橋，活動の継続など 2カテゴリー，生徒の
回答は，活動の工夫や交流機会の増加などの 2カテゴリーに分類された． 
4. 考察 
筆者らは地域おこし協力隊として，国際化の推進や，皆野高校の魅力化を目指して活動を行な

ってきた．これまでの国際交流の実施や地域おこし協力隊との関わりを通して，同校生徒の異文

化理解が深まったことを実感している．一方，地域おこし協力隊の活動への評価について，地域

住民や，皆野高校を所管する埼玉県，皆野町の職員を対象とした調査は不足している．本研究の

インタビューにより，地域おこし協力隊が皆野高校で活動することで，学校と地域の関わりが増

えたこと，異文化理解が深まり視野が広がったことが成果として挙げられた．今後の課題として，

皆野高校，地域住民，地元中学校等の継続的な交流・連携の仕組みづくりが必要である． 

ISVS23�1⽇⽬(2/19) ⼀般発表1



-  -10

国際ボランティア活動における ICT活用の可能性：COVID-19感染拡大下で
の NPO法人 NICEのオンラインプロジェクトを事例に 

○生貝遥香（大阪大学人間科学部） 
キーワード：国際ボランティア活動、オンラインボランティア活動、ICT、NGO、COVID-19 

 
1. 研究背景 

2020 年、COVID-19 感染拡大の影響を受け、外国人や海外の諸課題に対して実践される「国際
ボランティア活動」の中でも、海外に渡航して行う活動（以下、渡航型国際ボランティア活動）

の多くが制限された。そのため、ICT（情報通信技術）を活用して途上国の人々と繋がり、活動を
行う「オンライン型国際ボランティア活動」が代替として行われるようになっている。「国際ボラ

ンティアにも、ボランティア活動と ICTとの関わりのなかで、新たな可能性がもたらされている」
（山田 2017: 5）ことは以前より指摘されていた。しかし、国際ボランティア活動における ICT活
用に関する研究は不足している。 
 

2．研究目的と調査手法 
本研究の目的は、国際ボランティア活動における ICT活用の可能性を、オンライン型国際ボラ
ンティア活動の事例をもとに明らかにすることである。調査手法は、NPO法人 NICEによるオン
ラインプロジェクト「PEKALONGAN WEB CAMP」に対する参与観察と、その参加者 3人および
プロジェクト担当の NICE 職員 1 人に対するオンラインでの半構造化インタビュー調査を採用し
た。そして、オンライン型国際ボランティア活動の効果と課題を参加者の視点から検討した。 
 

3．結果と考察 
調査より、オンライン型国際ボランティア活動の 7つの効果と 6つの課題が明らかになった。
効果は、「対象国や対象課題に対する理解が深まり、課題を身近に感じられるようになる」、「他の

ボランティア活動や国際ボランティア活動への参加意欲が高まる」、「インターネット環境があれ

ば、どこからでも参加できる」、「必ずしもまとまった時間が必要ない」、「費用が多くかからない」、

「自分の生活ペースを保ちやすい」、「怪我や病気の人でも参加できる」である。一方課題は、「オ

ンラインツールを介して（特に大人数で）、円滑なコミュニケーションを取ることが難しい」、「相

手の感情や現地の雰囲気が伝わりにくい」、「英語でのコミュニケーション能力不足が、積極的な

プロジェクトへの参加を妨げる」、「オンラインツールの慣れに個人差や国ごとの差がある」、「イ

ンターネット環境やデバイスのスペックに対する配慮が必要」、「肉体労働の面で現地に対して貢

献ができない中で、活動の目標を設定することが難しい」である。 
調査結果を踏まえ、国際ボランティア活動に ICTを活用することの 3つの可能性が明らかにな
った。1つ目は、情報を視覚的にわかりやすく整理できるオンラインツールや翻訳ツール、VRな
どの有用な ICT の活用が今後さらに期待できる点である。2 つ目は、これまで国際ボランティア
活動への参加が難しかった社会人や小中学生・高校生も参加しやすい点である。3つ目は、同じ国
際ボランティアプロジェクトへの再参加や渡航型とオンライン型を織り交ぜたハイブリッド型、

オンライン型国際ボランティア活動を寄付と組み合わせるなど、新たな国際ボランティア活動の

形を提示できる点である。これらの国際ボランティア活動に ICTを活用することの可能性には、
国際ボランティア活動で課題とされてきた点を克服し、活動をより充実したものにするという、

渡航型国際ボランティア活動を代替する以上の意義があると考える。 
 

4．引用文献 
山田恒夫（2017）「情報化社会における国際ボランティア活動」『ボランティア学研究』17: 5-12. 
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日本における現代コスモポリタニズムの実践―その出発点としてのインドシナ難民救済― 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.12 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.13 
宗田 勝也（総合地球環境学研究所） 
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日本における現代コスモポリタニズムの実践 

―その出発点としてのインドシナ難民救済― 
○百瀬圭吾（立教大学大学院法学研究科政治学専攻） 

キーワード：インドシナ難民、在住外国人、国際人権法、新しい市民運動、コスモポリタニズム 
 

1970年代後半、日本が国内に受入れたインドシナ難民は、その数からすれば、1980年代後半か
らの在住外国人急増の直接的な要因とはならなかった。しかし、同質性が強い日本社会にとって、

難民という「他者」を在住外国人として受入れていくことは、想像をはるかに超えるインパクト

を与える出来事だった。それは、政府をはじめ国家のみならず、市民社会にまで波及していくも

のとなり、この時、国際人道支援や在住外国人支援に取り組む個人やボランティアが多数現れた。 
一方、インドシナ難民受入によって日本が批准した難民条約は、日本政府に対して、在住外国

人も国民と同等の社会保障が享受できること等、内国民待遇1を要求した。このように、難民条約

をはじめ「国際人権法（International human rights law）」を承認していくプロセスの中で、日本は
在住外国人にとって差別的かつ不公正であった国内法の改正を余儀なくされたのである。ここに

は、1970年代から 80年代に渡り、国連を中心とした国際社会において広がりつつあった、人権の
普遍性への探究（坂本 [1988]2015:235-40）が少なからず作用していたと考えられる。というのも、
日本が難民条約に先立って批准した国際人権規約が 1976年に発効され、東西冷戦の渦中にありな
がらも、人種、女性、子ども、障がい者等の人権問題が国際社会で取り上げられていたからであ

る。人権の普遍化は、もはやグローバルな課題となりつつあったのである（前掲書同頁）。 
このように、人権の普遍性のグローバルな広がりとともに、先述したインドシナ難民問題は、

日本の市民社会にも新たな胎動をもたらした。1970年代末、インドシナ難民を大量に受入れてい
たタイの難民キャンプで活動する日本のボランティア団体がいくつも組織化され（Hirata 2002:15-
7,30-6）、1980年代後半からは、日本国内で在住外国人支援に取り組む団体も発足し始めた（伊藤 
1996:300-3）。これらは明らかに、それまで国内で行われていた市民運動や住民運動とは異なる規
模や対象に向けられて展開されたものであった。学術的には、市民社会論における「新しい市民

運動」（山本 2017:43）と呼ばれるカテゴリーに含まれる事例となったのである。 
小括すれば、これらの運動は、精神的境界としての自己や我々、空間的境界としての国境や国

家を超えた「コスモポリタニズム：世界市民主義」の実践だった、と捉え直すことができよう。

コスモポリタニズムとは、国籍や民族の共通性ではなく、ただ人間であることに基づいて、地球

的規模で個々人の人権保障の実現をめざす、という考え方である。だとすれば、インドシナ難民

救済とは、日本における現代コスモポリタニズムの実践の出発点であった、と結ぶことができる。 
 
【参考文献】 
伊藤道雄、1996 年、「転換期の NGO活動 歴史と展望」、『講座外国人 定住化問題 第 4 巻 自治

体政策の展開と NGO』、渡戸一郎編、明石書店、291－334頁。 
坂本義和、[1988年]2015年、『権力政治を超える道』、岩波書店。 
山本英弘、2017 年、「社会運動論―国家に対抗する市民社会」、『市民社会論―理論と実証の最前

線』、坂本治也編、法律文化社、39－54頁。 
Hirata, Keiko.2002. Civil Society in Japan: The growing influence of NGOs over Tokyo’s aid and 

development policy. Palgrave Macmillan. 

 
1 内国民待遇とは、条約の批准国が在住外国人にも自国民と同等の権利を保障させること。 
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在日ミャンマー人女性との情報発信の実践～「社会問題化」の観点から～ 
○宗田勝也（総合地球環境学研究所） 

キーワード：ミャンマー、クーデター、社会問題、クレイム、メディア 
 
 本発表は、2021 年 2 月 1 日、ミャンマーで発生したクーデターを背景に、日本で暮らすミャン

マー人女性 S さんによる情報発信の取り組み、「ミャンマー ともに歩む／まえに進む―いまの情

勢と声」（以下、「ともに歩む」）に着目する。発表者は、S さんと協働して情報発信に取り組んだ。

当事者の一人として、制作現場の参与観察をもとに、約 8 ヵ月にわたる実践を社会問題の観点か

ら考察するものである。 
 「ともに歩む」は、2021 年 4 月 21 日から開始された。毎週月、水、金曜日の 21 時から 21 時

10 分までの約 10 分間、YouTube でライブ配信を行った。 
 2004 年より難民に関する情報発信に取り組んできた発表者は、番組を通して日本で暮らすミャ

ンマー難民と出会い、2014 年から彼らが設立した自助団体で事務局長として活動してきた。2021
年 4 月、クーデターを受けて、自助団体のメンバーや、ミャンマーの民主化支援に取り組んでき

た国会議員らとともに、ミャンマーで起こったことを整理し、日本社会に期待される役割を議論

するオンラインシンポジウムを開催した。S さんは、このシンポジウムに若い世代を代表する登

壇者として参加した。S さんの「とにかく声をあげ続けることが大切」というメッセージに触発さ

れ、「ともに歩む」の企画が浮上した。 
 「ともに歩む」は、ミャンマーにおける国軍の暴力や、市民生活の状況、日本国内を中心とし

た海外のミャンマーコミュニティの取り組み、S さんの思いなどを発信した。日本政府に対して、

クーデターを起こした国軍への明確な行動とともに、クーデター後、2020 年のミャンマー総選挙

で選出された国会議員や少数民族の代表が中心となって設立した、「国民統一政府」（National Unity 
Government of Myanmar：NUG）をミャンマーの正統な政府として承認することを求めた。また日

本の市民社会にミャンマーの状況に関心を持ってもらうことを目的とした。S さんと発表者が共

同ホストとなり配信を続けた。時には日本の国会議員や、ミャンマーの支援に取り組む団体スタ

ッフ、大学生などをゲストに招いて番組を構成した。 
 番組は、ミャンマーを支援する人々の間で、ミャンマー国内の状況と、日本で暮らすミャンマ

ー人の思いを知るとともに、募金活動や署名など支援活動に参加するための最新の情報を得るこ

とができる取り組みとして受け止められた。また主流メディアのミャンマーに関する報道の減少

を補完していると評価する意見も寄せられた。一方で、S さんが番組内でも繰り返し言及したよ

うに、「まだまだミャンマーのことを知らない人たちが多くいる」という状況を変えることは容易

ではなかった。そうした中、S さんと発表者は、複数の市民団体の勉強会に講師として招かれた。

そこで出会った人たちが、ミャンマー支援の具体的な行動を起こした経験を通して、より直接的

な情報の伝達、すなわちオンラインであっても閉じた空間で、参加者と意見交換が可能な勉強会

などに活動を変容させていくこととし、既存の取り組みは、2021 年 12 月 15 日の第 100回配信を

契機として一旦、終了することとなった。これは、ジョエル・ベストによる整理を踏まえれば「他

者に対して何かが問題であること、解決されるべき問題が存在することを説得しようとする主張

であり、試み」（ベスト,2020,p.34）すなわち「クレイム」の受け手の再検討がなされたと言える。

本発表は、「ともに歩む」のボランタリーな試みについて、社会問題化の観点から成果と課題を考

察する。 
 
【引用文献】 
ジョエル・ベスト.2020.『社会問題とは何か―なぜ、どのように生じ、なくなるのか』.筑摩書房 
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外国人集住都市会議における「日本語」と「母語」の位置づけ： 
外国人集住都市会議 2005年から 2019年の議事録分析 

○奴久妻 駿介（北海道武蔵女子短期大学） 
キーワード：外国人集住都市会議、日本語教育、母語教育、多文化主義  

 
1. 問題意識 
 日本における外国人児童生徒に関わる諸課題は、これまで多くの研究者や現場スタッフに注目

されてきた。しかし、中央政府と自治体が関わる対話の場において、いかなるキーワードが特に

注目されてきたかを明示化しているものは少ない。そこで本研究は、外国人集住都市会議におけ

る「日本語」と「母語」の位置づけについて、テキスト分析を用いて明らかにした。 

 

２．研究方法と研究対象 
 本研究では、KH coder（樋口、2020）による共起ネットワークの作成および KWIC コンコーダン

スを用いた語の文脈に対する考察を行った。対象とした資料は「外国人集住都市会議よっかいち

2005」の議事録から「外国人集住都市会議うえだ会議 2019」の議事録までの 15 年分である。 

 

３．分析結果 
外国人集住都市会議の 2005 年か

ら 2019 年の議事録を参考に、共起

尺度の集計単位を「文」（「文」の単

純集計数 20,242）とし、総抽出語数

698,901 の内、「名詞」「地名」（計

84,975 語）を出現順上位「60」で選

定した。そして、語の最小出現数を

「150」と設定し、キーワード間（語

－語）の Jaccard 係数による共起関

係を右のネットワーク図として明

示化した（図 1）。結果は、「日本語」

の登場回数が 2,743 回である一方、

図１には表示されていない「母語」

の登場回数は 159 回であり、同会

議全体では、日本語教育を前提とし

た議論が中心的なテーマである様

子がうかがえる。しかし、2015 年から 2019 年の議事録のみで同分析を行うと、「母語」は 44 番目

（登場回数 99 回）に多く登場した語であった。また、比較的「学校」との相関性のある「公立」

（Jaccard 係数：0.13）と「ブラジル」（Jaccard 係数：0.12）については、「公立」の登場回数が 207
回である一方、「ブラジル人学校」は 128 回と決して少なくない回数がトピックとして登場してい

たが（「ブラジル」のみで 747 回）、コロケーション統計においては「左右 1－5」設定で、「ブラジ

ル」と「母語」の組み合わせは 2 回のみだった。 
 
【引用文献】樋口耕一．2020．社会調査のための計量テキスト分析：内容分析の継承と発展を目

指して 第 2版．ナカニシヤ出版 
【謝辞】  本研究は JSPS科研費 21K20227 の助成を受けたものです。 

図 1 外国人集住都市会議の共起ネットワーク図 
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シンポジウム 

キーノートスピーチ 

〔ポストCOVID-19における越境的支援のかたち〕 

[事前収録] 

＜YouTubeにて限定公開＞ 

　菌とは異なって宿主を借りて生存していくウイルスの性質により、新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）の拡大は、人と人との距離感を今一度問い直す契機となりました。インター
ネットの浸透もあって、物理的な距離を越えたコミュニケーションは多面的になされてきてい
る日常の中で、いわゆる「ソーシャル・ディスタンシング」による感染対策により大きな影響
を受けたのが対人援助領域の活動として位置づけられるのではないでしょうか。 
　そうした観点もあって、今回の大会テーマには「ポストCOVID-19における越境的支援のか
たち～越境知としてのボランティア学～」を掲げました。そこで、シンポジウムのキーノート
スピーチは、テーマそのものを題名に付すことといたしました。 
　話題提供は大阪を拠点に、特に10代の若者を対象として全国にオンライン・オフライン双方
で生活支援を行う認定NPO法人DxPの今井紀明さんにお願いしました。DxPとはDream 
times Possibilityの略で、文字通り、将来に向けて夢見る時間の可能性を大切にする、という
願いが込められています。 
　前回のオンライン大会に続く 2回目のオンライン大会ということもあって、今回はキーノー
トスピーチを事前収録とさせていただいて、いつでも・何度でも、ご覧いただけるようにいた
しました。聞き手は、2019年度に論文「声を伝える活動がもたらす新たな活動主体形成のプ
ロセス―難民問題専門情報番組『難民ナウ!』を事例に」で隅谷賞を受賞の宗田勝也・国際ボラ
ンティア学会理事です。 

＜話題提供者＞ 

　今井 紀明（認定NPO法人D×P（ディーピー）理事長） 
1985年札幌⽣まれ。⽴命館アジア太平洋⼤学（APU）卒。神⼾在住、ステップファザー。⾼校⽣の
とき、イラクの⼦どもたちのために医療⽀援NGOを設⽴。その活動のために、当時、紛争地域だった
イラクへ渡航。その際、現地の武装勢⼒に⼈質として拘束され、帰国後「⾃⼰責任」の⾔葉のもと⽇
本社会から⼤きなバッシングを受ける。結果、対⼈恐怖症になるも、⼤学進学後友⼈らに⽀えられ復
帰。偶然、中退・不登校を経験した10代と出会う。親や先⽣から否定された経験を持つ彼らと⾃⾝の
バッシングされた経験が重なり、2012年にNPO法⼈D×Pを設⽴。�
経済困窮、家庭事情などで孤⽴しやすい10代が頼れる先をつくるべく、LINE相談「ユキサキチャッ
ト」や定時制⾼校での授業や居場所事業を⾏なう。10代の声を聴いて伝えることを使命に、SNSなど
で発信を続けている。�

[https://www.dreampossibility.com/about/story/�より]�

＜聞き手＞ 

　宗田 勝也（総合地球環境学研究所研究員・難民ナウ！代表） 

＜あいさつ＞ 
　山口 洋典（立命館大学共通教育推進機構教授・国際ボランティア学会第23回大会実行委員長） 
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シンポジウム 

パネルディスカッション 

〔再論・大学と震災とボランティアセンター〕 

2月19日（土）　13:35～16:00 

＜Zoomメインルーム＞ 

　2012年2月26日、国際ボランティア学会第13回大会の2日目に「大学と震災とボランティ
アセンター」と題したトークセッションが開催されました。東日本大震災に対して、大学は、
また大学生は、そして大学ボランティアセンターはどう動いたのかが焦点となりました。 
　当時の記録は、国際ボランティア学会の学会誌「ボランティア学研究」の13号（p.25-38）
に採録され、国立国会図書館デジタルコレクションにもPDFで収められています。そして、会
場とのやりとりを経た結びには「仮にボランティアバスというパッケージ化が参加者の受け身
化をもたらすとすれば、それはボランティア活動への参加者ではなくボランティアという立場
でのサービスの消費者になってしまうのでははないか」と問題提起の言葉が記されています。 
　あれから10年が経過しました。転じて、果たして1995年の阪神・淡路大震災が「ボランティ
ア元年」と呼ばれたことを踏まえると、果たして東日本大震災は何がリセットされた年となっ
たと位置づけられるのでしょうか。 
　そこで今回、「震災と大学とボランティアセンター」を、当時のメンバーを中心にして再論
することとしました。大規模・広域・複合型の未曾有の災害復興へのそれぞれの関心や貢献を
通して、果たして高度情報化・少子高齢社会に対する新たな仕事と暮らしの哲学が見出された
か、大会テーマの副題「越境知としてのボランティア学」を探究する機会とします。 

＜話題提供者＞ 

　赤澤 清孝（大谷大学社会学部准教授） 
10年前は特定⾮営利活動法⼈ユースビジョン代表。「つなプロ」事務局⻑として被災者のニーズを聞
き取り、専⾨NPO等へのマッチングを展開。�

　其田 雅美（東北学院大学学務部教務課） 
10年前は東北学院⼤学による災害ボランティアステーションコーディネーター。2011年5⽉27⽇に設
置の⼤学間連携災害ボランティアネットワーク（14⼤学）の事務局を担う。�

　川原 直也（岩手県立大学研究員・いわてGINGA-NET代表） 
2011年度に全国146校から計1086⼈のボランティアを受け⼊れた「いわてGINGA-NETプロジェク
ト」（後にNPO法⼈化、2021年5⽉23⽇に法⼈は解散し任意団体に）の代表として「いわて学⽣ボ
ランティアネットワーク事業」の継続・発展に取り組む。10年前に話題提供を⾏った⼋重樫綾⼦さん
（岩⼿県⽴⼤学社会福祉学部4年：当時）からはビデオメッセージを紹介の予定。�

＜進行役＞ 

　山口 洋典（立命館大学共通教育推進機構教授・国際ボランティア学会第23回大会実行委員長） 
10年前は⽴命館⼤学サービスラーニングセンター副センター⻑。⽴命館災害復興⽀援室の⽴ち上げに
参画し、事務局スタッフとして各種コーディネートにあたる。�
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企画セッション 

2月19日（土）　15:00～16:20 

＜Zoomブレイクアウトルーム使用＞ 

大学生の地域活動は地域に何かをもたらし得るのか？：活動に関わるステークホルダー間の関
係性からの考察 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.18 
○秋吉 恵（立命館大学）、森田 恵（湘南工科大学）、奥貫 麻紀（関西学院大学）、秦 憲志（滋賀
県立大学） 

コロナ禍だからこそできる学生の国内ボランティア！ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.19 
○佐々木 康介（高知県立大学）、佐々木 美貴（名桜大学）、佐藤 康介（名桜大学）、福田 菜々子
（高知県立大学） 
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大学生の地域活動は地域に何かをもたらし得るのか？ 
：活動に関わるステークホルダー間の関係性からの考察 

 
○秋吉恵（立命館大学）、森田恵（湘南工科大学）、 

奥貫麻紀（関西学院大学）、秦憲志（滋賀県立大学）、 

 
キーワード：関係人口、地域と大学の連携、SOFAR モデル、関係性の変容、ショート・ターム・

アクション 

 
 大学と地域の連携を、大学を管理者(Administrators)・教員(Faculty)・学生（Student）に、地域を

地域組織スタッフ(Community Organization)と地域住民(Community Resident)に分けて分析する構造

モデル、SOFAR が提示されている（Bringle 2009）。そこでは大学と地域の連携は、SOFAR それぞ

れに位置付けられる人と人との関係を積み重ねたものと捉えられ、二者関係の質は、相互作用の

結果がどの程度、搾取的、取引的、または変容的であるかという観点から分析される。 

 本企画は、大学教育として地域と連携して実施される地域活動が、地域に何らかの影響をもた

らす可能性を、SOFAR のうち少なくとも 2 つのステーホルダー間において関係性の変容が認めら

れた以下 3 つの事例から考える。 

 
1. 湘南工科大学正課科目「社会貢献活動（二宮町葛川クリーンアップ）」 
 「社会貢献活動」の実習生と神奈川県二宮町の任意団体「葛川をきれいにする会」との交流プ

ロセスをたどることで、学生と地域組織間の関係変容を中心に考察する。 

 
2. 関西学院大学正課科目「社会探究実践演習（朝来・竹田城下町活性化 PJ）」  
 2017 年度からの学生の活動を 3 つのフェーズに分け、教員と朝来市商工会との相互作用と関係

性の変容を中心に分析する。さらにこの 2 者間の関係性から広がった他のステークホルダー間の

関係性、およびそれらが地域や関係者にもたらした影響を考察する。 

 
3. 滋賀県立大学実践的教育プログラム（課外活動）「近江楽座（とよさと快蔵プロジェクト）」 
 学生主体で行われきた 17 年間で延べ 380 のプロジェクトの中から、2004 年度から活動する「と

よさと快蔵プロジェクト」を取り上げ、学生と「NPO 法人 とよさとまちづくり委員会」との協働

関係から起きた「ゆさぶり」×「ゆらぎ」×「創発」の「連鎖」が地域住民を巻き込み、地域を活

性化させていくプロセスを検証する。 

 
 3 事例の比較から、大学生の地域活動はそこに関わる SOFAR それぞれのステークホルダー間の

相互作用を起こし、多様な関係性を生み出すが、その関係性は固定することなくゆらぎを起こす

ことが見出された。この関係性の変容が、地域に安心による安定した関係性、もしくは一般的信

頼による外部機会の獲得・関係拡張をもたらす可能性が示唆された。何がもたらされるのかは地

域（組織・住民）が置かれている状況等に左右される。 
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コロナ禍だからこそできる学生の国内ボランティア！ 
○佐々木 康介（高知県立大学）、佐々木 美貴（名桜大学）、佐藤 康介（名桜大学）、福田菜々子（高

知県立大学） 
キーワード：新型コロナウイルス感染症、保健所、食材支援、大学生、ボランティア 

 
1. 企画の概要と目的 

新型コロナウイルスは世界中で猛威を振るっており、海外渡航すら難しい状況にある。しかし、ボラ

ンティアに関するニーズは海外だけではなく国内にも多数存在しており、感染症流行に伴って発生し

た新たなニーズもある。この企画では、コロナ禍において国内で人々の生活や健康に関わるボランテ

ィア活動を実施している学生から報告を行い、コロナ禍における学生ボランティアの形について議論し

たいと考えている。 

 

2. スケジュール 

 本企画の趣旨説明(5 分) 司会進行 佐々木 康介・佐々木 美貴 

 話題提供 1 「コロナ禍における保健所でのボランティア活動」(20 分) 佐藤 康介 

 話題提供 2 「大学生を対象とした食材支援をやってみて」(20 分) 福田 菜々子 

 ディスカッション・質疑応答(30 分) 

 まとめ(5 分) 

 

3. 話題提供者の紹介 

話題提供者１ 

佐藤 康介(名桜大学国際学群 1 年) 

栃木県出身。高校１年生のとき、ニュージーランドオークランド市でホームステイをしたことをきっかけ

に、海外の文化や多文化共生社会について興味を持った。将来の夢は、日本国内外のどちらでも活

躍できる人材になりたい。話題提供では新型コロナウイルス感染症が流行し、沖縄県でも 2022 年 1

月 15 日の新規陽性者が 1875 人/日、10 万人あたりの感染者数が 687 人で過去最高となった。保健

所など行政機関は陽性者への健康観察や聞き取りなど多忙を極めていた。その中でボランティアとし

て活動を行ったので、活動の様子やどのような場面で活躍できるのかについてお伝えする。 

 

話題提供者２ 

福田 菜々子(高知県立大学看護学部 2 年) 

富山県出身で、災害看護と助産師に興味関心があり日々勉強している。大学では、高知県立大学災

害看護学生チーム(SIT)という災害医療について学ぶサークルで活動しており、災害時に必要な知識

や技術についてみんなで学習し、高知県内で行われている災害に関する研修や訓練に参加していま

す。今回は新型コロナウイルス流行後にアルバイトなどが出来なくなり、経済的に苦しくなった学生に

対する食材支援体制の立ち上げから運営を行って感じたことについてお話する。 
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一般発表3 

〔つむぐ〕 

2月19日（土）　16:30～17:50 

＜Zoomメインルーム＞ 

座長：小川 寿美子（名桜大学） 

語りから考える「国際ボランティア」－第22回学術大会「講話シリーズ」のテキストマイニング－ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.22 
○佐々木 康介（高知県立大学大学院）、城間 美貴（名桜大学大学院）、吉田 涼（横浜国立大学
大学院）、海付 太陽（名桜大学）、山里 涼香（名桜大学）、酒勾 榛（名桜大学）、小川 寿美子
（名桜大学） 

バングラデシュの賃金労働と女性のエンパワーメント‐女性縫製労働者の収入コントロール戦
略の変化に着目して 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.23 
○綿貫 竜史（名古屋大学大学院） 

持続可能な開発を模索するボランティアとアグロエコロジー教育－茗溪学園JRC同好会の活動から－ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.24 
○小張 真理子（筑波大学）、Sai Ying Yu（茗溪学園）、Keanu Ivan D Agana（茗溪学園）、
大森 士楓（茗溪学園）、糸井 菜々穂（茗溪学園）、打矢 泰誠（茗溪学園）、越後谷 芽以（茗溪
学園）、大杉 玲央（茗溪学園）、キム ギョンス（茗溪学園）、小針 由有哉（茗溪学園）、定本 
一瑳（茗溪学園）、松田 菜月（茗溪学園）、ジャン 江素麻（茗溪学園）、千原 紀子（茗溪学
園）、原田 康平（茗溪学園）、藤村 花穂（茗溪学園）、藤村 哲（茗溪学園）、宮本 輝面（茗溪
学園） 
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語りから考える「国際ボランティア」 
－第 22回学術大会「講話シリーズ」のテキストマイニング－ 

○佐々木康介（高知県立大学大学院）、佐々木美貴（名桜大学大学院）、吉田涼（横浜国立大学大学

院）、 海付太陽（名桜大学）、山里涼香（名桜大学）、酒勾榛（名桜大学）、小川寿美子（名桜大学） 
キーワード：国際ボランティア、 語り、 テキスト・マイニング、 共起ネットワーク 

 
1.背景 
 第 22 回国際ボランティア学会学術大会（開催校：名桜大学、オンライン形式）では、第 2 日目（2021 年

2 月 28 日）に「私にとって“国際ボランティア”とは」をテーマに、本学理事、監事、法人、顧問の方々のな

かで御協力を戴いた計 18 名に、その想いを語っていただくことを依頼し、オンデマンド動画として配信し

た。配信期間は、同大会終了後 14 日間であり、大会参加者に限定して公開した。内容は、第 22 回学術

大会事務局委員を務めた名桜大学生（I.V.L.:国際ボランティア研究会）および同大学院生によるインタビ

ューと講義の 2 形式であった。 
概して、ボランティアにはさまざまな定義や考え方があり、幅が広い。日本ではとりわけ「奉仕」や「無償」

という語彙と同解釈で用いられることが多い。殊更、“国際”ボランティアについては、その意味や定義は

多義にわたっている。 
そこで今回、国際ボランティア活動に造詣の深い、上記の学会関係者が国際ボランティアをどのよう

に考えて解釈しているのかを、「私にとって“国際ボランティア”とは」の語りをテキスト・マイニング分析し、

国際ボランティア像について検討する。 
2.研究方法 
 国際ボランティア学会第 22 回沖縄大会のために「私にとって”国際ボランティア”とは(講話シリーズ)」
というテーマで同学会理事ら計 18 名が語った動画での語りを文章化し、KH coder を用いてテキスト型

データを統計的に分析する。分析表現に、頻出語の抽出および共起ネットワーク（どのような頻出語が

同じコメント内に出現しやすいかを図式化）を用いる。 
 只今、2021 年 2 月のオンデマンド動画の作成に御協力して頂き、「私にとって“国際ボランティア”とは」

というテーマで語った、それぞれの出演者には、本演題への発表の承諾を確認中である。 
3.結果 

現段階で、分析結果の掲載に快諾のあった動画のテキスト化の分析から、（１）講義形式の方がインタ

ビュー形式よりも「国際」「ボランティア」の頻出度が多い、（２）国際ボランティアについて語る理事らの頻

出語は、「他者」という語彙は殆ど見られず、その代わり「自分」という語彙が多い、（３）概念的な語彙よ

りも具体的な語彙、例えば「学校」「子ども」「専門」「山村」など、活動の現場に関する用語が多い傾向が

あった。その他の結果については、当日発表する。 
4．まとめ 
 テキスト・マイニングは、文章化された膨大なデータから有用な知見を導き出すツールとして、近年さま

ざまな研究分析プログラムとして活用されている。今回「私にとって“国際ボランティア”とは」をテーマに、

本学理事など計 18 名の動画での語りを文章化して計量テキスト分析を行ったが、インタビュー形式は、

構造型インタビューで始まりつつも、途中、インタビュー者が関心のあるテーマを更に深く質問することに

より、半構造化に移行することがあるなど、対話のやりとりに一貫性を保つことができなかった点などが

課題である。今後、質問形式を統一したり、国際ボランティアの定義を単刀直入に回答してもらうことに

よって、より明確な「国際ボランティア像」が描写できると推測される。 
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バングラデシュの賃金労働と女性のエンパワーメント 
‐女性縫製労働者の収入コントロール戦略の変化に着目して 

○綿貫竜史（名古屋大学大学院） 
キーワード：女性のエンパワーメント、世帯内ジェンダー関係、賃金労働、バングラデシュ 

 
１．研究の目的 
 本研究は、バングラデシュの賃金労働が女性のエンパワーメントにどのような影響を及ぼすか

という点について、都市スラムで暮らす専業主婦、都市スラム近くの縫製工場で働く低所得女性

労働者、日系縫製工場で働き口座を持つ中所得女性労働者の三者の視点から、世帯内における収

入コントロールの戦略を比較検討したものである。 
 バングラデシュの賃金労働と女性のエンパワーメントの関連性を扱った代表的な研究として、

カビールの研究がある(Kabeer 1997;2002)。この研究では、ジェンダー規範を再交渉しながら縫製

労働に参加しようとする女性たちの意志決定側面、及び、縫製工場で得る賃金が女性たちの世帯

内における行為主体性の発揮を強化しうる点を指摘している(Kabeer 1997;2002:カビール 2016)。 
 カビールの研究から 20 年ほど経った現在、バングラデシュの縫製工場はデジタルバングラデシ

ュ政策のもとで大きな変化を遂げている。これまで縫製工場で支払われる給与はすべて現金支払

いであった。しかし現在は、縫製産業における労働者全体の 50％以上が給与をモバイル口座、ま

たは銀行口座への振り込みによって受け取っている（MFO 2021）。カビールの研究は、かつて外

で働くことのなかった女性たちが縫製産業へ参加するまでの意思決定プロセス、及び、所得を得

ることによって女性労働者がどのような選択機会を得たかという点を紐解くことで、賃金労働が

女性のエンパワーメントに効果的であることを指摘してきた。他方で、バングラデシュの女性労

働者が自身の収入をどのようにコントロールし、収入コントロールを強化する機会が時代の潮流

によっていかに変化してきたかを明らかにした研究はない。言い換えれば、賃金労働が女性のエ

ンパワーメントに効果的であることを指摘してきた研究は多いが、賃金労働による女性のエンパ

ワーメントの実態そのものがどのように変化してきたかを明らかにした研究はない。以上を踏ま

えたうえで、本研究では、先述の三者による収入コントロールの戦略を比較することで、バング

ラデシュ女性縫製労働者の多様なエンパワーメントの側面を抽出する。 
 
2．研究の方法 
 本研究の調査対象地域は、バングラデシュ人民共和国ダッカ県ミルプール・ドゥアリパラ、ダ

ッカ県シャバールにあるアシュリア、マイメンシン県にあるバルーカの 3 地域である。ミルプー

ルでは主にミルプール 7 番地区の縫製工場で働く女性たちが暮らすドゥアリパラスラムを具体的

な調査地域として選定し、2017年から 2019年にかけて合わせて 34世帯から定性的なデータを収

集した。アシュリアとバルーカでは、賃金をモバイル口座で受け取る縫製労働者と銀行口座で受

け取る縫製労働者計 70 名を対象に、半構造化インタビュー調査を 2021年に実施した。本発表で

は、これらの調査から得られた分析結果を口頭発表予定である。 
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持続可能な開発を模索するボランティアとアグロエコロジー教育 

－茗溪学園 JRC同好会の活動から－ 
 

○小張 真理子（筑波大学）、Sai Ying Yu（茗溪学園）、Keanu Ivan D Agana（茗溪学園）、 

大森 士楓（茗溪学園）、糸井 菜々穂（茗溪学園）、打矢 泰誠（茗溪学園）、越後谷 芽以（茗溪学園）、

大杉 玲央（茗溪学園）、キム ギョンス（茗溪学園）、小針 由有哉（茗溪学園）、定本 一瑳（茗溪学園）、

松田 菜月（茗溪学園）、ジャン 江素麻（茗溪学園）、千原 紀子（茗溪学園）、原田 康平（茗溪学園）、

藤村 花穂（茗溪学園）、藤村 哲（茗溪学園）、宮本 輝面（茗溪学園） 

 

キーワード ： 子ども食堂、畑、コンポスト、持続可能な食料システム、SDGs 

 

環境問題はかつてないほど深刻な脅威として認識され、国際社会において持続可能な開発をめぐる

議論が活発化し、SDGs 教育の重要性が問われている。経済が停滞するコロナ禍において、貧困や食料

危機に拍車がかかる世界情勢の中、持続可能な食料システムの構築と安全な食を求める動きが世界各

地で見られる。地産地消を促すアグロエコロジーは、人々の消費文化やライフスタイルの再考を問い、そ

の性質は教育的である（Gliessman 2015）。学際的な学問分野であるアグロエコロジーの探求は、環境問

題や生物多様性の研究に加え、生態学に基づく科学や農、NGO/NPO を含む市民社会の動きや人と自

然の関係性の観察から生み出される知の統合もたらす（Altieri and Rosset 2017）。アグロエコロジー教育

の実践は、学際的視点を身につけるだけでなく、ボランティア精神を養い、社会貢献に繋がると考えられ

る。そうした教育モデルであり、学校における食育菜園を促す Edible Schoolyard プロジェクトは、カリフォ

ルニア州バークレーから始まった運動であり、日本のメディアからも脚光を浴びた（ウォータース et al. 

2013）。本研究は、茨城県つくば市にある茗溪学園の中高生による畑のボランティア活動を考察する。中

高一貫校である同校の JRC（青少年赤十字）同好会は、コロナ禍で活動が制限される中、学校の畑を管

理し、学校の食堂から出る食品廃棄物を堆肥にするコンポストプロジェクトを実施している。生徒たちは農

作物を育て、地域の子ども食堂を支援する活動も行っている。JRC 同好会は海外の学校や NPO 組織団

体等と連携し、農業従事者、行政機関や研究所とコミュニケーションをとり、地域社会に貢献するための

取り組みを探る。こうした活動を通して生徒たちは自発的な気づきと意志を持ち、SDGs とリンクさせ、持続

可能な食料システムの在り方や環境保全型農業の意義を学ぶに至る。JRC 同好会に所属する中高生は

畑というレンズを通して議論を深め、環境破壊を含む国際社会が抱える様々な問題、植物や土壌、畑に

やってくる生きもの、食育や無農薬栽培を学ぶ。日々の観察と試行錯誤は実験的であり、カリキュラムを

越えた学際的且つ統合的な学びが見られる。自然を豊かにするアグロエコロジーの実践事例として茗溪

学園 JRC同好会の活動を紹介し、持続可能な開発を問うボランティアと教育の在り方を論じる。 
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常任理事会企画 

〔共話シリーズを語りなおす〕 

2月19日（土）　18:00～19:20 

＜Zoomメインルーム＞ 

　2021年度、国際ボランティア学会では総合地球環境学研究所の共催、日本WHO協会の後援
で「共話シリーズセミナー」として「東日本大震災 支援する人 される人」（全5回）を実施し
ました。「東日本大震災が起きたときにまだ小学生だった学生も気軽に参加でき、共に話せる
ような連続セミナーを」という趣旨での展開でした。 
　特設サイト（https://kyowa2021isvs.wixsite.com/website-1）には中村安秀会長による
趣意書が掲載されています。その冒頭では「『共話』というのは造語」と前置きの上で、その
意義を「誰かとともに対象をながめながら、問わず語りのよう自分の思いを話すとともにとな
りの人の声に耳を傾ける」と記されています。 
　運営は国際ボランティア学会の第22回大会を担当した名桜大学の学生が担いました。ちなみ
に特設サイトの背景には、沖縄県の今帰仁村に流れ着いた宮城県気仙沼市のコンテナの写真が
用いられました。 
　東日本大震災から10年という時を越えて、またオンラインを通じた距離を越えて、何をどの
ように理解が深められたか。5月から7月にかけて、陸前高田、福島、釜石、石巻、遠野と、5
つのまちを取り上げたセミナーをその企画運営を担ったメンバーが語りなおします。 

＜話題提供者＞ 

　阿部 健一（総合地球環境学研究所教授） 

　中村 安秀（国際ボランティア学会会長） 

　飛田 ほのか（名桜大学国際学群国際文化専攻3年次・共話シリーズ事務局長） 
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共話シリーズ
国際ボランティア学会 主催

総合地球環境学研究所 共催

公益社団法人日本WHO協会 後援

背景の画像は沖縄県の今帰仁村に流れ着いた気仙沼のコンテナです

 

参加申し込み
詳細はこちら

 

共話シリーズセミナー
事前にお申し込みいただいた方には各セミナー開催日の前日に参加URLをメールにて送信いたし

ます

※当日都合がつかない方は、後ほどオンデマンド配信での視聴も可能ですので、参加申し込みを
してください。

詳細はこちら

第1回 「陸前高田：市庁舎も病院も流された！」

日時：5月22日(土)　14:00~16:00
ファシリテーター：中村安秀(日本WHO協会), 飛田ほのか(名桜大学学生)

第2回 「福島の復興と国際NGOの関わり：支援するー支援されるの循環」

日時：6月9日(水) 19:00~20:45

ファシリテーター：桑名恵(近畿大学国際学部),  川西翼(名桜大学学生)

第3回 「釡石、大槌町の今　そして神戸との出会い　～震災から10年を振り返る」
日時：6月23日(水) 19:00~20:30

ファシリテーター：高橋真央（甲南女子大学）

第4回 「石巻 災害と10年を振り返る 次の世代に何を伝えていくか」

日時：7月7日(水) 19:00~20:45

ファシリテーター：林 薫(文教大学), 山田蛍花(名桜大学学生)

第5回 日常のなかで「非常時」に備える：遠野まごころネットの「遺産」

日時：7月21日(水) 19:00~21:00

ファシリテーター：阿部健一(総合地球環境学研究所), 海付太陽(名桜大学学生)

 

フィールドワークショップ
.

詳細はこちら

 

国際ボランティア学会

国際ボランティア学会HP

 

お問い合わせ 名前 *

名前

メールアドレス *

メールアドレス

電話番号

電話番号

住所

住所

職業/所属先

職業/所属先

件名

件名

メッセージを入力...

メッセージを入力してください

送信

 

Wix.com で作成されました。
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〔つながる〕 

2月20日（日）　9:00～10:20 

＜Zoomメインルーム＞ 

座長：柳 敏晴（神戸常盤大学） 

国際ボランティア活動参加による意識変容に関する研究 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.28 
堀之内 裕一（特定非営利活動法人沖縄NGOセンター） 

デジタルバッジを利用したボランティア活動参加電子証明書の設計と運用 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.29 
○山田 恒夫（放送大学・GONGOVA）、富田 育磨（GONGOVA）、野村 悠司（GONGOVA） 

コロナ禍における学生団体の工夫とポストCOVID-19への展望̶日本マラウイ学生団体の活動
を事例に̶ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.30 
○細見 奈生（筑波大学）、玉置 千紘（筑波大学）、川口 純（筑波大学） 
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国際ボランティア活動参加による意識変容に関する研究 
○堀之内裕一（特定非営利活動法人沖縄 NGOセンター） 

キーワード：国際ボランティア、GONGOVA、意識変容、生活様式の変容、タイ 
 
1. ボランティア 
 現代の日本において「ボランティア」という言葉は、日本人のほとんどの人が聞き慣れている

言葉である。国立国語研究所が 16 歳以上を対象に行った「外国語定着度調査」（2002～2004 年）

によると、対象となった 405 語中「ボランティア」は 97.2％で第３位の認知度であった。このこ

とから日本のほぼ全ての人が「ボランティア」という言葉を認知していることが分かる。今回は

ボランティア、とりわけ国際ボランティアに焦点を当て、学習院大学名誉教授の川嶋辰彦教授が

主宰された草の根国際協力研修プログラム「GONGOVA」に参加された方を対象に実施したアン

ケート調査「国際ボランティア活動参加による行動変容分析に関するアンケート調査」及び本学

より参加した学生へのインタビューの分析を通じて、ボランティア活動への参加によって体験者

のボランティアに対する意識、行動様式がどのように異なるのかを明らかにすることを目的とし

た。 
 
2. 調査方法 
調査方法については、GONGOVA 参加者に対する Google form を活用したアンケート調査、及

びインタビュー調査の 2 種類でデータを収集した。アンケート調査は、過去 GONGOVA に参加し

たすべての方が対象である。GONGOVA 事務局にご協力を頂き、これまでプログラムに参加され

た方々にアンケートを送付し、13 名分の回答が回収できた。アンケート調査の結果は、テキスト

型（文章型）データを統計的に分析するソフトウェア「KH Coder」を使用して分析を行った。イ

ンタビュー調査は、名桜大学国際学群 4 年次所属（インタビュー実施日現在）の S 氏に協力して

頂いた。S 氏は大学 1 年次の夏季に実施された「GONGOVA2017－Ⅹ」に参加し、タイ国北部に位

置する山岳民族の山村で 2 週間国際ボランティアを体験した。インタビューの内容はアンケート

調査のものと同様である。 
 

3. 調査結果と結論 
結果として、「GONGOVA」への参加により、アンケート調査回答者の多くが、ボランティアと

は一方的な奉仕活動ではなく、他者との相互関係であると認識していた。山村での生活を通して

自身の日本での生活と比較し、物質的な豊かさにとらわれない“豊かな”生活について再考する

きっかけを得たという回答も多かった。参加者の中には、山村での異言語の生活を通して語学学

習をはじめとする学習意欲の向上や、帰国後のキャリアプランの決定、“やりたいこと”の発見に

繋がったという回答者も多くいた。また、名桜大学国際学群 4 年次で、1 年次の夏季に GONGOVA
に参加した S 氏へのインタビューでは、国際ボランティアの経験が、地元である沖縄で伝統工芸

を学ぶきっかけとなり、その発想は GONGOVA に参加しなければ得られなかったという、国際ボ

ランティアの力を感じられたといった旨のコメントが得られた。 
 以上の結果から、国際ボランティアに参加することは、単なる奉仕活動にとどまらず、「ボラン

ティア」に対する意識の変化、あるいは生活、行動様式の変容、更には人生そのものの指標、航

路を変えうると結論付けられる。 
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デジタルバッジを利用したボランティア活動参加電子証明書の設計と運用 
○山田恒夫[会員]（放送大学・GONGOVA）、富田育磨（GONGOVA）、野村悠司（GONGOVA） 
キーワード：ボランティア活動、参加証明、デジタルバッジ、デジタルエコシステム、国際標準化 

 
1. はじめに 
特定非営利活動法人・草の根国際協力研修プログラム（GONGOVA）では、わが国におけるボラ

ンティア活動の透明性とボランティア体験の社会における評価を高める目的で、デジタルバッジ

（山田、2020）を発行することとし、ボランティア活動のためのデジタルバッジ体系を設計した

（山田・富田・野村・川嶋、2021）。2021 年度には、故川嶋辰彦学習院大学名誉教授の指導の下に、

Open Badges version 2（以下、OBv2; IMS Global、2018）に準拠したボランティア活動参加電子証

明書を、一般財団法人オープンバッジネットワーク（以下、OBN 財団; https://www.openbadge.or.jp/）
のリソースを活用して運用を開始した。その導入過程を報告し、今後の可能性を展望する。 
2．デジタルバッジ発行プラットフォームの特徴 
 当初は GONGOVA の WEB サイトにデジタルバッジ発行・管理機能を付加することも検討され

たが、デジタルバッジが急速に普及しつつあり、外部リソースを安価に活用できる環境が整いつ

つあったことから、OBN 財団のプラットフォームを利用することにした。同プラットフォームは、

IMS グローバルの国際技術標準 OBv2 に準拠し、相互運用性やポータビリティに優れるほか、

Blockchain 技術により内容を秘匿できる、バッジ受領者の利活用を容易にする Wallet アプリを用

意するなどの特徴を有している。また、コストについては、非営利の法人については、会費の割

引など優遇措置があったことも選定理由となった。 
3．GONGOVA バッジの登録と課題 
 OBN 財団の会員として承認されると、一定のデジタルバッジ発行権が付与され、管理者アカウ

ントにより、バッジの種類とそれぞれのバッジの受領者リストを管理できる。多種類のバッジを

発行する場合には、それぞれのバッジの意匠デザインと記載する情報（メタデータ）を登録する。

１つ１つのバッジには、だれに授与したかなどのパーソナルデータを記載することになるが、受

領者リストのような個人情報はバッジプラットフォーム（この場合 OBN 財団）ではなく、会員

（同じく GONGOVA）が管理できるようになっている。デジタルバッジのデザインは、GONGOVA
でのアイディアをもとに別途デザイナーに発注した。 
4．現在の運用状況 
 2021 年現在、GONGOVA の現地プログラムへの参加者は、20 年間でのべ数百人にのぼるが、デ

ジタルバッジの発行は過去 2 年間に限定し、かつ紙製の証明書とあわせて発行することになった。

まだデジタルバッジ希望者が 5 名と少なく、ユーザの評価結果については引き続き検討する。 
5．展望 
 今後、法人の事業計画のなかで、電子証明書を位置づける必要がある。コスト面では参加者（バ

ッジ受領者）リストが作成されるのであれば、ほとんど追加の費用は発生しない。一方、参加者

（ボランティア）とのつながりや GONGOVA ボランティア活動への社会的認知という点では大き

なメリットがあり、生涯学習や就職・入試等に効果的な利用方法を検討する必要がある。 
引用文献 
IMS Global (2018). Open Badges v2.0: IMS Final Release.  
https://www.imsglobal.org/sites/default/files/Badges/OBv2p0Final/index.html 
山田恒夫（2020、編著）．デジタルバッジ 能力を認定するための画期的システム. インプレス. 
山田恒夫・富田育磨・野村悠司・川嶋辰彦（2021）. ボランティア活動におけるデジタルバッジ

技術の利用に関する考察．国際ボランティア学会第 22回大会（2021/2/27-28、名桜大学）. 
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コロナ禍における学生団体の工夫とポスト COVID‐19への展望 
ー日本マラウイ学生団体の活動を事例にー 

○細見奈生・玉置千紘・川口純 （筑波大学） 
キーワード： 学生団体、マラウイ、オンラインツール、リアルタイム、繋がり 

 
1. 背景 
 2020 年以降のコロナ禍で本団体が行ってきた国内活動は、オンラインで新たなコミュニケー

ションの場を創出し、アフリカ諸国や国際協力に関する知識の醸成や経験の共有をもたらす反

面、団体構成員間の心理的距離が拡大しやすいという課題を有する。ポスト Covid-19 では渡航

活動再開が視野に入る中、上記のようなコロナ禍での考察をどのように活かすべきか研究する

必要性を痛感した。  
2．研究目的 

本研究では、学生団体がコロナ禍に会得した国内活動の学びや団員構成員間の「繋がり」の

構築を検証する。また、学生団体が主体的に日本とアフリカの異文化交流を仲介した研究事例

はこれまでまれであるが、ポスト Covid-19 において日本とマラウイの「繋がり」の構築のため

にすべき工夫を考察する。 
3．本研究から得られた示唆 
 コロナ禍では、オンラインツールによる越境活動の低コスト化を活かし、アフリカン及びア

フリカ諸国の活動者への聴き取り調査や、地理的に離れた他の学生団体と討論の機会を設け、

アフリカ諸国に関する情報や学生団体の特長を団体外に積極的に公開した。聴き取り調査を元

に制作した動画では、中橋ら(2004)も述べるように、現地の人が発する言葉や映像が生きた情報

として視聴覚に訴えかける。これは藤田（2005）が指摘した日本人が持つ固定的な「アフリカ」

のイメージを豊かにし、異文化理解の一助になったと考えられる。 
 一方、活動のオンライン化・遠隔化は高い利便性の反面、団体構成員間の心理的な隔たりを

拡大させた。これは、林ら(2021)が指摘した、オンラインでは人の存在感が希薄で、空気を読む、

息を合わせるといった潜在意識レベルのコミュニケーションが困難であることに起因する。そ

のため、本団体ではオンラインツールを用いる際に構成員間のインタラクションを確保した。 
 ポスト Covid-19 では現在中止している渡航活動を再開させ、コロナ禍の経験を応用し、より

柔軟な日本とマラウイの「繋がり」の構築を目指す。例としては、コロナ禍で会得したオンラ

インツールによって渡航中の構成員がマラウイと日本をリアルタイムで繋ぎ、お互いが生きた

情報を視聴覚で受容することである。以前は、帰国後に渡航者から日本人に経験を公開するの

みであったが、これにより日本人と現地の人との双方向のコミュニケーションが可能となり、

より新鮮で実感を伴った情報発信が実現できる。 
 我々は、これまで研究事例が少ない学生団体による主体的な日本とアフリカの異文化交流の

仲介に着目した。本研究で挙げたオンラインツールを活用したリアルタイムの情報発信が、学

生団体による日本とアフリカの「繋がり」の構築という成果に大きく寄与することを期待する。 
４．参考文献  
中橋雄,岡野貴誠,久保田賢一,異文化理解教育におけるデジタルメディア活用の実践研究, 

教育メディア研究 10巻 2号, （2004）pp.31-37, 
藤田みどり,『アフリカ「発見」：日本におけるアフリカ像の変遷』世界歴史選書,(2005) 
林晃世,平林真実,小林昌廣,ハートトゥハートオンラインコミュニケーション, エンターテイン

メントコンピューティングシンポジウム論文集(2021),pp.11-14 
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実行委員会テーマトーク企画1 

〔COVID-19と学生ボランティア：活動における苦悩・葛藤・変容と今後の展望〕 

2月20日（日）　10:30～11:50 

＜Zoomメインルーム＞ 

本企画セッションでは、本大会の主催校である立命館大学を拠点に活動する3団体の学生ボラ
ンティア団体を招き、各団体の活動やCOVID-19への対応について議論を行う。このことで、
学生ボランティア団体が抱える活動において抱える苦悩や葛藤、COVID-19の流行に伴う活動
の変容、今後のCOVID-19への対応、COVID-19収束後の活動展望などについて意見の交換を
行うことを目的とする。 

＜コーディネーター＞ 

　山田 翔太（立命館大学大学院国際関係研究科博士課程後期課程） 
兵庫県出⾝。バングラデシュにおける飲料⽔問題と開発援助について研究。国際ボランティア学会第
23回⼤会副実⾏委員⻑。�

＜話題提供者＞ 

　道端 明日美（立命館大学政策科学部・サービスラーニングセンター大阪いばらきキャンパス） 
愛知県出⾝。⾼校⽣の時に東⽇本⼤震災の被災地⽀援活動に参加しボランティアに興味を持つ。⼤学
進学後に新しいことに挑戦したいと考え、サービスラーニングセンター（SLC）への所属を決意。
SLCは⼤学と地域が課題解決に取り組むネットワークを構築する拠点として活動を企画・展開。
（http://www.ritsumei.ac.jp/slc/）�

　寺西 梨沙（立命館大学国際関係学部・関西あおぞらプロジェクト） 
⼤阪府出⾝。⾼校⽣の時にバリ島で⼦供にお菓⼦を渡す⽀援を⾏うが、同⾏スタッフに⻭磨きの習慣
がない⼦供にはこの⽀援が⾍⻭リスクに繋がる可能性を指摘され、衛⽣教育に興味を持つ。その場し
のぎではない⽀援がしたいと考え、「途上国における命の保護と基本的な⽣活の改善」を理念カンボ
ジアで活動する関⻄あおぞらプロジェクトに⼤学⼊学後から参加。�
（https://kansaiaozoraproject.wixsite.com/kansaiaozoraproject）�

　植村 陽平（大阪電気通信大学工学部・びわこてらこや） 
滋賀県出⾝。知⼈の紹介で活動を⼿伝ったことを契機に、びわこてらこやでの活動に参加。びわこて
らこやは滋賀県草津市を拠点とする「全国てらこやネットワーク」に属する団体。⼤学⽣が企画運営
し、地域における⼦供の育成を⾏う。（http://biwatera.com）�

＜コメンテーター＞ 

　小島 祥美（東京外国語大学多言語多文化共生センター長） 
⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科修了（2005年）。博⼠（⼈間科学）。専⾨は教育社会学。2020年度
国際ボランティア学会隅⾕三喜男賞（2021年）などを受賞。在⽇外国⼈の⼦供に関する研究などを⾏
う。近著に『Q&Aでわかる外国につながる⼦どもの就学⽀援―「できること」から始める実践ガイド
―』（共編著、明⽯書店、2021年）などがある。�
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ランチセッション 

〔思い出と交流の場づくりの仕組みと仕掛け〕 

2月20日（日）　12:15～13:20 

＜Zoomメインルーム＞ 

　コロナ禍は仕事や暮らしの全般に大きな影響をもたらしました。とりわけ地域参加型の学び
は当初からソーシャル・ディスタンシング（社会的距離）により感染対策が叫ばれたことも
あって、現場に行く側も受け入れる側も、さらには現場と学習者をつなぐ側も、その効果的な
あり方について試行錯誤が続けられました。 
　一方でコロナ禍前から、市民活動の現場では「もっと学生に来て欲しい」という声が聞こえ
ていました。この背景には、現場が持つ教育力に着目し、各種の体験プログラムが企画・実施
されているものの、一過性の体験では深い経験知が残らないことが挙げられます。 
　加えて、学生の興味・関心を効果的に利用し、時には労力として見るばかりで、学生が地域
に寄せた思いが現場で響かずに、お互いに活動の活性化へのモチベーションにつながらない場
合もあります。このように地域と学生の出会いがすれ違いに留まる例は、皆さんの身近なとこ
ろにもあるのではないでしょうか。 
　そこで本セッションでは、年次大会2日目のランチタイムを利用して、地域での学びと成長
のためにはどのような環境づくりが必要か、現場に必要とされる受入体制、さらには参加する
学生に求められる態度や習慣について、参加者と共に深めます。具体的には、2012年度以
来、立命館大学サービスラーニングセンターによるボランティア体験プログラム「ぼらい
ち。」などの受入団体となってきた洗堰レトロカフェ（https://www.retrocafe.info）の取り
組みを事例に紐解きます。 

＜話題提供者＞ 

　佐々木 和之（洗堰レトロカフェ・滋賀県立大学）【ファシリテーター】 

　武田 みゆき 

　久保田 夏菜（立命館大学食マネジメント学部・サービスラーニングセンターBKC） 

　寺田 歩（立命館大学食マネジメント学部・サービスラーニングセンターBKC） 
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実行委員会テーマトーク企画2 

〔物語を届ける〕 

2月20日（日）　13:30～14:50 

＜Zoomメインルーム＞ 

　2011年の秋から、東日本大震災の被災各地で10年余、毎年家族マンガ展を開催（結果的に
50回以上）し、同時に小冊子「木陰の物語」（合計10万冊）を届けてきた。 
　今振り返ると、活動し始めた頃に考えていたことがぶれることはなかったが、その意味する
ものは継続中にどんどん明確になっていった。それは今まで私が知っていたエールを送ること
や、関心を持ち続けるという範囲には留まらないものだった。 
　この活動は被災地だけに届くものではなく、継続してゆく中で深化、拡散し、今日社会の必
要としているところにも届いてゆく経験をした。ボランティアに対する反応も、日本社会の世
相としてよく見えたところがあった。 
　そんな10年余が、辿り着かせてくれた今をお話しする。 

＜話題提供者＞ 

　団 士郎（家族心理臨床家・漫画家・立命館大学客員教授） 
1947年京都⽣まれ。児童相談機関、障害者相談機関の⼼理職25年を経て、1998年に独⽴。�
仕事場D・A・Nを主宰。2001年から⽴命館⼤学� 応⽤⼈間科学研究科� 教授、2020年定年に伴い⽴命
館⼤学客員教授に。�
同⼤学院と「東⽇本・家族応援プロジェクト」の運営にあたる。�
全国で継続的に家族療法のワークショップを開催するほか、講演会も数多く開いている。�
社団法⼈・⽇本漫画家協会会員。漫画集団「ぼむ」同⼈。�

＜聞き手＞ 

　上野 知子（立命館大学共通教育課） 
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人間科学研究科　震災復興支援プロジェクト

　　　　　　人間科学研究科　震災復興支援プロジェクト　　　　　　　　　　　

　

東日本・復興支援プロジェクト～対人援助学による家族・コミュニティ支援プロジ
ェクト

　2018年度、文学研究科と応用人間科学研究科の再編により人間科学研究科（博士課程
前期課程・後期課程）がスタートしました。文学研究科では、基礎心理学を中心とした
研究を長く展開してきました。（旧）応用人間科学研究科では、何らかの課題を抱える
当事者や現場に根ざした実践と研究をつなぐ新しい学問領域として、臨床心理学を広く
包摂した対人援助学の創造に取り組んできました。これからは、そうして築いてきた臨
床の知と基礎的な知をさらに発展させ、人と社会を統合的に研究し、社会のなかの人間
科学の創造へと展開していきます。

「東日本・家族応援プロジェクト」は、2011年3月11日に発生した東日本大震災を受
け、社会への応答責任を果たすひとつの形として2011年に応用人間科学研究科のサービ
スラーニングを含んだプロジェクトとしてスタートさせたものです。遠くから細く長
く、十年間、東北4県を巡り、現地の対人援助機関との協働によって対人援助学的実践
をしながら、被災と復興のwitness（証人・目撃者）になることを目指してきました。同
時に、これをPBL（プロジェクト型学習）として大学院教育のなかに位置づけ、地域に
学びながら、地域で活躍する対人援助職者、地域に立ち上がる多様な声に耳を傾けアド
ボケイトとして社会に貢献する研究者を養成してきました。

複合大災害としての東日本大震災から8年目を迎え、2020年の東京オリンピックを目
指し、道路や鉄道などインフラ部分はほぼ復旧したとされる一方、復興の陰で被災者の
生活課題は個別化し深刻化しています。そのような災禍を生きのびてきた人々、生き延
びようとあがく人々、力尽き無力化されている人々、さまざまな人々の小さな声に耳を
傾け、witness（証人・目撃者）として存在する努力を続けながら、そこにあぶりだされ
る社会の課題を明らかにし訴えていくことができたらと願っています。残る3年、最初に
決めた形でプロジェクトを継続し、十年の成果をまとめたうえで、次のステージを検討
する所存です。

プロジェクト代表　村本邦子 

2021年度開催するイベントの報告ページ・チラシ

2022年2月19日　「2021年度　東日本・家族応援プロジェクト・シンポジウム」チラシ

2021年12月1日～12月7日　「東日本・家族応援プロジェクトin福島2021」報告

2021年11月5日～7日「東日本・家族応援プロジェクト in 宮古 2021」報告

2021年12月1日～12月7日　「東日本・家族応援プロジェクトin福島2021」チラシ

2021年10月15日～17日「むつフィールドワークレポート」報告

2021年10月1日～3日　「東日本・家族応援プロジェクトin多賀城 2021 レポート」報告

10月25日～11月14日「東日本・家族応援プロジェクトin宮古2021」団士郎家族漫画展／11月6
日　団士郎漫画トーク 開催

2021年10月1日～10月3日「チーム石巻 2021」　報告

2021年8月27日～8月28日「東日本・家族応援プロジェクト in むつ 2021＠リモート」報告

2021年9月16～10月5日　宮城県多賀城市「東日本・家族応援プロジェクトin多賀城2021」　開
催

2021年10月2日　宮城県多賀城市「東日本・家族応援プロジェクトin多賀城2021　団士郎漫画ト
ーク」　開催

2021年8月27日～8月28日　青森県むつ市「東日本・家族応援プロジェクトinむつ2021」　開催

2021年8月28日　青森県むつ市「東日本・家族応援プロジェクトinむつ2021　団士郎漫画トー
ク」　開催

2021年8月27日　青森県むつ市「東日本・家族応援プロジェクトinむつ2021　お父さん応援セミ
ナー」　開催

2021年2月20日　「東日本・家族応援プロジェクト シンポジウム リモート」　開催

2020年12月3日～12月6日　「東日本・家族応援プロジェクト2020inふくしまリモート」報告

2020年11月7日～11月8日　「東日本・家族応援プロジェクト2020in宮古リモート」報告

2020年9月21日～10月4日　「東日本・家族応援プロジェクト2020 in 多賀城・石巻リモート」
報告

2020年8月28日  「東日本・家族応援プロジェクト2020」inむつリモート報告

2020年2月23日　「東日本・家族応援プロジェクトシンポジウム」開催

2020年1月17日～3月11日　「団士郎家族漫画展」　2月23日団士郎漫画トーク開催

2019年11月20日～12月7日　福島県福島市「東日本・家族応援プロジェクトin福島」報告

2019年10月21日～11月5日　岩手県宮古市「東日本・家族応援プロジェクトin宮古」報告

2019年11月1日～11月3日　岩手県石巻市「東日本・家族応援プロジェクトin石巻」報告

2019年9月19日～10月8日　宮城県多賀城市「東日本・家族応援プロジェクトin多賀城」報告

2019年11月20日～12月7日　福島県福島市「団士郎　家族漫画展＆漫画トーク」チラシ

2019年11月20日～12月7日　福島県福島市「東日本・家族応援プロジェクトin福島」チラシ

2019年10月21日～11月5日　岩手県宮古市「東日本・家族応援プロジェクトin宮古」チラシ

2019年8月9日～9月1日　青森県むつ市「東日本・家族応援プロジェクトinむつ」報告

2019年9月19日　OICライブラリー展示「東日本・家族応援プロジェクトの軌跡」　　

2019年10月5日　「団士郎漫画トーク2019in多賀城」開催！

2019年9月19～10月8日　宮城県多賀城市「東日本・家族応援プロジェクトin多賀城」チラシ

2019年8月9日～9月1日　「団士郎家族漫画展2019inむつ」開催！

2019年8月30日　青森県むつ市「お父さん応援セミナー2019inむつ」チラシ　

2019年8月30日～9月1日　青森県むつ市「東日本・家族応援プロジェクトinむつ」チラシ

2019年2月24日　「東日本・家族応援プロジェクトシンポジウム」開催！

2018年11月30日～12月1日　福島県福島市「東日本・家族応援プロジェクトin福島」報告

2018年11月2日～11月4日　宮城県石巻市「東日本・家族応援プロジェクトin石巻」報告

2018年11月2日～11月6日　岩手県宮古市「東日本・家族応援プロジェクトin宮古」報告

2018年11月30日～12月1日　福島県福島市「東日本・家族応援プロジェクトin福島」チラシ

2018年10月5日～10月21日　宮城県多賀城市「東日本・家族応援プロジェクトin多賀城」報告

2018年11月2日～11月6日　岩手県宮古市「東日本・家族応援プロジェクトin宮古」チラシ

2018年10月20日　オール立命館校友大会in仙台（団士郎家族漫画展＆トークin仙台）チラシ

2018年8月21日　青森県むつ市「東日本・家族応援プロジェクトinむつ」が東奥日報新聞朝刊に掲
載されました

2018年8月10日～9月2日　青森県むつ市「東日本・家族応援プロジェクトinむつ」報告

2018年10月5日～10月21日　宮城県多賀城市「東日本・家族応援プロジェクトin多賀城」チラシ

2018年8月10日～9月2日　青森県むつ市「東日本・家族応援プロジェクトinむつ」チラシ

2018年8月31日　青森県むつ市「お父さん応援セミナーinむつ」

過去のイベントの報告・チラシは、こちら。
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〔かかわる〕 

2月20日（日）　15:00～16:20 

＜Zoomメインルーム＞ 

座長：中村 安秀（日本WHO協会） 

東京2020大会ボランティアのTwitter投稿に関するテキストマイニングを用いた内容分析 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.36 
佐野 晃（筑波大学大学院） 

コロナ禍におけるこども食堂運営実態と継続要因に関する研究 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.37 
○富田 沙耶（早稲田大学人間科学部）、新藤 孝太朗（NPO生活福祉ファクトリー）、伊藤和
哉・徐桜晗（早稲田大学大学院人間科学研究科）、岩垣穂大（日本女子大学・早稲田大学人間
総合研究センター）、扇原 淳（早稲田大学人間科学学術院） 

ボランティアとアグリダイバーシティの可能性：交流から生まれる新たな農業 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.38 
○先家 茉子（名桜大学・若井農園）、若井 克司（若井農園）、カーエル ファーミ（若井農園） 

〔*2/20修正版として追記〕 
　発表者都合により、本セッションの発表順は座長の判断のもとp.4のとおり変更されました。 
　ただし、引用時の混乱を避けるため、抄録については当初の発表順のままとしております。 
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東京 2020 大会ボランティアの Twitter 投稿に関するテキストマイニングを用いた内容分析 
○佐野晃[学生会員]（筑波大学大学院） 

キーワード：東京オリンピック、スポーツボランティア、ソーシャルリスニング、FieldCast 
 

1. はじめに 
 東京 2020大会のボランティアに関しては、2013年の開催地決定からコロナ渦の延期による 2021年の
開催まで多くの問題が指摘されてきた。本研究ではテキストマイニングという文章データの解析手法で、

ボランティアスタッフが Twitter に投稿したコメントを計量分析し、参加者の視点から東京オリンピック・パラ
リンピックのボランティア活動の様子を明らかにする。 
 

2. データ 
 オリンピック・パラリンピックボランティアの参加者は、大会期間中 Twitterに数多くの投稿をしており、特
に東京大会におけるボランティアの愛称「Field Cast」をハッシュタグに利用したツイートが目立つ。また投
稿数は東京大会が開催された 7月から 9月ごろが最も多い。よって本稿では「#Feildcast」や「#フィールド
キャスト」を中心とする 10 種類のハッシュタグが付いたツイートの内、実際にボランティア活動が始まった
2021年 7月の第 3週からパラリンピックが終了した同年 9月の第 2週までの投稿を分析対象とする。ツイ
ート数は 7083件で、そこから作成されたテキストデータは 45163文、総抽出語数 397867語である。 
 

3. 分析手法 
 本稿では、立命館大学の樋口耕一教授が作成したソフトウェアで

ある「KH Coder」及び統計解析のオープンソースである「R」を使用し
て、テキストマイニングによる分析を行う。始めに「KH Coder」で「多次
元尺度構成法」を実施する。この手法では「Jaccard 係数」という指標
を基に、同じ意味合いで使用されている頻出単語が色別に分類され

るため、投稿コメントを内容別に概観できる。次に「KH Coder」で「対
応分析」を実施する。この手法では投稿日時と単語が座標平面上に

プロットされるため、時系列別の投稿内容が可視化できる。最後に

「R」で「感情分析」を実施し、ボランティアによるツイートをポジティブ
な内容とネガティブな内容化に分類する。 
 

4. 分析結果 
 図表 1 が示す通り、多次元尺度構成法による分析結果から、
Twitterの投稿は内容別で 5種類に分類でき、図表 2が示す通り、対
応分析の結果から、投稿の内容は時系列別で 5種類に分類できる。
この 2 種類の分析結果から、「研修」や「シフト」また「連絡」などの単
語を含む「ボランティア活動の事務連絡に関する投稿」がオリンピック

とパラリンピックの開催前である「7/11-7/20」及び「8/11-8/20」に多いこ
とが分かる。また「アイス」や「弁当」また「休憩」や「楽しい」などの単

語から「休憩中にボランティア活動を楽しむ投稿」がオリンピック開催

中の「7/21-7/31」から「8/01-8/10」の間で多いことが分かる。そして「あ
りがとう」や「嬉しい」また「仲間」や「お疲れ様」などの単語から「ボラン

ティア活動への感謝を伝える投稿」がオリンピックとパラリンピックの終

了時期と重なる「8/01-8/10」及び「9/01-9/10」に多いことが分かる。加
えて図表 3 が示す通り、感情分析の結果から、Twitter の投稿に関し
て、ネガティブな内容よりもポジティブな内容が非常に多いことが分

かる。以上から、ボランティア参加者の東京 2020 大会に対する満足
度は高く、報道で頻繁に指摘されていた待遇に関する不満はほとん

ど観察されなかった。一方、無料で提供されたアイスやピンバッジ交

換、ボランティア活動に参加できたことへの感謝など報道では触れら

れていない話題が多く抽出された。報道と参加者の声が大きく異なる

点は今後の東京オリンピック・パラリンピックを振り返る上で重要な意

味を持つと考える。 

図表 1. 多次元尺度構成法 

図表 2. 対応分析 

図表 3. 感情分析 
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コロナ禍におけるこども食堂運営実態と継続要因に関する研究 
○富田沙耶（早稲田大学人間科学部），新藤孝太朗（NPO生活福祉ファクトリー） 

伊藤和哉，徐桜晗（早稲田大学大学院人間科学研究科） 
岩垣穂大（日本女子大学，早稲田大学人間総合研究センター）， 

扇原 淳（早稲田大学人間科学学術院） 
 

キーワード： こども食堂，コロナ禍，運営実態，継続要因，M-GTA 
 
１．背景・目的 
 こども食堂は子どもの居場所だけではなく，地域交流拠点として 2012 年に発足してから現在ま

で増え続けている．しかし，新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために運営形態の変更

を余儀なくされた．本研究では，コロナ禍における所沢市のこども食堂の運営実態について明ら

かにし，こども食堂を継続できた要因について分析を行うことで，コロナ禍におけるこども食堂

のあり方について検討することを目的とした． 
 
２．対象・方法 
 所沢市内のこども食堂 7 カ所，入間市のこども食堂 1 カ所，志木市のこども食堂 1 カ所の計 8
カ所，9 名を対象として，半構造化面接方によるインタビュー調査を行なった．調査期間は 2021
年 10 月 8 日から 12 月 23 日であった．質問項目は，①こども食堂を始めたきっかけ・時期，②こ

ども食堂に興味を持ったきっかけ・時期，③活動経費の財源・基盤，④コロナ流行前と現在とで

の活動内容の違い，⑤With/After コロナを見据えた上で，今後活動を継続・発展するために必要だ

と思うことの計 5 つとした．木下の修正版グランデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用

いて分析を行った． 
 
３．結果 
 所沢市で確認の取れたこども食堂団体のうち継続した団体は 2/17(11.8%)，運営形態を変更して

活動していた団体は 9/17(53.0%)，活動を全て休止した団体は 6/17(35.3%)となり，全国と比較して，

活動を継続できた団体が少ないことがわかった．コロナ禍におけるこども食堂の継続要因につい

て分析を行った結果，【活動基盤】，【スタッフの想い】，【集客やアピール方法】，【活動中の課題】，

【今後の展望】の 6 つのカテゴリーと 40 の概念が抽出された．  
 
４．考察 
 全国のこども食堂の数はコロナ禍においても増加傾向にあったが，所沢市では減少傾向にあっ

た．活動団体には地域差が認められたが，その要因については団体側，地域側と複合的な要因が

考えられた．継続要因として連携を取り上げたが，活動を継続していた団体は中でも企業と連携

しており，今後はさらに企業が参加・協力しやすい体制構築が必要と考えられた．また公的施設

の利用がコロナ禍で制限されたが，地域事情や活動内容・体制に応じて柔軟な対応が可能な合意

形成システムの構築が必要であると考えられた．  
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ボランティアとアグリダイバーシティの可能性：交流から生まれる新たな農業 
 

○先家 茉子 1) 2)、若井克司 2)、カーエルファーミ 2) 
1) 名桜大学、２)若井農園 

 
キーワード：農業、在日外国人、ダイバーシティ、インドネシア、交流 

 
 日本の農業従事者は 2015 年から 2020 年の 5 年間で約 46 万人減少し、2020 年には 152 万人と

いう過去最低値を記録した（農林水産省 2020）。農業従事者のうち、15 歳以上で主な仕事として

農業に取り組んでいる「基幹的農業従事者」は 1 過去 5 年間で 39.4 万人減少しているものの、

2014 年から 4 年続けて新規就農した人は 2 万人を超えている。このことは、新規に農業を始める

者が一定数いるものの、新規就農者が長期的に農業を続けることが難しいという課題を示してい

る。更には、農家の高齢化が進んでおり、リタイアする農業従事者も同時に増加するため、日本

の農業は「食料自給率の低下」、「耕作放棄地の拡大」等、課題は多岐にわたる。また、少子超高齢

社会である日本において、労働者不足等を背景に、近年日本で暮らす在留外国人の数が増加して

いる。近年は、3 年間日本で研修を行う技能実習や、5 年間日本で働くことができる特定技能等の

在留資格を活用して、日本に長期間滞在する外国人は増加傾向である。彼らにとって、異文化で

ある外国に長期間生活することで直面する苦労は様々なものがあり、特に「食事」に関して苦労

をしている人も多いことであろう。例えば、イスラム教徒が多いインドネシア人にとって、イス

ラム教徒が食べることを許されている「ハラル」と呼ばれる食品を日本で見つけることも、彼ら

にとって日本に暮らすことの一つの大きな壁となっている。 
広島県福山市にある若井農園では、農業での新たなマーケット開拓のために、日本では珍しい

ものの、アジアでは主流に食べられている「ささげ」「四角豆」「タイ茄子」「唐辛子」等の「アジ

ア野菜」の栽培を 2021 年から始動した。広島県にどの程度の「アジア野菜」の需要があるのか分

からない状態でのスタートであったが、蓋を開けてみると喉から手が出る程「アジア野菜」を欲

しがる在留外国人の方が多くいることが判明した。「アジア野菜」を求め多くの外国の方が福山市

にある畑に集い、そして珍しい野菜を見てみたいという日本人も畑に自然と集まった。また、イ

スラム教徒の方が気軽に訪れることができる畑にするために、1 つのコンテナハウスに礼拝室を

設け、気軽に外国人と日本人が交流できる場を生むために、ピザ窯や BBQコンロ等も畑に設置し

た。このような畑での交流活動は、その場で展開する様々なボランティア活動に繋がり、在留外

国人と日本人との交流に根ざした様々なボランティア活動が若井農園に自然と生まれ始めた。 
今後、更に増加する在留外国人や、様々な背景を持つ人々と共存していかなければならない日

本社会において、異なる価値観を持つ人々を理解し、認め合い、共存する「多文化共生」「ダイバ

ーシティ」という言葉は重要なキーワードとなることであろう。今回は、文化が異なっていても

共通認識を持つことができる「野菜」と、「農業」という共同作業を通じて言葉が通じなくとも分

かり合うことができる、「アグリダイバーシティ」について、1 年間のボランティア活動から見え

てきた新たな「農業」の可能性について発表をする。 
 

参考文献： 
農林水産省(2021).「農業労働力に関する統計」, 大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室.  

https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html （閲覧日：2022 年 1 月 10 日） 
経済産業省(2018)「外国人技能実習制度の現状、課題等について」, 厚生労働省. 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/ginoujisshukyougikai/180323/3_mhlw-genjyoukadai.pdf 
（閲覧日：2022 年 1 月 10 日） 
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〔つづける〕 

2月20日（日）　16:30～17:50 

＜Zoomメインルーム＞ 

座長：黒瀬 聖子（ICYEジャパン） 

災害復興地域における村民の水源利用とNGOによる支援：バングラデシュ南西沿岸部を事例に 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.40 
○山田翔太（立命館大学大学院国際関係研究科博士課程後期課程）、田中志歩（広島大学大学
院 国際協力研究科 博士課程後期課程／日本学術振興会特別研究員DC1） 

社会的実践への参加が生起するインシデンタルな学びの過程と条件 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.41 
○三宅隆史（シャンティ国際ボランティア会） 

ザンビア都市部における障害者団体の活動の変容：COVID-19禍による影響に焦点をあてて 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p.42 
○日下部 美佳（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科） 
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災害復興地域における村民の水源利用とＮＧＯによる支援： 
バングラデシュ南西沿岸部を事例に 

○山田翔太（立命館大学大学院 国際関係研究科 博士課程後期課程） 
田中志歩（広島大学大学院 国際協力研究科 博士課程後期課程／日本学術振興会特別研究員 DC1） 

キーワード：飲料水、井戸、池、開発援助、サイクロン 
 

 バングラデシュ南西沿岸部はサイクロンの常襲地域であり、被災後の復興過程では援助機関に

よる飲料水に関する支援が行われてきた。しかし、これらの支援が村民の水源利用に与えた影響

に着目した研究は限定的であった。そこで、本研究では復興過程における援助機関による飲料水

に関する支援の実態と村民の水源利用の解明を目的とした。調査地は 2009 年のサイクロン・アイ

ラで被災し、国連開発計画（UNDP）や様々な NGO が復興支援を行ったシャトキラ県、シャムナ

ゴール郡、ポッドプクル・ユニオンの B 村にある A 集落とした。2022 年 1 月に約 2 週間の現地調

査を行い、A 集落の全 46 世帯のうち 44 世帯に対する半構造化聞き取り調査を実施した。また、

集落では世帯により井戸の所有の有無が分かれていたため、両グループから水利用に関わる機会

が多いと考えられる子供を持つ 20 代前半の女性をそれぞれ 6 名ずつ抽出してフォーカス・グルー

プ・インタビュー（FGI）を行った。なお、A 集落の全長は南北に約 1.1 km あり、北端から約 0.3 
km の場所には学校があった。そして、学校の敷地内には被災直後に UNDP が設置した浅井戸が 1
基、学校の北側には 2020 年に NGO が設置した深井戸が 1 基あった。これらの水源はそれぞれ稼

働しており、村民は無料で使用することができていた。 
 調査の結果、A 集落では UNDP が学校のほかにも複数の浅井戸をある程度の距離を保ちながら

設置していたが、そのほとんどは 1 年程度で不稼働となっており、学校の浅井戸が集落の主要な

水源となっていたことが明らかとなった。しかし、A 集落では家屋が再建され始めた 2013 年頃よ

り 11 世帯が個人所有もしくは共同所有の形態で自らの敷地内に浅井戸を自費で設置していた。こ

れらの世帯は A 集落の最南部に集中しており、学校の浅井戸までは徒歩で往復 10 分以上を要し

ていた。反対に、自宅から学校の浅井戸までの所要時間が往復 10 分以内の世帯は 1 世帯を除いて

自宅に浅井戸を設置しておらず、これらの世帯は A 集落の北部から中部に集中していた。そして、

A 集落では 2020 年に NGO が村民と協議を行い、自宅での浅井戸の所有状況などを考慮したうえ

で学校の北側に深井戸を設置していた。この結果、集落北部に居住する村民は深井戸を、集落中

部に居住する村民は学校に設置されている浅井戸を、集落南部に居住する村民は自費で設置した

浅井戸を使用していた。なお、同国南西部では世帯ごとに池を所有し洗濯、沐浴、洗い物、養魚

などを行うことが一般的である。A 集落でも被災以前は同様であったとのことであるが、被災後

に浅井戸を設置した世帯では浅井戸を飲料水や料理に加えて沐浴や洗い物にも使用し、池は洗濯

と養魚のみに使用する傾向にあった。また、浅井戸の設置後には池を埋め立てる世帯も存在した。

反対に、被災後に浅井戸を設置していなかった世帯は飲料水を深井戸や学校の浅井戸から得てお

り、料理を含むすべての生活用水を自宅の池から得ていた。 
 以上から、2020 年に深井戸の設置を行った NGO の支援は村民の飲料水へのアクセスの平等性

を向上したと言えよう。また、その方法は水源利用を考慮に入れたものであったため、嫉妬や軋

轢など復興支援を行う際に注意を払う必要のある点を回避することができていたのではないかと

考えられる。さらに、村民の水源に対する認識が可変的である可能性が指摘できる。つまり、良

好な水源を入手できた場合には伝統的な水源利用に変化が生じる可能性あると言える。したがっ

て、サイクロンを含む災害復興の過程において飲料水に関する支援を行う際には、住民参加によ

る被災地域の水源利用や所有に関する実態把握と設置する水源の選定が必要であると考えられる。 
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社会的実践への参加が生起するインシデンタルな学びの過程と条件 
○三宅隆史（シャンティ国際ボランティア会） 

キーワード：社会的実践、インシデンタル学習、NGO、ボランティア活動 
 

1. 研究課題と方法 
 1995 年の阪神淡路大震災以降、日本の国際協力 NGO のうち 43％が、新潟県中越沖地震（2007
年）、広島土砂災害（2014 年）、東日本震災(2011 年)、熊本地震(2016 年)、西日本豪雨（2018 年）

等の国内災害時における被災者支援活動に取り組んでおり、ボランティアを動員している。つま

り、国際協力 NGO は国内での災害被災者支援活動という社会的実践を通じて、ボランティア活動

の機会を市民に提供している。 
 本研究は、「社会的実践への参加を通じた学び（自己変容）の過程と成立する条件は何か」を明

らかにするために、NGO が組織する災害被災者支援活動に参加したボランティアの学びを分析す

る。分析のための概念として、「社会的実践への参加を通じて副次的・偶発的に生起する学び」を

意味するインシデンタル学習（Incidental Learning）を用いる。 
 分析対象の事例として 200 万人を超える市民・学生がボランティアとして参加した 1995 年の阪

神淡路大震災の救援活動を扱う。1995 年は「ボランティア元年」と呼ばれたほどこの大規模災害

におけるボランティア活動は、ボランティアに対する社会的評価に大きなインパクトを与えた。

使用するデータは、国際協力 NGO であるシャンティ国際ボランティア会による阪神淡路大震災

の緊急救援事業に参加したボランティアの記した活動日誌、ボランティアに対するアンケートの

回答、活動報告会でのボランティアの発言である。データは古いが、社会的実践への参加を通じ

たインシデンタルな学びの過程とその生起する条件を明らかにするという本研究の目的のために

は問題ないと判断した。 
 

2. 調査の結果と考察 
 調査データの分析の結果、社会的実践への参加者には、①自己との対話、②他者とつながり、

③地域・歴史・世界を含む社会とつながり、という「3 次元の学び」が同時並行的に生起している

ことが明らかになった。 
 次に、インシデンタル学習の成立条件は、参加する社会的実践が「社会課題の解決」を目指し

ていること、参加者が「主体的に参加」していること、活動の過程で参加者は「対立と葛藤」に直

面していること、の 3 点であることが明らかになった。 
 NGO が市民に提供するボランティア活動は社会課題の解決を目指していることから、課題の軽減、

収束とともに、ボランティア活動は終了する。したがって、社会活動への参加から生起するイン

シデンタルが学習の持続性は低い。持続性の低さは、インシデンタル学習の限界と制約である。 
 最後に本研究の知見から導出される NGO に対する示唆を述べる。一つ目は、インシデンタル学

習は社会的実践への参加を通じて副次的に生起することから、NGO の活動にボランティアとして

参加する機会を市民に提供することによって、NGO は自動的にインシデンタル学習の機会を提供

していること、そしてこの学習機会は、学校や社会教育機関が提供することができない独自性の

高い学習機会であることを NGO は認識すべきである。課題解決が NGO の目的であるが、一方で

課題解決のための社会的実践へのボランティアの参加の機会を量的に増やするとともに、参加の

レベルと質を高めることによって、NGO の教育力は高まる。 
 二つ目は、社会的実践への市民の参加機会を立案、運営し、ボランティアをコーディネートす

る職員の役割が重要であることを NGO が認識すべきである。参加型学習のファシリテーターと

同様のスキルや態度、すなわち、参加者と共に学ぶ、ふりかえりを促進する、人と人をつなぐ、

学習成果をまとめる、情報や知識を伝える等が、ボランティアを調整する職員に求められる。し

たがって、職員のこのような力量を育成、強化するための能力開発を NGO は行う必要がある。 
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ザンビア都市部における障害者団体の活動の変容： 
COVID-19禍による影響に焦点をあてて 

 

○日下部 美佳 (京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科) 

キーワード：障害者団体、障害者、COVID-19、ザンビア 

 
1. 研究背景および研究課題 
 2020 年 1 月以降に世界的規模で発生した COVID-19 の感染拡大は、ザンビア国内の学校閉鎖や対

面の集会の禁止等のロックダウン措置と相まって、特に都市部の経済や社会活動に深刻な影響を及ぼし

ており、障害者や障害者団体もその例外ではない。ザンビアでは、2010 年に障害者権利条約が批准され、

2012 年に障害者法が改正されたが、政府の障害者福祉サービスは十分に行き届いておらず、非障害者

と比較すると、障害者は低収入で社会参加の機会が少ないことが指摘されている(CSO & MCDSS 2018)。

そのため、現地の障害者団体は、ニーズの特定やサービスの向上を主張する障害者代表組織として障

害者の権利や生活向上に貢献することが期待されている。ソルダティックとグレック(2014)は、アフリカの

障害者団体は、海外の障害者団体等と結びつき、トランスナショナルな関係性を構築しているため、グロ

ーバルな視点から現地の障害者団体の役割や特徴を注視する必要性を指摘している。そのため、本研

究ではザンビア都市部の障害者団体のトランスナショナルな関係性に着目し、①COVID-19 が障害者団

体の運営に及ぼす影響と、②コロナ禍での障害者団体の活動の変容を明らかにすることを目的とする。 

 
2. 調査方法 
 2021 年 4 月から 7 月までの期間に、ザンビアのルサカ州のルサカ、南部州のリビングストン、

カッパーベルト州のキトウェの都市部の障害者団体 3 団体を対象に、オンラインでのインタビュ

ー調査を実施した。インフォーマントは障害者団体の関係者 5 名である。 

 
3. 調査結果 
 COVID -19 禍において 3 団体(団体 A、B、C)すべてに資金面や活動面において負の影響が生じ

ていた。国内外のドナーや協力企業の支援方針の変更や業績悪化によって、団体の活動資金が激

減し、障害者団体の活動規模の大幅な縮小もしくは停止に至っていた。コロナ禍で活動を継続す

るために、障害者団体のリーダーを中心に、オンラインの活用を通じて、トランスナショナルな

関係性を基盤とした活動の再編が見られた。団体 C では海外の協力者から技術な支援を得て

Facebook や YouTube でのライブを含む動画配信等を通して新たな啓発活動を展開していた。

COVID-19 禍では、海外ドナー側の支援の削減・打ち切りなど外部依存ゆえの脆弱さに翻弄されつ

つも、オンライン技術の外部からの導入により新しい活動を展開するという、トランスナショナ

ルな関係性の継続と組み替えが見られた。その一方で、障害者団体の SNS の活用等がコロナ禍の

影響への対処と捉えた場合、団体内および団体間において対処方法への格差が生じていることが

予想される。「情報格差(デジタル・デバイド)」により、一部の団体員や団体のみがパンデミック

に対処でき、その他の人びと・団体が取り残されている可能性がある。今後の現地調査を通して、

機能障害の程度や種別も踏まえたうえで、団体の活動変容の過程とその中で発生し得る多様な格

差に視点を当てていく必要がある。 

 
4. 参照文献 
 CSO & MCDSS. (2018). Zambia National Disability Survey 2015. 

 Soldatic, K & Grech, S. (2014). Transnationalizing disability studies: Rights, justice and Impairment. 

Disability Studies Quarterly, 34(2), pp.1-14. 
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クロージングセッション 

〔コロナ禍における居場所づくり：越境知としてのボランティア学を求めて〕 

2月20日（日）　18:00～19:20 

＜Zoomメインルーム＞ 

　「ポストCOVID-19における越境的支援のかたち～越境知としてのボランティア学～」を
テーマに2日間にわたって開催の年次大会のクロージングセッションとして、滋賀県内で子ど
も達の居場所づくりの活動を行っている団体の活動に焦点を当て、実際の活動から得られた感
覚、経験、想いについて共有する場を設けることといたしました。滋賀県での実践事例を2つ
取り上げる背景には、今回の年次大会の企画・運営を立命館大学びわこ・くさつキャンパス
（BKC）のサービスラーニングセンター学生コーディネーターが担ったこと、さらには立命館
大学はBKCの開学（1994年）以来、地域連携に積極的に取り組んできていることなどが反映
しています。 
　セッションでは、参加者の方々の関心も重ねながら、特に、コロナ禍においてどのように活
動に影響を受けたのか、様々な制限がかかる中で活動を持続させるためにどのような工夫を凝
らし居場所としての役割を果たしてきたのかについて議論を行うことができればと願っていま
す。そして、コロナ禍が収束・終息したとき、このコロナ禍での経験をどのように活かしつつ
活動を継続していくのかの展望についても深める機会とします。 

＜話題提供者＞ 

　蔵田 翔（特定非営利活動法人寺子屋共育 轍 代表理事） 
1989年⽣まれ。滋賀県出⾝。⼤⾕⼤学�⽂学部�社会学科�臨床⼼理学コース卒業。�
中学卒業後、⾼校へは進学せずに淡路島で農業を⾏う。その後、⼤阪にある應典院で⼩僧インターン
⽣として仏教を学びながら⼤検を取得し、⼤学で臨床⼼理を学ぶ。⼤学在学中にNPO法⼈寺⼦屋共育
轍‐わだち‐を設⽴し、卒業と同時に法⼈化。「地域から⼦どもがおいてきぼりにならない社会」を
⽬指して様々な事業に取り組んでいる。（https://wadachi.jimdofree.com）�

　佐藤 すみれ（特定非営利活動法人やんちゃ寺 理事長） 
臨床⼼理学の⼤学院を卒業し、臨床⼼理⼠／公認⼼理師／認定⼼理⼠等の資格を取得後、滋賀県の⼩
中⾼等学校や⾮⾏少年の⽀援施設、⾃殺防⽌相談の機関等で、臨床⼼理⼠（カウンセラー）として勤
める。2019年６⽉より、草津市遍照寺で、社会での⽣きにくさに悩む主に１２歳から２０歳位までの
少年少⼥たちに居場所を提供する「やんちゃ寺」の活動を開始。⾃分が10代の時にあったらよかった
居場所を⽬指して活動中。（https://yanchadera.jimdosite.com）�

＜聞き手＞ 

　坂中 俊介（立命館大学経済学部・サービスラーニングセンターびわこ・くさつキャンパス） 

＜あいさつ＞ 
　山口 洋典（立命館大学共通教育推進機構教授・国際ボランティア学会第23回大会実行委員長） 
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国際ボランティア学会第23回大会 実行委員会 スタッフ一覧〔順不同・敬称略〕 

＜企画スタッフ＞ 

伊藤 光題（立命館大学理工学部3回生） 

久保田 夏菜（立命館大学食マネジメント学部2回生） 

坂中 俊介（立命館大学経済学部1回生） 

高田 すず（立命館大学総合心理学部2回生） 

長谷川 舞（立命館大学生命科学部2回生） 

日髙 咲（立命館大学経営学部1回生） 

塩井 花梨（立命館大学国際関係学部2回生） 

＜運営スタッフ＞ 

谷口 諒平（立命館大学理工学部2回生） 

Xinmiao ZHANG（立命館大学理工学部3回生） 

江間 圭一朗（立命館大学文学部2回生） 

＜準備スタッフ＞ 

桂 夕貴（立命館大学国際関係学部2回生） 

北 万里子（立命館大学経営学部2回生） 

坂 萌莉（立命館大学食マネジメント学部3回生） 

瀨川 真由（立命館大学総合心理学部2回生） 

関田 陽和（立命館大学食マネジメント学部1回生） 

道端 明日美（立命館大学政策科学部2回生） 

矢崎 ゆきの（立命館大学食マネジメント学部1回生） 

吉村 哲哉（立命館大学経済学部3回生） 

＜事務局（立命館大学サービスラーニングセンター）＞ 

上野 知子 

國定 直樹（衣笠キャンパス）　横関 つかさ（びわこ・くさつキャンパス）　姜 麗君（大阪いばらきキャンパス） 

勝屋 藍太 

＜実行委員長＞ 

山口 洋典（立命館大学共通教育推進機構教授／gucci@fc.ritsumei.ac.jp） 

＜副実行委員長＞ 

山田 翔太（立命館大学大学院国際関係学研究科博士課程後期課程5回生）
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