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• 東武スカイツリーライン 谷塚駅 から 徒歩 約 13 分 

• 竹ノ塚駅 から バス 約 20 分 

• つくばエクスプレス 六町駅から バス 約 15 分 

 

  

会場へのアクセス 



会場 

 

セッション １，5．６ 講義室南棟 1205 教室 

セッション ２，4，７ 講義室南棟 1206 教室 

セッション ３     講義室南棟 1201 教室 

共通論題セッション 講堂棟２F アイタデホール 

休憩室 講義室南棟 1202 教室  

書籍販売等  講義室南棟 2F   

大会本部  講義室南棟 1203 教室 

18 日は食堂が営業しております 

竹ノ塚駅、六町駅方面
バス 

谷塚駅より 

ベルクスショッピングモール 
（サイザリア、はま寿司など） 
徒歩 7 分 
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ご挨拶 

 

今回、国際ボランティア学会第 24 回学術大会を文教大学あだちキャンパスで開催していただけることを

たいへん嬉しく、光栄に思います。文教大学では 2006年 2月に越谷校舎で、2011年 2月（東日本大震災

の直前）には湘南校舎で国際ボランティア学会を開催させていただきました。今回は３回目となりますが

2021 年 4 月に新たに開設いたしました東京あだちキャンパスで開催いたします。2020 年から始まったコロ

ナ禍は、大学の教育、研究活動にも大きな影響を与えました。今回の国際ボランティア学会の大会は実質

的に新キャンパスで対面開催される最初の学会になります。その意味でも、大学にとってもたいへん大きな

意味を持っています。 

 2011年の学会を開催した湘南キャンパスは方向明媚な茅ヶ崎市の丘陵地にありました。。それに対し、新

キャンパスの立地する足立区花畑は緑の少ない市街地にあり、もともとは湿地帯でした。茅ヶ崎の有名人と

言えばサザンオールスターズの桑田佳祐ですが、足立区出身の有名人といえばビートたけしです。「桑田

佳祐からビートたけしへ」という大きなイメージの変化に教員も学生もついていけるか、たいへん心配でし

た。 

 確かにこの移転は大きな変化でしたが、実は大学のボランティア活動にとっては発展の契機になりました。

足立区は東京 23 区の中でも所得が低く、小中学校の四分の一の生徒が何らかの公的支援を受けていま

す。高齢化も進行しています。また低湿地であるため水害の脅威にさらされています。このような「課題先進

地」であることから、NPO やボランティア団体の活動が活発で、さまざまに課題に取り組んでいます。また、

区役所、ボランティアセンター（社協）、ＮＰＯ活動支援センターなどの行政、中間支援組織が極めて積極

的に動いており、ＮＰＯやボランティア団体との連携も構築されてきています。キャンパスが移転してから２

～３か月で区内の団体、組織、行政と連携、協力をスタートすることができました。2021 年の秋学期から新

キャンパスでのサービスラーニングが開講しましたが、協力いただける団体様が増えたこともあって、茅ヶ崎

時代にくらべて受講生は３倍以上になりました。また、コロナ禍にもかかわらず大学生の自主的なボランティ

ア活動も活発になりました。特に、2021年末から文教大学生による「こども食堂」が立ち上がり、現在は月一

回の実施を定着することができました。 

 課題があるということは、それを解決するために考え、行動するチャンスもあるということです。また、助け

合う必要があるところに助け合いが生まれます。このようなことから、今回の大会のテーマは「つながり-助け

合う社会を創る」としました。自発的な協力と助け合いを、ネットワークと協働を通じてどのように進めていく

かが、大きなテーマです。 

 ここでひとつ注意しなければならないのは、「助け合い」には危ない側面もあるということです。英国のＮＧ

Ｏ  「チャリティーズ・エイド・ファンデーション（CAF）」が毎年、「世界人助け指数（World Giving Index)）を

発表しています。この調査は「この１ヶ月の間に、見知らぬ人、あるいは、助けを必要としている見知らぬ人

を助けたか」、「この１ヶ月の間に寄付をしたか」、「この１ヶ月の間にボランティアをしたか」という３つの項目

について行われたインタビューを基にして採点していますが、日本は調査対象国の中では常に最下位か

最下位に近いポジションにあります。一方で上位国を見ると、米国をはじめとして、ミャンマー、ナイジエリア、

ケニアなどですが、なぜか国内の「分断」が指摘されている国々が多く含まれています。これをどう読むか

が重要です。 
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 助け合いというのは、通常は自分が属するグループの内側で行われています。エスニックな対立がある国

では、人々の苦難も大きいでしょう。そのために人々は助け合っていかなければなりませんが。それは助け

合いをする「わたしたち」と、対立するグループなどそこから排除される「あの人たち」の分断を生んでいるの

です。今世界が直面している最大の問題は「分断」です。分断が人々を結びつける力を弱くし、集団を超え

た問題、たとえば地球レベルでの気候変動や貧困削減などへの対応を難しています。 

持続可能な開発目標は「誰一人取り残されない（no one left behind）」ことを強調しています。別の表現で

は Inclusiveな世界を創ろうとも言っています。Inclusive という言葉は日本語になりにくいですが、最近では

「包摂的な」が良く使われていますので、私も使います。包摂的な世界を創るということは分断を乗り越える

ということですが、そのためには助け合いも包摂的なものでなくてはなりません。「わたしたち」と「あの人た

ち」の二分法をいかに超えることができるかが重要です。今回の大会はその手がかりを得るきっかけにして

いきたいと思います。 

 

今回は実質的な会期は１日と短いですが、活発な議論を期待しています。最後に大会開催に向けお世

話になりました方々に厚くお礼申し上げます・ 

 

2023 年 2 月 18 日 

国際ボランティア学会第 24 回学術大会実行委員会 

委員長 

林薫 （文教大学国際学部教授） 

 

実行委員会 

林薫、渡邉暁子、久保庭慧、渡邉三津子 （文教大学） 

学生サポーター （学籍番号順） 

佐々木望亜、杉山日紀、百瀬恵梨奈、保利健斗、猪狩薫平、小澤尚也、斎藤愛海、三谷風果、 

柳川育穂、前田奈々絵、赤松光希、神原夏海、宮山光、大輪万尋、城戸口想太、武井夢生、 

谷脇希実、中村真美、田力萌香 

 

 

 

大会実行委員会事務局 

〒121-8557 東京都足立区花畑 5-6-1 

文教大学 国際学部 林研究室  03-5686-8577 

Isvs24@bunkyo.ac.jp  hayashi@bunkyo.ac.jp kaoru.hayashi@nifty.com  
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プログラム 

 

2 月 18日 (土) 

 

受付開始 9:00 

 

分科会 

9:30-11:30 

１．人材、女性、子供 

(1205教室) 

 

２．国際ボランティア 

（1206教室） 

昼休み 

11:30-12:30 

 

３．国際ボランティア学会のデジタ

ルバッジについての討論会 

（1201教室） 

ブラウンバッグ・セッション 

 

 

12:10開始 

４．体験学習-気づきと学び 

（1206教室） 

ブラウンバッグ・セッション 

分科会 

12:30-14:00 

5．防災・災害対応 

(1205 教室) 

分科会 

14:10-15:40 

6.外国ルーツの人々と共に生きる 

（1205教室） 

7. 共話シリーズ 2022を振り返

って 

（1206教室） 

共通論題セッション 

（公開シンポジウム） 

15:50-17:50 

8．つながりー助け合う社会を創る 

自発的な協力と助け合いを、ネットワークと協働を通じて 

どのように無理なく進めていくか 

（講堂棟 アイタデホール） 

総会 

18:00-18:40 

（講堂棟 アイタデホール） 

18:45-19:45 簡単な懇親会 

（大学食堂） 

 

ブラウンバッグ・セッション： 昼休みにかかるセッション３.およびセッション４．は昼食持ち込み方

式で行います。 

 

2月 18日は大学食堂が営業をしています。また、講義室南棟を出て 100mほどの場所にコンビニ

エンス・ストアーがあります。 

 

2 月 19日 (日) 午前中 エクスカーション  

 

(1) 竹の塚まちづくりラボ 

(2) 活動見学 おせっかい子育てプロジェクト 
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２月１8日（土）午前                                                  

 

セッション－１ （9:30～11:30）  1205教室 

人材、女性、子供          座長： 山口 洋典 （立命館大学） 

 

1-1 民間公益活動推進の為の人財発掘～プログラムオフィサーはどこにいるか？～   １ 

 宮原信孝、庄田清人 （一般財団法人 ちくごコミュニティー財団） 

1-2 女性の貧困と自立：生活歴からみる家族との関係に着目して  2 

 小川未空（大阪大学）、永井悠太（Homedoor）、白波瀬達也（関西学院大学） 

 浦越有希（Homedoor） 

1-3 ケアプラン作成におけるインフォーマルサービスの活用促進に関する研究  3 

 萩原悠人（早稲田大学）、岩垣穂大（金城学院大学）、徐桜晗（早稲田大学大学院）、 

 青木陽子（皆野町）、扇原 淳（早稲田大学） 

1-4 国際ボランティア体験から子どもの居場所企画へ：沖縄県・今帰仁村での試み  5 

 小川寿美子、服部翼（名桜大学）、三宅裕子、宮里晃（今帰仁村）、 

 座間味美智枝（今帰仁ふるさとネットワーク） 

 

セッション－２ （9:30～11:30）  1206教室 

国際ボランティア          座長： 内海成治  

 

2-1  COVID-19蔓延下の草の根的国際ボランティア活動： 

沖縄県今帰仁村における「国内体験」研修  6 

 富田育磨、野村悠司（元 GONGOVA）、服部翼・小川寿美子（名桜大学） 

 謝花喜洋（今帰仁村渡喜仁区長） 

2-2 東アフリカ難民の大学卒業後のコミュニティ形成について 

〜ケニアでのキャリア支援活動報告〜  8 

 薮田美優（近畿大学国際学部国際学科） 

2-3 貧困世帯の金融包摂と女性のエンパワーメント： 

バングラデシュにおける女性縫製労働者の事例から  9 

 綿貫竜史（名古屋大学大学院 国際開発研究科） 

2-4 子どもの心理的ストレスに対する図書館活動の効果：ミャンマー帰還難民の事例から  11 

 三宅隆史（シャンティ国際ボランティア会） 

 

     

資料ページ 
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２月１8日（土） 昼休み～午後 （11:30～14:00）                   

（ブラウンバッグ・セッション 昼食ご持参でご参加下さい） 

 

セッション－３ （11：30～1２:30）  120１教室 

討論会          座長： 山田恒夫（放送大学） 

 

3 国際ボランティア学会のデジタルバッジについての討論会 

―ボランティア学習やボランティア活動の品質保証のためにー  13 

 山田恒夫（放送大学）、林薫（文教大学）、中村安秀（甲南女子大学）  

 

セッション－４ （12：10～14:00）  1206教室 

    体験学習 気づきと学び （実行委員会企画セッション） 

                     座長 飛田ほのか（名桜大学 4 年）（4-1） 

林薫（文教大学）（4-2，4-3） 

 

4-1 国際協力分野におけるキャリア構築においてインターンシップが与える効果とは？ 

大学、大学院在学中に参加するインターンシップ活動からの考察  14 

           飛田ほのか（名桜大学 4 年、空飛ぶ捜索医療団 ARROWS インターン） 

吉田涼(横浜国立大学大学院) 

4-2 市民性を育む体験的な学びのあり方に関する研究 

―学び手の変容を促す要因の分析を通して―  15 

笹野仁美（文教大学大学院） 

4-3 海外体験学習の意味（コロナ禍を乗り越えて得たインドでの気づきと学び）  19 

         杉山日紀、百瀬恵梨奈、前田奈々絵、佐々木望亜（文教大学４年） 

         田力萌香（青山学院大学 3 年） 

  

 

 

 

 



vi 

 

２月１8日（土） 午後 (12:30～15:40)                                

 

セッション－5 （12:30～14:00）  1205教室     

 

    防災・災害対応     座長 高橋真央（甲南女子大学） 

 

5-1 災害ボランティアの起動スイッチ：災害救助法未適用でのお作法 

横浜市中区打越地区 土砂崩れ災害を事例に   21 

高田 昭彦（富士フイルムビジネスイノベーションジャパン） 

5-2 地域とともに進める学校防災   23 

伊藤 創平(太平洋学園高等学校)、町田 友里(高知県立大学大学院)、 

佐々木 康介(高知県立大学大学院)、大槻 知史(高知大学地域協働学部)  

5-3 災害時におけるボランティア活動の可能性 ‐’98 豪雨の経験から未来へ‐   24 

佐々木 康介(高知県立大学大学院)、山﨑 水紀夫(さんすい防災研究所)、 

佐々木 美貴(メロディ・インターナショナル株式会社)  

 

セッション－6 （14:10～15:40）  1205教室 

 

外国ルーツの人々と共に生きる   座長 小川寿美子（名桜大学） 

 

6-1 外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア「ふでばこ」に参加する学生、 

卒業生を対象としたインタビュー調査（第 1報） 

－活動に参加した動機、活動を継続している理由－   25 

堀江正伸（青山学院大学）、藤田優一、大坪明、藤井達矢、脇本景子、 

加藤丈太郎、工藤大祐、小笠原史士、福井美苗（武庫川女子大学） 

6-2 外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア「ふでばこ」に参加する学生、 

卒業生を対象としたインタビュー調査（第２報）   26  

－困難に感じること、今後の「ふでばこ」、団地住民と共に支え合って生活するには－  

藤田優一、大坪明、藤井達矢、脇本景子、加藤丈太郎、工藤大祐、 

小笠原史士、福井美苗（武庫川女子大学）、堀江正伸（青山学院大学） 

6-3 在住外国人支援とその行動原理としての「地球市民主義」    

－民間女性シェルター・女性の家 HELP の取組みから－   27 

百瀬圭吾（立教大学大学院） 
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セッション－７ （14:10～15:40）  1206教室 

共話シリーズ 2022 を振り返って（常任理事会企画セッション）  

座長 中村安秀（日本WHO協会） 

 

7 共話シリーズ 2022 を振り返ってー難民とレジリエンス   28 

宗田勝也（総合地球環境研究所）、佐藤康介（名桜大学国際ボランティア研究会）、 

中村安秀（日本WHO協会） 

 

 

セッション－８ 共通論題セッション（公開シンポジウム） 15:50－17:50 講堂棟 アイタデホール 

      つながり-助け合社会を創る   座長 林薫（文教大学） 

 

8 自発的な協力と助け合いをネットワークと協働を通じてどのように実現していくか   29 

       開会挨拶： 中島滋   （文教大学学長） 

       足立区の課題・協働と協創 栗木希（足立区役所協働・協創推進課長） 

         子どもの貧困問題 大山光子（あだちこども支援ネット） 

       高齢化 大竹恵美子 （綾瀬サロンほっとミックス） 

       防災 村岡孝次 （足立区防災士の会） 

 

 

 

２月１９日（日） 午前 (9:30頃集合～11：30頃解散)                        

 

参加には別途登録が必要です（別途ＷＥＢサイトでご案内） 

参加費無料（交通費実費各自ご負担） 

参加の皆様には詳細をご連絡いたします。 

 

９-1 竹の塚街づくりラボ （定員 10 名） 

 

(1) 2023 年 1 月に東京都足立区とＵＲ都市機構が立ち上げた街づくりのイニシアティブ。 

(2)主な活動は次のようなもの。 

、地域の声が集まる居場所としての拠点施設「ミントポ」の運営と、多世代でまちづくりを考えるワークショッ

プ等のイベントの実施。 

・ 地域の声・ニーズを踏まえたまちづくりの方向性検討。 

・ 地域やまちづくりに関する情報発信。 

(3)当日はラボの会合に参加予定。 
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9-2 活動見学 一般社団法人 おせっかい子育てプロジェクト （定員５名前後） 

 

「どんな境遇でも負い目を感じることなく、子どもたちが未来に希望を持てる社会を創る」ことを目標に活動

を行っている団体。足立区内の児童養護施設を中心に活動中。子ども居場所づくりなどにも取り組む。 

・ワークショップやマルシェの開催。 

・子どもたちと地域の大人たちが一緒にビジネスを学ぶ機会を提供し。様々な職業で働く大人との交流から

子供たちが自分のやりたいことを見つけるための活動を実施。 

・文教大学のサービスラーニングにご協力いただいている団体。当日はサービスラーニングで活動に参加

した学生がご案内。 
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民間公益活動推進の為の人財発掘 

～プログラムオフィサーはどこにいるか？～ 

宮原信孝及び庄田清人（一般財団法人 ちくご川コミュニティ財団） 

キーワード：休眠預金等活用事業、伴走支援、プログラムオフィサー、JICA 

 

１． ちくご川コミュニティ財団の成長 

 筑後川関係地域において『市民が主体的に公益

を担う社会を実現するために「人の役に立ちたい」

と活動している方々へ「活動の力になりたい」を

届ける』を目的に設立した一般財団法人 ちくご川

コミュニティ財団（以下 CCF）が発足して 3 年半

が経過した。 

 この間、CCF 設立直後に亡くなった方からの遺

贈により子ども若者基金を創設し、2 度の子ども

若者応援助成を行った。また、2020 年度（テーマ：

困難を抱える子ども若者の孤立解消と育成）及び

21 年度の休眠預金等活用事業資金分配団体（テー

マ：誰一人として取り残さない居場所づくり）に

採択され、合計 5 実行団体に助成と伴走支援を行

ってきた。更に 2021 年までの 4 年間に 5 回の水

害に見舞われた近隣地域の被災者支援を災害支援

NPO の紹介と支援を通じて実施した。 

 3 年半を振り返るとこのように活動を進展させ

ることができるようになったのは、少数だがコン

パクトにまとまった人員体制の確立にあると実感

している。本発表においては、民間公益活動、特に

コミュニティ財団等中間支援団体の人員体制のあ

り方及び民間公益活動に必要な人財はどのような

人でどこで探せばよいかについて報告する。 

 

２． CCF の現人員体制 

 CCF の組織は執行理事会-事務局及び総務部、事

業部、企画広報部の 3 部から成るが、実際に働く

のは合計 7 名である。執行理事は、理事長、副理

事長及び理事事務局長で構成され、総括的課題は

ここで処理する。事務局及び総務部はほぼ重なり

事務局長-事務職員 1 名で業務を行う。事業部長と

企画広報部長は二人の理事がそれぞれに就任し、

相互に次長として補佐し合う。嘱託職員を休眠預

金事業の補佐役として雇用している。  

事業部長と企画広報部長はプログラムオフィサ

ー（PO）としてそれぞれ 21 年度事業及び 20 年度

事業の伴走支援を行い、それを嘱託職員が補佐し

ている。そして執行理事会と事務局・総務が PO の

活動を下支えするという体制である。 

 

３． 人員体制のあり方と人財を求める場所 

 休眠預金等活用事業を行って実感したのは伴走

支援と PO の重要性である。CCF のような小さな

組織では、事業の中心である伴走支援に重点をお

き、それを人的、組織的、物的、資金的に支える体

制にするのが効率的である。 

 伴走支援には有能な PO が必要である。CCF で

は、元 JICA 海外協力隊員（JOCV）と元新聞記者・

NPO 法人ファンドレイザー兼広報等担当者を雇

用し、PO 補佐も元 JOCV である。 

 休眠事業の伴走支援を行う中で気づいたことは、

課題の深掘り調査ができること及び困難に出会っ

ている人やグループに対し寄り添うことができる

ことが PO に必要な資質だということである。 

 その観点からすれば、JOCV 経験者は一般的に

言えばその資質を有する。もちろん、CCF の企画

広報部長のように国内で同様な資質を磨いてきた

人財は存在するが、POを探すグループとしては、

JOCV 経験者は、一塊のグループとして明確であ

る。 

 この後、CCF 理事/事業部長を務める庄田清人

が、自身の経験を踏まえ、JOCV 経験者と休眠預

金等活用事業の PO と如何に親和性があるかにつ

いて発表する。 

                   （了） 
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女性の貧困と自立：生活歴からみる家族との関係に着目して 

○小川未空（大阪大学）、永井悠大（Homedoor）、白波瀬達也（関西学院大学）、浦越有希（Homedoor） 

キーワード：女性、ケア、家族、資源 

 

1. 研究の背景と目的 

 本研究の目的は、困窮リスクに直面した女性が、生きる過程で得た資源をどのように活用して

いる（／いない）のかを明らかにすることである。新型コロナウイルスの感染拡大は、女性の多

い接触型産業へ大きな影響を及ぼした。就労面以外にも、家庭内暴力／性暴力の相談件数の増加

やケア役割の負担増加など、女性をとりまく困難が数多く指摘されているが、コロナ禍は既存の

困難を顕在化させたに過ぎない。しかし、これまでの女性の貧困と自立をめぐる議論では、女性

が妻や母といった家族員との関係から析出されることが多く、個人としての主体的選択や、いか

なる資源を活用し困難へどのように対応しているかはそれほど明らかになっていない。 

2. 方法と対象 

 2022年 3 月～6 月に 20 代～60 代の女性 6名へのライフストーリーインタビューを実施し、生

活歴から得てきた資源と困難への対応について分析した。対象者はいずれも住居喪失の経験があ

り、大阪市の NPO 法人 Homedoor の支援を受けて調査時現在では生活保護制度を利用している。 

3．結果 

（1）得てきた資源：学力や学習環境にかかわらず、学校歴に関しては否定的な振り返りや後悔の

語りが多く、生活困窮を打開するための資源として機能していなかった。家族関係では、ほぼ全

員が両親との不和あるいは離別により早期の自立を迫られており、いずれも困窮時の活用資源と

して位置づけられていない。他方、妊娠や結婚を経験したのは 6 名中 5名であったが、暴力や過

度なケア役割などに直面しており、調査時現在は 1 名を除いて単独世帯である。60 代の 2 名は、

初婚当時を振り返って結婚を当然視するような語りをしたものの、対象者は概して現在の生活を

語る際に再婚や結婚の願望に触れておらず、困窮時の資源として男性に期待を寄せていなかった。 

（2）困難への対応：3名は自身を生活保護の利用対象外と誤解しており、ほか 2名は過去に役所

で不適切な対応にあい、困窮時に制度を直接活用することが容易ではなかった。生活保護制度の

利用経験のある 2 名は、その契機に身近な親族からの情報を挙げており、親族に制度利用を勧め

られる経験を有していた。そのほかの事例で外部資源へ救済を求める契機となったのは、パート

ナーが希死念慮にかられて奮起した者や、育児あるいは介護などのケア役割のために公的制度へ

支援を求めたり、あるいは逆にケア役割へ限界を迎えたときや解放を感じたときに家族関係から

逃れて単独で支援を求めたりという行動がみられた。 

4. 考察とまとめ 

 従来、女性単体での貧困問題は顕在化しにくいといわれてきた。なぜなら女性の多くは、男性

の扶養下、あるいはシングルマザーや介護などの家族員のケアを担う立場でのみ把捉されてきた

からである。本調査では、6名全員が実質的な女性世帯主家族を形成し、困窮を経験しながらもそ

の立て直しに NPOや公的支援（生活保護制度）を活用していた。先行研究では不安定な就労状況

にあるほど結婚へ希望を見出す事例なども指摘されているが、本研究の対象者では結婚は必ずし

も頼りになる資源としてみなされていなかった。それは、非婚／離婚による貧困リスクを負いな

がらも、家族に頼らずに自らの人生を単独で立て直していく姿ともいえる。実際、女性の単独世

帯の貧困率は既婚者の 2～3 倍ほどであり、女性が家族から離れることには一定のリスクがある。

しかし本研究の事例からは、低学歴層の女性や不安定就労を継続してきた女性でも、何かを我慢

して男性の扶養に入るのではなく、リスクをおいながらもケアしない存在として公的制度を活用

し生活の立て直しを試みていることが示唆された。 
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ケアプラン作成におけるインフォーマルサービスの活用促進に関する研究 

○萩原悠人（早稲田大学人間科学部），岩垣穂大（金城学院大学人間科学部） 

徐桜晗（早稲田大学大学院人間科学研究科），青木陽子（皆野町地域包括支援センター）， 

扇原 淳（早稲田大学人間科学学術院） 

キーワード：ケアプラン，介護支援専門員，インフォーマルサービス，ボランティア 

 

1. 研究の背景・目的 

少子高齢化が急速に進行している我が国では，医療・福祉の領域で増加する高齢人口への対応

が課題となっている．地域には様々なインフォーマルサービスが存在しており，これらの介護保

険制度に基づかないサービスをいかに活用していくかが，地域包括ケアシステムの実現に重要で

ある．ケアマネジメント実践の現状に目を向けると，介護支援専門員のケアプランニングでは公

的サービスが優先される傾向にあり，ボランティア事業・活動を含むインフォーマルサービスは

十分に活用が図られていない．また，これまで報告されている研究では，無作為に抽出された居

宅介護支援事業所や，都市部の地域に限られており，人口減少の進む中山間地域や農村部を対象

にした研究はあまりない．そこで本研究では，埼玉県皆野町を対象に，ケアプラン作成における

インフォーマルサービスの活用促進のあり方について検討することを目的とした． 

 

2. 研究方法 

研究 I ：埼玉県皆野町内の居宅支援事業所，地域包括支援センターに所属する介護支援専門員等

計 7 名を対象に，約 60 分の半構造化インタビューを実施した．発言ごとにテーマ・構成概念の

ラベルを付け，ストーリーラインを作成した． 

研究 II ：町内で介護予防体操を行う寄り合いへの参与観察調査を実施した。地域活動の担い手と

して活動された経験のある 2 名を対象に，約 45 分の半構造化インタビューを行った．発言内容

は SCAT（Steps for Coding and Theorization）を用いて分析を行った． 

 

3．結果・考察 

研究Ⅰでは，介護支援専門員がインフォーマルサービスを活用したケアマネジメントを実現す

るプロセスとして，〈アセスメント時の情報収集〉，〈モニタリング訪問を通じた関係構築〉，〈利用

者本人のニーズに合致するサービスの提案〉の 3 つのコードを作成した．現状のケアマネジメン

トでは，アセスメント時間の不足により，公的サービスの検討に必要な本人の運動機能に関する

聞き取りが中心に行われる傾向にあった．そのため，多くの介護支援専門員に共通した課題とし

て，利用者との関係構築の難しさが挙がった．これは，デイサービスやショートステイといった

比較的どの利用者にも適用可能な公的サービスと異なり，インフォーマルサービスの場合，利用

者本人の趣味趣向や交友関係といった深い情報がなければ，特定の活動を勧めることが難しいた

めであると考えられた．最初に作成するケアプランで利用者のニーズに合ったインフォーマルサ

ービスを適切に位置づけることは困難であり，介護支援専門員には，継続的かつ適切にケアプラ

ンを変更していく姿勢が求められる. 

研究 IIでは，介護予防体操には，身体機能の改善だけでなく，高齢者の社会参加を促進する効

果がみられた．参加者の中には要介護認定を受けている人も見られ，「元気な高齢者を虚弱にさせ

ないこと」に留まらない，ケアプランへの活用がされていた．しかしながら，性別による参加度

の違いといった課題も見られ，介護予防サポーターをはじめとした人材の育成が急務であった．

また，参加者の高齢化によって，町内の地域活動は消極的になっていた．「日常的な会話ができて
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いないと，些細なことが大きな揉め事に発展する」という語りから，活動の継続は互助の形成に

も役割があると考えられた．地域活動の新たな担い手の創出には， 60 代の比較的若い世代への

情報発信を通じて，活動の存在を地域住民に伝えていく仕組みが必要であった． 

 

4．今後の課題 

本研究で検討した施策は，主に地域包括支援センターを主体として実現可能なものであった．

しかし，ケアマネジメントにおけるインフォーマルサービスの活用には，介護支援専門員による

実践だけでなく，ボランティア事業の組織化，促進を内包する介護保険制度の見直しが必要とな

る．今後は，介護支援専門員がインフォーマルサービスをケアプランに積極的に位置づけられる

よう，具体的な介護報酬の改定などが求められる． 
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国際ボランティア体験から子どもの居場所企画へ： 

沖縄県・今帰仁村での試み 
○小川寿美子・服部翼（名桜大学）、三宅裕子・宮里晃（今帰仁村福祉保健課）、 

座間味美智枝（今帰仁ふるさとネットワーク） 

キーワード：子どもの居場所、夏休み、学童、ボランティア学生、沖縄 

 

1. はじめに 

 2022年の夏、沖縄県本島北部地域の今帰仁村で「スーパー寺子屋」と称する子どもの居場所支

援事業が夏休み限定で開催された。本活動は、一般財団法人契約家族研究機構の富田育磨氏（川

嶋辰彦氏主宰の国際ボランティア活動―GONGOVA―の北タイ現地事務局長）の呼びかけと支援

により具体化した。 

  今帰仁村の平均年収は県内 41 市町村で最下位であり、就学援助受給世帯、ひとり親世帯の児童

の割合も多い。そこで学校給食のない夏季休業中に体格と体力の維持増進と学習指導に焦点を当

てた「子どもの居場所づくり」を対象児童に提供する企画が立ち上がった。同企画では、昼食提

供のみならず、三線、ヨガ、運動、英会話、異文化交流など様々な経験をする機会を提供した。ボ

ランティア学生は、名桜大学国際ボランティア研究会の学生が広く協力を呼び掛けた。 

2. 目的 

 本活動の目的は、夏休み期間に昼食提供を通じて特に低所得層の子どもたちを地域で育てる気

運を高めること、また大学生との食を通じた交流により、将来のビジョンを描くことのできる逞

しく豊かな心を持つ子どもを育成することであった。 

3. 参加者と活動企画について 

 対象児童は就学援助受給世帯・ひとり親世帯の児童に限定した。登録児童は延べ数 45名で、う

ち対象児童は 23 名であった。また対象児童の対応をしたボランティア学生は延べ数 29 名であっ

た。一日当たりの参加者数は対象児童が 4～20 名、ボランティア学生は 4～14 名であった。 

4. 結果 

対象児童の感想として、「宿題にわからないところを教えてもらった。川遊びでエビやカニを見

つけたりしてとても楽しかった。来年も参加したい。」など。またボランティア学生からは、「学

年、学校に関係なく、いろいろな子どもたちと一緒に過ごすことができてとても楽しかった。異

学科の友人もたくさんできた。進路や将来について明確な目標を持つ彼らから、たくさん学んだ。

視野を広げることができた。」などWin-Win の感想が寄せられた。 

5. 考察  

本活動に先立ち、2022 年 4～5月に 6 泊 7日の日程で「国際ボランティア研修 in 今帰仁」と称

し、国内で GONGOVA 研修を実施した。延べ 33 名の名桜大学生が参加した。活動内容は、北タ

イでの活動にできるだけ沿った内容―国際ボランティアに関する講義、テント泊、北タイなどの

郷土料理の炊事、農作業、等であった。「スーパー寺子屋」に参加したボランティア学生は、既に

国際ボランティアを経験した学生もいた。今回のボランティア学生の多くはこの“国内 GONGOVA

研修”を体験済みであった。このように本企画には、国際ボランティア活動に何らかの“体験”

をした学生が多く集まったが、彼らの感想には、利他活動が省察や自己成長との記載が多かった。 

6. おわりに 

“国際ボランティア体験者”は、地域ボランティア活動にも高い関心と行動力を示す傾向があり、

その理由として「『ボランティア』に対して一方的な奉仕活動という意識から、他者との相互関係

という（あたり前の）意識に変化する」（堀之内, 2022）iと関連があると思われる。 

 
i 堀之内裕一 (2022) 「GONGOVA参加による意識変容に関する研究」,『ボランティア学研究』22, 29-35. 
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COVID-19 蔓延下の草の根的国際ボランティア活動： 

沖縄県今帰仁村における「国内体験」研修 

〇富田育磨・野村悠司（元 GONGOVA）、 

服部翼・小川寿美子（名桜大学）、謝花喜洋（今帰仁村渡喜仁区長） 

キーワード：草の根的、国内体験、今帰仁村、北タイ山村、GONGOVA 

 

１．背景 

2022 年 3 月下旬、国内 18 都道府県で「まん延防止等重点措置」が解除されると、名桜大学

IVL1)所属学生の間で、国際ボランティア活動の実践を希望する声が上がり始めた。これを受け

て、草の根的 2)国際ボランティア活動の「国内体験」研修が、次の要領で立案・実施された。統

括：小川、期間：2022 年 4 月 29 日～5 月 5 日、於：沖縄県国頭郡今帰仁村の渡喜仁公民館及

び渡喜仁農村公園、後援：国際ボランティア学会。同研修には、名桜大学生・院生、研究者、

地元住民、及び活動経験者らおよそ 40 名が、然るべき感染対策を講じた上で（対面で）集った。

研修初日のプログラムには、故川嶋辰彦学習院大学名誉教授が過去四半世紀にわたり主導して

きた草の根的国際 NGO「GONGOVA」3)のボランティア哲学が置かれた。なお第一筆者富田 4)

は、現地実務者の立場から企画と運営に関わった。 

 

２．研修の目的 

主たる目的は、川嶋教授が長年提唱してきた「ボランティア活動の指針や心構え」及び「健

康維持と危険回避を含む現地対応能力」を始め、発展途上地域における山村支援と自己成長に

資する「草の根的国際ボランティア活動の実際と魅力」を、紹介することにあった。 

 

３．研修のプログラム内容 

座学、実習、その他に分かれた（以下、カッコ内は担当者名）。座学では、「国際協力概論講

義・討論」（小川）、「『現地研修プログラムの理念と行動コード』5)理解」（富田）、「『現地研修で

期待される言葉遣い』理解」（野村）、「北タイ山村紹介、及びカレン語会話練習とカレン伝承文

学入門」（富田）。実習では、「心肺蘇生トレーニング用マネキンと AED トレーナーを使用した

心肺蘇生訓練」（岡部）、「テント、シュラフ、アスピブナン等取扱法」（富田）、「鍬・草刈機・

耕運機等使用法、及び樹木剪定法」（謝花ら）。その他では、「夜間照明用卓上キャンドル製作」

（服部）、「名護湾観光資源視察（SUP 体験）」（鶉橋）、「本島北部観光資源視察」（小川）、「本島

戦後史を学ぶ『劇団ビーチロック公演』鑑賞」（小川）。なお運営面の作業は、研修実務補佐（呉

屋）、学生関連事務取りまとめ（服部）、研修実務補佐及びタイ山村料理の調理と紹介（野村）、

及び世界料理の調理と紹介（小川）を含んだ。 

 

４．研修の成果 

研修参加者の多くから、「今回の体験を通して、発展途上地域での草の根的国際ボランティア
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活動が具体的に見えてきた。今後機会があればぜひ参加したい」などの所感が寄せられた。こ

れが主な成果である。所期の目的はそれなりに達成された。 

 

５．研修の成果から得られる示唆 

「国内体験」研修は、国際ボランティア活動の希望者が、（1）対象地域の住民や文化への理

解を深め、（2）寛厳併せ持つ自然環境への対応能力を養い、及び（3）様々な機会や問題に対す

る能動的・自発的取り組み姿勢を育むのに、少なからず資する。更に、この種の研修はささや

かながら、（4）国際ボランティア資源の死蔵を抑えるのに繋がり、且つ（5）国際ボランティア

のインキュベーター機能をも擁する。 

 

６．今後の課題 

「国内体験」研修は将来的に、いわゆる「非日常」における運営に関するレジリエンス性、

プログラム内容に関する実用性・即応性、及び企画の立案と実施に関する継続性・安定性の、

それぞれの向上が乞われている。 

 

［謝辞］ 

期間中お力添えに与った諸氏に謝意を表する。謝花氏（今帰仁村渡喜仁区長）、岡部麻里医師

（救急蘇生法）、呉屋静樺氏（名桜大学大学院）、鶉橋克己氏（観光資源視察：SUP 体験）、Aj. 

Piyaphun NUNTA（Maejo University 看護学部副学部長）、Cristin MANULLANG 氏（インド

ネシア料理）、山下日向氏（イタリア料理）、Khun Dougporn WAJEESUREENON（タイ国保育

幼稚園教諭）、及び Khun Watcharaporn WECHAKI（北タイのムエタイ選手）。 

 

［注］ 

1) 名桜大学国際ボランティア研究会（顧問：タンエンハイ准教授、初代会長：堀之内裕一）。

2019 年設立。2020 年度に「国際ボランティア学会 2020 年度村井吉敬賞」を受賞。 

2) ここで言う「草の根的」とは、「対象とする人々と直接触れ合い、対象とする地域のニーズや

慣習等に充分留意した、現場主義的・現地体験的・現地感覚的な姿勢」を意味する。 

3) 川嶋教授が 1996 年に創設。1997 年から 2021 年まで毎年、北タイ山村において草の根的な

国際ボランティア研修（苗木移植や養蜂農業導入等の森林緑化作業、及び水洗トイレ建設や

簡易水道建設等の生活基盤整備作業）を実施。創設以降、同研修への参加者数は、日タイの

大学生を中心に 700 名に及んだ。2013 年 1 月、NPO 法人の認証を受けた。 

4) 元 GONGOVA タイ現地責任者（2008-2022）。GONGOVA の後方支援を 1996 年から、現

地実務を 2006 年から担当した。現在、（一財）契約家族研究機構研究コーディネーター。

Maejo University 修士課程（Community health development program）に在籍。 

5) 川嶋教授提唱・富田編集のリーフレット（A4 用紙 6 枚）。 
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東アフリカ難民の大学卒業後のコミュニティ形成について 

〜ケニアでのキャリア支援活動報告〜 

薮田美優（近畿大学国際学部国際学科） 

キーワード：東アフリカ難民、キャリア支援、教育 

 

ケニアの北西部に位置するカクマ難民キャンプはアフリカに位置する難民キャンプの中でも

最も歴史を持つ難民キャンプの一つであり、現在でも東アフリカ難民を受け入れている。長引

く紛争状態や、民族紛争、干ばつ、飢餓などにより現在でもケニア周辺の東アフリカ諸国から

の難民の数は増加し続けている。 

そんな中、教育の重要性を難民自身が認識し、質の高い教育を受け、自国の発展に寄与した

いという難民生徒がとても多い。近年では高等教育の重要性について語られているものの、初

等教育や中等教育に比べて支援の機会や注目は少ない。Michelle・Mohamud(2018)による調査で

も高等教育へのアクセスは非常に低く、金銭的事情、また家庭の内情により、高等教育を受け

る資格のある難民の 1％未満にとどまっている(p.46)と言われている。 

そこで筆者は、難民の長期化に伴って高等教育に関する支援の拡大や充実、卒業後のキャリ

ア支援が今後重要になると考え、2021年 8月からの 1年間ケニア共和国の首都ナイロビにてア

フリカ難民に教育支援を行う非営利団体（Windle International Kenya 以下 WIK）にてインターン

シップを行った。WIK では、これまで UNHCR（国連難民高等弁務官）を通しての高等教育に

関する奨学金プログラムにより 1,500 人以上の学生を支援しており、現在は 32 の教育機関で

508 人の大学生を支援している（2021 年末現在）。しかし、 卒業後のキャリアや就労支援に関

する支援までは行き届いておらず、今回実施した卒業した難民や現地職員へのヒアリングによ

りロールモデルの不足や雇用の際のネットワーキングの欠如が課題であることがわかった。そ

こで、（1）インターンシップ情報や求人情報を共有するプラットフォームの構築（2）ロール

モデルとなる卒業生とのコミュニティ形成を行った。（1）において、Facebook や WhatsApp な

ど、日常的に使用する SNS を活用し、求人情報を中心に情報共有を行った。現在は 300 名以上

が参加し、卒業生同士のコミュニティーの場ともなり、彼らによって主体的に運営されてい

る。（2）では、ロールモデルとなる卒業生と学生とが交流できる場を用意し、卒業生にキャリ

アパスのアドバイスや成功体験の共有をしてもらうことで、彼らのコネクションを形成する機

会作りを行った。上記の内容の活動報告を行う。 

このようにコミュニティやネットワークを活用することがキャリア構築において有効である可

能性が期待されるが、現段階では、 上記の活動によっての具体的な成果は得られていない。今

後の活動を通して彼らのコミュニティをより活性化させロールモデル輩出の拡大を図っていき

たい。 

参考文献 

Bellino, Michelle J., and Mohamud Hure. 2018. “Pursuing Higher Education in Exile: A Pilot Partnership 

in Kakuma Refugee Camp.” Childhood Education 94 (5): 46-51. 
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貧困世帯の金融包摂と女性のエンパワーメント： 

バングラデシュにおける女性縫製労働者の事例から 

○綿貫竜史［会員］（名古屋大学大学院 国際開発研究科） 

キーワード： 貧困、ジェンダー、金融、バングラデシュ、貯蓄口座 

 

1. はじめに 

本研究は、バングラデシュの貧困世帯の中でも比較的安定した収入を稼ぐ女性縫製労働者の貯

蓄活動に焦点を当て、世帯収入を守り抜きながら世帯の福祉のために収入をコントロールしよう

とする女性たちの戦略と実践を浮き彫りにすることで、最終的に「なぜ貯蓄口座の開設が女性の

エンパワーメントにおいて重要なのか」という問いを明らかにすることを目的としている。 

 ジェンダーと開発の分野では、女性が世帯収入を管理した場合男性と比較して世帯構成員の福

祉のために世帯収入が使用される割合が高まることが指摘され、「収入をコントロールする力」と

いう要素が女性のエンパワーメントの指標として重要視されてきた。こうした「収入をコントロ

ールする力」は、しばしば「世帯収入の使い道に対して女性がどの程度発言できるか」という指

標をもって評価される。しかし、これにはいくつかの課題がある。第一に、発展途上国における

女性たちの収入コントロールは「世帯収入の使い道に対する発言」という領域を超えて非常に緻

密かつ戦略的に実践されており、しばしばこうした戦略的な収入コントロールは男性の見えない

場所で実践されることがある（Kabeer 1997；2002）。特に本研究が対象とするバングラデシュの

ような家父長社会では、世帯内における男性の責任を脅かさないように女性たちが男性の見えな

い場所で世帯収入をコントロールしようとすることがある（Whitehead 1981；Agarwal 1994；カ

ビール 2016：125‐170）。こうした点を踏まえると、収入をコントロールする力がどの程度向上

したかという点を評価する際に、そこには「世帯収入の使い道に対する発言力がどの程度向上し

たか」という視角の他に我々が看過している点が存在している可能性がある。 

この点に打開策を見出すとすれば、それは近年貧困世帯における女性たちが徐々に金融サービ

スへ包摂され始め、世帯収入を管理するための貯蓄口座を持ち始めたことにある。実際に、バン

グラデシュではファイナンシャルダイアリーの手法を用いた研究によって、貧困世帯における女

性の貯蓄活動の実態が浮き彫りとなりつつある（モーダック他 2011）。貧困世帯の女性たちがど

のような目的でいかなる貯蓄口座を開設し、どのような経路で貯蓄を行うかを可視化することが 

できれば、そこに内在する女性たちの「収入コントロールの戦略」を同時に浮き彫りにできるか

もしれない。しかし、ここで第二の課題を挙げるとすれば、それは貧困世帯がそもそも貯蓄活動

を行うための十分な収入を得ていないということである。これまでの研究の中で指摘される貧困

世帯の貯蓄活動といっても、それは夫が稼いだ一日の収入 4 ドルから 3 ドルを食費などの支出に

費やし、残りの 1 ドルを現金で貯めておけるかどうかという程度である。貯蓄を実際に行えたと

しても少額であるため、女性たちによる収入コントロールの戦略には制約がかかる。つまり、世

帯収入を十分に稼ぐことが難しい貧困世帯を対象とした研究は、女性たちがどのような目的でい

かなる貯蓄口座をいくつ開設し、どのような経路で貯蓄を行うかという点を十分に捉え切ること

が困難である。この課題点を解決するためには、収入を安定して稼いでおり、同時に金融に包摂

されている研究対象を選定する必要がある。 

 

2. 調査方法 

本研究では、「安定した収入を稼ぎ金融に包摂される女性」として、「TM Textiles & Garments 
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Ltd.」・「MK APPARELS LTD.」の二つの縫製工場で働く女性たちを対象とした。本研究が対象とす

る女性縫製労働者は、収入を銀行口座またはモバイルバンキングで受け取る女性たちであり、こ

の他にも DPS と呼ばれる定期預金口座を開設している。実際に半構造化インタビュー調査を行っ

た「TM Textiles & Garments Ltd.」の女性縫製労働者の 60％、「MK APPARELS LTD.」の女性縫製

労働者の 92％が DPSの定期預金口座を運用した経験があると回答した。調査対象の女性縫製労働

者が毎月貯蓄する額として多いのは、5000タカ（48ドル）、3000タカ（28ドル）、2000 タカ（19

ドル）という金額であり、中央値でみると世帯収入の約 20％を DPS への貯蓄に回している。また、

対象の世帯は夫婦両者が縫製工場で働いているケースが多い。以上のように、(1)安定した世帯収

入を稼ぎ、（2）複数の貯蓄口座をもつ女性縫製労働者を対象に半構造化インタビュー調査を実施

し、世帯収入を守り抜きながら世帯の福祉のために収入をコントロールしようとする女性たちの

戦略と実践を浮き彫りにすることで、最終的に「なぜ貯蓄口座の開設が女性のエンパワーメント

において重要なのか」という問いを明らかにすることを試みた。 

 

3. なぜ貯蓄口座の開設は女性のエンパワーメントにおいて重要なのか 

 これまで女性の貯蓄口座の開設とエンパワーメントの関連性は、「貯蓄口座の開設によって世帯

収入の使い道に対して発言できる女性がどの程度増加したか」という点で評価されてきた。しか

し、実際に世帯内で女性たちが実践する世帯収入のコントロールは発言という領域を超えてより

複雑な形態をとる。例えば、いくつかの世帯では、妻が自身の名義で複数の定期預金口座を開設

し、一方は夫のビジネス支援や土地購入などの世帯の共通利益を名目にオープンな形で貯蓄が実

践され、他方では娘の結婚資金、子どもの将来の教育資金といった世帯構成員の福祉のために秘

密裏に貯蓄口座が管理されていた。多くの事例の中で夫の浪費に対して懸念を抱く妻の語りが抽

出されたが、夫の経済的責任や威厳を損なうため、妻はそうした発言を夫に対して直接行わない。

その代わりに、夫の見えない場所で貯蓄口座を開設し、男性の経済的威厳を保持しながら世帯構

成員の福祉のための資金確保を試みている。ここで特筆すべきは、定期預金口座を妻が「世帯の

共通利益のための口座」としてラベリングしていたことで、世帯収入を貯蓄のために配分しよう

とする妻の発言力や意思決定力を強化していた点である。女性たちは「土地購入のため」「夫の将

来のビジネスに必要な資金を確実に確保するため」というような世帯の共通利益に対するコミッ

トメントを夫に提示することで、世帯収入からまず先に貯蓄口座への預金を優先できる状況を作

り出そうとしていた。貯蓄口座の開設によって世帯内で貯蓄に対する動機やコミットメントの規

範が醸成されることで、妻の世帯収入のコントロールはより妻の望む形で実践されやすくなって

いる可能性が高い。 

個人の独立した銀行口座の開設によって妻が稼ぐ収入の秘匿性が高まることは、夫による妻へ

の疑念を生じさせ、結果として夫婦の対立や家庭内の暴力を生み出す可能性がある。しかし、こ

うした収入の秘匿性をめぐる対立リスクは、妻名義の貯蓄口座の運用が夫のビジネス資金の調達

や土地の購入に貢献していることで回避されている可能性がある。妻の名義で開設された口座へ

の定期的な貯蓄は、世帯内における妻の経済的貢献性を可視化する機能を持つ。通常であれば妻

の稼いだ収入は一度現金で世帯に供託され、夫の収入を合わせて貯蓄に配分される。この際、世

帯内で管理される貯蓄に名義や所有性は存在しない。つまり、誰の収入や誰の貯蓄が世帯の経済

に貢献したかという点は不透明である。他方で、今回の事例において、世帯の共通利益のために

貢献していたのは明らかに妻名義で開設された貯蓄口座であった。このように、妻の名義で貯蓄

口座が開設され、その妻名義の貯蓄口座に対して「夫のビジネスのため」「土地や不動産の購入資

金調達のため」といったコミットメントのラベルが付与されることで、世帯内における妻の経済

的貢献性が可視化されつつある。こうした妻の経済的貢献性の可視化は、妻の世帯収入のコント

ロールに対する夫の譲歩を醸成している。 
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子どもの心理的ストレスに対する図書館活動の効果：ミャンマー帰還難民の事例から 

三宅隆史（シャンティ国際ボランティア会） 

キーワード：難民、心理的ストレス、図書館活動 

 

1. 研究課題 

紛争や自然災害の影響を受けた子どもたちの心理的ストレスに対する図書館活動のインパクト

に関する実証研究はこれまで筆者が知る限り行われていない。本研究での図書館活動は、自由読

書や読み聞かせ等の読書推進活動とゲームや工作、舞踊、音楽、遊び等の文化活動の 2 種の活動

で構成される。 

タイに逃れていたミャンマー難民の帰還村でコミュニティリソースセンター（CRC）を設立し、

図書館活動を普及してきたシャンティ国際ボランティア会（SVA）による事業を事例に、本研究は

2 つの研究課題を明らかにすることを試みる。①図書館活動は、紛争の影響を受けた子どもたち

の心理的ストレスを軽減するのか？、②効果があるとすれば、その決定要因は何か？ 

 

2. 調査方法 

紛争によって影響を受けた子どもの心理的ストレスを測定するために、鈴木他（1997）によっ

て開発された心理的ストレス反応尺度 18（SRS-18）を使用した。SRS-18は、「抑うつ-不安」、「不

機嫌‐怒り」、「無気力」の 3つのカテゴリーからなり、各カテゴリーに 6つの質問があり、4件法

で回答するものである。 

事業実施前のデータはない。約 3 平方キロメートルの広さにおよぶ一つの難民帰還村に一つの

CRCしか設立ないことを利用して、事業の裨益児童群（CRCに通っている児童）と非裨益児童群

（距離があるため CRCに通っていない児童）の２グループのデータを収集し、分析した。裨益群

から 24名、非裨益群から 21 名の子どもを無作為に抽出した。平均年齢は 11.1 歳、平均学年は 2.6

年であった。ミャンマーでは 6 歳の子どもは 1 年生、11 歳の子どもは 6 年生に在籍することが

期待されているのであるが、紛争や移住のために就学が困難なため、回答児童の進級が遅れたこ

とを示している。なおデータ収集時点では、回答者全員が帰還村にある 3 つの小学校のいずれか

に通っていた。質問票のカレン語（母語）の質問を理解できるように、SVA のスタッフが対面で

質問を音読して支援した。回答者 45 名のうち、19 名はタイ側の難民キャンプからの帰国者であ

り、26 名はこの村に定住する前はミャンマー側の他の村に IDP として移動しながら住んでいた。

回答者全員が紛争や人権侵害の影響を受けていた。 

 

3. 調査結果 

研究課題 1. 図書館活動は、紛争の影響を受けた子どもたちの心理的ストレスに影響を与える

か？ 

F 検定の結果、心理ストレスのレベルの裨益群と非裨益群の分散が等しくない（p 値 0.003）た

め、不等分散を仮定した t 検定を実施した。推定結果（表 1）は、CRCは子どもの心理的ストレ

スの 3 種のストレスの合計値を減少させることを示した。ストレスの種別毎に対する効果につい

ては、無気力に対して最も効果があることが明らかになった。その要因として 2 点あげられる。

第一に CRCは、友人と会い、遊び、話すことができる「居場所」であることから、CRCに来てい

ると孤独感から解放されるためと考えられる。第二に児童図書は、他者との協力の大切さを説い

たものが多いためであると考えられる。 

 

研究課題 2. 子どもの心理的ストレスを軽減する図書館活動の決定要因は何か？ 
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子どもの心理的ストレスを軽減する決定要因として、読書体験と CRCでの活動への参加体験の

二つが考えられる。CRCでの活動とは、CRCスタッフ（図書館員）が提供あるいは支援する読み

聞かせ、ゲーム、スポーツ、歌、お絵かき、折り紙等を指す。これら二つを説明変数とし、心理的

ストレスの合計値、3種の心理的ストレスの値をそれぞれ被説明変数とする重回帰分析を行った。

まず二つの説明変数の相関は 0.1 であったことから多重共線性は弱いことを確認した。推定結果

（表２）は、CRCでの活動への参加体験は有意な効果を示したが、読書体験は有意な効果を示さ

なかった。 

 

表１ 裨益群と非裨益群の心理的ストレスの差の推定結果 

  合計 抑うつ-不安 不機嫌‐怒り 無気力 

非裨益群 2.31 
 

2.27 
 

2.29 
 

2.34 
 

裨益群 1.95 
 

2.03 
 

1.93 
 

1.85 
 

差 0.36 ** 0.24 
 

0.36 * 0.49 ** 

P 値 0.007   0.131   0.017   0.002   

**, * means statistically significant at 1% and 5% level respectively with two-side testing. 
Each point is the mean value of all responded scales of each category. 

 

表 2 子どもの心理的ストレスの決定要因についての重回帰分析の推定結果 

 合計 抑うつ-不安 不機嫌‐怒り 無気力 

 係数 p値 係数 p値 係数 p値 係数 p値 

過去 3 日間に読

んだ本の冊数 
0.128 0.324 0.225 0.070 0.150 0.242 0.088 0.573 

過去 7 日間に

CRCに来た回数 
-0.187* 0.020 -0.202** 0.008 -0.190* 0.016 -0.185 0.052 

観測数 24 24 24 24 

決定係数 0.25 0.35 0.27 0.17 

調整済決定係数 0.18 0.29 0.20 0.09 

**, * means statistically significant at 1% and 5% level respectively. 
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国際ボランティア学会のデジタルバッジについての討論会 

―ボランティア学習やボランティア活動の品質保証のためにー 

○山田恒夫（放送大学）、林（文教大学）、中村安秀（甲南女子大学） 

キーワード：デジタルバッジ、デジタルクレデンシャル、履修証明、参加証明、デジタルエコシステム 

 

1. 背景 

 教育や人材開発の分野では、デジタルバッジとは、ひとの属性や能力、資格、成果に関する

「電子証明書」のことである。教育機関は、学修の記録として、学位記、卒業証明書、成績証明

書など、さまざま証明書を発行するが、その電子版といえる。また、国内外のボランティア関連

団体において、ボランティア活動への参加、ボランティアに関する教育や研修（大学等でのボラ

ンティア教育を含む）、ボランティアに関わる資格についての実践例がある。 

e-Learning 分野の技術標準の国際標準化団体、IMS グローバル（当時、現 The 1EdTech 

Consortium）によれば、電子履修証明（デジタルクレデンシャル）に求められる要件は、学習者

が自身のデータをコントロールできること（learner-controlled）, スキルやコンピテンシーを基盤

にしていること（skills-based）, 検証可能であること（verifiable）, 他者と共有できインターネッ

トで検索可能であること（shareable and discoverable）, 相互運用性（interoperable）を有すること

などである。The 1EdTech Consortium では、デジタルクレデンシャルのために、Open Badges 

version 2 (OBv2), Comprehensive Learner Record (CLR, 「包括的学習者記録」)、Competencies and 

Academic Standards Exchange (CASE)という 3つの技術標準を用意し、コンピテンシー型教育や機

関内外でのマイクロクレデンシャルの互換性の実現を支えている。デジタルバッジは技術的には

一定の水準に達しており、すでに実用段階に入り、北米を中心に毎年 20 万種類程度、国内でも

100種類以上のデジタルバッジが発行されるに至った。 

 デジタルバッジについては、本学会でも理事会を中心に意見交換がされてきており、様々な可

能性が示唆されてきた。 

 

2. セッションの目的 

 技術的にも、経済的にも（予算的にも）、発行しようと思えば発行できるデジタルバッジです

が、発行者としては、その目的を明らかにし、事業との関連において新たな価値の創出につなが

るか十分に検討しておく必要があります。また、証明する内容について、一定の質保証も必要に

なります。本セッションでは、国際ボランティア学会でどのような内容を証明すべきか、その質

保証を担保するのにどのような仕組みや体制が必要か、議論できればと思います。 

 

3. セッションの流れ 

 当日は時間が限られておりますので、事前に以下の方法でご意見を頂戴できればと思います。

2023年 2月 1日から、下記のアンケートサイトを運営しますので、ご意見をお書きください。当

日までに、論点を整理し、当日はサブテーマに応じてご議論いただければと思います。（MS 

Form か、SurveyMonkeyでアンケートページを作成します、どちらも保有しています）。 

 

想定されるサブテーマ 

１） 国際ボランティア学会の発行するデジタルバッジの可能性 

２） 典型的なボランティアバッジのユースケース（想定される使われ方） 

３） 品質保証と持続可能性 
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国際協力分野におけるキャリア構築において 

インターンシップが与える効果とは？ 
大学、大学院在学中に参加するインターンシップ活動からの考察 

 
飛田 ほのか（名桜大学 4 年次、空飛ぶ捜索医療団 ARROWSインターン） 

吉田涼(横浜国立大学大学院修士課程) 

キーワード：社会貢献、人道支援、NPO、インターンシップ 

 

【本セッションのねらい】 

 インターンシップ研究に関して、宮田(2021)は、インターンシップ研究各領域の課題の

一つとして、「効果、成果」を提示し、因果推論や計量経済学で用いられている手法の援

用や、「インターンシップと企業に参入した後のキャリア・組織行動」等の研究が求めら

れると指摘した。また、国際協力分野を志す若者は JICA や国際機関、NGO団体、企業とい

った多様なセクターにおいてインターンシップをおこなう。それぞれのセクターにおける

インターンシップを比較考察し、国際協力分野におけるキャリア構築においてインターン

シップが経験者に与える効果を考察する。 

 

【話題提供者】 

 

①飛田ほのか(名桜大学 4年次、空飛ぶ捜索医療団 ARROWSインターン) 

    

②吉田涼(横浜国立大学大学院修士課程) 

  

【タイムスケジュール】50 分想定 

（1）空飛ぶ捜索医療団 ARROWS及び大学院在学中のインターンシップに関する説明  5分 

（2）インターンシップ中に携わった活動について    10分 

 (3) 各インターンシップ内容の比較考察        20分 

（4）参加者との対談および質疑応答     10分 

（5）まとめ               5 分 

 

【団体の紹介】 

<NPO 法人 Peace Winds Japan> 

 生命の尊厳が守られ、だれもが安心して豊かな生活を享受できるよう、国内外の諸問題の

解決に積極的に貢献するとともに、市民や民間組織が公益の実現により大きな役割を担う

社会の構築に取り組む NPO 団体で、1996 年に設立された。 

 

<空飛ぶ捜索医療団 ARROWS)> 

大規模災害の被災地にいち早く駆けつけ、救助・救命活動を行う、医療を軸とした災害緊急

支援プロジェクトである。 

 

 

  

参考文献 

 

宮田弘一(2021)大学におけるインターンシップ研究の動向と課題.インターンシップ研究年

報.2021:24.pp.81-89. 
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市民性を育む体験的な学びのあり方に関する研究 

―学び手の変容を促す要因の分析を通して― 

 
文教大学 大学院 国際学研究科国際学専攻２年 

C1G62003 笹野仁美 
 
キーワード：市民性 体験 学び 変容 

 

本研究のねらいは、体験的な学びの内容や手段と学び手の意識、行動変容との関連性と、

教育の領域以外で、体験的な学びが行われることが有効であることの可能性を明らかにす

ることにある。そのために、現在までに日本国内で出された体験的な学びに関わる施策・制

度、学校教育や社会教育における体験や学びに関する文献、市民性教育と体験に関する文献

を概観した。また、体験的な学びに言及した教育の学問領域以外の文献を調査し、学び手が

実際に生きる社会を包括的に捉えた複数の学問領域からのアプローチでなされる研究の可

能性を調査した。それにより観光という学問領域がもつ可能性についても言及した。 

本論文は、第 1章から第 5 章で構成されている。 

【第 1 章 はじめに】では、本研究の背景、目的、意義、手法、対象を明らかにした。ま

た用語の定義を行った。 

初等中等教育や高等教育の現場や社会教育の現場において、体験を通して学ぶことにつ

いて、多くの実践がなされ、その重要性もさまざまな視点から研究されている。しかし、筆

者は、私立小学校での教員としての経験から、体験を通して学んだ学び手が、必ずしも自ら

社会に働きかけ、課題解決に向けて取り組み、継続的に社会の問題に関わろうとするわけで

はないことに問題意識をもっている。その経験から、教育現場のもつ課題によって、体験的

な学びは、学び手が社会の担い手になるような効果的な行動を促すようなものになり得え

ていないのではないかという仮説を立てた。そして、今まで体験的な学びについての研究が

行われてきた教育の学問領域からのアプローチだけではない、学際的なアプローチが必要

であることを明らかにする意義があると考えた。 

以上の背景から、筆者は、スタディツアーやサービス・ラーニング、ワークキャンプに代

表されるような「体験を通した学び手自身の主体的な営み」を体験的な学びと定義したうえ

で、体験的な学びの効果を促進する要因や阻害する要因が見い出せるのではないか、という

ような仮説をもった。その仮説をふまえ、本研究では、①現在行われている体験的な学びに

ついて、どのような考えのもと、どのような方法で行われてきたのか、その変遷を明らかに

する。②主に学校教育における体験（活動）の扱いについて、その変遷や市民性の育成に関

わる体験や学びについての研究と照合し、現在までに行われてきた体験的な学びの課題や

効果を生まない阻害要因を明らかにする。③体験的な学びの内容や手段と学び手の意識、行

動変容との関連性と、教育の領域以外で、体験的な学びが行われることが有効であることの

可能性を明らかにする、ことを目的としている。 
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【第 2 章 体験的な学びの変遷と課題】では、学校教育とその周辺で行われている教育

における体験的な学びの変遷と課題について整理し、概観した。体験的な学びが半世紀近く

前から重要視されているにも関わらず、体験のもつ一過性や個別性によって、学校教育にお

いて体験的な学びが成立しづらいこと、学び手にとってどのような体験的な学びが、どのよ

うな効果をもたらすのか、経年的に紐解いた研究は多くないことを明らかになった。しかし

ながら、現在までに初等中等教育および高等教育で行われてきた体験的な学びについては

数多くの研究が既になされている。また、筆者自身は教育現場における経験があるのみで専

門的な知見に乏しい。従って、本章で概観できた先行研究には限界があることを付け加えて

おく。 

また、市民性を育むことを目的の一つとしている体験的な学びとして、現在、日本の初等

中等教育において市民性を育むことが目指されたアプローチとして代表的なものに持続可

能な開発のための教育（以下 ESD：Education for Sustainable Development）がある。ま

た、市民性を育む経験学習の方法としてサービス・ラーニング或いはそれに類似した活動を

行う学校教育機関が増えている。しかし、学び手の学齢や、その地域、学校(教員)の状況に

実施が依っているため、学び手が市民性を育むヒト・コト・モノが十分に調えられていると

は言えない学び手が地域に出かけ、他者と協働しながら、社会の担い手へと変容していくた

めに ESD の概念やサービス・ラーニングの手法といった取り組みが講じられ、行われてきて

いることが分かった。学校教育の中で上記のような課題に対して方策を考えていくことも

必要であろうが、学校教育以外の場、或いは教育という視点ではない領域から、学び手が社

会の担い手へと変容していく体験的な学びの在り方の検討をする必要がある。 

人類学のフィールドワークでとられてきた手法は、個々の社会文化的な背景をもつ学び

手が、「異和感」（箕曲 2021）との出会いで変容を促進することが分かった。また、観光とい

う実践アプローチは多方向に視点を持ちやすく、体験的な学びの場として、そのアプローチ

を取り入れていくことは、学び手の変容を促進する可能性があることが分かった。簡単に答

えの出せない社会課題を自分事として捉え、合意形成に向けて自らの力を発揮するような

人を育てるには、このように教育の学問領域学で行われてきたアプローチ以外を取り入れ

た体験的な学びへの参加が、大きな可能性をもつと考えられる。 

 

【第 3 章 体験的な学びに参加した学生の体験と意識・行動変容の関連性】では、文教

大学で実施されている２つの体験的な学びである「宮古プロジェクト」と「ミャンマー国際

ワークキャンプ」に参加した学び手から、１７名（社会人１２名 学生５名）を選出し、対

面およびオンラインでの半構造化インタビュー形式を用いて行った。 

学校教育や学校教育外で学び手が体験してきたことと、学び手自身のもつ社会文化的な

背景を紐解くことで、どのような体験的な学びが学び手の変容と結びついているのかを探

った。その結果、学び手の市民性を育むことにつながる変容を促進、阻害する要因の有無と、

要因があるとすればどのような要因が考え得るのかを分析し、個々の学び手の語りから、意
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識変容や行動変容の引き金になっているものを抽出した。その引き金のことを「変容のス

イッチ」という用語で著した。 

「宮古プロジェクト」と「ミャンマー国際ワークキャンプ」では、前者の学び手は国際観

光学科の学生が多く、後者の学び手は国際理解学科の学生が多く、そのため元々の関心事の

傾向が異なる。また個々の学び手それぞれがどのような体験を重ねてきたか、どのような環

境で育ってきたかという、社会文化的な背景との関わりを踏まえて分析した。「変容のスイ

ッチ」によって市民性の獲得につながるような学びや力の獲得がなされているのかを分類

した結果、「変容のスイッチ」は 4 個に大きく分類できることが分かった。さらに 10 個の小

分類に分けて細かく分析した結果、学び手のもつ社会文化的な背景によって意味づけられ

た意識や行動と、体験的な学びにおける学び手の変容を促進する「変容のスイッチ」との掛

け合わせによって、学び手の意識変容や行動変容がおきたことが明らかになった。 

 

【第 4 章 総合考察】では、第 2章、第 3章の調査で明らかになったことから、考察を

行った。 

文献調査により、体験的な学びは、学び手の変容に有効なものであることが確認されたが、

体験的な学びの効果を問う研究のうち、質的な研究、量的な研究双方に課題があると考えら

れた。また、市民性を育むことを目的とした体験的な学びにおいては、ESDの考えにもとづ

いた「形容詞付き教育」やサービス・ラーニングなどの手法を用いた活動に関して研究、実

践が行われていることが確認できた。しかし、先進的な事例も多くあるが、環境的・時間的・

人員的要因などにより、どの学校においても満足に行われているという状況にない点があ

ると考えられた。 

また、体験的な学びに関する研究は、文献調査からも、これらの実践や研究の主流は、特

に学校教育や社会教育の領域からのアプローチが多いことが分かっている。それにより、学

び手が得る「学び」は、体験的な学びを設定した教員らが定めた目的を達成できたかできな

いか、というような、ある種限定的な「学び」にだけが注目されがちである。また複雑な社

会の関係性について脱文脈化を図り、整理しようとする傾向があるため、社会課題の解決方

法を見出す際には、視野狭窄を起こしてしまう可能性がある。 

しかし、簡単に答えの出せない社会課題を自分事として捉え、合意形成に向けて自らの力

を発揮するような人を育てるには、「こうあるべき」という理想像を前提にしがちな教育の

研究領域からだけではなく、より学際的な領域で体験的な学びを研究することが必要であ

ると筆者は考えた。 

ヒアリング調査からは、体験的な学びへの参加の過程において「変容のスイッチ」がある

ことで、学び手の意識、行動変容を促すと考えられる。その意識、行動変容があったことで、

学び手が社会の課題により関心をもつようになったり、主体的に関わろうとしたりするよ

うなケースも見られた。これは体験的な学びを通して、学び手のもつ社会文化的な背景と、

「変容のスイッチ」の掛け算によって市民性を育むことができる可能性を示していると考
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えられる。 

 

【第 5 章 結論】では、研究目的①と②について、体験的な学びに関する施策、先行研究の

整理し概観することで、学校教育の現場で行われている体験的な学びがもつ課題を見出し

た。体験的な学びが学び手の変容に対して有効なものにしていくためには、「変容のスイッ

チ」と学び手のもつ社会文化的な背景との結びつきについて調査していくことが必要であ

ることを明らかにしたことを述べた。 

また研究目的③について「変容のスイッチ」が、学び手のもつ社会文化的な背景と体験的

な学びとの関わりによって、学び手の市民性を育むことに効果をもたらすことがヒアリン

グ調査の分析により明らかになったことを述べた。しかし、本研究において、対象にした体

験的な学びは 2つだけである。すなわち限定的な体験的な学びの分析であることから、市民

性を育むために有効な体験的な学びの在り方は、より多くの調査と分析を要するという今

後の課題について言及した。また学び手の「学び」を主目的に置いていない、教育の領域以

外からのアプローチで体験的な学びが行われることで、学び手が市民性を育み、社会の担い

手となっていく可能性を見出すことができたことを述べた。それにより、観光における体験

と「学び」の内容や効果について今後の可能性が見出せた。しかし、観光と体験的な学びを

着目した研究や、低学齢期を対象にしたものは、十分な研究が進んでいない。そのため、観

光や人類学といった領域に、現地と外部者である学び手が協働的に結びつくようなしかけ

をすることで、体験的な学びになり、従来市民性を育むことを目的として研究されてきた理

念や手法を応用して体験的な学びを行うことができる可能性についても言及した。そのア

プローチの 1 つとして、現地の人々をはじめとしてさまざまな関わりの中で運営される観

光形態に学び手が参加していくような、体験的な学びの形態を模索していくことが必要で

あろう。市民性を育む体験的な学びには、教育の現場では見えてこない「学び」の在り方を

模索するために、観光をはじめとした他の領域が持ち得ている可能性について検討し、より

学際的なアプローチで体験的な学びの在り方を研究することが目指される。ただし、本研究

の調査対象には、一定のバイアスがかかっている。今後、調査対象のより精密な条件設定で

の調査の必要性も指摘されよう。 

 

主要参考文献 

• 寺本清・澤達大編著．2016．「観光教育への招待 社会科から地域人材育成まで」ミネルヴァ書房 

• 子島進・藤原孝章編著．2017.「大学における海外体験学習への挑戦」ナカニシヤ出版. 

• 石川敬之．「海外スタディツアーの類型化と参加学生の自主的な学び」『北九州市立大学国際教育交流センター 北九

州市立大学国際論集』18号. 2020．89-107 

• 山里陽子・津曲隆．2017．「サービスラーニング受講生の学習成果を向上させる受講生支援」．九州地区国立大学教

育系・文系研究論文集．４巻．1・２号 
• 文部科学省. 「学習指導要領」「学習指導要領解説」 東洋館出版社および 

• https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youryou/main4_a2.htm（2022 年 7 月 30 日最終閲覧） 1989. 1998・

1999. 2008・2009. 2017・2019. 

• 国立青少年教育振興機構．「『体験の風をおこそう』運動 子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査研究」．

2018. http://www.niye.go.jp/kanri/upload/editor/117/File/00_report.pdf（2022 年 7 月 30 日最終閲覧） 
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海外体験学習の意味（コロナ禍を乗り越えて得たインドでの気づきと学び） 

 

         杉山日紀、百瀬恵梨奈、前田奈々絵、佐々木望亜（文教大学４年） 

         田力萌香（青山学院大学 3 年）, 〇林 薫（文教大学） 

 

【セッションの趣旨】パンデミックは大学での教育や研究に大きな影響を与えた。特に海外

体験学習は 2 年半以上実施することができなかった。現在パンデミック以前の大学を知る

学生は４年次になり、卒業間近である。この年次の学生はパンデミック以前の大学や学生生

活がどういうものだったのか、パンデミック下でそれがどのようなものに変わったのか、

2022 年度の後半になって復活した海外体験学習に参加した、という三つのフェーズを体験

できた唯一の世代である。そのような中から、パンデミックで何が失われたのか、復活した

体験学習から何が得られたのか？ この稀有な４年間の経験をこれからどのように生かし

ていくか、などについて問題提起を行う。 

 

【内容】 

 

１．コロナ前の世界 ミャンマーでのワークキャンプ 

 林研究室では毎年 8 月～9 月インドでのスタディーツアーを実施してきたが、2020 年 8

月以降の活動は中止を余儀なくされた。他方、学部のプログラムとして 2015年以来続けて

きたミャンマーでのワークキャンプは、パンデミックが既に始まっていた 2020 年 3月にな

んとか実施することができたが、大きく影響を受けた。帰り（3月中旬）のフライトがキャ

ンセルになり、代替フライトを探すなど対応に追われた。しかし、ぎりぎりのタイミングで

実施できた現地での体験から得られたものは大きかった。特に豊かさや幸せとはなにかを

考えるきっかけになった。 

 

２．パンデミック下の交流活動 

 2020 年～2021 年にかけて何回かオンラインでの交流活動を実施した。インドスタディ

ーツアーは 2 年間オンラインで実施した。ミャンマーではこの間クーデターが起こり、オ

ンライン活動の制約も受けることになった。在日ミャンマー人の方を招いて大学で交流活

動を行ったりしたが。現地での活動のようなインパクトを得ることはできなかった。 

３．インドスタディーツアーの復活 

 

 2022 年秋に大学の海外渡航制限が緩和されたことを受けて、2019 年以来中断していた

インドスタディーツアーを実施した。さまざまな許可の取得や渡航直前の PCR検査など以

前よりも多くの手続きが必要になったが、現地で得られたものは大きかった。児童労働の撲

滅、DVを受けた女性のエンパワメント、衣服や不用品のリサイクルと代替通貨としての活
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用を通じた貧困層の尊厳の回復、衛生と環境の改善（野外排泄の防止）などの NGO よる取

り組みを直接見ることができた。活動自体はWEBなどで知ることはできても、当事者のヴ

ィジョン（世界観）、ミッション（目標）、パッション（熱意）は実際に現場で体験しなけれ

ば伝わってこないことが理解できた。 

 

ミャンマーからのメッセージ 

 

これまでミャンマーで文教大学のワークキャンプで協力していただき、共同作業を行っ

ていた現地NGOの方から最近メッセージが届きました。ミャンマーでは 2021年に軍事ク

ーデターが起き、選挙で選ばれた正当な政府が非合法に倒されるとともに、抗議する市民へ

の弾圧、殺戮が続いています。最近ではさらにひどい状況になっています。どのような支援

が可能か考えています。安全を考えて関係者の固有名詞や活動地が特定できる地名は外し

ています。 

 

 

12 月の最後の週、私たちは〇〇州の農村開発の拠点で、年度末の資料の取りまとめの作

業をしていました。そこに数百人の国軍の兵士が来て、家宅捜査を始めました。私たちが

反政府派を支援しているのではないかという嫌疑です。私を含む６人のスタッフと村人

の計 40人以上が逮捕され警察（＊）に連行されました。また、パソコンやスマホなどを

押収し、事務所を荒らしていきました。警察では尋問を受けました。 

 

幸い、パソコンなどからは何も証拠が見つからなかったようで 10日間ほどで釈放されま

した。パソコンなどいくつかの機器は戻ってきませんでした。ヤンゴンに戻ってからしば

らく「瞑想センター」に身を寄せました。友人は幸運だったと言っています。釈放される

ためには多額の金品を差し出さなければならない事例が多いようです。 

 

現在活動の農村支援の活動再開を第一に考えていますが、活動には制約が大きくなって

います。ミャンマーから出国することもオプションとして考えるようになりました。 

 

 

（＊）ミャンマーでは国軍（軍隊）と警察は一体です。 
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災害ボランティアの起動スイッチ：災害救助法未適用でのお作法 

横浜市中区打越地区 土砂崩れ災害を事例に 

○高田 昭彦（富士フイルムビジネスイノベーションジャパン勤務） 

キーワード：災害ボランティア、ボランティアセンター、災害救助法、社会福祉協議会、野良ボランティア 

 

1. はじめに 

筆者は平日(月～金)は民間企業に勤務し給料を得て、土日祝など OFF の時間に災害ボランティ

ア活動を行う「兼業ボランティア」である。2006年より地元川崎市に於いて災害ボランティア団

体「復興ボランティアタスクフォース」を設立して、各地でのボランティア活動や提言活動を行

って居るものの、専業 NPO職員では無い立場であり提言力の弱さを痛感する。 

災害時には社会福祉協議会等により災害ボランティアセンターが開設され、ボランティアの公

募が行われることはほぼ常識となって居る。一般論として、被災地の地方公共団体が災害を覚知

して、例えば災害救助法が適用されるなどすると、被災地の社会福祉協議会などに災害ボランテ

ィアセンターの開設を依頼するという流れが一般的である。その根拠は災害救助法などの法律で

は無く、習慣的に各地の「地域防災計画」に記述されているだけで、財源問題など数多くの課題

が残されていると筆者は感じるが本論考では取り扱わない。ここで言えるのは、災害ボランティ

アセンターの起動スイッチが災害救助法の適用であるとだけであろう。 

 次に災害救助法が未適用の災害について考えてみよう。例えば平成 28年 8月台風 9号で狭山市

社協が災害ボランティアセンターを開設した事例がある。これは野良ボランティア側から社協職

員への知縁により開設できた事例である。また、平成 20年 8月末豪雨で東京、神奈川では国際ボ

ランティア学生協会(IVUSA)ほかが活動し、災害ボランティアセンターは開設され無なかった。 

 今回は一事例として 2022 年 5 月 1 月に発生した、横浜市中区打越地区での土砂崩れ災害での災

害ボランティア活動の事例報告を行い、各団体の考え、諸問題に関しての考察、提言を試みよう。 

 

2. 横浜市中区打越地区の土砂災害 

2022 年 4 月 29 日に 13～22 時に総雨量 50mm の降雨が有った。翌 30 日は晴天のち曇りであっ

た。5 月 1 日未明に高さ 10m幅 10m深さ 3mのがけ崩れが有り、消防への通報は 0 時 40分頃であ

った。横浜市などは 2 時 20 分に避難指示（警戒レベル 4）を 8 世帯 19 人に発令した。5 月末に避

難指示を 4世帯 7 人に縮小し、避難指示の完全解除は 12 月 21日 9時であった。 

 不幸中の幸いで怪我人も無く、家屋被害も小さかったため災害救助法の適用とはならなかった。

災害救助法未適用と言うことは、国や県による財政支援を行わなくとも該当市町村による救済を

行うことは出来ようと言う意味である。横浜市は被災者への市営住宅供与と、横浜市道部分の土

砂/石垣撤去を行った。崖部分のその後であるが、横浜市は助成金(仮設ネット工事)を支出し、基

本的に私有地内での民～民トラブルであるとして、本設工事までは至って居ない。 

崖上の a さんは崖下 x さん宅、y アパート敷地などに流出した土砂や石垣を、自費でダンプを

レンタルするなどして NPO法人 Aの仲間や親族と共に本牧の埋め立て地に運んだ。後の 11月 20

日開催の横浜市民活動フェアで a さんより災害ボランティア団体 B に災害ボランティアの相談が

あった。その後 B団体、C団体が現地調査を行い、D団体を経て筆者の知るところとなった。 

 2016 年熊本地震より、「支援のムラを無くす」として情報共有会議が開かれることが災害ボラ

ンティア界での先進事例とされている。本災害でも 2度ほどオンライン会議が呼びかけられたが、

避難指示解除前で有り危険性の評価にもっぱら議論が傾き、筆者視線では意味のある議論には至

らなかった。そこで、筆者は知人から軽トラックを借り受け、12 月 6 日から石垣を本牧への搬出
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活動を始めた。12 月 17 日より E団体主催募集（ただし一般公募せず）とし現在進行中である。 

3. 各団体/機関の理解、情報伝達 

ここで、各団体(小チーム、/個人)の意見/見解を表にまとめる 

筆者団体 

復興ボランティア

タスクフォース 

活動に先立って、中区危機管理担当、中区資源循環局、中区社協に連絡した。 

12/6 より石垣/土砂搬出活動開始。ボランティア募集広報を団体独自で出すこ

とを、神奈川県民活動サポートセンターに要請した。 

A団体 

(被災者 aさん) 

発災直後より土砂搬出したが、長期にわたる活動で疲労困憊し中弛み状態に

陥っていた。悪評が有っても、まずは支援してくれる団体を求める。 

B団体 社協に相談した。「社協からダメと言われたので活動できない」発言もあった。 

C団体 11/23に現地調査を行い 11/24報告書作成。活動参加は無し。 

D団体 11/25、12/2 オンライン会議呼びかけ、facebook コミュニティ作成、資機材提

供。ボランティア募集を facebook 自団体コミュに投稿した。 

活動範囲を崖から 3mないし 5m以遠は安全と判断して活動領域設定を提唱 

E団体 12/17より団体活動開始。ボランティア募集は公開せず、内部伝達のみ。 

(中区社協より活動要請を受けたとする。) 

F団体 12/17に活動参加  

G団体 現地調査のみ。1月になれば活動できる。 

H団体 伝聞情報、写真情報で危険と判断。民～民トラブルである。 

上記載理由でボランティア性に乏しいと判断し、参加せず。 

横浜市中区危機管理 仮設ネット工事に助成金支給した。仮設工事完了もあり避難指示を解除した。 

横浜市中区社協 平常時の相談業務として E団体より相談を受け、活動調整を依頼した。 

神奈川県民活動 

サポートセンタ

ー 

静岡台風 15号での技術系ボランティア団体を知縁で登録したように、一般公

募では無く、内々のボランティア募集で良いのでは？ 

(筆者に対して)E団体と共同でボランティア募集を出さないのですか？ 

被災者が訝し気に思わないのですか？  とある意味、余計なお世話。 

 

4. まとめ 

・本災害では災害ボランティアセンターは開設されず、社協の通常相談業務内対応となった。 

・社協へ相談を持ち込むことが多々あるが、基本的に自己責任である（と筆者は考える） 

・各団体/個人が自発的に活動することを妨げる法律等は無い。 

・「市役所」「社協」に届け出て活動着手するのは、ある意味モラルであると言う話も聞く。 

 入山届のようにボランティア届け出制で良いと筆者は考える。(許認可では無い) 

・災害救助法未適用での災害ボランティア活動のルール(常識)に共通認識が必要である。 

・平常時に「市役所」ないし「社協」で被災情報～災害ボランティア情報を取り扱って欲しい。 

・価値観は多様である。 

・NPO 等では「連携」が話題になるが、価値観が多様過ぎると「しがらみ」「派閥化」となって

阻害要因となる。活動へのブレーキ、対話/討論への感情論化が進み弊害である。 

・災害ボランティア界では、初動に関しては独断専行論がある。 

参考文献 

気象庁横浜気象台 2022年 4月 29日、4月 30 日、5月 1日気象データ 

NHK 報道 2022年 5月 1日 5 時 25 分 

朝日新聞デジタル 報道 2022 年 9 月 2 日 10 時 45 分 

国際ボランティア学生協会(IVUSA)  「平成 20 年 8 月末豪雨」に見る支援活動の今（その 1） 
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地域とともに進める学校防災 

 

〇伊藤 創平(太平洋学園高等学校)、町田 友里(高知県立大学大学院)、佐々木 康介(高知県立大学大

学院)、大槻 知史(高知大学地域協働学部)   

キーワード：学校防災 防災減災 ボランティア ローカル 繋がり 

 

１．企画の概要と目的 

太平洋学園高等学校(以下、本校)は、高知県高知市にある定時制・通信制課程を有する学校である。

本校には、さまざまな事情により小学校や中学校に通うことが難しかった生徒が在学しており、その中

には知的・精神的にハンディキャップを抱えた生徒もいる。そのため、人と接することや集団生活を送

ることが非常に難しく、普段から生徒の個性を大切にしながらともに学んでいる。 

現在、高知大学や高知県立大学の協力を得ながら本校の防災マニュアル作りや、「生命を守るノート」

を作成し、防災減災の授業を通して命の大切さや自分自身の守り方を習得できる機会を設けている。 

本企画セッションでは、地理的環境や生徒の特性を踏まえて、(グ)ローカルな活動を行っている様子

をお伝えし、学校防災にどのようにボランティアが関わっていくことができるかを議論したい。 

 

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 

話題提供１：「太平洋学園での防災減災に関する取り組み」（15 分）伊藤 創平 

話題提供２：「学校防災に関わることの意義-ボランティア活動から見えたこと-」(15 分)町田 友里 

ディスカッション・質疑応答(30 分) 

指定発言(10 分)大槻 知史 まとめ(5 分)  

 

３．話題提供者の紹介 

<話題提供者１>  

伊藤 創平（太平洋学園高等学校 教諭） 

大学 1 年の時に東日本大震災が発生したことをきっかけに災害ボランティアや防災活動を始める。

コミュニティーや日常から切り離された被災者と同じ課題を不登校の子どもたちが持っているので

はないかと考え、研究や活動を行ってきた。 

今回は、高等学校教諭の立場から外部からボランティアを招いて、ともに防災減災活動をすること

の意義についてお話したい。 

<話題提供者２> 

町田 友里（高知県立大学大学院看護学研究科国際・災害看護学専攻） 

 高知県出身で、学生の頃より災害看護・国際看護に興味関心があり、高知県や大阪府の病院で看護

師として勤務し、2021 年から大学院で災害看護について研究を行っている。 

 今回の話題提供では、生徒たちとともに学校防災に関する活動をどのように進めてきたのかについ

てボランティア側の視点でお話する。 
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災害時におけるボランティア活動の可能性 

‐’98 豪雨の経験から未来へ‐ 

 

〇佐々木 康介(高知県立大学大学院)、山﨑 水紀夫(さんすい防災研究所)、佐々木 美貴(メロディ・

インターナショナル株式会社)  

キーワード：災害 ボランティア ’98 豪雨 高知  

 

１．企画の概要と目的 

高知県では、1998 年 9 月に豪雨災害が発生した阪神淡路大震災以降、ボランティア活動が根付いて

きている最中で起きた災害であった。 

この豪雨災害において、災害ボランティアセンターの代表を務めた山崎氏を招き、日本各地の 23 の

災害支援に関わった経験から災害時におけるボランティア活動の可能性についてお話しいただく。 

そして、本企画セッションでは、過去の災害からどのようにボランティアが活動しているのか、また

活動できる環境を構築しているのかをお伝えし、今後起こりうる南海トラフ地震をはじめとする災害時

にボランティアがどのように活動することになるのかを議論したい。 

 

２．スケジュール 

本企画の趣旨説明(５ 分) 司会進行 佐々木 美貴 

話題提供１：「災害時における人的リソースについて」（15 分）佐々木 康介 

話題提供２：「災害時におけるボランティア活動の可能性」(25 分) 山﨑 水紀夫 

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> 

佐々木 康介(高知県立大学大学院看護学研究科共同災害看護学専攻 看護師/保健師) 

 高知県立大学で災害医療や看護について研究を行っており、博士論文として DMAT 看護師におけ

る災害時の役割について研究している。現在は、香川県職員(保健師)として難病患者等の防災減災活

動に取り組んでいる。 

 今回は今後起こりえる南海トラフ地震によって生じる被害想定からどのように人的資源を確保す

るのかについて話をする。 

<話題提供者２>  

山﨑 水紀夫(さんすい防災研究所 代表) 

1998 年 9 月 23～25 日にかけて発生した豪雨(‘98 高知豪雨災害)により高知県内では、各地が浸水し

甚大な被害を受けた。その際に高知市・災害ボランティアセンター代表を務め、高知におけるボランテ

ィア活動の基礎を築いた。その後も高知県庁に勤務する傍ら地域における防災減災活動に従事してきた。 

話題提供では、‘98 高知豪雨災害から現在まで 23 の災害支援に携わっており、そこから考えるボラン

ティアの形についてお伝えする。 
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外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア「ふでばこ」に参加する学生、 

卒業生を対象としたインタビュー調査（第 1報） 

－活動に参加した動機、活動を継続している理由－ 

堀江正伸 1）、藤田優一 2）、大坪明 2）、藤井達矢 2）、脇本景子 2）、 

加藤丈太郎 2）、工藤大祐 2）、小笠原史士 2）、福井美苗 2） 

1）青山学院大学、2）武庫川女子大学 

キーワード：学習支援ボランティア、外国にルーツをもつ子ども、居場所づくり 

 

背景および目的 

兵庫県西宮市の武庫川団地は近年、中国、フィリピン、ペルー、ブラジル等の多様な国か

らの家族もかなり居住しており、その子どもの学習や生活習慣に関する問題が浮上してい

る。校区の小学校では外国をルーツに持つ児童が増加傾向で現在約 40数名が在籍している。

2017 年から毎週水曜日の放課後に、大学生による外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボ

ランティア「ふでばこ」の活動が始まった。 

本研究は、外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア「ふでばこ」に参加する学

生、卒業生を対象としたインタビュー調査を行い、①活動に参加した動機、②活動を継続し

ている理由、について明らかにすることを目的とした。 

方法 

「ふでばこ」に参加している大学生 6 名および卒業生 3 名を対象にインタビューを行っ

た。1 回あたりの平均インタビュー時間は 28 分であった。逐語録を作成し、質的記述的に

分析してコード化を行った。 

結果および考察 

ヒアリング内容より、活動に参加した動機としては、「日本語がうまく話せない子どもた

ちの役に立ちたかった」「学生生活で頑張ったと思えることをしたかった」「教職免許をとる

にあたって子どもと関わる貴重な機会になると思った」「子どもとの接し方を学ぶことがで

きると思った」などがあった。これらのことから、学生にとって「ふでばこ」での活動は、

社会貢献をしたいという思いに加えて、将来の職業選択に向けて子どもたちと接すること

のできる貴重な機会になっていると考えられる。 

活動を継続している理由としては、「子どもたちの居場所づくりになる」「子どもたちが楽

しんでくれてうれしい」「子どもたちから元気がもらえる」「子どもたちから学ぶことが多く

刺激になる」「子どもたちから“ありがとう”と言ってもらえる」「さまざまな年代の人と関わ

って仲良くできる」「先輩に親しくしてもらえる」「高校受験をサポートして感謝してもらえ

た」などがあった。学生は「ふでばこ」に参加して、子どもたちの楽しむ姿や感謝されるこ

とが、活動継続のモチベーションとなっていると考えられる。インタビューの中では、「子

どもたちの居場所づくり」というキーワードが多く出てきており、外国にルーツを持つ子ど

もたちだけが参加できる「ふでばこ」は貴重な存在であると学生は認識していると考えられ

る。 
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外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア「ふでばこ」に参加する学生、 

卒業生を対象としたインタビュー調査（第２報） 

－困難に感じること、今後の「ふでばこ」、団地住民と共に支え合って生活するには－ 

藤田優一 1）、堀江正伸 2）、大坪明 1）、藤井達矢 1）、脇本景子 1）、 

加藤丈太郎 1）、工藤大祐 1）、小笠原史士 1）、福井美苗 1） 

1）武庫川女子大学、2）青山学院大学 

キーワード：学習支援ボランティア、外国にルーツをもつ子ども、支えあう 

 

背景および目的 

近年、兵庫県西宮市の武庫川団地では、多様な国からの家族が多数居住している。大学生

による外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア「ふでばこ」は、新型コロナウイ

ルス感染の蔓延により 2022 年 4～10 月までは活動を休止していたが、西宮市国際交流協会

の支援のもと 2020 年 11 月より Zoom を用いてオンラインで再開した。その後、2021 年 11

月より対面での活動が再開された。 

本研究は、「ふでばこ」に参加する学生、卒業生を対象としたインタビュー調査を行い、

①困難に感じること、②今後「ふでばこ」がどうなればいいか、③団地住民と共に支え合っ

て生活するには、について明らかにすることを目的とした。 

方法 

「ふでばこ」に参加している大学生 6 名および卒業生 3 名を対象にインタビューを行っ

た。1 回あたりの平均インタビュー時間は 28 分であった。逐語録を作成し、質的記述的に

分析してコード化を行った。 

結果および考察 

ヒアリング内容より、「ふでばこ」で活動するにあたって困難に感じることについては、

「ボランティアメンバーの人員不足」「似た境遇の子ども同士で集まると楽しくなって集中

できないことがある」「Zoom での指導では、どの問題を解いているのか、何につまずいて

いるのかがわかりにくい」「Zoom での指導では、子ども同士で話す機会が少ない」などが

みられた。これらより、ボランティアメンバーの人員不足があることや会場の人数制限の関

係から、規模を大きくすることが難しい現状がある。学校と協力しつつ、会場を提供しても

らうこともひとつの方法であろう。 

今後「ふでばこ」がどうなればいいかについては、「楽しい思い出の場所になってほしい」

「多くの外国にルーツをもつ子どもに参加してもらいたい」「ボランティアの学生の人数も

増やして参加できない児童が参加できるように規模をもっと大きくしたい」などがみられ

た。 

団地住民と共に支え合って生活するには、「子どもたちのそれぞれの母国の遊びや食べ物

について紹介するイベントを開催して、親も交流する」「学校という場を使って子どもたち

同士で仲良くして一緒に支えあうようにしていく」などがみられた。これらのことから、団

地住民と支えあって生活していくには、新型コロナウイルスの制限が緩和されれば、母国の

食べ物について紹介するイベントをすることも効果的であろう。 
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在住外国人支援とその行動原理としての「地球市民主義」 

－民間女性シェルター・女性の家 HELP の取組みから－ 

○責任発表者：百瀬圭吾（立教大学大学院法学研究科博士後期課程） 

キーワード：在住外国人支援、女性の権利、女性の家 HELP、地球市民主義 

 

日本の NGO の発祥は、通説 1970 年代末のインドシナ難民支援であると言われ、この時、AAR や

JVC、SVA 等の日本を代表する NGO が誕生した（Hirata 2002:31-2）。また、これらの NGO には、「地球

市民」という理念に基づき活動していたという共通性を看取できる。と同時に、その理念は、在住外国人

支援にも引き継がれてきた、と考えられる。なぜなら、海外の難民キャンプで暮らす人々を支援してきた

日本の NGO が、日本国内においても、1980 年代前半から少しずつ増加し始めた「ニューカマー」と呼ば

れる新来外国人に対する支援へと、その活動を展開させていったと見ることができるからである。 

そこで、本論では、日本の NGO が、この「地球市民」という行動原理に基づく国内的実践をどのような

動機によって始め、また、いかにして行動してきたのか。これらについて、事例研究を通じて、明らかにす

ることを試みた。具体的な事例としては、移民女性たちを支援してきた「女性の家 HELP（以下、HELP）」

を取り上げた。本論が、この NGO に着目した理由は2 つある。まず、その設立趣旨が「国籍を問わない、

女性、母子のための緊急避難の家」（HELP 1996:3）というものであり、この設立趣旨には、図らずも「地

球市民」という行動原理を読み取ることができるからである。また、HELP が多言語に対応し、相談・支援

を可能とする女性シェルターとして、日本の NGO の中でもパイオニア的存在1であったという理由がある。 

1989 年、信濃毎日新聞社は、前年の 4 月から 10 月までの 6 カ月間をかけて、文化欄で連載していた

記事をまとめ、『世界市民への道―アジア・人権・ニッポン―』という書籍を発行した。同著では、「日本に

働きに来ている女性たちは男性以上に劣悪な環境に置かれている」（信濃毎日新聞社 1989:55）と説か

れ、長野県内のスナックやバーで強制売春等をさせられ、暴力団の暴力や監視から逃れられない人身

売買被害者女性たちについても数多く触れられている。こうした困難な状況に置かれた移民女性たちを

先駆的に支援してきた草の根の NGO として、ここでも HELP が取り上げられている（前掲書：66-70）。 

これらを踏まえ、本論では、次のような研究を行った。まず、在住外国人支援 NGO の増加について触

れ、その上で、1980 年代から増加した近隣諸国から日本への移民女性たちを日本が受入れてきた要因

（需要側の要因）と彼女たちが出身国から送り出される要因（供給側の要因）について分析した。本論で

は、特に、日本への受入人数の多かったタイ人女性たちに着目した。つづく事例研究では、HELP の創

設期を中心に、特にその活動に大きく作用し、力を与えた要素として、①HELP 協力弁護士たちの言説、

②HELP に財源を提供してきた東京都の関与、③HELP の精神的支柱となった国際的な女性運動との連

帯、という 3 つの観点から、非正規滞在者を含む移民女性に対する支援の実態を考察した。 

 

引用文献 

女性の家 HELP．1996 年．アジアの女性によって日本の問題が見えてきた―女性の家 HELP10 年の

あゆみ―．日本キリスト教婦人矯風会． 

Hirata, Keiko.2002. Civil Society in Japan: The growing influence of NGOs over Tokyo’s aid and 

development policy. Palgrave Macmillan. 

信濃毎日新聞社．1989 年．世界市民への道―アジア・人権・ニッポン―．明石書店． 

小川真理子．2015 年．ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター―非該当自社支援の構築と展開．

世織書房． 

 
1 民間女性シェルターとしての機能を果たすべく日本で最初に設立されたのは、HELP より 1 年前に、社

会福祉法人礼拝会が開設したミカエラ寮であった（小川 2015:79）。ただし、移民女性も含めたより広い

対象を想定し、女性のためのシェルターとして始められたのは、HELP が最初であったとも考えられる。 
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共話シリーズ 2022 を振り返ってー難民とレジリエンス 

○宗田勝也（総合地球環境研究所）、佐藤康介（名桜大学国際ボランティア研究会）、 

中村安秀（日本WHO協会） 

キーワード：共話シリーズ、難民、共感、レジリエンス 

 

国際ボランティア学会は、総合地球環境学研究所（地球研）と日本 WHO 協会の共催で、2021

年度より「共話シリーズ」の取り組みを始めた。昨年度は、共話シリーズ「東日本大震災 支援

する人 される人」をテーマにセミナーが実施された。今年度のテーマは「難民：レジリエンス

と共感に思いを馳せて」である。 

 2022 年 2 月のロシアによるウクライナ侵攻以降、「難民」という言葉を耳にする機会が増えた。

しかし、日本に住む多くの人にとって「難民」は身近な言葉ではない。こうした事を踏まえ、国

際ボランティア学会は学生でも気軽に参加でき、「難民」に向き合った人たちの声に耳を傾ける

連続セミナー企画した。 

事務局は、名桜大学国際ボランティア研究会（I.V.L.）に所属する学生が務めた。今年度は、昨

年度に事務局を務めたメンバーに加え新たな仲間を迎えて運営を行った。 

本企画セッションにおいては、2022 年 6 月から 2023 年 1 月にかけて実施してきたセミナーの

全体的な振りかえりを行う。また、内海先生、日下部先生、桑名先生を登壇者に迎え、「教育」

「コミュニティ」「ジェンダー」の視点から「難民とレジリエンス」について掘り下げる。 

 

＜話題提供者＞ 

内海成治  「教育を通したレジリエンス」 

日下部尚徳  「キャンプとホスト国、ホストコミュニティのレジリエンス」 

桑名 恵   「ジェンダーの視点からのレジリエンスを」 

 

＜ファシリテーター＞ 

阿部健一 （総合地球環境学研究所 教授） 

飛田ほのか （名桜大学国際学群４年次） 

 

＜オーガナイザー＞ 

宗田勝也 （総合地球環境学研究所） 

佐藤康介 （名桜大学国際ボランティア研究会） 

中村安秀 （日本WHO協会 会長） 
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共通論題セッション（公開シンポジウム） 

つながり-助け合う社会を創る 

 

後援：足立区 

協力：足立区総合ボランティアセンター  足立区 NPO活動支援センター 

 

   

開会挨拶：  中島滋 （文教大学学長） 

基調報告：足立区の課題・協働と協創 

栗木希（足立区役所協働・協創推進課長） 

パネリスト： 子どもの貧困問題 大山光子（あだちこども支援ネット） 

       高齢化 大竹恵美子 （綾瀬サロンほっとミックス） 

       防災 村岡孝次 （足立区防災士の会） 

座長 林 薫（文教大学） 

 

足立区は東京 23区の中でも所得が低く、小中学生の 26％が就学援助を受けています。

また、高齢化率は 25.8％と東京都 23 区平均の 22.8％を超え、都内で最も高くなってい

ます。さらに、足立区は、区全体が河川に囲まれた低地で洪水・高潮・液状化・地震な

ど、自然災害全般に脆弱な地域です。 

このような「課題先進地」であることから、多くのＮＰＯやボランティア団体が、さ

まざまな課題に取り組んでいます。また、区役所、ボランティアセンター（社協）やＮ

ＰＯ活動支援センターなどの行政や中間支援支援組織が極めて積極的に動いており、諸

団体との連携も構築されてきています。文教大学が足立区に来た 2 年前、そのネットワ

ークがきわめて有効に機能していることに驚かされ、早速、大学もそこに入れていただ

きましたが、連携にはまだまだ課題があるというお話も聞きます。 

今回、まず足立区の協働・協創推進課の栗木課長に足立区の直面する課題を概観して

いただき、子どもの貧困、高齢化、防災の各分野で取り組まれている団体の皆様方に現

在の課題や将来の展望をお話ししただき、フロア参加者の皆様とのディスカッションを

通じて、どのようにすれば、自発的な協力と助け合いをネットワークと協働を通じて実現

していくことができるかを議論します。  



 




