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①関西学院大学へ赴任する前は、アメリカの大
学院で 5年近く教鞭をとっていた。大学院では、
主にアメリカ社会政策と社会政策評価、社会調
査方法、そして高齢者福祉の授業を担当してき
た。研究は、主に量的方法を使い、アメリカの
高齢者医療と福祉サービスへの利用とアクセス、
アメリカマイノリテイーのうつ病とアセスメン
ト、そして高齢者介護政策について調査してき
た。
②現在の研究課題は、日本の介護保険のサービス
利用についてとアメリカの移住、住居環境と高
齢者の健康の関係、プロダクティブ・エイジング
についての研究です。
③今後は、日本における高齢者福祉と介護政策の
研究を進めたいと思っておりますし、将来日米
の政策比較研究などにも興味があります。
④高齢者福祉研究は、介護を必要とする高齢者の
研究ばかりではなく、元気な高齢者についての
研究もあり、幅広い分野です。後者に関しては、
高齢者の再就労先、ボランテイアするためのア
クセス、孫やひ孫の扶養（第２の子育て）など
高齢者の生きがいや所得保障などの問題も増え
てきました。多くの課題を抱える高齢者福祉で

すから、是非高齢者福祉について勉強、研究、
そして貢献していただきたいと思います。
⑤基礎演習、ICT演習、社会福祉政策論

①臨床経験としては、民間の精神科クリニックに
おいて家族療法、行動療法による心身症、摂食
障害、恐怖症などの臨床、その後、コロラド州
デンバーのAsian Pacific Development Center
にて、アジア系マイノリティー、東南アジア系
難民を対象に臨床ソーシャルワーカーとして子
ども家族問題に従事しました。研究では、心的
外傷学（traumatology）のソーシャルワークへ
の導入の必要性を感じ、阪神淡路大震災被災者、
犯罪被害者の支援、そして支援者の抱えるスト
レス（代理受傷）の問題について取り上げてき
ました。
②近年の目覚しい脳科学研究の成果により、乳幼
児期の愛着がトラウマ刺激への耐性に影響する
ことが明らかにされています。被虐待児などの
愛着の修復を目指した「修復的愛着療法」の臨
床トレーニングをアメリカで受けています。研
究として最も力を入れているのは、在アメリカ
広島・長崎被爆者へのソーシャルワーク支援に
関することです。3年にわたるフィールドワー

　　　　教　員　紹　介（学科別ABC順）
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クを終え、データの分析から執筆を行っていま
す。
③ 2007 年全米ソーシャルワーク教育協議会
（CSWE）に参加して愕然としました。心的外
傷学（traumatology）をベースに危機に直面し
た人々への「トラウマ・ソーシャルワーク」が
学部授業で展開され、トラウマ被害者の支援
をソーシャルワーカーが積極的に担う段階に
来ていることを知りました。今後も強いストレ
スに見舞われ危機にある人々への支援について
ソーシャルワークの立場から発信していきた
いと思っています。とくに、トラウマ体験が負
の影響だけではなく、その人に成長をもたら
す、という「心的外傷後の成長（posttraumatic 
growth）」に関する研究の推進を計画していま
す。
④社会福祉実践（ソーシャルワーク）は、人の
尊厳を大切にし、人を心や身体といった部分で
分けず、全人的な理解をもとに支援を考えます。
想像を超えるような痛みや苦悩にも意味をもと
め、人生の価値を見出していくという人間に備
わった強さを信じ、寄り添っていく貴重な専門
職です。多くの価値が錯綜し、何を大切に生き
ていけばいいのか見失いがちな現代社会におい
て、本学科の学びは、命や人生の価値、生きて
いくことの本質的課題に向き合う機会になると
思います。この経験はどの領域に進もうとも人
生を歩んでいく大切な指針になると確信します。
その誇りとともに実りある学生生活になるよう、
力になりたいと願っています。
⑤性格発達論、ソーシャルワーク論、アドバンス
ト・フィールドワーク、研究演習、ソーシャル
ワーク実践研究

①大学院入学以来、女性の育児と労働は両立可能
か、つまりワークライフバランスの問題に関心
をもってきました。具体的な研究は、大正時代
に平塚らいてう、与謝野晶子らによって繰り広
げられた母性保護論争が思想的基盤となり母子
保護法が誕生するまでの過程を追究することで
した。その成果である博士論文を『社会福祉思
想としての母性保護論争』（ドメス出版、2005
年）として出版、日本社会福祉学会の賞を頂く
幸運にも恵まれました。
②社会事業の展開と女性の社会進出の相互関係に
ついて研究を進めています。女性の社会進出へ
の道が限られていた時代、アメリカの女性たち
が “female　professional” としてソーシャル
ワーカーの創出に貢献したように、日本でも女
性たちが社会進出の舞台として福祉の分野に目
を向けたことがありました。それが民生委員の
前身である方面委員制度で、現在、そのモデル
となったドイツ、フランスの当時の制度を女性
の専門職という視点から検証しています。
③欧米の情況を把握したうえで、今後は日本の社
会事業と女性の社会進出の関係に焦点をあてて、
研究を進めていきたいと思っています。具体的
には、方面委員が制度化されていく際に、女性
たちがどのような戦略でそこに参入していこう
としたのか、またそれが実らなかったのはなぜ
なのか、その背景を日本という国の特殊性と本
格的な戦時体制へと突入していく時代の特殊性
を考慮にいれながら、追究していきたいと考え
ています。
④皆さんに私の大好きな言葉を２つ、贈りたい
と思います。一つは「求めよ、さらば与えられ
ん」という言葉です。もし夢があるなら、一生
懸命、その夢に向かって努力してください。そ
うすれば、必ずあなたの前に門は開かれると信
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じています。私は自分自身の経験から、それを
確信して皆さんに伝えることができます。それ
からもう一つの言葉は「真理がわれらを自由に
する」というものです。学問を究める場所にい
らっしゃる皆さんは大変、幸せな方々です。こ
こで学ばれた真理は、皆さんを今まで縛ってい
た偏見や鎖、そして無知から解放して自由にし
てくれるはずです。私は学ぶことで、自分を今
まで苦しめてきた問題を客観的に見ることがで
きるようになりました。そして他者を理解する
ための間口が広がった気がします。皆さんも大
いにこの大学この学部で真理を探究され、自由
な空に羽ばたかれますように祈っています。
⑤社会福祉学原論、ジェンダー福祉論

①これまでの研究活動は、大きく分けて３つある。
１つ目は、高齢者保健福祉サービスに関する評
価研究であり、2つ目は、高齢者の社会的ネッ
トワークや社会的支援等の社会関係に関する研
究であり、３つ目は、高齢者保健福祉専門職の
ネットワークに関する研究である。教育活動と
しては、今年で大学教員になって 19 年目にな
るが、これまで社会福祉調査法、社会福祉運営
管理論、演習・実習などの科目を担当してきて
いる。
②現在の研究活動については、基本的にこれまで
行ってきた研究活動を継続して行っている。さ
らに、現在は、「社会福祉分野におけるネット
ワークに関する実証的研究」というテーマで、
これまでの研究活動を一冊の単行本としてまと
める作業に入っている。教育については、現在、
演習、実習、ソーシャルワークリサーチ、ICT
演習、大学院の量的調査研究法を担当している。
③これからの研究活動については、新しい研究

テーマとしてソーシャルキャピタルがあり、現
在のところ、まだ理論的研究のみである。今後
は、ソーシャルキャピタルに関する実証的研究
に取り組んでいきたい。また、高齢者保健福祉
領域の専門職支援に関する実証研究も深めてい
きたい。
④学生時代は、人生の中でも最もエネルギーに
満ちた時代であり、失敗を恐れずに、いろんな
ことにチャレンジできる素晴らしい時代である。
その大切な時期にサークルや部活、バイトやボ
ランティア活動など様々なことにチャレンジす
るだけではなく、勉強・研究にも精一杯取り組
んでほしいと思う。若いときにどのような種を
蒔き、どのように育てるかで、その後の長い人
生が決まってくるからである。その勉強のため
にも、是非、この「Human Welfare」を読ん
で頂きたい。
⑤社会福祉援助技術演習、社会福祉現場実習、
ICT演習、ソーシャルワークリサーチⅠ

①関西学院大学社会学部、社会学研究科、ハワ
イ大学でソーシャルワークを学んだ後、神経科
クリニック併設の相談機関での臨床活動を中心
に、人間関係トレーニング、体験学習プログラ
ムのファシリテーターなど、個人やグループを
対象とした現場で 15 年以上仕事をしていまし
た。その時の経験をソーシャルワーカー養成の
教育に活かすことを研究のテーマとして母校に
戻ってきました。
②対人援助の場面には、こうすれば必ずうまくい
くという万能の方法や「正しい答え」があるわ
けではありません。そんな中でソーシャルワー
カーは、様々なジレンマを感じながら対応しま
すが、特に直接的なかかわりの場面における
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コミュニケーションスキルに関連する研究を中
心に、より良い援助者を養成するための方法や
そのための教材開発などを行っています。また、
Tグループトレーニングを援助者養成の方法と
して活用することも進めています。
③ソーシャルワークを学び始めた初学者の学生さ
ん、援助の仕事を始めたばかりの新米ワーカー、
中間管理職としての中堅ワーカー、様々な体験
を積んだベテランワーカー…、それぞれの実践
のフェーズに合った、教育効果の高い自己理解
やスキルアップの方法を体系的にまとめていき
たいと思っています。また実践教育を体験学習
の枠組みで体系化することも目指しています。
④本来、大学というところは「求めよ、さらば与
えられん」というところだと思います。考える
こと、学ぶこと、知ること、感じること、読む
こと、書くこと、動くこと、かかわること、交
わること、信じること、遊ぶこと etc...。この先、
一人の人間として生きていく上で必要となる知
恵や、知識や、体験を自分の中に蓄える時期で
す。ただ、忘れてはいけないことは、待ってい
るだけでは、何もおこらない、ということです。
でも、あなたが求めれば、自分にとって今これ
が必要な知識や体験だ、と思って取りに行こう
とすれば、それはたいがい与えられるでしょう。
あるいは、すぐには手に入らなくても、どうす
れば手に入るか一緒に考えてサポートしてくれ
るスタッフや仲間、幅広いリソースが備えられ
ています。人間福祉学部とは、そういう懐の深
い、いろいろな要素が詰まった場所だと思いま
す。そんなコミュニティの仲間としていろいろ
なことを共有していけたらいいなと思っていま
す。
⑤人間関係演習 /ソーシャルワーク演習Ⅰ・社会
福祉援助技術演習・社会福祉援助技術論・社会
福祉援助技術現場実習・研究演習

①病院で長く医療ソーシャルワーカーとして働き、
HIV 感染症や血液疾患を主に担当してきまし
た。1997 年に研究者となり、同年『エイズと
ソーシャルワーク』を出版。その後も主に厚生
労働科学研究エイズ対策事業での研究を継続し
てきました。またこうした実践･研究を踏まえ
て 2007 年には『ソーシャルワークにおけるア
ドボカシー』を出版。一方で、ソーシャルワー
クの基本となるアセスメントに関する研究や研
修を実施してきました。
②HIV ソーシャルワークのこれまでの研究を踏
まえて、医療･保健･福祉関係者に対してチーム
ケアや地域生活支援を目的とした啓発活動を継
続すると共に、チーム医療評価尺度の日本での
妥当性や信頼性の検証、また要介護状態で自立
困難なＨＩＶ感染者支援のための実践モデル作
成に取り組んでいます。一方で、ケアマネジャー
の研修に関するニーズに対して量的調査を実施
し、その結果から研修プログラムを検証しよう
としています。
③「ソーシャルワークにおけるアドボカシー」の
研究を発展させたいと考えています。社会福祉
の分野では、権利擁護（＝アドボカシー？）実
践は理念的には語られても、実態は大変曖昧な
ものに留まっているからです。事例の分析を
通じてソーシャルワークの視点をアドボカシー
の角度からより明らかにし、保健医療領域にお
けるソーシャルワーク全体のアセスメントを中
心としたミクロ、メゾ、マクロ実践全体に関わ
る質の向上が図れるような内容を探究したいと
思っています。
④社会福祉実践としてのソーシャルワークは、対
人援助を行う上で重要な価値やスキルを含んだ
大変魅力ある専門職です。HIV 感染症をはじ
めとする保健医療ソーシャルワークの分野では、
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特に他の医療専門職との間でその専門性を提示
することが常に問われています。このため、先
ず日々の実践に関わるミクロレベルの実践を充
実させ、その上でメゾ、マクロ領域に繋げてい
く際の方法について、理論的に「アドボカシー」
を一つの軸として重層的に解明していくことを
模索しています。そのためには社会福祉にとど
まらず法学等との学際的な観点も欠かせないと
考えています。いずれにしても実践現場で長く
働いていた利点を生かして研究や教育に還元し
たいと願っています。学生の皆様には「与えら
れるのを待つより求めること」を大切に、自分
の頭で考え、大学生としての自分自身を自分で
育てることへのお手伝いをしたいと思います。
⑤医療福祉論、保健医療福祉研究

①児童相談所児童福祉司として幅広く相談援助の
実践に従事しました。福祉行政実務にも携わっ
ていたことから、制度運用や実施体制そのもの
にも関心があります。児童福祉機関（児童相談
所、家庭児童相談室等）、児童福祉施設（児童
養護施設、情緒障害児短期治療施設等）等にお
ける援助の指針や手引きの作成、改訂、業務の
分析等などを通して子ども家庭福祉援助の課題
を明確化し、援助の質の向上を目指しています。
②制度運用や実施体制、援助内容に関心があり、
児童養護施設や児童相談所における援助の実践
にも関心があります。自治体や施設の方と一緒
に研究や様々な活動に参加する事も多くそのよ
うな中で実践に触れる機会もあります。現在の
研究テーマとしては虐待を行った保護者への支
援、児童養護施設等における家庭支援専門相談
員の業務分析などです。
③これからの研究は、今までと同様に、虐待をし

てしまった保護者への支援、児童福祉施設にお
ける援助、こども家庭福祉の実施体制等につい
て研究を進めていきたいと考えています。児童
相談所における援助の向上のための審議会への
参画や施設における援助内容を検討する第３者
委員会への参画など、実践現場とのつながりを
大切にしたいと思っています。教育については、
自ら考え、判断し、実践するための基礎を学ん
でほしいと考えています。
④福祉に限らず、何事についても短期的な成果
を求めるのではなく、長いスパンで物事を考え、
全体像を見つけるようにしてほしいと思います。
やはり基本は大切だなと思います。また、どん
なことでも楽しむ気持ちが大切です。後で気が
つくことも多いのですがそんなことは気にせず、
何事にも前向きに取り組んでほしいと思います。
⑤研究演習、児童福祉論、社会福祉援助技術現場
実習、社会福祉アドバンスト実習など

①ソーシャルワーカーがサービス利用者を支援し
ていくに当たって、同僚、他専門職などとの間
に築いた関係の総体（ネットワーク）が大きな
意味を持ってきます。このネットワークがソー
シャルワーク実践にどのような意味があるかに
ついての実証的研究をしてきました。
②ライデン大学のヨハン・ホイジンガは遊びに
よって文化が生まれてきたという考え方を提示
しています。もし、障害者がその障害のため
に独自の遊び方、例えばろうの人は聞こえない
ことを前提とした遊び、をしてきたのであれば、
それは障害者独自文化の創出可能性が構想され
ます。こうした観点から障害者の遊びの社会文
化的意義を考えています。
③障害児・者に関わるソーシャルワークというも
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のは、これまで障害者福祉の法制度が年齢と障
害種別によって分断されてきたこともあり、一
体的に発展してきたとは言い難いところがあり
ます。そこで、障害学を障害種別を超えて貫く
基本的な土台と位置づけ、その上に障害者ソー
シャルワークを構築していくことを目指したい
と思っています。
④若さとは好奇心のことだと、自戒の念を込めて
常々思っています。世の中や身の回りのこと等
何でもいいのですが、それらに向けられた好奇
心が枯れてしまうことが老いの始まりでしょう。
アメリカ人の詩人サミュエル・ウルマンも有名
な「青春の詩」の中で「年を重ねただけで人は
老いない。理想を失う時に初めて老いがくる」
といっています。皆さんも年齢は様々だと思い
ますが、本学や社会の中で学問や優れた実践に
触れて、新鮮な好奇心と貪欲な知識欲に磨きを
かけて、自分なりの目標や理想を作り上げて頂
ければと願っています。
⑤精神保健福祉論、精神保健福祉援助演習、精神
保健福祉援助実習、社会福祉援助技術演習

①病院のソーシャルワーカーの仕事に関心があっ
たので、研究の出発点は医療福祉領域。大学
病院で実習を続けながら、大学病院の医療ソー
シャルワーカーが行う退院援助をテーマに研究
を行ないました。その後、脳性まひ者に対する
社会福祉実践の研究に着手し、障害者福祉サー
ビス提供の事業所でフィールドワークを実施し
ました。関学に来る前は、社会学専攻の学生に
社会福祉の概論やフィールドワークなどを教え
ていました。
②重度の脳性まひ者がひとり暮らしとしての自

立生活を開始する過程を、質的調査法を用いて
解明しています。そのために、関連の障害者
福祉サービス事業所や当事者活動の場において
フィールドワークを実施し、介助や各種プログ
ラムに参加しています。このフィールドワーク
を通じて、一生付き合いたい障害当事者や社会
福祉援助者の知りあいもできました。担当授業
は、基礎演習、ソーシャルワークリサーチ、社
会福祉学原論、社会福祉援助技術演習です。
③脳性まひ者の自立生活開始過程の研究を継続し
て行います。また、都市部と地方では自立生活
の実態もかなり異なるようなので、地方の自立
生活センターでフィールドワークを行い、地方
在住の脳性まひ者の自立生活について調査を行
うことを模索中。教育では、社会福祉の持つ魅
力や面白さなど多面的な側面を、わかりやすく
伝えていきたいです。また、担当している授業
の中で、学生が実践現場と関わりあいながら学
ぶ機会を、より提供していきたいです。
④私の印象では、社会福祉学科は柔らかさ・大
らかさ・ユーモアと真面目さ・厳しさといった
柔と硬が同居している感じがあって、それがと
ても良いなと思っています。そういう環境の中
で、のびのびと、しかし、やるときはやれる自
分だし、やるんだ、という真剣さや気概を持っ
て、学生生活を送って欲しい―、これが皆さん
に第一に望むことです。また、楽しく充実した
学生生活を送る人もいるだろうし、どこかに違
和感や物足りなさや苦しさを感じながら学生生
活を送る人もいるでしょう。後者の人はそんな
自分に悩むだろうけど、人間には悩むことやど
ん底に落ち込むことも必要だし、人間誰しもそ
んな時期が必ずある。でも、あとから考えると、
その悩みの時期が案外貴重だったりする。しん
どいときには、なかなかそうは思えなかもしれ
ないけど、それでも「なんとかなる」し「どう
にかなる」んだという言葉を合言葉に、しんど
いときをなんとか生ききって欲しい。これが第
二の希望です。
⑤基礎演習、社会福祉学原論、ソーシャルワーク
リサーチ、社会福祉援助技術演習
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①これまで近代日本の社会福祉の歴史について研
究をしてきました。その成果は『キリスト教社
会福祉思想史の研究』（不二出版、1994）、『留
岡幸助の研究』（不二出版、1998）、共編著『石
井十次の研究』（同朋舎出版、1999）等で発表
しています。
②今、研究しているものに関していうと、大きく
は近代日本の社会福祉の歴史研究についてです
が、石井十次や留岡幸助、山室軍平といったキ
リスト教社会事業家等の人物をとおして、その
人の理論や思想を研究しています。また大阪に
ある児童養護施設博愛社、岡山孤児院、家庭学
校、日本ライトハウスといった明治・大正期の
先駆的な施設と実践者の研究をやっています。
③これまでの研究の続きとともに、今後は出来れ
ば少しずつ関西学院の社会福祉の歴史も掘り起
こしてみたいと思っています。
④ 4 年間は早いですから、何かに打ち込んで悔
いのない学生生活を送ってください。時間がこ
れほどある時期は人生でもなかなかありません。
また社会福祉士や精神保健福祉士受験資格を取
得して欲しいですが、資格科目の取得やその対
策のみに終止せずに、常に福祉の「真実は何か」
「本質は何か」「社会とは何か」「人間とは何か」
ということを考えることをこころがけてくださ
い。
⑤社会福祉学入門、社会福祉思想史、社会福祉学
研究演習、人間福祉研究、社会福祉思想史研究
等

①【研究・実践】１．神戸市総合児童センターに
おける療育指導事業の一つである『親と子のふ
れあい講座』のプログラム研究開発にスタッフ
として携わり、研究と実践を同時に進めてきた。
このプログラムは一般家庭の親子を対象とした
子育て支援プログラムではあるが、広義での虐
待予防プログラムとしての意義もあり、プログ
ラムの種類も、内容も常に利用者のニーズや時
代背景に合わせて修正を加えてきた。　　　　
　【教育活動】１．子育て支援現場でのファシ
リテーター育成に向けての研修会の講師。２．
2006 年より関西学院大学社会学部社会福祉学
科における社会福祉援助技術演習、社会福祉援
助技術現場実習計画を非常勤講師として担当。
②【研究】１．社会福祉現場実習指導児童領域ク
ラスにおける「赤ちゃん育て体験プロジェクト」
のプログラム研究開発中である。２．上記「子
育て支援」プログラムの実践版マニュアルを作
成中である。３．同事業における「夜尿児プロ
グラム」の利用者用テキストを泌尿器科医と協
同研究開発し、試作中である。　　　　　　　
【実践】１．神戸市総合児童センター療育指導
事業「親と子のふれあい講座」に講師として携
わる。２．地元の地域活動として小学校におけ
るメンタル面のスクールヘルパーとして、絵本
の読み聞かせボランティアグループを立ち上げ、
学校、ＰＴA、元保護者、地域住民、任意団体
との連携活動を展開中である。
　【教育活動】１．実践教育支援室のスタッフと
して、学生の現場実習をサポート。２．子育て
支援現場の研修会の講師として活動も続けてい
る。
③【研究】１．個人研究では「赤ちゃん育て体験
プロジェクト」の実習指導授業内での実施を試
みながら、プログラムのパッケージ化をし、学
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会発表予定である。２．実践教育支援室のスタッ
フとしては「実践力の高い SW養成システムの
構築（個人フィードバックシステムの開発的研
究）」に携わる。　　　　　　　　　　　
　【実践】１．「親と子のふれあい講座」に引き続
き講師として携わる。２．地域活動としての地
元小学校での絵本の読み聞かせボランティア活
動は、子ども対象からその保護者への拡がりを
目標に仕掛けづくりを検討していく予定である。
３．聖和大学との合併による「子どもセンター
事業」に参画予定でもある。　　　　　　　
　【教育活動】１．実践教育支援室のスタッフと
して、学生の現場実習をサポート。２．子育て
支援現場の研修会の講師として活動も続ける方
向である。
④ソーシャルワーク現場実習に関する授業を担当
しています。１年生を対象とした「実習入門」
から、２年生の「演習」「計画」、３年生の「実
習指導」および巡回を伴う「現場実習」、さら
に４年生でじっくり現場で学ぶ「アドバンスト
実習」まで、全学年に帯状に関わることで、学
生の皆さんとともに成長できることを楽しみに
しています。
　　また、実践教育支援室のスタッフとしては、
チームで学生さんをきめ細かくサポートしてい
くことを心がけていきたいと思っています。演
習や実習を通しての学びは学生さんだけのもの
ではないと確信しています。その教員として与
えられた学びを、より豊かな恵みとして的確に
学生の皆さんにフィードバックできるよう、研
究や実践、また自己研鑽を重ねていきたいと
思っています。　　　　　　　　　　　　　　
　大学生活の４年間は長いようで短く、また楽
しいことばかりではなく、自分を見失ってしま
いそうなことを抱えたり、進路や就職でも迷い
悩むことが多いと思いますが、その中で自分と
向き合い、多くの支えとともに前向きに自分で
答えを見出していけるような、そんな芯の太い
人間性を身につけた「大人」になってほしいと
願っています。
⑤社会福祉援助技術現場実習入門 / ソーシャル
ワーク実習指導Ⅰ、社会福祉援助技術演習、社
会福祉援助技術現場実習計画、社会福祉援助技

術現場実習指導、社会福祉援助技術実習、社会
福祉アドバンスト実習

①在宅で要介護高齢者を介護する家族介護者や
介護保険制度のなかでケアマネジメントを行う
ケアマネジャーのエンパワメントを目指した
研究や実践を行ってきました。たとえば、ケア
プランの研修や事例検討会などの実施です。ま
た、近年では東アジア（中国・韓国・日本）に
おける高齢者施設のケアの質について比較研究
を行ったほか、地域で暮らす高齢者の生活支援
の体制作りとしてNPOによるトータルケアシ
ステムの構築に取り組んできました。
②介護労働者の人材確保に関する研究として、施
設における介護職員の職務満足度が就業継続意
向に与える影響についての実証分析を行ってい
ます。また、2006 年の改正により介護支援専
門員の更新研修が義務化されたり、主任介護支
援専門員研修が創設されたことから、ケアマネ
ジャーの研修ニーズを把握するための調査や尺
度開発に取り組んでいます。その他、高齢者施
設の利用者と施設側をつなぐ仕組みとして、施
設へサポーターを派遣し利用者の声を施設側に
伝えるシステムの推進も行っています。
③引き続き介護労働者の人材確保に関する研究
を行う予定です。介護職員だけでなく、高齢者
福祉を支える人的資源の研究としてケアマネ
ジャーや地域包括支援センターの職員、地域の
福祉NPOで活動する人たちも対象としたいと
考えています。また、ケアマネジャーの研修ニー
ズについての研究も継続して行う予定です。
④学生の皆さんは、研究誌や紀要は難解なもの
だと思って敬遠しがちかもしれません。しかし、
1回生のころから少しずつ読んで慣れていくと、
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初めは難しくて分からない、面白くないと思っ
ていても、だんだんと興味や関心が湧いてくる
と思います。ですから、最初からつまらないと
決めてかからず、まずは手にとって読むことか
らはじめてください。
　　私たちの日常には振り返ってみると、「でき
なかった」のではなく、「しなかった」という
ことが意外と多いのではないでしょうか。年齢
を重ねるごとに時間的な制約が多くなり、「し
なかった」ことがますます増えてしまうという
のが実感です。何かを学ぶのに年齢は特に関係
ないと思いますが、それでもやはりものごとに
は適切な「時」があるようにも思います。学生
の皆さんには是非、自分の時間を主体的に使っ
て、何事にも好奇心をもってチャレンジしてほ
しいと思います。
⑤高齢者福祉論、人間関係演習 /ソーシャルワー
ク演習Ⅰ、社会福祉援助技術現場実習、社会福
祉アドバンスト実習

①ミシガン大学、シカゴ大学では行動変容アプ
ローチを学んだこともあり、子ども・障がい
者・高齢者の行動変容を研究、実践してきまし
た。この20年は実践モデル開発の手続きである
M-D&Dを用いて、子ども家庭福祉領域の実践
モデル開発を厚生労働科学研究費、文部科学研
究費、文部省21世紀 COEプログラムにより研
究・開発し、普及に努めてきました。20年前に
開発を始めた親と子のふれあい講座は実践成果
の普及第１号です。
②最近は厚生労働科学研究費により ICT を活用
した次世代育成支援行動計画の評価方法と、行
動計画によって提供される多数のサービスを
コーディネートし、提供するポータルサイトの

開発、文部科学研究費により児童養護施設ファ
ミリーソーシャルワーク実践モデルの開発、未
来財団の研究助成による要保護児童対策地域協
議会実践モデルの開発に取り組みしました。自
治体、民間企業との連携による開発に力を注い
でいます。
③これまでも開発モデルの効果測定を実施する
シンプルかつ説得力の方法を研究してきました
が、それを開発手続き（M-D&D）に組み込ん
だ実践モデル研究開発システムとするための研
究に取り組んでいます。この研究成果はプラグ
マティック・エビデンス・ベースト・プラクティ
スに貢献する可能性があります。
④研究・実践・教育活動の紹介という流れから
ちょっと長い一言。私の大学生活を振り返ると、
大学生としての教養を身に付け、専門課程を修
めるには４年間は短いなと思いました。この問
題を解決する方法として、幅広く、しかし浅く、
学部と大学の資源を活用して学ぶという方法を
とるひと、少数のことを深く掘り下げて学ぼう
とするひと、これを組み合わせて自分のでき
る範囲で学ぼうとするひとがいるでしょう。わ
たしは２番目のタイプだったような気がします。
こんな話をしていると、大学生活は学習・研究
だけではないという声が聞こえてきます。もち
ろん課外活動は大学生活を豊かにするものです。
私は文化部に所属し、専門と関わりのあること
を大いに楽しみました。私の問題解決法でした。
したがって、課外活動と勉学の両立にそんなに
悩みませんでした。しかし、このことに悩むひ
とは非常に多いと思います。私はやはり大学で
は勉学に励んでほしいと思っています。将来
の宝になります。課外活動もそうだと思います。
やはり将来の宝となります。大いに励んでくだ
さい。そして両立のやりくりに大いに悩んでく
ださい。４年間は短いのですから。
⑤基礎演習、人間福祉概論、ソーシャルワーク実
践Ａ（個人・家族支援）、研究演習
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①最初は、イタコ（盲巫女）の民俗学的研究をし
ていました。大学院時代は中尊寺周辺や木曾の
御嶽山周辺に一年の半分近く泊まりこんでいた
年もありました。それから盲学校で５年、普通
高校で１年教師をしました。その後は大学教員
をめざして、社会福祉学で有名なロンドン大学
大学院（LSE）に留学しました。救貧法や福祉
国家の歴史から精神保健ソーシャルワークまで
幅広く勉強しました。1992年に関西大学の専任
講師になりました。
②活動の中心は、障害学会です。障害について、
当事者目線で考える障害学会は、障害のある会
員さんも多く、年に一度の大会は、学会なのか、
障害者団体の研修会なのかわからない様子で
す。障害の種類も多様で、「３障害の統合」の
上を行っていると思います。ほかには、イギリ
ス社会保障研究が好きな人たちの同好会のよう
な「SPSN関西」という研究会の世話人をして
います。最近はイギリスからだいぶ遠ざかって
しまいました。
③　「スポーツ障害」に夢中です。「スポーツでケ
ガした人」は中途障害の人とよく似た経験をし
ています。障害のある人に、スポーツでケガを
した人の体験を聞かせると、かなり重い障害の
人が「俺たちよりも辛いかもしれない」と深く
同情することがあります。また、スポーツでぎ
りぎりに追い込んでいる選手たちに「べてる」
を読ませると、なかには過呼吸などの強い反応
があらわれる選手がいます。こんなに面白い現
象はちょっとないです。 
④　私自身は、民俗学調査の過程で、イタコとい
う視覚障害の方々と出会いましたが、福祉実習
で障害のある方と出会うのも大差ないと思いま
す。大事なのは、「お世話しよう」とか大げさ
に考えずに、むしろ、こちらが「助けてください」

「教えてください」というスタンスで出会う方
が長続きすると思います。私は、これまで、た
ぶん100人以上の障害者の方と出会ってきまし
たが、ギブアンドテイクという点で言うと、私
からギブしてあげたのは一人くらいで、あとは
全部、私が助けてもらっているか五分五分な感
じです。
　　そんなわけで、実は私は教師としてはダメな
人材だったと思います。先輩教師の「いろんな
生徒がいるんやから、いろんな教師がいてええ
ねん」という言葉を支えにして、なんとか今日
までやってきましたが、この言葉は真実だと確
信しています。ソーシャルワーカーも「色んな
ワーカー」がいていいというか、いないといけ
ない仕事だと思います。 
⑤障害学・障害者福祉論

①・社会福祉援助技術現場実習カリキュラムにお
ける実習先担当者、学生、教員の３者にメリッ
トをもたらす評価尺度群の開発　　　　　
　・社会福祉協議会領域における社会福祉援助技
術現場実習の指導方法の構築
　・政令指定都市区レベル地域福祉計画の分析枠
組みの構築
②・社会福祉援助技術現場実習カリキュラムにお
ける実習先担当者、学生、教員の３者にメリッ
トをもたらす評価尺度群の開発　
　・地域福祉計画における住民参加を促進するコ
ミュニティワークと校区の機能に関する研究
　 ・フィリピンの先住民族におけるコミュニ
ティ・エンパワーメントの実践とコミュニティ
ワーカーの役割に関する研究
③・社会福祉援助技術現場実習カリキュラムにお
ける実習先担当者、学生、教員の３者にメリッ
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トをもたらす評価尺度群の開発とフィードバッ
クシステムの構築
　・地域福祉計画における住民参加を促進するコ
ミュニティワークと校区の機能に関する研究
　・フィリピンの先住民族におけるコミュニティ・
エンパワーメントの実践とコミュニティワー
カーの役割に関する研究
　・日本に在住するインドシナ難民へのコミュニ
ティワーク実践方法の確立
④2007年度の社会福祉士制度改正に裏付けられる
ように、社会は実践能力の高いソーシャルワー
カーを必要としています。人間福祉学部は、実
践力の高いソーシャルワーカーを養成すべく実
習やインターンシップなどの多くの実践的プロ
グラムを用意していますから、積極的に参加し
て実践力を磨いてください。実践力は社会に出
て活躍するときに皆さんの武器になります。既
存の枠に縛られない、広義のソーシャルワーク
フィールドで実践経験を積めるよう様々な機会
を用意しますから、思い切ってチャレンジして
みてください。
⑤社会福祉援助技術現場実習入門 / ソーシャル
ワーク実習指導Ⅰ、社会福祉援助技術現場実習
計画、社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技
術現場実習指導、社会福祉援助技術現場実習、
社会福祉アドバンスト実習

①するスポーツ人口の増加に寄与する研究に興味
があり、特にみるスポーツが持つ影響力に注目
した研究を行なってきた。多くの人々をするス
ポーツへと向かわせるためには、施設をつくり、
機会を設け、阻害要因を取り除くこと等が大切
だとされてきたが、スポーツをみることが、す
るスポーツへと向かわせる大きなきっかけ、起
爆剤になるのではと考えたためである。専門の
実技は陸上競技。
②研究テーマをするスポーツ人口の増加から、み
るスポーツ人口の増加へと移行させ始めている。
現在は人々がどのようなプロセスを経てスポー
ツをみるという消費行動へといたっているの
かというモデルの構築に努めている。スポーツ
をサービスとして提供しているリーグやクラブ
にとっては消費行動の解明は最重要課題であり、
スポーツ産業の活性化、リーグ、クラブの健全
経営に寄与できればと考えている。
③今後もみるスポーツに関する研究を進めてい
きたいと考えている。人々はなぜスポーツをみ
るのかという動機に関する研究、スポンサーが
ファンに与える影響（スポンサー効果の測定）
等にも興味がある。また、陸上競技に親しんで
きたことからも、陸上競技は日本では人気がで
ないという常識を覆し、人気の向上、活性化に
貢献できるような研究にも取り組みたい。
④近年、｢ 生涯スポーツ ｣ を示す語句が「Sport 
for All」から「Sport for Everyone」へと置き
換えられつつあります。これは人を ｢All ＝集
合体 ｣ として捉えるのでなく、｢Every｣ を用
い、各個体に主眼をおくことで、｢一人ひとり
に合った ｣スポーツが重要視され始めているか
らです。人間福祉学部のみなさんにはスポーツ
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に限らず本学部での4年間の学びを通して、人
間を深く理解し、一人ひとりに目を向けるこ
とのできる能力を養ってもらいたいと思います。
そしてその学びを通し、豊かな社会の創造や
Mastery for Service に貢献できる人材になっ
てもらいたいと願っております。また、自分の
夢や目標、ミッションって何だろうということ
を考えてもらいたいと思います。答えはすぐに
でなくてもいい。考えてみる過程がすごく大切
なのです。
⑤スポーツ社会学、スポーツ経営学、陸上競技、
球技Ａ（バレーボール）

①よりよい福祉や介護のために ICT（情報通信
技術）や情報をどのように活用すればよいのか
を課題として、政策と実践の両面から研究を続
けてきました。政策面については、福祉政策の
なかで ICT や情報の活用がいかに展開されて
きたのか、今後どのように方向づけられるべき
なのかを、実践面については、地域社会や福祉
施設・機関、企業、そして個人の生活における
ICTや情報を活用した福祉・介護のあり方を具
体的に研究してきました。
②福祉・介護サービスの質的改善と効率化に大き
な役割を果たす「記録」の活用について、ほど
んどあきらかにされていない実態の解明を進め
るとともに、コンピュータによる形態素解析の
技術を用いた新たな記録活用方法の開発などの
取り組みを介護サービスの現場実践と連携させ
ながら行っています。教育活動においては、福
祉や社会活動における情報活用スキルの向上に
傾注しています。
③少子高齢社会における新しい福祉・介護に ICT
（情報通信技術）や情報をどのように位置づけ

るべきかについて理論的な検討をさらに進める
とともに、サービス提供機関や地域をフィール
ドにした実践的な研究と記録分析のための電子
的な辞書やツールの開発などを進めていきたい
と考えています。教育活動においては、福祉や
社会活動における情報活用スキルの向上に向け
た取り組みを継続していきます。
④大学生活は長いようで短いものです。就職活動
を行うことを考えると、学生らしい期間は実質
３年ほどしかありません。「大学に入った」と
いうことで、思う存分羽を伸ばしたい、社会人
になる前にあれこれ楽しみたいと考えるヒトも
少なくないでしょうが、この時期は「猶予」期
間 ( モラトリアム ) ではなく「助走」の時期と
考えるべきだと思っています。将来のため、自
分に力と勢いをつける時期だと考えてくださ
い。5年先、10年先にどんな自分になりたいのか、
夢を広げ、希望を持って、ひるまず臆すること
なく挑戦してほしいと思います。
　　「希望はいいものだよ。多分最高のものだ。
いいものは決して滅びない。」（映画「ショーシャ
ンクの空に」から）
⑤福祉情報リサーチ、人間福祉情報論、福祉情報
研究

①誇るべき研究も教育もありませんが、大阪市立
大学、東京大学において、自分の力の限りに努
力をしてまいりました。真理のみ忠実にいくこ
とが、研究者の使命と考え、社会に対しても異
議を申したてる実践をしてきたつもりでおりま
す。
②私の専攻している財政学を総合社会科学の中心
に位置づけ、財政社会学という学問として完成
させようと取り組んでいます。真理は部分だけ
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を見ていては、明らかにすることはできません。
丸い地球も一部分だけをみれば、真っ平らなの
ですから。財政を政治と経済だけではなく、政
治と経済それに社会が交錯する現象と位置づけ
て財政社会学を完成させたいと思っています。
③財政社会学をコアに、福祉の問題を取り込みな
がら、それは自然環境を考えるエコロジーに対
して、人間的環境を考えるヒューマン・エコロ
ジーを追求していくことともいえます。それを
通して、人間が生きるということはどういうこ
となのかを考えていきたいと思っている。
④スウェーデンでは子供達に、「何かを学ぶとい
うことは、つねに人間の心の中のプロセスです。
このことは、誰かが何かを教えてくれるだろう
という期待をもつことができないことを意味し
ています。あなたは、自分で学ばなければなり
ません。あなたが、教師として他人に何かを教
えるということも、確かではありません。しか
し、あなたは、他人が自ら学ぶ状況をつくる手
助けや、他人に学ぼうとさせる刺激を与えるこ
とはできます。人は誰でも、適切な動機づけが
あれば、驚くほどの速さで学習するものです。」
と考えさせています。私もみなさんが学びたい
ということの手助けができればと思っています。
⑤経済学（国際経済を含む）、市民社会論、財政
社会学、公共政策論、福祉国家研究

①これまで、人権という社会制度・理念が社会の
中で果たす役割について研究を行ってきました。
具体的には、国連、国際条約などの国際社会の
制度やルールの持つ影響力と、それを生み出す
ために市民社会がどのような貢献をしてきたの
かを理論的に整理する仕事をしています（『グ
ローバル民主主義の地平』2005年）。最近では、

社会の発展の中で人権の果たす役割についての
研究を行ってきました（『人権基盤型開発の射
程』2008年）。
②現在は、タイの山岳民族の権利確立の動きにつ
いて研究を行っています。とりわけ、国籍を得
る権利と地域の森林資源などを自分たちの力で
管理する権利（コミュニティの権利）について
の研究を進めています。
③今後は、上記に加えて地域社会や地方自治体で
参加型の意思決定を行うための民主主義のあり
方について考えていきたいと思っています。
④社会起業は単に「ニーズ」に応えるだけではな
く、社会のあり方や人々の見方を変えて、人々
がより幸せに暮らせるようにするためのものだ
と思います。「どのような社会にしなくてはな
らないのか」という視点も欠かせません。だ
けれども、「何が変わらなくてはならないのか」
という問いと「そのために自分には何ができる
のか」という問いのバランスをとることはなか
なか大変で、私もいまだに悩んでいます。みな
さんと一緒にぜひ考えて行きたいと思います。
⑤社会開発論、基本的人権論、国際問題論

①学位論文は、応用ミクロ経済学ともいうべき最
適課税論でまとめましたが、その後は、柏井象
雄先生以来の関西学院大学の財政学研究の伝統
ともいうべき実学研究に、舵を切りました。か
つてはデータを使った実証研究を得意としてき
ましたが、次第に関心も研究手法も変わりまし
た。伝統的な経済学の発想はベースとしてあり
つつも、それを突き放してみることが重要であ
ると感じています。
②現在は、フィールドワークの観点での地方財政
研究が中心となっています。中央省庁と自治体
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の職員のみなさんとのネットワークの構築に努
め、彼らと目線を合わせて物事を見ることに務
めています。そうしたものが当然、日々の教室
での授業に結びつきます。学生との間の距離感
をきちんと保つことが、学生に信頼してもらえ
るポイントであると感じています。
③そろそろ50歳代に入りますので、収束させる
方向にいかなければなりません。その意味では、
財政学研究について、柱を立てて体系にまとめ
ていくことが必要でしょうね。そのための時間
は意外にたくさんないと感じています。教育で
は、人間福祉学部の離陸に尽くすことにつきま
す。実践では、ともに勉強してきたひとたちの
年齢や役職が上がり、人材育成をするように
なってきましたので、私もそこをサポートした
いと思います。
④人間福祉学部のメッセージは、関西学院大学の
スクールモットーのMastery for Service に直
接つながるものです。私は経済学を背景にした
研究者ですが、社会・経済・政治の接点におい
て財政学を突き詰めて考えるとともに、歴史的・
空間的な制約をもとに社会制度のあり方を考え
ていきたいと思います。
　　社会起業学科のみなさんには、自分の授業
などを通じて、社会なり経済なりの実態を感じ
て欲しいと思います。組織の一員として社会を
担っていくということの重さを感じて欲しいと
思います。熱心に聞いてくれる学生に励まされ
て、授業ができることを本当に嬉しく感じてい
ます。
　　学生にフレッシュな感覚でメッセージを伝え
るのは、自分が日々勉強し、発見したり、驚い
ていなければなりません。それが本当に難しい
ところですね。
⑤社会思想、社会思想演習、自治体経営論、地方
財政論

①これまで地域福祉に関わる研究、教育を大学
院生時代をふくめて35年間やってきました。コ
ミュニティケアに関する概念の探求からコミュ
ニティ研究、小地域福祉活動の分析、地域福祉
計画の実証分析などを手がけてきました。実践
は地元の校区福祉活動のサポートや社会福祉協
議会、地方自治体社会福祉部門への助言や計画
策定の支援などを行ってきました。研究成果の
一部は地域福祉論などの授業に取り入れてきま
した。
②ここ数年は2003年度から始まった地方自治体の
地域福祉計画を対象にした策定プロセスの分析
を中心に計画内容にあたる小地域活動支援プロ
グラムや地域福祉システム分析などを手がけて
います。その関連で地方自治体の総合計画、地
域福祉計画や障害者計画などに関与しています。
また全国校区福祉活動サミットの開催なども実
行委員会形式で推進しています。可能なかぎり
ゼミ生にもこれらの参加の機会を提供していま
す。
③日本の社会福祉制度は格差社会のなかで制度
疲労が露見してきています。少子高齢化のこれ
まで経験してこなかった近未来の諸問題に社会
福祉政策が対応するには新しい斬新な発想で抜
本的な改革が必要とされています。そのひとつ
が社会起業など行政でも企業でもない新しい市
民セクターによる社会問題への事業的挑戦です。
NPO・NGOやコミュニティ・ビジネスの担い
手をどう輩出していくか教育と研究を深めてい
きたいと思います。
④政治・経済のグローバル化のなかで金融や情報
の国際化のみならず人びとの生活スタイルも国
際的になってきました。生活や価値観が変わっ
ていくなかで、意識や態度も個人化が進み、社
会連帯や社会的つながりも希薄化し、かえっ
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て社会的孤立や孤独を推し進める結果となって
きています。貧困問題、福祉問題をはじめとす
る社会問題解決には政府・自治体の責務はいう
までもなく、行政だけでは解決の及ばない領域
への民間サイドの役割・働きが重要となって
きています。政治家や行政職員になって社会問
題に取り組む選択もありますが、個人、民間組
織の立場から社会問題の解決をビジネス手法を
駆使して取り組む選択もあります。社会的責任
を果たす企業で活動を展開する、個人としての
社会起業家という立場から社会問題に取り組む、
NPOとして福祉のまちづくり政策に参画する
など君たちの輝かしい未来はすぐ手に届くとこ
ろにあるのです。
⑤地域福祉論、コミュニティワーク、アドバンス
ト・インターンシップ

①高齢者や障害者のコミュニティケアに関する
研究を行ってきた。大学院時代は、高齢者の家
族介護や在宅福祉のあり方について研究してい
た。家族介護者の「生活の質」という視点から
高齢者の在宅福祉のあり方について研究してき
た。その後、障害者のコミュニティケア政策に
関する国際比較に研究テーマは移った。イギリ
スやオーストラリアなどの脱施設化政策の現状
と課題をフィールドワークやインタビュー調査
から明らかにし、日本における地域移行と地域
生活支援のあり方を考案してきた。
②現在は障害者の地域生活支援を研究しながら、
移民・海外労働者に関する支援についても研究
している。グローバル化の影響により、国境を
越えた移動が増えてきた。より良い労働・生活
環境や自己実現などの理由で、国境を越えて

いる人々がどのような問題に直面して、どのよ
うな援助を求めているのかについてソーシャル
ワークの視点で研究している。つまり、多文化
や多言語ソーシャルワークのあり方について考
えている。
③海外移住におけるジェンダー問題について研究
する予定である。近年、「発展途上国」のみな
らず、日本を含む「先進国」においても、国を
離れて海外で仕事をしたり、移住する女性が増
えてきた。すなわち「移住の女性化」という現
状について研究していきたい。彼女たちがどの
ような理由や経緯で国を離れて海外に出かける
ようになり、海外でどのような経験をしている
のかを明らかにし、ジェンダー論の視点から分
析し、彼女たちに対する支援を考えていきたい。
④グローバル化時代の到来により、より良い生
活環境や自己実現を手に入れられる人がいる一
方で、その流れに翻弄されて自分を見失ったり、
犠牲となった人も大勢いる。その流れを止める
ことは難しいだろう。日本においても、「国際化」
や「多文化共生」が言われるようになっている。
それは何を意味しているのか、また、その時代
をどのように生き抜いていけばいいのかを、皆
さんと一緒に考えていきたい。つまり、外国
の文化や事情を知るだけではなく、様々な文化、
宗教、信仰、言語、思想を持つ人々が一緒に生
活するのはどういうことなのか、それを実現で
きるようにどうすればいいのかを考えていくこ
とである。
⑤国際社会福祉論、社会調査法、海外インターン
シップ
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①関学と米国のテネシー大学でソーシャルワーク
を学んだ後、米国の難民支援ＮＧＯのソーシャ
ルワーカー、米国での子どもの薬物濫用防止プ
ログラムやインドでのマスメディアを用いた識
字向上プログラムの研究員として働くなど、海
外でソーシャルワークの実践および研究の経験
を積んできました。1999年に日本に帰国してか
らは、日本で暮らす外国人支援や多文化共生を
目指すＮＰＯやＮＧＯの活動、研究、立ち上げ
に参加してきました。
②日本からさまざまな問題を抱えてフィリピン
に帰国した女性移住労働者たちを支援するＮＧ
Ｏ、及びそのクライエントたちによる当事者団
体と協働して、学生をインターンシップに送り
出したり、女性たちのライフストリー研究を通
して啓発活動を支援したり、参加型アクション
リサーチを用いて組織評価やアクションプラン
策定の支援およびエンパワーメント支援を行っ
ています。
③今後は、移住労働者に限らず、途上国の貧困層
に加え、国内の外国籍住民、LGBTI（セクシャ
ル・マイノリティ）といった社会的に不利な立
場に置かれているコミュニティを、参加型アク
ションリサーチ、フェアトレード、社会起業、
ＮＰＯ／ＮＧＯ活動、セルフサポートといった
オルタナティブな実践や研究アプローチを通し
て共生社会が確立できるよう活動していくつも
りです。
④大学生の４年間は、社会に出る前にいろんなこ
とにチャレンジできる期間です。ただ、ぼーっ
と４年間を過ごすのではなく、できるだけいろ
んなことに積極的に挑戦し、自分の視野を拡げ
て下さい。僕は、大学時代の留学、海外放浪の
旅、体育会アメリカンフットボール部の部員と

しての高等部のコーチの活動、社会福祉施設で
の実習に真剣に取り組んだことで視野が拡がり
ました。また、こうしたさまざまな活動の中で、
本当に素敵な人と出会い、自分の人生の土台を
築くことができました。皆さんも、将来自分の
子どもや周りの人に、自分は大学時代に「○○
に打ち込んだ」と誇れるものを是非見つけてく
ださい！そして、たくさんの素敵な人と出会っ
てください。僕ら教員も喜んでその手伝いをし
ます !!
⑤多文化共生論、人間多様性論、国際ソーシャル
ワーク、海外インターンシップ演習、海外イン
ターンシップ、ヒューマン・セクシュアリティ
（総合コース480コーディネータ）、滞日外国人
の抱える問題と人権（総合コース491コーディ
ネータ）

①福祉行財政の研究、一筋です。国と地方の関係、
公共セクターと民間セクターの関係を考察して
きました。具体的には、高齢者ケア、障がい者
ケア、児童ケアの行財政の仕組みを扱い、自治
体調査をしています。
②日本やヨーロッパの自治体を回って、ユニーク
な取り組みやアイデアを学んでいます。『ロー
カル・ガバナンス』という単著を出版します。
③ネイバーフッド・ガバナンス（neighbourhood 
governance）という近隣自治の研究をしてい
ます。具体的には、イギリスと日本の比較研究
で、エンパワメント、パートナーシップ、ガバ
メント、マネジメントという４つの視点から「小
さな自治」を解明していきたいと思います。テ
キスト『社会福祉計画・社会福祉財政論』を
2009年度に出版します。
④数年前には豊かな生活を享受していたアメリ
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カから金融恐慌が起こりました。今、世界は不
況に見舞われ、その防衛に追われています。お
よそ30年前に『不確実性の時代』という本がベ
ストセラーになりました。依然として私たちは
不確実な時代に生きています。世界の時事問題
には積極的に目を向け、常に世の中の動きにア
ンテナを広く張り、時代の流れをキャッチし
ておきたいですね。数年後の世界はどうなって
いるのでしょう。常に展望を持って、クール・
ヘッド（cool head）、ウォーム・ハート（warm 
heart）の精神で、毎日の勉学に励んで欲しい
ですね。
⑤社会福祉計画論、社会福祉政策論、福祉行財政
研究（院）

①エイジングのいろんなダイメンシオン、社会
文化的、国際比較的（特に Sweden と日本）な
側面から、実際には日本の高齢者施設入居者の
聞き取り調査、エスノグラフイ研究を1990年代
に行い、2000年からは大きな日本と Sweden の
比較研究プロジェクトを担当し、その中で特に
夫婦関係が施設入所のときにどうなるか、また
入居者の視点から施設での生活や在宅ケアを受
けながらの生活も研究しました。最近は施設
におけるターミナルケア、また高齢者、家族の
人、ケアスタッフがスピリチュアルな面につい
て、どう考え、何を希望されているのかを研究
しました。教育では、関学に来る前は、主に大
学院生が中心でした。でも社会福祉の中の「老
年学」で学部の一年生も三年生も受け持ったこ
とがありました。質的研究方法論や、卒業論文
の指導も担当しました。日本から Sweden に来
た多くの学生の研修プログラムを何年間かアレ
ンジしました。
②今は existential issues in later life care を中心
に研究しています。緩和ケアが高齢者の施設
でどうなっているのか、特にスピリチュアルな
面が不十分ではないかというテーマが第一で
す。もっと大きく言うと、施設に入所する時の
「これからの人生はどうなるか」という出発点
から見たエイジングと late life care です。教
育については、やはり Sweden と日本ではかな
りの違いがあります。講義形式よりゼミタイプ
が慣れていますので、今年の学生たちが私の講
義がちょっと物足りないと思っているかな…で
も、老年学の授業では、お年寄りの方へのイン
タビューをレポートのもとにしたり、2008年春
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学期の授業では、グループ分けして発表したり
しました。
③Aging、高齢者とスピリチュアルケアのテー
マでこれからも研究したいです。crosscultural
比較研究という観点から、主に日本と Sweden、
また Thailand も含めたいと考え始めたところ
です。Active aging とは活動だけではなくて、
最後まで ( 施設で生活をしていても）社会や家
族の一員として、人間として心と精神を使って
自分の存在を積極的なものにするというもので
す。研究は理論だけではなくて、実践的な側面
も大事だと思うので、施設やデイケアセンター、
家族相談所などと結び付けることも興味深いと
思います。Teaching の方では、もっとお互い
のコミュニケーションが活発なクラス、学生が
本や雑誌を読んだ上でのデイスカッションがあ
ればと思っています。実際と理論の結びつきが
できるような“クリティカル・シンキング”
critical thinking。私の日本語レベルも頑張らな
くちゃ！とにかく教育方法をいろいろやってみ
たい！
④大学でHuman Welfare を勉強するということ
は、“Learn for Life” です。本当に生きるた
めの学びの可能性があります！でも、自分で責
任をもって勉強しなければ、何も残らない４年
間に終わるリスクがあります。研究的な学びは
知識を含め、成長に大事です。受け身で臨むの
ではなく、自分で評価や消化をして初めて、自
分のものとして残るようなものだと思います。
そうすれば大学の学びがもっと楽しくなる！
Learn for Life!
　　もう一つは、関西学院大学に最も深く関係
するポイントで、人間福祉とキリスト教がどう
関係しているかということです。それも Learn 
for Life の領域です。心とマインドと体でその
テーマを取り組めば、Mastery for Service の
味が出るのではないかと思います。
⑤老年学、ターミナルケア論、キリスト教と世界
の福祉

①突然の病で死に直面した経験が命に向き合う
きっかけとなりました。死にゆく人の苦しみ、
その人に社会や人はどのように関わるのか―こ
れが私の研究の根底にあります。ワシントン大
学（セントルイス）留学中は、アメリカ国立精
神衛生研究所（NIMH）でのリサーチや在宅ホ
スピスケアに関わりながら、がん患者や死にゆ
く人のQOLについて研究しました。2005年か
らWHOのスピリチュアリティ尺度開発メン
バーとしてスピリチュアリティの研究に関わり
ました。
②安楽死・脳死・代理母出産のように命の操作が
人の手に委ねられる現在、生と死の様々な場面
で私たち自身の死生観が問われます。死生観教
育の重要性からここ数年、デスエデュケーショ
ンプログラムの開発と効果測定に携わっていま
す。大学教育の他に、兵庫県の小・中・高を対
象とした教育プログラム策定にも関わりました。
2004年より、「死生学・スピリチュアリティ研
究センター」を立ち上げ、人の生と死のあり方
について生命倫理・宗教・スピリチュアリティ
の立場から研究を行っています。
③今年度から数年かけて行う研究テーマは、特別
養護老人ホームスタッフへの死生観教育プログ
ラムの開発と、自殺防止の具体的対策です。特
養の教育プログラムは、看取りにかかわるス
タッフと協同してプログラム開発を行い、その
効果を測定します。自殺防止については、プリ
ベンション、ポストベンションにおける具体的
方策を、行政・専門職者・自死遺族と協同して
探ります。
④人間福祉学部は、人間を理解することをその根
底においています。人間を理解することは、対
象としての人を客観的に眺めることからではな
く、自分自身を知ることから始まります。そし
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て自分自身を知ることは、自分のもつ価値観や
関係性を見つめることから始まります。私たち
は誰もひとりでは生きてけません。様々な関係
性―目に見える人やものとの関係性、そして見
えないものとの関係性―の中から、今、ここに
生きている自分をとらえなおすこと、また関係
性の中に生かされる自分を知ることから、自分
のいのちに気づき、人のいのちを実感すること
ができるのではないでしょうか。人への深い関
心や、自分自身の生き方を問い直していく基本
はここにあると思います。皆さん自身、これか
らの人生の様々な場面で、「何のために生きる
のか」を問われることがあるでしょう。人間福
祉学部の４年間で、この問いに向き合っていく
土台を作ってください。
⑤死生学、デス・エデュケーション

①15年あまりの病院勤務の間、児童思春期の統合
失調症の診療を中心に、全ての年代について診
療していました。同時に、子どもの発達支援を、
三歳児健診や、保健所の発達相談の場で行いま
した。児童相談所での15年では、阪神淡路大震
災被災児の PTSD 予防や支援、さらに、被虐
待児の支援や虐待者である大人の支援に関わっ
ています。学校現場での被災児支援を通じて、
学校精神保健にも取り組んでいます。
②発達障害児への支援、特に、二次障害と呼ばれ
るものをどの様に防ぐか、精神的により健康に
育つための支援のあり方を考えています。子ど
もが健康に育つためには、障害児をもつ保護者
をどのように支えるかも大きな課題です。子ど
もの育ちを支えるために保護者に対してどの様
な配慮が必要か、保護者の気持ちにも目を向け
た支援のあり方を整理し、多くの人々に伝えて

ゆきたいと考えています。
③子どものこころの健康とは何か、特に、障害を
持つ子どものこころの健康とは何かを考えてみ
たいと思います。そして、児童精神保健を、子
どものこころの健康を支える役割を担っている
大人のこころの健康の視点、幅広い精神保健の
中にどう位置づけるかを考えてゆきたいと思い
ます。
④こころの健康とは何でしょうか。WHOは健
康の定義を、“Health is a state of complete 
physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infirmity.”
と表現しています。厚生労働省の資料では、「完
全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であ
り、単に疾病又は病弱の存在しないことではな
い。」と訳されています。　　　　　　　　　
　「少しでも病気があったり、病弱な部分があ
れば、健康とは言えない。」　　　　　　　　　
　健康を目指すときの最終のゴールの表現とし
ては正しいのでしょうが、「完全な人間はいな
い」と考えると、精神的健康をとらえる時には
違和感を感じます。
　　精神的に病んでいても、障害を持っていて
も、より精神的に健康なあり方がある、と考え
たいのです。単に病気や障害を防ぐだけではな
い、こころの健康について学んでほしいと思っ
ています。
⑤精神医学、精神保健学、学校保健、精神保健福
祉援助技術総論

①スポーツ・健康科学に現れる諸現象を数理科学
的方法によって記述することは物理学、心理学、
医学など様々な分野と交流をもつ意味で有効で
あり、スポーツ・健康科学の発展に大きく寄与
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するものと考えています。私の興味はそのため
の方法論そのもの、あるいはその応用にありま
す。これまでに確率論的方法では統計学、情報
理論を用いて、相撲の有効な技の特定を行い、
決定論的方法では常微分方程式を用いて、体操
競技の技の波及過程、あるいは自転車エルゴ
メーターによる体力の定性的評価を行ってきま
した。
②現在は、野外活動での安全管理に興味を持って
研究をしています。文部科学省と農林水産省は
青少年の自然体験の重要性を認識し、全国の小
学校での５泊６日程度の自然体験活動の導入を
含む青少年体験活動総合プランを実施していま
す。導入されることは喜ばしいことですが、そ
れを指導する人材の育成が遅れているのが現状
です。せっかく導入された自然体験活動もそこ
で事故が起これば批判の的となり、逆に体験が
減ることにもつながりかねません。そのため、
自然体験活動のなかでの安全に関するリスクマ
ネジメントについて研究しています。
③今後はさらに、数理科学的方法が従来、ややも
すれば、経験的に知られている事実の説明に使
われがちでしたが、スポーツ・健康科学におけ
るどのような現象が一見可能に見えて、実は起
こり得ない現象なのかを明確に示す方向で数理
科学的アプローチを行っていきたいと考えてい
ます。
④「社会に出るとなかなか勉強する時間がとれな
い」とよく言われます。そう考えると大学４年
間はとても恵まれた時間だと思います。この時
期に学んだことや体験したことは、その後の人
生に大きな影響を与えると思います。たくさん
の経験や人との出会いを大切にしてほしいと思
います。大学での４年間を社会人になるための
「トレーニング期間」と考えるか、それまでに
与えられた「自由時間」と考えるかは、あなた
次第です。
⑤野外教育論、野外教育演習、人間科学リサーチ
法基礎、救急法概論、球技Ｃ、学校保健

①学部生の頃は、柔道に明け暮れる毎日でした。
そんな中で、体格体型は近似、あるいはサイズ
的に小さい選手がより大きな者も「ブチ投げる」
という柔道の醍醐味を実体験してきました。し
かし、筋力は筋横断面積に比例し、筋収縮速度
は筋長に比例します。つまり科学的にはサイズ
が大きい者が柔道のような対人競技で勝利を得
るのは自明なはずなのに。なぜ？と思ったのこ
とががわたしを柔道の徒から学究の徒へ方向転
換させた力です。
②学部を卒業して大学院に進学し、指導教員か
ら受けたテーマは筋パワーの出力についてでし
た。ヒトの脚が発揮する筋パワーは機械の補助
を借りれば飛行できることはよく知られていま
す。しかし、全力運動強度とそれ以下の運動強
度の組み合わせとこの組み合せを変化させるこ
とにより、定常状態の全力運動よりも効率よく
パワー発揮することができます。この最適な組
み合わせを探るべく実験と解析がわたしの学究
のスタートとなりました。
③筋パワーつまり筋肉のあとには、骨に興味が
移りました。骨に関する疾患は国民的関心事に
なっています。予防的見地から身体運動を利用
することは多くの利点があります。そこでわた
しは、X線や超音波を用いない音響工学的手
法による骨強度分析方法の開発を指向しました。
その結果、いくつかの有益な知見を得ることが
できました。 今後は Biology & Physiology から
mechanics に傾斜した研究を目指していきたい
と考えています。
④多くのことに興味を持ちながら大学生活前半を
過ごすことが大事でしょう。その後、興味の角
度を小さくしながら、暫定的な人生のターゲッ
トを見つけてください。ターゲットが決まった
ら玄人精神を前面に出して猛進すれば良いと思
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います。若者の特権はやり直しがきくことです
から！周りにひんしゅくをかうくらい夢や好き
なことに打ち込むことは誰も反対はできません。
ただ、いつか折り合いをつけて方向転換を余儀
なくされることがあることもまた、人生の冷徹
な事実です。そんな時それまで積み重ねた涙や
汗、悲しみが何かに醸成され、この何かから方
向転換を成功に導くエネルギーが生み出される
ようにわたしは感じています。しかし、このエ
ネルギーの使い方にマニュアルはありません。
それどころか、答えの存在さえあきらかではあ
りません。答えがあるか否かわからないからこ
そ価値がある、まさしく人生のダイナミックさ
とつながります。がんばって行きましょう。
⑤運動生理学、スポーツバイオメカニックス、人
間科学実験法

①新約聖書の中でも特にルカ文書（ルカ福音書と
使徒言行録）における神学（特に財産倫理等をは
じめとする倫理思想）について研究してきました。
②専門分野（ルカ福音書の神学思想）の研究の他、
今年度より新しく担当するようになったキリス
ト教学（聖書入門）のテキストを現在作成して
います。
③専門分野の研究を続けながら、広くキリスト教
と現代思想について探求していきたいと考えて
います。
④ 誰もが卒業してから実感することですが、そ
れぞれの人生の歩みのなかで、学生時代の４年
間（？）ほど自由で恵まれた時期はありません。
ただ、この貴重な時間をいかに生かしていくか
は本人次第です。様々なことにチャレンジして、
悔いのない学生生活を送ってください。
⑤キリスト教学他、キリスト教関係科目

①ラグビーフットボールにおけるゲーム分析、指
導方法、審判方法について研究するとともに、
ラグビー先進国における各エイジ・グレードの
身体的特徴や代表選手育成のプロセスについて
も調査研究を行ってきた。
②特にユーススポーツに焦点をあて、発育発達段
階を配慮したスポーツ指導方法の考案やそのた
めの基礎的データの測定および収集と分析を中
心に研究を行っている。
③それぞれのスポーツ種目の特性やルール改正
に伴うゲームの変化を分析するとともに、それ
に対応するための新たな指導方法の立案と選
手育成のための一貫指導（Long Term Athlete 
Development：LTAD）の確立を中心に実践研
究を行う。
④海外では早くから注目されている Long Term 
Athlete Development（LTAD）は日本ではや
や出遅れているように思われる。スポーツがプ
ロ化する中で LTADは非常に重要であり、そ
のスポーツの発展にも大きな影響を及ぼすと考
えられる。すべての子ども達にプロとして活躍
する権利はあるが、実際にプロとして活躍でき
るのは、ほんの一握りの選手だけである。どの
ようにしてにエリート選手を発掘し、育成する
かはその選手の身体的特徴と競技種目の特性が
フィットするかを調査することから始まる。
⑤発達運動学
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①これまでに身体の無酸素性能力（最大酸素負債
量、最大無酸素パワー）、近年は密度、脂肪量、
筋肉・水分量の評価、健康と運動などについて
研究してきた。特に身体の抵抗から脂肪量等を
推定する Bio-electrical Impedance（BI）法に
ついて研究してきた。また、介護服の開発（特開）
やペット犬用の体脂肪評価法（特許取得）も検
討してきた。
②著者らは、日本人の生徒、成人や肥満女性、韓
国人を対象とした BI 法用推定式を開発し、そ
の有用性について内外の研究誌に発表してきた。
しかし、BI 法は、研究者のみならず、医療・
健康施設、学校、一般家庭などで利用され、普
及・定着したようにも思われるが、さらに検討
すべき課題がある。現在は、BI 法の交差妥当
性について詳細に検討するとともに、運動が身
体組成、健康、体力に及ぼす影響などについて
研究している。
③ヒトの細胞内液量や細胞外液量を BI 法から簡
易に評価できる方法を確立したいと思ってい
る。この方法は、脱水、浮腫、透析など、ヒト
の水分量評価に役立つと考えている。また、運
動および身体組成と高齢者の要支援・介護度、
QOLの関係について研究したいと考えている。
④体育館前の石碑（NOBLE STUBBORNNESS）
に示されているような「高貴なる粘り」と向上
心を常に持ちながら有意義な学生生活を送って
下さい。また、挨拶ができ、相手の「はなし」
を静かに聴く能力や態度、「私語を行っている
学生に注意する」勇気と励行できる学生になっ
て欲しい。
⑤全学科目：体育講義（衛生、公衆衛生学）、スポー
ツ科学演習A（テニス）
　人間福祉学部科目：基礎演習、人間科学入門、
スポーツ栄養学、健康科学（現代社会と健康）

　大学院人間福祉研究科
　前期課程：健康科学研究、人間福祉研究、研究
演習
　後期課程：研究演習

①私は大阪府の児童相談所（現：子ども家庭セ
ンター）で児童福祉司として14年間勤務した後、
大阪府庁で障害福祉行政や厚生労働省で児童福
祉専門官などを務め、平成11年4月から社会福
祉法人恩賜財団母子愛育会が運営する日本子ど
も家庭総合研究所で、国からの委託などを受け
て児童相談所や子ども虐待に関する研究を行い、
平成20年４月に関西学院に来ました。
②現在は、これまでの福祉実践と行政、研究経験
を踏まえ、子ども学などの総合的な科目を教え
るとともに、引き続き子ども虐待問題や児童福
祉の実践に関する研究を行っています。虐待問
題では、制度のあり方のほか、家族再統合に向
けた援助のあり方について現在研究を行ってい
るところです。
③これからは、研究のみならず、知識と情熱、良
識をもった福祉人材の育成に力を入れるととも
に、ライフワークである子ども虐待問題や社会
的養護の在り方などについて引き続き研究を
行っていきたいと考えています。
④情熱を傾ける対象を見つけよう。それはスポー
ツでも趣味でも恋愛でも何でもよいが、せっか
くの学生生活、思い切り学問にも打ち込んでみ
てほしい。それは、いつもあなたを温かく受け
入れてくれるとは限らない。時にはあなたを
叩きのめにするかも知れない。しかし、あなた
が対象に真摯に向かい合っている限り、どのよ
うな経験も、あなたを裏切ることなく、一生の
肥やしになってくれるだろう。「少年老い易く、
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学成り難し」。チェレンジを期待しています。
⑤基礎演習、子ども学、子どもQOL、現代社会
と福祉、家族福祉論、研究演習、子ども家庭福
祉研究

①大学院生の頃から死別後の悲嘆とグリーフケ
アを研究テーマとし、主に心理学的な観点から
研究を行ってきました。最近取り組んだ遺族
のリスク評価に関する研究では、不適応遺族を
予測するためのリスク因子を検討し、限られた
サポート資源の有効配分の可能性を探りまし
た。実践活動としては、遺族のセルフヘルプグ
ループの活動に協力する一方で、ホスピスでの
サポートグループの立案・運営にも関わってき
ました。
②研究の関心の一つは、グリーフケアの各種サー
ビスに対する遺族の利用ニーズと効果、そして
実際の利用を妨げるバリアを明らかにすること
で、利用しやすく、かつ有効なケアのあり方を
検討しています。実践活動としては、葬儀社の
取り組みに企画段階から携わり、グリーフケア
の新たな展開を模索しています。また教育活動
として、医療関係者向けの研修会を企画・開催
するとともに、看護系教育機関や各種研究会で
の講義も行っています。
③新たな研究課題として、日本人遺族の心理特性、
適応過程における文化差に関心をもっています。
実践活動については、さまざまな場でのグリー
フケアの可能性を探る一方で、各種機関や団体、
および専門職などの間の連携をはかり、地域で
遺族を支えるシステムの構築を目指したいと考
えています。教育活動に関しては、援助者向け
の実践的な教育・研修だけでなく、一学問領域
として大学での教育や研究指導を行っていきた

いと思います。
④大学は、「考える」ことを学び、訓練する場だ
と思います。物事を考えるためには、色々なこ
とに関心を向け、「疑問をもつ」ことが大切です。
疑問を吟味し、答えを求めていく、このプロセ
スこそが皆さんの将来の大きな力になるものと
信じています。大学生活には、「考える」ため
に必要な時間も素材も存分にあります。皆さん
の素朴な疑問や斬新な視点は私にとっても大き
な刺激となります。私の担当科目の一つである
「悲嘆学」は本学で開講するにあたり作成され
た造語であり、当然ながら日本の大学で唯一の
科目です。私は「悲嘆学」を、私たちが人生の
歩みの中で経験する喪失と悲嘆について、心理
学・医学・社会学・宗教学・文化人類学・教育
学などを含む学際的観点から包括的に探求する
新たな学問領域と位置づけて、まさに一から築
き上げ、発信していきたいと思っています。授
業を通して、皆さんとともに、じっくりと「考
える」ことを楽しみにしています。
⑤悲嘆学、グリーフケア論、生命倫理学、心理学、
統計学、人間科学リサーチ法

①大学体育授業における教材としての運動・ス
ポーツ種目について調査・研究してきました。
近年の大学生が好むのはバドミントンや卓球で
あり、屋外種目よりも屋内種目を嗜好する傾向
があります。履修の動機としては、楽しさ、爽
快感、ストレスの発散、体力の向上、運動技術
の習得、仲間との交流、積極性、コミュニケー
ション能力の向上などがあげられ、積極的に取
り組む学生が多いことがわかっています。
②柔道の教育的効果について、調査・研究をおこ
なっています。体力的要素、技術的要素、精神
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的要素、道徳的要素、文化的要素などが相互に
絡み合って、その効果を高めているといえます。
例えば体力が向上することによって、集中力や
忍耐力が増したり、正しい礼法やその精神を理
解、実践することによって、道徳心が養われる
のはもちろん、技術力もあがるといったことで
す。
③武道、体育、スポーツ、これら身体運動文化が
もつ様々な効果や価値を再認識していくことが
当面の研究課題です。そして、それらを実践す
ることによって可能性をひろげ、また、実践す
る人々の質の向上を目指し、社会におけるステ
イタスを確立することも一つの目標といえるで
しょう。科学技術の偏重によって生じた社会の
歪を身体運動文化の研究、実践によって正す道
を模索します。
④目的をもって頑張るということは大切ですが、
ともすると「これは必要、これは無駄」という
具合に選り好みしがちです。皆さんは若いので
すから色々なことに全力で取り組んで欲しいと
思います。一見、無駄だと思えることのなか
にこそ、求めている答えが隠れていることも多
いのです。私の研究領域は身体運動文化ですが、
机上の空論にならぬよう、実践を旨とし、皆さ
んと一緒に汗を流しながら励んでいきたいと思
います。
⑤武道、身体運動文化学、障害者スポーツ論

①神話、伝説、昔話などを手掛かりに、そこに
表現された考え方を把握することをテーマとし
てきた。特に、神や霊魂という超自然的存在
と人間との関係が神話のなかでどのように描か
れてきたのかを学ぶことを通じて、そういった
存在とのかかわりを排除してきた現代社会にお

ける人間の生き方や生きる意味を考えている。
フィールドワークを重視しているのも研究の特
徴である。日本や東アジアの諸地域を調査して
きた。また、思想史的な視点から日本の近代化
について考えている。
②現代は、死者と生者の新たな関係性のあり方を
模索している時代と考えている。その手掛かり
として、神話や伝説、昔話や思想家の著作など
を主な素材にして、かつての人々の死生観につ
いて研究している。
　　また、実践としては、民話や遺跡など、地域
の文化財、文化資源を活用した地域活性化、町
おこし活動に関わりながら調査をしている。教
育活動としては、主に、講義を通じて、文化人
類学、社会学、民俗学などを中心に、「人間」
を捉えるための多様な視点を提供するように努
めている。　
③最近は、特に民俗学に強い関心を持って研究し
ている。それは、人々の日常的な生活のなかに、
生きていくうえでの知恵や工夫を見出してきた
民俗学の成果に興味を持ったからである。これ
からの研究は、民俗学の学びながら、地域づく
りなどの実践に役立てたいと考えている。また、
教育活動においても、積極的に地域社会の抱え
る問題やそれを解決するための方法を、自ら模
索していくような機会を、フィールドワーク関
係の授業などを通じて提供していきたいと考え
ている。
④大学時代には、自分が選んだ専門分野の知識を
しっかりと身につけることが、大切です。私の
恩師は、必ず何かの専門家になるように、学生
に求めていました。それは、自分の専門から得
た知識を通じて、社会を見ることが可能になる
からです。そうした専門分野の知識を身に付け
るためには、その前提として、他のさまざまな
分野の知識、広い意味での教養が必要です。大
学には、専門以外の授業がたくさん用意されて
いますし、図書館には万巻の書籍が所蔵され
ています。大学時代には、ぜひとも幅の広い知
識を身に付けて欲しいと思います。人生は長
いですから、大学で専門的に学ばなかった仕事
や、あらためて新しい分野に取り組まなければ
ならないときがあります。そのときに、それら
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の知識が必ず大きな助けになるはずです。そし
て何よりも、大学時代には、たくさんの友人を
作ってください。優秀で性格もいい人ばかりで
なく、その正反対の人も含めて、さまざまな友
人を作って欲しいと思います。なぜなら、じつ
に多様な考え方、パーソナリティを持った人々
が、直接間接的にかかわりながら、この社会を
作っているからです。「人間を学ぶ」というこ
とが、関西学院大学での学びの最も優れた点だ
と、私は常々考えています。
⑤文化人類学、死と病の文化史、スピリチュアリ
ティ論、現代人間学、死生文化論

①１． Drama   in   Education,   Drama   for   
Communicative competence 

　２．Project-based Learning   
　３． CALL （Computer Assisted Language Learning） 
４． 歌舞伎の ｢仮名手本忠臣蔵」
②Drama in Education and Language Acquistion
（アイルランドのコーク国立大学の演劇学部で
博士課程に在籍している）
③関西学院大学の新しい人間福祉学部の学生のた
めに一生懸命頑張りたいと思う。
④「勉強」と「学ぶ」の区別はとても大事だと思
う。「勉強」というのは終わりがある、例えば
卒業する。しかしながら「学ぶ」というのは人
間の魂のことなのでいつまでもできることです。
両方が必要ですので一緒にしませんか。
⑤英語表現、英語コミュニケーション

①大学では実験音声学の手法を取り入れた北欧語
や日本語の発音教育、また一般的な語学教育を
おこなってきた。折にふれて北欧の料理、手工
芸等生活文化の紹介もおこなってきた。かつて
は海洋考古学や運動生理学の書物の翻訳、遊園
地誘致にからんだ通訳業務に携わったこともあ
る。
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②近年は上記の教育に加え、ネパール国をフィー
ルドとする教育支援や人権啓発のための教育プ
ログラムの立案と実践に取り組んでいる。首都
カトマンドゥおよびその近郊の公・私立学校（幼
児から高等学校程度まで）での学習と教育体験、
ストリート・チルドレンおよびヘルプレス・チ
ルドレンを理解するための学習と協働を学生に
提供などしている。
③ネパールでのプログラムは2008年度で5年目を
迎え、卒業後現地に長期留学して国際協力活動
に取り組み、さらには日本語学校を設立したも
のもいる。途上国での起業は、営利非営利を問
わず先進地域にはない問題を解決しなければ実
現は望めない。これからも学生のネパールへの
関わりを支援していく。同時に福祉先進地域で
ある北欧への関わりも、語学や文化の面から勧
めていこうと思う。
④あなたは何のために大学に入り、卒業しようと
しているのですか。例えば英語を何のために学
ぶのですか。今の日本では、幸運なら英語や外
国語、あるいはもっと極端な言い方をするなら、
日本語を使って他の人とコミュニケーションを
とらなくても（生物としては）生きていけます。
今この文を読んでいる人は色々な意味でかなり
幸運な人だと思います。他人の思いや意見を無
視しても不自由なく生きていけるほど幸運かも
しれません。でもその幸運からは人と交わる楽
しさは得られません。異なった文化、異なった
価値観のなかで育った人との出会いや交わりの
嬉しさと苦しさ、それを通り抜けた先の充ちた
りた感覚を得ることはできません。それが如何
ほどの価値があるのか、もしも想像できないの
なら新しい経験に挑戦してください。想像する
意欲がないのなら、ちょっとあなたにどんなこ
とばをかけたらいいのか困ってしまいます。想
像力のない学生って許されますか？
⑤英語購読

① Besides receiving a B.A. in psychology at 
U.C.L.A., I studied early childhood education at 
San Francisco State University in the graduate 
program in education and did my teacher's 
training at Lakeshore Elementary School 
in San Francisco, California. At Columbia 
University, Teachers College, I received 
my M.A. in TESOL (Teaching English to 
Speakers of Other Languages) and examined 
the relationship between Japanese university 
students' expository writing skills and their 
general English proficiency. In addition to 
teaching TOFEL exam skills and reading, 
writing and communication classes at the 
university level, I produced teaching materials 
and TOEIC exam questions. 
② My present research is on identifying the 
areas, such as segmental and suprasegmental 
accuracy, that cause difficulties for people 
who use English as a second language (L2) 
or foreign language (FL) to understand 
what is being said in English (perception) 
to improve communication (production) 
between individuals and groups in society. 
This research is also part of my Ph.D. 
dissertation. In addition to my research, I am 
teaching reading, writing and communication 
classes, and I recently gave a lecture at the 
Takarazuka cultural center on providing more 
support and social services for elderly people 
in the city of Takarazuka.
③ By using the results from my present 
research, I will research how to enhance 
successful communication through segamental, 
suprasegmental accuracy and semantic 
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context to address the issue of communicaton             
break downs in society and better assist my 
students to obtain the knowledge and skills 
necessary to prevent communication break 
downs when communicating in English.
④ I hope that the concepts, theories, tools and 
skills that you learn will help you in and out 
of the classroom and across a life span. As 
you take more responsibility for your own 
learning, at the university and in society, you 
will be able to discover your strengths and be 
able to make more informed decisions, which 
will open doors. Through your experiences 
and the people you meet, you will be able to 
develop a network system that will allow you 
to have a  positive impact on society and make 
a difference in your given field. Your future is 
yours to make.
⑤ I am teaching English writing, reading and 
communication classes.
　（英語購読、英語コミュニケーション、英語表現）

①スペイン語において聞き手をさして使うさまざ
まな待遇表現や、英語とスペイン語が何らかの
理由で接触した結果、スペイン語の中に取り入
れられた英語からの借用語について研究を行っ
てきた。今まで行ってきたこういった研究の
内容は、スペイン語を大学で学ぶ人にとっても、
知っていれば大変有益な事柄であるので、授業
の中でも折にふれ扱い、スペイン語とそれを話
す地域の多様性と奥の深さについて伝えること
に努めてきた。
②スペインの植民地時代に、スペインと中南米を
行き交った手紙や文書の中の待遇表現について

研究している。現代のスペインのスペイン語で
は使用されないのに、中南米のスペイン語にお
いては使用されている待遇表現の歴史的側面に
ついて調査を行い、ほんの一側面ではあるが中
南米のスペイン語の変遷についての研究を行っ
ている。スペイン語教育に関しては、関西学院
大学で使用していくのに適した形を模索しなが
ら教科書を執筆している。
③現在までになされてきた中南米のスペイン語
の特徴に関する記述を見直すための調査を行い
たいと考えている。実際に使用されている中南
米のスペイン語を見ると、記述の内容がもはや
現代語には一致しなくなった現象も見受けられ、
また、地域区分をさらに細かく分けて調査する
必要性が出てきていることが分かる。スペイン
語教育に関しては、執筆中の教科書にリスニン
グの練習問題などを足し、なるべく早い完成を
目指すことである。
④私は言葉の研究を行っていますが、言葉という
のは本当にさまざまな側面を持っています。私
たちはものを考えるのもそれを表現するのも、
言葉を使って行いますが、｢言葉では言い表せ
ない感情 ｣という表現があるように、すべてが
表せるわけでもないのです。また、たとえば
　「あなたっていい人ね」という表現が、ほめ言
葉にも皮肉にもなってしまうのは、表面的な文
字上の意味以外に私自身が特別な意味を持たせ
ることができるからです。今までになされてき
たさまざまな分野の研究や、皆さんがこれから
行おうとしている研究もまた言葉によって紡ぎ
だされるものです。どうかいろいろな研究を知
り、それを糧に自分の言葉で考え、探求し、い
つもその意味を考えながら丁寧に人々に伝えて
ください。
⑤スペイン語
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①私たちが日本語で書かれた文や外国語で書かれ
た文を理解するときに行われている処理過程を
比べたり、日本に来ている留学生が日本語を理
解するときに行われている処理過程を調べたり
しました。前任校では主に心理言語学を教えて
きました。私のゼミでは教職や研究職を希望し
ていた学生が多かったので、実際の研究活動を
体験できるよう中国人留学生の日本語の文処理
過程をゼミ生と一緒に調査して学会で発表した
り論文を書いたりしていました。
②研究：文処理の過程について研究していま
すが、最近の研究では記憶容量と処理速度
や正確さの間に関係があることがわかって
きました。このことは母語の文を理解する
ときにも、外国語の文を理解するときにも
共通であるようです。このような研究成果
を英語教育に還元できればと考えています。 
教育：人間福祉学部の学生の英語学習に関する
ニーズ分析、人間福祉学部用の英語教科書の作
成、多読に関するプログラムの導入と充実化を
行なっています。
③研究：外国語の文を理解するときに日本語で得
た背景知識をどのように統合していくことがで
きるのか、その過程を調べて教育に生かしたい
と思います。
　教育：世界で英語を話している人の80％は非英
語圏出身です。学生の皆さんが卒業後、英語が
母語である人とも各国語のなまりのある英語を
話す人ととも、円滑に意思伝達をはかっていけ
るよう、学部の教職員の方々と協力しながらカ
リキュラムを作っていけたらと願っています。
④英語で上手にコミュニケーションをはかれる
ようになるには、英語のさまざまなスキルを向
上させることも大切ですが、大学での勉強やい
ろいろな体験を通して、文化、人種、国籍、英

語の発音など、さまざまな点で自分とは異なる
人々が存在することを受け入れられるような知
識を備えたり、心の準備をすることの方も大切
です。それこそ人間福祉学部で学んでいる意味
だと思いませんか。
⑤英語講読
       
      
    
       
      
     
       
      
     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　     

       
      
     
       
      
     


