第８回年次大会（2015.11.14）於：立教大学
戦後 70 年 ： N O

新座キャンパス

M O R E WA R

─私達の未来と いのちの尊厳 を考える─

分科会発表
木下

一雄 氏

（コミュニティ福祉学科 2004 年卒業）

「脱・精神科病院化を推進するために
これから行っていくべき認知症治療の行方」
日本の精神科入院患者は、1991 年をピークに減少し
たが、精神科病床は、大幅に減少せず、社会的入院患
者が未だ多く存在する。精神科病院の 9 割近くは民間
病院であり、現在認知症患者の入院が急激に増加傾向
にある。世界の潮流から逆行する精神科病院の実情に
ついて検証し、今後の認知症治療のあり方について考
察した。

カトリンゼミ I

（スポーツウエルネス

学科）
A Study on the Pre
sent State and Pro
blems
about Sports Even
t Sponsorship in Ja
pan
This study tries to
examine the presen
t state and
problems of sport
event sponsorship
in Japan,
and further to eva
luate the Japanese
Style of
spo rt eve nt spo nso
rsh ip fro m the vie
wp oin t of
sponsorship concep
ts in general and eve
n those
of the Olympic Game
s.

空閑ゼミ

科）

（コミュニティ政策学

化の活動報告
「持続可能な地域活性
から
―埼玉県小川町の事例

携
地元住民との交流や連
埼玉県比企郡小川町の
ニテ ィ作 り を目
ミュ
なコ
可能
持続
を通 じて
つ
成果を地域活性化の１
指した 4 年間の活動の
。
の事例として報告した

▲小川町からも大勢の方がご来場されました。
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カトリンゼミⅡ

（スポーツウエルネス学科）

Why Asics loses against Nike,
Adidas or Puma? : A Comparison of
Sport Brand Companies Marketing
Strategies
This study tries to find out where Asics stays
behind other brands, and attempts to examine
ways of how Asics can be led to greater
success worldwide.

沼澤ゼミ

（スポーツウエルネス

学科）

「スポーツパフォーマ
ンスを向上させるため
に
〜モチベーションビデ
オを通して考える〜」
スポーツでより良いパ
フォーマンスを発揮す
るには技術
や能力などの肉体的な
強さ以外に、実力を発
揮する精神
的な強さも必要となる
。精神的に強化する方
法としてス
ポーツに対するモチベ
ーションを高める方法
について今
回モチベーションビデ
オを実際に作成し例に
挙げながら
発表した。

カトリンゼミⅢ

学科）

（スポーツウエルネス
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服部メディカル研究所
「介護自殺・心中を防
ぐために
―立教DVD を活用した研
修結果の検証―」
文部科学省私立大学戦
略的研究基盤形成支援
事業の一環
として、コミュニティ
福祉研究所の「自殺予
防」に関す
る研究チームが制作し
た DV D を活用した研
修アンケー
トの結果を報告した。
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講
鈴木

演
良 先生

会
立教大学コミュニティ福祉学研究科での研究活
動を経て、琉球大学にて教鞭をとられている鈴
〜パレスチナ、障害、沖縄』 木良先生をお招きし、平和と福祉の問題につい
てパレスチナ、沖縄に住まわれたご自身の経験
を交えてお話しいただきました。

（琉球大学法文学部人間科学科准教授）

『平和と福祉

▲鈴木 良 氏
◀司会：空閑事務局長

第１回まなびあい研究実践奨励賞授賞式

▲運営委員長 浅井学部長より賞状と副賞の授与

▲森開 こゆき 氏
『大学が少子化問題を解決する』受賞スピーチ

▲長谷 直樹氏
（左：空閑事務局長、右：浅井運営委員長）

『ブータン王国における保健体育〜青年海外
協力隊活動を通じて〜』
年次大会開催時は、赴任中のため、帰国後の
2016 年2月10日に授賞式を行いました。
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懇

親

会

▲懇親会：講師の方も交え大会での学びと交流を深めつつ、
和やかなひとときとなりました。

▲受賞者へのインタビュー

▲運営委員長：浅井学部長からのご挨拶

コミュニティ福祉学会 まなびあい 第８回年次大会は、
「戦後 70 年：NO MORE WAR
−私達の未来と いのちの尊厳 を考える」をテーマに掲げ、講師にコミュニティ福祉学研
究科で研究し現在琉球大学で教鞭をとられている鈴木良氏をお迎えし「平和と福祉〜パレス
チナ、障害、沖縄」についてお話を伺いました。
また、新しい試みとして学会誌『まなびあい』に掲載された論稿、実践の中から「研究実
践奨励賞」の受賞者が選出され、第１回まなびあい研究実践奨励賞授賞式が行われました。
懇親会では、全員自己紹介、受賞者へのインタビューと、皆が主役の和やかな温かい会とな
りました。
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