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平成25年2月 比較文化研究所年報 第5号

はじめに

比較文化研究所長 大矢野栄次

久留米大学比較文化研究所年報第5号の発刊にあたり、今後の本年報のあり方について説明します。

本研究所年報は毎年3月に前年度の本研究所の活動内容について報告しています。しかし、時間的遅

れがあるために活動内容等の確認・評価についていろいろと不都合な点がありました。そこで、本年

度から報告内容を1年早めるように改善することを皆さんの合意の上で決定いたしました。その結果、

2011年度の報告版を2013年2月に発行する第5号に掲載いたします。そして、 2012年度報告版は2013

年5月に発行する第6号に掲載する予定です。このような発行時期についての調整の結果、今後は毎

年、年度明けの5月中には前年度の報告版を発行していく予定です。

本研究所の設立目的は、文系学際大学院である「久留米大学比較文化研究科」を設置するための母

体として、同大学院の研究機能を受け持つことにありました。このような目的のために、当初は、研

究所の所員も大学院比較文化研究科後期博士課程教員に限られていました。しかし、 「久留米大学大

学院比較文化研究科」から「心理学研究科」と「ビジネス研究科」が派生して、大学院が増えていく

中で、当比較文化研究所の役割も次第に変化することが必要となっています。これら学内の3つの大

学院との連携を深めながら、本来の学際的な研究を進めていくことが重要であると考えています。

今後も、久留米大学が特徴のある大学として成長していくためには、地域に貢献する大学としての

研究機能の充実が「比較文化研究所」に求められていると考えています。筑後川や有明海、そして、

大筑紫平野の中心地に在る研究所として、地域独特の文化や社会、そして豊かな歴史を背景として、

各研究員の努力の成果がこの地域の発展に貢献することを期待します。

2013年1月
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比較文化研究所の概要

比較文化研究所は、 1987年に久留米大学付属の研究所として創設されました。

研究所の目的は、 「新しい学際的統合を基本理念として、文化の構造と機能に焦点を当てた総合的

比較文化研究を行うこと」 （比較文化研究所規程）であり、学問領域を超えて学際的な研究の推進を

図ることを目指すものです。

設立当初は、文系学際大学院「比較文化研究科」を設置するための母体として、大学直属の研究所

として設置されました。大学院比較文化研究科の研究機能を受け持つという性格上、専任所員及び大

学院博士課程比較文化研究科後期課程の教員のみによって組織されており、研究所長もまた、比較文

化研究科委員長（当時、現在の比較文化研究科長にあたる）が兼任しておりました。

その後2001年において、研究所の組織が改正され、比較文化研究所に、大学での研究成果を地域や

社会へ還元するという役割が加わりました。それに伴って、組織も変更され、比較文化研究所所員も、

大学院担当教員を中心に、その他の希望する専任教員にまでその枠が広げられました。

まず、 2006年度より、研究成果の地元地域への還元を意図して地元である筑後川流域圏を対象地域

とした研究を行うというプロジェクト研究「筑後川流域圏の総合研究（大川研究)」を開始しました。

2006年度～2007年度においては、大川地域における研究が行われ、 2008年にその第1回の研究報告書

｢大川地域研究」を発刊しました。また同時に、大川市における報告会も開催いたしました。2008年

度～2009年度においては、研究対象地域を旧三潴郡に移して、 「筑後川流域圏の総合研究（三潴研究)」

さらに研究を進め、 2010年に第2回の研究報告書「三潴地域研究」を発行いたしました。そしてさら

に、 2010年度～2011年度においては、研究対象地域を旧久留米市に移して、 「筑後川流域圏の総合研

究（久留米研究)」の研究を進め、 2011年度には研究報告書「久留米地域研究」を発行いたしました。

また、文部科学省が進めている私立大学学術研究高度化推進事業のなかで社会連携研究推進事業に、

比較文化研究所は大型研究プロジェクト「筑後川流域圏における産学官民協働と地域コミュニティ開

発に関する研究一健康生きがいのあるまちづくりを中心に－」 （代表保坂恵美子、研究分担者15名、

研究期間5年間）の申請が認められ、 2007年度から開始されたプロジェクトも2011年度で最終年度を

迎え、研究成果報告書を取りまとめました。

いずれの研究事業も、比較文化研究所の研究成果の地域への還元、さらには、久留米大学と地域と

の連携強化を図るものであります。平成23年度においては、次のような組織・体制となっております。

組織体制

所 長

専任所員

客員教授

浅見良露（経済学部教授と兼任）

大西良（講師）

鈴木廣

森醇一朗
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保坂恵美子

所 員 81名（専任所員1名含む)、

大学院比較文化研究科後期博士課程の教員31名、

大学院心理学研究科後期博士課程の教員8名、

任意に加入する助教以上の教員41名）

特別研究員3名

研究部会研究協力者4名(文化財保存科学研究部会4名）

研究員 24名

専任所員は、識師以上の教員となり、任期制をとっております。

所員は、専任所員大学院比較文化研究科後期博士課程の教員のほか、大学院心理学研究科後期博

士課程の教員および任意に加入する助教以上の教員により桃成されています。

研究体制としては、 「研究部会」を置き、各研究部会長が研究活動の中心として研究活動をリード

しています。2011年度における研究部会は以下の通りです。また、各研究部会の研究活動を次項以下

に示します。

1）欧州研究部会（部会長児玉昌已教授）

2）健康文化研究部会（部会長満園良一教授）

3）外国語教育研究部会（部会長李偉准教授）

4）福祉コミュニティ研究部会（部会長槙崎裕子教授）

5）民事法研究部会（部会長石川真人教授）

6）文化財保存科学研究部会（部会長狩野啓子教授）

7）地域博物館研究部会（部会長吉田洋一准教授）

8）地域社会・文化・経済研究部会（部会長大矢野栄次教授）

9）地域精神保健福祉研究部会（部会長辻丸秀策教授）

10)心理教育研究部会（部会長園田直子教授）

研究員は、後期博士課程を修了した者が、その後も研究を続け、博士の学位論文の作成を目指すと

いう者等が含まれます。 2011年度は、 24名の研究員が在籍しており、指導教員の指導の下、各自の専

門分野の研究を行っています。

議決

比較文化研究所における議決組織として、主として次の2つの議決組織があります。

運営会議：所長専任所員研究部会長所員の代表からなる組織で、 2011年度は合わせて15名の

運営委員で構成されています。研究所の運営に関する中心的な議決機関となります。

研究所会議：所長、専任所員所員全員からなる組織で、規程、運営方針、予算、人事等に関する

決定を行います。

また、学部などとの必要な連絡調整を図り、研究所の円滑な運営を期するため、研究所協議会が置

かれています。協議会は、所長、比較文化研究科長、心理学研究科長、ビジネス研究科長、法科大学
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院長、学部長、専任所員の教授を含む所員の教授5名によって組織されています。

おもな活動

比較文化研究所の活動は、研究部会の活動および研究所の活動に分かれます。

本年度の活動については次項以下を参照ください。

研究成果の公表

『比較文化研究』

研究所の紀要として『比較文化研究所紀要』第1輯を1987年に発行しましたが、その後1993年発行

の第14輯からは『比較文化研究』と紀要名を改称しています。また、平成21年度より、査読制をとり、

また、年1回の発行となっております。第46輯の目次は以下の通りです。

『比較文化研究』第46輯(2012年3月発行）

論 文 秋本耕二「ローレンツ・アトラクターを持つPasinettiの垂直的統合部門一技術革

新と経済の安定性に関する一考察(1)－」pp.1-21

秋本耕二「マクロ経済における周期的研究開発投資の重要性について－技術革新と

経済の安定性に関する一考察(Ⅱ)－」pp23-38

研究ノート 大西良「スクールソーシャルワーカーの不登校支援における連挑構造の検討」

pp.39-52

荒川裕美子「民間営利企業が行う訪問介護事業所の戦略的展開に関する基礎的研究一

事業経営者の理念と行動における一事例を通して－」pp.53-66

各研究部会等の研究成果の公表

また、各研究部会などにおいても出版物をはじめとする研究成果の発表が行われておりますが、そ

れらの成果については、各研究部会等の報告(後述)をご参照ください。

さらに、研究員については、平成18年度から、年度末の2月に、研究員研究発表会を行い、その年

度における研究成果の発表が行われています。

『比較文化研究所年報』の刊行(本冊）

比較文化研究所における1年間の研究成果の報告および比較文化研究所の学外への周知を目的に、

2008年度(2007年度の報告）より刊行を開始しました。

筑後川流域圏の総合研究（久留米研究）

久留米大学は、筑後川流域圏の中央部に位置しますが、久留米大学の位置する筑後川流域圏を研究

し、 さらにその成果を地域に還元しようとするものです。本研究は2006年度より開始しています。現

下のところ、下流域から上流域へ2年単位で研究を進めており、 2006～2007年度においては、筑後川

河口付近の大川市を中心とした地域を対象とし、 2007年度末に『大川地域研究』を刊行しました。

2008～2009年度は、研究対象地域を、筑後川を少しさかのぼった旧三潴郡（久留米市三潴町、久留米
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市城島町、三潴郡大木町）を中心とした地域を対象に、研究を進め、 2009年度末に、その成果をとり

まとめ、報告書『三潴地域研究』を刊行しました。そして、 2010年度～2011年度は、久留米市を対象

地域として、研究を進め、 2011年度末に『久留米地域研究』を刊行しました。 2012年度からは、さら

に筑後川をさかのぼった朝倉・うきは地域を対象に研究を進めていく予定です（詳細は別項参照)。

社会連携研究「筑後川流域圏における産学官民協働と地域コミュニティ開発に関する研究

～健康生きがいのあるまちづくりを中心に～」

大学と地域社会との連携を目的として、 2007年度より、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事

業としてスタートしました。事業最終年度である2011年度においては、 「つながろう1地域と大学」

をテーマに、地域の教育、文化、まちづくり団体との交流研究を行い、地元御井町との協働によるま

ちづくりをテーマとした“ゆにばひろば”を実施しました（詳細は別項参照)。
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活動報告

1．研究部会報告

(1)欧州研究部会

欧州研究部会としては、学外講演活動を中心に、広く福岡や近隣市民を対象として、広報、学習活

動を実施している。

2011年度比較文化研究所欧州研究部会公開講座を5回を予定していたが、識師都合で、第4回がキャ

ンセルとなり、都合、 4回にわたり、開催した。

以下のテーマと講演者で、いずれも本学福岡サテライト教室（アクロス福岡）で行った。なお講演

者の略歴も併せて記載した。

第1回

日時：平成23年11月18日（金） 15時～17時

演題: rEUの素顔～リスボン条約後の欧州外交と日本』

識師；福島良典（毎日新聞外信部副部長米国・欧州担当）

略歴：1963年埼玉県生。 1986年早稲田大学第1文学部(フランス文学)卒、政治部等を経て1990=91

年の湾岸戦争以降、中東・欧州を中心に国際ニュース畑。 1995年初代エルサレム特派員。

2001-2005年パリ特派員。2008-11年ブリュッセル駐在。 2011年から現職。

編著書： 「図説世界の紛争がよくわかる本」 （東京書籍)、共著「世界がステージ1国境を越えて仕

事するということ」 （岩波書店)、 「脱米潮流」 （毎日新聞社）など。

第2回

日時：平成24年1月13日（金） 15時～17時

演題： 「『欧州逮捕状』とは何か一EUで進む刑事司法協力の実際」

講師：浦川紘子（長崎県立大学非常勤識師）

略歴: 2011年3月熊本大学大学院社会文化科学研究科後期博士課程修了。博士（法学)。

長崎県立大学非常勤講師。2011年専門は、国際法、EU刑事法、国際保健協力。

編著書：分担執筆『リスボン条約による欧州統合の新展開-EUの新基本条約』 (2009年)、

「欧州逮捕令状に関する理事会枠組決定の意義」 『熊本法学』 （2007年）

第3回

日時：平成24年1月27日（金) 15時～17時

演題：リスボン条約以降のEUの外交一日本EU経済連携協定交渉の知られざる側面
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講師：中村民雄（早稲田大学法学学術院教授）

略歴？ （なかむらたみお） 1959年生まれ。 1983年東京大学法学部卒業、 1986年東京大学大学院法

学政治学研究科修士課程修了（法学修士)、 1987年ロンドン大学法学修士課程修了(LLM)、

1991年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了（博士（法学》・成躍大学法学部助教

授東京大学社会科学研究所教授を経て、 2010年より現職。

著書：『イギリス憲法とEC法』 （東京大学出版会、 1993)、 『欧州憲法条約一解説及び翻訳一』 （衆

議院憲法調査会事務局、 2004)｡ (共著） 『東アジア共同体憲章案』 （昭和堂、 2008)、 （編著）

『EU法基本判例集（第2版)』 （日本評論社、 2010)ほか多数。

第4回

日時；平成24年3月23日（金） 15時～17時

演題：日本著作権法とヨーロッパの法

講師：大家重夫（おおいえしげお）久留米大学名誉教授

略歴: 1934年生小倉高校京都大学法学部を経て、文部省入省、文化庁宗務課長等を歴任。 1998

年久留米大学教授就任、法学部長等、法学部特任教授を経て、現在、久留米大学名誉教授。

及び公立大学法人九州歯科大学理事、公益社団法人国際日本語普及協会理事、特定非営利活

動法人日本肖像権協会理事

著書： 「タイプフエイスの法的保護と著作権」成文堂、 2000年。

「改訂版ニツポン著作権物語」青山社、 1999年。

「著作権を確立した人々 2版」成文堂2003年。

「唱歌『コヒノボリ』『チューリップ』と著作権」全音楽譜出版社、 2004年。

ほか多数。

（文責児玉昌已）

(2)外国語教育研究部会

外国語教育研究部会は、外国語教育のバックグランドの人間教育をモットーに、毎年外国語語学、

文学と教育のみならず、その周辺分野の異文化コミュニケーション、異文化理解、人間関係など幅広

い課題を取り上げ、専門的な研究者を識師に、教員及び地域住民を対象にした講演会を実施している。

2011年度は、久留米大学外国語教育研究所と全国語学教育学会JALTCALLと共催し、語学教育

におけるデジタル機器の利用に関する識演会を実施した。講師としてカリフォルニア州立大学アーバ

イン校教育学部、情報科学学部マーク・ウォーシヤワー(MarkWarSchauer)教授にお願いした。

参加者は本学教員、非常勤講師及び全国語学教育学会JALTCALL会議参加者約200名であった。

演題：語学教育におけるデジタル機器の利用について

日時：平成23年6月5日 日曜日 11 : 10～12: 10

場所：久留米大学御井キャンパスメディアセンター2F82A教室
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講演者：マーク・ウォーシャワー(MarkWarschauer)教授

略歴：カリフォルニア州立大学アーバイン校教育学部、情報科学学部教授、同大学大学院Ph.D

教育プログラム研究所長、デジタルラーニング研究所の創立者および所長。カリフォルニア

州立大学バークレー校、ハワイ大学、モスクワ国立言語大学、プラハ、チャールズ大学でも

研究および教鞭を取った。2010,年度はサバティカル休暇を利用して日本の早稲田大学に籍を

置いていた。

研究分野： 1教育現場やコミュニティセンターでの情報とICT(コミュニケーションテクノロジー）

融合。 2．言語や文学におけるICTのもたらす影響力。31CTと社会変革、民主主義、

社会の変化との関係など。近著「ラップトップコンピューターとリテラシーーワイヤレス

を使って、教室で学ぶこと－」は2006年TeachersCollegePress社から出版された。また

1．文化、言語能力が異なる学生たちの新しいインターネット・リテラシーについて、 2．

テクノロジー、公正、そして社会の幻想について、 3．第2外国語習得におけるICTの役

割などについての著書がある。ウォーシャワー教授は、現在､“テクノロジー、人間の発達

そして学校以外の場所での学習”についての研究プロジェクトを続けている。

講演内容:Re-ImaginingReadinginDigitalLearningEnvironments

Thebasicblockparagraphformatoftextshasn'tchangedmuchinthelastl200years,

butthetransitionfrompagetoscreenallowspreviouslyunimaginedpossibilities.This

presentationintroducesvisual-syntactictextformatting(VSTF),whichusesnatural lan-

guageprocessingtechniquestoparsesentencesandpresenttheminawaythathighlights

meanmg. Specifically,VSTFbreakssentencesupatsalientclauseandphraseboundaries,

fitseachrowoftextintooneortwofixationeyespans,usesacascadingpatterntodenote

syntactichierarchies,andcreatesvisualclustersacrossmultiplerowsthathelpreadersre-

tainandintegratemulti-phraseimagesintheirmind

VSTFmakesreadingeasierbyautomaticallyprovidingthekindsofmeaningcluesthat

aresignaledviaintonation inoral communicationbuta]､etypicallyabsent inwritten

texts. Bydeployingamorestreamlinedpresentationofmaterial, italsoallowsreadersto

proceedmoreefficientlydownthepagewithlessconfusionandlossofvisualfocus.Re-

searchonuseofVSTFamongbothcollegeandsecondarystudentshasfoundthatstu-

dentsusingVSTFread20%faster, comprehend25%moreofwhattheyread,and,afteran

academicyearofVSTFusage, increasetheirreadingproficiencyinEnglishsubstantially,

evenwhentheproficiencytestsaregivenintraditionalblockformat.Englishlanguage

learnersbenefitthemost.

Thispresentationwillprovideanoverviewofthetransitioninreadingfrompageto

screenanditsimportanceforEnglishlanguagelearningandteaching, illustratingthepo-

tentialvalueofVSTFandothernewapproaches.

(文責李偉）
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(3)健康文化研究部会

《活動報告》 「医療文化史からみた筑後地域における医学史の比較研究」

平成23年度の健康文化研究部会は、従来の方向性を踏襲し、大学付置の博物館、資料館などを中心

に様々な資料収集と視察を行った。その14回に及んだ訪問先は24施設であり、それぞれの日時は以下

の通りであるが、研究会に関する協議で訪問した鹿児島大学は含まれない。同時に、 2回にわたって

訪問した広島大学、あるいは鹿児島大学、明治大学など関係者に直接、様々な状況を聞くことができ

た。

1． 5月6日（金）

2． 5月7日（土）

：日本はきもの博物館＆日本郷土玩具博物館

:福山自動車時計博物館一広島県立歴史博物館

福山市人権平和資料館一福山城博物館

:広島大学総合博物館－広島大学医学部資料館

:印刷博物館

:東京理科大近代科学資料館一東京農工大科学博物館

:宮崎大学農学部附属農業博物館

:関西大学博物館－大阪大学総合学術博物館

:土井ケ浜遺跡人類学ミュージアムー森鴎外記念館

:九州鉄道記念館

:広島大学総合博物館＆サテライト

:中富記念くすり博物館

:佐野常民記念館

:西南学院大学博物館

:明治大学博物館

ａ
。
。
。
●
●
・
■
●
ゆ
Ｇ
●

３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
皿
蝸
陞

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
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土
金
土
水
土
火
月
金
土
日
土
火

ｌ
く
ｌ
く
く
く
く
く
く
ｌ
く
く

5月14日

6月10日

6月11日

6月15日

7月2日

12月27日

1月9日

1月13日

1月21日

1月22日

1月28日

3月6日

また、旧7帝大以外に地方国立大学として唯一大学博物館として予算化され、今に至っている鹿児

島大学総合研究博物館の大木館長を招き、以下の日時で研究会を行った。設立に至る過程から現状、

そして今後について詳細に語って頂き、それをもとに議論を深め、久留米大学における可能性を探っ

たものである。その中で比較の対象とされた、歴史的に先行する欧米の大学博物館は、教育および研

究の資源を地域へ情報発信しつつ、地域に支持される大学の役割について捉え直そうとする試みであ

ることを痛感した。

比較文化研究所第1回医療文化・地域博物館研究会

開催日時？平成24年2月27日（月） 16時～17時30分

場 所：健康・スポーツ科学センター資料室（500号館3階）

演 題： 「大学僻物館の現状と将来」

講 師：鹿児島大学総合研究博物館館長大木公彦教授

（文責滿園良一）
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’

比較文化研究所第1回医療文化･地域博物館研究会

学博物館の現状と将来物大

講師:鹿児島大学総合研究博物館館長大木公彦

《

Ｐ
』

ｒ

驚弓罠6菫灘薦黒旬窄鯉
U

木公彦先生プロフイマ
昭和62年理学博士(東北大学理86
平成13年鹿児島大学教授(総合研

平成17年鹿児島大学総合研究博

鹿児島

専門分野： 、

属学会：

究ﾃｰﾏ：

所
研

須一

瀞
究部会。比較

問い合わせ

久留米大学（0942)43-4411
滿園良一(内線:316）吉田洋一(内線:466）

O

え久留米大学KURUMEUNⅣ［RSITY
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(4)地域博物館研究部会

運営（研究）テーマ

地域博物館研究部会は、筑後川水系を中心に形成された地理的環境のもと、筑後川流域の将来計

画を策定するうえでの大学組織の役割として、周辺自治体や市民と共に協力・連携し、歴史的環境

を保持し地域文化を継承していくことを目的とする。

運営（研究）計画

①九州管内を中心とした地域博物館の現地調査・視察

②筑後川水域関連資料の保存・収集（学生への還元）

③久留米大学関連資料の保存・収集（学生への還元）

2011年度の活動報告

①バス巡見（平成23年11月18日）

「城跡を巡る（肥前と筑後)」企画・主催：佐賀大学低平地研究会歴史専門部会、共催：久留

米大学比較文化研究所地域博物館研究部会

行程: 10:00久留米大学発（佐賀大学経由)、 11:20佐賀城本丸歴史館12:00発

122 10佐賀レトロ館（昼食) 13:00発13:30姉川城跡（神埼市) 14: 10発

14 :50勝尾城跡（鳥栖市) 15 :30発16 : 10有馬記念館（久留米市）着16:50発

17:20久留米大学着18: 20佐賀大学着

②比較文化研究所第2回医療文化識演会（平成24年2月27日）

「大学博物館の現状と将来」 （健康文化研究部会・地域博物館研究部会共催）

鹿児島大学総合研究博物館館長大木公彦

③ニューズレター(vol.3)の発行

宍

地域博物館研究部会ニューズレターCONTECTS

十和田湖、八郎潟と田沢湖の三湖物語…･…･……･…･･……．．…．．……．．………大矢野栄次

リポート

島の博物館一奄美大島瀬戸内町立図書館・郷土館…．．…………････．．………･ ･…・ 堂前亮平

寄稿九州の図書館．博物館③（大牟田市立三池カルタ・歴史資料館） ．．………･…梶原伸介

以下、バス巡見(『低平地研究』No.212012年、所収)及びニユーズレターの一部を転載致します。

（文責吉田洋一）
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ヨ、

低平地研究会の活動

が初見であるという．側城の築城は菊地武安とされ，そ

の後商として姉川氏が入城した．

l■■■■■■■

歴史専門部会

■平成空年度活動報告

（1）バス巡見

円 時：平成電年11月18日燭

場 所？佐賀城本丸歴史館，佐賀レトロ館（屋食)．

姉川城跡（神埼市)，勝尾城跡（鳥柄市)・

有馬記念鮒（久翻米市）

内 容：バス巡見城跡を巡る（肥前と筑後）

同 的：肥前地域および筑後地域の城跡．及びその

側迎施設を巡見することにより， 日本の巾

l1tから近IItにおける城郭の変避を把握する

企繭･主催：低平地研究会歴史専II'1部会

共 伽：久關米大学比較文化研究所

地域博物鮒研究部会

参加者：”名 蕊
『神埼の城甑跡とjW減集落』〈神埼11汀．諏琳年）より娠戟

③勝尾城跡（鳥栖市）

勝尾城跡は，戦国時代に鳥栖市．三養基那,小郡市・

筑紫野市・那､W川町（禍岡県）奇勝を本拠とした筑紫氏

の城下町跡の'l'心である周囲の山の尾根には，葛龍城，

商取城などの支城，筑紫氏館跡．町尾跡などが確認され

ている．

①佐賀峨本ﾒ唾史館（11 ：鋤～12t”

日本の近代化に貢献した「幕末・維新期の佐賀」を検

鉦する県立の博物館で．天保9年(1")に佐賀10代猟

主鍋島直正が再連した本丸御殿の一部を忠実に役元した

（釦4年オープン）施般である（当館HP参照)．当Ij

は鯏外施般である佐賀城跡を見学した．佐賀城は龍造が

氏の村中城を堆盤として．慶長13年(ImB)頃から鍋島

氏によって地殻整備されたといわれている現侮でも一

部残る石垣などを中心に見学した，

｡

一 円

低
平
地
研
究
会
の
活
動

防
醸

…

聯聯
、

垂園,‘'.

ヴヴ

④有馬記念航（久制米rli)

イi蝿記念館は，昭和34年（19動の久剖米'liIWm周年

還記念して翌年石橋正_皇郎氏（ブリヂストン社腱）より

寄附．市制l鋤卿年にあたる平成21年に改修された．久

研米瑞主有馬家の歴代遺物を所蔵するほか，久研米市が

平成元年(1鰯》より行っている久側米城関迎遮跡の発

掘卿査に関する展示も行われている．

（付記）巡見に関して．各所にて応対・解説いただいた

関係1ｺ治体の方々に深謝致します．

酢
《
』

字
■
ゴ

ー
Ｌ

一一 二

②姉川城吐（神埼市）

神埼市南部を巾心とした地域には，縦横に畑（クリー

ク）を廻らせた中世の照滿災落や城館が作られ、全国的

にも珍しい．現従までの同市の発掘綱査によると，その

初現は14世紀航半まで遡るという．平成釦年には．『瑚

濠典落」と「低平地城館跡」をテーマとしたシンポジウ

ムが1II雛された．今回は築落群の北西部にあたる姉川城

跡を兇学した．姉川城にINIする文沓史料は‘延文5年

(1"8月12冊付『海水貞房諏忠状」（深堀家文誓）

(2)過去の報H譜の燗Mリ

歴史輔'l部会で刊行した過去@1～5年の報f職（諭了

版）刊行予定．

59
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｜
｝I …＝…”』

十和田湖、八郎潟と田沢湖の三湖物語経済学部教授大矢野栄次
晩秋、青森空港から、青森市内の青森中央学院大学で教授をしている内山さんの車で、十和田湖を目

指した。八甲田山を左に見ながら、奥入瀬(おいらせ)の入り口に着いた。途中何度か車から降りて散策
という名の徒歩による強行軍が課された。私にとって山登りは中学生や高校生の時代を除いて苦手であ
る。内山教授は「山鎚りではない。奥入瀬の渓流を見ながら数百メートルを歩くだけだ」という。 「車
上からの景色と自分の足で歩いてみる累色とはその醍醐味が違うからである」ともいう。 『御説御尤も
である｣。止むを得ず、喜んで歩いた。

上流のダムで水量が季節によってコントロールされているとはいえ、奥入瀬渓谷の沢の水は、歩道の
傍まで水位があり、水しぶきがかかる勢いで流れている。絶景である。奥入瀬渓谷の沢に沿ったドライ
ブと健康に良い徒歩による散策を繰り返しながら、奥入瀬の渓流を遡上した。
やがて、奥入瀬渓流の重要な個所の散策が終え、車に乗り続けることが許されて、十数分後、十和田

湖へ登り新いた。林の中を走っていた小窓からの殿色が突然変化した。目の前の景色が突然開けたので
ある。青い空が見えた。同時に目の前に、青い水面が見えた。宇樽部の交差点から僅かに見える青い水
面に仰天した。今まで山林の中の山道をくねくねと車で笠って来たときのイメージでは、予想できない
大湖水の水面の広がりである．宇樽部の赤信号が青信号に変わるまでのひと時が長い溜息の時間に感じ
た。この信号機を右に曲がり、子ノロから休屋まで十和田湖巡りの遊覧船に乗った。中学生時代に雑誌
の特無で見た憧れの双胴船である。

く十和田湖の概要＞

十和田湖は青森県十和田市と秋田県小坂町にまたがる全国12位の大きな湖である。湖の周りは約64キ
ロ、面積59.8㎡であり、最大深度327mは田沢湖(425m) 、支笏湖(363m)に次いで全国第3位の深
さである。透明度20,5mは全国第10位を誇る綺蝿な水を満々とたたえる美しい太湖である。
十和田湖は十和田火山の噴火で形成された典型的な二重カルデラ湖であり、約3～2万年前の火山活

動によって第一カルデラ湖が形成され、さらに約1万年前の噴火によりカルデラ内部に五色岩火山が出
来、 5400年前の噴火で第一カルデラ湖から湖水が流れ込み現在見られるような十和田湖が造り上げられ
たのである。

十和田火山は、その後も噴火を繰り返し．周辺地域に大きな災害をもたらしてきた。延喜5年(915)
の大噴火では能代川を堰き止め大洪水になったと宮われており、 このことから、十和田湖、田沢湖、八
郎潟による三湖伝説が発祥したと推察されている。
十和田湖を訪れた大町桂月は『山は窟士、湖は十和田湖、広い世界に一つずつ」の唄を残し、十和田

湖を絶賛したために広く知られるようになったとされている。

く奥入瀬渓谷＞

奥入瀬渓流は、入口の焼山から終点の十和田湖湖畔の子ノロまでの14キロメートルの側の渓流に沿っ
た周辺地域をいう。奥入瀬渓流には三乱の流れ・馬門岩・阿修羅の流れ・九十九島・白銀の流れといっ
た景勝地や渓谷の左右に流れ藩ちる銚子大滝・九段の滝・製井の滝・白布の滝などの滝が点在して変化
に宮んだ独特の渓谷美を見せている。

佐藤春夫は「落ちたぎり急ぎ流るるなかなかに見つつ怨しきゆきゆきて野川と濁るなが末を我
し知れれば」とうたっている。

十和田湖は、奥入瀬(おいらせ)渓流とともに昭和3年（1928）に国指定名勝及び天然記念物に指定さ
れ、昭和11年（1936）に十和田国立公園（十和田八幡平国立公側）に指定された。さらに昭和27年（1952）
に国指定特別名勝及び天然記念物に格上げ指定されている。

奥入瀬渓流は四季折々の渓谷美を見ることができ、春のブナやカツラの新緑や秋のヤマモミジ、コミ
ネカエデの紅葉が特に素晴らしいとされ多くの観光客が訪れている*lo
大町桂月.2は奥入瀬渓流を肋れた際に次のようにうたっている．
『住まば日の本、遊ばぱ十和田、歩けや奥入赦三里半」
「右ひだり桂もみじの影にして、滝を見る目のいとまなきかな」
桂月は「十和田はわたしの箱庭である」を口癖に、国立公剛指定に貢献した。

＜十和田神社＞
十和田湖には南側で二つの岬が突き出ており、西側の中山崎の西側が、西湖と呼ばれ，中山崎と東側

の日暮崎の1111が、中湖と呼ばれている。そして、 日暮崎の東側が東湖と呼ばれている｡
この西側の中山崎の西側の岬・中山崎の付け根に十和田神社がある．御祭神は日本武騨である。今日

の十和田神社は南向きに建立されている．神紋は八幡宮を表す三つ巴である。しかも．参道の様子や階
段の配置社の立地条件から考えても、西向きの社であったはずである。なぜならば、自脱によれば八轍
宮は全て西向きであるからである。八輔宮の神紋は三つ巴であり、祀神は応神天皇でなければならない。
しかし、 この十和田八幡宮では、応神天皇の父仲哀天皇の父である日本武尊が祀られているのである。
しかも、南向きである．南祖坊という名と関係があるのかもしれないがこの蹴鵠は後に醸る傘3．因みに
十和田湖神社の奥の院は今も、西向きであるらしい。

十和田神社は十和田観光の拠点である休屋の東側の奥に鎖座している。休屋の中心辺りに、 「一宮｣と
番かれた鳥居がある。十和田神社は奥羽の一の宮である。休屋の土産物屋が並ぶ奥の方に胤居が立ち、

2
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耐蒼と巨木の茂る参道を束に歩くと、境内下の鳥居がある。階段を登ると、南向きの社が巡った境内が
ある。
拝殿の後方に本殿があり八幡造りの社である．社殿の右手に境内社。本殿の右にある熊野神社には、
当社の創祀者とされる「南祖坊」にちなんで、 「鉄の革畦』が奉納されている。 「青龍権現」とか「熊
野権現」とも呼ばれている神社である。
この御宮の由来には、大きく二説がある．
－つは、大同二年（807） 。坂上田村底東征のおり、湖が荒れて渡れず、祠を建てて祈願し、筏を

組んで渡ったという。その祠が当社の起源とされるものである。
もう一つは、南祖坊（南蔵坊、南草坊ともいう）と八郎太郎の物語によるものである。

く三湖伝説とこの地域の歴史＞
三湖伝脱について文化面で考えるならば、八郎太郎は繩文系あるいは蝦夷系の仕耶をする若者であり、
辰子姫はアイヌ語賠源の「タプコプ」 （平野の中の小商い丘・たんこぶ山）が元になっていると考えら
れているので、 これも縄文系あるいは蝦夷系であるらしい。
これに対して南祖坊は9世紀頃、南の方からこの地区に進出して来た．仏教(天台宗、日蓮宗)の坊主を

象徴していると考えられる。三湖伝説の物路は恐ろしい土着文化と考えるよりも、アイヌ文化や純文時
代の考え方としての自然災害についての擬人化による記憶に対して、当時の科学的な対処方法（仏教）
としての法力によって自然の崇りを鎖める力を持った現代的な南祖坊の存在を説明しているのであるだ
ろう。しかも、話の流れは、合理的なより現代的な文化に負けながらも、情の而では、辰子の登期のよ
うに、地元の人間であるだろう八郎太郎に同悩的に物昭が推移して行くところに、東北の地において時
代の変化とともに地元の文化と新しい文化の交流の跡が残る物調である･'1．
本文全体を通して、八郎太郎も辰子も大蛇なのか紺なのかわからなかった．脳の概念は大陸からの思
想を背景としたものであり、皇帝のイメージで語られる場合が多い。この話の流れから考えると、大蛇
のほうが似合っている気がしたので、大蛇と設現したのである。

＜参考文献＞

1． 「民誌と伝説l北海道と東北l｣ ､ pp.44-45,pI).112-114、学習研修社
2．監修日本伝説袷撹会、編築・発行山田普院『日本の伝統1北海道/東北」牧育図笛出版
3．秋田鮒神伝説、三湖物語、十和田湖、田沢湖、八郎画（八郎太郎,辰子姫）
http://www.yadokame.ne1/f0191｣1tmi

4．鹿角の伝脱八郎太郎物語httrx//www･prefakitajp/kadukenm/densetu/densetLL1htm
5．八郎太郎伝説、大渕村百科耶典httIx//wwwbogataorbjp/cncyclopcdia/history/indexhtml
｡I現在の奥入淑渓流は，片道徒歩で2時間30分糎度の自然歩道や輿入瀬渓流館が整備され気軽に自然美を観賞することが
出来る。

ｳ2大町挫月は、明治2年、高知県商知市生まれである。本名大町芳衛。郷里商知、佳浜の月を想い桂"と号した．
車3本来と和田八櫓宮が西向きであったのに､南向きに立て直したことと、八郎太郎が十和田湖の西へ透げ、八郎潟を造って
住んだことと関係があるのかもしれない。

*舟やがて、この地域には源雑経が来た。そして、砥となって竜飛岬を越えて北海道に行った後．南から源頼朝が来て八桶
神社を砥いていくのである。

島の博物館一奄美大島、瀬戸内町立図書館・郷土館一
文学部教授堂前亮平

(1)島の郷土伽として地域密瑞型博物館である。地域住民に郷

土を知ってもらえるように、わかりやすい展示に工夫が凝らさ
れている．また講演・胴座・現地見学も多く側かれ、その中に
は子供向けの柵座もDM購している。地域住民からの資料の奇剛
も多く、平成22年度にはノロ祭祀具など街亜な資料が5件寄贈
されている．なお、入飢は無料である．

瀬戸内町立図瞥館・郷土館は町の柧合施設として、鹿児勘県
の奄焚大島卿郁に位慨する瀬戸内町古仁屋に開設されている．
この施設は5‘3488㎡の敷地があり．建物は鉄筋2階建て（延床
而柚21“68,1）で、 1階が図譜節，2階力辮土飢となっており、
岨児島県でも打数の施段である。ここからは波榊かな大島海峡
と加計呂麻島が間近に見える締かな環境の中にある．
この複合施股の設立のきっかけとなったのは、瀬戸内町と関

わりのある作家島尾敏拡が亡くなった後､蔵灘を町に寄附され
たことである．それまで図瞥・民俗黄料・古文幣類は中央公民
節に巣められ、これらの但当業務は中央公民飢圃員が片手IMIに
行っていた。箸名作家の職密寄贈は、当時の皿砿町長の心を動
かし、図書館と郷土餅を併股した裡合施設の側設に至り、図欝
餉は19興年7月9日、堀十?随は199“到月7日にオープンした．
聾土霞は．分野として考古・民俗・醗史・自然を包含する総

合博物館である。現在郷土館は民倫学を専門とする学芸風と、
考古学を専F1}とする学芸員のほかに図書館職員のサポートによ
って運営されている．この鱒土館には次のような特徴がある．

(2)地域の博物館として．広い分野をカバーしているが、なか

でも民俗の分野が充実している．収戯資料（実物）数のうち、
人文科学資料は配80点，その中で民怖資料は1908点で最も多い．
次いで匿史寅料が607点である。自然科学は26点であるが、ほ
かに標本・模型等が17点ある。 ，－一

次いで匿史漫料が607点である

かに標本・模型等が17点ある。

(3)奄美は特色ある凹然・文

化を持つことから、口本各地か

ら多くの質問等が寄せられてい

る．また現地案内・説ﾘ】をする

などのレフ7，レンス等の業務が

多く．平成22年度では主なも
のでも75件に運している。

3
J
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Ⅳヨオ短々和…竣題歴

誘壗
'llZj 九州の図書館・博物館③

大牟田市立三池カルタ・歴史資料館
大牟II1市立三池カルタ・歴史資料跡学砦員梶原伸介

大牟田市立三池カルタ・歴史資料館は、福岡県

南端の大牟111市に設世されているカルタと大牟

田の歴史資料を展示・公開する資料館です。岡

産最古のカルタ

とされる「天正

Z置異掴､偲ｶﾙﾀ｣ (費厭

大牟田市域）の地が日本のカルタ発祥の地とされ、

平成3年に当地にカルタ専門の資料館がつくられ

ました。ただ．一口に''カルタ'{といっても、 日本

古来の百人一首やいろはカルタ・歌カルタ・花

蕊
館内 夕のみを専I$1に収集・

保智・公開する資料館でしたが、平成18年に大

牟田市歴史資料館と統合し、現在の館名となり

ました。平成19年度からは指定管理者制度が導

入され、アクティオ株式会社が管理運世を行い、

昨年の平成23年には側館20周年を迎えることが

できました。

さて、今回は平成21年に当館が寄託を受けた「白

仁家資料」についてご紹介します。この資料は．

大牟田出身の明星派歌人白仁秋津、及び白仁家

に伝来した資料群です。歌人の白仁秋泳（本名

勝衛）は三池郡銀水村（現大牟田市岩本）に生

『与謝野晶子没

後70年～与謝

野晶子と白仁秋

津~』を開催し、

白仁秋津が短歌

春企画展展示里景 の指導を受けた

り物心両面で活動の支援をしていた与謝野晶子

の手紙や短冊を中心に展示・公開し、二人の交

友関係について紹介しています（6月24日まで）。

4

久留永大拳比亟化研究厨堆域博物鐘唖愛部会ニューズレター詞瀝”3尭行Bm1評4月印別多田国劇“倉辻久留米布蜀叫好町奇-認3ZTaO鴎2嘩鯉鼬
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(5)福祉コミュニティ研究部会

平成23年度は、前年度に引き続き、以下の2つの研究・活動課題に取り組んだ。ここでは、その成

果と課題について報告する。

研究・活動課題名

I .高良山および御井校区における地域交流実践に関する研究活動

Ⅱ．新型特別誕護老人ホームの現状と課題に関する研究活動

I .高良山および御井校区における地域交流実践に関する研究活動（継続）

1． 目的

地元ボランティア団体（｢高良山歴史観光ボランティアガイドの会」や「高良山の森と環境を守る

会」など）と連挑、協働するかたちで、若者からシニアまでの幅広い世代が交流できる機会を設ける

とともに、高良山や御井校区の歴史や文化に触れ、地域に伝わる様々な伝統や文化遺産についての理

解を深めることを通して、地域交流実践に関する研究活動を行う。

2．研究委員

渡崎裕子久留米大学文学部社会福祉学科教授（研究委員長）

保坂恵美子久留米大学比較文化研究所客員教授（研究委員）

大西良 久留米大学比較文化研究所講師（研究委員）

小栗正裕久留米大学文学部社会福祉学科講師（研究委員）

ポドリヤク・ナタリヤ久留米大学大学院比較文化研究所研究員（研究委員）

末永和也久留米大学大学院比較文化研究科大学院生（研究委員）

大原朋子久留米大学大学院比較文化研究科大学院生（研究委員）

3．研究委員会開催日

平成23年7月11日

平成23年9月12日

平成23年9月26日

平成23年10月17日

平成23年11月14日

平成23年12月12日

平成24年1月30日

平成24年2月20日

第1回研究委員会

第2回研究委員会

第3回研究委員会

第4回研究委員会

第5回研究委員会

第6回研究委員会

第7回研究委員会

第8回研究委員会

研究計画の検討

研究スケジュール・手続きの検討

研究報告①

研究報告②

研究報告③

研究報告④

研究報告⑤

研究のまとめ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

月
月
月
月
月
月
月
月

く
く
く
く
く
く
く
く

4．活動報告

本研究活動によって、 地域住民は高良山や御井校区に伝わる地域文化の伝承に関して、大学と地域

－16－



平成25年2月 比較文化研究所年報 鋪5号

との連携により推進していくことに強い共感と期待を抱いていることが明らかとなった。また、今後

の地域交流実践に関して、地域住民の意見や要望を広くとり入れることにより、地元に根差した地域

交流と文化創造が可能となり、ひいては地域アイデンティティを深化させるまちづくりにつながって

いくことが示唆された。

Ⅱ、新型特別養護老人ホームの現状と課題に関する研究活動（継続）

1 ． 目的

近年、住み慣れた地域社会から切り離され、入所施設での集団生活を余儀なくさせる施設サービス

についての見直しが盛んに進められている。従来の特別養護老人ホームに代わり、小規模生活単位型

と呼ばれる新型特別養護老人ホームが注目されている。昨年に引き続いて、平成21年の4月から稼働

している新型特別養護老人ホームの視察および施設職員へのインタビューを通じて、新型特別養護老

人ホームの現状と課題を明らかにすることを目的とした。

研究委員

渡崎裕子久留米大学文学部社会福祉学科教授（研究委員長）

保坂恵美子久留米大学比較文化研究所客員教授（研究委員）

大西良 久留米大学比較文化研究所講師（研究委員）

小栗正裕久留米大学文学部社会福祉学科講師（研究委員）

ポドリヤク・ナタリヤ久留米大学大学院比較文化研究所研究員（研究委員）

末永和也久留米大学大学院比較文化研究科大学院生（研究委員）

大原朋子久留米大学大学院比較文化研究科大学院生（研究委員）

2

3．研究委員会開催日

平成23年5月16日

平成23年6月13日

平成23年7月11日

平成23年8月22日

平成23年10月17日

平成23年11月21日

平成23年12月12日

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

月
月
月
月
月
月
月

く
く
く
く
く
く
く

第1回研究委員会

第2回研究委員会

第3回研究委員会

第4回研究委員会

現地視察

第5回研究委員会

第6回研究委員会

研究計画の検討

研究スケジュール・手続きの検討

事前勉強会

事前勉強会

事後の振り返り

研究のまとめ

4．活動報告

本研究の結果、小規模生活単位型の導入に伴って、本研究の結果、小規模生活単位型の導入に伴って、個室化によるプライバシーの確保やユニット内

での生活ケアの実践は進んだが、その一方で介謹職員の負担感の増大や入居者の引きこもりなどの新

たな問題も浮上している。本研究では新型特別養護老人ホームにおける課題改善に向けた基礎的デー

タを得ることができたが、利用者の立場と施設職員の立場の双方向からの検討がさらに必要であり、
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地域包括ケアと関連させた施設運営のあり方も含めて今後の研究課題となった。

(文責波崎裕子）

(6)文化財保存科学研究部会

2011年度活動記録（主要項目のみ。部会員は敬称省略）

4月1日研究部会が提案した「筑後優品」の紹介が、大学ホームページで開始される。アドレスは、

http:"www.kurume-u.ac・jp/announce/kouhou/chikugo/index.html

「筑後優品」の説明は以下の通りである。

「筑後優品とは」筑後は、悠久の大河筑後川と、清例な水流矢部川によって太古より万

物の命が育まれた地域です。この自然の恩恵を生かした伝統工芸は多岐にわたり、歳月

の中でますます磨きをかけられ、時代を超えて受け継がれてきました。

久留米大学比較文化研究所・文化財保存科学研究部会では、筑後地域の伝統文化を担

う方々と協力して、諸方面の共同研究を推進してきました。その成果の一端として筑後

地域のすぐれた伝統工芸品等を、 「筑後優品」の名で広く社会に紹介していくことにな

りました。本学が基本理念としている馳域文化への貢献」の考え方に基づくものです。

ここで紹介している製品は、筑後に存在する数多くの優れた伝統工芸のごく一部に過

ぎませんが、研究部会の学術研究の成果として公表するものです。これからも、筑後の

優れた伝統文化を守っていこうという志を持つ方々と研究調査を続け、 「筑後優品」の

数が増えていくことを願っています。

「筑後優品のご紹介」ここでご紹介する「筑後優品」は、いずれも、文化財保存科学研

究部会の研究協力者として登録され、共同研究に従事してきた方々の制作によるもので

す。 厳密な製造工程の確認を行った上で、伝統的な製法や技法による特に優れた製品

と認められたものの中から制作者の同意を得られたものです。

5月14日藍生庵（松枝哲哉・小夜子氏）制作のタペストリー「筑後川の四季｣(久留米大学所蔵）を、

文学部創立20周年の行事の時に「樫」に展示した。その説明文は以下の通りである。

制作者 制作：松枝小夜子、染：松枝哲哉（藍生庵）

テーマ 筑後川を中心とした筑後地域の四季折々の風景

材料 藍染め木綿糸・草木染木綿糸

黄色＝クララ（苦参）

黄緑色＝クララと藍

紫色＝紫根（しこん．紫草の根）

紙糸 八女津薄紙（溝田俊和制作）を糸車で撚りをかけた紙糸

吊り具 タイの藤製

岫先 山椒木

技法 基本は久留米緋製織法、日本の伝統文化である木綿藍染。

－18－



平成25年2月 比較文化研究所年報 第5号

経糸は、濃紺藍染めの経緋を交えた木綿糸。

緯糸は藍7色のグラデュエーションの20本を束ねた木綿糸。

和紙を細く切り、 1枚の長方形の和紙から1本の糸へと糸車を使って撚りを

かけ、紙繕り（こより）状の長い糸を緯糸（よこいと）として織った紙布の

部分もある。

木綿糸を経（たて）に、和紙糸を緯（よこ）に用いて平織（ひらおり）と綴

れ織（つづれおり）技法を使い、透かし織りの部分には、和紙使いで、経糸

をところどころ束ねて緯糸で結ぶなどの変化織を試みる。

見所

（1）純正天然藍染めの濃淡を活かした自然の美しい趣きが味わえます。

（2）色を草木から頂く染めは、 日本古代の色彩と染めによるものです。

黄緑や紫の色彩は、春・夏・秋への移るいを表わしています。

（3）伝統的な久留米緋の技法を用いながら、自由な発想でデザインした魅力ある

作品です。筑後川の流れに、水面の輝き、雨や雪、風や光、筑後の四季を龍

めてあります。

（4）文学部教員も関わって学内で進められているプロジェクト研究では、地域の

活性化に寄与するために、筑後の伝統工芸作家と連携して、色々な試みを行っ

ています。 4月には、大学ホームページで「筑後優品」のサイトができまし

た。

（5）プロジェクト研究の過程で、 日本の古典や伝承を探究する中から、 クララ

（苦参）という植物が、防虫効果を期待される植物として再発見され、焦点

化されました（現在職務特許申請中)。そのクララと藍で染めた黄緑色の糸

を試用しています。

（6）筑後地域の伝統工芸である、八女和紙と久留米緋の制作者のコラボレーショ

ンとして、紙布を制作することを試みています。その一端をご覧いただけま

す。

八女市のボランティアグループ「クララハイジの会」が、研究部会研究協力の松枝哲哉・

松枝小夜子氏の指導を依頼。 「クララ」研究の一環事業として、試行の形で松枝氏工房に

おいてクララ染め体験を実施。

九州国立博物館の特別展「よみがえる国宝」開始。関連行事として、上宮健吉が九州国立

博物館ワークショップにおいて「古本の虫と九博の杜の虫をくらべてみよう」を講演。ま

た、 8月21日には研究協力者（研究部会顧問）の中野三敏先生の特別展講演会「和本リテ

ラシーのすすめ」とワークショップ「江戸の本の虫たち－和本の扱い・観察・虫干し－」

が実施された。

研究会。久留米大学公開講座「文化財保存とIPM」の打ち合わせ。

久留米大学公開講座「文化財保存科学とIPM」開始。会場は「高等教育コンソーシアム

久留米」サテライトキャンパス（くるめりあ六ツ門6階)。開催の主旨は、以下の通りで

5月15日

6月28日

7月9日

7月27日
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ある。

2011年7月27日～8月31日の毎週水曜日に全6回開催するこの講座では、膿業分野か

ら始まったIPMという考え方が、文化財保存にまで広がった経緯を考察し、文化財保

存科学研究部会で進めてきた取り組みを公開します。 6回のうち3回は、 2007年から連

携して共同研究を進めてきた方々に担当をお願いしました。九州国立博物館を拠点に

IPM活動を推進してきた方々です。久留米大学の基本理念の中に「地域文化に光を与

え、その輝きを世界に伝え」という言葉があります。本研究部会が目指すところは、地

域の宝である文化財を守ることと、筑後の豊かな文化の証しである伝統工芸の価値を広

めること、さらにはこの筑後の産物と技術を活用して文化財保存用品を開発することで

す。プロジェクト研究はまだまだ発展途上ですが、今回の公開講座がさらなる発展につ

ながることを願っています。

第1回IPMとは何か？ 上宮健吉

第2回博物館とIPM一九州国立博物館の取り組み一 本田光子

第3回博物館とIPM一九州国立博物館の環境ボランティア活動一 内田祥乃

第4回博物館とIPM一九州国立博物館からスタートした市民活動と企業活動一

新原茂春・下川可容子

第5回研究協力者の立場から 松枝哲哉・溝田俊和

第6回地域の力を生かした文化財保存への取り組み 狩野啓子

公開講座期間中に八女で研究会実施。八女伝統工芸館で「手漉き子守唄」について調査。

溝田和紙工房・近藤農場（クララ） ・宮野公園（クララ）見学。八女市商工会議所で「農

業・商工業・行政・大学の連携の可能性を探る」と題した会合。

ちくぎん地域経済研究所の本田氏が来訪。

「市民と共にミュージアムIPM」事業にかかる関連機関調査・情報収集に、研究部会か

ら研究協力者の溝田俊和氏が参加。図書館総合展・宮内庁書陵部図書寮文庫・東京文化財

研究所・国文学研究資料館を訪問した。 （11日まで）

「鈴木裕文化講演会文化財修復と和紙」御井図書館3FAVホール

＊ポスター別添

「市民と共にミュージアムIPM」事業にかかる「IPM研修報告会」参加。

「市民と共にミュージアムIPM」公開シンポジウム参加。 （於九博）

8月3日

8月10日

8月17日

8月24日

8月31日

8月6日

10月12日

11月9日

11月26日

1月13日

1月14日

今年度も、九州国立博物館が進めているIPM普及活動に研究部会として協力した。

上宮は、 2009～2012農林水産省領域特定型研究「チヤの新害虫ミカントゲコナジラミの発生密度

に対応した戦略的防除技術体系の確立」 （設定型受託研究）に引き続き参加した。

（文責狩野啓子）
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鈴木裕文化講演木裕 講 経､唾へそして璽界へ．

夛久留米大学
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鈴木裕(すずきゆたか）和紙を用いた文化財修復
の第一人者｡株式会社松仙堂代表取締役｡国宝
修理装師連貴格書疏技師長｡東寺百合文書､上
杉家文書､東大寺文書､住吉物詣絵巻等､数多く
の国宝･重文文化財の修理に携わる｡平成17年
にはNHK『プ国ﾌｴｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀』に出演。

ノ 闘芸紙） 文箱

背景の写真は久留米大学のWebサイトで紹介を始めた筑後優品の一部です

時／日時／平成23年11月26日(士)15:00-17:00
会場／久留米大学御井図書館3FAVホール
主催:久留米大学比較文化研究所文化財保存科学研究部会･地域博物館研究部会

お問い合わせ／久留米大学文学部狩野啓子E-Mail:kano_keiko@kumme-u・ac.jp

成 士

場／久留米大 書館井図
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(7)民事法研究部会

民事法研究部門（民事法研究会）の今年度の活動実績は以下のとおりである。

日時：

報告者：

テーマ：

2012年2月24日

白石智則氏（白鴎大学法学部准教授）

堪航能力に関する注意義務違反による損害賠償の額について

－東京地判平成20年10月27日（判夕1305号223頁)一

(文寶石川真人）

(8)地域社会・文化・経済研究部会

平成23年度の地域社会経済研究専門部会の活動報告として、 1．久留米大学学外公開識座（御井学

舎とコンソーシアムくるめりあ）での講座を主催した。また、青森県の青森中央学院大学等での講演

や国内での講減会を実施したことについて報告する。

1 ．公開講座

く新幹線大動脈時代を考える＞

久留米大学公開識座「新幹線大動脈時代を考える」と題して、 5月21日から6月18日まで、福岡サ

テライト会場において、石井幸孝NPO鴻臘館・福岡城跡歴史・観光・市民の会理事長（元JR九州

社長・会長）を招いて、下記の要領で開催した。

会場開講日講演者氏名 所属演 題

日本の鉄道の使命と執
念一広軌新幹線（有事
と平時）

九州新幹線全通の意味
するもの－列島大動脈
活用戦略（夜間物流）

5月21日(土）

石井拳孝 ｜蕊鑿 福岡サテライト

会場

14：00－15：30

6月4日(土）

道州制時代と大鉄道時
代に向けて一足元と国
際舞台（諸外国の動き）

6月11日(土）

新幹線物流と日本の国
際経済力

6月18日(土）経済学部教授大矢野栄次

く鉄道戦略学一国際化時代の鉄道一＞

また、久留米大学公開講座「鉄道戦略学一国際化時代の鉄道一」と題して、平成23年9月29日から

10月27日までの毎週木曜日18:30-20:00に、久留米市六つ門の「高等教育コンソーシアム久留米」

サテライトキャンパス6階会場において、毎回18:30～20:00の時間帯で石井幸孝NPO鴻艫館・

福岡城跡歴史・観光・市民の会理事長（元JR九州社長・会長）を招いて、下記の要領で開催した。
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講演者氏名 開講日 会場演 題 所属

国際舞台の鉄道の歴史
一もう一つの戦争と平和一

9月29日(木）

日本の鉄道の有事体験
一戦争と鉄道一

高等教育
コンソーシアム

久留米
サテライト
キャンパス6階

久留米市六シ門

18：30－20：00

10月6日(木）
元JR九州

社長・会長
石井幸孝

グローバル時代の鉄道
一地球使命と国家戦略一

10月13日(木）

10月20日(木）大鉄道時代への視点

経済学部教授 10月27日(木）鉄道と国際経済 大矢野栄次

＜大川学＞

大川市ふれあいの家において、大川市教育委員会と共催で、 「大川学」と題して公開誹座を行った。

11月10日～12月8日までの期間19:00～20 :30 (12月8日は17:30～20:30)の時間帯で開催した。

講演者氏名 開講日演 題 所属 会場

大矢野栄次｜経済学部教授 11月10日(木）大川の歴史

大川市

ふれあいの家

18：30－20：00

元択九州
社長・会長

石井幸孝 11月24日(木）大川の交通体系の未来

家族をつないできた民
話家族をつないできた民|川野恵美子|大川市議話

川野恵美子 大川市議 12月1日(木）12月1日(木）

筑後川流域のかつばた
ち

大川市議 12月8日(木）川野恵美子 17：30－19：00

経済学部教授 12月8日(木）大川の現在と未来 大矢野栄次 19:00-20:30

＜古代史識座2011>

久留米大学御井学舎500号館51A教室において、平成23年7月2日から8月6日までの毎週土曜日

14 :00-15 : 30に、高名な古田武彦先生とその門下の先生方を招聰して、久留米大学公開識座「古

代史講座2011」を開催した。

’開講日 会場講演者氏名 所属演 題浬建
｜ 緬狸痘底”

九州王朝新発見の現在|古田武彦 元昭和薬科大学
教授

7月2日(土） 御井キャンパス

500号館51A

14：00－15：30 ’久留米地名研究
会

隅田八幡人物画像鏡に
みる九州王朝

7月9日(土）永井正範
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講演者氏名演 題 所 開講日 会場属

縄文から弥生にかけて
菊池平野に大きな湖が
あった

久留米地名研究
会

中原英 7月16日(土）

御井キャンパス

500号館51A

14：00－15：30

壬申の乱と九州王朝 大矢野栄次 経済学部教授 7月23日(±）

和歌が解き明かす古代
史一真実の仁徳天皇一

福永晋三 古代史研究家 7月30日(土）

倭国から日本国へ一隠
された真実について

室伏志畔 越境の会 8月6日(土）

2．他の講演会

11月26日に青森県の青森中央学院大学地域マネジメント研究所において、 「津軽地域の歴史・文化

を活用した観光振興」という題目で講演を行なった。また、久留米市六つ門の「高等教育コンソーシ

アム久留米」サテライトキャンパス6階、会場において、 1月中に「世界経済入門」と題して5回シ

リーズで講演会を行った。また、 「高良大社とは何か」という題名で平成24年2月に3回シリーズで

識演会を開催した。 3月に、 「紡績・機織りの文化と久留米」という題名で3回シリーズで識演会を

開催した。

3．新幹線物流研究会

本研究会からスタートした「新幹線物流の研究会」の研究成果が、環境省・国土交通省・総務省等

主催の「ecojapancup2011」において、 「新幹線列島大動脈の夜間物流への活用」 （石井幸孝氏

(元JR九州社長・会長) ･大矢野栄次教授（久留米大学》が、優秀政策提言証を受賞した。

この受賞を機会にして、今後、久留米地域のみならず、東京都・福岡県と佐賀県、大阪府、宮城県、

青森県等で研究会として拡大・進展していく予定である。当研究会の研究成果として、今後の政策実

現が期待されている。

（文責大矢野栄次）
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(9)地域精神保健福祉研究部会

【論文・研究ノート等】

辻丸秀策「遺言者死亡後に行われた意思能力をめぐる精神鑑定一遺言無効確認請求控訴事件一」 『久

留米大学比較文化年報第20輯』久留米大学比較文化研究科2011

大西良・森永佳江・荒川裕美子・大原朋子・ポドリヤクナダリヤ・藤島法仁「スクールソーシャルワー

カーの不登校支援における連携椛造の検討」『比較文化研究第46輯』久留米大学比較文化研究所
2011

荒川裕美子．森永佳江．大原朋子．大西良「民間営利企業が行う訪問介護事業所の戦略的展開に関す

る基礎的研究～事業経営者の理念と行動における一事例を通して～」 『比較文化研究第46輯』久留米
大学比較文化研究所2011

【学会発表】

大西良「スクールソーシャルワーク実践における精神保健福祉士の業務とアイデンティティ」 （口頭

発表）第10回日本精神保健福祉士学会学術集会、和歌山市2011年6月

藤島法仁・大西良・占部尊士・保坂恵美子「在宅一人暮らし高齢者を取り巻く互助・共助の活発化に

関する研究～自治会を中心とした北九州市緑ケ丘第4マンションの取り組みを事例に～」 （口頭発表）

日本社会福祉学会九州部会第52回研究大会西九州大学2011年6月

占部尊士・大西良・藤島法仁他「ソーシャルワーク教育における実習報告会の意義と課題～学習効果

に関する福祉学生の意識調査から～」 （口頭発表）日本社会福祉学会九州部会第52回研究大会，西九

州大学2011年6月

末永和也・占部尊士「介護支援専門員のストレスとコーピングの実態に関する研究一属性や職場環境

からの分析」 （口頭発表）日本社会福祉学会九州部会第52回研究大会西九州大学2011年6月

大西良・占部尊士「SocialSkillsTrainingを活用した薬物乱用防止教室の実施～A中学校での取り

組みを中心に～」 （ポスター発表）日本福祉心理学会第9回大会松山大会，聖カタリナ大学2011年

7月

占部尊士・大西良「介護福祉実習における教育内容の連動性と目標設定について～介謹福祉実習報告

会のあり方について考える～」 （ボスター発表）日本福祉心理学会第9回大会松山大会，聖カタリナ

大学2011年7月

坪田章彦「介護専門職における業務意識に関する現状と課題一インタビュー調査をもとにして－」
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(口頭発表）日本医療福祉学会第6回全国学術大会宮崎産業経営大学2011年10月
（文責辻丸秀策）

⑩心理教育研究部会

活動1 ：臨床心理士によるこころの相談会

【はじめに】

平成22年7月、久留米大学比較文化研究所に心理教育研究部会が発足され、私たち同大学文学部心

理学科の教員11名は部会員になった。私たちは大学院心理学研究科の教員でもあるが、折しも、心理

学研究科は設立10周年を迎え、記念行事について検討を始めようとしていた時であった。そこで、記

念行事として提案されていた地域の一般の方々を対象とした「臨床心理士によるこころの相談会」

を心理教育研究部会の共催とし、内容の充実を図ることになった。以下に、実施概要を報告する。

【実施概要】

日時？平成23年5月14日、 5月21日、 5月28日、 6月4日、 6月11日、 6月25日の計6回、いずれ
も13時～16時に行った。

場所：久留米大学大学院心理学研究科付属心理教育相談センターの面接室（久留米大学御井学舎

1000号館7階）を使用した。

相談員：稲谷ふみ枝、 日高三喜夫、徳田智代、山本眞利子、岩元澄子（以上、部会員の臨床心理士）

および河合雅代（心理学研究科非常勤識師の臨床心理士）の計6名が担当した。

相談枠：各相談員は相談会2回ずつを分担し、相談会1回に相談員2名を配置した。相談時間は1ケー

ス1時間以内で、各相談員の相談枠は相談会1回に最大3ケースとした。

相談料：無料とした。

広報媒体：久留米大学ホームページ、企画広報課を通じてのテレビ局・新聞社、久留米市および周辺

自治体の広報誌などのメディアを活用した。

また、 6回の相談会当日の午前中に、部会員の津田彰、木藤恒夫、安永悟、園田直子、

原口雅浩、藤本学による「2011久留米大学公開講座『心の時代に生かす心理学』」が開

催されたが、その会場で、受講者に案内チラシを配布した。

申込方法：事前の電話予約制で、先着順、相談は1回のみとした。

電話予約期間は4月11日～6月25日で、大学院心理学研究科付属心理教育相談センターの

相談員の協力を得、センターケースの予約受付時間帯（月～金；15時～18時土: 10時～

13時）に受け付けた。

相談状況：年代、性別、居住地、情報媒体、相談内容、対応に関する状況を、表1に示す。

相談者は計16名であった。年齢は、30～40代が多く70代まで及び、性別では、女性が多かっ

た。相談者の居住地は、久留米市を中心に、佐賀県を含む久留米周辺の市町村であった。

相談会の情報媒体は、世帯主に配布される市の広報誌や久留米大学ホームページ、その他

で人伝などがあった。相談内容は、対人関係における悩み、就労や将来に関する心配など、

－26－



比較文化研究所年報平成25年2月 第5号

表1 「臨床心理士によるこころの相談会」相談状況

人数 ｜’ 相談状況相談状況 人数

30代

40代

50代

60代

70代

人

５
６
３
１
１
６１計

自身の問題

家族関係

家族外関係

就労問題

将来問題

家族の問題

2

6

3

1

2

4

計18人(延べ）

相
談
内
容

年

代

男
女

5

11

計16人

性
別 助言

センター*紹介

他機関紹介

社会資源情報提供

その他

12

7

2

7

1

計29人(延べ）

対
応

久留米

八女

大牟田

柳川

鳥栖

神埼

11

1

1

1

1

1

計16人

居
住
地 ＊久留米大学大学院心理学研究科付属心理教育相麟

センター

広報紙

HP

新聞

公開識座

その他

7

4

1

3

3

計18人(延べ）

情
報
媒
体

複数多岐にわたり、対応として、助言のほかに、社会資源情報を提供したり専門機関を紹

介したケースが多かった。

【まとめ】

相談者に対しては、今回の「臨床心理士によるこころの相談会」が単発の催しであることなどに

ついて電話予約の時点でも説明し、了解をいただいていたが、実際には、先に相談状況としてまとめ

たように、当日のみで解決したり解消するような相談内容はほとんどなかった。この結果は、ある程

度予想していたことで、事前に相談者の居住地を考慮した社会資源リストを作成し、相談当日に必要

に応じて配布できるように準備していたが、それにしても顕著に示された。相談者の中には、専門機

関で相談中あるいは治療中であるという方も少なからずおられた。

このような相談会において相談員に求められたことは、これまで解決や解消できない問題を抱え続

け、ここに及んで相談会に行ってみようと思われた相談者に対して、その心情を受け止めるとともに、

相談者に、この先も社会資源等を活用しながら生活しやすくなるようにしていこうと思っていただけ

るように、セカンド・オピニオン的立場から介入するといった面接技術であった。また、専門機関等

を紹介しようと思えば、普段から、その機関と連携し合える関係を築いておくことが望ましいことも

再認識できた。このようなネットワーク椛築に関しては、大学院心理学研究科付属心理教育相談セン

ターとも協働して、引き続き検討していく課題である。
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心理教育研究部会の発足第一弾の活動は、期せずして、地域の一般の方々への支援となったが、今

後も、地域の心理士等対人援助職を対象とした企画なども含め、本部会が理念とする「地域に根ざし

た」実践的研究・活動を継続していくことになっている。

（文責岩元澄子）

活動2 ：学校関係者のためのブリーフセラピー研修会

【目的】

久留米大学修了生への卒後教育を本研修の第一目的とする。また、久留米大学修了生のみならず

福岡県内の臨床心理士及び学校関係者を対象としたスキルアップ研修を試みることによる、地域貢

献を第二の目的とする。

【内容】

講師；森俊夫（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野助教）

日時：平成23年10月2日（日曜日）

場所：当大学の学生会館ミーティングルーム3

時間？10;00～12:00 (第1部)、 13:00～15:00(第2部）

料金：無料

参加者

修了生を中心とした、スクールカウンセラー、臨床心理士、大学院生、計43名（院生17名、学部

卒業生2名、院修了生12名、久留米大学以外11名、不明1名）

研修内容

第1部ブリーフセラピーのワークと、第2部学校現場でのコンサルテーションを行った。

第1部ブリーフセラビーのワーク

2人1組で、 ラポールの築き方、例外のみつけかた、できていることへの焦点づけ、コンプリメ

ントの修得を目的としたワーク。

第2部学校現場でのコンサルテーション

現在、病院で勤務しつつスクールカウンセラーをしている、久留米大学大学院修了生をコンサル

ティーとした、学校におけるケースのコンサルテーション。

【結果】

質問紙の結果

・第1部のブリーフセラピーのワークに関しては「よかった」が37名、 「まあまあよかった」が6

名であった。 (Fig.1)

．第2部の学校現場でのコンサルテーションに関しては「よかった」が30名、 「まあまあよかっ

た」が12名、どちらとも言えないが1名であった。 (Fig.2)

・研修全体への感想に関しては、 「よかった」が37名、 「まあまあよかった」が6名であった。

(Fig3)
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00

■よかった

ロまあまあよかった

■どちらともいえない

■あまりよくなかった

■よくなかった

■よかった
画まあまあよかった

□どちらともいえない
■あまりよくなかった
竃よくなかった

R9. 1 第1部ワークについての感想 Rg2第2部コンサルテーションについての感想

■よかった

ロまあまあよかった

■どちらともいえない

■あまりよくなかった
■よくなかった

■そう思う
回まあまあそう思う

■どちらともいえない
■あまりそう思わない
■思わない

R9.3研修全体についての感想 R9.4この研修はためになりそうか

本研修が役に立ちそうかという質問に関しては「そう思う」が37名、 「まあまあそう思う」が6

名であった。 (Fig.4)

自由記述の結果

本研修について「本研修のどのようなところが役に立ちそうか」を自由記述で回答を求めたとこ

ろ「コンサルテーションの考え方が、親面接においても成立するということが分かりとても参考に

なりました」 「小さな情報からいかに活かすかという点を学べたように思います」 「つい問題の方に

意識が行ってしまいがちだったので、例外やリソースを見つけるという視点はとても勉強になりま

した。今まで自分の中になかった考え方をたくさん学ぶことができたと思います」等の回答が得ら

れた。また、研修全体への自由記述による感想では「SFAの中で一番大事なケースへの向き合い

方が確認でき、良かったです」 「SCとして学校現場で活かせる内容ばかりだった。無料でなんて

ぜいたくな研修会だと思った。ありがとうございました」 「実践に役立つようなワーク式の研修会

が続いてほしい｡」といった評価する感想が多く見られた一方で、 「第2部が少しペースが遅いかな

と感じた。コンサルはもう少しペース早めにして、質疑応答の時間を増やしてほしかった｣、 「時間

が延長しなければとても良い時間だったと思います」という感想も見られた。

【まとめ】

本研修においては、参加者をみると院生以外では修了生の参加が最も多かった。その為、卒後教

育を行うことは出来たと考える。また、久留米大学関係以外の参加者も多数いたことや、研修の日

時、内容参加者の負担の少なさについて評価する意見が見られたことから、地域貢献の一助となっ
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たのではないだろうか。しかし、一方で研修の時間配分については、一考する必要があることが示

唆された。全体としては、今後ともこのような形の研修を望む声も多かった事を考えても、本研修

は研修の趣旨、内容が目的にかなったものであると考えられる。

【今後の課題】

今後どのような研修を希望するかという質問に対して、 「行動療法」 「強迫性パーソナリティ障害」

「地域援助・病院における関わりとして、カウンセリングやアセスメントを超えてC1 (クライエ

ント）にどうアプローチできるか」 「実践に役立つようなワーク式の研修会が続いてほしい」 「今回

の様な基本を確認できる内容があったら参加したいです」 「今日の内容をシリーズで学びたいです」

「認知行動療法｣など、学派、領域、内容についても多岐に渡っていた。よって今後、研修を行う際

には内容について検討していく必要があると考えられる。

(文責山本眞利子）

－30－



平成25年2月 比較文化研究所年報 第5号

2筑後川流域圏の総合研究（久留米市）

1） 「筑後川流域圏の総合研究」

「筑後川流域圏の総合研究」は2006!年度から開始した。最初(2006年度･2007年度）の研究対象

地域は「大川」地域とし、 2008年度・2009年度は「三潴（旧三潴郡である大木町、旧三潴町、旧城島

町)」地域の研究を行った。さらに2010年度と2011年度においては「久留米市」を対象に研究を行っ

た。これらの地域研究の成果は報告書として『大川地域研究』、 『三潴地域研究』、 『久留米地域研究』

を刊行している。

2） 「久留米市地域研究」

2011年度のプロジェクトメンバーと研究テーマ

堂前亮平

浅見良露

駄田井正

河内俊英

宮原信孝

谷口豊

畠中昌教

大矢野栄次

吉田洋一

大西良

久留米市合川町の都市化

筑後川流域圏における地域づくりに対する久留米大学の

久留米市農業の自然共生度について

筑後川の水質と川環境

校区コミュニテイ再編とまちづくり

久留米市酒造業の現段階

久留米市の酒と観光

久留米の伝統文化と観光資源

久留米市域の古文書調査（未調査分）

久留米市御井町におけるコミュニティ意識に関する研究

りに対する久留米大学の役割

(文責浅見良露）
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3．社会連携研究「健康生きがいのあるまちづくり」

第5回健康生きがいのあるまちづくり“ゆにばひろば”

『つながろう1地域と大学』

筑後川水系と広い平野に恵まれた筑後川流域圏は、かつては豊かな穀倉地帯として流域住民の暮ら

しの基盤となっており、そこには三世代同居家族と密度の濃い近隣ネットに支えられた磯村地帯が広

がっていた。ところが、戦後の産業化・都市化に伴う都市型核家族の増加や農村家族の兼業化・離農・

脱農などによって、流域住民の子育てや高齢者介護等が困難化し、近所づきあいの希薄化なども促進

されている。筑後川流域圏のこのような現状を踏まえ、家族や地域の絆を見直し、親から子、子から

孫への地域文化の語り継ぎと地域社会の世代間交流の促進等が重要課題となっている。

さて、事業最終年度（5年目）を迎えた今年は、これまでの健康生きがいのあるまちづくり“ゆに

ばひろば”の集大成として「つながろう1地域と大学」というテーマを掲げた。イベント開催日時は、

平成23年7月2日(土）午前11時から午後3時半までで、開催場所は久留米大学御井学館3階大ホー

ルおよび同館2階ラウンジであった。イベント当日の午前中には「まちづくり講演会～地域と共に歩

む久留米大学～jというテーマで元久留米大学学長の薬師寺道明氏による講演会が開かれ、地域に育

てられ、地域と共に歩んできた久留米大学の歴史や、地域と大学とがより一層つながり合い、そして

協働していくことの大切さなどについての講話があった。また、午後からは地元御井町にある幼稚園・

保育園、小学校、中学校、高校、大学の子どもから学生までが参加するステージイベント「みんなつ

ながるステージイベント和と輪をワァーッと！」を行い、小さな子ども、小中学生、高校生、大学

生、シニア、ボランティアなどの多様な立場の人々がつながる、絆づくりの機会となった。さらに、

子ども遊び広場では、学生や地域ボランティア、シニアが中心となって、プールボールや紙飛行機、

風船アート、お手玉、剣玉、竹とんぼづくりなどを行い、子ども、大人をいとわず、遊び広場に参加

した者たちは童心に帰って遊びを満喫し、心に豊かさを取り戻していた。

なお、以下に、第5回健康生きがいのあるまちづくりの主催・共催・後援団体の一覧とイベントで

使用したポスターを示す。

亘g酉＝奇皐通ある立ちづくり一
型第5回健康生きがいのあるまちづくりの主催・共催・後援団体
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久留米市、久留米市教育委員会、久留米市社会福祉協

議会、久留米市生きがい健康づくり財団、久留米市御

井校区まちづくり振興会久留米市消費者連絡協識会、

久留米市子ども会連合会、高良大社、NPO法人子育て

支援ボランティアくるるんるん、久留米大学文学部・

経済学部．法学部・商学部、久留米大学KOS、久留米

大学KVec、久留米大学BBS、西日本新聞社、 く一み

んテレビ

後 援

(文責保坂恵美子）
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4．比較文化研究所研究員発表会

1）はじめに

2006年度よりスタートした当発表会は、本年度で第6回目の実施となりました。本年度は24名の研

究員が当研究所に所属しており、当発表会ではその内の11名が発表を行いました。研究員諸氏は、久

留米大学大学院(比較文化研究科後期博士課程）を終え、仕事をされながら研究員として活動してい

る方が多いことから、どうしても当日の発表を行うことができない方が出てきます。しかし、そのよ

うな事傭の方も本年度に実施した研究成果を予稿集に掲戦することで報告しています。予稿集は、比

較文化研究所の会議室に残部をおいていますので、ご興味のある方は、ぜひ手に取っていただければ

と思います。本年度からは1つの会場（比較文化研究所会織室）で開催しました。平成24年2月13日

(月)という平日にもかかわらず、担当教員の先生方をはじめ、各領域の院生といった多くの方々に参

加していただきました。また、各会場での質疑応答も活発に行われ、内容のある発表会となりました。
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2）発表会の日時、会場タイムスケジュール及び発表形態

①日時；平成24年2月13日（月） 10800～15：30

②会場：久留米大学（100号館3棟2F:比較文化研究所会議室）

③タイムスケジュール

（1） 9：30～9:50 受付

(2) 9:50～10:00 開会挨拶（比較文化研究所会議室）

(3) 10:00～12: 10 研究発表6演題

（4） 12：10～13：30 昼食

（5） 13：30～15 :20 研究発表4演題

（6） 15；20～15 :30 閉会挨拶（比較文化研究所会議室）

④発表形態

1人20分（口頭発表15分質疑5分）

2～3演題毎に座長を交代する（1座長： 1時間程度で時間調整）

演者の他に、座長時間係、ベル係を置く （座長、時間係、ベル係は、研究員で行う）
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3）発表演題一覧

平成23年度比較文化研究所研究員研究発表会演題一覧

グループ①10：00～11 ：00

座長：篠倉大樹 時間・ベル：王彦風

発表者発表演題時間

橋口公子西行歌における「心なき身」の解釈について10；00～10；20

何 啓華明治中期における国語教科書から見る絵図10：20～10：40

福岡県における特別支援教育体制整備等状況に関する

研究
ポドリヤク・ナタリヤ10？40～11 ：00

グループ②11 ： 10～12： 10

座長；橋口公子 時間・ベル：何啓華

発表者発表演題時間

近代期の筑後地域における酒造業と地域インフラに関

する－考察
高木恵・篠倉大樹11 ： 10～11 ：30

王 彦風日本と中国大学生の消費生活に関する考察11 ：30～11 ：50

グリーン電力が人間による影響分析と改善策探索
一中国内蒙古「平ら山」風電場を事例に－

阿 思根11 ：50～12： 10

グループ③13：30～14： 10

座長？羽山順子 時間・ベル鷺陳宥蓉

発表者発表演題

大学と高齢者の生きがいづくり

一大学、市民団体、地域団体の関係性に注目して－

時間

藤島法仁13：30～13；50

集団同一視に対する所属集団の思い入れと自己認識へ
の重要度の影響

赤須大典13；50～14： 10

グループ④14：40～15：20

座長：藤島法仁 時間・ベル；赤須大典

発表者発表演題

禁煙がいきいき度におよぼす効果

時間

羽山順子14；40～15：00

陳 宥蓉日独米の今後の環境・エネルギー政策に関する考察15；00～15：20

(文責大西良）
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5．日誌（2011年度）

2011年(平成23年）

4月20日（水） 比較文化研究所運営会議

4月27日（水） 比較文化研究所会議

6月16日（木）比較文化研究所運営会議

6月22日（水）比較文化研究所会議

7月2日(土）第5回ゆにぱひろば「つ

9月28日（水）比較文化研究所運営会議

11月8日（火）比較文化研究所運営会議

11月30日（水）比較文化研究所会議

12月21日（水）比較文化研究所運営会議

12月27日（火）比較文化研究所運営会議

2012年(平成24年）

1月18日（水）比較文化研究所会議

1月25日（水）比較文化研究所協識会

2月14日（火）比較文化研究所運営会議

3月1日（木） 比較文化研究所運営会議

3月9日（金） 比較文化研究所会識

3月14日（水） 比較文化研究所運営会議

｢つながろう !地域と大学」

※部会活動を除く
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施設・設備

比較文化研究所は、 1987年の設立当初は、旭町キャンパスの大学本館3階に設置されましたが、大

学院比較文化研究科が開設された1989年に、旭町キャンパスから御井キャンパスに移りました。その

後数回の移動を経た後、 2006年に100号館の現在の位置に移動しています。研究所の部屋は2部屋あ

り、 1部屋は会議・研究会に使用、他の1部屋は資料室および作業室として使用しています。なお、

専任所員の研究室は、 300号館にあります。

研究所の資料室には、紀元前3世紀に不老不死の薬を求めて渡来したとされる「徐福」に関する膨

大な図書が保管されています。これは、元サガテレビ副社長内藤大典氏（故人）が収集された図書で

す。現在、図書の整理を進めているところであり、この方面の研究の発展に寄与するものと期待され

ます。
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久留米大学（御井学舎）比較文化研究所案内図
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