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第２号（1993年）特集号

現代社会の子育てと社会階層―北海道子どもの生活環境調査から―

序章 現代社会の子育てと社会階層 青木 紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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アメリカにおけるスクール・ソーシャル・ワーク 青木 紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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調査ノート：貧困の世代的再生産の構造⑴―北海道Ａ市における離別母子世帯分析― 青木 紀・・・・

調査報告：札幌市における「ホームレス」⑴ 杉村 宏・佐々木 宏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第７号（2001年）

ALS障害におけるソーシャルサポート・コミュニケーション手段の利用可能性と

心理的ストレスの関係 久能 由弥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

障害児の母親の生活構造にみる特質と変化 藤原 里佐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

施設内虐待研究の視角と方法：障害者施設における虐待の発生構造についての

包括的研究枠組み 松川 敏道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

James.P.Comerの学校改革 今別府もと子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

離別母子家族と親族の援助―母親の学歴からみた階層性― 岩田 美香・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

札幌における「ホームレス」⑵―野宿者の「自立」支援をめぐって 佐々木 宏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

貧困の世代的再生産の影響に関するノート：アメリカにおける貧困研究の一端から 青木 紀・・・・・・・

第８号（2002年）

母子世帯の家計に関する研究―動向と課題― 鳥山まどか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

札幌における「ホームレス」⑶―野宿に至るまでの過程の分析を中心に― 小西 祐馬・佐々木 宏・・・・
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現代高校生の生活と性行動 鈴木 佳代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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子どもの生活条件とスクール・ソーシャルワーク 岩田 美香・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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部

中国新疆ウイグル自治区における不就学問題と親の意識―南新疆の実態― 瑪依拉 買買提・・・・・・・・・・・・・

調査報告：インドUP州Varanasiにおける初等教育に関する調査 佐々木 宏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第10-（１)号（2004号)―日米シンポジウム特集―

部：日米シンポジウム

貧困、不平等、社会的公正、―「見えない貧困」を見えるように 青木 紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

母子世帯の階層性～資源の制約と利用の視点から 岩田 美香・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バターリング国家―ドメスティック・バイオレンスの政治経済学

M.エーデルマン（訳：鳥山まどか)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「見えない」貧困と不平等―その世代的再生産 青木 紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アメリカにおける貧困の検討（E.シーガル報告の要約) 塙 朋子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本における貧困と社会的排除 杉村 宏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アメリカにおける貧困、排除、人種的・民族的マイノリティ K.キルティ（訳：小西 祐馬)・・・・・・・・・・・

部：論文

研究ノート：若年出産と学歴継続 染谷 泰代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中途障害者の所得格差が生活に及ぼす影響 諸橋 麻紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

編集後記にかえて 59



第10-（２)号（2004号)―調査報告特集―

調査ノート：高齢者一人暮らし世帯の貧困―貧困の世代的再生産の視点から―

青木 紀・石山 神二・八子 竜太・梅原加奈子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

菅原真理子・落合 宏則・塙 朋子

調査報告：子どもの生活と社会階層―北海道子どもの生活環境調査― 小西 祐馬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

母子生活支援施設の評価とソーシャルワークに関する研究 岩田 美香・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第11号（2005年）

障害のある若者の「自立」に関する考察 大田こずえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Michael B.Katsの「The Undeserving Poor」論の紹介と検討 塙 朋子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Perceptions of Poverty:Symbols in the Eye of the Political Economy

(貧困観―政治経済学的視点から見た象徴) Deborah McDowell AOKI・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

調査ノート：北海道Ａ町における高齢者一人暮らし世帯の貧困

佐々木 宏・福嶋 恒平・橋本 譲・波多野貴之・伊藤 章江・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

川村麻利子・管 洋一・佐々木仁美・佐々木奈央・山岸 加奈

母子寡婦福祉資金（修学資金）貸付制度の現状と課題に関する調査報告 鳥山まどか・岩田 美香・・・・

現代日本の「貧困観」に関する研究準備ノート 青木 紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第12号（2006年）

―論文―

途上国の貧困と教育―教育機会の不平等という論点 佐々木 宏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スリランカにおける貧困と教育

―教育費への活用を中心としたサムルディ計画の成果と課題― 山田 千春・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

意思決定要因の分析方法―日常生活構造との関連 白石 淳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会的不利の偏在化と障害児に関するノート 藤原 里佐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

―資料紹介・調査報告―

アメリカ人の価値観と貧困観に関する世論データ分析の紹介

―Achieving the American Dream:A Meta-Analysis of Public Opinion Concerning Poverty,

Upward Mobility,and Related Issue― 塙 朋子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現代日本の「貧困観」に関するアンケート結果中間報告 青木 紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活福祉資金（修学資金）貸付制度の現状と課題に関する調査結果 鳥山まどか・岩田 美香・・・・・・・・・・

母子福祉資金貸付制度に関する母子自立支援員への調査結果報告 岩田 美香・鳥山まどか・・・・・・・・・・・・・

第13号（2007年）

―論文―

少年院生の「貧困と人的関わり」―Ｂ少年院を事例に― 二瓶 隆子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アメリカの貧困観 塙 朋子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

包括的支援を目指したソーシャルワーク・アセスメント

―ALS患者に対するコミュニケーション手段確保を中心に― 久能 由弥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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―研究ノート―

アイヌ民族の「見えない貧困」―アイヌ民族研究のパラダイム変換の試み― 中村 康利・・・・・・・・・・・・・・・・・

―調査報告―

現代日本の「貧困観」に関するアンケート結果報告⑵ 青木 紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シングルマザーの「貧困観」―母子生活支援施設利用者への調査結果報告― 岩田 美香・・・・・・・・・・・・・・・・・

第14号（2008年）

―論文―

子どもの経験の不平等 大澤 真平・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現代アイヌ民族の貧困 中村 康利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現代日本の「貧困観」を対話の素材に 青木 紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

障害者の「貧困観」 藤原 里佐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

―調査報告―

少年院生の生活と意識に関する調査結果 岩田 美香・二瓶 隆子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会福祉援助者の「貧困観」―母子生活支援施設職員への調査結果― 岩田 美香・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この雑誌が発刊された時、私は北大の大学院生でありましたが、その当時からを振り返ってみれば、

論文や調査テーマとともに、その時々の教員や大学院生・学部生そして卒業生の顔を思い出し、なかに

は苗字も変更になった方もおり、懐かしさとともに時の移り変わりを感じています。

創刊号の「『教育福祉研究』の発刊にあたって」には、この雑誌に「教育福祉」という「やや馴染みの

薄い言葉を冠した」理由として、二点を挙げています。一点目は、「これまで貧困研究を基礎とした社会

福祉研究にとりくんできたが、それらの成果のうえにたって社会福祉の研究を徹底して追求するなかで、

こんにちの教育問題について考えて行きたいと思うからである。……社会福祉研究を性急に教育科学と

結合するのではなくて、社会福祉研究それ自身を詰めていけば、必ず教育の問題に突き当たらざるを得

ないであろうと考えているからである」であり、二点目は、「研究室を巣立った卒業生の少なくない部分

が、社会福祉と教育の接点でかかわる領域で活躍するようになってきている。教育の分野で社会福祉の

視点を持って実践すること、社会福祉実践のなかで教育課題について考えることがとりわけ重要になっ

てきている。そのような実践を『書く』ことを通じて考えることが……私たちに求められていると思う」

とあります。

第一点目については、研究する対象が子どもと家族や障害者・高齢者など多様でありながらも、常に

社会的弱者の視点からという基軸は揺らぐことがなく今日にも引き継がれてきています。今でこそ、ス

クール・ソーシャルワークの認知と実践の広がりに伴って、「教育福祉」という科目の開講や学科・学部

の開設も見られますが、社会福祉学と教育科学の性急な結合ではない問題探求の姿勢は、伝統だけでは

なく新しさをも備えていると思われます。

今後の課題としては、上記の第二点目に掲げられていますが、卒業生をはじめとした社会福祉あるい

は教育の実践にあって、「書く」ことを通して考え、問題提起するような論文や実践ノートを掘り起こし

ていくことです。先に概観した「教育福祉研究」の執筆者も、次第に大学教員と大学院生が中心となっ

てきており、初期に見られたような現場からの報告が見られなくなっていることは寂しい限りです。

私事になりますが、私はこの３月で北大を去ることになり、この雑誌を編集するのはこの号で最後と

なりました。この雑誌に、学生として教員としてたずさわることができましたことに感謝いたします。
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ひとつの雑誌を継続して出し続けていくことは困難さもあり、特に「貧困」ということばが次第に社会

的に認識され、書店に並ぶ雑誌や書籍も多く出される中にあっては、その必要性が薄らいでくることが

あるかもしれません。けれども、時代の流れは読みつつも流されないで出版し続けてきたこの雑誌を、

これからも陰ながら応援し続けて行きたいと思います。

（北海道大学大学院教育学研究院・准教授)
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