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特集 福祉農業

地域社会と連携したガーデニング活動による大学生生活支援

林

〔キーワードJ:大学生生活支援(キャンパスソー

シャルワーク)，地域連携，ガーデ

ニング活動，当事者主体，知識マ

ネジメント

1 はじめに

自己紹介を交えながら

今回，著者は福祉農業の特集企画で執筆依頼され

たことに大変驚いているとともに，私自身が学生時

代には農学系の代表的な雑誌であった本誌に取り

上げられるテーマになったことに，時代の変化を感

じている.

著者は高機能自閉性しょうがい当事者であり，最

近，宮崎県内にある成人発達しょうがい当事者会の

活動にかかわりを持っている状況である.1999年に

地元である大阪府立大学大学院農学生命科学研究

科の修士課程を修了した時に，就職難の中で縁が

あって知的障害者授産施設の職員に採用されたの

をきっかけに，主に介護付き有料老人ホーム関連会

社，精神科病院精神科デイケアに合計8年間勤めた.

これらの大阪府内の医療・福祉現場で勤務しなが

ら，その中で，利用者の生活を支援するためにも，

自分自身の能力向上および専門職ネットワークを

築く必要を感じ，社会福祉士と精神保健福祉土の資

格を取得した.また，介護付き有料老人ホーム関連

会社に勤務していた時に，縁があって，園芸療法に

関連する研究を行うために社会人学生として母校

に再入学し，博士(学術)をいただいた.それらの

キャリアを生かして，健康栄養学部や人開発達学部

の学生にも講義を行っている.その中でガーデニン

グ、活動を行っており，好評を得ている.

なお，この文章はしょうがいの漢字について，当

事者が傷ついてきたとの意見をお伺いしたことが

あり，法律や制度用語を除いて，あえてひらがな表

記を行う.

半南九州大学環境園芸学部 (NorioHayashil 

典生*

2. キャンパスソーシャルワークとの出会い

大学教員赴任後

2008年，園芸療法などの社会園芸学分野を担当す

る教員として，宮崎県にある南九州大学に赴任する

ときに，医療・福祉現場から離れ，教育現場に行く

ものと考えていた.しかし，キャンパスが高鍋町か

ら都城市に移転するとともに，学部改組が行われる

情勢の中，教員として赴任した直後より，様々な学

生と出会い，大学も一つの現場であることを感じる

とともに，学生の支援の在り方について，現在も悩

み苦しみながら著者なりの実践を行っている.

著者は学生と一緒に，医療・福祉・生涯学習の現

場と協働して園芸活動の実践を行っている.しかし，

高鍋町を中心に移転前に実践してきた活動現場が 4

か所あったが，都城から移動時聞が 2時間以上かか

ることもあり，全ての活動現場から撤退するととも

に，都城で新たな活動現場を探す必要があった.特

に，当時の 4回生の学生には興味のある活動現場の

担当者を紹介し，活動を立ち上げるように話し合い

をお願いしたが，学生が自ら動かなかったため，全

く進まない状況になり，結局，当時の 3回生と著者

で活動現場を立ち上げて活動を始めざるを得ない

状況で、あった.移転直後より，活動現場の職員から

学生に関して様々な相談が寄せられるようになり，

現在もその状況は変わっていない.

また，著者自身は，社会福祉系や農学系および工

学系などの文系や理系を問わずに，幅広い分野の学

内外の大学教員・職員と議論を行ってきた.その中

で，大学の保健室の保健師や臨床心理士といった学

生支援の専門家だけの取り組みではなく，学生本人

や家族および大学教員・職員といった学生支援の非

専門職との大学内での協力，さらには地域社会と大

学外で協力しながら取り組む枠組みを構築するこ

とが，よりよい学生支援を考えるために必要である

と強く認識し，いろいろと実践してきた.また，悩

み苦しみ，いろいろと議論しながら，実践していく
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中で，キャンパスソーシャルワーカーネットワーク

を知り，そのネットワークに参加して情報交換を行

いながら進めている.

さらに，様々な学会で大学生の生活支援に関する

シンポジウムが開催され，学生支援が議題になる状

況があるなど，日本全国の大学において，発達しょ

うがし、や心の病としょうがいを持ち合わせている

学生や，勉学に意欲がわきにくい学生等といった支

援が必要な学生もいる状況であり，活動現場および

地域社会にもその実情について理解していただく

必要性を感じている.

その中で，地域社会と連携しながら園芸・造園活

動を生かして大学生の生活支援を試みており，いろ

いろと難しいものの，少し明かりが見えてきた部分

があるので，この場を借りて紹介する.なお，この

文章は，南九州大学倫理委員会の了承のもとで研究

を行い，それに基づいて発表するものである.

3 高齢者分野

高齢者分野に関して，高鍋キャンパス時代は，介

護老人保健施設とデイサービスおよび精神科病院

認知症病棟を対象に実施してきた.しかし，学生の

卒業研究で興味のある分野が，児童やしょうがい者

および地域分野が多く，現在都城キャンパス周辺で、

行っている高齢者分野は特別養護老人ホームだけ

である.著者自身，この現場はかなり大学の取り組

みに理解を示しており，卒業研究を進めやすいとこ

ろだと考えているが，自ら望んで高齢者を対象にし

たいと希望する学生が少なく，他の学生が選んでい

ないので行く，といった事情がある.また，この現

場にて 4月から 8月まで園芸療法実習を実施してい

るが，この事前説明会では，児童に興味を示す学生

は多いものの，高齢者に興味を示す学生は少ないの

が現状である.

この施設は施設方針として，パーソン・センター

ド・ケア(利用者一人一人を大事にしたケア)の実

践をあげている.利用者一人ひとりのケアプランを

明確にし，本人および家族の要望に沿った個別ケア

に努めるとともに，各ユニットでの生活の在り方を

検証しながら，より家庭に近い環境作りに配慮して

いることを目指している.また，圏内外の活動もユ

ニット毎に計画し，個別のニーズ、に合った活動を積

極的に取り入れ，変化と潤いのある暮らし向きを重

視した生活の提供に努めている.

そのため，園芸活動は施設の方針であるパーソ

ン・センタード・ケアを軸にして，利用者と学生が

園芸活動を通じて楽しく交流できるようにプログ

ラムを考え，実践してきた.また，前期の園芸療法

実習では，その施設に実習で来られる看護師志望の

学生や，歯科衛生士志望の学生，介護福祉土志望の

学生と一緒に実習を行う.実習終了後に学生と現場

職員および教職員との間で意見交換会を行い，活動

内容の改善に努めてきた.なお，後期には研究室活

動を毎月 1，2回のペースで行い，同様の形式で意

見交換会を行っている.

また，施設長も含む現場職員と教員，大学教職員

による意見交換会も行っており，実習の 1年目には

利用者に関する内容の議論を行ってきたが 2・3

年目は学生に関する内容の議論が多くなっている.

最近感じることは，重い認知症がある利用者でも学

生よりも園芸や造園の腕があり，コミュニケーショ

ンが取れるので，園芸活動になると非常に生き生き

とされる姿が見られる.著者は，学生に「利用者か

らいろいろと教えてもらいなさいJと機会があるた

びに指導するようになった.また，利用者自身より

常に新たな要望が出ており，その要望に応じていこ

うと努めている状況である.

その中で、行ってきた一つの取り組みとして，学内

の実習で車いす利用者用プランターを試作し，園芸

療法実習で活用した事例がある.作成したプラン

ター作業台を用いて実習した結果，以前の実習で，

プランターを用いた実習で作業がしづらいと話さ

れていた利用者より，プランター用作業台は使い勝

手が良いと話されるなど良い評価が得られ，日常生

活でも使用したいとの要望で，自分の部屋のすぐ外

にプランター用作業台を設置される姿が見られた.

ただし，車輪がついていないので，身近なところ

に置きたい場合に，すぐに移動がしづらいことや，

屋外に置いた場合に水抜き穴より流れる水の対処

方法について課題があることが明らかになった.ま

た，利用者より円形の寄せ植え鉢や根菜類を育てた

いとの新たな要望が出されるといった状況が見ら

れた.

4. しょうがい者分野

しょうがい者分野に関して，高鍋キャンパス時代



林:地域社会と連携したガーデニング活動による大学生生活支援 107 

は，知的障害者授産施設，障害者支援事業所(就労

継続B型)および精神科病院精神療養病棟を対象に

活動を実施してきた.最近，障害者自立支援法が施

行され，従来のサービス体系が大きく見直されると

ともに，平成 19年度から「工賃倍増 5か年計画J

が開始され，しょうがい者の就労支援の充実が図ら

れている.しかし，就労者数は徐々に増加している

ものの，平均工賃は低く，経済的な自立は難しい状

況である.しょうがい者支援事業所自体が福祉的価

値だけではなく，経済的にも自立をしていく，ある

いは地域に聞かれるという方法を考え出さなくて

はならない状況に直面している.

それを打破する一つの方法として，農産物加工・

販売も含めた農業が期待される中，都城キャンパス

移転直後から様々な障害者支援事業所より相談が

寄せられるものの，ある活動現場の職員が大学での

学生の花壇管理作業の実習風景を見られた後に，私

が所属している活動現場の利用者の方が学生より

もよく働くと話をされるぐらい，厳しい現状がある.

その結果，都城キャンパス周辺で、は障害者支援事業

所(就労継続 B型)のみ実施しており，コミュニティ

ガーデン活動を通じて，あいさつなどの就労に必要

な基礎的な技能習得および地域社会とつながるこ

とを実施している.卒業研究でしょうがい者に興味

のある学生がいるが，活動現場の利用者が学生の様

子を見て，学生のことを心配したりする場合と，利

用者が学生と打ち解けて一緒に活動する場合が見

られる.

利用者と学生が話し合う中で，利用者が作りたい

コミュニティガーデンについて話し合った結果，コ

ミュニティガーデンは常に制作途中で，常に新しい

考え(アイデア)を利用者と学生の意見で出し合っ

て，作っていくガーデンにすることになった.また，

利用者と学生との話し合いの結果，みんなが集える

空間づくりのーっとしてバーベキューコンロの制

作，癒しのひと時を過ごすためのーっとしてクリス

マスイルミネーションを実施することが決まり，利

用者と学生が一緒に準備および実施した. 2011年

12月にクリスマスイルミネーションを行い， 2012 

年2月にはバーベキューコンロ完成記念パーティー

を実施した.現在は，芝生を年中緑にすることや，

ビオトープづくりを試みている.

2012年 1月にアンケートを実施したが，おおむね

肯定的な意見が見られた.また，コミュニティガー

デン作成以前には，現在コミュニティガーデンに

なっている同じ場所で利用者がくつろぐ姿が見ら

れなかったが，現在，利用者の方がくつろぐことが

出来るようになったとの話をお伺いした.また，隣

接する同じ法人の支援事業所の就労継続 A 型の利

用者からも，参加してみたいとの希望やコミュ二

ティガーデン活動に関する提案が寄せられるよう

になった.

地域住民にもコミュニティガーデンの存在が知

られるようになり，木材などの材料提供などの協力

が得られやすくなっている.また，利用者と学生と

が話し合いながら，野菜や花の種まきから栽培を経

て，利用・収穫までつなげる活動も行い，現在もコ

ミュニティガーデ、ン整備事業を行っている.

その中で観察されたこととして，利用者が園芸活

動に興味があるかないかによって，園芸活動時の発

言や行動に違いがあり，それが活動にも影響してい

る.特に，利用者本人が思っている能力と実際の能

力がかけ離れているのに気付いていない場合が難

しいと感じている.利用者自身が園芸に興味がある

場合は，学生と一緒に話し合いながら進めていくこ

とが出来るとともに，利用者の方が持ついいところ

を発揮することが出来る.しかし，利用者が園芸に

興味がない場合，活動を実施していくのに難しいと

ころがある.

例えば，そのガーデンにある花壇を植える花を種

から育てようということで，種まきを行っていたが，

ある利用者が最初は著者や学生からの話を聞いて，

丁寧に行っていたが，途中から相撲を取るときの塩

をまくような形で土や種を扱う行動をとられ，その

結果，花の芽自体が出なかったり，ある特定のとこ

ろに花の芽が集まったりした.

しかし，そのような状況でも，ポット上げした植

物を他の活動現場や学生の実習で、使ってもらった

りすることで，地域とのつながっていることを話し

たりすると，喜んでおられる姿が見られた.

このように，利用者一人一人状況は異なっており，

作業をお願いするときは，同じ内容でも利用者ごと

にお願いの仕方に工夫する必要がある.今後，知的

しょうがいも含む発達しょうがいや精神しょうが

い者の当事者には，情報伝達方法のユニバーサルデ

ザインおよび心理社会的サポートシステムも含め
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たジョブコーチングシステムの開発が優先される

と考えられる.

5 児童分野

児童分野に関して，高鍋キャンパス時代は小規模

児童養護施設を対象に実施してきた.特に，この分

野は興味のある学生が多く，現在都城キャンパス周

辺の学童保育2か所，特別支援学校で実施しており，

過去に発達しょうがい児子育てサークルも行って

いた.なお，この活動が中止になった理由は，子育

てサークルが借りていた活動場所が地主の都合で

使用できなくなり，代わりの場所を探していたが，

見つからなかったためである.また，地元の児童自

立支援施設や児童養護施設に著者が園芸活動の相

談に行くこともあった.

しかし，興味のある学生は多いものの，学生自身

の能力が高くないと児童分野で園芸活動を行うこ

と自体が難しいと最近感じている.最初，小規模児

童養護施設の活動を始めた時は，著者自身，今まで

と違った雰囲気に衝撃を受け，児童養護施設独特の

ものかと思ったが，最近ではしょうがいの有無や社

会状況を問わず，児童に共通するものだと考えてい

る.その最初の衝撃を受けた小規模児童養護施設で，

同じ学生が 2年間でほぼ隔週 l回 1時間のベースで

園芸活動を行っていた.著者が社会福祉関連研修に

参加した時に，児童養護分野の大学教員にその話を

したところ，逆にどうしたら長く続けることが出来

るかと質問された.その教員によると，児童分野で

は福祉・教育系の学生の実習希望の人気が高いが，

実習前後を含むトータノレな指導をしっかり行わな

いと，学生自身実習を断念してしまうとのことであ

る.その後，いろいろと児童分野の園芸活動に携わ

る中で，このことは十分に納得できる状況である.

その理由として，高齢者やしょうがい者分野の園

芸活動は多少なりとも興味や経験があるので，どん

なにしょうがいが重いグループ。で、も活動に参加し

てくれる.しかし，児童分野の場合，子ども達の生

活から園芸活動の興味や経験を導き出せる場が少

なく，何もない中で園芸活動に参加するのは難しい

のではないかと考えている.

確かに都城市周辺地域は農業地帯であるが，中山

間村地域にある学童保育の職員より要望があり，子

ども達が農業や園芸の経験が少ないので，園芸活動

でいろいろと体験させてほしいとのことであった.

このように，全く経験がなく，興味がわきにくい状

況で園芸活動を進めるにはかなりの工夫が必要で

ある.つまり，声掛けの方法や具体的に手順を示す

などの子どもの立場に立った指導を行う必要があ

り，児童分野の難しさを感じているところである.

以下に具体的な内容を紹介する.

(1)学童保育

学童保育の活動は月に 1，2回程度，主に小学生 l

年生から 3年生を中心に 1時間程度，子ども達を中

心に家族が参加される形式で行った. 1つは小学校

横にある児童館であり，もう 1つは保育所が運営し

ているところである.なお，児童館の紹介で 1度

だけ別の小学校内にある学童保育で活動を行った.

また，同様の流れで，他の地区の子育てサークルか

らも寄せ植えワークショップの依頼があり，準備を

行っているところである.

活動内容は，園芸系の活動，クラフト系の活動，

園芸系とクラフト系を組み合わせた混合活動の3つ

に分けられる.園芸系の活動としては，野菜の栽

培・収穫，花壇整備，緑のカーテンづくりなどを実

施した.クラフト系の活動では，ハーブ石けんやド

ライフラワ一作りなどを実施した.園芸系とクラフ

ト系を組み合わせた混合活動では，芝人形作りなど

の活動を実施している.また，活動現場の要望に基

づき，野菜を育てて食農教育につなげていく活動を

行っており，最初は畑を踏み荒らしていた子供たち

が，野菜を収穫して食べる体験を経ると，畑で世話

をするようになり，最近ではソパ，ムギおよび陸稲

といった作物や，ラズペリーやキンカンなどの果樹

も育てている.

実施した結果，明らかになった部分は以下のとお

りである.

子育て支援分野における共通する特徴として，①

活動に使用するもので遊ぶなど予想外の行動をす

るが，子どもの気持ちを受け止めながら，話をする

と理解してもらえるようになる.②作品を作る作業

では個性が出る.③作業の終わった子どもが作業を

している子どもの周りを走りまわるなど，子どもの

活動の進め方が幅広い.④その時の気分によって途

中で飽きたり，手が止まったりする.

また，注意すべき点として，①動く紙芝居や植物

の生育カレンダーを作成して，子ども達に見せなが
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ら説明する等，司会の話を聞いてもらえるように仕

向けていく必要がある.②参加人数が多く，小学校

低学年(l~3 年生)が多くなると，子ども同土のト

ラブツレが見られるので，職員の協力を得ながら，注

意して活動を進めていくとともに，子ども達の良い

ところをほめていくことでトラブルを減らしてい

くことができる.③親子で一緒に作品を作ったり，

子どもが親に育てた植物を見せに行ったり，出来た

作品をプレゼン卜することで交流を深める姿が見

られ，親子同士の会話が進んだ事例が見られた.

今後の課題として，①大学と関係者とのつながり

を深めるために，活動後にみんなで一緒に遊ぶなど

子ども達との交流を行うとともに，団体の行事に参

加するなど学生と職員・担当者の方との連携・交流

を深める(常に反省会を行うなど).②活動の進め

方に更なる改善を行う必要があり，ある程度のルー

ルを決めて守ってもらう(使用する道具に数に限り

があるときは使っていい個数を決める，怪我をする

恐れのあるものを使用するときはあらかじめ注意

をするなど).③子ども達の活動で危険を減らして

いくためにも，活動中走りまわっている子どもや活

動に途中で飽きてしまった子どもに一度別の部屋

に行ってもらう(学生も行き一緒に遊ぶなどの対応

を行う).④途中で飽きる子どもが見られ，職員と

の意見交換の中で，活動内容が難しすぎたことも考

えられるので，準備をする際に難しいところはあら

かじめ手順を確認して実施する必要がある.などが

考えられる.

(2)特別支援学校との連携

これはキャンパス移転時の学生の要望で，特別支

援学校で行いたいとの内容から始まっている.しか

し特別支援学校と連携することが難しく，ようや

く発達しょうがし、児子育てサークルで活動を行う

ようになった.

活動は子育てサークルの都合に合わせて，指定さ

れた土曜日の午後 2時からの 1時間，子育てサーク

ルの拠点にある場所の庭を用いて野菜を栽培する

とともに，寄せ植えづくりや植物を用いたクラフト

づくり等も実施した.

また，活動は発達しょうがい児本人だけではなく，

親や姉妹・兄弟など参加できる家族の方々も参加し

ていただいた.活動現場の方々よりわかりやすい資

料展示の方法などのアド、パイスをいただいたりし

ていたが， 2年後，活動現場が借りていた場所が家

主さんの都合で借りることができなくなり，活動自

体が中止になった.

しかし，活動を開始して 1年後に，この活動が縁

となり，地域にある特別支援学校より中等部の学生

にスイカを育てさせたいとの要望があり，それに応

じる形で，著者や大学生と一緒に中等部の園芸活動

の野菜の栽培指導を行うようになった.できた作物

は，介護等体験やボランティアで来られた大学生と

一緒に文化祭で販売するだけではなく，近所の保育

所におすそ分けしたりする活動を行っており，それ

を受け取ってくれた方々から感謝の言葉をいただ

しγ亡し、る.

6.地域社会分野

地域社会の分野は，都城キャンパスに移転してか

ら活発に行われている.これは都城市民などの周辺

地域住民が大学に期待をかけている証拠である.地

域住民との交流で学生が成長する姿が見られ，かな

り楽しく実施できるが，学内外との連絡調整や活動

準備や片づけを行うのが大変な分野である.

(1)キッズボンパク

都城市の第三セクターである都城まちづくり株

式会社が，大分県別府市の地域づくりイベントに刺

激を受けて，都城盆地博覧会という名の地域を知っ

てもらい，地域づくりを行うイベントを開催してい

る.2010年より，都城まちづくり株式会社から大学

を通じて依頼があり，著者が子供向け都城盆地博覧

会であるキッズボンパクで寄せ植えや芝人形作り

を地元の小学生や家族向けイベントとして行って

いる.今年度は合計定員が 60名のところに 100名

を越す応募があり，地元の小学生や家族の方々も楽

しく活動をされていた.

この活動をきっかけに，地域包括支援センターと

介護予防教室を開催することが出来たとともに，都

城キャンパス自体 3つの自治公民館に接している

ところに存在しているが，その 3つの自治公民館関

連団体から園芸教室開催の要望があり，しょうがい

の有無を問わず，子どもから高齢者まで園芸活動に

参加される姿が見られるようになった.

(2)地域包括支援センター

2010年から，都城市内のある地区の地域包括支援

センターおよび都城市社会福祉協議会の協力の元，
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大学のある地区に隣接する高齢者クラブと大学生

が協働し，介護予防および地域ネットワークづくり

のために園芸活動を実施した.

この取り組みは，ボランティアと専門職員が助け

合って，高齢やしょうがい等の個人的かつ環境的な

違いを問わずに楽しく過ごせる社会づくりを実施

するとともに，地域に在住する高齢者クラブ会員や

本学学生がアドバイザ一役になり，関係者の協議の

結果，介護予防および地域ネットワークづくりのた

めに以下の流れで，園芸活動を用いたワークショッ

プを 2度実施した.実施内容は， 2011年 12月に地

区公民館にてハーブせっけんづくり(目的:介護予

防ネットワークづくり)， 2月にさらに大学にて寄せ

植えづくり(目的:子どもから高齢者まで関われる

地域福祉ネットワーク形成)を実施した.

活動を行う前に，アドバイザ一役の方に技術指導

を行うために本学学生主催で実施の打ち合わせを

行い，地域に在住する高齢者に配布するチラシづく

りを行う.また，ワークショップでできた作品を，

施設に入居されている元地域住民の方々へ友愛訪

問を行って送るとともに，完成した作品を持って帰

れない参加者のために，自宅に配達する活動を行っ

た.活動終了後に反省会を行い，その中で出た意見

に基づいて改善することを試みた.その中で，地域

住民からほめられる姿が見られた.

また，その内容は反響を呼ぶとともに，地元新聞

にも取り上げられ(宮日新聞;2011年 12月24日版)， 

第2回目では関係者の協議の中で立ちあがる予定で

ある同じ地区の子育てサークノレとの連携が議論に

なり，子育てサークノレと協働した形で実施し，その

内容は地元ケープツレテレビにて放映された.その過

程で，大学の他の教職員が担当する学生に励ましの

言葉をかける姿が見られた.また， 2回の参加終了

直後に参加者へのアンケートを行い，第 l回目は 46

名のうち 41名，第 2回目は 68名のうち 60名の回

答が得られた.質問項目の内容は両方とも活動内容，

福祉サポーターとの協働，効果についてであった.

第 l回目の結果は，会話を弾ませることが出来た

などの好評が得られ，今後，花の寄せ植えや野菜づ

くりなどの植物を栽培する活動を行いたいとの要

望が見られた.第 2回目の結果は，子どもから高齢

者まで多数参加されており，参加者より活動が楽し

く参加できたとの話をいただくとともに，寄せ植え

の活動が楽しかったり，地域の人たちと久しぶりに

会えたりするとの好評が得られ，今後も同様の活動

に参加したいとの要望が見られた.アドバイザーが

教えてくれて，ありがたいとの意見があった.また，

学生からはこの活動で自分自身に自信が付く姿が

見られた.

今後，この活動が楽しく続けられるようするため

にも，地域住民の方や大学生が日常的な交流を基本

に，無理なく活動を行えればと考えている.今後も

十分な打ち合わせと準備を行うとともに，アド、パイ

ザ一役の技術が向上できるように支援し続ける必

要があることが明らかになった.また，他の地域よ

り同様の活動を行ってほしいとの依頼があるとと

もに，担当した学生が今まで進路Iこ悩んでいたが，

この活動に参加したことが契機になり，介護関係の

資格を取得する勉強を行って，介護関連の仕事を目

指し，現在も働いている.

さらにこの活動がきっかけとなり，地域包括支援

センターとしょうがい者の相談窓口である，同じ法

人の地域生活支援センターでそばを育て，地域包括

支援センターが管轄する地区の子育てサロンを対

象に寄せ植え教室を開催した.また，との取り組み

を知った，宮崎市内にある同大学の健康栄養学部管

理栄養学科の教員よりお話をいただいて，その学部

がある宮崎キャンパス周辺の住民を中心とした介

護予防教室で，多肉植物の写真立てを作成する機会

をいただいた.

(3)地域づくり活動

都城市内のある地区の地域住民が地域おこしを

目的に設立した団体が主体となり，都城市社会福祉

協議会が協力している事業の一環として実施され

た.著者がその団体より依頼された内容は，学生と

交流しながら管理しているパークゴルフ場および

周辺の整備活動であった.著者はその団体と都城市

社会福祉協議会が毎月定期的に行っている話し合

いに参加し活動内容について検討を行った.この

要望を実現するために大学内で検討を行い，大学

OBである非常勤講師も含む大学関係者の了承を得

た後に，参加したい学生を募り実施した.活動は

2012年 2月から 3月までの 5日間実施した.地区住

民および社会福祉協議会職員と一緒になり，学生 7

名，非常勤講師の造園家(本大学 OB)，技能職員 2

名および著者が，雑木林のパークゴルフ場および旧

d 
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自治公民館の集会場を中心に，ガーデ、ニングを通じ

た活動で、整備を行った.整備内容も含む活動の流れ

は，初日に学生と地区地域住民との顔合わせ， 2日

目はパークゴルフ場周辺の現場視察および学生と

地区地域住民との意見交換， 3日目から 5日目は意

見交換した内容に基づき，学生と地区地域住民と協

働しながら，整備活動を行った.

活動終了直後のヒアリングの結果，大学生および

地域住民ともに交流できたことが良かったとの回

答をいただいた.大学生より新しい発想をもらうこ

とが出来たと地域住民から回答があったとともに，

地域住民との暖かい貴重な交流が出来たことがよ

かったとの回答をいただくことができた.

しかし，特定の地域住民の行動で学生が意欲を失

し、かけてしまい，著者がその学生に対して支援を行

い，今後の活動の上で検討する必要があることが明

らかになった.なお，今年度は地域住民と学生と協

働して，クリスマスイルミネーションイベント実施

に向けて準備を行っているところである.

(4)ボランティアフェスティバル

2011年 12月に都城市社会福祉協議会より，今ま

で都城市社会福祉協議会で開催していた福祉まつ

りを，前年に起こった新燃岳の噴火や，東日本大震

災におけるボランティア活動について詳しく知っ

てもらうために，大学を通じて著者に， 2012年 3

月に大学キャンパスでボランティアフェスティパ

ルを開催するための協力依頼があった.

著者は，実行委員になる学生を探すとともに，大

学関係者にボランティアフェスティパル開催に関

して相談を行った.また，実行委員会にて，ボラン

ティアフェスティパル開催における計画案を協議

しながら，準備を進めてきた.その協議の結果に基

づき，学生主体となる園芸教室やネイチャーゲーム

など地域住民と交流できるプログラムの提供およ

び事前準備や当日参加してくれる学生ボランティ

アの募集を行うとともに，大学関係者と様々な打ち

合わせを実施した.

その結果， 2，000から 3，000人の地域住民が来ら

れるとともに， 30名近くの学生ボランティアの参加

があった.地域住民および学生より次年度も開催し

たいとの要望があり，現在，今年の 3月の開催に向

けて実行委員会を開催しているところである.

(5)高校生の農業クラブ活動との連携

これは，著者の研究室の卒論生が教育実習である

高校にお世話になったことがきっかけで，高校の校

長先生の依頼により，農業クラブ活動にアド、パイス

を行うようになった.現在は，農業クラブの学生と

顧問の先生，著者の大学の学生と著者が一緒になっ

て活動現場で園芸活動や園芸ボランティア活動を

行っている.著者自身，高校生に指導する中で大学

生の能力を伸ばし，一緒に活動する中で経験を積ん

でほしい思いで実施している.

これらの事例は地域資源と結びついて学生教育

実践活動につながった事例であるが，大学生生活支

援の視点からは以下の課題が挙げられた.

まず，学内でもつながりにくい学生にこのような

活動に参加するように促すには教員だけではなく，

職員による促しも行う必要があることが明らかに

なり，今後も大学全体による協力体制が不可欠であ

ることが明らかになった.

また，事前に広報を行うが，終了後に初めて活動

を知ったと話す学生が多数見られ，これらの活動に

参加していない多くの学生にも，通信文などで、知っ

てもらう中で，今後もこれらの活動に興味を持って

もらえる土台づくりを行う必要が見られた.つまり，

支援を必要とする学生だけではなく，大学生全体に

もこれらの活動を知ってもらう方法を開発する必

要があることが明らかになった.

大学と地域社会との連携により，大学生の持って

いる力を発揮できたが，今後も，継続して活動を行

うことで，大学生の声なき声を代弁できるように，

また声を上げることが出来るように支援環境の整

備を行う必要がある.現在は，都城市中士会福祉協議

会内に設けられている障害者生活支援センターに，

著者が学生や学生と関係する地域住民の事例につ

いて相談しているが，今後，市役所やセルフヘルプ。

グループ。などの社会福祉協議会以外の社会資源の

開発・活用を目指し，困難事例の大学生支援に学内

の支援ネットワークだけではなく，居場所づくりの

形成等の学外の支援ネットワークにもつながる方

法を見つけていきたい.

最後に，これらの事例は学外からの依頼で行われ

たが，今後は大学より外部へ，できれば大学生によ

る提案で地域社会と結び付く活動を実施できる支

援方策を探ってし、く必要がある.そのためにも，地

域に存在する社会資源に対して，大学が地域の外に
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ある意識を少しでも感じ取り，大学が身近な存在に

なり，大学生の現状を知ってもらって連携を進める

ためにも，日常的に交流する仕組みを構築する必要

がある.

7 おわりに

誰もが満足する園芸活動を行うために

必要な学生支援について

著者や学生の取り組みは高齢者，しょうがい者，

児童および地域分野の領域と幅広いが，活動全般の

流れとして，活動日以外に植物の栽培管理や職員と

の打ち合わせを行いながら，利用者と関わってきた.

それらのかかわりも含めて，学生および著者は活動

終了後，個別に記録を作成し，記録を作成した後に，

話し合いを行い，良かった点・悪かった点を質的分

析に基づいて，抽出した.

さらに，その中で出てきた悪かった点について，

現実的に実行可能な改善策を検討して，次回以後の

活動の中で実践してきた.また，活動終了後に，利

用者の行動および発言，職員や家族などの関係者さ

らには地域住民からのコメントをいただいて，話し

合いの中でそれらの視点を取り入れた.また， 12 

月から 1月にかけて，現場職員などの関係者向けに

活動内容に関するヒアリングおよびアンケート調

査を実施し，活動現場からの意見をお伺いする流れ

で、千了った.

これらの活動の結果として見えてきたことは，①

誰もが分け隔でなく園芸活動を実施することが出

来る.②家族や関係者から否定されがちな参加者の

良い面を観察することが出来る.③大学生にとって

も活動現場自体が貴重な居場所になる.④園芸活動

時以外の日常の交流が大事である.の 4点である.

さらに大学生が活動現場に行って，大事にしていき

たい 6つのポイントを現在のところ考えており，今

後も改良しつづけていくことが大事である.

(1)相手の立場にたって行動し，自己中心的に行

動しない.自己中心的に行動していくと，活動実施

中に行き違いが生じ，そのため活動前から学生に心

の余裕が無くなってしまった事例があった.その後，

学生同士，活動前には，思っていることをよく話し

合うことを試みたが，学生同士のコミュニケーショ

ンが悪い場合があり，話をしたり，一緒にご飯を食

べに行くなどして，普段から交流を深める必要があ

るものの，交流自体，拒否される事例が見られた.

今後，チームの方向性がまとまりにくい状況の中で，

園芸活動を行う手法を開発する必要がある.

(2)学生はあまり手を出さず，相手が動きやすい

ようにする.特に準備や片づけを利用者の方に意識

づけして行うことで，真剣に活動に取り組むことが

できる.さらに，利用者がこれから作るものへのイ

メージ，関心，意欲などを出しやすくするために見

本を複数作り，写真やホワイトボードを用いて視覚

的に訴える工夫を行う.活動を行う学生および著者

全員が手順や注意点を共有することで，利用者に理

解していただいた上で，利用者の横について説明し

ながら一緒に活動することで，相手が動けるように

なる.さらに，職員や家族などの関係者や地域住民

にも活動の方法をわかりやすく伝えることで，利用

者が参加しやすくなるように工夫した.

(3)表情を豊かに，明るく振舞う.これは高齢者

の場合，不安などの負の感情が表に出にくいが，児

童の場合，喜びや不安などの全ての感情を行動や表

情など，体全体を使って表すという特徴が見られる

ためである.また，経験や興味がある場合，集中力

が持続し易く，最後まで活動を行おうとするが，経

験や興味がない場合，集中力が持続し難く，一旦他

のものに注意が向くと作業が止まり，そちらに夢中

になる場合がある.場合によっては，ある児童が作

業行っている横で別の児童が走り回っているとい

う事態が生じることもある.その場合，利用者の感

情を受けとめながら，学生や著者はそれをコント

ロールして，長い時聞をかけて粘り強く対応する必

要がある.

(4)危険や問題がないか常に注意をし，自分自身

の体調管理もしっかり行う.特に，植物と人間と 2

つの不確定要素が関わってくるため，利用者(場合

によっては関係者や地域住民も対象になる)や植物

および活動内容について十分に調べたり，相談する

必要がある.その結果，様々なコミュニケーション

の輸が広がり，利用者から信頼関係が得られる.ま

た，利用者や地域住民から信頼関係が出来ると学生

自体の迷惑行為が減ることが明らかになり，大学生

の生活支援にも役立つ可能性を示すとともに，生活

支援の必要な大学生が実践を行う中で，地域社会か

らの支援方法を探っていく必要があることが明ら

かになった.



林:地域社会と連携したガーデニング活動による大学生生活支援 113 

(5)敬語や丁寧語を使うように心がけ， Iありがと

うJIお願いします」の声かけはしっかりと行う.

名前には I~さん」などの敬称を必ずつける.特に，

決して上から目線ではなく，常に敬語で利用者に接

することで，難しい方言で話されでも，その方言に

ついて質問するなど，しっかりと対応できる.同年

代の利用者がいても，利用者と学生の立場をしっか

りとわきまえた上で，親しみを込めて接していく必

要がある.特に児童の場合はお兄さん，お姉さんと

して利用者を誘導するために言葉がけ以外に，服装

などにも気をつけていく必要があり，この場合でも

常に丁寧に対応して，児童の見習うべき模範になる

ように努めていく.

(6)活動現場の方針に従って活動を行うこと.特

に個人情報(名前や年齢，趣味など)はむやみに他

の人に話さず，写真は本人を特定できる部位を写さ

ないだけではなく，記録作成や活動報告を行う上で

も慎重にしておく必要がある.さらに，活動日以外

に一週間に一回は施設に顔を出したり，行事に協力

するなど，職員・他の学生・教員とこまめな連絡を

とることで，地域住民などから様々なご協力をいた

だけで活動内容がより豊かになるが，学生自体が日

常管理も含めた園芸活動以外に興味がない場合に，

連携が取りづらい部分が生じており，学生や関係者

に対する意識づけをしっかりと行う方法を検討し

ていく必要がある.

このように，園芸活動を行うこと自体が組織にお

いての知的資産，財産と見なされるのではないかと

考えに至った.特に園芸活動にとって価値のある情

報は，様々な文書や書物，研修やインターネットな

どにより文面で得られる事もあり，同じ組織の職員，

関係者，あるいは別の組織および利用者・地域住民

から得られるヒアリングや視覚などを使った観察

で得られることもある.

しかし，誰もが満足する園芸活動を行うためには，

得られる情報に基づいて知識を巧みに取り扱い，収

集・共有・活用し，新しい価値を創造するという流

れが必要であるが，実際，卒業論文の指導を行う中

で気づいたのは，実践者によって，この流れを作り

出せる能力差が大きいとし、う状況である.

特に，園芸活動の実践現場に置いて同じ内容で説

明しでも，説明する人によって静かに聞けることや

聞いていて楽しく，解りやすい場合もあるが，違う

人が説明すると難しく，解りにくく，つまらなくな

ることがある.その例として，学童保育で花壇に花

を植える活動を行うときに，学生が作った説明ボー

ドが小さすぎるのと，学生の声が小さすぎて，子ど

も達が話を聞かずに他の活動を行うという事態が

生じてしまった.

このように，著者が考えてきた 6つの注意点のよ

うに，植物に関する知識，話の進め方，手順など，

言葉や図表で表現され，たやすく伝達・共有できる

知識を明白で，具体的で、かっ形式的に体系的な部分

の作成を行ってきている.しかし，園芸活動そのも

のが主観的，直感的で，個人の行動，経験，理想，

価値観，感覚，信念のような個人的なわざ，コツな

ど言葉で表しにくく，形式化しにくいもの，他人に

伝達して共有しにくい暗黙知の部分を多く有して

いる.今後，話す方法や，相手の反応を読み取る方

法およびその対応を実行できるようになる動機づ

けの方法などの技術的側面と，その前提としての自

分が目指す方向性に関わる認知的側面の暗黙知を

明らかにし，共有できることで新しい園芸活動手法

などの知識が生まれ，知的価値が創造されていく重

要な点につながると考えられる.

暗黙知を形式知に持っていくためには，組織のメ

ンバーの考えている事や経験，人柄など(暗黙知)

を会話や議論などで共有化したり，優れた経験を作

業マニュアルなどの形の形式知に変換して広く伝

えたり，情報共有するといった表出化を行う必要が

ある.さらに，マニュアノレにかかれている形式知を

組織構成者一人一人の知識として習得し身につけ

る中で，言語化された知識を，既存の知識や情報と

組み合わせて確実で、新たな形式知として組み立て

る連結化および，そのように確立された形式知を自

らの内面に取り込み，新しい暗黙知として自分自身

に身に付いた技能へと発展させていく内面化を行

う必要がある.

このように，言葉に出ていない部分の知識や情報

との連結や整理が必要になることが明らかになる

とともに，現場での適用の繰り返しと経験によって，

活用する側が改良を行う必要があることが明らか

になった.このように，外部からもたらされた知識

を現実に利適用し，現場での新たな士夫を取り入れ，

その組織にふさわしい知識を創造してゆく過程が

必要であるが，人材的な問題が生じる.
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つまり，組織レベルと同時進行で，自己啓発，能

力開発，人間的成長を行う必要があり，活用できる

人材育成を行う必要がある.そのためにも，個人が

知識を創造・蓄積するのを支援し，それを活用する

グループが活動しやすい環境を提供する必要があ

り，著者はその調整を行っている.

つまり，組織も同様に自らのめざすところと使命

をはっきりさせ，それを構成員に示し，一人一人が

積極的にコミットしていく意欲を育てることで，計

画実施評価が可能になると考えられる.

しかし，ピラミッド型の中央集権的な命令実行シ

ステムでは，個人の豊かな創造性を発揮させるのは

難しく，フラットなネットワーク組織によって，各

人が自由に判断し，実行できるような環境が可能に

なる.閉ざされた情報環境の中の組織では自らの活

動に行き詰まりを感じ，組織の限界に気付く事例が

あり，連携が必要で、ある.

学生と一緒に活動を行う中で，当事者や関係者の

いいところを発見し伸ばしていくことを中心に

行っているが，特に当事者と関係者との意見が異な

る場合がある.学生が当事者の意見をお伺いして取

り組んだとしても，関係者がそのことを否定すると

いったことで学生が活動に参加しなくなるなど苦

労することになり，私自身，その調整に苦労すると

ころである.

著者自身非常に悩んでいるところであるが，関係

者の行動が一種のセルフヘノレプグワレープである活

動現場への極端な介入を生み出し，活動現場と対立

しなし、かどうか悩む状況が出てきた.つまり，当事

者と関係者が対等な関係を築けずに，依存的な関係

になり，当事者を支配し，当事者の能力を発揮する

ことを妨げているので、はないかという悩みである.

特に卒業研究で行う場合，その壁に突き当たるこ

とが考えられる.実践者である学生に一方的に偏っ

た負担となり，活動現場と実践者との聞にメリット

感に不公平が存在すると，良い活動が実現できない.

しかし，費用を極力抑えがちになる現場が多い現状

で，これが誠意をもって改善する努力の実現を阻害

する要因になると考えられる.

これは学生だけではなく著者自身にとってもか

なり難しいことであるが，苦情，要望，意見といっ

た外部からの良くない情報を積極的に収集し，改善

を考える.つまり，いろいろなことを考えて対応で

きる柔軟な組織にしていかないと，活動内容の改善

を行うことは困難になると考えられる.

利用者の要望を優先することは，一定のルールや

前例で硬直しかけた組織との聞に不安定なゆらぎ

を生み出し，実践者にとって大きな悩みになると考

えられる.しかし，著者はこのゆらぎに真正面から

取り組むことで，知的枠組みの変革を引き起こし，

逆に新しい創造的な知識を生み出すプロセスを経

ることによって，質的な向上をもたらすことが考え

られる.つまり，一定の枠に満足し，硬直した人材

やサービスを容認し続けるのでなく，既存の前提に

常に疑問をもって考え直し続ける必要がある.実践

者から活動現場にお願し、しないと，誠意をもって改

善していくことが難しくなる.

しかし，園芸活動における知識マネジメントの実

現は難しいと考えられる.その理由は，情報共有の

ゴールが見えづらいことと，共有すべき情報の多様

性および情報マネジメントの組織の在り方である.

まず，情報共有はそれまでにある情報を知らなかっ

た人にその知りたい情報を知らせることであるが，

最終的なゴールがない状況である.利用者の要望に

は限りが無く，情報共有を実施して，例えば「好き

な植物を育てたい」というひとつの要望を満たした

瞬間には，次の要望が生まれる.あるいは組織の場

合，ある利用者の要望を満たした次の瞬間には，そ

の情報に基づいて他の全員にも要望を満たしたい

という事例も出てくる.つまり，この要望をかなえ

ると，次により高度なものや広い範囲での情報共有

に関する要望が表出する.組織における情報共有は

常に進化し続けるものであり，理想を追い求め過ぎ

ると時間の浪費に繋がる可能性が高くなる.また，

現時点の姿とあまりにもかけ離れた理想を最初か

ら追い求めると途中の過程がおろそかになり，園芸

活動が失敗する恐れがある.

つまり，活動現場の多くの目標が直接的に得られ

にくい部分があり，費用対効果がわかりにくいので¥

適切な費用を明確にするのが難しく，費用が適切な

水準でない場合に，どのような努力水準が実現する

か確認する必要がある.このことは低い費用で、行っ

た場合，双方がより低い努力で満たされるが，費用

が高すぎると活動現場の努力が少なくなる一方で，

実践者の努力が多くなり，活動自体が負担になる場

合がある.
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それを打破するためには，当事者や関係者の事情

を優先し，地域に根差した様々な活動現場との協働

や実践が求められる.つまり，専門職が長期的な視

野を他の人と共有できずに，様々な人が異なる視点

で場当たり的かっ断片的な援助を行うと，当事者自

身を混乱させる可能性があり，常に意見をお伺いし

ながら，方針を統ーしていく必要がある.

著者が学生に求めていることは，当事者と関係者

の両面を少しでも理解し，当事者や関係者が持って

いるいいととろや生活のしづらさを理解するため

に，より積極的に活動現場と連携することである.

つまり，当事者や関係者の立場を理解しながら，当

事者主体の立場に立ち，いいところを発揮し，生活

のしづらさを支えていける活動現場への支援の位

置づけを明確にすることが求められると考えられ

る.

また，組織の中で共有，流通させて効果のある情

報は多種多様であり，そのような情報は活動現場の

組織，業務，風土その他の事情によって都度異なり，

これは幅広い分野での園芸活動実践の中で見出さ

れる部分である.例えば，提案書や報告書といった

写真や文書について，活動現場によって異なる要望

を出される場合がある.また，この共有したい情報

の種類によって，それを扱うのに適したツールが変

わる.例えば文書であれば，文書管理データベース

やそれと連携したノウハウデータベースである.属

性的情報の場合には，表計算ソフトなどのまた違っ

たデータベースが有効である.新しい活動を考える

ときには，柔らかいプラットフォームを提供するこ

とで，利用者の参加が活発になり，アイデア発想、や

流通の機会が多くなる.ノウハウが蓄積すると，

Q&Aシステムや FAQの整備，究極的には一般化さ

れた知識の場合，教材化した eラーニング，といろ

いろ考えることができる.

こうした方法は様々な提案があり，知識を見つけ

出す作業とそれに適したツールを探し出し，最後に

そのツールの運用方法をその組織に合わせた形で

考える必要があるが，この組み合わせがあまりにも

多様で複雑である.しかも，情報共有の仕組みは導

入して初めて組織の反応が出る部分があり，どうし

ても試行錯誤の部分は残る.従って，活動現場に入

り浸って共有に最も適した組み合わせを見つける

というのは，非常に手間と時間のかかる作業になり，

情報をどう管理していくのかに日々苦労する.

また，活動現場によって異なるだけでなく，同じ

活動現場内でも，内容が別になれば状況が変わると

ころがある.同じ活動現場の内容においても，現場

の成熟段階などで変化する.ある時にある活動現場

で最適であった組み合わせが，他のところでそのま

まではまったく使えず，結局その時々にあわせて都

度検討し直さなければならない部分が多くなる.情

報共有や流通の試みは常に新しい組み合わせを追

うことになり，いつでもどこでも新しい組み合わせ

を試し，たとえ良い組み合わせが見つかったとして

も，更に良い組み合わせが無いかを捜す必要に迫ら

れる.

園芸活動の知識マネジメントを行う場合，活動現

場の在り方について考える必要がある.まずは，暗

黙知である知識を形式知の情報に転換して，システ

ムなどで扱える形式にする必要がある.つまり，活

動現場の関係者の頭の中に眠る知識を表出させて

情報に変換する部分と，既に表出している情報を収

集してくる部分にも分けられる.次に，情報を単に

貯め込むだけではなく，情報の重要度や内容によっ

て分類・評価し，古い情報は適時にメンテナンスを

行って更新・削除するなどといった適切な管理を行

う事が重要で、ある.

情報と人とを結びつける必要があるが，情報発信

側にたって，重要な情報を必要なメンバーへ届ける

配信と，情報受信側にたって，欲しい情報のありか

へそれを求める人を誘う誘導の2つのアプローチが

あり，上手に活用する必要がある.このような知識

マネジメントを行う上で，情報収集・管理・活用を

行う方法は組織の在り方に影響される.

しかし，活動現場でこれまでに蓄積されてきた情

報が届いていない組織では，現在までに蓄積した情

報が陳腐化しないように，更新やメンテナンスの仕

掛けについて作成を行うとともに，不要な情報は定

期的に棚卸しをして廃棄するような運用体制，同じ

ようなデータを複数箇所に分散して保管する無駄

を排除するなど細かい運用改善も求められる.また，

情報は蓄積されて，利用者に届けられているのに，

配信・誘導部分に問題があって活用が進まない活動

現場では，やみくもに情報を配信するのではなく，

利用者の細かいプロフィールを反映したきめ細か

い個別性を踏まえ，これを情報伝達の過程に組み込
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む必要がある.さらに，関連しそうな情報を一緒に

提示できる誘導を支援する仕組みづくりや，蓄積さ

れた情報の分類・評価を行う必要がある.

最後に，情報活用を積極的に行うというかけ声だ

けは勇ましいが，実際はその肝心の情報が組織内に

ほとんど蓄積されておらず，またそれらの情報を増

やすための仕掛もまったく配慮されない活動現場

では，そこで有益な知識や情報は何か，足りない情

報は何か，そういったことを明確にする必要がある.

ちなみに，情報の表出化を促進するには，社内勉強

会や研究会を定期的に開催するなどの現場主体の

施策を行うとともに，価値ある情報を収集するため

には外部から情報導入を試みたり，自分達の情報を

遡上する必要がある.

つまり，活動現場は多種多様であり，単に同じよ

うな問題を抱えている人の集まりというだけでな

く，何らかの場として機能している.他の活動現場

がどんな場としていかに機能しているか理解する

ことは，各々の活動現場の組織を理解し最適な関係

をつくる上で重要であると考える.つまり，周囲の

環境の変化が激しい中，活動現場同士とのネット

ワークを構築していくことが考えられる

つまり，当事者たちの声に絶えず耳を傾け，自ら

の専門性への努力を厭わない実践者としての姿勢

が求められる.当事者たちの活動は，個人の要請と

その当時の社会状況だけで生み出されただけでな

く，生活の中から生み出されたものである.つまり，

これで良いのかと常に自らの実践を振り返り自問

自答し，当事者や関係者の声に耳を傾け，当事者主

体の立場でしっかり考え，行動していく必要がある

と考えられる.

なお，これまで、様々な活動にお世話になった当事

者の方々，関係者および地域住民の方々，さらには

これらの実践を支えてくれている学生や卒業生の

皆様，そして大学関係者の皆様のご協力とご理解が

ないと進むことが出来ませんでした.最後に，著者

にこの文章の執筆を進めてくださった関係者の皆

様に深く感謝する次第です.ありがとうございまし

た.
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