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世代間交流
国際フォーラム
［ポストカンファレンス］

世代間交流についての国際研究集会

2006年

25
水

土

会場：早稲田大学国際会議場
次世代育成

生涯学習

世代をつなぎ地域を再生するために
高齢者の社会参加

文化継承

2
3 -4
5

■主な講演者

水 サイト・ツアー
木

世代間交流実践の場を見学します。

樋口 恵子

（評論家、
日本世代間交流協会顧問）

柴田

金 国際フォーラム
事例紹介、パネルディスカッション、
ワークショップなど

博

（桜美林大学大学院老年学教授）

Donna Butts

Generations United（米国諸世代連合会長）

伍藤 忠春

（財団法人長寿社会開発センター理事長）

土 世代間交流についての国際研究集会

萬谷 宏之

（文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
子どもの居場所づくり推進室長）

参加費用

A

フォーラムパス
12,000円
学生4,000円

B

早期
割引

8月2日（水）
−4日（金）

9,000円

6月15日
（木）
までお申し込みの方・先着100名様分

フォーラム・研究集会共通パス
15,000円
学生6,000円

早期
割引

8月2日（水）
−5日（土）

13,000円

6月15日
（木）
までお申し込みの方・先着30名様分

C
D

国際研究集会〈８月５日（土）〉のみ
9,000円（学生3,000円）
1日券〈８月3日（木）または8月4日（金）〉
6,000円

■レセプション〈8月3日（木）18：00−20：00〉／別途5,000円

●申込みキャンセルによる参加費の返金はいたしません。ただし、代わりの方の参加は可能です。●BとCには８月５日の昼食を含みます。●Dにはサイトツアーは含まれていません。●学生料金の早期割引はありません。●
８月２日に予定されているサイトツアーの具体的な場所については後日お知らせします。●サイトツアーの視察先までの旅費は各自でご負担頂きます。都内又は近郊にある施設などを予定しています。

■主

■助

催／日本世代間交流協会
ペンシルバニア州立大学
信州大学（5日・国際研究集会）
成／
国際交流基金日米センター
独立行政法人日本学術振興会（5日・国際研究集会助成）
独立行政法人日本万国博覧会記念機構

早期申込締切

6月15日（木）

最終締切予定

7月15日（土）

【協賛】芸術教育研究所、高齢社会NGO連携協議会、NPO法人高齢社会をよくする女性の会、NPO法人全国生涯学習まちづくり協会、社会福祉法人自立共生会、NPO法人日本
グッド･トイ委員会
【企業協賛】
エーザイ株式会社、株式会社東芝 社会貢献室
【後援】厚生労働省、文部科学省
（交渉中）
、新宿区、新宿区教育委員会、社団法人エイジング総合研究センター、桜美林大学加齢・発達研究所、学校と地域の融合教育研究会、国際長寿
センター、
こども環境学会、財団法人さわやか福祉財団、
シニア社会学会、財団法人シニアルネサンス財団、聖徳大学生涯学習研究所、社団法人全国老人保健施設協会、財団法人全日本
社会教育連合会、財団法人長寿社会開発センター、社団法人長寿社会文化協会、東京都福祉施設士会、財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団東京都老人総合研究所、NPO法人
ニッポン・アクティブライフ・クラブ、NPO法人日本ケアフィットサービス協会、
日本子どもNPOセンター、
日本子ども社会学会、社団法人日本青年奉仕協会、社団法人日本ユネスコ協会連盟

お申込み受付中

URL :

www.jiua.org/2006

協賛・寄付募集中

開催の
目 的

世代間交流事業の実践者と研究者のための情報交換とネットワーク構築の場を提供し、代表的な取組み事例とその効果についての
情報を共有することで、世代間交流推進の意義について認知を広めます。
また、
プログラミングや効果評価、運営などの方法論につい
て情報を提供するとともに、
国内外の実践者、
研究者の協働に向け、
パートナーシップを築きます。

■対象となる方・団体等／保健・福祉（高齢者・児童）、教育（社会教育、学校教育）、
まちづくり、文化継承活動などの実践者、NPO市民活動、ボランティア団体、
コーディネーター、研究者、省庁、自治体などから幅広くご参加いただけます。その他、興味関心のある方はどなたでも参加可能です。

プログラム・スケジュール

2

10:00-16:00 ■サイトツアー

3

10:00
10:30

■受付
■開会の辞

11:00

■基調講演

水
木

※プログラムの内容、講演者は都合により変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

15:00-16:45 ■分科会-B

①幼老統合施設における世代間交流

杉啓以子（社会福祉法人江東園事務局長）
Donna BUTTS（米国Generations United:諸世代連合会長）
惣万佳代子（NPO法人このゆびとーまれ理事長）
多湖光宗（社会福祉法人自立共生会理事長）

草野篤子（日本世代間交流協会会長、信州大学教授）
Matt KAPLAN（ペンシルバニア州立大学教授）
樋口恵子（評論家、
日本世代間交流協会顧問）
「日本と海外の世代間交流の進展について：現状と課題」
柴田博（桜美林大学大学院教授老年学）
「日本における世代間関係をめぐる課題と示唆」
Merry WHITE（ボストン大学教授）
「日本における世代間関係：文化人類学的視点から」

②世代間交流のための高等教育の役割

村上徹也（市民活動コンサルタント）
Terence SEEDSMAN（オーストラリア、
ビクトリア大学教授）
Sally NEWMAN（米国、
ピッツバーグ大学名誉教授）
近藤真司（「社会教育」編集長）

③まちづくり：世代間交流のための環境デザイン

12:00-13:00 ■ランチ（ネットワーキング･ランチ）
ドラミングサークル）
13:00-13:30 ■参画・交流型イベント（例：
13:45-14:45 ■分科会-A

Matt KAPLAN（ペンシルバニア州立大学教授）
松原茂樹（大阪大学大学院工学研究科）

④幼保育：子育て支援と幼保育：世代間交流のための専門家養成

①生涯学習の今後と世代間交流

金田利子（白梅学園大学教授）
Liz LARKIN（南フロリダ大学教授）
高橋 紘（社会福祉法人至誠学舎立川施設長）
加藤裕康（オハナ・イングリッシュ・プリスクール理事）

萬谷宏之（文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課 子どもの居場所づくり推進室長）
佐藤一子（東京大学大学院教育学研究科教授）
福留 強（聖徳大学生涯学習研究科教授）

②ワークショップ：音楽活動による世代間交流
吉津晶子（熊本学園大学講師、音楽療法士）

③ワークショップ：伝統文化と世代間交流
④ワークショップ：お手玉と世代間交流

小泉珠子（日本の手玉の会東京倶楽部主宰、世田谷区区議会議員）

14:45

4
金

16:55

■2日目の総括

18:00

■レセプションパーティー

■受付
9:30
10:00-11:30 ■分科会-C

15:15-17:00 ■分科会-E

①世代間交流・協働による まちづくり

テーブルディスカッション

和久井良一（さわやか福祉財団理事）
Nancy HENKIN（テンプル大学世代間学習センター会長）
岸 裕司（秋津コミュニティー顧問、学校と地域の融合教育研究会副会長）
齊藤ゆか（聖徳大学生涯学習研究所 研究員、講師）

②世代間交流推進のためのネットワーク

①子育て支援と幼保育：プログラムモデル

草野篤子（日本世代間交流協会会長、信州大学教授）
Mae MENDELSON（ハワイ世代間交流協会会長、米国AARP理事）
鷹野義量（高齢社会NGO連携協議会理事・事務局長）
栗山昭子（関西世代間交流協会会長、芦屋大学教授）

高畑敬一（NPO法人ニッポン･アクティブライフ･クラブ会長）
Mae MENDELSON（ハワイ世代間交流協会会長、米国AARP理事）
奥山千鶴子（NPO法人びーのびーの理事長）
渡辺美恵子（NPO法人ふれあいの家おばちゃんち主宰）

③ヒューマン･サービスにおける世代間交流

②世代間の相互理解と相互支援を深める社会政策

秋山博介（日本世代間交流協会副会長、実践女子大学教授）
Susan FELDMAN（オーストラリア、
ビクトリア大学アルマユニット加齢研究所所長）
米満淑恵（特別養護老人ホーム天寿園施設長）

田中 茂（世田谷区子ども部部長）
Donna BUTTS（米国Generations United会長）
新宿区福祉部子ども家庭課長

④小中学校における世代間交流・支援の実践

③世代間交流を用いた環境保全教育プログラム

宮崎 稔（学校と地域の融合教育研究会会長、習志野市鷺沼小学校校長）
Mariano SANCHEZ（スペイン、
グラナダ大学教授）
生重幸恵（NPOスクール・アドバイス・ネットワーク理事長）

小澤紀美子（東京学芸大学教授、
日本環境教育学会会長）
Shih-Tsen LIU（台湾国立師範学校助教授）
Alan HATTON-YEO（英国ベス･ジョンソン財団会長）

17:15

④文化継承のための世代間交流モデル

岡崎知典（放送大学教授）
Susan PERLSTEIN（米国クリエイティブエイジング協会）
徳吉英一郎（NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク、事務局長）
塩崎泰雄（NPO法人桐生地域情報ネットワーク理事長）

土

14:45

■ビデオ上映会（井深ホール）

9:30
10:00

■受付（ホール 1F）
■基調講演

10:20

■パネル･ディスカッション

③文化継承のための世代間交流の研究

多田千尋（芸術教育研究所所長、NPO法人日本グッド･トイ委員会理事長）
Susan FELDMAN（オーストラリア、
ビクトリア大学アルマユニット加齢研究所所長）
Susan PERLSTEIN（米国クリエイティブエイジング協会）

15:00-16:45 ■分科会-G

①教育における世代間交流の研究と効果評価

〈ファシリテーター〉
Alan HATTON-YEO「世代間交流プログラム研究の重要な論点」
Merry WHITE（ボストン大学教授）
〈Panelists〉
Leng Leng THANG（シンガポール国立大学教授）
臼井恒夫（早稲田大学人間科学学術院教授）

藤原佳典（東京都老人総合研究所主任研究員）
Mariano SANCHEZ（スペイン、
グラナダ大学教授）
倉岡正高（ボストン大学教育大学院博士課程）

②幼老統合施設・ヒューマン･サービスにおける世代間交流の研究と効果評価
Alan HATTON-YEO（英国ベス･ジョンソン財団会長）
Leng Leng THANG（シンガポール国立大学教授）
林 義人（社会福祉法人江東園、江戸川保育園園長）

①人口学的社会的変化に関する研究と世代間関係への示唆
柴田 博（桜美林大学大学院老年学教授）
Terence SEEDSMAN（オーストラリア、
ビクトリア大学教授）
Leng Leng THANG（シンガポール国立大学教授）
臼井恒夫（早稲田大学人間科学学術院教授）
・加藤陽子
（同助手）

③子育て支援と幼保育における世代間交流の研究と課題

②まちづくり・環境保全プログラムにおける世代間交流の研究と効果評価

オンライン登録、FAX、郵送でのお申込を受付けます。
お申し込み方法など詳細はホームページをご覧ください。

www.jiua.org/2006

日本世代間交流協会

〒113-0024 東京都文京区西片2-2-8-A301 TEL/FAX.03-3430-1899

大島 眞（日本世代間交流協会副会長、都留文科大学名誉教授）
Matt KAPLAN（ペンシルバニア州立大学教授）
伍藤忠春（長寿社会開発センター理事長）
「世代間関係を向上させる公共サービスと政策への示唆」
Donna BUTTS （Generations United）
「世代間施策を強化するための国家レベルでの連合：米国Generations Unitedからの学び」

Sally NEWMAN
「なぜ世代間交流プログラムを研究、効果評価するのか？:世代間交流プログラム研究の原則」

田中雅文（日本女子大学教授）
Matt KAPLAN（ペンシルバニア州立大学教授）
Shih-Tsen LIU（台湾国立師範学校助教授）

■3日目の総括

17:30-18:00 ■基調講演

■ランチ（ネットワーキング･ランチ）
12:00
13:00-14:45 ■分科会-F

URL :

ゲスト・スピーチ／紿田英哉（国際交流基金日米センター所長）ほか

■ポスタープレゼンテーション

11:30-12:00 ■参画型イベント
12:00-13:00 ■ランチ（ネットワーキング･ランチ）
13:00-14:45 ■分科会-D
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Susan PERLSTEIN（米国クリエイティブエイジング協会）
草野篤子（日本世代間交流協会）

金田利子（白梅学園大学教授）
Liz LARKIN（南フロリダ大学教授）
汐見稔幸
（東京大学教授）

16:50-17:20 ■閉会講演

Nancy HENKIN（テンプル大学世代間学習センター会長）

17:25-17:35 ■閉会の辞
↑池袋 Ｊ 新目白通り
Ｒ
山
西武
高戸橋
手
新宿線
線
東京メトロ
馬場口
東西線
高
田
馬
場
↓新宿 駅

明
治
通
り

会場案内図

都電荒川線
面影橋駅

早稲田駅

西早稲田 早稲田大学

早稲田通り

西早稲田
キャンパス

都バス
「早大正門」

早

稲

田

駅

会場（総合学術情報センター内）
早稲田大学国際会議場

■JR山手線・西武新宿線
「高田馬場」駅より徒歩20分
■東京メトロ東西線
「早稲田
（出口3）
」駅より
徒歩5分

