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2008 年度・第６回「日韓こころの交流プログラム」が（財）ユニベール財団のご支
援の基、東洋大学を始め多くの関係者のご協力を得て、ここに開催できますことを心
より感謝申し上げます。
本セミナーは当初、
（社福）こころの家族・尹基理事長が日本と韓国の社会福祉関係
者の交流を深め、日韓のこころの絆をより豊かにしようとの目的で、
（財）ユニベール
財団のご支援を得て、
（社福）こころの家族主催でシンポジュウムを日本と韓国とで相
互に開催してきたことが始まりです。しかしながら、社会福祉関係者の交流はここ 10
年日本社会福祉学会や日本地域福祉学会を始め、大学間の交流、姉妹校提携も進んで
きていることから、将来を見据え、若い人の交流を促進することが大切ではないかと
考え、従来の相互関係者によるシンポジュウムは残しつつも大学院生の交換プログラ
ムを加味したものへと発展させることになりました。そのために、日本と韓国の社会
福祉教育学校連盟の代表者にも実行委員会に加わって頂きプログラム等を検討してき
ました。
ご支援を頂いている（財）ユニベール財団は既に日本とアメリカとの間に社会福祉
を学ぶ学生の交換プログラムを有しています。これからは、日米間の交流もさること
ながら、アジア諸国との若い人々の交流が大切であり、そのことが世界の平和に貢献
できると考え、この度「日韓こころの交流プログラム」の改組・発展を了解してくれ
ました。当面は、韓国と日本の若者の交流ですが、いずれ中国やモンゴルを始めアジ
ア諸国の国々の社会福祉を志す若者の交流へと発展できればと願っています。
本セミナーのテーマは、
「住民と行政の協働による地域づくりとコミュニティソーシ
ャルワーク」と致しました。社会保険制度による所得保障を軸とする「福祉国家」体
制は産業構造の変容や多様な国際化の進展に伴い揺らいでいます。急速な少子・高齢
化は従来の血縁による問題解決の限界を超え、所得保障とは異なる対人援助サービス
を求めています。今や、社会福祉は行政だけでは担えず、住民と行政の協働による新

たな社会システムと哲学を求めています。今回は、国の制度を越えて、住民と行政が
協働して共に生きる社会を創造する考え方と方向について日本と韓国の実態を踏まえ
て論議できればと考えています。
ところで、
（社）日本社会福祉教育学校連盟は今、国際ソーシャルワーカー連盟と国
際ソーシャルワーク教育学校連盟が共同で提起しているソーシャルワーク教育のグロ
ーバルスタンダードの考え方を受け止め、EU 諸国が進めている 1999 年の「ボロー
ニィヤ宣言」に基づく「ボローニィヤ・プロセス」に学びながら、
「アジア型ソーシャ
ルワーク教育のグローバルスタンダード化と国家資格の互換性」に関する共同研究を
進めなければならないと考えています。近い将来、アジア諸国の社会福祉従事者の国
際間移動が必要とされてくるでしょうし、実態も進むことになると思います。本セミ
ナーでの論議がそのような将来を見据えた作業の礎になればと願っています。
お忙しい中、今回のセミナーにご参加頂きました韓国の関係者に心から御礼を申し
上げますとともに、本セミナーが実りあるものになりますことを祈念し、日本の実行
委員を代表しての挨拶とさせて頂きます。
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2008鰍亀 薦6噺“廃析 原製税 嘘嫌 覗稽益轡”戚 仙舘狛昔 政艦婚 仙舘税 走据生
稽 亀推(墺綰)企俳聖 搾茎廃 淫域切級税 漠径生稽 戚員拭辞 鯵置吃 呪 赤惟 吉 依
聖 原製生稽採斗 姶紫馬惟 持唖杯艦陥.
戚 室耕蟹澗 雁段 紫噺差走狛昔 “原製税 亜膳” 星奄(訶假)戚紫舌戚 廃厩税 紫噺
差走淫域切人税 嘘嫌研 燕惟 馬壱 廃・析 原製税 尻域研 左陥 賑覚惟 馬奄 是廃
鯉旋生稽 仙舘狛昔 政艦婚 仙舘税 走据聖 閤焼 紫噺差走狛昔 “原製税 亜膳” 爽置
稽 宿匂走崇聖 析沙引 廃厩拭辞 腰哀焼 亜悟 鯵置背 紳 依戚 益 獣拙脊艦陥.
益君檎辞亀 紫噺差走淫域切税 嘘嫌澗 置悦 10鰍娃 析沙紫噺差走俳噺人 析沙走蝕差
走俳噺研 搾茎, 企俳娃税 嘘嫌, 切古俳嘘 薦妃亀 遭楳鞠尽奄 凶庚拭 舌掘研 郊虞左
悟 線精戚級税 嘘嫌研 男遭馬澗 依戚 掻推廃 依戚 焼諌猿 紫戟鞠嬢 曽掘税 雌硲淫
域切拭 税廃 宿匂走崇精 益企稽 害移砧檎辞亀 企俳据持税 嘘発覗稽益轡聖 亜耕廃
依生稽 降穿獣徹惟 吉 依脊艦陥. 戚研 是背辞 析沙引 廃厩税 紫噺差走嘘整俳嘘尻戸
税 企妊切拭惟亀 叔楳是据噺拭 級嬢神亀系 背 覗稽益轡 去聖 伊塘背 紳 依脊艦陥.
走据聖 背爽壱 赤澗 仙舘狛昔 政艦婚 仙舘精 神掘穿採斗 析沙引 耕厩引税 紫戚拭
紫噺差走研 因採馬澗 俳持級税 嘘発 覗稽益轡聖 穿鯵背 神壱 赤柔艦陥. 走榎採斗澗
析・耕娃税 嘘嫌亀 南団蟹檎辞 焼獣焼 薦厩引税 線精 紫寓級引税 嘘嫌拭亀 搾掻聖
砧畏柔艦陥. 益依戚 室域税 汝鉢拭 因賠拝 呪 赤聖 依生稽 毒舘鞠嬢 戚腰拭 “廃・
析 原製税 嘘嫌覗稽益轡”聖 降穿旋生稽 鯵繕馬奄拭 戚牽惟 鞠醸柔艦陥.
酔識 雁檎引薦澗 廃厩引 析沙 砧 蟹虞 線精戚級税 嘘嫌戚走幻 情賎亜澗 掻厩戚蟹
功茨 去 焼獣焼 薦厩税 紫噺差走研 穿因馬澗 線精戚級税 嘘嫌亀 走狽馬澗 号狽生稽
降穿馬奄研 郊虞壱 赤柔艦陥.
戚腰 室耕蟹税 砺原澗 “爽肯引 楳舛税 漠疑拭 税廃 走蝕幻級奄人 朕溝艦銅 社屡趨
滴”稽 梅柔艦陥. 紫噺左蝿薦亀拭 税廃 社究左舌聖 逐(軸)生稽 馬澗 “差走厩亜”端
薦澗 至穣姥繕税 痕遂引 陥丞廃 厩薦鉢税 遭穿拭 魚虞 泌級軒壱 赤柔艦陥. 厭紗廃

社切(甦蹲) ・壱敬鉢澗 走貝劾税 迫尻拭 税廃 庚薦背衣税 廃域研 角嬢 社究左舌引澗
陥献 企昔(嘸賺) 据繕辞搾什研 推姥馬壱 赤柔艦陥.
紫噺差走澗 楳舛幻生稽澗 姶雁拝 呪蒸生悟 爽肯引 楳舛税 漠疑拭 税廃 歯稽錘 紫
噺獣什奴引 旦俳聖 推姥馬壱 赤柔艦陥. 戚腰拭澗 厩亜税 薦亀研 角嬢辞 爽肯引 楳
舛戚 漠疑背辞 希災嬢 紫澗 紫噺研 但繕馬澗 紫壱号縦引 号狽拭 淫背辞 析沙引 廃
厩税 井酔研 叔景稽 級嬢 轄税研 梅生檎 杯艦陥.
益訓汽 (紫) 析沙紫噺差走嘘整俳嘘 尻戸精 厩薦社屡趨朕 尻戸引 厩薦珠屡趨滴嘘整
俳嘘 尻戸戚 因疑生稽 薦奄馬壱 赤澗 社屡趨滴 嘘整税 越稽忽 什田希球税 紫壱号縦
聖 閤焼級食醤 廃陥壱 持唖馬壱 赤柔艦陥. 益掘辞 ＥＵ薦厩戚 遭楳馬壱 赤澗 1999
鰍税 “瑳戟蟹 識情”拭 奄段廃 “瑳戟蟹 覗稽室什”研 壕酔檎辞 “焼獣焼 莫 社屡
趨滴 嘘整税 越稽忽 什田希球鉢人 厩亜切維税 硲発失”拭 淫廃 因疑尻姥研 遭楳背醤
廃陥壱 肱壱 赤柔艦陥. 亜猿錘 舌掘 焼獣焼 薦厩税 紫噺差走曽紫切級税 厩薦娃 戚
疑戚 琶推廃凶亜 臣依脊艦陥. 薄叔亀 益係惟 亜壱 赤柔艦陥.
戚腰 室耕蟹拭辞税 轄税亜 益旭精 舌掘研 鎧陥沙 拙穣税 段汐(礎石)戚 鞠奄研 郊
虞壱 赤柔艦陥.
郊孜重 人掻拭辞亀 戚腰 室耕蟹拭 凧汐背 爽重 廃厩税 淫域切 食君歳級拭惟 原製
生稽採斗 姶紫税 源掌 球軒悟 戚腰 室耕蟹亜 衣叔聖 暗却呪 赤奄研 奄据杯艦陥.
析沙著税 叔楳是据聖 企妊背辞 昔紫研 臣験艦陥.

