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抄　録

　県立広島大学は，2011 年 9 月にドイツ・NRW カトリック大学と国際学術交流協定を結んだ。本稿では，ドイ

ツの社会福祉の特性，過去，県立広島大学の教職員・学生が訪問した NRW カトリック大学，医療福祉施設，在

独邦人高齢者グループの内容を報告する。

キーワード：県立広島大学，ドイツ，国際交流，医療福祉施設



はじめに

　県立広島大学は，2011 年 9 月にドイツ・ノルトラ

イン・ヴェストファーレン州にある社会福祉系カト

リック大学（以下，NRW カトリック大学と呼ぶ）と

国際学術交流協定を結んだ。この交流協定の前後から，

両大学の教職員・学生との国際交流が積極的に行われ，

2016 年，現在も両大学の教職員・学生が相互に積極

的な訪問を行っている。

　本稿では，ドイツの社会福祉の特性，過去，県立広

島大学の教職員・学生が訪問した NRW カトリック大

学，医療福祉施設，在独邦人高齢者グループの内容を

報告する。この報告を通して，県立広島大学の教職員・

学生がドイツでどのような保健医療福祉について学ん

でいるのかを認識することができると思われる。（三

原博光）

　

１．ドイツの社会福祉の特性

　ドイツでは，国家主導的な福祉施策よりも民間主導

の福祉施策が特徴的である。この背景には，ドイツで

は，過去，個人の篤志家やキリスト教の団体により社

会福祉が実践されてきたことが大きな要因になってい

る。16 世紀に栄えた大富豪フッガー家が生活困窮者

のために建てた集合住宅は，現在も生活困窮者や高齢

者によって利用者されている。1867 年に精神障害者

のために建設されたキリスト教施設ベーテル（Bethel）
は，世界的に著名な福祉施設である 1)。ドイツの医療

福祉施設の設置主体は労働者福祉団，ドイツ・パリタ

ティッシュ福祉事業団，ドイツカリタス（カトリック

系），ディアコニー（プロテスタント系）事業団，ド

イツ赤十字，ユダヤ人中央福祉所の 6 つの団体であり，

この団体を中心に様々な福祉事業が行われている。ド

イツの社会福祉事業サービスの特徴をみると，デン

マークやスウェーデンといった北欧諸国のように，国

家が中心となって積極的に社会福祉のサービスを推進

して行くよりも，宗教団体や労働組合などの民間団体

が進めて行こうとする傾向がみられる。ドイツでは，

他の先進諸国に比べて，歴史的に早い段階で社会福祉

の実践が行われてきたにもかかわらず，ノーマライ

ゼーションの発祥の地であるデンマークやスウェーデ

ンなどの北欧諸国の社会福祉と比較して，ドイツの社

会福祉は遅れていると指摘されている 2)。この遅れた

原因には，第二次世界大戦中，ヒトラーによる障害者

の虐殺や断種計画の実施により，約 30 ～ 50 万人の障

害者が断種の犠牲になり，約 10 万人の障害者が惨殺

されたことが 3) 影響を及ぼしていると考えられる。そ

して更に，障害者の惨殺や断種政策に保健師やケース

ワーカーなどの専門家がかかわってきたことも，悲劇

であった。しかしながら，このような悲惨な歴史のな

かでも，ナチス当局に抵抗し，障害者の生命を守った

福祉施設が存在し 4)，また，ナチスの手を逃れ，親が

障害のあるわが子を納屋に隠し，戦後，生き延びた障

害者をきょうだいが世話をしている報告も行われてい

る注 1）。

　わが国の社会福祉に影響を与えたドイツの社会福祉

制度・施策は，次の通りである。ハンブルグ市におけ

る貧困救済事業のエルバー・フェルト制度はわが国の

民生委員のモデルとなっている。2000 年，わが国で

施行された介護保険制度は，1995 年にドイツで施行

された介護保険（Pfl egeversicherung）をモデルとして

いる。また，わが国の高齢者・障害者介護の専門職で

ある介護福祉士は，ドイツの老人介護士（Altenpfl eger）
をモデルとしている。ドイツの社会福祉制度・施策

は，現在のわが国の社会福祉のなかに十分活用されて

おり，わが国の社会福祉制度・施策にとって重要であ

ることが理解できる。（三原博光）

２．NRW カトリック大学（ソーシャルワー
カー養成大学）

（1）ドイツのソーシャルワーカー養成大学

　ドイツのソーシャルワーカー養成過程は，総合大学

の一部と専門単科大学をあわせると約 89 存在すると

言われ，毎年 8000 人の学生がその課程を修了して社

会福祉領域で働いている。ドイツでは，大学卒業と同

時にソーシャルワークの資格を取得することになり，

その資格は国家資格として認知されている。ドイツの

ソーシャルワーカー養成大学は，学士（Bachler）は

学部の 3 年教育課程，修士（Master）は大学院の 2 年

教育課程である。ドイツのソーシャルワーカーの養成

は，ディアコニー福祉団体（プロテスタント系），カ

リタス福祉団体（カトリック系）の民間社会福祉団体

が経営する社会福祉の単科大学（Fachhochschule）な

らび専修学校（Fachschule）で行われてきている。ド

イツの伝統的な国立大学では，ソーシャルワーカーの

養成が行われていない。ドイツの国立大学でソーシャ

ルワークに近い専門領域はソーシャルぺタゴ―ギッ

ク（Sozialpädagogik：社会教育）である。ドイツで

は，国立大学は専門性及び教職員・学生のレベルにお

いて，私立大学よりも優れており，権威があると考え

られてきた。しかし，国立大学でソーシャルぺタゴ―

ギックを学んだとしても，卒業後の学生は就職難であ

る。そこで，国立大学でソーシャルぺタゴ―ギックを

学んだ学生は社会福祉の領域でソーシャルぺタゴ―ゲ

（Sozialpädagoge）として，社会福祉施設，とりわけ児

童養護施設などで働き，職場では給与，職位などにお

いて，ソーシャルワーカーとソーシャルぺタゴ―ゲに

は差がないと報告されている 5）。
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（2）NRW カトリック大学

　NRW カトリック大学はドイツ北西部のアーヘ

ン（Aachen）市 , ケルン（Koeln）市 , ミュンスター

（Műnster）市 , パーダーボルン（Paderborn）市に４つ

の学部を持ち，ソーシャルワークや看護マネジメント

の専門家養成に取り組んでいる。1971 年に設立され，

約 3500 名の学生が学び，100 名の正規の教職員，400
名の非常勤講師が教育活動に従事している。

　 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 養 成 の 中 心 は ア ー ヘ ン

（Aachen）学部である。アーヘン学部では，約 800 名

の学生が学び，ソーシャルワーク学士・修士課程があ

り，働く女性の社会的支援のためのソーシャルワーク

学士課程があることも特徴的である。児童教育学士，

保健科学学士の取得も可能である。学士（Bachler）は，

6 学期（3 年制）で全体の履修規定時間は 5400 時間で

あり，180 単位である。

①カリキュラムの特性

　専門教育は「学術的思考と活動の基礎」「科学・専

門職としてのソーシャルワーク」「ソーシャルワーク

の社会的並びに規範的基礎」「人間の存在と意義」「実

践領域」の領域に分類され，そのなかで関連する専門

科目が提供されている。「実践領域」では，「障害者の

ソーシャルワーク」「高齢者のソーシャルワーク」な

どの科目が開講されている。このなかで，「移民にお

けるソーシャルワーク」「ソーシャルワークにおける

芸術療法」「海外実習におけるスーパービジョン」の

科目が開講されているのが特徴的である。移民問題を

抱え，ヨーロッパ伝統の芸術をソーシャルワークの治

療法として考え，海外の社会福祉施設実習を積極的に

認めるドイツの国家的特徴を反映していると思われ

る 6)。

②海外の社会福祉実習

　NRW カトリック大学の実習のなかで特徴的な事は，

学生に外国の社会福祉施設での実習を単位として認め

ている点である。海外の実習の条件として，学生は実

習担当教員との間で E メールや e- ラーニングを使用

できるとことがあげられている 7)。この方法を通して，

学生は大学の実習指導者から実習指導を受けるのであ

り，学生の実習評価については，実習施設には期待さ

れない。したがって，大学が海外の実習施設に謝礼を

支払うと言った規定はない。2016 年 7 月現在，NRW
カトリック大学 2 名の学生が，将来，広島県内の障害

者施設と高齢者施設での実習を希望している。実習の

なかで日本語という言葉のハンディキャップがあるに

もかかわらず，2 名の学生は基本的な日常会話の日本

語を学び，英語・ドイツ語を通して施設利用者・施設

スタッフとの交流を望んでいる。広島県内の障害者施

設と高齢者施設は実習の受け入れに前向きであり，実

習内容や居住等の問題について，今後，NRW カトリッ

ク大学，県立広島大学，施設との三者協議が必要とさ

れる。また，NRW カトリック大学大学院生が，県立

広島大学の教員の仲介で 2016 年 2 月から宮城県の児

童養護施設でボランティア活動に従事している。一方，

県立広島大学大学院では，「国際保健福祉学特論」を

開講し，海外の保健福祉施設でのフィールドワークを

単位として認定しており，2014 年と 2015 年に県立広

島大学大学院生がドイツの医療福祉施設で海外短期研

修を行い，単位を取得している。このような取り組み

を通して，社会福祉の実践的な国際交流が生まれてい

る。写真 1 は県立広島大学と NRW カトリック大学の

交流の様子である。（三原博光）

　

３．聖エリザベス老人ホーム（St. Elisabeth 
Altenheim）注 2）

　1968 年にカトリック福祉財団として設立された。

135 名の利用者。利用者の最少年齢 48 歳（知的障害者），

最高年齢 102 歳。要介護度は要介護 1（26.8%），要介

護 2（37.0%），要介護 3（33.5%），非該当 2.1% である。

施設の目的は，利用者の日常生活能力を維持させなが

ら，利用者にできることを促すことである。

　施設の介護方針は，次の通りである。①認知症高齢

者の要求を尊重する，②認知症高齢者の特性，習慣，

傾向を認める，③個別介護，バランスの取れた積極的

介護を行う。職員には次のような介護対応が利用者に

対して求められている。(a) 利用者に対する理性的な

対応，(b) 認知症高齢者の行動修正よりも許容，(c) 職

員から認知症高齢者へのアプローチ，(d) 信頼関係の

形成，(e) 認知症高齢者に対して適度な距離を持つこ

と，(f) 認知症高齢者の過去の生活体験の重視。

　施設では次の様な具体的な介護支援が見られた。認

知症の症状が激しい利用者に対しては，回想法に基づ

いた生活環境を整えていた。回想法に基づく棟では，

壁にビートルズやマリリン・モンローのポスターが貼

られ，古いポップスやクラシック音楽を聴くためにレ

コードとステレオが準備され，古いカーテンやじゅう

写真１　県立広島大学と NRW カトリック大学の交流
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たん，机や椅子も配置されていた。職員は，利用者に

日々の勤務の職員の顔を覚えてもらうために，壁に職

員の顔の写真を貼り付けていた。そして更に，施設全

体の雰囲気を明るくするためにも，職員の幼少時代の

写真は貼り，利用者に職員の名前をあててもらう工夫

を行っていた。

　施設の入り口には，1 冊のアルバムが置かれ，施設

で亡くなった利用者の遺影の写真が貼られ，この利用

者と深いかかわりのあった職員や他の利用者が思い出

話を書き留めていた。このアルバムを見ることで，職

員や利用者は，かつての故人を偲ぶことができたので

ある。利用者は人生の終焉まで，この施設での生活が

可能であった。ケースによっては，病院で亡くなる場

合があったが，多くの利用者は施設で人生の終焉を望

んでいた。数名の職員はホスピスと緩和ケアの講習会

を受けていた。施設で人生を終焉するかどうかは，利

用者本人と家族，ソーシャルワーカーとの話し合いで

決められていた。

　半数の利用者の家族は施設を訪問していた。利用者

を訪問できない家族には，施設が電話をかけ，施設へ

の招待状を送っていた。地域の高齢者や住民も希望を

すれば，施設で昼食をし，行事にも参加をすることが

可能である。

　施設に 10 人の早期老化の知的障害者が生活をして

いることも特徴的である。アーヘン市内の知的障害者

授産施設には，早期老化の知的障害者の介護支援に問

題を抱えていたため，施設関係者は知的障害者の介護

問題について，聖エリザベス老人ホームに相談をした。

その結果，両施設，市の福祉関係者が協議をし，介護

の必要な早期老化の知的障害者を聖エリザベス老人

ホームに入所させることが決められた。当初，知的障

害者の家族は，知的障害のわが子を老人ホームに預け

るのに不安であったが，知的障害者が，老人ホームで

の生活に慣れ，落ち着いている様子を見て安心するよ

うになった。聖エリザベス老人ホームの職員は，知的

障害者の介護のための専門的な知識を持っていなかっ

たが，知的障害者の老人ホームへの施設入所が決まっ

てから，職員が知的障害者の介護支援を学ぶために知

的障害者施設に行き，知的障害者の特性などについて

の研修を受けた。このように早期老化の知的障害者を

積極的に受け入れている老人ホームは，日本ではほと

んど見られないと思われる（写真 2）。（三原博光）

４．NRK リハビリテーションセンター

　NRK リハビリテーションセンターは敷地面積 400
㎡を有する外来専門のリハビリテーションセンターで

あり，医療ソーシャルワーカーを配置し，理学療法・

作業療法・言語聴覚療法など専門的な治療を複合的に

実施できるドイツ国内でも有数の大きな施設である

（写真 3）。神経系リハビリテーション（以下，リハビ

リ）を専門としているが対象疾患は幅広く神経難病や

精神疾患に加え，骨折や人工関節手術後の患者，さら

にスポーツ障害も対象としているが他にも紙面が足り

なくなるほど多種多様である。センター内ではいわゆ

る医療処置は行われるが手術は行われておらず，施設

全体が日本でいう回復期リハビリ病棟のイメージであ

り，あくまでセラピストによるリハビリを受ける施設

である。よって，前述したように疾患の種類を問わず

リハビリが必要な患者はすべて対象である。例えば脳

性麻痺やテニス肘の患者も居れば，糖尿病や切断の患

者も通院されている。

　完全予約制の外来患者のみであるが受けられるリハ

ビリメニューは豊富であり，医師の診断と患者の希望

に合わせて複合的なリハビリが提供される。複合的な

リハビリを実施するためにその処方を出す医師の専門

も多様で，総合内科，整形外科，腫瘍外科，神経内

科，精神科，スポーツ外科，リウマチ内科，循環器科

などがあり，かわったところでは催眠療法や鍼治療を

専門にしている医師もいる。なお，ユニークな点とし

て医師でない神経心理学者（博士，研究者）も常勤し

ており（写真 4），精神医学，神経心理学，高次脳機

写真２　老人ホームの利用者と県立広島大学の学生 写真３　NRK リハビリセンター
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能の領域において診療・評価のみならず研究データの

蓄積も行われている。ちなみにドイツ語圏内の類似し

た施設においてドイツ語はもちろんのこと，英語およ

びアラビア語でも対応できるリハビリセンターはこの

NRK リハビリセンターが唯一とのことである。リハ

ビリセンターであるが故に医師が約 10 名であるのに

対し，セラピーを実践する理学療法士，作業療法士，

言語聴覚士などのセラピストは約 130 名と数多く所属

している。

　リハビリセンターの視察では，本学理学療法学科の

学部生および理学療法士である大学院生が参加するこ

とが多いため，理学療法の現場を中心に見学を行って

いる。もちろん前述した作業療法，言語聴覚療法等も

複合的リハビリの重要な位置づけとして行われている

が本稿では割愛する。

　まず日本の理学療法とドイツのそれと大きく異なる

のは，専門性の確立である。日本においても専門理学

療法士という形で生涯学習の成果として所属団体から

認定されているが，その専門性に合わせて患者を担当

するということはまだまだ希である。一方，このセン

ターでは理学療法が理学療法部門として存在するので

はなく，最初から Physiotherapy 部門（局所的な運動

療法を中心とした治療），Physical Therapy（物理療法

を中心とした治療）部門，Sport Therapy 部門（全身的

な運動療法を中心とした治療）（写真 5）に分かれて

おり，セラピストがそれぞれの部門を兼務することは

ほとんどないとのことである。なお，ドイツの理学療

法士の特徴として徒手療法（機械を用いずにセラピス

トの手技で治療する方法）（写真 6）に対する関心が

高く，数多くの手技を学びマスターすることがキャリ

アップに繋がっている。そして修得した手技について

は個人の名刺に掲載するのはもちろんのこと病院内の

案内板や広報パンフレットにも掲示されており，その

価値の高さがうかがえる。なお，日本ではあまりなじ

みのない治療手技として Fango（泥）治療や足底反射

マッサージ，トリガーポイントマッサージ，ノルディッ

クウォーキング，キネシオテーピングなどがある。

　NRK リハビリセンターに限ったことではないが，

ドイツの理学療法士との情報交換を通じて手技に対す

るこだわりは他の欧米や日本に比べても強いと感じる

ことが多く，やはりドイツにおけるマイスター制度（手

技や伝統の職能訓練）の影響も受けているように感じ

た。なお，ドイツにおける理学療法士養成課程は日本

よりも圧倒的に専門学校の方が多く，理学療法士が研

究者や大学教員になるケースはまだほとんどないとの

ことである。（金井　秀作）

５． ア レ キ シ ア ー ナ ア ー ヘ ン 精 神 病 院
（Alexianer Krankenhaus Aachen）

　アレキシアーナアーヘン精神病院は 13 世紀，アレキ

シアーナ兄弟会により教会として設立され，古くから

病人や貧困者支援が行われてきた 680 年の歴史をもつ

精神病院である。病床数は 180 床で病院敷地内には教

会が併設され，患者や地域住民に開放されている。筆

者（島野）は 2014 年９月 1 日～ 9 月 15 日までアレキ

写真４　左から筆者（金井），Dr. Zakzuk 先生（センター
長，医師），Johannen 博士（神経心理学者）

写真５　スポーツ理学療法室

写真６　徒手療法室
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シアーナアーヘン精神病院で実習を行った。そこで筆

者の実習体験をもとに同病院の取り組みを報告する。

　院内は，重症患者の閉鎖病棟，統合失調症・双極性

障害・不安神経症患者等の開放病棟，アルコール依

存や薬物依存病棟等，10 の専門病棟に分かれており，

救急患者の受け入れも行っている。ソーシャルワー

カー（以下 SW とする）は病棟担当制で，関連施設

を含めて 9 名在籍し，皆，Diplom Sozialarbeiter（学士

SW）という肩書きであった注 3）。

　病院実習では，まずStation：病棟（Konrad Statio：統合・

双極性障害・不安神経症病棟，AnnaStation：アルコー

ル 依 存 病 棟，Jopsef Station： 薬 物 依 存 病 棟，Lukas 
Station・Johannes Station：重度患者閉鎖病棟）におい

て相談場面やリハビリテーションプログラムに参加し

た。また関連施設（Drimbornshof 郊外の精神障害者復

帰支援施設・グループホーム，Tages Klinik 通所リハ

ビリ施設，Flora 老人認知症デイサービス，Wohnhotel
ホームレス宿泊施設，アレキシアーナアーヘン精神病

院関連老人ホーム）での実習，その他，希望により

AOK 公的健康保険組合，アーヘン大学医学部附属病

院（Aachen Universitat Klinik）等，実習関連施設以外

の関係機関を見学した。

（1）病院におけるソーシャルワーク支援

　病院実習では，患者や家族の了解を得て相談場面に

立ち会い，相談終了後，担当 SW から相談内容や援助

のプロセスについて詳しい説明を受けた。退院援助，

生活における経済的問題解決支援，療養上の支援等が

主な相談内容であった。あるケースでは，患者の社会

復帰の場を検討するため SW が Drimbornshof という

アーヘン市郊外の精神障害者復帰支援施設・グループ

ホームを紹介した。面接後，患者や担当 SW と施設見

学に同行し，管理者から施設概要について説明を受け，

施設内を見学した。施設は自然豊かな設備の整ってい

る環境だったが，患者は入所生活や社会復帰訓練を望

まず，入所には至らなかった。

　病院では様々なリハビリテーションプログラムが提

供されていた。心身に効果的な運動（森の散歩，卓球，

バドミントン等）や音楽療法が中心で，主に SW，音

楽療法士が担当していた。筆者もプログラムに参加し，

様々な活動をともにする中で，ドイツ以外の国籍をも

つ患者が多いことを知った。患者の国籍は，EU 周辺

諸国をはじめとして中東，中央アジア等様々であり，

また病院スタッフも同様，ベルギーやオランダ等隣国

から通勤している職員も多く存在した。このような社

会的背景からドイツでは多文化・多国籍に対応可能な

ソーシャルワーク支援（多言語での相談支援，他文化

の理解，幅広い知識や技術等）が求められていると考

えられる。

（2）SW の業務環境

　SW の相談環境や設備について特に印象的だったの

は，日本では SW 室（事務作業を行う部屋）の大部分

が共有スペースであるのに対し，アレキシアーナアー

ヘン精神病院では，SW 1 人につき 1 部屋の個室が与

えられ面接も事務作業も個室で行われていたことであ

る。そのため患者は個別に担当 SW の個室を訪ねて相

談を行うのが通常のスタイルであり，また SW 全員が

顔を合わせるのは 1 回 / 月の定例ミーティング程度で

ある。ドイツは長期間（約 1 か月）夏季休暇を取得す

る習慣があり，実習中に開催された SW ミーティング

では各々の夏季休暇中の代行業務の分担について話し

合われていた。日本ではあまりみられない光景である。

SW の記録物については，ほぼ全てが電子カルテ上で

なされていた。プライバシー配慮もあるため記載内容

や記録方法まで詳しい説明を受けることはできなかっ

たが，厳重なセキュリティ管理のもと SW 記録が多職

種と共有されるシステムとなっていた。

（3）病院関連施設での取り組み

　TagesKlinik 通所リハビリ施設や， Frola 老人認知症デ

イサービスでは職員が利用者とともに朝食をとること

から始まり，その日に提供されるプログラムやセラピー

が時間割で決められていた。プログラムを担当してい

たのは主に SW，臨床心理士であり，例えば，うつ病

患者に対する認知療法は SW が担当していた。また自

律訓練法や，りん（仏具）を使った瞑想法など，心地

よい音色を聴きながら不調の原因となる精神の緊張を

緩和するプログラムは，臨床心理士が担当していた。

　アレキシアーナアーヘン精神病院はホームレス支援

にも積極的で，関連施設の Wohnhotel ホームレス宿泊

施設では SW 1 名とボランティア職員 2 名でホームレス

に対する宿所提供の取り組みが行われていた。清掃や

ベッドメイク等は利用者の自己管理に任されているた

め清潔な環境とはいえなかったが，SW と地域のボラ

ンティアの支えにより宿泊施設の運営がなされていた。

またアーヘン大聖堂付近にある病院関連施設の教会で

は，決まった曜日に炊き出しが行われ，SW は地域住民，

教会関係者と協働しながら活動を援助していた。

　その他，AOK 公的健康保険組合， アーヘン大学医

学部附属病院相談室にも訪問を行った。AOK 公的健

康保険組合では，医療・介護保険等の制度概要に関す

るパンフレットを入手することができた。またアーヘ

ン大学医学部附属病院では，院内を見学した後，相談

室を訪ね，偶然居合わせた SW から大学病院における

ソーシャルワークの現状について説明を受けることが

できた。

　約 2 週間という極めて短い期間ではあったが，病院

や関連機関での実習を通して国独自の考え方，風習な

ど文化的背景を基盤としながら，クライエントに向き

合うドイツのソーシャルワーク実践，現状について学

ぶことができた。

　日本は古くからドイツをモデルとし，医療や社会保
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険政策を発展させてきた歴史的経緯があり，両国の医

療・福祉システムには類似点が多い。それゆえ医療と

福祉のつなぎ目に携わる医療ソーシャルワークに関す

る比較研究には大変意義があると考えられる。ドイツ

医療ソーシャルワークは先行研究に乏しく文献収集や

リサーチに困難を伴う分野であるが，同時に研究の重

要性について認識することができた有意義な国際実習

であった。（島野麻里子）

６．ドイツで老後を考える日本人高齢者グ
ループ

　現在，わが国は少子高齢社会を迎え，社会全体に高

齢者福祉サービスについての関心が高まっている。高

齢者問題は，国内のみならず，国際結婚や仕事などで

海外に永住し，異文化のなかで老後を迎える日本人に

とっても大きな問題となっている。

　この問題は，ドイツに移住している日本人にも例外

でなく，老後をドイツで迎える日本人高齢者は介護や

独居生活に大きな不安を抱えている。そこで，ドイツ

各都市にドイツで老後を考える日本人グループの自助

団体が設立された。主な活動としては，介護，老化・

認知症予防についての勉強会，介護を必要とする日本

人高齢者を訪問し日本語による悩み相談，日本食の提

供などの支援活動を行っている。

　県立広島大学の学生・教職員は，2008 年から毎年，

ドイツ各都市の「ドイツで老後を考える日本人高齢者

グループ」を訪問し，交流を続けている。ここでは，

県立広島大学と関係の深い 2 つのグループを紹介す

る。なお，ドイツ在留邦人数の実態については 2015
年，総数 42,205 人，長期滞在者 31,535 人注 4），永住者

10,670 人であると報告されている 8)。

（1）ミュンヘン（München）友の会

　ミュンヘン在住のある日本人高齢者の女性が，ドイ

ツで老後を迎える日本人のための相互扶助組織が必要

であると考え，2001 年，数名の有志の人達と立ち上

げた団体である。会員は約 30 名程度である。病気や

老化などで寝たきりの会員，病院に入院している会員

を訪問し，介護や日本語による悩み相談，味噌汁やお

にぎりなどの簡単な日本食の提供を会員が相互に協力

し行っている。毎月 1 回の例会では，認知症予防，健

康の問題などについての勉強会，あるいは，介護保

険，年金，遺産，埋葬などの問題についても会員同士

で話を進めている。過去，市内のホテルで病気により

倒れた日本人観光客と日本から駆けつけた家族に付き

添い，家族の話し合い手や，和食の差し入れを行うな

ど日本人旅行者に対する援助を行い，ミュンヘンの日

本領事館から感謝された事もあり 9)，日本領事館も友

の会の活動を評価している。

　2008 年に県立広島大学の人間福祉学科の学生 10 名

がミュンヘンを訪問し，会員との交流を行った。その

後，友の会の会員も県立広島大学を訪れ，学生との交

流を行った。2016 年，現在，県立広島大学の教職員・

大学院生と介護福祉研究・調査などにおいて，お互い

の情報交換・交流が続いている。

（2）シュトットガルト（Stüttgart）まほろばの会

　シュトットガルト日本国名誉領事館に勤務する女性

が中心となり，有志が集まり，2009 年に会を設立さ

せた。シュトットガルト市内及び近郊に住み，国際結

婚などによりドイツで老後を考える日本人の有志が集

まり，ミュンヘンの友の会と同様に健康，介護，年金

問題などの勉強会を行い，ドイツでの老後の生活に備

えて会員同士の相互扶助のネットワーク作りに励んで

いる 9）。また，病により在宅で療養している会員を訪

問し，日本語による悩み・相談を行い励ましている。

　2016 年，会員数は 23 名である。県立広島大学の教

職員・学生と会の交流は，2013 年以降，毎年，行わ

れている。会の例会のなかで，県立広島大学の教員が

認知症予防や日独社会福祉制度の講演を行い，意見の

交換が活発に行われた。また，学生達は会員の案内で

市内のベンツ・ポルシェ博物館の見学したり，会員と

共にサッカー観戦を楽しんでいる。会員にとっても，

県立広島大学の学生との交流は喜びとなっているよう

である。

（3）県立広島大学との交流意義

　県立広島大学は，上述の 2 つの団体以外にも，ハイ

デルベルグ市やハンブルグ市の在留邦人高齢者グルー

プとの交流を持っている。

　若い頃，国際結婚や仕事などによりドイツに住み始

め，その後何十年も住み，老後を迎える段階になると，

例えドイツ語での会話，ドイツの生活習慣に慣れたと

しても，自分が小さい頃から慣れ親しんできた日本語，

日本食などの習慣を在留邦人の方々は忘れることがで

きないようである。在留邦人高齢者の老後意識調査で

は，在留邦人の多くが，日本語による介護や食事を期

待していることが報告されている 10）。また，彼らの

多くは，日本という母国に対して，強い愛着の思いが

写真７　在独邦人高齢者グループと県立広島大学学生
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あると想像される。このような状況にある在留邦人の

高齢者にとって，県立広島大学の学生達との交流は暮

らしに潤いを与えているのではないかと考えられる。

一方，学生にとって，ドイツの地で，在留邦人との新

鮮な出会い，これらの方々によるドイツの観光案内，

交流は魅力的であり，貴重な交流体験となっているよ

うである。写真 7 は，県立広島大学学生との交流の様

子である。（國定美香）

注 1） この報告は，「県立広島大学平成 19 年度社会人

の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」に

おけるドイツ老年社会学者メアテス博士（Dr. 
Mertes）の講演による。

注 2） この老人ホームは，2008 年，県立広島大学人間

福祉学科の学生達が訪問した施設である。現在，

利用者の状況（年齢，要介護度）が変わったと

しても，施設の介護方針は同じである。

注 3） 病 院 SW の 呼 称 は， ド イ ツ で は 一 般 的 に

Krankenhaussozialarbeiter である。

注 4） この場合の長期とは10年以上の滞在，永住とは，

日本に帰国せずにドイツで老後生活を考えてい

る場合である。
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Abstract

The Prefectural University of Hiroshima and the Catholic University of Applied Sciences of North Rhine-Westphalia in 
Germany entered on international academic exchange agreement in September 2011. This paper reports the characteristics of 
the German social welfare, the Catholic University, the medical and welfare facilities, the Japanese elderly group in Germany 
which the students and the staff of the Prefectural University of Hiroshima in the past have visited.
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