社会学系コンソーシアム通信

第９号
2011 年 1 月

社会学系コンソーシアム通信第９号をお届けいたします。近々行われる学会大会やその他イベントな
ど各学術団体の活動を広く他の学術団体と共有し、相互のコミュニケーションや交流を広げようとする
企画の一環です。
本『コンソーシアム通信』は、（１）事務局にお寄せ頂いた参加学協会のイベント詳報、（２）参加
学協会の皆様のホームページ上で公表されている学会大会や研究大会のイベント情報、（３）その他事
務局からのお知らせで構成されています。
今後も、年３回（５月、８月、１月）のペースで、本通信を配信する予定ですので、シンポジウム、
学会大会、国際イベントなど、情報提供の場として、皆様に積極的にご利用いただければ幸いです。

１．参加学協会イベント詳報

★第 24 回日本看護福祉学術大会のお知らせ
大会テーマ
会期
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「尊厳を支える人々の繋がり」

2011（平成 23）年 7 月 30 日（土）・31 日（日）
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13:00 ～ 14:00
「認知症高齢者の尊厳と終末期ケア」
シンポジウム

渡辺

みどり

（長野県看護大学看護学部
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16:20 ～ 17:30
交流集会１

「看護のリーダーシップと他職種協働」
白鳥さつき
何原真弓
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「障がいを持つ子どもと家族の支援」
竹内幸江

（長野県看護大学看護学部

坂上純夫

（信濃医療福祉センター

看護師）

寺島憲治

（信濃医療福祉センター

看護師）

准教授）

「障がい者・高齢者の感染予防と口腔ケア」
横田克彦

7 月 31 日（日）

（飯田市立病院

「学生の社会参加と教育」
宮越幸代

交流集会４

教授)

(長野県看護大学看護学部

「実践を支えるエビデンス」
喬

第 2 日目

元基

「研究者の立場から」

「家族の立場から」
交流集会

市川

（ユー歯科診療所

医院長）

9:00 ～ 13:00（受付 8:00～）

研究発表

9:00 ～ 11:10

教育講演

11:20 ～ 12:10
「統合失調症を患う人々をどう理解するか‐地域社会の保護膜形成に向けて‐」
阿保順子

（長野県看護大学

学長）

★地域社会学会 2011 年度学会大会のお知らせ

地域社会学会の 2011 年度の学会大会は 2011 年 5 月 14 日・15 日の両日、山口大学で開催されます。
大会のプログラム等は地域社会学会ホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/
をご参照ください。（地域社会学会事務局）

２．参加学協会イベントカレンダー
1月
30 日 社会学系コンソーシアム 第 3 回シンポジウム（日本学術会議）
http://www.socconso.com/index.html
2月
26 日 関東社会学会 2010 年度第 1 回研究例会（駒澤大学）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/kss/meeting/information.html
3月
8-9 日 数理社会学会 第 51 回大会（沖縄国際大学）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams/
12 日

関東社会学会 2010 年度第 2 回研究例会（東洋大学白山キャンパス）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/kss/meeting/information.html

20-22 日 日本スポーツ社会学会 第 20 回大会（成蹊大学）
http://www.jsss.jp/index.html
5月
7-8 日 社会事業史学会 第 39 回大会（ノートルダム清心女子大学）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jshsw/index.html
14-15 日 地域社会学会 第 36 回大会（山口大学吉田キャンパス）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/
21-22 日 日本保健医療社会学会 第 37 回大会（大阪大学豊中キャンパス）
http://square.umin.ac.jp/medsocio/index.htm
28-29 日 関西社会学会 第 62 回大会（甲南女子大学）
http://www.ksac.jp/
29 日

日本社会福祉学会 第 59 回春季大会（東洋大学白山キャンパス）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssw/

6月
12 日 北海道社会学会 2011 年度大会（天使大学）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/hsa/index.html
7月
30-31 日 日本看護福祉学会 第 24 回学術大会（長野県看護大学）
http://kangofukushi.sakura.ne.jp/
9月
10-11 日 日本家族社会学会 第 21 回大会（甲南大学）
http://www.wdc-jp.com/jsfs/index.html
10 月
8-9 日 日本社会福祉学会 第 59 回秋季大会（淑徳大学千葉キャンパス）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssw/

３．コンソーシアム事務局からのお知らせ

（１）第 3 回シンポジウム、評議員会、理事会の開催
2011 年 1 月 30 日（日）に、第 3 回コンソーシアム・シンポジウムが開催されます。合わせて、評議
員会および理事会も同日に開催いたしますので、ご参集くださいますようお願いいたします。

-------------------------------------------------------------------------------------

公開シンポジウム「再論

日本の社会福祉学・社会学の国際化に向けて」

主

催

日本学術会議社会学委員会

共

催

社会学系コンソーシアム

日

時

2011 年 1 月 30 日(日）13：00～16：00

場

所

日本学術会議講堂
（東京都港区六本木７－２２－３４

東京メトロ千代田線「乃木坂」駅５番出口徒歩１分）

開催趣旨
昨年度のシンポジウムに引き続き「国際化」をテーマに取り上げる。昨年度は、社会福祉学・社会学にお

ける国際化の意味とその可能性について議論した。今年度は、より具体的な現象を通して国際化を論ずる。
たとえば、国際共同作業において文化の壁を越えたコミュニケーションを確立する方法は何か。言語をど
う扱うか。若手研究者にメリットのある形で国際化を進めるにはどのようにすればよいか。海外で学習研究
経験を積むことのメリットは何か。国際的学問論争にどう対応するのか。また、グローバルなものとローカ
ルなものをどう繋ぐか。これら国際化の諸相について議論を深める。

発表
13:00～13:10

13:10～13:25

開会挨拶：庄司興吉（社会学系コンソーシアム・清泉女子大学教授）

「情報の交流・組み合わせとイノベーション；MNC 地域統括会社・マネジャーの役割」
細萱伸子（関東社会学会・上智大学准教授）

13:25～13:40

「グローバリゼーションとローカライゼーション：保健医療社会学の場合」
藤澤由和（日本保健医療社会学会・静岡県立大学准教授）

13:40～13:55

「ソーシャルワーク研究と言語‐IASSW／APASWE の経験」
秋元 樹（日本社会福祉学会・日本社会事業大学教授）

13:55～14:10

「社会学のディシプリン再考：パブリック・ソシオロジーをめぐる国際論争」
京谷栄二（日本労働社会学会・長野大学教授）

14:10～14:25

「国際化と研究者の育成：海外で学位を取るということ」
齊藤麻人（地域社会学会・法政大学 非常勤講師）

14:25～14:40

休憩

全体討論
14:40～14:50

解題「文化・国境を超えた研究の方法と実践」
今田髙俊（日本学術会議社会学委員会委員・東京工業大学教授）

14:50～16:00

閉会挨拶：直井

優 (日本学術会議社会学委員会委員長・大阪大学名誉教授）

事前のお申し込みは必要ありません。どなたでもご参加頂けます。参加費は無料です。

-----------------------------------------------------------------------------------------

（２）情報提供のお願い
『コンソーシアム通信』やコンソーシアムのホームページは、参加学協会の皆様の情報交換の場とし
て積極的にご活用頂けましたら幸いです。掲載したい情報やご質問など、お気軽に事務局まで
（socconsortium@socconso.com）お寄せ下さい。お待ちいたしております。

事務局・問い合わせ

事務局（上智大学内）
藤田泰昌・芝井清久
TEL： 03-3238-3567（不在時はメッセージをお残しください）
E-mail： socconsortium@socconso.com
Website： http://www.socconso.com/

