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WSSF は、３年に一度、世界中から研究者や政策担当者、実務家
が集まり、社会科学の最新の成果や課題を共有するとともに、将来

１９５１年の第６回ユネスコ総会の決議を受けて翌１９５２
年に創設
世界のあらゆる地域の社会科学や行動科学の実践や活
用を発展させることを目的とし、その分野を国際的に代表
する
ユネスコに事務局を置き、世界の人文・社会科学系学術
機関の総本山としての役割を果たす
国際地理連合、国際社会学会、国際政治学会、国際経済
学協会など、約６０の国際学会や国内学術協議会が加盟
ICSU（国際科学会議）とともに 2012 年の国連持続可能な
開発会議（リオ+20）において、国際的な地球環境研究プロ
グラムであるフューチャー・アース構想を提唱し、ICSU とと
もにプログラムを主導

大会テーマ・サブテーマ
Security and Equality for Sustainable Futures

の研究課題や政策を提案するためのフォーラムです。

のような伝統的なテーマだけでなく、「バイオセキュリティ」「サイバ

持続可能な未来のための生存・安全の確保と平等
1. Sustainability and security
持続可能性と生存・安全
2. Cybersecurity, cyberattacks, hybrid warfare

ーセキュリティ」なども含む広い意味での「セキュリティ」をキーワー

サイバーセキュリティ、サイバー攻撃, ハイブリッド戦争

２０１８年大会は、世界が直面している人間の安心、安全、生存基
盤の確保という問題に迫ります。社会保障や地政学的な安全保障

ドとして、それが持続的にかつ平等に保障できるかについて３日間
以上にわたって意見が交わされます。多様性を維持しつつ、平等と
持続性の危機を打開するには、宗教などの価値観や政治・経済制
度を多面的に議論する必要があります。大会を実のあるものにす
るには、あらゆるステークホルダーの参加が必須です。基調・招聘
講演者も公開講座や座談会に参加して、市民との対話を試みま
す。また不足している知識やデータを明らかにして、今後の是正や
収集方法なども議論されます。
WSSF２０１８はアジア初の大会です。日本のリーダーシップが期待
されています。 多くの皆様のご参加をお待ちしております。

WSSF 国内組織委員会委員一同

Science Counci
of Japan (SCJ)
〔TBD〕

3. Human security
人間の安心・安全
4. Security and the 2030 Agenda
生存基盤の確保と国連採択課題:
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ
5. Globalization, diversity, and cultures of belonging
グローバリーゼーション、多様性と文化的帰属
6. Development and inclusion in urban and rural areas
都市と地方を包摂する開発
7. Gender equality and security
男女平等と人間の安全保障
8. Health, safety and biosecurity
健康、安全とバイオセキュリティ
9. Freedom, democracy and security
自由、民主主義と安全確保
お問合せ： WSSF 事務局
wssf2018@jimu.kyushu-u.ac.jp
092-642-2257

Call for Session Proposals
セッション公募 只今受付中︕
The theme of WSSF2018 is Security and Equality for Sustainable Futures.
A wide range of sub-themes will allow encompassing discussions and expose attendees to
a variety of research fields, methods, and applications. Proposals for parallel sessions under
the listed sub-themes of WSSF2018 are now invited.
Key dates: Submission Deadline / Selection / Outcome Notification


Submission Deadline: September 1, 2017



Selection: Proposals will be reviewed by the Scientific Program Committee (SPC).



Outcome: Feedback on session proposals and notifications of acceptance will be sent
out to all applicants by email no later than November 30, 2017.

Session format and requirements


A session format is, in principle, a 120-minute symposium in English, featuring paper

presentations.


A session generally consists of 5 presentations, with time for discussion. Session organizers

are free to design sessions as they see fit.


Presentations will be followed by discussion among presenters, or with discussants, led by
a chair.



Sessions should be international. Speakers should come from at least two different

countries.


Interdisciplinary sessions are particularly welcomed. Sessions with non-academic speakers
are also welcome.



You may propose a full session with all the papers and presenters set in advance. However,

proposed sessions with only one or a few pre-selected papers are also welcomed. In
this case, the Scientific Program Committee (SPC) will help allocate additional accepted
papers to the session. An official call for papers will be released by the SPC at a later
date. The session organizer will be able to review and select from the listed prospective
papers that have been accepted by the SPC.
Submission
Access to the WSSF Session Abstract Submission Online System via the WSSF2018 Website:
http://www.wssf2018.org/


Registration（Personal Information）



Organizer (＆Co-Organizer(s)) Registration



Session abstract submission: Include session title, most relevant Forum Sub-theme,
Session description, (name(s) and affiliation(s) of presenter(s) and title(s) of their
presentation)



Presentersʼ paper abstract(s) submission: Attach presentersʼ paper abstracts to the
Online System (, where presenters are proposed).

http://www.wssf2018.org/

