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2010年 5月 

 

社会学系コンソーシアム通信第７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（８月、１月、５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 26 回日本解放社会学会大会のお知らせ 

 

第 26 回日本解放社会学会大会は、2010 年 9 月 4 日〜5 日の日程で、関西学院大学（西宮キャン

パス）で行います。 

 

テーマ部会 

「同和対策事業の光と影－－現場とアカデミズムの対話から－－」 

「ジェンダー・セクシュアリティ研究とアイデンティティ・ポリティクス」 

 

詳細は以下のホームページをご覧下さい。 

http://sociology.r1.shudo-u.ac.jp/liberty/taikai/taikai10.html 

 

 

 

http://sociology.r1.shudo-u.ac.jp/liberty/taikai/taikai10.html


★第 23 回日本看護福祉学会全国学術大会のお知らせ 

大会テーマ 

「超高齢社会を支える看護と福祉の融和」  

 

会期： 2010（平成 22）年 7月 3日（土）・4日（日）  

会場 ：日本赤十字広島看護大学  

 

第 1 日目 7月 3日（土） 13：00～19：30（受付 12：30～）  

基調講演 14:00～15:30 

「家族介護体験からの学び ―18年間、看護管理職と家族介護を両立させて―」 

   新道 幸惠 （日本赤十字広島看護大学 学長）  

シンポジウム 15:40～17:45 

「高齢者の暮らしを支える専門職としてのチャレンジ」 

 

第 2 日目 7月 4日（日） 9:00 ～ 15:00（受付 8:00～）  

研究発表 9:00～12:00  

総会 12:10～12:40  

交流会 13:00～15:00 

交流会１ 「高齢者専用賃貸住宅・小規模多機能居宅介護」 

交流会２ 「スウェーデンからの贈り物‐タクティールケア‐」 

交流会３ 「中国三千年の知恵を使おう～加齢は過冷？～」 

交流会４ 「おむつについて一緒に考えてみませんか」 

 

学術大会運営・プログラム・参加申込み・研究発表に関する問い合わせ先  

【第 23回日本看護福祉学会全国学術大会 事務局】  

〒738-0052  

広島県廿日市市阿品台東 1 番 2号 

日本赤十字広島看護大学 担当；山本・平賀 

TEL＆FAX 0829-20-2846 

ホームページ：http://kangofukushi.sakura.ne.jp/ 

http://kangofukushi.sakura.ne.jp/


★第 20回日本家族社会学会大会について 

日本家族社会学会は、学会化 20周年を記念した大会を以下のように開催いたします。 

森岡清美顧問の特別講演など、記念企画も盛りだくさんです。 

非会員の方も参加できますので、どうぞふるってご参加ください。 

 

期日：2010年９月 11日（土）・12 日（日） 

会場：成城大学（東京都世田谷区） 

 

学会化 20周年記念講演（9 月 11日午後）：  

森岡清美（日本家族社会学会顧問、成城大学名誉教授）「私が出会った家族研究の四先達―鈴木、

有賀、小山、喜多野の諸先生―」 

 

学会化 20周年記念テーマセッション： (9月 11日午後) 

「日本の家族社会学は今―過去 20年の回顧」  

報告者とタイトル（仮題） 

１ 木戸 功（札幌学院大学）「質的研究の立場から」       

２ 保田時男（大阪商業大学）「計量研究の立場から 」      

３ 米村千代（千葉大学)「家族史・社会史研究の立場から」  

コメンテーター： 牟田和恵（大阪大学）渡辺秀樹（慶應義塾大学）  

 

大会シンポジウム(9月 12 日午後)： 

「日本の家族の変化とこれから」 

報告者とタイトル（仮題） 

鈴木透（国立社会保障・人口問題研究所）「世帯動態調査からみた家族の現状と変化」 

岩井紀子（大阪商業大学）「JGSS-2000～2010からみた家族の現状と変化」 

稲葉昭英（首都大学東京）「NFRJ-1998/2003/2008からみた家族の現状と変化 」 

コメンテーター： 石井クンツ昌子（お茶の水女子大学）、善積京子（追手門学院大学）、舩橋

惠子（静岡大学） 

 



このほか、11日午前には自由報告、12日午前には自由報告およびテーマセッションの部会が開

かれます。詳細はホームページ（http://www.wdc-jp.com/jsfs/index.html）を参照ください。 

 

２．参加学協会イベントカレンダー 

 

５月 

8・9 日 社会事業史学会 2010年度大会（関西学院大学）   

    http://wwwsoc.nii.ac.jp/jshsw/ 

8・9 日 地域社会学会 第 35回大会（駿河台大学飯能キャンパス）   

    http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/main/meetings/index.html 

10・11 日 日仏社会学会 日仏コローク（ＥＨＥＳＳ(社会科学高等研究院)、フランス パリ） 
    http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/main/meetings/index.html 

15・16 日 日本保健医療社会学会 第 36回大会（山口県立大学）   

    http://square.umin.ac.jp/medsocio/index.htm 

29・30 日 福祉社会学会 第 8回大会（九州大学、箱崎地区）   

    http://wwwsoc.nii.ac.jp/jwsa/ 

29・30 日 関西社会学会 第 61回大会（名古屋市立大学 滝子（山の畑）キャンパス） 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/ksa/ 

６月 

19・20日 関東社会学会 第 58回大会（中央大学多摩キャンパス）   

       http://wwwsoc.nii.ac.jp/kss/ 

19・20日 北海道社会学会 第 58回大会（北海道教育大学函館校）   

     http://wwwsoc.nii.ac.jp/hsa/ 

26・27日 日本社会学史学会 第 50 回記念大会（奈良女子大学）   

     http://wwwsoc.nii.ac.jp/jashs/ 

７月 

3・4日 日本マス・コミュニケーション学会 2010年度春季研究発表会（関西大学（千里山キャンパス）   

     http://tss.sal.tohoku.ac.jp/am56.html 

3・4日 日本看護福祉学会 第 23回全国学術大会（日本赤十字広島看護大学）   

     http://kangofukushi.sakura.ne.jp/ 

24・25日 東北社会学会 第 57回大会（新潟大学）   

     http://tss.sal.tohoku.ac.jp/am56.html 

８月 

27・28日 日本難病看護学会 第 15 回学術集会（山形県立保健医療大学）   

     http://square.umin.ac.jp/intrac/index.htm 

９月 

4・5 日 日本社会学理論学会 第 5回大会（長崎大学） 
    http://wwwsoc.nii.ac.jp/sst/html/conference.html 

4・5 日 日本解放社会学会 第 25回大会（関西学院大学 西宮キャンパス）   

    http://sociology.r1.shudo-u.ac.jp/liberty/taikai/taikai10.html 

11・12 日 日本家族社会学会 第 20回大会（成城大学）   

    http://www.wdc-jp.com/jsfs/index.html 

11・12 日 日本都市社会学会 第 28回大会（日本大学文理学部） 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/urbansocio/ 
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10月 

9・10日 日本社会福祉学会 第 58回秋季大会（名古屋市公会他） 
       http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssw/ 

15-17日 日本労働社会学会 第 23 回研究大会（一橋大学） 
       http://www.jals.jp/  

11月 

6・7日 日本社会学会 第 83回大会（名古屋大学）   

       http://www.gakkai.ne.jp/jss/ 

20・21日 日本村落研究学会 第 58 回大会（長野県上田市別所温泉） 
       http://www.kyoto-gakujutsu.co.jp/gakkai/sonken/  

 

３．コンソーシアム事務局からのお知らせ 

 

（１）連合体申請について  

2010年 4月、社会学系コンソーシアムは、日本学術会議と緊密な協力関係を築くべく、協力学

術団体連合体登録申請を提出いたしました。認可されれば、日本国が公的に認定する学術団体連

合体となります。協力学術研究団体（連合体）には、日本学術会議から広報刊行物、ニュースメ

ール等が配信されます。また、今後の会議等の共催が可能になります。連合体登録により、小規

模学術団体（100 名以下）も、コンソーシアムへの参加を通して日本学術会議との連携学術活動

が可能になります。 

 

（２）コンソーシアム HPの「情報交換スペース」のご案内 

 また、当コンソーシアムのホームページでは、昨年 4 月に「情報交換スペース」のページを新

設しました（http://www.socconso.com/）。このスペースでは、参加学協会間の交流促進を目的

に、以下の３つのコンテンツを設置いたしております。 

 

1)「イベントカレンダー」（参加学協会の学会年間スケジュール一覧） 

2)「参加学協会機関誌一覧」 

3)「共同呼びかけ／求人欄」 （共同研究等の呼びかけのためのスペース） 

 

参加学協会の皆様に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@activemail.jp）お寄せ下さい。お待ちいたしております。 

  

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssw/
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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@activemail.jp 

  Website： http://www.socconso.com/ 

 

 


