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第 39 回家族関係学セミナーの事前申込は９月 17 日までとなっております。多くの皆

様の参加をお待ちしております。また、セミナー終了後に「若手研究者交流の会」が

企画されております。会員の皆様の交流が深まり、より活発な研究活動へとつながる

ことを期待しております。 
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■ 第 39 回家族関係学セミナーのご案内と参加申し込みについて 

■ 2019 年度年会費納入について 

■ 会員のメルマガを利用した情報発信について 

■ 事務局からのお知らせとお願い 
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■ 第 39 回家族関係学セミナーのご案内と参加申し込みについて 

                     セミナー実行委員長 中谷奈津子 
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第 39 回家族関係学セミナーについて、8 月 8 日付で部会員の皆様にプログラムを送

付いたしました。 

 

１．日 程  
2019 年 10 月 12 日 (土 )  12 時～         受付  

13 時～16 時       公開シンポジウム  

16 時 30 分～17 時 30 分  総会    
18 時～20 時       懇親会  

10 月 13 日 (日 )   8 時 30 分～        受付  
9 時～12 時 10 分       自由報告  
セミナー終了後        若手研究者交流の会  

２．会 場  
神戸大学  鶴甲第 2 キャンパス  
〒657-8501 兵庫県神戸市灘区鶴甲 3-11 
http://www.kobe-u.ac.jp/index.html 
 

３．公開シンポジウム  
テーマ：地域におけるグローバル化と多文化共生 

－受け入れ国と送り出し国の家族・子ども・教育－ 

報告者と報告タイトル  
報告 1 上野 加代子氏（東京女子大学 現代教養学部 教授） 

移民社会における児童虐待問題－日本で子育てをすること 

報告 2 志岐 良子氏（特定非営利活動法人 神戸定住外国人支援センター） 

神戸での外国にルーツをもつ子どもと保護者への実践と課題 



報告 3 上野 顕子 氏（金城学院大学 生活環境学部 教授） 

外国につながりのある子どもたちと家庭科教育 

 

コーディネーター・司会：森田 美佐 (高知大学准教授) 

磯部 香  (高知大学講師)  

 

４．セミナー参加費・懇親会費   
＜セミナー参加費＞  

一般会員（常勤）   3,000 円（当日 3,500 円）  
一般会員（常勤以外） 2,000 円（当日 2,500 円）  
非  会  員       3,000 円（当日 3,500 円）   
学  生               1,000 円（当日 1,500 円）  
共同発表費（共同発表者でセミナーに参加されない方） 3,000 円   

＜懇親会費＞  
一般会員・非会員   4,500 円（当日 5,000 円）  
学  生         2,500 円（当日 2,500 円）  

＜振込先＞  郵便振替口座 【口座番号】：  ００８１０  ―  ６―  ２６６１  
【加入者名】：家族関係学セミナー実行委員会  

振込期限：2019 年 9 月 17 日（火）厳守  
   ・プログラムに同封した払込用紙にてお振り込みください。  
   ・期限後は当日参加費となりますので、お早めにお振込みください。  
   ・振込期限後のお振込みはご遠慮ください。9 月 17 日以降のお振込みは当

日参加扱い（会場受付で精算）とさせていただきます。  
≪問い合わせ≫ 第 39 回家族関係学セミナー事務局 中谷奈津子  

E-mail：nakatani-n★silver.kobe-u.ac.jp 
※上記の★を＠に置き換えてください。  
 

●「若手研究者交流の会」のご案内  
セミナー終了後に若手研究者のための交流会を開催いたします。１時間程度の予

定です。研究のことや進路のこと等情報の交換ができればと考えております。み

なさまのご参加をお待ちしております。※お昼ご飯は各自ご準備ください。  
発起人代表 青木加奈子  
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■ 2019 年度年会費納入について 

                            会計担当 李璟媛 
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2019年度の年会費（正会員5,000円、学生会員2,000円）納入および過年度会費（正会

員4,000円、学生会員2,000円）納入のお願いと振込用紙については、６月初めに送付

いたしました。納入期限の７月31日をすぎておりますが、未だ入金を確認できていな

い会員の方がいらっしゃいます。ご確認の上、至急振込の手続きをお願いいたします。 

また、学生会員として2019年度会費の入金を希望される方は、学生証の写しを家族関

係学部会事務局まで、郵送、画像のメール添付のいずれかの方法でお送りください。

所定の手続きを行わずに学生会員の年会費を入金されても、学生会員として認められ

ません。ご不明の点がございましたら、下記までご連絡ください。 



 

年会費振込先：（郵便振替）00310-6-30229 家族関係学部会 

〒700-7530 岡山市北区津島中 3-1-1 岡山大学大学院教育学研究科 李 璟媛 

Tel：086-251-7678  Fax：086-251-7678 

E-mail : inquiry★kazokukankeigaku.jp（家族関係学部会事務局）  

※上記の★を＠に置き換えてください。 
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■ 会員のメルマガを利用した情報発信について 

庶務 永田晴子 
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家族関係学部会にかかわる活動で、会員間の相互交流や研究活動の発展に資する情報

の配信を希望する方は、事務局メールアドレスまで情報をお寄せ下さい。なお、発信

内容が不適切であると役員会が判断した場合、情報が掲載されないこともあります。  

 

【必要事項】  

①情報のタイトル（「○○のご案内」など）  

②配信内容（概ね 600 文字以内）  

③主催者  

④問合せ先   

※配信できるのはテキストデータのみです。ファイルを添付することはできません

ので、ウェブサイトへのリンク等でご対応ください。  

【依頼先】inquiry★kazokukankeigaku.jp  （★を＠に置き換えてください）  

※メールの件名は「メルマガ配信依頼」でお送りください。  

【次号メルマガへの配信受付期限】2019 年 10 月 31 日（木）まで  

※11 月中旬頃配信予定のメルマガに掲載されます。 
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■ 事務局からのお知らせとお願い 

                            事務局 大石美佳 
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●家族関係学部会では、メーリングリストやホームページでの情報発信を進めており 

ます。住所、E-mail アドレス、所属先等を変更された場合、またメルマガを受信 

できていないとお気づきの際は、お手数ですが家族関係学部会事務局までご連絡く 

ださい。 

 

●本メルマガへのお問い合わせは家族関係学部会事務局までお願いいたします。 

 

＜家族関係学部会事務局＞ 

〒247-8512 鎌倉市大船 6-1-3 鎌倉女子大学 大石美佳 

Tel：0467-44-2111（代表）  Fax：0467-44-7131 

E-mail : inquiry★kazokukankeigaku.jp（家族関係学部会事務局）  

※上記の★を＠に置き換えてください。 

 

【発行・編集】 家族関係学部会事務局 


