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新しく部会長を務めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い

いたします。 

10 月 10 日の第 40 回家族関係学セミナーは、節目にふさわしい素晴らしいセミ

ナーでした。長津美代子先生の記念講演を聞かせていただき、家族に関する、科

学的でありつつ学際的、かつ実践的研究を志向する学術団体は他に例が無く、部

会のこの持ち味を大事にし、広めていくことが使命であると受け止めました。 

現代の社会に、家族に直接・間接に関連して解決を迫られる諸問題は多く、家

族関係学の貢献が求められる場は数多くあります。新役員の皆さまと共に、家族

関係学の学術的、実践的な仕事の質を高めるべく議論の場を生み出し、広く社会

に発信していくことに力を尽くしたいと考えております。 

この間、諸先輩のご尽力のお陰で、ホームページ、メールマガジンの充実、部

会誌の JSTAGE 登載定着等、部会運営は成熟してきています。この成果を受け継

ぎ、安定的な部会運営に務めてまいります。ご支援・ご協力のほど、お願い申し

上げます。                                         （部会長 山根真理） 
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■ 新役員会発足の報告 

■ 『家族関係学』編集規程および投稿規定の改正について 

■ 第 41 回家族関係学セミナーについて 

■ 家族関係学部会創立 40 周年記念事業 優秀著書賞選考結果の報告 

■ 2020 年度年年会納入について 

■ 新刊書情報提供のお願い 

■ 事務局からのお知らせとお願い 
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■ 新役員会発足のご報告－新役員会会務分掌―      部会長 山根真理 
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 2020 年 10 月～2022 年 10 月までの役員会の会務分掌は下記の通りとなります。 

[（ ）内は、任期 1 年の役員・幹事の役員期間、下線は部会長委嘱役員] 

部会長：山根真理 

庶 務：【会員管理】山下美紀・【文書管理】・広報 永田晴子 

会 計：大風薫 

編 集：表真美（委員長）・安達正嗣・菊地真理・黒川衣代・中川まり・ 

平野順子・冬木春子 

セミナー：【2021 年度：椙山女学園大学】吉田あけみ・冬木春子・上野顕子 

研究活動企画：李秀眞・黒川衣代 

海外学術交流：李秀眞 

2021 年度セミナー担当幹事（任期１年）：安藤究・石川周子・三輪聖子・ 

室雅子・宮坂靖子 

監 事：１区 長津美代子 ２区 水島かな江 

（2022 年度セミナー及び部会長委嘱編集委員につきましては、時期を改めてお知

らせいたします。） 
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山根真理
表先生　山下先生　新たに編集に加わっていただく方は委嘱状まだですので、後日にするということでいかがでしょうか。



■ 『家族関係学』編集規程および投稿規定の改正について 

                           編集委員会 表真美 
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 2020 年度総会にて『家族関係学』編集規程および投稿規定の改正が承認されま

した。投稿受付がメールのみとなり、投稿料がなくなりました。あわせて、執筆

要項と投稿申込表紙についても改正されました。 

改正された編集規程および投稿規程（「規定」から「規程」に変更）、執筆要項・

投稿申込表紙については、部会ホームページのニュース（2020.10.27）からご確認

ください。改正の詳細につきましては、部会ホームページに掲載されている総会

議事録概要版（2020 年 総会）からご確認ください。 
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■ 第 41 回家族関係学セミナーについて   セミナー実行委員長 吉田あけみ 
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第 41 回家族関係学セミナーは、2021 年 10 月 9 日（土）～2021 年 10 月 10 日

（日）椙山女学園大学・星ヶ丘キャンパスにて開催いたします。  

シンポジウムの内容、セミナー参加募集、自由報告の募集などのご案内は、

2021 年 5 月頃を予定しております。多くの皆さまの参加、報告をお願いいたし

ます。 
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■ 家族関係学部会創立 40 周年記念事業 優秀著書賞選考結果の報告 

                  優秀著書賞選考委員会委員長 久保桂子 
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2019年度の総会で、家族関係学部会創立40周年記念事業として優秀著書の表彰

を行うことを決定しました。この事業は新進研究者の優れた著書を表彰すること

を通じて，家族関係学研究の発展と会員の研究意欲を称揚することを目的として

います。  

2020 年 8 月 28 日（金）に開催した選考委員会において審議を行った結果、優

秀著書賞を、安藤藍会員の著書『里親であることの葛藤と対処 ―家族的文脈と福

祉的文脈の交錯―』（ミネルヴァ書房、2017 年 2 月）に決定し、10 月 10 日（土）

にオンラインにて開催された 40 周年記念事業において、優秀著書賞の発表と賞

状および副賞（1 万円）の贈呈を行いました。 

 優秀著書賞の選考委員会は、優秀著書の表彰についての要領に従い、部会長指

名の選考委員会委員長 1 名（久保桂子）、部会長と選考委員長の協議により選任

した委員 3 名（長津美代子、山下美紀、山根真理）の計 4 名で構成されました。 

選考手順は以下の通りです。2020 年 1 月 27 日から 3 月 31 日までの推薦期間

に、他薦で 5 点の単著の推薦がありました。要領に従って資格要件を検討した結

果、資格要件を満たしたのは 4 点でした。1 点は著者がすでに退会しており「会

員」という要件を満たしておらず対象外となりました。要件は、2010 年 1 月 1

日～2019 年 12 月 31 日までに刊行された「新進研究者」（2020 年時点で大学院

修士課程修了後概ね 15 年以内の者）に該当する会員の著書であることです。 

選考にあたっては、家族関係学的であるか、問題意識とアプローチが斬新であ

るか、論証過程の緻密さ・面白さ、明らかにした結論の学問的・社会的貢献など

の観点から検討しました。各委員が候補著書に 100 字から 200 字の理由をつけて

順位をつけ、結果の一覧表を委員長が作成して、メールでの選考委員会の資料と

しました。8 月 25 日（火）の選考委員会においては、順位の決定方法について

検討を行い、各委員の評価の１位に４点、２位に３点、３位に２点、４位に１点



として､合計得点を算出し、得点の高い順に順位をつけることにしました。8 月

28 日に決定方法に従って順位をつけ、著書賞を決定しました。安藤会員の著書

については検討の段階で全委員が 1 位としており、一致した評価でした。なお、

上記以外の 3 点も選考委員の評価も高く、意欲的な優れた著書でした。 

優秀著書賞に選ばれた安藤藍会員の著書は、子どもの家庭的養護の推進が求め

られながらも里親委託率が低い現状の中で、里親の実像を探る研究であり、極め

て今日的な研究です。本書は、里親たちが「家族的文脈」と「福祉的文脈」が交

錯する場に位置づけられることで経験する葛藤を、「時間的限定性」と「関係的

限定性」という観点から描いています。代替的親と見なされる里親の子どもに対

する関わりや心的状態を丁寧にかつ説得力をもって論証しており、里親が自己の

意味づけに用いる論理は近代家族的規範に支えられているという知見などは、家

族関係学に大きく寄与しており、家族関係学的研究といえます。福祉と家族を繋

ぐ理論的視角と実証を結びつけたという点で斬新的なアプローチであり、家族社

会学や福祉社会学、および臨床分野にも示唆を与えています。さらに、児童福祉

政策に対して「家族のようなケア」に代わる新たな見方を提案しており、学問的

にも社会貢献の面においても高く評価されます。今後は、より長期的な時間軸を

意識した研究とともに、子どもの側の視点を組み入れたよりリアリティのある研

究を期待します。 
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■ 2020 年度年会費の納入のお願い                       会計担当 大風薫 
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2020年度の年会費および過年度会費未納分の納入期限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2020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。 

〇年会費振込先：（郵便振替）00310-6-30229 家族関係学部会 

〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1  

お茶の水女子大学 学生・キャリア支援センター 大風 薫 

Tel：03-5978-2039  Fax：03-5978-2039 

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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■ 事務局からのお知らせとお願い                        事務局 山下美紀 
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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＞  

〒700-8516 岡山市北区伊福町 2⁻16⁻9 ノートルダム清心女子大学 山下美紀  

Tel：086-252-2142  Fax：086—252-5145  



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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情報配信依頼がありましたので、下記に案内を掲載いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

●石井クンツ昌子先生（お茶の水女子大学名誉教授）の最終講義（オンライン）

のお知らせ 

コロナによって延期いたしました石井クンツ昌子先生の最終講義を、11 月 22

日（日）15:00～17:00 にオンラインで行います。多くの方々のご参加をお待ちし

ております。イベント詳細、申し込み方法は下記 URL をご覧下さい。 

https://www.ocha.ac.jp/event/20201019_1.html 
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