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★ ☆ ★  部会長より  ☆ ★ ☆ 

 

 宮坂 靖子（金城学院大学） 

新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の状況のもと、その対策や遠隔授業の準備に追われてお

いでの会員の方も多いことと思います。世界では約 48万人もの方が亡くなられているというニュースに

は驚きと深い悲しみを禁じ得ません。一日も早い終息を祈るばかりです。 

 このような状況にあって、今年度の家族関係学セミナーをオンラインで開催するという英断がなされ

ました。昨年同様、紙面開催という選択肢もあるなかで、オンライン開催に踏み切っていただいたのは、

本部会設立 40 周年を記念するセミナーに対する特別なご配慮あってのことと思います。40 年という歴

史のなかで初めての試みに向け、佐藤宏子セミナー実行委員長をはじめ、セミナー実行委員の皆様には

大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。また、会員の皆さまからのご理解、ご協

力もぜひともよろしくお願いいたします。 

 コロナ禍はその名の通り「禍」ではありますが、同時に、今までの「あたりまえ」を見直さざるを得

ない貴重な機会を与えてくれたことも確かです。今まで「わからない」「できない」「時間がない」とい

う理由で敢えて回避してきたことも、必要に迫られ踏み込んでみたら、そこには新たな可能性、選択肢

が拡がっていた・・・、このような経験も一度や二度ではありませんでした。今までかけていた「色眼

鏡」をはずしてみるとちがった世界がみえてくる、このような気づきの体験、学びは、私たちが研究や

教育において大切に培ってきた姿勢とも重なります。未来に向けての新たな価値観やライフスタイルの

共創に家族関係学も貢献していきたいものです。 
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佐藤 宏子（第40回家族関係学セミナー実行委員長／和洋女子大学）   

 日程：2020年10月10日（土）～10月11日（日） 

担当校：和洋女子大学  〒272-8533 千葉県市川市国府台 2-3-1 

 

家族関係学部会役員会では、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、感染拡大防止と会員の安全を考

慮して、和洋女子大学での現地開催を中止する判断をいたしました。現在、セミナー実行委員会はビデオ会議

システム Zoomによるオンライン開催の準備を進めております。詳細は追って部会 HPおよびメルマガでアナウ

ンスさせていただきます。何卒ご理解・ご協力のほどをお願い申し上げます。 

 

■プログラム  

１日目 10月 10日（土）  

13:00～13:50  40周年記念行事 

  部会長ご挨拶 

元部会長の先生方からのご挨拶 

記念講演 長津 美代子氏（群馬大学名誉教授、家族関係学部会員） 

「家族関係学部会の 40年の活動を振り返る－家族関係学の更なる発展を目指して－」 

40周年記念事業 優秀著書の発表 

14:00～17:00  40周年記念シンポジウム 

  テーマ：「多様な関係性を持つ家族への理解と支援－ステップファミリーに注目して－」 

基調講演 野沢 慎司氏（明治学院大学社会学部教授） 

講  演１  菊地 真理氏（大阪産業大学経済学部准教授、家族関係学部会員） 

講  演２  緒倉 珠巳氏（SAJ(ステップファミリー・アソシエーション・オブ・ジャパン)代表） 

司会・コーディネーター  久保桂子 （和洋女子大学、家族関係学部会員） 

佐藤裕紀子（茨城大学、家族関係学部会員） 

17:10～18:15    総会 

２日目 10月 11日（日） 

     9:30～12:30   自由報告  

 

■会費  

 オンラインで開催するセミナーへの参加費は無料とする予定です。 

 

■「自由報告」の募集  

自由報告申し込み期限：2020年7月 20日（月）必着（申込は E-mailのみ） 

  報告者には、発表費として 1,000円をお支払いいただきます。 

  非会員の共同発表費は、例年同様 3,000円とします。 

報告要旨の締め切り  ：2020年8月 20日（木）必着 

自由報告を希望される方は、6 月上旬に送付しました「第 40 回家族関係学セミナーのご案内と自由報告募

集のお知らせ」を参照し、必要事項①～⑧を記載して、下記のメールアドレスにお送りください。 

申込受付先：E-mail ookaze.kaoru★ocha.ac.jp  ★を＠に置き換えてください 

お茶の水女子大学 学生・キャリア支援センター 大風 薫 

第 40回家族関係学セミナーのご案内 
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■プログラムのご案内と参加申込み 

例年 8月に発送した「プログラムのご案内と参加申し込み」はとりやめ、7月下旬に部会HPおよび

メルマガでお知らせいたします。なお、40周年記念行事・シンポジウム・自由報告等の要旨集および

オンライン開催セミナーへの参加方法などは、9月中旬までに部会員（昨年度までの年会費納入者）に

郵送する予定です。 

 

■連絡先・問い合わせ 

第40回家族関係学セミナー実行委員会  

〒272-8533 千葉県市川市国府台 2-3-1 和洋女子大学 家政学部 佐藤宏子 

 Tel：047-371-2437（研究室直通）  

E-mail：h-sato★wayo.ac.jp  ★を＠に置き換えてください 

 
 

★ ☆ ★ 編集委員会より ☆ ★ ☆ 

杉井 潤子（編集委員長／京都教育大学）  
編集委員会は、今年度は７人体制で『家族関係学』No.39 12 月刊行に向けて編集作業を進めていま

す。 

まず、編集に関わる仕事で一番重要なのは投稿論文の受付・査読審査・掲載です。今期から、編集委

員会専用のメールアドレス（edit★kazokukankeigaku.jp ★を@に置き換えてください）を設けて、メ

ールによる投稿受付を試行し始めました。投稿いただく会員、さらに査読審査をいただく会員の皆様と、

よりスムーズに、より確実にやり取りをおこなうことができるようになりました。しかし、部会誌の質

をいっそう高めていくには、より多くの投稿が必要です。次号の投稿締め切りは 2021年3月末日の予定

ですので、最新の投稿規定・執筆要項をご確認いただき、今からご準備いただきますよう、お願いいた

します。 

次に、編集の仕事としては、特集を組むこと、書評や文献紹介を取り上げること、政策動向や報告な

どの依頼原稿企画を立てることがあります。39号特集では、昨年開催される予定でした第 39 回セミナ

ーの公開シンポジウム「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―」を書面でご報告いただく予定です。楽しみにお待ちください。また、書評・文献紹介で

は前年5月 1日から今年4月30日までの間に刊行された、部会員が執筆に関わったすべての文献を対象

として検討しています。皆さまには編集委員会宛てに積極的に献本いただくなど、多くの情報をお知ら

せくださいますようお願いします。 

最後に、刊行後の編集作業として、部会誌の発送業務、さらに J-STAGE への電子ジャーナル登載があ

ります。刊行後、当該年度内にすみやかに公開できるように計画しています。また、今年度はバックナ

ンバー30号以降を登載ずる方向で現在、漸次着手しています。電子ジャーナルは、下記サイトからご覧

いただけますので、ご確認ください。https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjfr/_pubinfo/-char/ja 

このほか、編集委員会宛てにご要望等がございましたら、ぜひ忌憚のないご意見をお寄せください。 
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★ ☆ ★ 部会役員改選選挙について ☆ ★ ☆ 

大石 美佳（庶務／鎌倉女子大学） 

部会役員改選選挙についてお知らせいたします。「一般社団法人日本家政学会家族関係学部会会則」な

らびに「一般社団法人日本家政学会家族関係学部会役員選出規定」に基づき、2020～2021 年度（2020

年10月～2022年10月）の役員（選出委員）の選挙を行います。投票用紙等は 2020年 6月18日付で発

送しましたので必ずご確認ください。（選挙権のある方に送付しております） 

投票の締め切り日は、2020年 7月 8日（水）（消印有効）です。 

記入を終えた投票用紙は、無記名で投票用紙封入用の薄い茶封筒に入れて密封し、これらをさらに投

票用紙返信用封筒に入れ、住所、氏名を明記のうえ 84円切手を貼って、下記の選挙管理委員会宛にご返

送ください。なお、選挙管理委員会は、蟹江教子、八巻睦子、大石美佳により構成されています。 

 

選挙管理委員会委員長：宇都宮共和大学 蟹江 教子 

役員選挙に関するお問い合わせ：E-mail : kanie★kyowa-u.ac.jp   ★を＠に置き換えてください 

選挙管理委員会（投票用紙返送先）： 〒247-8512 鎌倉市大船6-1-3 鎌倉女子大学  

選挙管理委員会 大石美佳 

 

 

★ ☆ ★ 会計より ☆ ★ ☆ 

李 璟媛（会計／岡山大学） 
 
2020年度部会費として 5,000円（学生会員2,000円）を請求させていただきます。6月中旬に送付い

たしました払込取扱票にて納入くださいますようお願いいたします。前年度までの未納分のある方には、

納入いただく金額を「年会費納入のお願い」に記載しております。 

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。詳しくは、家族関係学部会ホームページ

のトップページをご覧ください。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。 

 

年会費振り込み先：（郵便振替）００３１０−６−３０２２９ 家族関係学部会 

連絡先：岡山大学 李 璟媛 〒700-8530  岡山市北区津島中 3-1-1 岡山大学教育学部 

Tel：086-251-7678  E-mail：leekw★okayama-u.ac.jp 

★を＠に置き換えてください 

 
 

mailto:ki.inoue@kawaguchi.ac.jp
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★ ☆ ★ 庶務（会員管理担当）より ☆ ★ ☆ 

大石 美佳（庶務／鎌倉女子大学） 

 

○ご住所・ご所属・会員区分の変更、入・退会のご希望、メーリングリスト（ＭＬ）へのメールアドレス

の登録・変更がございましたら、家族関係学部会事務局までご連絡ください。  

○バックナンバーの購入について 

「家族関係学」の在庫は、30号（10冊）、31号（８冊）、32号（９冊）、33号（６冊）、34号（10冊）、

35号（10冊）、36号（5冊）、37号（31冊）、38号（23冊）です。１冊2,000円で購入できます。購

入希望の方は、下記の連絡先までお知らせください。ご所属の図書館等の蔵書としてもお買い求めい

ただきますようお願いします。 

なお、『家族関係学』の在庫の保管・販売は 2017年 7月から、よしみ工産株式会社東京事務所に業

務委託しています。購入希望者の方には、よしみ工産株式会社より郵送されます。 

 

 連絡先：鎌倉女子大学 大石美佳 
〒247-8512 鎌倉市大船 6-1-3  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） 
★を＠に置き換えてください 

 

 

★ ☆ ★ 家政学夏季セミナー中止のお知らせ ☆ ★ ☆ 

  
2020年 9月10日（木）、9月11日（金）に開催予定となっていた、（一社）日本家政学会第 5回家政

学夏季セミナーについて、セミナー実行委員会より、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、や

むなく開催中止とする旨のご連絡をいただきましたので、お知らせいたします。 詳細については、日本

家政学会ＨＰ（http://jshe.jp/seminar/index.html）をご確認ください。 

 
  

★ ☆ ★ 2020年度「第5回辻村みちよ賞」募集のお知らせ ☆ ★ ☆ 

  
お茶の水女子大学賞「第 5回 辻村みちよ賞」募集のご連絡をいただきましたので、お知らせいたしま

す。締め切りは、2020年9月11日(金)17時必着となっております。募集要項等の詳細については、お

茶の水女子大学HP（http://www.ocha.ac.jp/danjo/op/tmp/tmp2020.html）よりご確認ください。 

～「辻村みちよ賞」について～ 
本学では、本学卒業後数多くの女子学生を育て、茶の成分について長年にわたって優れた研究を行い、日本初の女性農学博

士として活躍した辻村みちよ氏の遺志が若い世代に受け継がれることを願い、家政学・生活科学の諸分野において顕著な業績

を挙げた女性を顕彰することを目的として2016年に「辻村みちよ賞」を創設いたしました。 

mailto:inquiry@kazokukankeigaku.jp
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2019年度事業報告 

 

１．研究発表会、公開講演会等の開催 

 (1) 研究発表会  

  2019年10月13日(日)に、神戸大学鶴甲第２キャンパス（神戸市）において開催することを予定し

ていたが、台風のため紙上開催とし、『シンポジウム・自由報告要旨集』掲載と参加費の納入をもっ

て発表成立とした。14報告 

 (2) 公開講演会・シンポジウム等  

「家族関係学セミナー公開シンポジウム」の開催  

2019年10月12日(土)に、神戸大学鶴甲第２キャンパス（神戸市）において開催することを予定し

ていたが、台風のため、『シンポジウム・自由報告要旨集』掲載をもって紙上開催とした。 

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

―」 

シンポジストと報告タイトル： 

上野加代子氏（東京女子大学）｢移民社会と児童虐待問題―日本で子育てをすること―」、 

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）「外国にルーツを持つ子どもと保

護者への神戸での実践と課題」 

上野顕子会員（金城学院大学）「外国につながりのある子どもたちと家庭科教育」 

参加者（事前申し込み者）：計 37名（一般会員30名、名誉会員2名、学生会員3名、招聘した外部

講師 2名）。 

２．部会誌の刊行 

『家族関係学』No.38 2019年12月2日発刊 260部  

３．研究及び調査の実施  

  本年度実施せず。  

４．研究の奨励及び研究業績の表彰 

本年度実施せず。 

５．内外の関連学協会との連携及び協力 

  本年度実施せず。 

６．出版 

  本年度実施せず。 

７．『家族関係学』の J-STAGE登載 

  『家族関係学』No.35 2019年 8月8日に登載 

No.38 2020年3月24日に登載 

８．その他、目的を達成するために必要な事業  

  ニューズレターの発行2回 2019年 6月28日、2020年 2月14日  

ホームページの更新９回  

   2019年５月 22日、７月５日、７月 17日、10月９日、10月 11日、11月７日、 

   2020年１月 20日、１月30日、２月18日 

メールマガジンの発行 4回（第11～14号） 

   2019年５月 20日、７月13日、９月９日、11月２日 

９．会員の状況 (2020年3月31日現在)  

会員総数195名（正会員 175名、名誉会員7名、学生会員13名） 

以上 
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2019年度収支計算書 
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❀＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋❀ 

家族関係学部会      ★を＠に置き換えてください 

       メールマガジン配信アドレス：info★kazokukankeigaku.jp 

       家族関係学部会事務局アドレス：inquiry★kazokukankeigaku.jp   

       家族関係学部会ホームページ URL： http://www.kazokukankeigaku.jp/ 

❀＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋❀ 
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