2021 年度 日本社会福祉学会 東北部会第 20 回研究大会
開催要項
大会テーマ

『東北における社会福祉の過去・現代・未来』
期 日：
会 場：
主 催：

2021 年 11 月 6 日（土）９：００ ～ 16:00
オンライン大会（ZOOM）
日本社会福祉学会東北部会第 20 回大会実行委員会

１．大会スケジュール
9：00～
9：30～

開会式
自由研究発表
（オンライン上での複数分科会形式での報告を予定しております）

12：00～

休憩

13：00～

記念シンポジウム
テーマ『東北における社会福祉の過去・現代・未来』
コーディネーター 田中 治和（東北福祉大学）
コメンテーター
都築 光一（東北福祉大学）
シンポジスト
狩野 俊介 氏（岩手県立大学）
工藤 英明 氏（青森県立保健大学）
阿部 裕二 氏（東北福祉大学）

16：00～

閉会

16：30～

オンライン情報交換会（希望者のみ）

２．参加手続き
（１）参加資格 ： 2021 年 7 月 1 日時点で、日本社会福祉学会に入会申し込みをし
ていること（入会手続き中でも可）
。
（２）参加申込 ： 参加申し込みは、
「①大会参加申込」
、「②自由研究発表申込」の 2
種類がありますのでご注意ください。
＊自由研究発表申込の方は併せて大会参加申し込みをお願いいたし
ます。
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（３）各種申込について
①大会参加申込
日本社会福祉学会の地方部会の中の、東北部会から大会案内に入っていただき、
「日
本社会福祉学会東北部会第 20 回研究大会の参加フォーム」に必要事項を入力してくだ
さい。

参加申込締切：

令和 3 年 10 月 23 日（土）17：00

※申込の際に入力をいただきました E-mail アドレスに、大会へ参加するために必要な
ZOOM の ID・パスワードをお送りしますので、そのパスワードを使用して大会当日の
オンライン会場へ入室してください。

②自由研究発表申込
自由研究発表への申込資格は、2021 年 7 月 1 日現在、日本社会福祉学会の会員と
して入会申し込みをしていることが条件となります。「要旨集掲載原稿（掲載原稿）」、
には、必ず「会員番号」を記載ください。入会申請中の方は、
「申請中」と記載してく
ださい。なお、本大会の自由研究発表申込は「東北ブロック」の会員のみとなります。
発表は、1 会員 1 演題に限ります。したがって、演題の申込みは必ず筆頭発表者
（ファースト・オーサー）が行ってください。演題の申込者と筆頭発表者が異なる場合
は受理できません。なお、発表とは別に、他の研究発表等で共同研究者として名前を連
ねることは可能です。
口頭発表について、同一テーマによる発表は「その（1）
」「その（2）」までとしま
す。
■ 発表申込方法：インターネットによるオンライン申込
日本社会福祉学会の地方部会の中の、東北部会から大会案内に入っていただき、「日
本社会福祉学会東北部会第 20 回研究大会の申込フォーム」に必要事項を入力してくだ
さい。

発表申込締切：

令和 3 年 9 月 30 日（木）24：00

申込完了後に登録をした E-mail アドレスへ「申込内容の控メール」が届きます。ま
た、申し込み後に実行委員会より「演題受付番号」をお知らせいたしますので、保管す
るようにしください。
インターネットによるオンライン申込時には、A4 版 2 ページの「要旨集掲載原稿
（掲載原稿）
」を提出していただきます。なお、掲載原稿は、Word ファイルで作成し、
申込時には PDF ファイルに変換してください。
掲載原稿は後述の「発表申し込みチェックリスト」の項目を満していることが必須と
なります。
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なお、提出いただきました掲載原稿につきましては実行委員会にて査読をいたしま
す。
■ 要旨集掲載原稿の再提出の方法
提出した掲載原稿が「修正の上発表可」と判断された場合、指定された期日までに、
インターネットによるオンラインでの提出を行っていただきます。提出先の URL は、
結果の通知メールに記載いたします。
再提出が完了すると登録をした E-mail アドレスへ「完了通知メール」が届きます。
完了通知メールは、大切に保管しておいてください。
■ 分科会
自由研究発表（口頭）を申し込まれる際には、希望する分科会を以下のリストの中か
らお選びください（※掲載原稿の査読結果をもとに実行委員会にて分科会への割振りを
行う場合もあります）。
第 1 分科会

理論・思想・歴史・制度・政策

第 2 分科会

高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉・家族福祉

第３分科会

地域福祉・司法福祉・災害福祉・貧困

第 4 分科会

福祉教育・福祉文化・女性福祉・国際福祉

③オンライン情報交換会（希望者のみ）
本大会は、オンラインで実施のため、従来の参集型の大会と異なり大会の休憩時間等
を活用した参加者間でのディスカッションや情報交換の実施が難しくなっております。
そのため、大会終了後、希望者のみでのオンラインでの情報交換会の時間を設けます。
もし、参加をご希望される方がおりましたら、「日本社会福祉学会東北部会第 20 回
研究大会の参加フォーム」にて申し込みの際に、併せてお申し込みください。
※申込の際に入力をいただきました E-mail アドレスに、オンライン情報交換会へ参加
するために必要な ZOOM の ID・パスワードをお送りしますので、そのパスワードを使
用して当日のオンライン情報交換会会場へ入室してください。
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（４）参加申込について
【日本社会福祉学会東北部会第 20 回研究大会申込フォーム】
＊以下の URL ないし OR コードにアクセスいただき「大会参加申込」及び「自由研究
発表申込」をお願いします（※Google アカウントにログインする必要があります）
。

①大会参加申込
https://forms.gle/rajyxq5Y1er5uypB8

②自由研究発表申込
https://forms.gle/tdcDtxxtbRZcjTPeA
＊研究発表申込の際に、
「要旨集掲載原稿」を併せて
必ずアップロードしてください。
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３．発表方法
■ 発表方法
本大会はオンライン開催となることからも、
「ZOOM」を使用してのオンライン双方向
で行います。
発表者は ZOOM の画面共有機能によりパワーポイントやその他資料を画面共有して提
示しながら発表を行うことができます。当日配布資料は、発表する画面共有を行い、発表
してください。
分科会の進行、発表時間等は、従来の参集型大会と同様の方法にて行います。
■ 発表時間
報告 15 分、質疑応答 10 分です。
（発表が 5 演題とすると、1 分科会の合計は 125 分（2 時間 05 分）となります。
）
■ 要旨集掲載原稿の様式
要旨集掲載原稿様式は、日本社会福祉学会のホームページより「地方ブロック情報東
北」のページにアクセスいただきし、原稿テンプレート（Word ファイル）をダウンロー
ドして、ご自身のパソコンに取り込んでください。
その Word 形式のまま原稿を作成（上書き）して、pdf 加工した後、自由研究発表申
込時に併せてご提出してください。
○ 用紙サイズ・枚数は、１発表につき、A4 版 2 ページの横書きです。厳守して
ください。2 ページに満たないものは、受け付けられません。
○ 本冊子の「研究発表 原稿様式」のとおり作成してください。
○ 余白を、上下左右 各 25ｍｍあけてください。
○ 原稿には、ページ番号、ヘッダなどの挿入は、決して行わないでください。
■ 要旨集掲載原稿に記述する事項
○本冊子の「研究発表原稿様式」のとおり、
［テーマ、発表者全員の氏名・所属・会員番
号（筆頭発表者には○を付ける）
、キーワード 3 つ］を「上部の枠内」に明記してくだ
さい。
○本文の項目は、
［研究目的、研究の視点および方法、倫理的配慮、研究結果、考察］の
5 つにしてください。
○事例等の記述にあたっては、プライバシーの保護、関係者の承諾等、本冊子に掲載して
いる学会の「研究倫理規程」に従ってください。人名、地名、職場名、学校名等の固有
名詞は使用せず、A 県、B 市、C さん、D 施設などと表記し、実際のイニシャルは使
用しないでください。
〇調査を伴わない文献研究の場合でも、すべての要旨には、必ず本冊子に掲載している学
会の「研究倫理規程」で確認して、配慮の内容（日本社会福祉学会の「研究倫理規程」
に基づき配慮したこと）を記載してください。記載が不十分な場合や記述がない場合、
採択されないことがあります。
○発表申込チェックリストを使用して、必要事項に漏れがないことを十分確認して下さ
い。
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４．自由研究発表チェックリスト
■ 日本社会福祉学会東北部会自由研究発表申込チェックリスト
チェック項目

No
1
2
3
4
5
6
7

欄

要旨集掲載原稿（掲載原稿）が指定の書式（文字サイズ、字体、余白
等）で作成されている。
研究の目的、研究の視点および方法、倫理的配慮、結果、考察の 5 項
目がすべて記載されている
共同研究の場合、筆頭報告者に「〇」印がついている。
共同研究の場合、全員が学会員である（入会申請中含む）

発表内容は他の学術学会での発表との多重報告ではない
研究発表に際して、対象となる者あるいは責任のある立場の者から研
究協力の同意を得ている
研究発表に際して、対象となる者あるいは責任のある立場の者から学
会発表の同意を得ている

8

文献や資料を引用している場合、出典が明記されている

9

差別的表現や社会的に不適切な用語が使用されていない

10

チェック

人を対象とする研究については、報告者の所属する機関等での研究倫
理委員会の審査を経て実施されている

■ 要旨集掲載原稿投稿時チェックリスト
下記の項目をすべて確認し、不備がないようチェックをしてください。要旨集掲載原稿
の受付終了後には、投稿原稿に対する実行委員会からの修正依頼に基づく、形式等の軽微
な修正は認められますが、提出後の研究内容にかかわる変更は認められません。
タイトルの変更、著者の追加・削除、所属の変更などについても実行委員会からの修正
依頼に基づくものでない限り認めません。その場合は、取り下げ、ないし、不採択となり
ます。
□ 要旨掲載原稿は、PDF ファイルとなっている
□ 原稿受付後には、タイトル、著者情報について修正が出来ないことに同意します
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５．問い合わせ先
〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見一丁目８番 1 号 東北福祉大学内
日本社会福祉学会東北部会第 20 回研究大会実行委員会
（髙橋・都築・清水・渡邊・小川）
E-mail： jssw.tohoku.2021@gmail.com
【大会実行委員会専用メールアドレス】
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自由研究発表 様式見本（A4 サイズ）

余白 25ｍｍ

主題: 12pt ゴシック・中央揃
－副題: 10.5pt ゴシック・中央揃－

余白 25ｍｍ

○
東山

9pt 明朝大学

氏名

余白 25ｍｍ

10.5pt 明朝（会員番号 9pt）

次郎（□□大学・会員番号）
、山田

花子（△△大学・会員番号）

キーワード 3 つ：9pt 明朝・中央揃

１．研 究 目 的（見出 10.5pt MS ゴシック、本文 10.5pt MS 明朝）
●●●●●●●●●●●●●●●●・・・・・・・

２．研究の視点及び方法（見出 10.5pt MS ゴシック、本文 10.5pt MS 明朝）
●●●●●●●●●●●●●●●●・・・・・・・

３．倫理的配慮（見出 10.5pt MS ゴシック、本文 10.5pt MS 明朝）
●●●●●●●●●●●●●●●●・・・・・・・

余白 25ｍｍ
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余白 25ｍｍ

４．研 究 結 果（見出 10.5pt MS ゴシック、本文 10.5pt MS 明朝）
●●●●●●●●●●●●●●●●・・・・・・・

余白 25ｍｍ

５．考 察（見出 10.5pt MS ゴシック、本文 10.5pt MS 明朝）
●●●●●●●●●●●●●●●●・・・・・・・

余白 25ｍｍ

9

余白 25ｍｍ

