
 
 

日本社会福祉学会中国・四国部会

２０１０年度 第４２回大会 

 

大会テーマ 

 

ソーシャルワークにおける 

           チームアプローチ 

 

開催ご案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 期： ２０１０年７月４日（日） ９:４５―１８:００ 

 

会 場： 山口県立大学 （山口市桜畠３－２－１） 

 



日本社会福祉学会中国・四国部会 ２０１０年度 第４２回大会 開催要項 

 
１．大会テーマ  ソーシャルワークにおけるチームアプローチ 

 
２．主 旨  複雑多様化する利用者のニーズに応えるためにはソーシャルワーカーは多職種とチーム

を形成して支援に当たることが求められている。とりわけ、地域包括支援センターには，

社会福祉士，保健師及び主任介護支援専門員が必置とされ，これらのいわゆる三職種につ

いて，チームアプローチを基本として業務を行うことが求められている。しかし、ソーシ

ャルワークの立場から多職種によるチームアプローチのあるべき姿やその方法に関する研

究は少なく，その活動の具体的な指針や方法に関する議論は十分尽くされていないと思料

される。本大会は、ソーシャルワーカーがいかに多職種とチームを形成して利用者の支援

に当たればよいのか、実践現場の活動を検証していきながら、その指針となる枠組みの構

築を試みる。 
       また、特別分科会では、社会福祉士法の改正にともない、「相談援助実習」の教育に含む

べき事項に示された「多職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際」

について、いかに実習教育を展開するか、社会福祉士・精神保健福祉士養成にかかる教員

及び実習指導者を交えて討論する。 
 
３．主 催  日本社会福祉学会中国・四国部会 
       日本社会福祉学会中国・四国部会 2010 年度第 42 回大会実行委員会 
 

後 援  山口県内各種団体等予定 
 
４．会 期  2010 年 7 月 4 日（日） 9：45‐18:00 

 
５．会 場  山口県立大学 4 号館（山口市桜畠 3－2－1） 

       ※看護学部棟ではありませんのでご注意下さい。 
 
６．内 容 
 
 （１）９：００～ 受付 
 
 （２）９：４５～ 開会あいさつ 
 
 （３）１０：００～１１：４０ 【自由研究発表】 ※（３）と（４）は同時開催 
 
 （４）１０：００～１１：４０ 【特別分科会】  

テーマ「実習教育におけるチームアプローチ」 
パネリスト：横山奈緒枝氏（吉備国際大学社会福祉学部）  

正司明美（山口県立大学社会福祉学部） 
社会福祉士・精神保健福祉士養成にかかる実習指導者（交渉中） 

コーディネーター：岡崎幸友氏（吉備国際大学社会福祉学部） 
 



 （５）１１：５０～１２：３０ 【日本社会福祉学会中国・四国部会総会】（学会員のみ） 
 
 （６）１２：４５～１４：１５ 【基調講演】 

テーマ「ソーシャルワークにおけるチームアプローチの視点」 

講師：福山和女氏（ルーテル学院大学総合人間学部社会福祉学科） 

 
（７）１４：３０～１６：１０ 【シンポジウム】 

テーマ「ソーシャルワークにおけるチームアプローチの実践課題」 

シンポジスト：金子  努氏（県立広島大学保健福祉学部） 
       山根 俊恵氏（山口大学医学系研究科） 

橘 康彦 氏（山口市中央地域包括支援センター） 
コメンテーター：福山和女氏（ルーテル学院大学総合人間学部社会福祉学科）） 
コーディネーター：加登田恵子（山口県立大学社会福祉学部） 

 
（８）１６：２０～１８：００ 【若手研究者・院生交流会】 

大学院生、学部生、若手教員、現場実践者を中心とする交流会を開催します。他の研究領域を 
知る機会として、あるいは自らの実践を深める場としてご利用下さい。参加は無料です。軽食 
を準備いたします。 

 
７．参加申込要領 
 
  別添の参加申込書に必要事項を記入の上、大会事務局まで FAX または郵送にて申し込み下さい。 
 
  参加費  ※当日会場にてお支払い下さい。 
     会 員    1,500 円 
     非会員    2,000 円 
     学生・院生  1,000 円 
 
 ※なお、別途昼食を 1,000 円（お茶つき）にて用意させていただきます。 

ご希望の方は、参加申込用紙の所定欄にてお知らせ下さい。学内食堂は営業していません。大学近

辺には、コンビニエンスストア、ファミリーレストランが徒歩 10 分のところにあります。 
 ※若手研究者・院生交流会に参加ご希望の方も所定欄にてお知らせ下さい。 
 
８．自由研究発表募集 
   
  自由研究の発表者を募集します。詳しくは別紙をご覧下さい。 
 
 ◎大会参加および自由研究発表申込締め切り  2010 年 6 月 4 日（金） 

 
 
 
 



大会会場地図およびアクセス 

    

4 号館 

   
 ●JR をご利用の場合 

[岡山方面から] 新幹線新山口駅で山口線に乗り換え（約 30-40 分）宮野駅下車徒歩 3 分 
※新山口-山口間は約 30-60 分毎にありますが、山口-宮野間は便数が限られていますので、ご 

注意下さい。山口駅から会場まで、タクシーで約 10 分（2,000 円程度）です。 
[益田方面から] 山口線宮野駅下車徒歩 3 分  
 

●お車をご利用の場合 
     山口インターチェンジ（中国道）から国道 262 号で山口方面へ 10 分  
     小郡インターチェンジ（中国道）から国道 9 号で山口方面へ 20 分 
     防府東インターチェンジ（山陽道）から国道 262 号で山口方面へ 20 分 

  ※学内駐車場が利用できます（無料） 
 

    ●宿泊が必要な方は、各自でご手配下さい。なお、新山口駅周辺のホテルよりは、湯田温泉近辺のホ 

テルをご利用いただいたほうが、会場へのアクセスには便利です。 

 

    ●会場の 4 号館は、バリアフリーです。障害者の方のトイレが設置してあります。 

大会事務局：〒753-8502 山口市桜畠 3-2-1 
山口県立大学社会福祉学部内 
日本社会福祉学会中国・四国部会第 42 回大会実行委員会 
担当：林亜由美 横山正博 
TEL：083－928－4783 FAX：083－928－3547 
E-mail：ahayashi@yamaguchi-pu.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪自由研究発表募集要項≫ 
 
１．発表資格  日本社会福祉学会会員あるいは申請中の者 
 
２．発表時間  1 発表につき 20 分（発表 15 分、質疑 5 分） 
 
３．申込方法  研究発表を希望される方は、締切期日を厳守の上、大会参加申込書とともに、印刷し

た要旨原稿を大会事務局宛てに郵送し、併せて原稿データ（word 形式）を添付文書と

して e-mail にてお送り下さい。なお、要旨原稿のフォーマットが必要な方は、お申出

下さい。e-mail で送信しますので、その旨を記載してご請求下さい。e-mail アドレス

は、ahayashi@yamaguchi-pu.ac.jp です。 
 

４．締切期日  6 月 4 日（金）消印有効 

 
５．発表要旨原稿の作成要領  ※原稿は要旨集に掲載されます。 
 
 （１）原稿の様式 ※裏面フォーマットを参照下さい 
   ①用紙・枚数 1 発表につき、A4 縦 1 枚（横書き） 
   ②余白    上下左右 25mm 
   ③フォント 主題：12 ポイント MS ゴシック（副題：10.5 ポイント MS ゴシック） 
         所属：10 ポイント MS 明朝    氏名：10 ポイント MS 明朝 
         会員番号：9 ポイント MS 明朝   キーワード：9 ポイント MS 明朝 
         見出しおよび本文：10.5 ポイント MS 明朝 
 （２）記述内容 
   ① テーマ 

② 発表者名（所属、会員番号）および共同研究者名（所属） 
③ キーワード（3 つ） 
④ 研究目的    
⑤ 研究方法 
⑥ 結果と考察 
⑦ ④⑤⑥の内容に準拠する形式でも結構です。 

※ 原稿の上部に枠を設定し、①テーマ、②発表者名（所属、会員番号）および共同研究者名（所属）、

③キーワード（3 つ）を明記して下さい。 
※ 本文は「である調」で書いて下さい 
※ 原稿は、研究倫理指針に基づいて作成して下さい。 
※ 臨床例等の記入にあたっては、プライバシーの保護など、研究上の倫理の観点から十分な配慮を

して下さい。人名、職場名、学校などの固有名詞は用いず、A 県、B 市、C さん、D 施設などと

表記する際は、実際のイニシャルを用いないで下さい。 
 

※上記記述内容が不十分な原稿は受け付けられませんので、ご注意下さい。 
 



（※1 行空白） 
障がい者の地域生活移行の現状と課題 

―山口県の状況を中心に― 
○○大学 山口太郎

（会員番号：○○○○）

〔キーワード〕○○、○○○○、○○○ 

 
１．研究目的  
  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□・・・・・・・ 

 
 
 
 
 
２．研究方法 
  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□・・・・・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
３．結果と考察 
  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□・・・・・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※余白は上下左右とも 25mm 



日本社会福祉学会中国・四国部会 第 42 回大会 参加申込書 
 

氏 名 

フリガナ 所属 

 

会員番号（申請中の方は、申請中と記載して下さい）

連絡先 

住所 〒 
 
 

TEL： 
 

FAX： 

e-mail: 

１．自由研究発表について 
（○で囲んで下さい）             する    ・    しない 

【テーマ】 
 

【発表使用機器】（○で囲んで下さい） 

 ①ノートパソコン（パワーポイント）  ②ビデオ（VHS） ③使用しない 

２．昼食（1,000 円）の申込 
する    ・    しない 

３．若手研究者・院生交流会への参加 
する    ・    しない 

※手話通訳などを必要とされる方は、この欄を利用して事前にお知らせ下さい。 

 
送付先：〒753-8502  

山口市桜畠 3-2-1 
山口県立大学社会福祉学部社会福祉学科内 
日本社会福祉学会中国・四国部会第 42 回大会実行委員会 
FAX：083－928－3547 E-mail：ahayashi@yamaguchi-pu.ac.jp 


