
【プログラム】 

 
 

■■受付 場所：本館 ２階■■ 

 

■受付開始 ９：００ （本館２階） 

 

 

 

■■自由研究報告 場所：本館 ３階 １３０３教室他■■ 

 

■自由研究報告 ９：３０～１１：４０ 

 
 
 

第１分科会 場所：本館 ３階 １３０３教室 
 

９：３０～１０：１０ 

①【研究報告部門】児童養護問題における質的変化とは何だったのか 

－今求められる児童養護理論を探究するために－ 

          日本福祉大学 立教大学大学院博士後期課程 片岡志保 

 

１０：１５～１０：５５ 

②【研究報告部門】特別養子縁組における子の福祉に関する研究 

－公刊された裁判例を対象として－ 

          公益財団法人鉄道弘済会  赤木拓人 

 

１１：００～１１：４０ 

③【研究報告部門】児童虐待対応における thresholds（支援開始レベル）の概念について 

－英国の研究動向における視座からの検討－ 

          ルーテル学院大学大学院博士後期課程 池田紀子 

 

 

 

 

  



 
第２分科会 場所：本館 ３階 １３０４教室 

 
９：３０～１０：１０ 

①【研究報告部門】日本における 12 ステップ系セルフヘルプグループの開催決定要因 

－都道府県別ミーティング月間開催時間の分析から－ 

          東洋大学大学院博士前期課程 長縄洋司 

 

１０：１５～１０：５５ 

②【研究報告部門】シンガポール意思能力決定法(MCA)と成年後見制度 

－急速な高齢化への対応と家族主義の変容－ 

          立教大学社会デザイン研究所 櫻井幸男 

 

１１：００～１１：４０ 

③【萌芽的研究報告部門】成年後見人の不正防止対策に関する疑義 

－成年後見利用促進委員会審議レビューを通して－ 

          介護保険学び舎  越川文雄 

 

 

 
  



 
第３分科会 場所：本館 ３階 １３０５教室 

 
９：３０～１０：１０ 

①【研究報告部門】里親認定前研修の状況に関する研究 

         －全国 69 都道府県市児童福祉主管部（局）長への実態調査をもとにして－ 

          神奈川県立保健福祉大学 新保幸男 

 

１０：１５～１０：５５ 

②【研究報告部門】発達障害児の診断に至るまでの子育て困難と父母の子ども理解をめぐっての

実態 

          東洋大学大学院博士後期課程/福山市立大学 高橋 実 

 

１１：００～１１：２０ 

③【萌芽的研究報告部門】ろう者固有の文化言語モデルを尊重した聴覚障害児の親支援とは 

            －親の経験におけるろう者との出会いから－ 

          日本社会事業大学博士前期課程 瀧尾陽太 

 

１１：２０～１１：４０ 

④【萌芽的研究報告部門】日本の乳児保育成立期の研究（その１） 

            －京都市の昼間里親制度を手がかりに－ 

          東洋大学大学院博士後期課程 五十嵐裕子 

 
 

 
  



 
第４分科会 場所：本館 ３階 １３０６教室 

 
９：３０～１０：１０ 

①【研究報告部門】東京都におけるホームレス自立支援センターを「自立困難」で退所する者の

継続支援に関する一考察 

          無料低額宿泊所に関する先行研究レビューを通して 

          武蔵野大学/首都大学東京大学院博士後期課程 櫻井真一 

 

１０：１５～１０：５５ 

②【研究報告部門】生活保護における教育・進学支援再考 

         －生活保護実施要領の変遷から－ 

          首都大学東京大学院博士課程 荒牧孝次 

 

１１：００～１１：２０ 

③【萌芽的研究報告部門】自主性を尊重しながら子育て支援団体を育成する公的な支援のあり方

についての研究 

            －神奈川県子ども子育て支援プロジェクト事業より検証する－ 

          神奈川県立保健福祉大学大学院修士課程 野北康子 

 

１１：２０～１１：４０ 

④【萌芽的研究報告部門】時間的シティズンシップ試論 

            －福祉時間のポリティクス－ 

          日本女子大学 圷 洋一 

 

 
 

 
  



 
第５分科会 場所：本館 ３階 １３０７教室 

 
９：３０～１０：１０ 

①【研究報告部門】幸福増進要因としての公私のパートナーシップ 

         ～日本とイギリスの比較から見えてきたこと～ 

          上智大学大学院博士前期課程 西牧由起 

 

１０：１５～１０：５５ 

②【研究報告部門】高齢者のグループリビングにおける住人の生活意識に関する研究 

         －住人を対象にしたインタビュー調査から－ 

          立教大学大学院博士後期課程 星野友里 

 

１１：００～１１：２０ 

③【萌芽的研究報告部門】地域における社会福祉法人の担う役割 

            －法人経営の内側から見た社会福祉法人制度改革－ 

          上智大学大学院博士前期課程 澤口 望 

 

１１：２０～１１：４０ 

④【萌芽的研究報告部門】路上対策の構図 

            －社会福祉と暴力－ 

          首都大学東京 岡部 卓 

 
 

 
  



 
第６分科会 場所：本館 ３階 １３０８教室 

 
９：３０～１０：１０ 

①【研究報告部門】児童養護施設におけるソーシャルスキルトレーニングの実践と効果に関する

一考察 

         －子ども版ＱＯＬ尺度を用いて－ 

          特定非営利活動法人 JAM ネットワーク 髙取しづか 

 

１０：１５～１０：３５ 

②【実践報告部門】地域産業と福祉との連携における地域活性化に繋がる形成過程の考察 

            就労支援事業所における農業作業を通じた地域開発への取り組み 

          日本社会事業大学大学院博士前期課程 岩﨑諭史 

 

１０：３５～１０：５５ 

③【萌芽的研究報告部門】都道府県の精神保健福祉相談員が市町村に行う技術支援の特性 

            －ソーシャルワーク・コンサルテーションを枠組みとした分析から－ 

          ルーテル学院大学大学院博士前期課程 岡田隆志 

 

１１：００～１１：２０ 

④【萌芽的研究報告部門】ソーシャルワーク実践のエビデンスにおけるエビデンスレベル適用の

限定性 

            －実践の各局面における RCT の適用性から－ 

          首都大学東京大学院博士後期課程 間嶋 健 

 

１１：２０～１１：４０ 

⑤【萌芽的研究報告部門】貧困・社会的排除に対峙するソーシャルワークについての一考察 

            －ソーシャルワーカーへのグループインタビューから見えてきたもの－ 

          佛教大学大学院博士後期課程 石坂 誠 

 
 

 
  



 
■■休憩■■     ■■運営委員会■■ 

 
■休憩 

１２：００～１３：００ 

 

■運営委員会（場所：本館 ３階 １３５２教室） 

１２：００～１３：００ 

 

 

 

  



 
■■基調講演■■          場所：本館 ２階 １２０１教室 

１３：００～１４：００ 

 

「目の見えない人は世界をどう見ているのか －身体論から考える障害―」 

講 師  伊藤 亜紗 氏（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院） 

 

 
 
 

■■シンポジウム■■       場所：本館 ２階 １２０１教室 
１４：１０～１７：００ 

 

 

「当事者固有の文化にもとづいた社会福祉の構築」 

シンポジスト    本間 照雄 氏（東北学院大学） 

シンポジスト    ヴィラーグ ヴィクトル 氏（日本社会事業大学） 

コメンテーター   月田 みづえ 氏（昭和女子大学） 

コーディネーター  田嶋 英行 氏（文京学院大学） 

 

 

 
■■総会・関東部会研究大会奨励賞授与式■■ 

 場所：本館 ２階 １２０１教室 
１７：００～１７：３０ 

 

 

 

 
■■懇親会■■                場所：明治学院記念館 ２階 

１８：００～ 

 
 
 



時間 全体会場 第１分科会 第２分科会 第３分科会 第４分科会 第５分科会 第６分科会 事務局① 事務局② 事務局③

１２０１教室 １３０３教室 １３０４教室 １３０５教室 １３０６教室 １３０７教室 １３０８教室

9:00 受付開始
本館2階 大会事務局 奨励賞審査 PMバイト控室

１３５２ 教室 １３６０教室 １３６１教室

9:30 自由報告発表 ①【研究報告】 ①【研究報告】 ①【研究報告】 ①【研究報告】 ①【研究報告】 ①【研究報告】
片岡　志保 長縄　洋司 新保　幸男 櫻井　真一 西牧　由起 髙取　しづか

10:10

10:15 ②【研究報告】 ②【研究報告】 ②【研究報告】 ②【研究報告】 ②【研究報告】 ②【実践的研究】
赤木　拓人 櫻井　幸男 高橋　実 荒牧　孝次 星野　友里 岩﨑　諭史

③【萌芽的研究】
10:55 岡田　隆志

11:00 ③【研究報告】 ③【研究報告】 ③【萌芽的研究】 ③【萌芽的研究】 ③【萌芽的研究】 ④【萌芽的研究】
池田　紀子 越川　文雄 瀧尾　陽太 野北　康子 澤口　望 間嶋　健

④【萌芽的研究】 ④【萌芽的研究】 ④【萌芽的研究】 ⑤【萌芽的研究】
11:40 五十嵐　裕子 圷　洋一 岡部　卓 石坂　誠

12:00 運営委員会

13:00 基調講演 基調講演
伊藤　亜紗 １３５２教室 １３５１教室

14:00 　

14:10 シンポジウム シンポジウム

本間　照雄
ヴィラーグ ヴィクトル

17:00 総会・授与式 総会
奨励賞授与式

17:30 閉会
18:00 懇親会（記念館２階）

2016年度日本社会福祉学会関東地域ブロック研究大会（2017年3月１１日）日程表

運営委員会

座長：
林　浩康

座長：
丸山　晃

座長：
小林　理

（敬称略）

シンポジスト
控室

座長：
新保　美香

座長：
金子　充

座長：
田村　綾子



キャンパス案内図

記念館　２階
【懇親会】会場

本館　２・３階
【研究大会】会場


