Crossing Borders:

Interdependent Living and Solidarity

ソーシャルワークの新たな地平：共⽣と連帯
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発表要旨・企画案は日本語で作成して提出できます。
大会当日の発表も日本語でできます。
希望者は、大会終了後に作成される論文集に、フルペーパーを掲載することができます。

下記のホームページから、作成ガイドラインをご覧いただき、必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

http://www.apswc2011.org
募集終了予定日：2011（平成 23）年 1 月 31 日

プログラム ( 案 )

ごあいさつ

2011 年
7 月 15 日 ( 金 )

大会長

大橋 謙策
ソーシャルケアサービス
従事者研究協議会

2011 年
7 月 16 日 ( 土 )

2011 年
7 月 17 日 ( 日 )

2011 年
7 月 18 日 ( 月 )

08:30 登録デスクオープン

08:30 登録デスクオープン

08:30

09:00 全体講演

09:00 全体講演

09:00 口頭発表・ワークショップ

10:00 Coﬀee Break

10:00 Coﬀee Break

10:00

10:30 口頭発表・ワークショップ 10:30 口頭発表・ワークショップ 10:30 Coﬀee Break
12:00 昼食

12:00 昼食

11:00 閉会式

13:30 口頭発表・ワークショップ 13:30 口頭発表・ワークショップ

アジア太平洋ソーシャルワーク教育
連盟 (APASWE) と国際ソーシャル
ワーカー連盟 (IFSW) が共同で、第
21 回アジア太平洋地域会議を 2011
年に日本で開催することとなりまし
た。この会議にご参加いただく皆様
に衷心より歓迎の意を表します。
『ソーシャルワークの新たな地平 :
共生と連帯』という会議テーマのも
と、国境を越えてソーシャルワーク
の更なる発展に向けた議論ができれ
ばと思います。皆様のご参加を心よ
りお待ちしております。

14:00 登録デスクオープン

14:00

14:00

15:00

15:00 Coﬀee Break

15:00 Coﬀee Break

15:30

15:30 口頭発表・ワークショップ 15:30 口頭発表・ワークショップ

16:00 開会式
17:00 基調講演
17:30
18:00 ウェルカムレセプション

18:00 バンケット･ディナー

Conference Language: English and Japanese
会議使用言語：英語・日本語

21st ASIA - PACIFIC SOCIAL WORK CONFERENCE

団体紹介

IFSW(Asia-Pacific)

APASWE

国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）は、世界のソーシャル
ワーカーの専門職団体で構成される国際的な組織です。全世
界のソーシャルワーカーと専門職団体とが国境を越えて連携
し、最善のソーシャルワーク実践による社会正義・人権の擁護・
社会の発展をめざしています。

アジア太平洋ソーシャルワーク教育連盟（APASWE）は、ア
ジア太平洋地域のソーシャルワーク教育機関で構成される、
特定の思想や信条、宗教にとらわれない非営利の組織です。
ソーシャルワーク教育の学術面と専門職養成教育基準の向上
のため、アジア太平洋地域の約 20 カ国・200 校の学校が相
互に連携し、協力関係を促進するための活動を行っています。

日本社会福祉専門職団体協議会（社専協）

日本ソーシャルワーク教育連絡会（ソ教連）

社専協は、日本社会福祉士会、日本精神保健福祉士協会、
日本医療社会事業協会、日本ソーシャルワーカー協会で構成
される日本のソーシャルワーカー連合体で、4 団体が一体と
なって国際活動に取り組んでいます。

ソ教連は、日本社会福祉教育学校連盟・日本社会福祉士養
成校協会・日本精神保健福祉士養成校協会で構成される日
本のソーシャルワーク教育機関の連合体です。日本社会福祉
教育学校連盟が中心となって国際的活動に取り組んでいます。

登録料及び取消料
登録料
2011 年 4 月 15 日まで

登録料
2011 年 4 月 16 日以降

メンバー **
IFSW フレンド ***
学生
非会員

US$350
US$330
US$150
US$400

US$450
US$430
US$200
US$500

発展途上国 *
メンバー **
IFSW フレンド ***
学生
非会員

US$200
US$180
US$100
US$250

US$250
US$230
US$150
US$300

国内
職能団体
教員
学生

￥25,000
￥40,000
￥15,000

￥35,000
￥50,000
￥20,000

随行者

US$150

US$250

カテゴリー
先進国 *

* 発展途上国及び発展途上地域の定義は、経済協力開発機構（OECD）による。
政府開発援助を受けた国や地域についてはホームページを参照。http://www.oexd.org/dac/stats/daclist
**「メンバー」とは IFSW もしくは APASWE の加盟団体を指す。
***「IFSW フレンド」とは公式な「IFSW フレンド」プログラムのメンバーを指す。
【メンバー、IFSW フレンド、学生、非会員の登録料に含まれるもの】
開会式・基調講演・ウェルカムレセプション・全体講演・口頭発表・ワークショップ・閉会式・展示会への参加、カンファレンスキット・喫茶コーナーの利用
【随行者の登録料に含まれるもの】
開会式・基調講演・ウェルカムレセプション・展示会への参加、会議設備の利用、喫茶コーナーの利用

取り消し／払い戻し：
登録後、2011 年 4 月 15 日以前にキャンセルした場合、取消料を差し引いた返金は、会議終了後となりますので、予めご了承ください。

・2011 年 4 月 15 日以前→ 参加料の 50％
・2011 年 4 月 16 日以降→ 参加料全額（返金なし）
発展途上国及び発展途上地域からの会議参加者を対象とした、アワード等の創設を検討しております。

カンファレンス会場：

早稲田大学
〒169-8050

早稲田キャンパス
新宿区西早稲田 1-6-1

最寄：JR 山手線・西武新宿線「高田馬場」徒歩 20 分
東京メトロ東西線
「早稲田」 徒歩 5 分
東京メトロ副都心線 「西早稲田」徒歩 17 分
都電荒川線
「早稲田｣
徒歩 3 分

Contact Information 連絡先
E-Mail: office@apswc2011.org
website: http://www.apswc2011.org
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