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注意事項 / Information
•事務局でウェビナーの操作に関する
サポートは行えません。
•質疑応答はウェビナーのQ＆A機能を

使いますので、ご質問はそちらにご入
力ください。

•発表者は、発話言語のスライドを共
有して発表します。英語表記または
日本語表記は、資料でご確認ください。

•ウェビナーの同時通訳機能の使い方
は、共有しているPDFをご確認くださ
い。

•The secretariat will not be able to provide

operational support for the webinar.

•The webinar Q&A function will be used for

questions, so please enter your questions

there.

•Presenters will share slides in the

language they speak. Please refer to the

shared documents for English or Japanese

slides.

•Please refer to the shared PDF on the

simultaneous interpretation webinar

function.



シンポジウム概要 / About the symposium

 日本ソーシャルワーク学会にとって初めての国際研究セミナー

 The very first International Research Seminar of JSSSW

 共催 / Co-hosted by
 科学研究費補助金基盤 （B）/ JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (B) (19H01590)

 後援 / Supported by
 日本ソーシャルワーカー連盟 / Japanese Federation of Social Workers (JFSW)

 国際ソーシャルワーカー連盟 / International Federation of Social Workers (IFSW)

 国際協力機構 / Japan International Cooperation Agency (JICA)

 コーディネーター / Coordinated by
 ヴィラーグ ヴィクトル（長崎国際大学） / Viktor Virag (Nagasaki International University)



スケジュール / Schedule

 15:00 (JST) 導入（5分） / Introduction (5 min)

 15:05 (JST) 開会挨拶（5分） / Opening remarks (5 min)

 15:10 (JST) 趣旨説明（5分） / Symposium outline (5 min)

 15:15 (JST) 基調講演（40分） / Keynote speech (40 min)

 15:55 (JST) 休憩（10分） / Break (10 min)

 16:05 (JST) アジア太平洋報告（20分） / Asia Pacific Regional report (20 min)

 16:25 (JST) 日本の国内報告（20分） / Japanese National report (20 min)

 16:45 (JST) 質疑応答・ディスカッション（40分） / Q & A and Discussion (40 min)

 17:25 (JST) 閉会挨拶（5分） / Closing remarks (5 min)



開会挨拶 / Special remarks

長野大学教授 黒木保博先生
 同志社大学 名誉教授
 日本ソーシャルワーク学会 監事・国際委員長
 日本社会福祉学会、日本社会事業学校連盟、日本社会福祉
士養成校協会、日本社会福祉教育学校連盟、日本ソーシャ
ルワーク教育学校連盟にて各種役職を経験

 Prof. Yasuhiro Kuroki, Professor at Nagano University
 Professor Emeritus, Doshisha University
 Auditor and International Committee Chair, JSSSW
 Held various positions at the Japanese Society for the Study of Social

Welfare, the Japanese Association of Schools of Social Work, the
Japanese Association of Schools of Certified Social Worker, and the
Japanese Association for Social Work Education



趣旨説明 / Symposium outline (1)

 国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）と国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）
に国連の諮問資格

 The International Federation of Social Workers (IFSW) and the International Association of 
Schools of Social Work (IASSW) have consultative status with the United Nations

 ニューヨーク、ジュネーブ、ウィーン、ナイロビ、バンコクなどの各地の国連事務所
において活動

 They are active at UN Offices such as in New York, Geneva, Vienna, Nairobi, Bangkok

 これらの国連アドボカシーは、ソーシャルワーカーにとって、国際的な舞台におけ
るソーシャルアクションの機会を提供

 This UN advocacy provides opportunity for social workers to engage in social action on the 
international stage



趣旨説明 / Symposium outline (2)

 近年、国連の持続可能な開発目標（SDGs）は、「グローバルな社会変革をもたら
す」と「地球上の誰一人も取り残さない」というソーシャルワークの理念と一致

 The recent UN Sustainable Development Goals (SDGs) are close to social work principles 
such as ‘bringing about global change’ and ‘not leaving anyone behind on the planet’

 その実現に向けてソーシャルワーカーの活躍に対する期待が向上

 Expectation are high towards social workers to act for the realization of these goals

 コロナ禍によって、開発目標の進捗が遅れることが懸念される中、2021年4月に
『ソーシャルワークと国連のSDGsに係るIFSWポリシーペーパー』を発行

 While the achievement of the development goals is behind schedule due to the COVID-19 
Pandemic, the IFSW Policy Paper on Social Work and the UN SDGs was issued in April, 
2021



趣旨説明 / Symposium outline (3)

本セミナーでは、国際団体のグローバルな活動に関する基調講演を踏まえ
て、アジア太平洋地域における国連アドボカシーと、日本からの関連取り組
みについての報告を取り上げる

 Based on a keynote speech on global activities by international bodies, the seminar 
consists of reports on UN advocacy in the Asia Pacific Region and related practice 
from Japan
１．基調講演：プリスカ・フライシュリン（IFSW国連諮問委員長）

２．アジア太平洋地域報告：セバスティアン・コルドバ（IFSWアジア太平洋国連代表）

３．日本の国内報告：高嶺 豊（日本ソーシャルワーカー協会国際委員）

1) Keynote Speech: Priska Fleischlin (IFSW UN Commissioner) portrait photo

2) Asia Pacific Regional Report: Sebastian Cordoba (IFSW Asia Pacific UN Representative) 

3) Japanese National Report: Yutaka Takamine (International Committee, JASW)



基調講演 / Keynote Speech
 IFSW国連諮問委員長 プリスカ・フライシュリン先生

 スイスでソーシャルワークの学士号と修士号を取得
 学位論文のテーマは「開発援助におけるソーシャルワーカー
のエンパワーメント」と「国際的・学際的企画チームのける結
束力」

 スイスで農福連携のNGOの代表としてソーシャルワーク実践
現場で活躍中

 Ms. Priska Fleischlin, IFSW UN Commissioner
 Earned bachelor and master's degrees in social work in Switzerland
 Academic theses focused on ‘Social Worker’s Empowerment in

Development Aid’ and ‘Cohesion in Transnational and
Transdisciplinary Project Teams’

 As CEO at a Swiss NGO, engaged in social work practice in the field
of care farming



休憩 / Break

 10分の休憩を経て16:05に再開します。

 ご質問はウェビナーのQ&A機能を使ってご入力ください。

 We will restart at 4:05 pm (JST) after a 10 minute break.

 Please enter your questions through the webinar Q&A function.



アジア太平洋地域報告 / Asia Pacific Regional Report

 IFSW-AP国連代表 セバスティアン・コルドバ先生
 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) 講師・ソーシャルワーク
学士（BSW）課程 副主任

 豪州ソーシャルワーカー協会 上級政策顧問

 コミュニティ実践、直接実践、教育、研究等において経験

 活動において人権、社会・環境正義に焦点

 Dr. Sebastian Cordoba, IFSW Asia Pacific UN Representative
 Lecturer and BSW Deputy Program Manager, RMIT University

 Senior Policy Advisor, Australian Association of Social Workers

 Experience in community work, direct practice, education and
research etc.

 Focus on human rights, social and environmental justice in activities



日本の国内報告 / Japanese National Report
 日本ソーシャルワーカー協会国際委員 高嶺豊先生

 沖縄ソーシャルワーカー協会 理事長
 NPO法人エンパワメント沖縄 理事長
 琉球大学 元教授
 国連アジ太平洋経済社会委員会（ESCAP） 元専門官
 「アジア太平洋障害者の１０年」 事務局責任者

 Prof. Yutaka Takamine, International Committee of the Japanese
Association of Social Workers
 President, Okinawa Association of Social Workers

 President, NPO Empowerment Okinawa

 Former Professor, University of the Ryukyus

 Former Specialist, UN Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (ESCAP)

 Secretary, ‘Asian and Pacific Decade of Disabled Persons’



質疑応答・ディスカッション / Q & A and Discussion

 ご質問はウェビナーのQ&A機能を使ってご入力ください。

 Please enter your questions through the webinar Q&A function.



 東京都立大学教授 和気純子先生
 日本ソーシャルワーク学会 理事
 当該科学研究費補助金事業 研究代表者
 国際ソーシャルワーク学校連盟 日本代表理事
 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 副会長
 日本社会福祉学会 副会長
 日本学術会議 会員

 Prof. Junko Wake, Professor at Tokyo Metropolitan University
 Board Member, JSSSW
 Principal Investigator of the co-hosting JSPS Grant-in-Aid for Scientific

Research Project
 National Representative for Japan, IASSW Board
 Vice President, Japanese Association for Social Work Education
 Vice President, Japanese Society for the Study of Social Welfare
 Member, Science Council of Japan

閉会挨拶 / Closing remarks


