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『作業療法学生に「作業」や「作業的存在」の概念をどう教えるか：作業科学を基盤として』
杏林大学

近藤知子

9月23日（土），東京，有楽町，国際フォーラム，夕6時10分．第51日本作業療法学会の２日目に，数
あるエントリーの中から，私たち日本作業科学研究会が主催のセミナー企画が受理され，90分間のナイ
トセミナーを行いました．タイトルは，“作業療法学生に「作業」と「作業的存在」の概念をどのように
教えるか”です．
土曜日の最後のセッションで，しかも，内容は養成校教員を対象にしたものでしたので，どのくらい
参加者が集まるか心配したのですが，蓋を開けてみれば，250席の会場が満席となり，立ち見も出ると
いう状態でした．
内容は，まず，私が簡単に，現在の作業療法にとっての作業の捉えられ方について，世界作業療法連
盟の定義，作業療法の歴史，現在のアメリカの作業療法プログラムでの作業の扱われ方などについて紹
介し，ついで，文京学院大学の西方浩一さんが，学部教育における教え方や工夫点について，ご自分の
大学での実際のカリキュラムやその際に用いる資料なども含めて説明してくださいました．ついで，聖
隷クリストファー大学の小田原さんが，学生が作業の視点を習得するための演習として用いている「作
業的写真」について，具体的に，インタビュー音声も交えながらご説明くださいました．
これらのミニレクシャーを土台に，グループに分かれ，①教育・指導の中で，作業をどのように教え
ているか？②本日のセミナー内容の中で，現在の教育・指導に活かせることはあるか？などを討論して
いただきました．
参加者には，養成校の先生方だけでなく，実習で臨床指導をされている先生，まだ，実践にでて間も
ない若手のセラピストの方々も含まれていましたが，皆さんがそれぞれ，様々な視点から意見を出し合
ってくださり，大変興味深いグループ討論が行われていたように見受けられました．
最初は消極的だった発表も次第にもりあがり，①の教え方では，作業の種類や作業と時間について説
明するようにしている，自分が人生の終末期を迎えたときしたいことは何かを考えてもらう②では「授
業構成」，「クライエントに思いを巡らせる際に自分の経験や思いを足がかりにする」，「大切な作業を聞
き出す際の方法」など様々なアイデアや視点が挙がってきました．
時間が足りないなどの声もあり，このトピックが領域・立場を超え，作業療法士にとっての関心の対
象であることを実感したナイトセミナーでした．また，このような機会をどこかで儲けることができれ
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ばと思っております．ご参加くださった方，お手伝いいただいた研究会会員の皆様，委員の皆様，どう
もありがとうございました．

写真：ナイトセミナー会場の様子

作業療法学生に「作業」や「作業的存在」の概念をどう教えるか：作業科学を基盤として―印象記
順心リハビリテーション病院

地域リハビリテーションセンター

長倉寿子

本セミナーでは，作業科学を基盤に学生への作業を中心に据えた伝え方や教材としての手段など
具体的な紹介により授業の展開の紹介があった．作業療法教育における「作業」をどのように教え
るかは，教育現場では学校間でかなり差があるのではないかと考える．私自身も作業の定義や概
念，治療的応用など複数の担当科目で教えてはきたが，毎年迷いながらで手ごたえは？である．ど
のように積み上げて教育するかを明確にすることは非常に重要だと考えている．また，専門職教育
において自分自身を作業のレンズで見ることの体験が学生にとって重要であることや改めて「自分
自身の理解」から「他者を理解する」につなげることがポンイントであると感じた．「作業」「作業
的存在」を伝える演習や振り返りを繰り返すが，特に「作業的存在」は見えない．見えないものを
引き出すスキルをどのように向上させるか，その尺度は必要なのだろうか？作業をどう見るかの際
の言語の問題もあるかも知れない．それ以上に，実際に既存のカリキュラムの中にどのように落と
し込むのかなど，今回のような作業療法教育の枠組みを教員間で共有する機会が圧倒的に乏しいの
が現状である．グループディスカッションは自由な討論で楽しく，授業の演習においても様々な試
行錯誤を繰り返している等の意見を聞くことができた．自身の教授の方向性は間違っていなかった
ことに安心したところで，新しく授業を引き継いだ教員には是非伝達しなければと思った次第であ
る．卒前教育でどのように「作業」を学んだかによって臨床の場でどのような違いはあるのだろう
か？卒前だけでなく卒後の生涯教育の流れの中で学生指導と臨床で分断されることがないよう，作
業療法士としてのアイデンティティ構築の促進が一層望まれる．

参加者からの感想①
帝京平成大学

勝嶋雅之

平成29年9月23日に第51回日本作業療法学会のナイトセミナーで開催された「作業療法学生に『作
業』や『作業的存在』の概念をどう教えるか：作業科学を基盤として」に参加した．私は教員として，
学生に「作業とは何か」を伝える立場にある．しかし，作業や作業科学について「どのように伝え，興
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味を持たせるか」は常日頃から自身の課題であった．心身機能の改善のみでなく，活動や参加の促進，
生活の質の向上や，「その人らしい生活」の理解と支援を実践することは，無限の個別性や多様性を伴
う．それゆえ，簡潔な定義付けが難しく，アイデンティティクライシスに陥る臨床家や学生もいること
だろう．それを面白く感じることを作業療法士同士では非言語的に共有することは可能であろうが，作
業療法学生や他職種に明快かつ言語的に伝えるのは未だに難しいと感じている．
ナイトセミナーでの近藤知子先生の作業科学に関するご講演と，西方浩一先生，小田原悦子先生の
教育現場での実践報告は大変参考になる内容であった．「作業」や「作業的存在」を「他者を知るこ
と」や「自分を知ること」というわかりやすいテーマで写真や映像を教材として用いた実際のご講義内
容を，具体的かつわかりやすくご報告下さり，非常に参考になった．いかに学生が興味を持ちながら取
り組めるか，という工夫や仕掛けが数多くなされていて驚かされた．
ナイトセミナーには教員だけでなく，臨床家が多く参加していたことも印象的だった．グループワーク
では教育現場や臨床現場で「作業科学」を伝えることの難しさとやりがいを共有することができ，そし
て参加者の方々と想いを共有することが出来て，大変エンパワメントされた．
近年，生活行為向上マネジメントの推進などもあり，改めて「作業療法の科学的理解」を再考し，私た
ち作業療法士は今こそその面白さ・奥深さを「科学的視点」で理解を深め，後進に興味を持たせ伝えて
いく大切さを強く感じた．

参加者からの感想②
介護老人保健施設

四季の里

中野真希

平成29年9月23日に行われた，第51回日本作業療法学会のナイトセミナーである，「作業療法学生に作
業や作業的存在の概念をどう教えるか：作業科学を基盤として」に参加しました．学生指導を担うこと
が増えていく中，そもそも私自身が，作業の概念が曖昧になっているなと感じており，再度作業の概念
について学ぶために参加させて頂きました．
セミナー前半では，作業とは，我々の日常生活で関わる全ての活動のことであり，作業の意味・ルーテ
ィン・機能・バランス・役割等の多角的な分析から，その人を構成している作業の理解につながること
を再確認したと同時に，学生の頃，作業科学の授業で，自分自身を理解するための作業日誌や，作業歴
の振り返り，作業の写真を撮ってそれをプレゼンするといった体験をしたことを思い出しました．これ
らは，自分自身の作業の理解を通じて他者の作業を理解し，作業的存在を理解するということにつなが
るとの意図があるとのことでした．
現在，学生指導を行う中で，作業や作業的存在の概念を学生に教えていくことに苦慮しています．後半
のグループ討議では，様々な場所で学生と向き合っている方々も同じように，作業や作業的存在の概念
を伝えることに苦慮しているとの意見が多く聞かれました．その中で，「学生にとっての大事な作業を
引き出すために，初日に面接を体験してもらい，その体験を通じて同じように症例の作業を引き出して
いく過程を理解してもらう」という意見や，「最初は症例の情報をあえて教えず，まずはその人自身を
知ることから始めてもらうことで，評価だけに捉われず，その人の作業の理解につなげる」といった意
見が聞かれ，学生指導の際のヒントになりました．「実習＝評価の練習」と捉え，バッテリーに沿って
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評価しなければと感じている学生もいますが，「実習＝症例の作業を理解する」という視点で学生が考
えられる様，今後も工夫して指導していきたいと思いました．

第3回アメリカ・カナダ合同作業科学学会参加報告

聖隷クリストファー大学

小田原悦子

※こちらの記事は2016年12月に受理されたものです．ご了承ください．
みなさん，冬将軍もインフルエンザも去り，暖かい春が近づきつつあります．お元気ですか？さ
て，だいぶ時間がたちましたが，2016年9月28日－10月1日にカナダとの国境に近いメイン州ポート
ランドで開催されたアメリカとカナダの合同作業科学学会Joint Research Conference of the
Society for the Study of Occupation: USA (SS0:USA) and the Canadian Society of
Occupational Scientists (CSOS)に参加したので報告します．アメリカ作業科学研究会SSO:USAとカ
ナダ作業研究会CSOSは一年おきに合同学会を開催しており，今年はその合同の年になっています．
今年のテーマは，Navigating the Seas of Change: Diversity of Occupation
索で，4種類の演題発表があり，ポスター13題，口述発表
ンで活発な意見が行きかう），パネル
ォーラム

２題

作業の多様性の探

39演題（15分発表，15分ディスカッショ

5題（グループがテーマに関連する4演題を発表する），フ

(多様な立場からテーマについて討議する)でした．作業に関する発表がギューと

詰まって，とっても，興奮します．英語なのでよくわからなくても，熱気には十分反応します．セ
ッションとセッションの間に，オキュペーショナルバランスやネットワーキングブレークと名前の
ついたフリーの時間が配置されているのも特徴です．
私も，3日目1時半からのセッショで発表しました．
Uchi/Soto (Inside/Outside): Indexing in social practice in Japanese society
なにしろ，作業のことは，誰かが，興味をもってくれるので，緊張しながら，充実感を味わえる発
表になりました．以下に，スケジュールを載せます．
1日目
2日目

19時-21時
8時-9時半

オープニングレセプション
タウンゼント

ポラタイコ

レクチャー

“Playing in the sandbox”
Susan Forwell, PhD., OT(C), FCAOT
9時半-10時

ネットワークブレーク

10時-11時半

セッション

11時半-14時

オキュペーショナルバランス：屋外で観光やスポーツ，美術館，
アクティビティーなど楽しむ時間

3日目
4

15時45分-17時

ポスターセッション

17時半-20時半

オクペーショナルバランス：Casco湾クルーズ

8時半-10時

セッション
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10時-10時半

ネットワークブレーク

10時半-12時

セッション

12時-15時

オキュペーショナルバランス

15時-16時半

セッション

16時半-17時

ネットワークブレーク

17時-18時半

ゼムケ

レクチャー

“Pioneering OT and OS: Ideas and Practitioners before 1917”
Kathlyn L. Reed, PhD., OTR, FAOTA, MLIS
18時半-19時

ネットワークブレーク

19時‐21時

タウンゼント－ポラタイコとゼムケ

レクチャー

レセプションディナー
サイレントオークション
4日目

8時半-10時

SSO:USA

会議

10時-10時半

ネットワークブレーク

10時半-12時

セッション

12時-13時半

ポスターセッション
昼食

13時半-15時半

パネル-作業科学のtranslation

15時45分-16時半

閉会式

この作業についての学術研究のカンファレンスは毎年，アメリカのどこかで開催されています．
2017年は10月19-21日，西海岸ワシントン州シアトルで開催されます．みなさんも，参加しません
か？

写真1

2014年山口の作業科学
セミナーで講演された
ジョン・ホワイト先生
と会いました．

写真2

2015年浜松で講演され
たジニー・ジャクソン
先生も一緒でした．

南カリフォルニア大学
でvisiting scholarの
西方さんも一緒でし
た．

写真3

2016年名古屋でお迎え
したタウンゼント先生
からもこの時みなさま
に挨拶を頂きました．
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理事会議事録
《2016年度第３回》
2016年12月4日

15：30～16：30

場所：愛知県東海芸術劇場１階ミーティング室
出席：吉川，酒井，小田原，近藤，ボンジェ，渡辺，西野，堀部，坂上，村上，(青山)，(古山)
欠席：西方，齋藤，(葉山)
【報告及び検討事項】
Ⅰ.理事の役割分担について
1.執行部，事務局
会長：吉川
副会長：酒井，西方
事務局：村上，坂上
2.学術委員会
啓発・国際情報班：小田原
研究推進班：酒井，近藤，渡辺
実践につなげる班：渡辺，西方
機関誌編集班：近藤，ボンジェ，西野
3.広報・ネットワーク委員会
ホームページ：西方
メーリングリスト：西方
研究会ニュース：村上
セミナー関連サポート：なし
Ⅱ.委員会報告及び検討
1.事務局
・今後の事務局設置場所は札幌医科大学保健医療学部とする．
・2017年度の予算は7月1日までに作成しメール会議にて確認する．
・今後の各委員会の委員選びの進め方→委員表にしてメール会議にて確認→確認後，委嘱状を事務局か
ら発行することで了承．
＊今回，理事改正があったため，全委員に意向を確認した後，事務局に報告することを確認．
2.学術委員会
1)啓発・国際情報班
・これまでのJOSの翻訳は書評としてHPに掲載する．
・取りまとめの作業を含めて啓発・国際情報班で実施する．
2)研究推進班
・5月20，21日に長野で研修会をする．
3)実践につなげる班
・6月中，年度内に開催する．
6
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鈴木則世さんを新委員にすることで承認．今後は，委員3名理事2名で運営する．
4)機関誌編班
・編集委員長をどのくらいの期間行うかの内規を検討．たたき台を作って理事会にあげる．
3.広報ネットワーク委員会
・セミナー，研修会等の情報を広報ネットワーク委員会がまとめ学会等で配布する．形式については継
続検討することを確認．
・教育研究会では，ニュース＋1枚にしている．現在，それぞれの班で企画があったら，メーリングリス
トで知らせている．今後は，広報ネットワーク委員会で取りまとめ役などを検討する．
・第22回セミナー実行委員長はボンジェ氏なのでセミナー開催サポートはないことを確認．
4.その他
1)第20回セミナー
・260名参加．キャンセル待ちの人は全員参加できた．
・参加者の半分は新規参加の人．
・会員は現在約200名．年会費を払う人も多く，セミナーで支払うことが習慣になっている人もいる．
2)第21回セミナー
・会場を探している．参加費をどうするか検討中（第20回は会員/事前6,000円，非会員/事前8,000円）
→最終的な金額は実行委員にゆだねることを確認．
・入金しない人は，参加を取り消す．
・支払い方法の決定を実行委員へゆだねることを確認．
・英語の抄録を出しているが結局読む人は講師ぐらい．アジアの人は，広報すれば来ると思われる．英
文の広報を作って伝える方針でいくことを確認．詳細は実行委員が決定することを確認．
・会員との差を3,000円以上にしたい．研究推進班では差をつけた．→会員のメリットを明確にすること
を目的に了承．
3)第22回セミナー
・大阪開催の前にテーマ等，決めたい．
・総会のときに，次々回のセミナー実行委員長を承認すること→了承．来年度の議事会を作るときに
は，次々回の実行委員長も含める．
4)次回の理事会：
・実践につなげる班の研修会に併せて開催することを了承．
《2017年度第1回》
日時：2017年6月25日

13:30～16:00

場所：文京学院大学B館611教室
出席：吉川，酒井，西方，小田原，近藤，西野，ボンジェ，渡辺，坂上
欠席：村上
【報告及び検討事項】
Ⅰ.各委員会の報告
1.執行部，事務局
〈報告事項〉
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1)執行部：吉川
・特になし
2)事務局：村上，坂上
①会員数，会計報告
・会員数211名（予定：256名＋学生10名）…単年度赤字決済の見込み
・2017年度の予算額提出のお願い
→各委員は，7月15日までに2017年7月～2018年6月の予算メールにて知らせることを確認
②新年度への移行について
・新年度への移行と会費納入の一斉メールを配信済み
・29年度は試みとして7月1日にパスワードを変更する予定
③マイナンバーの扱いについて
・情報収集の結果，本研究会では該当しないことを確認．
④その他
・紀伊国屋書店より書店を通しての機関誌購入の希望者ありとの連絡→紀伊国屋から返答が来たら内容
を知らせることを確認．
2.学術委員会
1)啓発・国際情報班：小田原
〈報告事項〉
・ISOSミーティング（スカイプ）4月5日～WOSC（World OS Conference）に韓国とアフリカから参加希望
があった．具体的にどういう活動になるかは現状ではわからない．
・WFOT2018（南アフリカ）へISOSのメンバーでワークショップ参加申し込み．
・JOS

Vol23, No2,3翻訳完了．書評（吉川，近藤執筆）のHP掲載の準備中．

→会員サイトで掲載．準備が整った時点で，HP担当へ話して作業を進めることを確認．
2)研究推進班：酒井，近藤，渡辺
〈報告事項〉作業科学に纏わる研究法研修会
①2017年5月20日（土）13:00～18:30
場所：長野保健医療大学

5月21日（日）9:30～15:00

304号室

5月20日（土） 第一部：作業科学のための基礎知識
13:00～14:00

作業科学とは何か？

講師：近藤知子

14:15～16:15

研究とは何か？

16:30～18:30

作業科学研究文献の読み方

講師：酒井ひとみ
講師：近藤知子

※19:00頃より懇親会（会場近辺）
5月21日（日）第二部：作業科学研究の理解
9:10～11:10
11:20～14:30

作業科学研究の進め方Ⅰ
作業科学研究の進め方Ⅱ

講師：青山真美
ワークショップ（参加者の研究計画や実践に関する討議）

②会計報告
支出

279,266円

残金

7,734円

→残高は，振込み手数料を引いて，研究会の口座に振り込むことを確認．
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③アンケートの結果（25名回答，1名は教育者・啓発家）
・ディスカッションよりも講義を聴きたいと答える人が多かった．
・基礎講座について聞きたい人が多かった．作業科学とは，作業とは何かを聞きたいのかな，という印
象．目的と参加者ニーズを踏まえて，今後について検討した方が良い．
3)実践につなげる班：渡辺，西方
〈報告事項〉
①6月24，25日研修会開催．内容は口頭にて報告．参加費設定の再検討が必要．
→今年度は例年通りで設定．今後は広報開始時期を早めることを確認．
②参加者数
→24名参加．
〈検討事項〉
・次年度以降の開催を検討していく（「実践」をどのように捉えていくか？）
・早めに計画して広報をする．
4)機関誌編集班：近藤，ボンジェ，西野
〈報告事項〉
①第10巻の発刊に関して
a.平成28年12月20日

第10巻を10周年記念特集の企画の元に発刊した

b.佐藤剛記念講演，基調講演，特別講演，コラムの他に，研究論文2編，短報2編を掲載した．
c.佐藤剛記念講演，基調講演，特別講演，コラム協力者に対し，特集号の謹呈を行った．謹呈の範疇と
関してはこれまで規定がなかったので，今回の理事会で規定について審議していただく．
d.編集作業において校正がこれまで以上に回数を要し，このため，当初の予算以上の印刷費がかかっ
た．これに対しては，執筆要項をより詳細にする，編集作業におけるスタイルの見直しを編集委員も
分担しておこなうことで対応することで，印刷会社との校正のやり取りの回数を減らすことを試みる
e.執筆これまで研究会事務局と印刷会社が近かったため，残部を手渡ししていたが，事務局が北海道と
沖縄に移ったため，残部の郵送料がかかった．来年度の予算には，残部の郵送費も計上する．
d.第11巻発刊予定に関して
e.テーマ：作業的校正
f.投稿論文：現段階で投稿論文なかったが，先週1編投稿された．
②2016.12-2019.12の役員に関して：役員は下記の者とする
編集委員長：近藤知子
副編集委員長：ボンジェ

ペーター

事務局：西野歩（総務担当）
青山真美（投稿論文担当）
③編集委員会3役に関して：3役の決定に関しては，下記の手順で行う
a.2年に一度，作業科学研究会理事選挙前に，次期役員を編集委員会３役が推薦
b.編集委員会で決定
c.理事選挙後の第1回作業科学研究会理事にて承認を得る
→特に，理事会の承認は得ないことを確認．
〈審議事項〉
9

日本作業科学研究会ニュース－作ら，さくら－第20号 2017年 11月 20日発行
①理事と編集委員会3役との関係に関して
・編集委員会3役（委員長，副委員長，事務局）の決定に関し，これまでは慣例的に理事が務めていた．
今後は，役員は理事に限らないが，3役のうちの1名は理事であることとしたい
→承認
②機関誌贈呈の方法に関して
・これまで誰に対してどのように機関誌進呈を行うかこれまで規定がなかったので，規定を作成したい
（以下規定案）．
a.進呈対象者は範囲：基調講演，記念講演，特別講演の執筆者の執筆者およびコラム協力者とする. た
だし，これらのものが研究会会員である場合は贈呈しない．
b.機関誌は作業療法研究会会長の名前で進呈する

→研究会の名前で進呈することを確認．

c.進呈は原則的に郵送とし，研究会事務局より送付する→承認．
③執筆要項の変更に関して：図表の位置に関する文言を追加したい（執筆要項別紙参照）
→図表の位置を文中に示す，を記載することで承認．
④論文投稿促進のための学術研究団体としての登録に関して
・大学院学生の投稿促進や他の学術領域からのアクセスを増やすためには，日本学術会議への登録がさ
れているのがよいのではないか（日本学術会議への登録基準に関しては別紙参照資料）～OT協会，日
本作業行動研究会も登録．→事務局で申請を進めることを確認
⑤J-stageへの登録に関して
・J-stageは国内で発行された学術論文全文を読むことができる国内最大級の総合電子ジャーナルプラッ
トフォームであるため，機関誌の読者を増やすためにも機関誌作業科学をJ-stageに登録する方向で進
めていきたい
利点：オープンリソースなのでアクセスが容易で便利，他専門領域の研究者との交流ができる．
問題点：論文をPDF化して提出の必要がある．（ただし紙媒体での印刷をやめてオンラインのみとすれ
ば，印刷代を減らすことができる）．
～オンライン化を考えるのは12巻以降のため，今年から登録はできる．情報を収集して，どういう条件
が必要か，手続きを確認．
⑥機関誌のオンライン化に関して
今後，機関誌をオンラインジャーナルとしていきたいが，オンラインと紙媒体を並行するか，それと
もオンラインのみとするか検討していただきたい．できれば，12巻はオンラインで発刊できるよう準
備していきたい．
利点：オンライン検索など，雑誌にアクセスしやすくなる．紙媒体での印刷に比べ発刊に絡む編集関
連委員の労力を削減できる
問題：オンライン化するための論文のPDF化に費用がかかる．（ただし，また，紙媒体での発刊をやめ
れば，費用はむしろ削減される）．
→総会で確認する．電子ジャーナルだけにするか，紙も残すかを総会議題とすることを確認．
3.広報・ネットワーク委員会
1)ホームページ：西方
〈報告事項〉
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・作業科学セミナー運営委員，各部署と連携しホームページをアップ，Facebookを使用しての広報を実
施．
・Facebookで閲覧する人が多い．有効に使われている．
2)メーリングリスト：西方
・研修会案内等で活用している
3)研究会ニュース：村上
・来月末発行を検討
・研究法研修会（原稿依頼決まって，半分の原稿は届いている）→村上が情報や原稿を確認するとでき
る状態になっている．
・実践研修会は，これから依頼．
4)セミナー関連サポート：理事がセミナー計画に関わっているので，サポートは不要．
5)広報・ネットワーク委員
〈検討事項〉
・セミナー，研修会情報のまとめについて→作成の時期と内容について，広報・ネットワーク委員会で
検討していくことを確認．→各委員は，予算案とともに企画案を7月15日までにメールで提出すること
を確認．
6)第21回OSセミナー進捗状況
〈報告事項〉
・詳細は，当日資料に基づき報告．
・スケジュール，参加申し込み開始した．
・査読や座長の依頼はセミナー委員で進めていく．
・6月19日から演題募集と参加登録がはじまった．演題がきた段階で，査読を依頼．
・HPにチラシをアップするので，機会があったら印刷して配布への協力を希望．
・450名入る会場．定員400名．予算建て350名．
・今回は，早めに事前登録をするように呼びかけている．
・初日は9：15～受付．10：30～スタート．2日目9：00～スタート．
総会は9日12：00～13：50で良いか．→承認．
理事会：8日（金）19：00～21：00

場所の予約は酒井が担当．リバーサイドホテルまたは桜ノ宮周

辺．10日（日）15：00～16：00開催する．（議題は， j-stage 予算の確認等）
・総会議事録署名人等の呼びかけを事前に行う（酒井）．
・利益相反の記載について．
→記載方法について調べて，セミナー担当者で決めることを確認．
・抄録に掲載する文献は，執筆要項に従って作成してもらうことを確認．
3)第22回OSセミナーについて
〈報告事項〉
①会場確保：首都大学東京の荒川Cの申請：第1希望12月8－9日；第2希望11月24－25日．500名の参加可
能．
②テーマなどは検討中
4.その他
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①次回，理事会の開催
・次回は12月8日開催．その間に何かあればメールで．
②OT学会のセミナー．
9月23日18：10～19：40．企画として授業の紹介．20分×3名＋ディスカッション．理事はできれば参
加．
②議題の提案
・セミナーという名称について検討する必要性があるのではないか（近藤）．
→12月8日にそれぞれの意見を交換する．場合によっては，総会での議題にする．
③その他のお知らせ：「作業って何だろう」の改定版を作成し，OT学会にて販売開始予定．

（ニュース編集担当：村上典子）

12

