
 

 

 

FPCJ Online Press Briefing: Japanese Society and Families After 
COVID-19—Responding to Changes 

Briefer: Professor Masahiro Yamada, Faculty of Letters, Chuo University 
Date: June 30 (Tues), 2020, 11:00-12:00 (Deadline for application: Noon, June 29) 

     Language: Japanese, with consecutive English interpretation                   
■Please note that you cannot physically attend this briefing, as it will be an online press briefing held 
as a Zoom webinar.  

 
With the state of emergency announced to prevent the spread of COVID-19 having been lifted nationwide, 
Japanese society has begun reopening in earnest. However, it has been said that life will not fully return to the 
way it was before the pandemic. With Japanese society and families being expected to change to adapt to a 
“new lifestyle,” what problems and challenges will they face, and what strategies will they need to overcome 
those obstacles? The FPCJ has invited Professor Masahiro Yamada of the Chuo University Faculty of Letters, an 
expert in sociology of the family and the originator of unique terms such as “parasite singles” and “konkatsu 
(marriage hunting),” to discuss what families will be like after COVID-19. 
 
FPCJ supporting members and embassy representatives may also attend the briefing as observers (admission 
free). 
■Application: Please e-mail the following information to cp@fpcjpn.or.jp with the subject “Application: 6/30 
Briefing”: 1) Name 2) Affiliation 3) Country of Affiliation 4)Questions for the briefer 
                
※No reply will be sent confirming your application, but after applying an email will be sent before the 
day of the briefing with details on how to join the briefing. 

                              

FPCJ プレス・ブリーフィング：コロナ後の日本社会と家族～変化にどう対応するか 

ブリーファー： 山田昌弘・中央大学文学部 教授 

日時： 2020 年 6 月 30 日（火） １1：00～１2：00 （申込締切：6/29 12:00） 

言語：日本語（英語の逐次通訳付） 

 

■Zoom ウェビナーを利用した「ライブ配信」です。オンラインでの実施のため、会場でご参加いただくことはできません。 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が全面解除となり、日本社会は本格的に活動を再開し始めました。

しかし、人々の生活のあり方は完全にコロナ前に戻ることはないと言われています。「新しい生活様式」に合わせて変化

を求められる日本の社会と家族は、これからどのような課題や困難に向き合っていくのでしょうか。また、それを乗り越え

るためにどのような対策が必要となるのでしょうか。家族社会学がご専門で、「パラサイトシングル」や「婚活」などの斬新

な言葉を生み出してきた中央大学文学部の山田昌弘教授に、コロナ後の家族像についてお話しいただきます。 
 

FPCJ 賛助会員および大使館員の方もオブザーバーとしてご参加いただけます（参加費無料）。 

ｓｓｓｓｓ ■申込方法：件名を「参加希望：6/30 ブリーフィング」として、e メールで以下の情報をお送り下さい。ｓｓｓｓｓ 

①お名前  ②所属機関  ③所属機関の国名 ④ブリーファーへの質問（外国メディアのみ） （宛先：cp@fpcjpn.or.jp） 

注）申込に対して返信は行っておりませんが、お申込いただいた方には、実施前日までに参加方法などをメールします。 

URL: http://www.fpcj.jp  E-mail: cp@fpcjpn.or.jp  Tel: 03-3501-5251  Fax: 03-3501-3622       

June XX, 2020 / 2020 年6 月XX 日 
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