
 1 

社会学系コンソーシアム通信 第28号 

2017年 9 月 

 

 

 『社会学系コンソーシアム通信』第28号をお届けいたします。近々行われる学会大会やその他

イベントなど各学術団体の活動を広く他の学術団体と共有し，相互のコミュニケーションや交流

を広げようとする企画の一環です。 

 『通信』は，（１）参加学協会のみなさまのホームページ上で公表されている学会大会や研究

大会のイベント情報，（２）参加学協会の事務局から提供いただいた学会賞に関する情報，（３）

その他事務局からのお知らせで構成されています。さまざまな情報提供の場として，皆様に積極

的にご利用いただければ幸いです。 

 『通信』は，通常，年3回（6月，9月，1月頃）のペースで配信することになっております。 

 

 

１．参加学協会イベントカレンダー  

 

9 月 

2-3 日 日本社会病理学会 第 33 回大会（日本犯罪学関連学会ネットワーク合同大会） （國學院大

學渋谷キャンパス） 

http://socproblem.sakura.ne.jp/congress/congress33.html 

2-3日 日本社会学理論学会 第 12回大会 （明治大学駿河台キャンパス） 

http://sst-j.com/html/conference.html 

6-7日 日本解放社会学会 第 33回大会 （東洋大学白山キャンパス） 

http://sociology.r1.shudo-u.ac.jp/liberty/taikai/taikai33.html 

9-10日 日本都市社会学会 2017年度大会 （早稲田大学戸山キャンパス） 

http://urbansocio.sakura.ne.jp/ 

9-10日 日本家族社会学会 第 27回大会 （京都大学吉田キャンパス） 

http://www.wdc-jp.com/jsfs/conf/2017/ 

16-17 日 社会情報（SSI）学会 2017年度大会 （駒澤大学） 

http://gmshattori.komazawa-u.ac.jp/ssi2017/ 

17-18 日 数理社会学会 第 64 回大会 （札幌学院大学第 1 キャンパス） 

http://www.jams-sociology.org/ 

25-28 日 World Social Science Forum 2018 第 4回世界社会科学フォーラム （福岡国際会議場） 

http://www.wssf2018.org/ 
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10 月 

13-15 日 日本労働社会学会 第 29回大会 （富山大学） 

http://www.jals.jp/ 

21-22 日 日本社会福祉学会 第 65回秋季大会 （首都大学東京南大沢キャンパス） 

http://www.jssw.jp/event/conference.html/ 

28 日 日仏社会学会 2017 年度大会 （一橋大学国立キャンパス） 

http://www.nichifutsu-socio.com/gakkai.htm 

28 日 日本マス・コミュニケーション学会 2017 年度秋季研究発表会 （成城大学） 

http://www.jmscom.org/ 

 

11 月 

4-5日 日本社会学会 第 90 回大会 （東京大学本郷キャンパス） 

http://www.gakkai.ne.jp/jss/2017/11/04000000.php 

10-12 日 日本村落研究学会 第 65回（2017 年度）大会 （春野協働センター，春野山の村など） 

http://rural-studies.jp/meeting&bulletin.html#association 

 

12 月 

3 日 環境社会学会 第 56回大会 （明治大学） 

http://www.jaes.jp/seminar/ 

16-17 日 日本社会分析学会 第 134回例会（九州大学箱崎キャンパス） 

  http://jsasa.org/index.cgi 

 

2018 年 6 月 

2-3日 関西社会学会 第 69 回大会 （松山大学） 

http://www.ksac.jp/%E5%A4%A7%E4%BC%9A/ 
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２．参加学協会の学会賞情報  

 

関西社会学会・2017年度大会奨励賞受賞者について 

 関西社会学会大会における優秀な報告に授与される関西社会学会大会奨励賞（第 68 回大会）が，下

記の報告 2点に決定されましたので，ご報告いたします。 

 

後藤美緒（日本大学） ラジオに現れた「漫才」－戦前期 JOBKにおける演芸番組の構成に着目して－ 

吉岡洋介（千葉大学） 大卒就職機会における学校歴仮説とコミュニケーション能力－インターネッ

ト・パネル調査による計量分析の試み－ 

 

第 10 回日本都市社会学会賞（磯村記念賞） 

谷富夫，2015，『民族関係の都市社会学――大阪猪飼野のフィールドワーク』ミネルヴァ書房． 

松尾浩一郎，2015，『日本において都市社会学はどう形成されてきたか――社会調査史で読み解く学

問の誕生』ミネルヴァ書房． 
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３．コンソーシアム事務局からのお知らせ  

 

（１）現理事会の体制 

 2017年9月発行日現在の理事会の体制は，以下の12名となっております。 

 

（敬称略） 

理事・監事名簿 学会 理事／監事別 役割分担 

遠藤薫 日本社会学会 理事 理事長 

浦野正樹 地域社会学会 理事 副理事長 

蘭信三 関西社会学会 理事 組織・国際担当 

岡田勇 社会情報学会 理事 シンポジウム担当 

佐藤卓己 日本マス・コミュニケーション

学会 

理事 組織・国際担当 

嶋崎尚子 日本家族社会学会 理事 シンポジウム担当 

谷口吉光 環境社会学会 理事 通信・ニュースレター・ホームページ

担当 

三隅一人 日本社会分析学会 理事 通信・ニュースレター・ホームページ

担当 

山田信行 日本労働社会学会 理事 庶務（事務局）担当 

好井裕明 関東社会学会 理事 財務担当 

赤川学 日本社会学会 監事  

太郎丸博 数理社会学会 監事  

 

 

（２）2017年度評議員会 

 今年度の評議員会開催の日程・会場について，お知らせいたします。 

 

日時： 2018年 1月 27日（土）11:30-13:00（予定） 

会場： 日本学術会議 会議室 （東京メトロ千代田線「乃木坂駅」5番出口徒歩 1分） 

※ 今年度の評議員会では，理事選挙が行われます。詳細につきましては，後日，ご案内を差し上げ

る予定です。 
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（３）社会学系コンソーシアム第１０回シンポジウム 

 第 10回シンポジウムのテーマ，日程，会場，登壇者が確定しましたので，お知らせいたします。 

 

テーマ： 高度経済成長期〈日本型システム〉から何を学ぶか 

日時： 2018年 1月 27日（土）13:30-16:30 

場所： 日本学術会議 講堂 （東京メトロ千代田線「乃木坂駅」5番出口徒歩 1 分） 

 

【開催趣旨】 

 現代社会における諸現象を考察する際に，われわれはその参照基準として，高度経済成長期を中心

とした〈日本型システム〉の形成過程とその特性・問題点を位置づけている。しかしながら，現時点

において，〈日本型システム〉に関する知見が共有されているとはいえない。こうした認識を前提に，

〈日本型システム〉を再考することは必須の課題である。このシンポジウムでは，社会学の各分野で

現代日本の諸課題に取り組む際に，〈日本型システム〉の特性と問題をどのように位置づけているのか，

位置づけられるのかを，批判的検討を含めて議論したい。またこの作業をとおして，改めて戦後日本

史を編んでいきたい。 

 

開会挨拶： 

遠藤薫（学習院大学教授，社会学系コンソーシアム理事長，日本学術会議社会学委員会委員長） 

司会・オーガナイザー： 

嶋崎尚子（早稲田大学教授，社会学系コンソーシアム理事，日本家族社会学会会員） 

岡田勇（創価大学教授，社会学系コンソーシアム理事，社会情報学会会員） 

 

報告者： 

(1)産業・労働：中川宗人（東京大学社会科学研究所特任研究員，関東社会学会会員） 

(2)地域：中澤秀雄（中央大学教授，地域社会学会会員） 

(3)福祉政策：竹端寛（山梨学院大学教授，日本社会福祉学会会員） 

(4)教育：岡本智周（筑波大学准教授，日本社会学史学会会員） 

(5)家族：田淵六郎（上智大学教授，日本家族社会学会会員） 

討論者：今田高俊（東京工業大学名誉教授，日本学術会議連携会員） 

    山田真茂留（早稲田大学教授，日本学術会議連携会員） 

 

閉会挨拶：野宮大志郎（中央大学教授，日本学術会議連携会員フューチャー・ソシオロジー分科会） 

 

※ 詳細につきましては，後日，あらためてご案内差し上げます。  
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 事務局・問い合わせ  

 『社会学系コンソーシアム通信』やコンソーシアムのホームページは，参加学協会の皆様の情報交

換の場として積極的にご活用いただけましたら幸いです。掲載したい情報やご質問など，お気軽に事

務局までお寄せ下さい。お待ちいたしております。 

 

＊ニュースレター・社会学系コンソーシアム通信編集担当 

  谷口吉光・三隅一人 

＊事務局 

  庶務理事 山田信行（駒澤大学） 

  事務局補佐 藤田研二郎 

  E-mail：socconsortium[at]socconso.com 

  Website：http://www.socconso.com/ 

http://www.socconso.com/

