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社会学系コンソーシアム通信	 第23号	 

2015年 11月	 	 

	 

	 

	 

『社会学系コンソーシアム通信』第23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。	 	 

本『コンソーシアム通信』は，（１）事務局にお寄せ頂いた参加学協会及び関連学術団体のイベント

詳報，（２）参加学協会の皆様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，

（３）その他事務局からのお知らせで構成されています。	 	 

シンポジウム，学会大会，国際イベントなど，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。	 

本『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。ただし,

コンソーシアム規約改正（理事任期の変更：2月1日〜1月31日の2年間）に伴い,今年度は,年内２回発行

とし,2016年2月1日以降,新理事長体制・新事務局体制の下で,年三回発行を予定しております。	 

	 

	 

 
１．参加学協会イベントカレンダー	 	 

	 

2016年	 

3月	 

17-18日	 数理社会学会第61回大会（上智大学四谷キャンパス）	 

	 	 	 	 	 http://www.jams-sociology.org/?cat=7	 

20-21日	 日本スポーツ社会学会第25回大会（一橋大学）	 

	 	 	 	 	 http://jsss.jp/event/	 

	 

5月	 

14-15日	 地域社会学会第41回大会（桜美林大学）	 

	 	 	 	 	 http://jarcs.sakura.ne.jp/main/meetings/index.html	 

14-15日	 社会事業史学会第44回大会（石巻専修大学）	 

	 	 	 	 	 http://shakaijigyoushi-gakkai.com/KvWbqu	 

14-15日	 日本保健医療社会学会第42回大会（追手門学院大学）	 

	 	 	 	 	 http://square.umin.ac.jp/medsocio/conf2016/	 

28-29日	 関西社会学会第67回大会（大阪大学）	 

	 	 	 	 	 http://www.ksac.jp/2015/09/07/2016年度-第67回大会の開催校について/	 
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２．コンソーシアム事務局からのお知らせ	 	 

	 

 
（１）現行理事体制 
	 

2015年11月10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	 （残任期）理事長＊	 

橋本和孝	 地域社会学会	 理事	 副理事長	 （事務局）＊＊	 

正村俊之	 社会情報学会	 理事	 組織担当	 

池岡義孝	 関東社会学会	 理事	 HP,	 NL,	 通信担当	 

小谷敏	 日本社会学史学会	 理事	 組織担当	 

小林多寿子	 関西社会学会	 理事	 HP,	 NL,	 通信担当	 

三隅一人	 数理社会学会	 理事	 財務担当	 

宮本みち子	 日本家族社会学会	 理事	 シンポジウム担当	 

山田信行	 日本労働社会学会	 理事	 シンポジウム担当	 

油井清光	 日本社会学理論学会	 理事	 HP,	 NL,	 通信担当	 

赤川学	 日本社会学会	 （残任期）監事＊	 	 

片桐雅隆	 関東社会学会	 監事	 	 

	 

＊	 日本社会学会規約により,同学会選出の吉原直樹評議員（理事長）ならびに岩井紀子評議員（監事）	 

の任期が満了となり,同学会選出評議員は,遠藤薫評議員ならびに赤川学評議員に代わりました。社会学

系コンソーシアム自体の任期は,2月 1日〜1月 31 日（2年間）であるため,2015 年 11 月 1日から2016

年 1月 31 日までの間,遠藤薫評議員,赤川学評議員が,それぞれ,残任期理事長,残任期監事を担当いたし

ます。	 

	 

＊＊	 現在事務局担当理事不在のため,	 名目上,	 関東学院大学橋本研究室に事務局を置いております。

実際の事務は事務局長（植木豊）が担当いたします。	 

 
 
（２）2015 年度評議員会	 理事選挙 
 
	 今年度の評議員会（理事選挙）開催の日程・会場について,お知らせいたします。 
日時：2016 年 1 月 30 日（土）	 11:00-13:30（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 8 回シンポジウム 
 
	 第８回シンポジウム開催のテーマ,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：日本社会のグランドデザイン—将来像と制度改革 
日時：2016 年 1 月 30 日（土）	 13:30-16:30 
会場：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：	 

21 世紀をむかえた世界は,社会の大きな転換期にさしかかっています。日本社会も,その例外ではあり

ません。グローバル化,少子高齢化,あるいは地球温暖化などのいくつかの長期的な趨勢は,早急に解決を

必要とする社会問題を引き起こしています。例をあげれば,格差の拡大,福祉制度の機能不全,排外主義の

台頭,エネルギー政策への懸念など,枚挙にいとまがありません。こうした問題は,日本社会を大きく作り

かえる必要性を提起しているといえましょう。このシンポジウムでは,社会学の立場から日本社会が直面

する課題を確認し,将来に向けた大きな見取り図とそれに伴う制度作りについて検討します。 
 
司会・オルガナイザー： 

	 山田	 信行（駒澤大学教授,社会学系コンソーシアム理事,日本労働社会学会会員）	 宮本	 みち子

（日本学術会議連携会員,放送大学教授,社会学系コンソーシアム理事,日本家族社会学会会員） 
 
登壇者： 
	 	 報告（タイトルは打診中） 
	 	 １．家族 
	 	 	 舩橋	 恵子 

（日本学術会議連携会員,静岡大学名誉教授,日本家族社会学会会員） 
	 	 ２．福祉 
	 	 	 畑本	 裕介（山梨県立大学准教授,日本社会福祉学会会員） 
	 	 ３．地域 
	 	 	 矢部	 拓也（徳島大学准教授,地域社会学会会員） 
	 	 ４．環境 
	 	 	 長谷川	 公一 

（日本学術会議特任連携会員,東北大学大学院教授,環境社会学会会員） 
 

	 	 討論者： 
	 	 	 新	 雅史（学習院大学講師,日本社会学会会員） 
	 	 	 菊池	 英明（武蔵大学教授,福祉社会学会会員） 
	  
＊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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（４）評議員変更に伴う，各参加学協会の事務局へのお願い 
社会学系コンソーシアムは参加学協会の皆様方からのご協力により成り立っています。本コンソーシ

アムが参加学協会の間をつなぐネットワークとしての機能を十分に果たすためには，各学協会の評議員

の先生方と迅速かつ確実に連絡を取ることができる体制が必要となってきます。お手数おかけしますが，

本コンソーシアム評議員となる先生に変更がある際には，変更日と前任者・後任者の情報（氏名，所属，

メールアドレス）を社会学系コンソーシアム事務局（socconsortium[at]socconso.com	 [at]を＠に変更

してください）までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 
 

 
	 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頂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 

池岡義孝・小林多寿子・油井清光・植木豊 
＊シンポジウム担当 
	 	 山田信行・宮本みち子 
＊財務担当事務局（九州大学） 
	 	 三隅一人 
＊事務局 

植木豊 
E-mail： socconsortium[at]socconso.com	 [at]を＠に変更してください 
Website： http://www.socconso.com/ 

 


