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社会学系コンソーシアム通信 第26号 

2017年 1 月 

 

 

 『社会学系コンソーシアム通信』第26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）参加学協会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）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。 

 

 

１．参加学協会イベントカレンダー  

 

3 月 

14-15 日 数理社会学会 第 63 回大会 （関西大学千里山キャンパス） 

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

18-19 日 日本スポーツ社会学会 第 26回学会大会 （信州大学長野キャンパス） 

http://www.jsss.jp/ 

 

5 月 

13-14 日 社会事業史学会 第 45回大会 （長野大学） 

http://shakaijigyoushi-gakkai.com/ 

13-14 日 地域社会学会 第 42 回大会 （秋田県立大学秋田キャンパス） 

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

20-21 日 日本保健医療社会学会 第 43回大会 （佛教大学二条キャンパス） 

http://square.umin.ac.jp/medsocio/conf2017/index.html 

27-28 日 関西社会学会 第 68 回大会 （神戸学院大学ポートアイランドキャンパス） 

http://www.ksac.jp/大会/ 

28 日 日本社会福祉学会 第 65 回春季大会 （明治学院大学白金キャンパス） 

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

  

http://www.jams-sociology.org/
http://www.jsss.jp/
http://shakaijigyoushi-gakkai.com/
http://jarcs.sakura.ne.jp/main/meetings/index.html
http://square.umin.ac.jp/medsocio/conf2017/index.html
http://www.ksac.jp/%E5%A4%A7%E4%BC%9A/
http://www.jssw.jp/event/conference.html/
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6 月 

3-4日 関東社会学会 第 65 回大会 （日本大学文理学部） 

http://kantohsociologicalsociety.jp/congress/information.html 

3-4日 環境社会学会 第 55 回大会 （信州大学松本キャンパス） 

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

10 日 北海道社会学会 第 65 回大会 （北海道情報大学） 

http://www.hsa-sociology.org 

17-18 日 日本マス・コミュニケーション学会 2017 年度大会・春季研究発表会 （新潟大学・五十

嵐キャンパス） 

http://www.jmscom.org/ 

 

7 月 

1-2日 日本看護福祉学会 第 30回学術大会 （西九州大学佐賀キャンパス） 

http://kangofukushi.sakura.ne.jp/taikai/index.htm 

 

9 月 

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/regulation/index.html 

 

10 月 

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/ 

 

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 

  

http://kantohsociologicalsociety.jp/congress/information.html
http://www.jaes.jp/seminar/
http://www.hsa-sociology.org/
http://www.jmscom.org/
http://kangofukushi.sakura.ne.jp/taikai/index.htm
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http://www.jssw.jp/event/conference.html
http://www.gakkai.ne.jp/jss/2017/11/04000000.php
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２．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1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 

池田寛二 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 

大石裕 日本マス・コミュニケーション

学会 

理事 組織・国際担当 

片桐雅隆 関東社会学会 理事 財務担当 

正村俊之 社会情報学会 理事 シンポジウム担当 

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 

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 庶務（事務局）担当 

赤川学 日本社会学会 監事  

数土直紀 数理社会学会 監事  

 

（２）2016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：2017年 1月 28日（土）11:30-12:30 

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） 
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（３）社会学系コンソーシアム第９回シンポジウムの詳報 

 第 9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：現代社会における分断と新たな連帯の可能性――階層・世代・地域・民族・情報の視点から 

日時： 2017年 1月 28日（土）13:00-16:30 

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】 

 1980 年代以降，情報化とグローバル化の進展に伴って社会的相互依存が深まる一方で，現代社会に

はさまざまな亀裂が生じています。いったん縮小するかに見えた格差は再び増大する傾向を見せてお

り，格差は階層間にとどまらず，世代間・地域間にも及んでいます。EU 離脱をめぐるイギリスの国民

投票や米国の大統領選挙から見えてくるのは，これらの格差が社会的分断にまで発展する可能性です。

シンポジウムでは，階層・地域・世代・民族・情報という多角的な視点から，現代社会における格差や

分断のメカニズムを検証するとともに新たな連帯の可能性を探ります。 

 

【開会挨拶】 

遠藤薫（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，学習院大学教授） 

【報告】 

「日本社会における格差と不平等の動態」 

竹ノ下弘久（数理社会学会会員 上智大学教授） 

「社会保障制度の受益者と負担者という分断──特に世代対立をめぐって」 

岩田正美（日本社会福祉学会会員 日本女子大学名誉教授） 

「地域格差と地域間連帯の可能性——「平成の大合併」を手がかりに」 

丸山真央（地域社会学会会員 滋賀県立大学准教授） 

「外国人・移民の社会統合の社会学」 

宮島喬（日本社会学会会員 お茶の水女子大学名誉教授） 

「アメリカ社会における社会的分断と連帯──メディアと政治的分極化」 

前嶋和弘（日本マス・コミュニケーション学会会員 上智大学教授） 

【討論者】 

矢澤修次郎（日本学術会議連携会員 日本社会学会会員 一橋大学名誉教授） 

安達智史（日本社会学会会員 近畿大学専任講師） 

【オーガナイザー・司会】 

正村俊之（社会学系コンソーシアム理事，日本学術会議連携会員，大妻女子大学教授） 

【閉会挨拶】 

野宮大志郎（日本学術会議フューチャー・ソシオロジー分科会委員長，中央大学教授） 
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【主催】 

社会学系コンソーシアム，日本学術会議社会学委員会フューチャー・ソシオロジー分科会 

【お問合わせ】 

社会学系コンソーシアム事務局 socconsortium[at]socconso.com 

※参加費・事前申し込みは不要です 

 

 

 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 

池田寛二・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/

