社会学系コンソーシアム通信 第１３号
2012 年 5 月
社会学系コンソーシアム通信第７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。
今後も、年３回（８月、１月、５月）のペースで、本通信を配信する予定ですので、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。

１．参加学協会イベント詳報
★東北社会学研究会大会のご案内
2012 年度研究大会
日時：2012 年 10 月 6 日（土）13：00〜16：00
場所：東北大学
タイムテーブル：
13:00～16:00 シンポジウム
テーマ「社会科学と研究倫理」
16:00～17:00 研究会総会
17:30～19:30 懇親会

２．参加学協会イベントカレンダー
５月
26-27 日 関西社会学会 第 63 回大会（皇學館大学）
http://www.ksac.jp/%E5%A4%A7%E4%BC%9A/
29 日 日本社会福祉学会 第 60 回春季大会（東洋大学白山キャンパス）
http://www.jssw.jp/whatsnew/20120113_01.html
６月
2-3 日 日中社会学会 第 24 回大会（立命館大学衣笠キャンパス）
http://www.japan-china-sociology.org/

2-3 日 日本マス・コミュニケーション学会 2012 年度総会・春季研究発表会（宮崎公立大学）
http://www.jmscom.org/
2-3 日 福祉社会学会 第 10 回大会（東北大学 川内キャンパス）
http://www.jws-assoc.jp/taikai.html
9 日 北海道社会学会 2012 年度大会 （國學院大学北海道短期大学部）
http://www.hsa-sociology.org/taikai.html
9-10 日 関東社会学会 第 60 回大会（帝京大学八王子キャンパス）
http://kantohsociologicalsociety.jp/congress/information.html
30-1 日 日本社会学史学会大会（千葉経済大学）
http://www.jashs.jp//
７月
7-8 日 日本看護福祉学会 第 25 回学術大会（文教大学越谷キャンパス）
http://kangofukushi.sakura.ne.jp/taikai/index.htm
14-15 日 日本社会分析学会 第 123 回例会（山口大学）
http://scs.kyushu-u.ac.jp/~sasa/
15-16 日 東北社会学会 第 59 回大会（山形大学）
http://tss.sal.tohoku.ac.jp/
９月
1-2 日 日本解放社会学会 第 28 回大会（松山大学）
http://sociology.r1.shudo-u.ac.jp/liberty/index.html
8-9 日 日本都市社会学会 第 30 回大会（立教大学）
http://urbansocio.sakura.ne.jp/taikai.html
14-16 日 社会情報学会 2012 年大会 （群馬大学荒牧キャンパス）
http://www.ssi.or.jp/taikai/2012/
16-17 日 日本家族社会学会 第 22 回大会（お茶の水女子大学）
http://www.wdc-jp.com/jsfs/regulation/index.html
29-30 日 日本社会病理学会 第 28 回大会（大阪市立大学）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jasp/

10 月
6日

東北社会学研究会 2012 年度研究大会（東北大学）
http://www.sal.tohoku.ac.jp/soc/cgi-bin/wiki.cgi

20-21 日 日本社会福祉学会 第 60 回秋季大会（関西学院大学）
http://www.gakkai.ne.jp/jsssw/60/
26-28 日 日本村落研究学会 第 60 回大会（鳥取県八頭郡智頭町）
http://rural-studies.jp/sonken7.html
27 日 日本マス・コミュニケーション学会 2012 年度秋季研究発表会（法政大学多摩キャンパス）
http://www.jmscom.org/
11 月
3-4 日 日本社会学会 第 85 回大会（札幌学院大学）
http://www.gakkai.ne.jp/jss/2012/11/03193355.php
2013 年
３月
18-19 日 日本スポーツ社会学会 第 22 回大会（福山大学）
http://www.jsss.jp/

３．コンソーシアム事務局からのお知らせ
（１）
「世界へのメッセージ」の基本方針
社会学系コンソーシアムは、2014 年に横浜で行われる世界社会学会議 ISA に向けて、日本社会学会との共
同で、
「世界へのメッセージ Messages to the World Sociologists from Japanese Scholars」を作成するという
事業を進めています。日本の社会学系学問を世界に示すことを趣旨とし、コンソーシアム参加学協会それぞれ
が歴史や研究動向、
3.11 以降の課題を踏まえて執筆したメッセージを一冊にまとめて配布する予定でいます。
昨年より事業を開始し本年３月に行われた「世界へのメッセージ編集委員会」にてその詳細が決定しました。
そして現在参加学協会のみなさまに原稿執筆のご依頼をしている段階です。参加学協会の皆様方のご協力よろ
しくお願いいたします。

世界へのメッセージ編集委員会
委員長 庄司興吉
副委員長 高坂健次
副委員長 上野谷加代子

（２）第二期新理事会の発足
2012 年３月末に、第一期理事会が解散し、同年４月１日に第二期新理事会が事業遂行に当たるに際して、
新理事選出の為の選挙が行われました。選挙の結果、以下の 12 名が新理事（新監事を含む）に選出されまし
た。
（敬称略）
理事長

庄司 興吉

日本社会学会

副理事長

木本 喜美子

日本労働社会学会

理事

有末 賢

関東社会学会

事務局担当

理事

遠藤 薫

社会情報学会

事業計画・国際化担当

理事

片桐 新自

関西社会学会

シンポジウム担当

理事

玉野 和志

日本都市社会学会

財政担当

理事

西原 和久

日本社会学理論学会

シンポジウム担当

理事

野宮 大志郎

数理社会学会

事業計画・国際化担当

理事

橋本 和孝

地域社会学会

HP・NL・コンソーシアム通信担当

理事

渡辺 秀樹

日本家族社会学会

HP・NL・コンソーシアム通信担当

監事

盛山 和夫

日本社会学会

監事

吉原 直樹

地域社会学会

また、新理事選出に伴い、コンソーシアム事務局も移転し、慶應義塾大学内に設置されることになりまし
た。連絡先（メールアドレス）の変更はございません。

移転先：
事務局（慶應義塾大学内）
有末賢・石田幸生・八木良広
E-mail： socconsortium@socconso.com
Website： http://www.socconso.com/

事務局・問い合わせ

『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
（socconsortium@socconso.com）お寄せ下さい。お待ちいたしております。

＊事務局（慶應義塾大学内）
有末賢・石田幸生・八木良広
E-mail： socconsortium@socconso.com
Website： http://www.socconso.com/
＊NL・
『コンソーシアム通信』編集担当
橋本和孝・渡辺秀樹・八木良広

