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第 64 回北海道社会学会大会について
第 64 回北海道社会学会大会は 2016 年 7 月 2 日
（土）に開催いたします。今年は 1 日開催です。
事前に出欠確認はいたしません。直接、会場へお
越しください。皆様のご参加を期待しております。
・開催日：2016 年 7 月 2 日（土）
・会場：札幌市立大学桑園キャンパス看護学部棟
〒060−0011 札幌市中央区北 11 条西 13 丁目
・アクセス：JR 函館本線・学園都市線「桑園」駅で
下車。東出口より徒歩 7 分。
・受付：大学正面玄関（看護学部棟）から入り、二
階の学生ラウンジ
・参加費：一般 3,000 円*
院生会員 2,000 円*
非会員（大会のみ参加 1,000 円、懇親会
も参加 3,000 円）
*参加費には懇親会の費用も含まれています。
参加費と懇親会費について、別々に領収書を受
け取りたい方は、受付でお申し出ください。
・昼食：恐れ入りますが、昼食は各自で手配をお願
い致します。学内で弁当の販売はありません。
看護学部棟二階の学生ホールで持参した弁当
などを食べることができます。学内には飲料
などの自動販売機しかありません。下車駅す
ぐのイオンまたはコンビニをご利用ください。
なお札幌市立病院とも繋がっており、桑園キ
ャンパス内は禁酒・禁煙となっております。
よろしくご協力をお願い致します。
・懇親会会場：学生ホール（ノンアルコール、ケイ
タリングによる軽食パーティー）
・残念ながら託児サービスはありません。
・大会校連絡先：原 俊彦（はら としひこ）
札幌市立大学 デザイン学部
〒005-0864 札幌市南区芸術の森 1 丁目
Tel:（直）011-592-5860（代）011-592-2300
FAX：011-592-2374
E-mail：t.hara@scu.ac.jp
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【学会発表にてパワーポイントを利用される方へ】
開催校で Windows パソコンは用意します。パワ
ーポイントで発表される方は、コンテンツを USB
メモリーでご持参ください。Mac パソコン・ソフト
は対応できません。なお、念のため配布資料等を用
意し、パワーポイントが使用できなくても発表がで
きるようにご協力をお願いいたします。
【学会大会の報告要旨集の配布について】
今大会では、報告要旨集の配布は紙媒体ではいた
しません。報告要旨集は、原則として学会ホームペ
ージから PDF ファイルをダウンロードしてください。
開催校の業務負担軽減および学会の財政負担軽
減のために、このような対応となることを、どうか
ご了解ください。

会費の納入について
年度が改まりましたので、2016 年度分の年会費を
同封の郵便振替用紙で納入くださいますよう、お願
いいたします。
郵便振替口座 02760-3-3085
年会費 一般会員 6,000 円
学生・院生会員 4,000 円
過年度分で未納がある会員は、あわせてお振り込
みください。
なお、2016 年度までの会費を完納された会員にの
み『現代社会学研究』第 29 巻（本年 6 月発行予定）
を学会大会の受付で配布する予定です。この場合、
2016 年 6 月 25 日（土）までに入金確認ができた会
員を対象といたします。
未納の会員には、会費完納を確認し次第、後日郵
送いたします。
5 年間滞納すると自然退会の扱いになります。ご
注意ください。
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会員情報の更新について
住所や所属が変更になったときは、遅滞なく郵便
かメールで事務局（socio@npo-hokkaido.org）まで
お知らせください。その際、e-mail アドレスもお忘
れなくご登録ください。
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のうち、2 回（11 月・3 月）分をメールの添付ファ
イルでお届けすることになります。残りの 2 回（8
月・5 月）分は従来通り、紙媒体で郵送いたします。
これにより 2 回分の発送作業や郵送費にかかって
いる経費を節減できることになります。
本号の学会ニュースには大会プログラムを掲載
しているため、紙媒体でお送りいたします。
また、電子メールを利用していない会員には 4 回
分全てを郵送する予定でおります。

学会ニュース、年 4 回発行のうち 2 回を電子版にい
たします
すでにお伝えしております通り、今年度より年 4
回（8 月・11 月・3 月・5 月）発行の学会ニュース
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第 64 回北海道社会学会大会プログラム
開催日：2016 年 7 月 2 日（土）
会 場：札幌市立大学・桑園キャンパス・看護学部棟
〒060-0011 札幌市中央区北 11 条西 13 丁目 TEL：011-726-2500（代表）
＊プログラム
受付開始
9:20
開

【正面玄関】

会
9:45〜9:55【2階 講義室1】
開会の辞
9:45〜9:50 北海道社会学会会長 小内
開催校挨拶 9:50〜9:55 札幌市立大学 原 俊彦

純子

部会 I 10:00～11:40 【2 階 講義室 1】司会：木戸 功（札幌学院大学）
1. 「医学展示における女性の身体表象をめぐって
−イタリアとフランスの解剖学用蝋人形を事例として−」
妙木 忍（東北大学大学院国際文化研究科）
2. 「交換留学と学校の国際化に関する研究
−現代の学校に求められる国際化と多様性について−」
澤田 麻理（北海道大学大学院教育学院 博士 1 年）
3. 「育てと生活の状況に関する研究
-3 歳児を持つ保護者調査から-」
野崎 剛毅（札幌国際大学短期大学部）
品川 ひろみ（札幌国際大学短期大学部）
昼
食
理 事 会
研究活動委員会
編集委員会
シンポジウム控室

12:00～13:15
12:00～12:40
12:40～13:00
12:40～13:00
13:00～14:30

【2 階
【3 階
【3 階
【3 階
【3 階

学生ホール】
演習室 4】
演習室 4】
演習室 5】
演習室 6】

部会 II 13:00～14:40 【2 階 講義室 1】司会：高田 洋（札幌学院大学）
1. 「計量的手法による日本の世俗化論検討の準備作業
−ロジスティック回帰分析を用いたコウホート分析の手法の検討−」
清水 香基（北海道大学大学院文学研究科 博士 1 年）
2. 「階層的同類婚と結婚傾向」
鹿又 伸夫（慶応義塾大学）
3. 「現在におけるアイヌ文化実践の内実」
上山 浩次郎（北海道大学大学院教育学研究院）
部会 III 13:00～14:40
【2 階 講義室 2】司会：西脇 裕之（札幌大谷大学）
1. 「在日中国人クリスチャンの教会自治に対する態度」
百 古楽（北海道大学大学院文学研究科 博士 1 年）
2. 「高齢者福祉における高齢者とソーシャルキャピタル
−全羅南道莞島郡における質的調査を事例に−」
金 昌震（北海道大学大学院文学研究科 博士 3 年）
3. 「都市の歴史をめぐる景観形成過程とコミュニティ
−韓国・大邱における近代建築物リノベーションを事例として−」
松井 理恵（北星学園大学）
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シンポジウム 14:50～16:50 【3 階 講義室 5】
「北海道新幹線開業・延伸の光と影―観光まちづくりの課題－」
司会：飯田 俊郎（青森公立大学）・野崎剛毅（札幌国際大学短期大学部）
1. 「青函交流のあり方 −新幹線開業からみえるもの−」
奥平 理（函館工業高等専門学校）
2. 「MICE 都市としての函館 −広域地域連合としての函館新幹線−」
中鉢 令兒（北海商科大学）
3. 「北海道新幹線札幌延伸は何をもたらすか −負の影響に着目して−」
角 一典（北海道教育大学）
総会・閉会
総 会
閉会の辞

17:00〜17:35
17:00〜17:30
17:30〜17:35

懇

17:45〜19:00【2 階

親

会

【3階

講義室5】

北海道社会学会会長

小内

純子

学生ホール】

＊一般研究報告は、一人あたり報告 20 分＋質疑応答 10 分です。

会場案内
1F

学部棟

正面玄関

⇒案内板⇒

右手 階段で ２F 受付へ
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