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2017-2018 学会年度役員選挙の結果について
5 月 1 日に郵送による投票が締め切られたのち、
10 日の選挙管理委員会における開票の結果、次期役
員が下記の通り最終的に決定いたしました。○が当
選者です。任期はいずれも大会終了の翌日から 2 年
間です。
なお選挙規則により、同数票の場合は年長順に当
選し、記載されます（敬称略・得票順）
。
有権者数 108、投票総数 44、白票 0、無効 0 で、有
効投票数は 44 でした。

・開催日：2017 年 6 月 10 日（土）
・大会会場：北海道情報大学校舎棟 1 号館
〒069-8585 江別市西野幌 59-2
1) JR 函館本線「野幌」駅で下車。南出口より徒
歩約 25 分、JR バス（南口）約 5 分、タクシー（北
口）約 5 分。
2) 中央バス都市間高速バスは、JR 札幌駅バスタ
ーミナルまたは大通中央バスターミナルより、高
速バス（岩見沢・滝川・富良野・留萌方面）乗車
約 25 分、「高速野幌」下車。高速道トンネルをく
ぐり徒歩 5 分。
3) 新札幌より JR バス（北レーン新 29 番、情報
大学前・野幌運動公園行）乗車約 25 分。「情報大
学前」下車。
＊地図・時刻表は、JR、中央バス、北海道情報大
学 HP 等をご参照ください。
＊車の方：eDC タワー前の学生駐車場は空きがあ
れば駐車できますが、当日は合同試験日で、公開
講座も予定されています。早めにおいでください。
・受付：大学正面の松尾記念館を抜け、中庭右手
の校舎棟学生玄関より入り、階段を上り 2 階 202
教室前。エレベーターをご利用の場合は、中庭手
前のガラス張りエレベーターホールより、2 階左
手の回廊をお進みください。
・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）
学生無料
*
参加費には懇親会費が含まれています。
・昼食：当日、大学食堂休業のため、お弁当（1,000
円税込）を予約発注いたします。希望者は 6 月 7
日（水）までに下記連絡先（加藤）へお名前と個
数をお知らせください。全体で 20 個以上の発注
が望ましく、ご利用をお願い申し上げます。
昼食時は 2 階会員控室にて休憩・飲食ができま

会長
○平沢和司 7 票
次点 内田司 6 票
理事（定員 7 名）
○今井順 14 票 ○高田洋 12 票
○梶井祥子 10 票 ○野崎剛毅 9 票
○小内透 7 票
○田島忠篤 7 票
○品川ひろみ 7 票
次点 杉岡直人 6 票
監事（定員 2 名）
○内田司 4 票
○加藤喜久子
次点 西浦功 4 票
選挙管理委員会

委員長
委員
理事委員

4票

内田 司
佐々木邦子
大國 充彦

第 65 回北海道社会学会大会について
第 65 回北海道社会学会大会は 2017 年 6 月 10 日
（土）に開催いたします。今年も 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。
大会プログラムをこのニュースに掲載しています。
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軽減のために、このような対応となることをご了
解ください。

す。キャンパス内には飲み物の自販機もございま
す。キャンパス内は禁煙です。託児サービスはあ
りません。
・懇親会会場：ｅＤＣタワー2 階レストラン（イ
タリアレストラン「ラ・フォルケッタ」のケイタ
リングによる軽食パーティー、ノンアルコール・
ドリンク）。
・開催校連絡先：加藤喜久子（かとうきくこ）
北海道情報大学医療情報学部
TEL：011-385-4411(332)
E-mail：katou777@do-johodai.ac.jp

会費の納入について
年度が改まりましたので、2017 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、2017 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 30 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、2017 年 6 月 3 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。

【学会発表にてパワーポイントを利用する方へ】
Windows パソコンは開催校で用意します。パワ
ーポイントで発表する方は、コンテンツを USB
メモリーでご持参ください。Mac をお使いの方は
早めにご相談ください。
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なっても発表ができる
ようにお願いいたします。

会員情報の変更届について
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。

【学会大会の報告要旨集の配布について】
大会では、報告要旨集を紙媒体では配布いたし
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
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第 65 回北海道社会学会大会プログラム

開催日：2017 年 6 月 10 日（土）
会 場：北海道情報大学 校舎棟 1 号館（〒069-8585 江別市西野幌 59 番 2）
＊プログラム
受付開始 9:20 【校舎棟 1 号館 2 階 202 教室前】
開会 9:45〜9:55 【201 教室】
開会の辞

9:45〜9:50 北海道社会学会会長 小内 純子

開催校挨拶 9:50〜9:55 北海道情報大学学長 澤井
部会 I

10:00〜12:00

秀

【201 教室】司会：⻄脇 裕之（札幌⼤⾕⼤学）

1. 「子育てサロンの利用者と非利用者の特徴 ―札幌市における乳幼児保護者調査より―」
工藤 遥（北海道大学大学院文学研究科）
2.「子育てサロンの利用と社会関係資本の形成 ―札幌市における乳幼児保護者調査より―」
遠山 景広（北海道大学大学院文学研究科）
3.「現代アジアのキリスト教の趨勢に関する一考察 －日本・韓国・中国・モンゴル・タイの調査から－」
櫻井 義秀（北海道大学大学院文学研究科）
4.「中国宗族組織の構造にみる民間信仰の社会機能 ―宗族組織の祖先崇拝と神祇崇拝について考察する―」
翁 康健（北海道大学大学院文学研究科）
昼⾷

12:00〜13:00

【厚⽣棟 2 階カフエ・校舎棟 1 号館 203 教室】

新旧合同理事会

12:00〜12:40

【⼤学本部棟 2 階会議室】

研究活動委員会

12:40〜13:00

【校舎棟 2 号館ゼミ室 16】

編集委員会

12:40〜13:00

【校舎棟 2 号館ゼミ室 15】

シンポジウム控室

13:00〜14:30

【校舎棟 2 号館ゼミ室 11】

部会 II

13:00〜14:30

【201 教室】司会：野崎剛毅（札幌国際⼤学短期⼤学部）

1.「日本の高等教育、科学技術におけるジェンダー政策」
坂無 淳（福島県立大学人間社会学部）
2.「ハラスメント予防の視点からみたダイバーシティとは何か ―日英の大学関係者への聞き取り調査をもとにして」
川畑 智子（北海道大学）
3.「原子力政策の「手詰まり」への社会運動と政治過程 ―アメリカ・ドイツ・日本の事例比較研究―」
河野 行宏（北海道大学大学院文学研究科）
部会 III

13:00〜14:30

【202 教室】司会：飯⽥ 俊郎（⻘森公⽴⼤学）

1.「尊厳死における支援の葛藤 ―米ワシントン州のローカル支援組織の事例研究―」
片桐 資津子（鹿児島大学）
2.「介護保険制度における介護認定過程の諸問題」
竹中 健（九州看護福祉大学）
3.「経済的格差の世代間再生産傾向と地位達成過程」
鹿又 伸夫（慶応義塾大学）
シンポジウム

14:40〜16:40

【201 教室】

「社会調査教育と社会学の現在」
司会：⽊⼾

功（札幌学院⼤学）
・⾼⽥

洋（札幌学院⼤学）

1. 「学びから逃走する学生とフィールドワークを通して向き合う」
内田 司（札幌学院大学）
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2. 「社会調査実務士と社会調査教育」
西浦 功・西脇 裕之（札幌大谷大学）
3. 「他領域の狭間のなかでの社会調査教育」
中田 知生（北星学園大学）
4. 「社会調査教育では何が重要か ―北大文学部の現況を踏まえて―」
平沢 和司（北海道大学）
討論者：酒井 恵真（札幌学院大学名誉教授）
、濱田 国佑（駒沢大学）
総会・閉会 16:50〜17:25 【201 教室】
総会

16:50〜17:20

閉会の辞 17:20〜17:25 北海道社会学会会長 小内 純子
懇親会

17:30〜19:00 【eDC タワー2 階レストラン】
（イタリアレストラン「ラ・フォルケッタ」のケイタリングによる

軽食パーティー、ノンアルコール・ドリンク）
＊一般研究報告は、一報告あたり報告 20 分、質疑応答 10 分です。
会場案内

4/4

