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2019-2020 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、
8 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、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）
。
会長候補の内田司会員からは辞退の申し出があり
ました。選挙管理委員会と理事会で検討した結果、
やむを得ない理由に該当すると判断し、同数票の次
点であった梶井祥子会員を会長に選出しました。こ
の点は総会で説明いたします。
また、監事候補の小内純子会員と次点の原俊彦会
員は選挙規則により理事での当選が優先されます。
有権者数 106、投票総数 53、白票 0、無効 6 で、
有効投票数は 47 でした。

委員
理事委員

14 票
8票
7票

監事（定員 2 名）
○小内透
5票
小内純子
4票
原俊彦
3票
○中田知生
3票
次点 松岡昌則
2票
選挙管理委員会

委員長

高島裕美
野崎剛毅

第 67 回 北海道社会学会大会について
第 67 回北海道社会学会大会は 2019 年 6 月 1 日
（土）に札幌市で開催いたします。今年も 1 日開催
です。事前に出欠の確認はいたしませんので、直
接、会場へお越しください。皆様の参加をお待ちし
ております。
・開催日：2019 年 6 月 1 日（土）
・会場：北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟
〒060－0810 札幌市北区北 10 条西 7 丁目
・アクセス：4 ページの【会場案内】をご覧くださ
い。
・受付：北海道大学 人文・社会科学総合教育研究
棟 3 階エレベーターホール
当日は土曜日のため、学内を南北に貫く道路に面
した西側玄関からのみ入れます。
・参加費： 一般会員
3,000 円*
学生・院生会員
2,000 円*
非会員 大会のみ参加 1,500 円
（学生・院生は 500 円）
懇親会も参加 3,000 円
（学生・院生は 2,000 円）
*参加費は大会費 1,500 円（学生・院生は 500 円）
と懇親会費 1,500 円から構成されます。会員は懇親
会に参加しなくても大会運営のため参加費全額をい
ただきます。
・昼食：昼食は各自で手配をお願い致します。大会
会場（W309 室）で弁当などを食べることができま
す。すぐ近くの中央食堂やセイコーマートも利用で
きます。飲み物の自動販売機は 2 階と 4 階のエレベ
ーターホールにあります。
・禁煙：会場の建物は全館禁煙となっています。
・懇親会会場：W309 室（ケイタリングによる軽食
パーティー）
・託児サービス：ありません。

会長
内田司
7票
○梶井祥子
7票
次点 小内純子
5票
理事（定員 7 名）
○小内純子
14 票
○西浦功
○角一典
12 票
○水川喜文
○高島裕美
7票
○上山浩次郎
○原俊彦
6票
次点 西脇裕之
6票
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・大会校連絡先
櫻井義秀会員
北海道大学大学院文学研究院
Tel＆FAX: 011-706-4195（直通）
E-mail：saku@let.hokudai.ac.jp
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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。学会会計の安定化のためにも、できる
限り 5 月中のお振込をお願いいたします。
なお、2019 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 32 巻（本年 6 月発行予
定）を学会大会以降に郵送いたします（今年は大会
中に配布いたしません）
。
会費を 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。

【学会発表でパワーポイントを利用される方へ】
プロジェクター、資料提示装置が利用可能です。
開催校が VGA ケーブルを用意します。パソコン、
HDMI ケーブルは報告者がご持参ください。Mac
は基本的に対応できません。
なお、配布資料などを用意し、プロジェクターな
どが不調でも発表できるようにご協力をお願いしま
す。

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。

【学会大会の報告要旨集の配布について】
今大会も、報告要旨集は紙媒体で配布しません。
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ご了解くだ
さい。

メールアドレスの登録について
2016 年度より、年 2 回分の学会ニュースをメー
ルでお送りしています。届いていない方がいらっし
ゃいましたら、お手数ですが事務局までご一報お願
いいたします。連絡先は学会ニュースタイトル下に
掲載しています。
なお、電子メールを使用していない会員には、す
べてのニュースを郵送します。届いていない場合
は、事務局までご連絡をお願いいたします。

会員異動（2019 年 5 月まで）
web 版省略
会費の納入について
年度が改まりましたので、2019 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。
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第 67 回北海道社会学会大会プログラム
開催日：2019 年 6 月 1 日(土）
会 場：北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟（〒060－0810 札幌市北区北 10 条西 7 丁目）

【プログラム】
受付開始

9:00（受付：人文・社会科学総合教育研究棟 3 階エレベーターホール）

開会の辞・開催校挨拶

9:25-9:30 （W309 室）

大会実行委員長 櫻井義秀（北海道大学）

一般研究報告（報告 20 分＋質疑応答 10 分）
部会Ⅰ

9:30-12:00（W309 室） 司会

梶井祥子 (札幌大谷大学)

米カリフォルニア州の尊厳死をめぐる葛藤

1.

片桐資津子（鹿児島大学）

－政治的側面と医療的側面に着眼して－
国際バカロレアと児童中心主義

2.

澤田麻理（北海道大学大学院教育学院）

－自発性を育む教育とはどのようなものか
人権教育における現状と課題

3.

田中元太（北海道大学大学院教育学院）

－大阪の公立中学の事例をもとに－
4.

旭川市におけるアイヌ文化の継承と変容

木戸調（北海道大学大学院教育学院）

5.

地方創生を音と映像で表現する

金子勇（神戸学院大学）

－YOUTUBE を使った丹波篠山市での実践－
部会Ⅱ

9:30-12:00（W308 室） 司会

濱田国佑 （駒澤大学）

子育てサロンの夜間の利用ニーズと支援ネットワークの関連

6.

遠山景広（北海道大学大学院文学研究科）

－夜の子育てサロンに関するニーズ調査の分析より－
宗教的団体への所属が幸福感に及ぼす影響

7.

清水香基（北海道大学大学院文学研究科）

－「宗教と主観的ウェルビーイング」に関する調査のデータ分析から－
8.

弁護士調査 2018 の調査モードと回収状況

杉野勇（お茶の水女子大学）

9.

世代間移動格差の中短期的変化

鹿又伸夫（慶應義塾大学）

10.

権威主義及びハラスメントの新しい形態

K.- U. ネンシュティール（北星学園大学）

－ドイツの例を手がかりに－
昼食

12:00-13:30 （W309 室）

新旧合同理事会

12:00-12:50 （W515 室）

編集委員会

12:50-13:30 （文学部 E 棟 E207 室）

研究活動委員会

12:50-13:10 （文学部本館 215 室）

シンポジウム打ち合わせ

13:10-13:30 （文学部本館 215 室）

シンポジウム

13:30-15:30 (W309 室）

権威主義とハラスメント
司会 高田洋（札幌学院大学）
報告 1 社会調査からみる権威主義的態度等の推移―1995 年と 2015 年の比較―
報告 2 日英比較からみた日本のハラスメント政策の現状と課題
コメンテーター

大國充彦（札幌学院大学）
、人見泰弘（武蔵大学）
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総会

15:40-16:25

(W309 室）

閉会の辞

16:25-16:30

(W309 室） 北海道社会学会会長 平沢和司（北海道大学）

懇親会

16:40-18:30

(W309 室）
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【会場案内】
JR・地下鉄札幌駅から「正門」
「クラーク像」を経て人文・社会科学総合教育研究棟まで徒歩約 10～15 分。構内を南北に貫
く道路側に面した研究棟西側の玄関から入り、エレベーター（階段は玄関から入って左側）で 3 階受付へお越しください。

北海道大学ホームページ（https://www.hokudai.ac.jp/introduction/campusmap2018_10.pdf）から抜粋。
「北大キャンパスマップ」で検索。

【昼食】
中央食堂、セイコーマート（いずれも地図左上）が営業中。レストランエルムは店休日、北大マルシェ（地図中央）は営業
中。理事などに弁当は出ませんので、適宜ご持参ください。飲み物の自販機は 2 階と 4 階のエレベーターホールにあります。

【会場の設備】
プロジェクター、資料提示装置が利用可能です。開催校が VGA ケーブルを用意します。パソコン、HDMI ケーブルは報告者
がご持参ください。
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