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【重要】第 68 回 北海道社会学会大会について
第 68 回北海道社会学会大会は、先日お伝えさせ
ていただいたように、新型コロナウイルスの影響
で、当初の予定通りの開催ができなくなりました。
その後、研究推進委員会で検討を進めた結果、
オンラインによる学会大会（一般報告・シンポジ
ウム）を以下の日程等で開催させていただく予定
となりました。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。

TEL 011-706-4946

一般報告の申し込みと報告要旨の提出について
一般報告をご希望の方は、下記の要領に従っ
て、
（1）報告の申し込みと（2）報告要旨の提出
をお願いいたします。
（1）一般報告の申し込み
①本学会ホームページより「報告申込書 2020」
（Word 版）をダウンロードしてください。
②同用紙に必要事項を記入のうえ、研究活動委員
会（担当：梶井祥子委員長、e-mail: shoko_kaji
@sapporo-otani.ac.jp）まで電子メールの添付書
類でお送りください。ファイル名は「報告申込書
2020○○○○.doc」
（○○○○は報告代表者の氏
名の漢字表記）としてください。
③申し込み期限は 2020 年 7 月 6 日（月）10:00
（期限厳守）とします。2020 年 7 月 4 日（土）
までに 2019 年度（2019 年 5 月請求）までの会費
を、かならず郵便振替によって完納してくださ
い。完納されていない場合は報告できません。
④研究活動委員会は申し込みのメールを受領後、
その旨の返信メールをお送りします。数日たって
も返信メールがない場合は委員会へご確認くださ
い。

【第 68 回 北海道社会学会大会】
・日程：2020 年 8 月 26 日（水）
・方法：オンラインによる開催（Zoom 等の同時
配信用アプリケーションを利用します）
・一般報告
申込締切：7 月 6 日（月）10：00（厳守）
要旨締切：7 月 20 日（月）10：00（厳守）
・シンポジウム
テーマ：現代アイヌの生活と文化
座長 ：小内透会員（北海道大学）
報告者：野崎剛毅会員（札幌国際大学）
上山浩次郎会員（北海道大学）
討論者：落合研一（北海道大学アイヌ先住民
研究センター）/非会員

（2）一般報告・シンポジウム報告要旨の提出
①以下の書式で Word によって報告要旨を作成
し、研究活動委員会（担当：梶井祥子委員長、email:shoko_kaji@sapporo-otani.ac.jp）まで添
付書類でお送りください。ファイル名は「報告要
旨○○○○.doc」
（○○○○は報告代表者の氏名
の漢字表記）としてください。なお、タイトルや
報告者は、報告申し込み時と完全に一致させてく
ださい。この段階での変更はできません。
【書
式】A4 版１頁 40 字×40 行を 2 頁までとします。
1 枚目は上 7 行に、報告のタイトル＜14 ポイント
＞（必要に応じて副題＜12 ポイント＞）
、所属と

オンライン開催に関わる具体的な方法（ミーテ
ィング ID の配布方法等）や大会プログラムについ
ては、後日（例えば 7～8 月に発行予定のニュース
レター124 号等の方法で）
、会員の皆様にお伝えで
きればと思います。
なお、先日（4 月 14 日付の会長メール）
、7 月中
に結論を出す旨お伝えしておりましたが、早めに
結論をお示しすることになった点、ご寛容いただ
ければ幸いです。
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氏名＜12 ポイント＞を記入して下さい。本文は
＜10.5 ポイント＞でお願いします。文字フォン
トは、和文は明朝体、欧文は century を使用し、
ページ設定における余白は、上 25 ミリ、下 25 ミ
リ、左 25 ミリ、右 25 ミリにしてください。な
お、要旨集のフォーマットは北海道社会学会のホ
ームページよりダウンロードできます。
②要旨原稿の提出期限は、2020 年 7 月 20 日
（月）10:00（期限厳守）とします。

【重要】会費の納入について
年度が改まりましたので、2020 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。なお、2020 年度の年会費を既
に納入されている会員は結構です。

[お願い] ①報告の申し込み、報告要旨の提出は
期限を厳守してください。例年遅れる方がいらっ
しゃいますが、学会の方針として、理由の如何を
問わず、遅れた場合はいっさい報告できないこと
になっております。②報告資格があるかどうか
も、規程に従って例外なく対応させていただきま
す。早めに会費の完納等をお願いいたします。③
担当者に直接申し出る・手渡しするなど、上記の
方法以外での申し込みや提出はできません。

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、2020 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 33 巻
（本年 6 月発行予定）が配布されます。7 月に郵
送する予定です。できるだけ早めに、遅くとも 6
月中に会費を納入してくださるようご協力をお願
いいたします。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。
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。

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

【重要】総会について
4 月 14 日付でお知らせさせていただいたよう
に、2020 年度の総会は、
「メール（紙上）総会」
の形とさせていただきます。
北海道社会学会の本年度の運営を行うにあた
り、可能なかぎり例年と時期をずらさない形での
総会の開催、とりわけ決算報告と予算案の審議は
必須と考えております。ご理解とご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
6 月中を目途に、総会資料（含：報告事項）を
メール（一部会員には郵送）にて配信致します。
ご審議を頂き（一定の期間を設けます）
、決議に
ついては返信の三分の二の賛同によって決するも
のと致します。
現時点では、以下のスケジュールを予定してい
ます。
6 月上～中旬：総会開催通知、総会資料の送付
6 月中～下旬：決議への返信期限
6 月下旬
：結果報告
7～8 月
：ニュースレター124 号での報告

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、遅滞なくメ
ールで学会事務局（hsa.sociology@gmail.com）
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。
メールアドレスの登録について
2019 年度より、年 3 回分の学会ニュースをメ
ールでのみお送りしています。届いていない方が
いらっしゃいましたら、お手数ですが学会事務局
（hsa.sociology@gmail.com）までご一報お願い
いたします。
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、学会事務局（hsa.sociology@gmail.com）
までご連絡をお願いいたします。

『現代社会学研究』33 号について
『現代社会学研究』は 7 月中の郵送を予定して
おります。
会員異動（2020 年 5 月まで）
《入会》
《退会》
略
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