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第 60 回北海道社会学会大会について 
 

第 60回北海道社会学会大会は、2012 年 6 月 9 日

（土）に、國學院大学北海道短期大学部（滝川市）

で開催されます。今回は 1 日開催です。札幌から日

帰りが可能なプログラムを組む予定です。なお大会

プログラムはニュース次号（5 月発行予定）に掲載

します。 

 

特別セッション・ワークショップについて 

 

特別セッションとして「エイジング研究のマクロ

とミクロ－リスクとタスクの観点から－」、ワークシ

ョップとして「SSM（社会階層と社会移動に関する

全国）調査をめぐって」（いずれも区分・名称は仮称）

を行う方向で検討を進めています。 

 

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。また後日、研究活動委員会から依頼

するテーマセッション・ワークショップの報告者も、

（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 2012」

（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、事務局（担当：

畑、e-mail: socio＠npo-hokkaido.org）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 2012○○○○.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 4 月 16 日（月）10:00（必着、期

限厳守）とします。これまでに 2011 年度（2011

年 5 月請求）までの会費を完納してください。完

納されていない場合は発表できません。 

④事務局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

ルがない場合は事務局へご確認ください。 

 

(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、

大会校の野崎剛毅（國學院大学北海道短期大学部）

会員まで添付書類でお送りください（e-mail: 

y_nozaki@kokugakuin.jp）。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認められません。 

【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

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さらに①による原稿を印刷し、折らずに下記まで

郵送してください。原則として、郵送された原稿

をそのまま印刷に用います。 

送り先： 

〒073-0014 滝川市文京町 3 丁目 1-1 國學院大学

北海道短期大学部 野崎剛毅会員あて 

③①添付書類および②打ち出し原稿の提出期限は、

いずれも 5 月 7 日（月）（必着、期限厳守）としま

す。 
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2011 年度第 2 回理事会報告 
 

日時：2012 年 2 月 22 日（水）18:00～ 

会場：札幌市立大学サテライトキャンパス中会議室 

出席者：櫻井会長、原副会長、平沢・飯田・高橋・

小内(純)・西浦の各理事（欠席者：小内(透)、木

戸の各理事） 

 

報告及び議題 

 

1. 編集委員会（飯田編集委員長） 

・『現代社会学研究』第 25 巻（2012 年 6 月発行予定）

は、投稿論文 6 本の査読作業の進行状況のほか、

書評は 3 本、往来 2 本であることが報告された。 

・次号の 26 巻は、次回学会大会の内容を踏まえ特集

号とする方針であることが報告された。 

・執筆要綱の見直し案について、後日持ち回り理事

会にて審議することが確認された。 

 

2. 研究活動委員会（平沢研究活動委員長） 

・大会開催日を 6 月 9 日(土)の一日間とすることが

承認された。 

・大会企画として、「社会階層と社会移動全国調査」

のテーマセッションを行う方向で検討を進めるこ

とが承認された。 

・一般報告の申込締切を 4 月中旬、要旨集締切を 5

月連休明けとすることが承認された。 

・次回第 61 回大会の開催校として、北海道大学を候

補とすることが承認された。 

 

3. 庶務 

3-1. 会員異動（2011 年 12 月～2012 年 2 月） 

入会者 1 名と退会者 1 名について承認された。 

3-2. 研究奨励金の応募状況について 

締切日までに申込がなかったため、締切日を 3

月末日まで延長して再募集することが承認され

た（別項参照）。 

3-3. 学協会著作権ポリシーの掲載内容について 

学協会著作権ポリシーデータベースの管理事務

局より、『現代社会学研究』の著作権ポリシーが

現在「検討中」となっていることについて回答

依頼があった。検討の結果、機関レポジトリで

の公開・事前照会を要するという条件付きで「査

読前・査読後のどちらでもよい」と回答するこ

とが承認された。 

3-4. 学会ホームページサーバーについて 

学会ホームページサーバーの移転先として、

CORESERVER を利用することが承認された。 

3-5. その他 

「科学技術情報発信・流通総合システム

(J-STAGE)」への『現代社会学研究』アップロー

ド作業の進行状況が報告された（別項参照）。 

 

4. その他 

・小内純子理事が、高橋徹理事に代わり会計担当理

事に就任することが報告された。 

 

北海道社会学会研究奨励金について 
北海道社会学会では社会学研究の活性化と若手の

育成を目的として、研究奨励金を交付しています。

すでに会員の皆様へメールでもお知らせいたしまし

たが、締め切り日までに応募がなかったため、募集

期間を延長します。下記を熟読のうえ、ぜひご応募

ください。 

1. 募集件数：2 件（1 件 5 万円） 

2. 応募資格：本会会員（若手単独が望ましい。若手

とは、自分で科学研究費申請ができない地位にあ

る大学院生や大学院修了者等を指す） 

3. 条件：奨励金交付後 2 年以内の本学会大会での研

究発表、および 2 年以内の『現代社会学研究』へ

の投稿を条件とします。 

4. 応募方法：まず応募用紙をホームページからダウ

ンロードいただくか、庶務理事あて e-mail でご請

求ください（学会ホームページのダウンロード先

はhttp://www.hsa-sociology.org/syoreikin.htmlです）。

ついで応募用紙に下記を記入し、庶務理事まで郵

送により提出してください。 

①研究テーマ、②応募者（氏名・所属） 〒・住所・

TEL・FAX・e-mail アドレス、③研究の目的と「社

会学研究」としての意味・位置づけ等（具体的に）、

④研究の方法と予想される成果（具体的に）、⑤指

導教員のサインと印 

5.応募用紙の提出期限：2012 年 3 月 31 日（土）必着 

6.提出先・問い合わせ先：西浦功（庶務理事、あて

先は 1 ページ参照） 

 

会員異動（2011 年 12 月～2012 年 2 月） 
（ホームページ公開版では省略） 

 

 

 

 

学会ホームページの移転について 

 これまで本学会 HP は、国立情報学研究所「学協

会情報発信サービスにおけるホームページ構築・提

供支援」のもとで運営しておりました。しかし、同

事業が３月末でサービス終了になることに伴い、Ｈ

Ｐを管理するサーバーを移転いたしました。それに

伴い、HP アドレスが新しくなりましたので、ご連絡

申し上げます。 
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新しい学会ＨＰのＵＲＬは、 

http://www.hsa-sociology.org/  です。 

リンクやブックマークの変更は、早めにお願いいた

します。 

また現在、学会 HP では日本社会学会と西日本社会

学会へのリンクを設けておりますが、今後もリンク

先を増やす方向で準備を進めております。(a)個人 HP

をお持ちの方で学会 HP へのリンク登録を希望され

る場合や、(b)北海道社会学会がリンクを張るべきと

思われる有用なサイトの心当たりがある場合は、①

URL、②メールアドレス、③所属機関等、④氏名の

4 点を学会事務局宛メールにてお知らせいただけま

すよう、ご協力の程お願い申し上げます。 

 

 

『現代社会学研究』21、22 巻のホームページ公開

について 

 このたび『現代社会学研究』21 巻並びに 22 巻が、

「科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)」

に公開されました。学会 HP のトップページよりリ

ンクを設けておりますので、どうぞご活用ください。

23 巻以降につきましても、順次公開へ向けて作業を

続けてまいります。 

 

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（担当：畑 socio@npo-hokkaido.org）

までお知らせください。また最近、学会発信の E-mail

が不達となるケースが増えております。もしメール

がお手元に届かない会員の方がいらっしゃいました

ら、学会事務局宛にご連絡いただけますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 

会費の納入について 
2011 年度会費または未納分会費について、同封の

郵便振替用紙［郵便振替口座 02760-3-3085］にてす

みやかに振り込み手続きをお願いします。年会費は

一般会員 6,000 円、学生・院生会員 4,000 円です。2011

年度会費を納入されていない方には、機関誌第 25

巻（2012 年 6 月発行予定）をお渡ししていません。

5 年間滞納されると、自然退会の扱いとさせていた

だきます。 

 

 

 


