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第 62 回北海道社会学会大会について 
 

 第 62 回北海道社会学会大会は、6 月 7 日（土）に

札幌大谷大学（札幌市東区）で開催されます。今年

度も 1 日開催となります。今回は事前に出欠確認は

いたしませんので、直接、会場へお越しください。

多くの皆様のご参加を期待しております。 

 

開催日：2014 年 6 月 7 日（土） 

大会会場：札幌大谷大学 中央棟（札幌市東区北 16

条東 9 丁目） 

  地下鉄東豊線の「東区役所前」駅で下車。2 番

出口より徒歩 7 分。 

受付：大学正面玄関 

参加費：一般 3,000 円、学生 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。 

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が、中央

棟 3 階の控室で持参した弁当などを食べることがで

きます。学内の食堂は休業ですので、下車駅すぐの

ボストンベーカリーや大学付近のコンビニをご利用

ください。 

懇親会会場：学内同窓会ホール（ホームパーティー

形式） 

託児：NPO 法人子育て応援「かざぐるま」に委託し

ます（有料）。ご利用希望の方は、5 月 23 日までに

下記へご連絡ください。連絡先：梶井 e-mail:  

shoko_kaji@sapporo-otani.ac.jp 

 

大会校連絡先：西脇裕之 会員 

札幌大谷大学社会学部地域社会学科 

電話：011－742－1651   Fax: 011-742-1654 

e-mail:  hiroyuki_nishiwaki@sapporo-otani.ac.jp 

 

【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ので、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なっても発表

ができるようにご協力をお願いいたします。 

 

学術会議社会学委員会・社会学分野の参照基準検

討分科会からのお知らせ 

 

 現在、上記分科会は、「大学教育における社会学分

野の質保証のための参照基準」の作成中です。その

内容に全国の多様な大学で社会学を担当している方

たちの困難や希望を反映し、より広範に援用できる

内容にしたいと考えています。そのために以下の 2

つの事柄を早急に行う予定ですので、北の大地での

日々悪戦苦闘？の実態を反映する意見を寄せくださ

い。 

(1) 公開シンポジウム「大学で学ぶ社会学とは：社

会学分野の参照基準を考える」   

日時：2014 年 6 月 8 日（日）13:00～17:00 

場所：立教大学池袋キャンパス 太刀川記念会館 3

階多目的ホール 

  詳細については、「日本社会学会ニュース」No. 

211 をご覧ください。 

 あいにく、道学会の翌日のため参加できない方が

多く残念ですが。 

(2) 「社会学分野の参照基準（案）」が間もなく、日

本社会学会および学術会議の HP に掲載され、パブ

ックコメントを募集いたします（5 月下旬～6 月末）。

札幌学院大の大國先生（日本社会学会社会学教育委

員委員）が担当します。この点についても、皆様方

のご協力をお願いいたします。（文責 笹谷春美：社

会学分野の参照基準検討分科会委員長） 

 

会員異動（2014 年 4 月まで） 
《入会》（届け出順、敬称略） 
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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（担当：畑 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。 

 

会費の納入について 
年度が改まりましたので 2014 年度分の会費を同

封の郵便振替用紙［郵便振替口座 02760-3-3085］で

納入くださいますよう、お願いいたします。 

過年度分で未納がある会員は、あわせてすみやか

にお振込みください。年会費は一般会員 6,000 円、

学生・院生会員 4,000 円です。 

2014 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 27 巻（本年 6 月発行）を学会大会

の受付で配布の予定です。未納の会員には、会費の

完納が確認され次第、後日郵送いたします。 

5 年間滞納されると、自然退会の扱いとなります。

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

学会ホームページが新しくなっています 

 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

事業が昨年 3 月でサービス終了になることに伴い、

HP 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っています。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

ク先を増やす方針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がある場合は、①URL、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ください。 
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第 62 回 北海道社会学会大会 プログラム 

 

開催日  2014 年 6 月 7 日（土） 

会場  札幌大谷大学 （〒065-8567 札幌市東区北 16 条東 9 丁目 1 番 1 号、TEL：011-742-1651（代表）） 

 

受付開始    9：20  【正面玄関】 

開会の辞    9：45～ 9：50 【中央棟 4 階 響流ホール】  北海道社会学会会長 原 俊彦 

開催校挨拶   9：50～ 9：55                  札幌大谷大学学長 巌城 孝憲 

 

部会Ⅰ    10：00～12：00 【中央棟 4 階 響流ホール】  司会 平沢和司（北海道大学） 

1．結婚プレミアム・ペナルティと階層的配偶者選択         鹿又伸夫（慶應義塾大学） 

2．日本の学校教育における｢集団｣の意義・位置づけ         U．ネンシュティール（北星学園大学） 

  ――外国人からの考察 

3．日本における排外意識の高まりとその規定要因 濱田国佑（東京女学館大学） 

――社会意識間の因果効果の推定 

4．2 単位の教養社会学をどう教えるか               櫻井義秀（北海道大学） 

 

昼食     12：00～13：15 【中央棟 3 階講義室 4 ほか】 

 理事会   12：00～12：40 【中央棟 2 階 演習室 4】 

 編集委員会 12：40～13：00 【中央棟 2 階 演習室 8】 

 研究活動委員会 12：40～13：00【中央棟 2 階 演習室 7】 

 

部会Ⅱ    13：15～15：15 【中央棟 3 階 講義室 3】   司会  加藤喜久子（北海道情報大学） 

1．クラフト生産者の育成とライフコース              木戸 功（札幌学院大学） 

2．森林・林業における女性の活動とジェンダー           中道仁美（愛媛大学） 

3．オンライン・コミュニティにおける「個人」の構成と       森岡武史（北海道大学大学院文学研究科） 

  秩序維持の関係 

4．北海道・札幌市における震災避難者支援システムの        小内純子（札幌学院大学） 

  形成と現段階                        酒井恵真（札幌学院大学名誉教授） 

                                佐々木千夏（旭川大学短期大学部） 

 

部会Ⅲ    13：15～15：15 【中央棟 3 階 講義室 5】   司会  西浦 功（札幌大谷大学） 

1．出産のナラティブ ――カナダ・オンタリオ州における      竹中 健（広島国際学院大学） 

  助産師ステーションの活動事例から―― 

2．大都市における少子化と子育て支援の現状と課題         金 昌震（北海道大学大学院文学研究科） 

  ―ソウル市事例を中心に― 

3．香港社会における高齢化と宗教：                伍 嘉誠（北海道大学大学院文学研究科） 

  宝林キリスト教会による高齢者サポートを事例に 

4．高齢者ケア施設における看取りケアの理論的研究         片桐資津子（鹿児島大学） 

  ――特養死の分析枠組みのための試論―― 

 

特別セッション 15：30～17：40 【中央棟 4 階 響流ホール】 司会  今井 順（北海道大学） 

テーマ 「日本の不平等」を考えるあたらしいパースペクティブを求めて 

1．正規職と非正規職はなぜ区別されるのか？ 有田 伸（東京大学） 

――「ポジション」間報酬格差の社会学的説明の試み 

2．企業別シティズンシップと非正規雇用の排除  今井 順（北海道大学） 

――正当化された不平等の秩序とその経路依存性 

3．階級と雇用関係の柔軟化 竹ノ下弘久（上智大学） 

  ――階級論は非正規雇用を説明できるか？ 
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総会     17：45～18：15  【中央棟 4 階 響流ホール】 

閉会の辞   18：15～18：20                    北海道社会学会副会長 小内 透 

懇親会    18：30～20：00 【同窓会ホール】 

 

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 

 


