
　平成 28 年度のクローネ会の総会も、
東京大学ホームカミングデイに合わせて、
平成 28 年 10月15日（土）に開催され

ました。総会開催に先立ち、クローネ賞
修士論文の部の贈呈式が行われました。
　対象となった修士論文は、永島圭一郎
氏の「結婚への移行に潜む社会的格　
差の研究：未婚のメカニズムを探る」とい

う研究で、最近の未婚化は晩婚化という
よりも非婚化によるところが大きいことを全
国調査のデータを用いて実証されていま
す。受賞理由としては、「少子化への社
会的関心が高まる一方で、そのメカニズ
ムについて精緻な実証分析を基にした研
究は不足しており、本論文は意欲的かつ
先駆的な研究」であることが挙げられて
います。
　永島氏へは、山本会長より、賞状と記
念品が贈呈されました。
　山本会長挨拶ののち、総会では、事
業報告・決算報告、事業計画・予算案が、
原案通り承認されたのち、二年に一度の
役員改選となりました。
　山本会長に代わって、新会長に副会
長の大橋皓介氏（1968 年卒）が就任。
　加納孝代副会長に代わって、竹信三

恵子氏（1976 年卒）、下川雅也氏（1979
年卒）が就任。
　新たに常任幹事として、小林丈展氏
（2005 年卒）、音田崇幸（2007 年卒）
の両氏が就任、はじめて2000 年大卒の
若い世代を常任幹事に迎えることになりま
した。
　総会終了後、大橋新会長の就任挨拶
があり、クローネ会設立以来の常任幹事
としてクローネ会を運営してきた経験から、
今後のクローネ会発展のための同窓会活
性化のための二つの視点を提示されまし
た。

本年度の当番期は、卒業年次末尾が、
「7」の期の方ですので、67年、77年、87
年、97年、2007年、2017年の各期当番
期幹事の方には、ご協力をお願いすると
ともに、各期の同窓会の呼びかけ・開催
などをお願いいたします。

本年度の当番期は「7」

   改選前    改選後

顧問 中江　利忠　（53年卒） 顧問 中江　利忠　（53年卒）
会長 山本　　進　（69年卒） 会長 大橋　皓介　（68年卒）
副会長 大橋　皓介　（68年卒） 副会長 竹信三恵子　（76年卒）
 加納　孝代　（68年卒）  下川　雅也　（79年卒）
事務局長 田中　秀隆　（81年卒） 事務局長 田中　秀隆　（81年卒）
常任幹事 桃井　恒和　（69年卒） 常任幹事 桃井　恒和　（69年卒）
 竹信三恵子　（76年卒）  山口　知明　（81年卒）
 佐藤　剛介　（75年卒）  瀬尾　兼秀　（85年卒）
 山口　知明　（81年卒）  大村公美子　（85年卒）
 瀬尾　兼秀　（85年卒）  福留　恵子　（86年卒）
 大村公美子　（85年卒）  小林　丈展　（05年卒）
 福留　恵子　（86年卒）  音田　崇幸　（07年卒）
会計監事 草苅　耕造　（66年卒） 会計監事 草苅　耕造　（66年卒）
 大森三起子　（86年卒）  大森三起子　（86年卒）

平成28年度クローネ会総会にて

正副会長を含めた役員大幅改選
平成28年度クローネ会総会にて

正副会長を含めた役員大幅改選
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　クローネ会の総会にお運びいただき、
ありがとうございます。今年で 14 回目と
なります総会ですが、参加される皆さん
は、その後の記念講演を期待して来ら
れる方が多いと思います。今日の講師は
テレビのニュースキャスターから参議院
議員に転身された杉尾さんです。都知
事選騒動もあり、次の総選挙もささやか
れる中、面白いお話が聴けると私も楽し
みにしています。
　これまでの講演の講師の顔ぶれを見
ますと、本当に多彩です。一番多いの
は大学の先生ですが専門分野は多岐に
わたっています。ジャーナリストあり、芸
能プロダクションの役員や、大臣経験
者の元官僚、プロ野球の球団社長もい
らっしゃいました私共幹事団は毎年、講
師の人選に知恵を絞るのですが、人材
は豊富なので選択肢は多いのですが、
苦労するのはギャラ無しで忙しい人をど
う説得して引っ張り出すか、それとスケ
ジュール調整です。ともあれ講師陣が
多彩なのは、社会学という学問の多様
性というか、懐の深さが幸いして、いろ
いろなジャンルに人材を輩出していること
の証なのだろうと思います。
　クローネ会は、この 13 年間、中江前

会長、現顧問のリーダーシップの下、研
究室との連携、そして多彩なＯＢの皆さ
んに支えられ、いろいろな企画、事業を
展開してまいりました。新たに、今年 1
月には、若手卒業生有志が主宰する「大
人の社会調査実習」と銘打った、現役
学生とＯＢの交流会にも参加し、今後は
クローネ会としてこの事業に本格的に取
り組むことになりました。また後ほど研究
室のほうからお話がありますが、学部に
新設する「特殊講義」に、OB が講師
として参加する形でクローネ会が協力す

ることになりました。こうした新企画のア
イデアは若手の会員や研究室の先生方
が発案し実現してきたことでありまして、
ありがたく、またクローネ会のエネルギー
を感じるところです。
　私はこの総会をもって会長・役員を退
任し、大橋新会長にバトンタッチします
が、今回若い世代も含め、新しい役員
が 3 名加わることになりました。新しい
発想でこの会がますますユニークな同窓
会として発展していってくれると楽しみに
しています。
　会の設立準備からお手伝いさせてい
ただいた一人として、支えていただいた
皆様に感謝申し上げますとともに、これ
からも会員各位、研究室の皆様のクロー
ネ会へのご支援、ご協力をお願い申し
あげまして、ごあいさつといたします。あ
りがとうございました。

多彩なＯＢの支えに感謝、
新たな発想と展開に期待

　クローネ会は２００３年（平成１５年）
に社会学科研究室創設１００周年記念
事業として設立され本日第１４回目の総
会を迎えております。今般図らずも私が
三代目の会長を引き受けることになりまし
た。図らずも、と申し上げたのは前任者
の山本さんと私は同期であり、この際世
代交代をしたほうが良いと考えていたか
らであります。しかし常任幹事の皆様か
ら同窓会のアタマにはまだ我々の世代が
いたほうが組織としての座りが良いという
ご意見が多数ありお引き受けする事とし
ました。
　先ほどご承認頂いたように新常任幹
事会のメンバーは３０代前半から７０代ま
で世代的にもバランスよく、有能で熱心

広く開かれた同窓会、
主体的な参加と協力を願う

な方々で構成されておりますので私の出
る幕ではないと思っておりますが副会長
をお願いした竹信さんと下川さんにも支
えて頂きながら幹事の皆様がその能力
を発揮できるような環境づくり、調整役と
しての役割を果たしてまいりたいと思っ
ております。

平成28年度 クローネ会総会報告　大橋皓介 新会長就任あいさつ

平成28年度 クローネ会総会報告　山本進 会長あいさつ
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　クローネ会は文学部系の学科で積極
的に活動している唯一の同窓会と聞い
ております。我々はそれを誇りとし継続
発展させて行かなければなりません。ク
ローネ会の目的は会員相互の親睦と社
会学研究室の発展に寄与することであ
ります。これまでの１３年間試行錯誤を
重ねながらも研究室、学生、同窓生の
皆様のご協力のお陰でそれなりの成果、
実績を挙げられたと思っています。
　今年で１４回目の総会記念講演会や７
回を数えるクローネ交流会、親睦会など
で情報の発信・知的ネットワークの形成
に努めてきました。また学生のための就
職ガイダンス “ 仕事を語る ” で多数の卒
業生にその思いを熱く語って頂きました。
さらに先ほど昨年度のクローネ賞の修士
部門の表彰を致しましたがこれは２０１３

年（平成２５年）に社会学科創設１１０
周年記念事業として設立されたもので
す。これからもこれらの活動をさらに発
展させ、総会報告でご説明したような新
たな事業にも挑戦します。
　しかし 13 年もたちますと活動がマン
ネリになっていることも正直あると思いま
す。最近同窓会員の皆様から同窓会
の運営について様々な問題点のご指摘
を頂きました。たとえば、総会の運営に
ついては厳しいご叱責を頂きました。同
窓会報やお知らせなどに発信者の名前
が記されておらず同窓会の顔が見えず
冷たい感じがする。返信はがきに意見

クローネ賞受賞者 永島圭一郎氏

懇親会で挨拶する佐藤健二教授 懇親会の風景

大橋 新会長挨拶の様子

欄がなく参加意
欲が高まらない。
同窓会の組織が

「 閉 鎖された 」
ものへむかって
いるようにしか思
えない等々であり
ます。
　これらのご指
摘は同窓会を運
営する我々にとっては大変有難いことで
謙虚に反省してできるものは改善をして
いきたいと思います。先ほど私の役割は
調整役と申し上げましたが同窓会創設
以来お手伝いをしてきた者としては、そ
れなりの問題意識は持っております。
　本来クローネ会は卒業生のみならず
関係する社会学徒にも広く開かれた同
窓会であります。しかし長年活動をして
おりますとどうしても内向きで閉鎖的な一
部の同窓生の会になりがちです。その
改善のためには２つの視点が重要である
と考えます。
　第一に同窓会活動を同窓会員にとっ
てより身近な存在にすることです。その
ためにはまず常任幹事会と研究室・学
生・様々な階層の同窓生との双方向の
意思疎通を意識的に図ることが重要で
す。

　さらに第二は同窓会が一方的に働き
かけて活動を促すだけではなく、研究
室と卒業生、学生と若い卒業生、卒業
学年あるいは卒業学年間等の多方向あ
るいは水平的なコミュニケーションが図ら
れ、そこから自律的、自然発生的な様々
な交流・活動が生まれる様に同窓会が
その相談・支援の窓口となり、個々の交
流が輪となって同窓会全体として活性化
させていくという視点であります。
　以上のような２つの視点をいつも意識
しながら同窓会の運営に努めてまいりま
す。同窓生の皆様の同窓会への主体
的な参加、ご協力をお願い致します。ま
た研究室の先生や職員の皆様そして同
窓会の運営にご協力頂く学生の皆さん
に対してこれまでのご協力に感謝すると
ともに引き続きご指導ご協力をお願い致
します。有難うございました。

　総会の最後には懇親会で集まった参
加者同士の親交を深めました。
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  高校時代の経験が元で
  放送業界へ

　私、社会学科在籍時は高橋徹ゼミに
所属していました。その一方、アメリカン
フットボールに明け暮れておりまして、４
年生の時にはキャプテンを務めました。
しかし、その年のアメフト７大学リーグ（６
大学＋日大）では全敗してしまい翌年か
ら２部に落ちる、という黒い歴史をつくっ
てしまいました。なお、二つの功績も残
しました。今でも使われているチームの
ニックネーム「ウォーリアーズ」を命名し
た（当時流行っていた映画名に由来）
ことと、東大合格発表現場でお馴染み
の「胴上げ」を始めたことです。体格
のいい学生を見つけて胴上げすれば何
人かは入ってくれるかも、と始めたわけ
です。　
　そんなわけで社会学の勉学の方は正
直手薄でした。生意気ながら大学の先
生になりたい気持ちもあり、大胆にも「大
学に残らせて下さい」と申し出たところ、
高橋先生からは一言、「君は就職向け
だね」と。
　TBS に入社した理由は高校時代の

放送部での体験に遡ります。社会派ド
キュメンタリー（少年院を出た少年の更
生活動にスポットを当てた内容）ラジオド
ラマを制作し、NHK の高校放送コンクー
ル全国大会で認められたという体験が
忘れられなかったのです。なので仕事を
するなら放送関係、と決めていました。

  予想外だった
  ニュースキャスターへの転身

　入社後報道局に配属され、１０年間
社会部の記者、その後は政治部を希望
して異動しました。政治家を間近に見て
みたかったのです。ところがその２年後、
上司に呼び出され、報道番組「ニュー
スの森」キャスター就任を打診されます。
どうやら社内上層部では社員記者出身
のキャスターを育てたいという意向があっ
たようです。当時、旧竹下派の分裂騒
動を伝える中継記者リポートとしてカメラ
の前で話すのを誰かが見ての判断だっ
たのかも知れません。びっくりしましたし、
悩みました。到底出来るとは思わなかっ
たからです。実は私、子どもの頃からひ
どい吃音で、矯正学校にも通ったくらい
で人前で喋るなんて考えられなかったん
です。ペラペラしゃべっているように思わ
れがちですが、こんなふうに人前でしゃ
べることは実は今でも緊張するんです。
　結局は「やらずに後悔するより、やっ
て失敗した方がまし」という、判断に迷っ
た時の自分自身の鉄則に従いました。
キャスターで失敗しても会社をクビにはな

らないわけですし。結果テレビに出る仕
事を２０年以上続けることになりました。

  人生とは「分からないもの」。
  選挙に出ることに

　転機が訪れたのは５０代後半になった
２年前です。情報をわかりやすく解説し
ながら右から左に流す解説員としての仕
事の繰り返しに自分なりの限界を感じつ
つあったのが一つ。もう一つは父親や
親友など、身近な人を立て続けにしかも
急に亡くす経験をしたことです。メディア
の仕事を通じて実感することも多いです
が、自分もあと何年生きるかわからない、
とつくづく感じ、死ぬ最後の瞬間まで悔
いなく行きたい、何ができるだろうかと自
問自答しながら、テレビの仕事の合間を
縫って講演活動や大学の客員教授など
新しいことも始めました。そんな矢先、
旧知の政界関係者に再会した際自分の
迷いを話したところ、「もしも会社を辞め
るんだったら選挙に出ませんか」との言
葉をかけられたのです。それ以前も何
度か立候補の勧誘を受けたことはありま
したが断り続けてきました。政治家とい
えば、休みがない、雑用があまりにも多
い、ドロドロした人間関係、権力に近づ
くほど嫉妬深くなる様子、などを散々見
てきて、とてもそんな気になれなかったか
らです。　
　ところが今回ばかりは、転身の最後の
チャンスかもしれないと思い、一旦は回
答保留にさせてもらったものの最終的に
は長野県から参議院議員選挙に出馬す

はじめての選挙経験
平成 28 年度クローネ会総会　記念講演

　参議院議員　杉尾 秀哉 氏
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る意志を固めました。昨年９月のことで
す。現政権の政治を見続けるにつけ〜
急ぎ過ぎ、荒っぽすぎる安保法制の進
め方、メディアに対する与党からの異例
の申入れなどに象徴される、様変わりし
た言論表現の自由をめぐる状況〜「こ
のままで日本はどうなるんだろう、この国
は大きな岐路を迎えている」ことを実感
し、メディアの人間である自分こそが行
動を起こさなくてはと強く感じるに至った
のです。
　民主党（現・民進党）からの出馬
を選んだのは、行き過ぎた一党体制を
打破したかったからです。政界にもっと
チェック＆バランスを働かせ、緊張感を
生み、健全な政権交代を可能にしておく
ことで、いわゆるやりたい放題の政治を
是正することこそ今の日本には必要だと
思い、不遜ながら民主党を何とかしたい
とも考えました。
　出馬の意志を固めてから知ったので
すが、長野は今回の参院選から定数削
減の結果１人区になったのでした。後に
引けないリスキーな激戦を前に負けず嫌
いの私の闘争心に火がつきました。１２
月には TBS を退職。いよいよ選挙に向
けて本格的な活動開始です。野党統一
候補となった私の目標は５０万票獲得当
選。一方、対抗相手の現職、自民党
二世議員の目標も全く同じ数字でした。
　とにかく選挙は勝たなきゃダメ。負け
てホッとしたなんておっしゃる方もいました
が全く共感できません。多くのボランティ
アの人々が自分のために応援し、動いて
くれているのですから。
　テレビに少々出ていたと言っても私の
事を知る人、特に若い人はあまりいない
みたいでした。逆に私の事を知る方の多
くが、私がこの度の参院選候補者であ
ることの認知にまでは結びついていない
ことがわかりました。「知名度より知顔度

（候補者であることを知ってもらうこと）」
が決め手です。そこで一番重視したの

は市民集会です。いろんな人に見てい
ただき、クチコミにつなげたかった。日

本の都道府県の中で４番目に広く平地
の少ない長野県中を移動しまくりました。
多い日は１日１０回の集会。正にドブ板
選挙ですね。集会の合間に街頭演説も
行うのですが悲しいかな都内の駅前とは
大違いで人が歩いていません。地域の
皆さんが車で移動するので、立っている
私の方から車に向かって手を振っては、
とにかくしゃべり続けました。
　長野の県民性に関して言うと、どちら
かというと反骨精神に富みリベラル。小
規模農家が多くTPP には基本的に反
対の立場です。過去に多くの満蒙開拓
団を送り出した戦時の悲劇を背負ってい
ることもあり、安保法制や憲法改正問題
は上の方の年代では大きな政策テーマと
なりえました。

  当選して、
  改めて戦い続ける覚悟

　選挙結果ですが、最終的に長野県
の投票率は全国トップの６２.８６％。１人
区で〝自公〟対〝野党統一候補〟激
突の構図が県民の関心を呼び起こした
ようです。５７.４万票獲得して当選でき
た最大の勝因は、
高い投票率の下
で無党派層の３分
の２を獲得できたこ
とと分析していま
す。
　選挙後は民進
党の党としての課

題も多く見えてきました。２００９年、足
腰の弱いまま〝風で立った〟時の大勝
の余韻で慢心が続いていたためか、組
織力の弱さを実感します。決まった党
内人事にも不満を隠さずに外部に他言
するメンバーもいるなど、ガバナンスも効
いていない。当分政権交代は難しいか
も知れませんが一方、政界というものは
一寸先は闇。何が起きるかわからないと
思っております。安倍首相もアベノミクス
もどうなるかわからないと思っています。
　８月１日、たった３日の臨時国会に初
登院した際、メディアの取材に対して２
つのことを申し上げました。「選挙期間
中、今の安倍政権を批判して来た。で
きれば予算委員会で安倍首相と対決し
たい」、「良識の府と言われた参議院に
今は大物がいない。参議院に杉尾あり、
と言われたいし言われるようにならくては
いけない」。大先輩の田英夫さん（共
同通信記者⇨ TBS ニュースキャスター
⇨参議院議員）の爪の垢でも煎じる意
味も込めて、敢えて大言壮語させてい
ただきました。
　言論表現の自由、憲法調査会、格差、
年金減額、１００兆円超の歳出、低金
利下での財政投融資問題等々、取り組
みたい課題は山積みで、キャスター時
代の勉強不足も実感しています。国会
議員は確かに忙しいです。休みなしで
す。でも、税金で食べさせていただい
ていますので、今後は死ぬまで─いつま
で議員で居られるかはわかりませんが─
戦い続けます。おかしいものはおかしい
と言い続けるつもりです。

杉尾氏の講演の様子
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懇親会の風景

◇事業報告及び事業計画について

　平成２７・２８年度は、計画しておりま
したクローネ交流会については、実施に
いたりませんでした。
　１月に OB 有志で実施された「大人
の社会調査実習」（クローネ１６号、６−
７頁にて紹介）に参加し、現役の学生
とOBとがより直接に話のできる交流の
形が、在校生のニューズにあったことを
確認しました。「大人の社会調査実習」
をクローネ会の事業として実施していくこ
とを踏まえ卒業後１０年程度の若い卒業
生との交流の企画を６月に検討しました。
しかしながら会社訪問解禁時期と重な
り、学生が集まりにくい等の点から見送っ
た結果です。
　「大人の社会調査実習」の実施と並
行して同じく平成２８・２９年度の事業と
いうことになりますが、研究室が学部生
にむけて開講する新たな社会学特殊講
義「現代の職業：仕事の意味世界」（担
当　武川正吾・佐藤健二教授）の運
営に関して、社会学研究室の要請に応
じて講師派遣に協力し、あわせて会員
間の交流の機会の増加をはかっておりま
す。（詳細については、本号７−８頁を
ご参照ください）。
　昨年度、修士論文・卒業論文とも該
当者・受賞者なしという結果になったク
ローネ賞に関しては、これに関しては、
研究室とも選考基準等の見直しを含め

た協議を行い、本年度は、
１）修士論文の部
永島圭一郎　「結婚への移行に潜む社
会的格差の研究：未婚のメカニズムを探
る」
２）卒業論文の部　
服部恵典　「女性向けアダルト動画の文
化社会学：視線と真理をめぐって」　　
村井京香　「撮影対象としての経験と自
己」
の３名にクローネ賞を差し上げました。
　昨年、課題として掲げた「これまであ
る程度固まってきた事業の在り方に甘ん
ずることなく、クローネ会が意味あるもの
として認められるための柔軟な対応や、
研究室との一層の連絡の強化がもとめら
れている」との現状認識にそって、事業
を実施、計画している最中でございます。

◇会計報告及び予算について

　平成２７・２８年年度決算については、
本年度も、黒字ですが、先に申し上げ
たクローネ交流会を見送らねばならな
かった結果ですので、ほめられたもので
はございません。
　平成２８・２９年度予算に関しては、「大
人の社会調査実習」を実施することに
なったのに伴い、「クローネ交流会補助
費」としていた科目を、「交流事業費」
に変更して、クローネ交流会、大人の
社会調査実習の双方の実施に使用でき
るようにしております。

クローネ会（東京大学社会学研究室同窓会）
平成27・28年度　事業報告及び会計報告
平成28・29年度　事業計画及び予算

予算
収入

平成28年9月1日～平成29年8月31日

平成28年10月15日　　　　  会計幹事：福留 恵子

年会費（平成28-29年度、3,000円×120名） 360,000

終身会費（平成28-29年度、30,000円×20名） 600,000

懇親会会費（3000円×30名） 90,000

平成27-28年度からの繰越 9,076,049

　計 10,126,049

支出

会報（第16号：印刷・通信・人件費） 550,000

総会・懇親会費（会議・人件費） 150,000

幹事会費（会議・通信費） 30,000

クローネ賞代 80,000

交流事業費 140,000

運営事務費 50,000

予備費 50,000

平成28-29年度への繰越 9,076,049

　計 １0,126,049

会計報告
収入

平成27年9月1日～平成28年8月31日

支出

会報（第15号：印刷・通信・人件費） 525,550

総会・懇親会費（会議・人件費） 101,002

幹事会費（会議・通信費） 29,429

クローネ賞代 78,263

クローネ交流会補助 0

運営事務費（什器・人件費等） 44,250

平成27-28年度への繰越 9,076,049

　計 9,854,543

残高内訳

ゆうちょ銀行 8,352,246

みずほ銀行 638,464

研究室 手許現金 85,339

　計 9,076,049

（平成28年8月31日現在）

（単位：円）

（単位：円）

年会費（3000円×119名） 357,000

終身会費（30000円×22名） 660,000

懇親会費（3000円×31名＋500円×2名） 94,000

記念誌売上（5000円×冊） 0

銀行利息 52

雑収入 1,300

平成25-26年度より繰越 8,742,191

　計 9,853,243
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　卒業生は２０代、３０代、４０代、５０代、
６０代、７０代の各年代から参加者が集
まり、世代を超えた交流が実現しました。

　会場は本郷キャンパスから近い湯島
天神の宴会場「参集殿」。畳敷きの大
広間にテーブルが２列に並び、参加者
は好きな場所に座り、ブッフェスタイルの
和洋中の料理とビールなどを自由に手に
取るスタイル。会場の係員によると、普
段は結婚式の披露宴会場として使われ
ることが多いそうです。
　午後６時、クローネ会の大橋皓介会
長の乾杯の挨拶でスタート。初めは顔
見知り同士で固まりがちだった参加者も、
席を移動して気になる人に声をかけた

り、先生に引き合わさ
れたりして徐々に交ざり
合っていきました。 
　卒業生有志が企画し
て平成１９年から年１回
程度開いてきた「大人
の社会調査実習」。平
成２８年１月に本郷の旅
館で開いて以来およそ
１年ぶりの開催でした。

今回からクローネ会の公式行事となり、
大橋会長や草苅耕造会計監事が参加。
佐藤健二教授、武川正吾教授も参加し
ました。
　先生方のスピーチでも、１６年度の秋
学期の社会学特殊講義で、卒業生をゲ
スト講師に招いてキャリア形成や職場の
問題について学ぶ講義が設けられたこと
について説明がありました。昔と比べて
社会学出身者の進路も働き方も多様化
するなか、大学として現役生と卒業生を
つなぐ場を重視していることがうかがえま
した。
　話が尽きないなか、約３時間の会は
終了。参加した現役生からは「いろん
な卒業生と話せる貴重な時間だった」
などの声が聞かれました。なかには時間
いっぱいまで多くの卒業生から名刺を受
け取っている人もいました。
　今回は２００５年卒と１０年卒の計３人
が幹事になり、約３カ月前から準備を進
めました。参加した現役生や先生方の
フィードバックを受けながら次回の運営に
つなげていきたいと考えています。

　「平成２８年１２月３日、社会学の現役

生と卒業生の交流会（通称「大人の社

会調査実習」）が湯島天神で開かれ、先

生方を含む５５人が参加しました。この

うち２０人が学部の３、４年生と大学院

生。就職活動を控えた人が大半で、先輩

たちがどのようなキャリアを選んだのか、

熱心に聞いていました。

世代超えた交流会 55人が参加

湯島天神で「大人の社会調査実習」を開催湯島天神で「大人の社会調査実習」を開催
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●現役学生とOB/OGをつなぐ
　講義が開講・継続される
　山本会長の挨拶でもふれられたよう
に、社会学研究室の講義にOB/OＧ
が参加する形での協力がスタートしまし
た。
　まずは学生向けの授業から、一部を
抜粋・紹介いたします。

特殊講義
「現代の職業：仕事の意味世界」
開講のお知らせ
　複雑化しつつある現代の職業・労
働の世界を見つめ考えるために、Ａ
タームに新しい授業を開講します。ゲ
ストスピーカーとして、社会の第一線
で活躍する社会学専修課程 OB/OG
をお招きし、職業と仕事について語っ
ていただきます。また、各回にディスカッ
ションの時間をもうけ、受講生との対話
を重視します。ふだんの演習・講義・
実習とは違った角度から、社会学の
可能性と課題を考える機会となることで
しょう。
　諸君の積極的な参加を期待します。

○講義題目
　現代の職業：仕事の意味世界
○担当者　武川正吾・佐藤健二
○開講時限・教室
　木曜日６限（18：45 〜 20：30）

法文１号館 315 教室
○授業の目標・概要
　現代における職業の多様性と仕事

の現場における諸問題について、
講義と演習とを組み合わせた授業を
つうじて学ぶ。社会調査の講義や

実習での教育の補完・拡充をめざ
すものだが、就職活動等にかかわる
情報についても積極的に取り上げる
予定である。現代日本における職業・
労働の現状についての知識を深め
ることを目的とする。
○授業の方法
　多様化しつつある現代の職業の現

場で働く有識者（社会学専修の卒
業生を含む）をゲストスピーカーとし
て招く授業回では、事前学習にもと
づいてヒアリング項目を準備し、質
疑やレポート作成などを通じて理解を
深める。

　以上のような趣旨でスタートした特殊
講義に、以下の卒業生がゲストスピー
カーとして参加しました（敬称略）。

ゲストスピーカー
① 10月6日  前川守（82 年卒）
内閣府 経済社会総合研究所長
② 10月20日  小林丈展（05 年卒）
ＮＴＴコミュニケーションズ
③ 11月17日  磯田晴久（86 年卒）
朝日新聞社 大阪本社地域報道部長
④ 12 月1日  下川雅也（７９年卒）
ＮＨＫエンタープライズ 常務取締役
⑤ 12 月15日  向山みづき（０6 年卒）
Parfums Christian Dior （Japon）
K.K.
⑥ 1月19日  伊集院元郁（06 年卒）
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

　９月２９日のオリエンテーションの参加
者は２０名あまりでしたが、学生の間で
も話題になり、３０名ほどが受講しまし
た。就職活動をひかえた３年生だけで
なく、すでに進路を決めた４年生も積
極的に参加していました。
　ゲストスピーカーの方々は、学生時
代から現在にいたる歩み、ご自身の職
業をとりまく状況、仕事での社会学の
役立ち方、ときには就職にあたっての
心得まで、豊富な資料をもとにご講演
くださいました。また、学生から寄せ
られた多岐にわたる質問にも、ていね
いに答えていただきました。
　いずれのお話にも、仕事という具体
的な経験を通じた、個人のライフヒスト
リーと社会のマクロな変化についての
社会学的な分析がちりばめられていま
した。学生たちは、ふだんの授業とは
異なる刺戟を受けるとともに、社会学
の力を再認識していたようです。
　ゲストスピーカーの皆さまをはじめ、
ご協力いただきました皆さまに、この場
をお借りして感謝申し上げます。

●今後の展開にご協力を
　この特殊講義は、今年限りで終わら
ず、２０１７年度以降も継続して開講さ
れていきます。
　クローネ会の皆様には、ゲストスピー
カーとしてご協力をよろしくお願いいた
します。
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