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平成29年度クローネ会総会は

10月21日（土）15：30より開催
本年の総会も、東京大学ホームカミング

す。今回は NHK 制作局エンターテインメ

あまりテレビをご覧にならない方も「ブ

デイに合わせ、10 月 21 日（土）に開催

ント番組部チーフ・プロデューサーの相部

ラタモリ」という番組名は耳になじみがあ

いたします。

任宏（あいべ ただひろ）氏にお願いしま

るのではないでしょうか。「教養系バラエ

した。相部氏は、1998 年入局後、北九

ティー」と言われる番組ジャンルを定着さ

州放送局を経て、制作局福祉番組部や

せた相部氏には、「教養を、もっと深く面

番組開発グループでディレクターとして活

白く〜ブラタモリ・探検バクモン開発の現

総会に先立ち、クローネ賞修士論文

躍。番組開発グループ在籍時に「ブラタ

場から」と題して、40 代働き盛りのテレビ

の部の授与式を行います。今年の対象

モリ」を企画しました。その他、開発に

プロデューサーがどんなことを考えながら

論文は、西澤和也氏の「昇進構造から

携わってきた番組は「探検バクモン」「仕

番組を作っているのか、そこに社会学の

みた雇用者内格差に関する実証研究」

事ハッケン伝」「解体新ショー」「カンゴロ

影響はどこまであるのかなど、飾らずにお

です。

ンゴ」「人名探求バラエティー日本人のお

話いただきたい旨、お願いしています。

クローネ賞修士論文の部の授与式
受賞者・西澤和也氏

記念講演は「ブラタモリ」番組開発者
NHK 制作局・相部任宏氏

総会審議終了後、記念講演を行いま

なまえっ
！」「きじまりゅうたの小腹が空きまし

記念講演会後には懇親会も予定してま

た」など多数。そして今年 6 月、異動に

す。併せて、多くの皆様の参加をお願い

より８年ぶりに「ブラタモリ」の制作現場

いたします。

に復帰されたということです。

平成29年度 クローネ会・幹事会・総会・懇親会日時
日時

2017年10月21日㊏

場所

15：00より

幹事会

事業報告・事業計画/決算・予算/役員改選/総会付議事項の審議

15：30より

総会

クローネ賞授与式に引き続いて付議事項の審議

法文１号館215教室
法文１号館214教室

記念講演 相部任宏氏（1998年卒）
「教養を、
もっと深く面白く〜ブラタモリ・探検バクモン開発の現場から」

法文１号館215教室

17：10頃より 懇親会（会費3,000円）

10月21日（土）
第16 回

東京大学
ホーム
カミングデイ

本郷キャンパス
総会当日の10月21日
（土）、駒場
キャンパスと並んで本郷キャンパス
でも、第16回東京大学ホームカミン
グデイが開催されます。

駒場キャンパス

多様な企画・プログラムが展開され
る予定です。
また、一昨年国の名勝に指定され
た懐徳館庭園が、ホームカミングデ

当日は東京大学創設140周年記

イ当日のみ無料一般公開されます。

念イベントの他、
「銀杏並木フェス

クローネ総会開始前のお時間、ふ

タ」
・
「安田講堂音楽祭」など、多種

るってご参加ください。

詳細は、http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/alumni/interact/hcd/hcd2017/index.htmlでご確認ください。

本年の当番期は「7」
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。
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平成28年度

来賓祝辞

卒業証書授与式

田中秀隆事務局長

社会に出ると〝少数民族〟
ひとりではないこと思い出して

59名の新会員が誕生
平成 29 年 3 月 24 日（金）に、文学部行動文化学科社会学専修課程の卒業証書授与式が、法文 1 号館 1 番大教
室にて実施され、クローネ会からは、大橋皓介会長の他、来賓として田中事務局長が参加して、新会員を歓迎しました。

うことです。それは、現在の自分がどこま

す。
いや、
そんな大それたことではなくても、

でやれるかを知っているということで、そ

いままで友達となになく話して通じていたこ

のことは新たな課題に挑んでいかれる場

とも、同じ社会学的な発想の基盤を共有

合にも強みになります。

していればこそ可能だったのか、と気が

松本三和夫主任の挨拶、来賓の田中

もちろん、将来の限界と現在の限界を

秀隆事務局長の祝辞に引き続き、卒業

区別することは大切です。現在の限界に

そんなときに、自分がひとりではないこと

証書授与が行われました。

ご自身の限界を限ってしまうことは愚かな

を思い出してください。そして、クローネ

卒業証書は、それぞれの卒業論文の

ことです。逆に、現在の自分ができる限

会を通じて、同じ社会学を学んだ先輩・

指導教官から手渡され、手渡された卒業

度を踏まえて、その限界を少しずつ広げ

後輩と直接会って話ができることを覚えて

皆様、卒業おめでとうございます。社

ていくように挑戦していくことで、皆様の

おいていただきたいと思います。

会学を学んだ三つのメリットということを申

未来は開けていくと申し上げたいのです。

もちろん、現在はこれから進む分野で

し上げて、皆様への祝辞とさせていただ

三つは、同じ社会学出身の人々と交流

の新しい出会いへの方に関心が向かわ

生は、その場で一言を述べて席に戻りま
す。
卒業証書授与式などはなかったという

きます。

世代はもちろん、卒業証書は、渡されて

をもてる機会が、あるということです。

付かれることがあることと思います。

れていることと思います。もちろん、今か

も一言いう機会などは与えられなかったと

一つは、社会学という学問が、外側か

これまで文学部で過ごされてきた中で

ら懐古的になる必要は、まったくありませ

いうのが現在 OB の大半なのではないで

ら自分の立場を観察する視点を与えてく

は、社会学専修課程の皆さんは、大勢

ん。しかし、将来必要になったときに交

しょうか？

れる学問であることです。これから就職さ

力になります。同じ専門の話ができる仲間

流の場が維持・確保されていることにも、

卒業生のコメントは、卒論の指導教官

れて、過労状態になった場合でも、その

がたくさんいるとお感じになられていること

意義があるのだと漠然と理解していただ

への謝辞にはじまり、卒業後の進路、社

ような状況に自分がなっているということを

かと思います。

ければありがたいと思っております。最後

会への貢献を視野に入れた将来の抱負

その周囲の状況を含めて客観的に見つ

しかし、ひとたび社会に出ると、社会

は、事務局を担当している者として会の

と様々です。

めることで、追い詰められてしまうことを緩

学を学んだ人間は、法学、経済学を学

宣伝のようになってしまったかとも思います

和することはできると申し上げておきます。

んだ人間に比してごく少数民族であり、 が、教えられた先生の側からはおっしゃり

今年は、卒業生のコメントに熱が入り、
時間が超過したので、各担当教官から
の一言は、謝恩会にもちこされるという一
幕もありました。

一人ひとりの思いを胸に……

卒論にクローネ賞を授与
藤田氏、
武内氏執筆の二作

卒業証書の授与が終わったところで、
大橋会長が登壇され、祝意を述べられ

現役学生にクローネ賞が浸透

た後、クローネ賞が発表され、会長から

し、卒論を執筆する励みになっ

賞状と記念品が授与されました。

ている様子が感じられました。

対象論文は、藤田尚樹氏の「『社会

なお、金然祐氏の「日本人

の問題』としての犯罪事件の構成―『秋

高齢者の国際引退移動と定住

葉原連続殺傷事件』をめぐる新聞報道

志向」は、人文社会科学研究

におけるディスクールの諸相―」と武内今

科・文学部の第五回学生顕彰

日子氏の「多形的な『私』の承認をめ

「研究科長賞・文学部長」で

ぐって―X ジェンダーの語りから―」の二

の文学部長賞の該当論文とし

作です。クローネ賞の該当者が発表され

て、3 月 9 日に表彰されたことと

ると卒業生の中からは、どよめきが聞こえ、 のことです。
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二つは、皆さんが卒論作成を通じて、 残念ながら政府の政策等への影響力もき
自分の限界に挑んだ経験を持たれたとい

わめて限られていることを思い知らされま

にくい、メリットに触れて、祝辞とさせてい
ただきました。

平成28 年度卒業生進路先
《大学院以外》
愛知県庁、あおぞら銀行、旭化成、朝日新聞社（2名）、アビームコンサルティング、伊藤忠商事、インフォセンス、
Speee、NTTデータ、NTT東日本（２名）、エネサンス関東、岡三アセットマネジメント、鹿島建設、カチシステムプロダ
クツ、川崎汽船、厚生労働省、幸福の科学、産業技術総合研究所、JFEスチール、昭和電工、SUBARU、住友商事、ソ
ニー・ミュージックエンタテインメント、テレビ朝日、トレンドマイクロ、日清食品、日本事務器、日本テレビ放送網、日
本橋会計事務所、日本放送協会、日本ロレアル、農林中央金庫、博報堂、PwCコンサルティング、富士フイルム、毎日新聞
社、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、三菱地所、三菱重工業、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング、明治安田生命、メディカル・イノベーション、森ビル、横浜市役所、楽天
《大学院》
東京大学情報学環学際情報学府（2名）、東京大学人文社会系研究科社会学研究室（2名）、東京大学総合文化研究科、東京
大学大学院教育学研究科、London School of Economics and Political Science

大橋会長が武内さんに賞状を授与
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新任副会長・常任幹事ご挨拶

文学部長・人文社会系研究科長就任にあたって

平成 28 年度クローネ会総会において、新たな役員として下川雅也氏（副会長・1979 年卒）、

社会学の初心を思い起す

小林丈展氏（常任幹事・2005 年卒）、音田崇幸氏（常任幹事・2007 年卒）の３名が就任しました。

若者の「やる気」起こさせたい
私が社会学をめざしたのは、高校時代、真
木悠介師の「人間解放の理論のために」と出
会ったからです。
「社会を変えることができるのは、

副会長

下川雅也 氏

ピアゼミ」に所属しました。先生が、「気流の鳴

す。最近、ジャーナリスト志望の若者が減ってい

る音」を書かれた頃です。メキシコに行かれて、

ることは、大変残念なことです。彼らのやる気を

服装から激変されたことに驚いたものです。本郷

起こさせるお手伝いができれば幸いです。

では、高橋徹先生のもとで「自己反省の社会学」、

あるのではないだろうかという想いから、もともと
私の同級生や後輩を中心に有志で企画してきた
ものです。
また、社会人になってから修士留学をしたアメ
リカでは、アメリカの大学の強力な同窓生組織

会調査実習」 の運営を通じて、現役生と卒業

運営を目の当たりにし、クローネ会でもより多くの

生及び卒業生同士の結束を強めることに力を入

同窓生を繋げ、会に参加していただき、相互に

れたいと考えています。これは、自分自身の就職

良い影響を与え合うことができる場を作っていけ

活動を振り返ってみて、社会で活躍する社会学

るのではないかと感じました。

系研究科長になってしまいました。数え

り、無用の用にいなおったりという反応

てみると「第 53 代」になるらしい。明

をみせます。大学が社会に対してもつ

治 19 年（1886）の帝国大学令によって、 意味も、公共的な建前の背後で「学歴」
文学部は文科大学（他に法科・医科・

のような個人の達成に解体されてしまっ

工科・理科の全五科が設けられた）と

ている。文学部の内側でも近年は奇妙

なります。そのときにはじめて分科大学

な危機感が煽られていたりするのです

長が置かれたのが、制度としての学部

が、私はこういう困難な時代だからこそ、

長の始まりで、それまでは学部はあって

社会学の初心の問題関心と、学問の境

も学部長はいませんでした。

を越えて考えていく志が大切だと思って

初代だった外山正一はさしあたり別扱
いとして、社会学研究室の関係者として
は戸田貞三（昭和 19 年〜 22 年）、吉

います。

文学部の存在意義を新たに

迷や困惑に対して新たに描きなおし自覚
しなおしていく必要があるのです。

田民人（平成元年〜 3 年）、稲上毅（平

現代において社会との新たな連携を

成 15 年〜 17 年）の諸先生に続いてで

創造することが、社会学と人文学の伝

す。戦後でいえば、4 人目ということにな

統を有する文学部にあらためて期待さ

「ことば」 がどれだけ人間にとって本

ります。もうすこし役職の範囲を拡げて、 れているのでしょう。であればこそ、わ

質的な媒体（メディア）であり、伝達（伝

「ことば」 通じ他者と共存

える）機能だけでなく、思考（考える）

う副研究科長のリストには、上記のほか

学で学んだことの意義を「学生時代は

や感受（感じる）を成立させる道具で

に尾高邦雄、福武直、蓮見音彦、庄

ちっとも勉強しなかった」という、自尊心

あるかは、『ケータイ化する日本語』（大

司興吉、似田貝香門、武川正吾、白

あふれる謙遜のなかに封印することなく、 修館）でも論じてみましたので、興味の

波瀬佐和子といった方々の名前がありま

社会に出てから感じたものでもいい、もっ

す。さらに似田貝香門先生は、柏キャ

ともっと語ってもらいたいと思っています。 ですが、いま日本だけでなく世の中で品

ンパスに平成 10 年に新設された新領域

幸いなことに今の東大総長は、人文社

のないことばが公共の場にあふれ、説

応援しています。今一歩で優勝できないフロンター

創成科学研究科で研究科長を務められ

会系の学問の基本である「ことば」とい

く価値をもたない理屈が「ホンネ」 やら

レを自分の人生と重ね合わせる日々です
（笑）。

ていますから、社会学研究室はひとり文

う資源の大切さを理解し強調してくれて

「決断」 の名のもとに露出していること

２０１６年５月に初めての子供が生まれ、妻と育

学部に留まらず、東京大学の公共のた

いて、東京大学に文学部が存在するこ

は、憂うべき退廃かもしれません。他者

児に格闘しています。かわいい子供の笑顔と寝

めに働いた人材を輩出していることにな

との意義を重視しています。みなさんの

という還元不可能な固有性を有する存

顔を見るのが目下最大の癒しになっています。

ります。

故郷である文学部が消滅することはな

在の見えない内面を、いかにことばを通

た就職活動になったのではないだろうか、そして

レッシュな観点でクローネ会を盛り上げていけれ

進振りの時に同じ学科を選択した社会学の先輩

ばと思っております。どうぞ宜しくお願いします。

公認会計士・税理士・社会保険労務士・行

に文学部などは、役にたたなさを託った

が研究室の卒業生のみなさんにも、大

常任幹事の中では若輩者になりますので、フ

た音田崇幸です。

この 4 月から、文学部長・人文社会

かつてのいわゆる評議員、つまり今でい

の先輩方と当時もっとお話しできていたら全く違っ

２００７年３月に社会学研究室の学部を卒業し

第18号

なら社会人の先輩として学ぶべきことや気づきが

特に年一回の公式同窓会イベント「大人の社

会計スキル生かし貢献したい
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あまりに楽しくて、大学に５年いましたが、当
になってからも活かすことが出来たと思っていま

発展に貢献できることを大変嬉しく思います。

常任幹事

をテーマとしました。

感しました。駒場では２年、見田先生の「ユート

て常任幹事として選出されました。クローネ会の

音田崇幸氏

たこともあり、自主ゼミでは、「東大全共闘運動」

時学んだことは、その後、報道番組のディレクター

２００５年卒の小林丈展と申します。昨年初め

佐藤健二教授

ました。当時 「東大百年祭」 が問題化してい

政治学でも、経済学でもなく、社会学だ！」と直

「大人の社会調査実習」を運営

常任幹事
小林丈展 氏

青井和夫生のもとで「現象学的社会学」を学び

ある方は読んでいただければありがたい

政書士の資格を持ちつつも未だ勉強途上です。

会計担当の常任幹事を拝命しまして、大変光

さてあらためて「抱負」をといわれる

仕事は、東京都大田区の中馬込というところで、

栄に思っております。仕事のスキルを存分に生か

と、すこし戸惑いますが、感じているこ

その存在意義は放っておいても保証され

理想の探索こそが、社会学の基本でし

父の音田俊幸とともに税理士法人を営んでおり

して会に貢献していきたいと考えています。よろし

とをざっくばらんにつぶやきたいと思いま

るほどに確たるものではなく、社会学創

た。まだ私の厄職もとい役職は始まった

ます。

くお願いいたします。

す。世の中では文系の学問に対する風

世期の巨人たちが「再組織化」 の理

ばかりですが、学部長のしごとにも通ず

当たりがときどき強くなります。そのたび

念を発展させたように、現代世界の混

るものがありそうです。

趣味はサッカー観戦で、Ｊ１川崎フロンターレを

いと、私も信じています。しかしながら、 じて探り、いかに共存していくか。その
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社

日本社会学会第90回大会をお引き受けして

会
新

学術知は公共の
〝航路標識〟
日本社会学会第90回大会実行委員長

学
任

教
担

室
当

教

官

都市空間を「職業」から考える
とおる

武岡 暢 助教

松本三和夫教授
はじめまして、2017 年の 4 月から助

学してゼロから取り組み始めました。そ

に絡み合っており、跛行的にしか進みま

若者の関心をいろいろな意味で集めて

教に着任しました武岡暢です。進振り

れがこのように何とかかたちになって、何

せん。

いる点は変わりないかもしれませんが、

で駒 場から本 郷の社 会 学に来たのが

となくほっとしています。

社会学も含めた文系学問への逆風はい

2005 年ですので、そのまま大学院に進

このテーマに取り組み始めた最初の

年間と単位取得退学後の 3 年間の計 6

やますばかりです。たとえば、社会学者

学して博士号を取得した 2015 年度いっ

頃は、「歌舞伎町は誰も研究していない

年、日本学術振興会の特別研究員に採

本社会学会第 90 回大会が本郷キャン

が文系学問不要論を主題化する途端、

ぱいまで、11 年間本郷にいた計算にな

し対象としてちょうどいいだろう」と楽観

用されたおかげで、生活費と研究費の

パスで開催されます。東大での同大会

それは学者の個別利害の主張にすぎな

ります。2016 年度だけは首都大学東京

していたのですが、これがいかにも浅学

心配なく過ごせたことは僥倖と言う他あり

は「40 年間やっていない」由。一説で

い、との詮索をいただくといった状況は

ん想定し、すべてをそこから考えるとい

に勤めていましたが、その１年間のイン

非才の考えることであるというのは後か

ません。研究は（少なくとも社会学にか

は、本郷で開催されるのは 70 年ぶりとも。 珍しくありません。

う習慣を若い一時期に経験する訓練に

ターバルだけで、また慣れ親しんだ本郷

ら分かったことでした。「誰も研究してい

んしては）淀みなく事務処理的に進ん

いずれにせよ、学会大会は特定の人の

ちなみに、もし個別利害を達成したい

よって大学の研究と教育はなりたってい

に戻ってきました。首都大学東京は八

なかったということは、研究するだけの

でいくものではありませんから、近視眼

利益のためや業界のために行われるの

のなら、あらゆる策を弄してそうするだ

ます。そのことは、そうする人に利益を

王子は南大沢の小山の上にあり、イノシ

価値がなかったからではないのか？」と

的に成果を求めない資金的援助は私に

ではなく、そこで発表される内容を享受

けで、社会学にかぎらず、多くの文系

すぐにもたらす、とはかぎりませんが、周

シも出没する（らしい）という自然豊か

いう意地悪ではあるけれどもっともな質問

とってきわめて重要でした。

できる機会が万人に開かれた公共財で

学問分野で行われているように、資料や

囲の人、次の世代の人、人類全体、そ

な美しい環境でしたが、本郷には郵便

に応える必要があるからです。

す。人知れずそれを支え続けないかぎり、 データや推論過程や問題設定や考察の

してその人自身の将来のあり方に、はか

局やコンビニ、喫茶店など、以前には

りしれない恩恵を与える機会を作りだし

当たり前と思っていた生活インフラが、し

11月４日と５日に本郷で開催
本年１１月４日（土）と５日（日）、日

市場では存立困難な営みといえます。

妥当性のために時間と労力を費やして

わざわざ理非を尽くそうとする意味など、 ます。

かし実のところきわめてぜいたくに整った

ことになりましたが、少しでもよい大会に

どこにもないといえます。周到に時間を

環境であることを改めて知りました。

なるよう、社会学研究室一同微力を尽く

費やして理非を尽くそうとするのは、社

す所存でおります。研究室の重要な行

会学を含む文系の営みから生みだされ

事としてご理解をお願いするとともに、よ

る知が、公海上における航路標識のよ

ろしければどうぞふるってご参加くださ

うなものだからです。もし、航路標識が

い。

個別利害のままになるなら、船は難破し、 次に東大で日本社会学会が開催される

縁あって実行委員長をお引き受けする

若手の未来

健闘祈る
歌舞伎町の研究

今後の展望
研究の難しさ
歌舞伎町が「住民」ではなく「職業」
もちろん、どんな研究も多かれ少なか

によって構成される空間である、というア

れ「誰も研究していなかったこと」をや

イディアを敷衍して、今後は都市空間を

らざるを得ないのですが、既存の研究

「職業」 から記述する可能性について

群との距離にはやはり遠近があります。 取り組んでいきたいと思います。この場

変転きわまらぬは人の世の常。とはい
え、ここで周期性を仮定して計算すると、

その意味では、大学院博士課程の 3

私が博士号を取得したのは、「新宿

遠 近と言っても固 定 的なものではなく、 合の職業は経済中心主義的な概念では

歌舞伎町の社会学的研究」というタイト 「既存の研究群」をどこに設定するか

なく、幅広く様々な人びとの活動の構造

あまり儀礼的なことを述べても窮屈な

なんの罪もない多くの人がいわれのない

のは、40 年後の 2057 年になりそうです。

ルの博士論文によってでした。この博士

は研究者次第で、自然に先行研究が決

化されたものとしてゆるやかに考えてい

ため、日頃研究室で展開される研究教

被害を受ける。公共圏における学術知

現在の学部生や大学院生がちょうど定

論文はほぼそのままの内容で『 生き延

まってくれるというようなことはありません。

ます。具体的な地域社会が、経済的、

育活動をめぐる雑感なども含めてざっく

は元来そのようなあり方をします。

年を迎える時期でしょう。そのとき、筆者

びる都市』という書籍として新曜社から

歌舞伎町の例で言えば、いわゆる盛

は何も語ることができませんが、いまの

今年の２月に出版され、それに先だって

り場論を先行研究と考えていた頃には全

術的、宗教的…といった諸活動の相克、

若手の彼らがそのときどのような気持ち

やはりこの博士論文からのスピンオフ企

くうまくいかず、むしろ都市社会学や地

協働、調整の上に成り立っている様子を

で社会と社会学を眺めているかは、想

画のようなかたちで、昨年、『歌舞伎町

域社会学の主流を先行研究の位置に据

記述し、それら諸活動のあいだの関係

像してみたくなります。そして、健闘を祈

はなぜ〈ぼったくり〉がなくならないのか』 えることで、自分の立ち位置がようやくつ

を実際の都市空間の文脈のなかで分析

りたい気持ちでいっぱいになるのです。

という新書をイーストプレスから上梓しま

かめてきたと思います。先行研究をその

していくことができれば、今日しばしば見

ばらんに話題を提供し、責めをふさぎた
いと思います。前回東大で日本社会学

人類という地平を想定して考える

会の大会が開催されたとき、筆者は最
若手の大学院生のひとりでした。

そして、社会学研究室という場に集う
人はじつはすべてそういう知の営みに参

文系学問への逆風ますばかり
当時と現在では、社会と社会学の関
係に大きな変化があります。社会学が
6 15 SEPTEMBER 2017
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行 政 的、政 治 的、ボランティア的、学

加しているといえます。我が身を振り返

日々研鑽を積んでゆこうとする次の世

した。学部の卒業論文ではエスノメソド

ように設定することで歌舞伎町がどのよ

かける、部分社会を全体社会と取り違え

ると、あるいは、徐々にそのことに気づく

代、さらに将来の世代と学知のために、

ロジーの会話分析という手法で、認知

うな「対象」 であるのかがまた明確に

る錯誤にもひとつの対抗になるだろうか、

というのが正直なところかもしれません。 どうぞ可能なかぎりのサポートをお願い

症高齢者の会話を分析することを試みま

なっていく、というように、研究は様々な

と期待します。

いずれにせよ、人類という地平をいった

したので、歌舞伎町研究は大学院に進

要因が同時分節的というか相互規定的

する次第です。
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日本人高齢者の国際引退移動と定住志向
2 つの大震災におけるボランティアをめぐる考察

2017

日本の STS はいかにして構築されたか

―これからのボランティアのあり方を見据えて―

―境界領域における対話の形成とその限界―

日本におけるスポーツ観戦の発展

2016

●研究室体制

今年度は、教授 7 名（松本三和夫、
武川正吾、佐藤健二、白波瀬佐和子、
中村雄祐、小林真理、本田洋）
、准教
授 3 名（赤川学、出口剛司、祐成保志）
、
助教 1 名（武岡暢）の体制で、知識社
会学、環境と生命の社会学、現代日本
における社会問題と社会政策、少子高齢
社会のみかた、国際協力と読み書き、アー
トマネジメント、地域文化政策、民族誌
の方法と理論、社会問題の社会学、コミュ

ニケーションと自己の社会学、都市空間
と地域社会、社会調査実習等の講義が
開講されています。学外からは常松淳（日
本大学：人間性の自然科学をめぐる諸問
題）
、山田一成（東洋大学：
「質的」調
査研究の諸問題）
、石原俊（明治学院
大学：移動の歴史社会学）
、鈴木智之（法
政大学：記憶と文学の社会学）
、菊地英
明（武蔵大学：社会問題論の現段階）
、
井口高志（奈良女子大学：病い・障害を

めぐる社会学）
、伊藤賢一（群馬大学：
公共空間の社会学）
、佐藤雅浩（埼玉
大学：質的調査）
、学内から三和哲（社研：
初等計量社会学）
、藤原翔（社研：社
会調査法）
、三谷武司（学環：理論社会
学文献講読）
、石田浩（社研：社会調査
法）
、有田伸（社研：比較社会研究）の
各氏が学部・院の授業に協力され、現在、
学部学生は 116 名、大学院生が 39 名
です。

< 誹謗中傷 > の社会学
「今」のバラエティ番組に見る、発信と受容の構造的連関
北朝鮮はどう語られているか
恋愛関係の現在

―これからのバラエティ番組の新しい在り方を探る―

―新聞記事の分析を通して―

―制度としての恋愛をめぐって―

現代日本の健康と医療に関する実証研究
地域住民主体の市民後見事業が持つ意義

―事例分析を通して―

少子高齢化の進行する離島コミュニティにおける意思決定プロセスを明らかにする ―猫の観光資源化問題を切り口として―
開発途上国における観光産業の理想的展開を探る ―ラオスにおける観光の展望を例に―
多形的な「私」の承認をめぐって

―X ジェンダーの語りから―

リレーショナル・アートの展開について
日本の運動部活動と子どもの自主性

●卒業論文題目

日本におけるフードバンク活動の展開

家庭生活における合理化の歴史社会学的研究

RPG（ロールプレイングゲーム）の多様化とプレイヤーの志向性

アジアと日本の高等教育および留学事情に関する研究

「文系学部廃止」 騒動の背景と実態

ひとり親世帯の不利の中身

現代日本のペット事情

地域社会の新しい繋がりの構築

―食品の安全、環境、社会福祉の観点から―

―東京都多摩市に注目して―

―大学政策の流れと新聞報道をたどる―

―ペットが人にしてくれること、人がペットにできること―

修復型まちづくりを担うコミュニティの可能性

リベラリズムの社会学的位置づけ

観光用ガイドブックにおける各所紹介文の社会学的考察

アートプロジェクトにおける評価の方法

―小金井アートフル・アクション！「小金井と私

秘かな表現

想起のボタン」を事例と

日本企業の組織デザインにおける課題

して―

現代都市における鉄道駅の社会学的考察

企業メセナの社会的意義と企業的必要性

震災避難所における秩序・落ち着きの形成

ソーシャルネットワーキングサービスにおけるコミュニケーションの合理性

現代青年の政治意識と精神

持続可能な働き方改革に向けたテレワークの現状と問題点

動物供養と日本人

シリアスゲーム研究に関するゲームの提案

1969 年の新宿西口地下広場

デジタルネイティブにおける承認の形

― < 言語ゲーム > 論と古典的ゲームモデルの下で ―

―動画共有サイトに生きる若者の文化―

SNS の仕様・文化による情報の偏向

―噂の類型化を通じて―

女性の就労継続を支える企業内保育所の可能性
Z.Bauman の文化論からまなざす日本文化の諸相
「社会の問題」としての犯罪事件の構成

―モダニティ論という解釈枠組み―

― 「秋葉原連続殺傷事件」をめぐる新聞報道におけるディスクールの諸相―

―時間意識のズレを社会学的に考察する―

東京における自転車についての社会学的考察
芸術表現者のエスノグラフィー

―パフォーマンス・アート・イベント参加者の事例から―

無縁社会の全体像とその背景にある不安
千葉県船橋市における外来種ホンビノスガイの特産化
社会が結婚式へ求めるものの変化

―結婚式マニュアルの分析を通して―

インドにおける日本の NGO/NPO による教育支援
キャラクター利用による自治体のコミュニケーションについて
安楽死・尊厳死の社会学
人口減少社会における野球の在り方

―低年齢層に着目して―

「嘘をついてはいけない」というタテマエ

―日本的コミュニケーションの再理解―

アイドル消費論
二十世紀末における健康政策
刑務所から見た福祉
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―自立する高齢者の形成―

―増加し続ける高齢者犯罪―

第18号

―東京駅を事例として―
―人々の利他性発揮の視点から―

―SEALDｓという集合を通して―
運動と歌に揺れた若者たちへの諸分析

ベジタリアニズムから見た食の社会学
インターネット登場以降の集団行動

―フラッシュ・モブと社会運動から―

生きづらさ概念の社会学的再構成

観光政策としてのギャンブル ―IR 法案をめぐる諸団体の思惑―
なぜ「のろま」ではいけないのか

―太子堂 2・3 丁目地区まちづくり協議会を事例として―

●研究室関連新刊案内

松本三和夫『知の失敗と社会』、（韓国語訳、異想 books、近刊）
Miwao Matsumoto, “The Sociology of Science and Technology”, in K. Korgen (ed.), Cambridge Handbook of
Sociology (Cambridge University Press), Vol. 2, pp. 166-177.
Miwao Matsumoto, The Sociology of “Structural Disaster” (Routledge), forthcoming.
武川正吾 「いまなぜ、子どもの貧困か（特集 子どもの貧困 : 解決のために）」『世界』(891), 56-65, 2017 -02
武川正吾「東アジアのなかの日本 : 普遍主義の可能性（特集 東アジア社会政策の転換 : 選別主義から普遍主義へ？）」
『DIO
: data information opinion : 連合総研レポート』 (319 ), 4-7, 2016 -10
赤川学『これが答えだ！少子化問題』、筑摩書房
出口剛司「栗原社会学における社会意識の構成と自明性による支配」『情報コミュニケーション学研究』（第 16 号、2016 年）
出口剛司「ポスト真実における社会学理論の可能性」（『現代思想』2017 年 3 月）
出口剛司（共著）『作田啓一 vs. 見田宗介』（弘文堂、2016 年）
出口剛司（共著）『社会学の力』（有斐閣、2017 年）
出口剛司（共訳）アクセル・ホネット著『私たちのなかの私』（法政大学出版局、2017 年）
祐成保志 「住宅がもたらす分断をこえて」 井手英策・松沢裕作編『分断社会・日本』岩波書店
Sukenari Yasushi, “Housing Estates as Experimental Fields of Social Research”, Development and Society,
Institute for Social Development and Policy Research, Seoul National University, 45(1): 69-87.
武岡暢『歌舞伎町はなぜ〈ぼったくり〉がなくならないのか』イーストプレス
武岡暢『生き延びる都市――新宿歌舞伎町の社会学』新曜社
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