
　本年度のクローネ会総会も、東京大学
ホームカミングデイに合わせて平成29年10
月21日（土）、本郷キャンパス法文１号館
にて開催されました。あいにく台風21号が
接近する強雨の中、40名近い会員が集
いました。
　冒頭の大橋皓介会長のあいさつに引き
続き、クローネ賞修士論文の部の授与式
が行われました。
　対象となった修士論文は、西澤和也
氏の「昇進構造からみた雇用者内格差
に関する実証研究」でした。雇用者内
部の階層性を、昇進過程に着目してミクロ
データ分析から明らかにしたものです。受
賞理由としては「正規雇用者内の格差
に着目した点」・「雇用者内格差の形成と
いう観点から実証的に分析・検討した研究
は少ない点」・「正規雇用者が相対的に
減少傾向にある中で、正規雇用者の昇
進におけるタイミングから見た階層構造を
明らかにした点」等が挙げられ高く評価さ
れました。

　西澤氏へは、大橋会長より、賞状と記
念品が授与されました。
　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（詳細
は３頁）、さらに退任する桃井恒和氏（69
年卒）に代わり、幹事会で承認された谷

徳彦氏（69年卒）と細田満和子氏（92
年卒）の２名が新たな常任幹事メンバー
として紹介されました。
　総会終了後、中江利忠顧問の乾杯の
発声と同時に懇親会がスタート、幅広い年
代間でコミュニケーションが図られました。

本年度の当番期は、卒業年
次末尾が、「８」の期の方で
すので、68年、78年、88年、

98年、2008年、2018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。

また、同窓会が開催されまし
た折にはぜひクローネ会報
「同窓会便り」までレポート
いただけると幸いです。
クローネ会事務局
krone_ad@I.u-tokyo.ac.jp

本年の当番期は「８」

西澤和也氏にクローネ賞
「正規雇用者内の階層性」明らかに
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　本日は足元の悪い中、クローネ会同窓
会総会にご出席いただきありがとうございま
した。
　このような天候にもかかわらずここにご
出席いただいている皆様は本当にクロー
ネ会を支えていただいている方々であり大
変心強く心より感謝申し上げる次第です。
　クローネ会は今年で創立15周年を迎え
ました。継続は力なり、と言います。これ
からも微力ではありますが、会員の交流と
社会学研究室の発展のために努めてまい
りますのでよろしくお願いいたします。
　昨年会長になりましてから皆様からいろ
いろな宿題を頂きました。一言で言えば会
員に開かれた、その活動が良く見える会
であってほしいということだったと思います。
　この１年取り組んできた活動全般につ
いては後ほど報告致しますが、その中か
ら特に次の２点についてお話させていた
だきます。
　第１点は会報についてです。これまで
会報は年１回の発行でした。クローネ会
創立後しばらくは年２回発行しておりました
が、毎年の収支で赤字が出るということで
１回になりました。しかし昨年会員の中か
ら、たとえ赤字が出ても必要な活動は積
極的に行うべきだ、という強い後押しも頂
き年２回の発行に戻しました。お陰様で
今回の18号はタイムリーで充実した内容に
なったと思います。
　ページ数も増やし今回から「同窓会便
り」というページを設け、各期の同期会
開催のご紹介もし、同窓会報らしくなった
なと思っております。また、担当の85年

卒の大村公美子さんが編集後記でお願
いしましたように、クローネ会事務局宛に
同窓会便りを積極的にご投稿いただきた
いと存じます。
　第２点は現役学生とOB・OGとの交流

であります。
　学校では昨年度より社会学特殊講義
「現代の職業：仕事の意味世界」という
授業を行っております。これは卒業生に仕
事について語っていただき、質疑応答し、
学生にレポートを書いてもらうという授業で
あります。すでに沢山の卒業生に参加し
ていただいていますが引き続きご協力をお
願いいたします。
　また同窓会主催で現役学生と卒業生
の交流会「大人の社会調査実習」とい
うイベントも行っています。今年は12月９日
（土）に本郷キャンパス内のファカルティー
クラブで開催いたしますので奮ってご参加
いただきたいと存じます。
　以上クローネ会の活動の一端について
ご報告いたしましたが今後とも皆様の積
極的なご参加をお願い申し上げます。

継続は力なり
今後とも積極参加を願う

クローネ会会長　大橋皓介

平成29年度
クローネ会総会
会長あいさつ

クローネ会総会冒頭、あいさつする大橋会長（左）
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◇事業報告及び事業計画について

　昨年度は、総会での要望を受けて同
窓会報「クローネ」の年２回発行を回復
しました。９月に加えて卒業式前の２月に
発送した17 号は、卒業生にも配布すると
同時に、平成 29 年３月24日の社会学研
究室の卒業式には大橋会長と田中事務
局長が来賓として出席し、卒業生のクロー
ネ会入会促進を図りました。また、研究
室が学部生に向けて新たに開講した特
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６名の講師選定に協力しま
した。２年目となる平成 29 年度も継続し、
会員間の交流も図ってまいりました（詳細
は８頁）。
　また、従来OB有志で運営されてきた
「大人の社会調査実習」（現役生と卒
業生の交流会）をクローネ会の事業とし
て実施していくこととし、一昨年 12月３日
に湯島天神内会場で開催、55 名の参加
を得ました。本年度は本郷キャンパス内
ファカルティ・クラブにて昨年 12月９日に
実施しました（詳細は７頁）。
　クローネ賞に関しては本年度は以下の
該当者
１）修士論文の部
　西澤和也　「昇進構造からみた雇用
者内格差に関する実証研究」
２）卒業論文の部

　藤田尚樹　「『社会の問題』としての
犯罪事件の構成―『秋葉原連続殺人
事件』をめぐる新聞報道におけるディス
クールの諸相―」武内今日子　「多形的
な『私』の承認をめぐって―Xジェンダー
の語りから―」の３名に授与いたしました。
　来年度以降も研究室との一層の連携
強化を図り、研究活動の社会還元、現
役生との交流等を通じた社会参加への支
援となるような事業を計画・実施してまいり
ます。

◇会計報告及び予算について

　平成 28・29 年度決算に関しては、
会報発行が年２回に復し、クローネ賞授
与対象者が増えたために当初予算を超
過した支出実績となりました。
　平成 29・30 年度予算に関しては、
概ね今年度同様の支出と従来並みの会
費収入を見込み、均衡予算を目標とし
て作成しました。

クローネ会（東京大学社会学研究室同窓会）
平成28・29年度　事業報告及び会計報告
平成29・30年度　事業計画及び予算

予算
収入

平成29年9月1日～平成30年8月31日

平成29年10月21日　　　　  会計幹事：音田崇幸

年会費（平成28-29年度、3000円×126名） 378,000 

終身会費(平成28-29年度、30,000円×22名) 660,000 

懇親会費（3000円×50名、500円×4名） 152,000 

平成28-29年度からの繰越 8,527,819

　計 9,717,819

支出

会報費（第19・20号：印刷・通信・人件費） 720,000 

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 100,000

交流事業費 140,000

運営事務費 30,000

予備費 20,000

平成30-31年度への繰越 8,527,819

　計 9,717,819

会計報告
収入

平成28年9月1日～平成29年8月31日

支出

会報費（第17・18号：印刷・通信・人件費） 933,630

総会・懇親会費（会議・人件費） 153,211

幹事会費（会議・通信費） 38,668

クローネ賞代 145,035

交流事業費 92,693

運営事務費（什器・人件費等） 31,496

平成29-30年度への繰越 8,527,819

　計 9,922,552

残高内訳

ゆうちょ銀行 7,905,144

みずほ銀行 567,855

研究室 手許現金 64,820

内仮受金（二重入金等） -10,000

　計 8,527,819

（平成29年8月31日現在）

（単位：円）

（単位：円）

年会費（3000円×110名） 330,000

終身会費（30000円×13名）　  390,000 

懇親会費（3000円×42名＋500円×1名） 126,500 

記念誌販売（5000円×0冊） 0

銀行利息 3

平成25-26年度より繰越 9,076,049

　計 9,922,552

懇親会で佐藤健二教授から当日の講演者相部任宏
氏へ記念品が贈られた

乾杯のあいさつをする中江利忠顧問（右）

懇親会の様子
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バラエティーを入り口に、 
「教養」を届ける

　「教養」というものをテーマに、バラエ

ティーという形でプレゼンするという番組づく

りをずっとやってきました。「教養」の学問

的定義はよくわからないですが、私なりに

考えていることはあります。「すぐには役立

たないけれど、『あの時テレビで言ってたこ

とはこういうことじゃないか』『あの考え方は

ここで使えるなあ』などと思える、人生を目

に見えない形で豊かにする学問のエッセン

ス」ではないか、ということです。それを

面白く深く伝えるにはどうしたらいいかを考

え続け、どんな結果に至ったかお話しした

いと思います。

　教養とテレビを結びつけてみようと最初に

思ったのは、在学中に「知の開放」とい

う東大のコンテンツをＣＳ放送するというイベ

ントがきっかけでした。当時、私がNHKで

内定をもらっていたのを聞いた上野千鶴子

先生からお誘いを受けて手伝うことになりま

した。おかげで、ありとあらゆる学部のコ

ンテンツを番組にするという体験をしました。

「研究者の中には、こんなに面白いことを

考えている人がいるのか」と遅まきながら

気づき、「これをテレビでわかりやすく伝え

るにはどうしたらいいんだろう」とぼんやりと

考え始めました。

　元々NHKというのは、「NHKスペシャ

ル」とか歴史番組とか、教養をテーマにし

た番組がかなり多いところです。しかしそ

の内容を世の中の皆さんに興味をもって見

てもらうのは簡単なことではありません。教

養番組の宿命ですが、テーマに興味がな

い人には難しすぎて面白くない。レベルを

下げて簡単にして上手く番組にまとめたとし

ても、薀蓄とか雑学レベルで終わると、「好

きな人が知ってればいいよね」という話に

なります。興味のない人に教養を「意外と

面白いな、深いな」と思ってもらうためには、

バラエティーという誰にも平易な語り口を入

り口に、笑わせて油断した隙をつき、搦め

手から物事の真理に入っていくしかないの

ではと考えたわけです。

　私が得意な教養というのは「歴史」な

んですが、これは事実関係や前提条件を

はじめに勉強しないとわからない話が多い

んですね。では、まず興味を持ってもらう

ためにどうすればいいか。突破口として考

えたのが「誰もが感じるであろう、身近な

謎から考える」です。「目の前の風景を不

思議に感じ、風景に違和感を感じる」とい

うことです。そうした疑問を掘り下げていく

と、必ずその土地の成り立ちや歴史につ

ながるものが見えてくる。

　その上で、「歴史」という1ジャンルから

垂直にアプローチするだけでなく、地理と

か地学といった多角的なジャンルから水平

方向にも謎を掘り下げていくと、もっともっと

深みのある驚きがあったりする。こうした構

想で生まれたのが「ブラタモリ」という番

組でした。

「ブラタモリ」の誕生： 
表参道の断面図から歴史の
断面を発見

　2008年に放映したパイロット版では原宿・

表参道を取り上げました。当時私が別の

仕事で知った「キャットストリート」（裏原宿）

という道に、謎の二叉の道があるという記

事を見たのです。理由を探ると、蛇行して

いた渋谷川をまっすぐにして旧河道を埋め

立て、さらに新しくできた川もその後暗渠化

したことが二叉を生んだとわかりました。で

はなぜ暗渠になったか。浮かび上がってき

たのは、1964年の東京オリンピックに向け

て急遽トイレを水洗化するため、川を下水

管に転用すべく蓋をしたからだという事実。

この疑問→謎の解決が、番組のすべての

原点になっています。最初にわかっていた

のはこの話だけだったんです。

　表参道の谷底になっているキャットストリー

トから神宮方向と青山通り方向に上りなが

ら、それぞれに謎がないか、見つけていく

ことにしました。（明治神宮からは表参道

を下る道。途中からは上り坂になって青山

通りに至る地形の断面図を黒板に描きなが

ら）こんな地形になっている。表参道の歴

史を、地形をたどりながら断面的に見せる

番組ができないか、というわけです。

　調べてみると、キャットストリートは、明治

神宮からの谷を流れ落ちてきた水が作る川

でした。その水は明治神宮内にある「清

正の井戸」から流れている。もとは井伊家

の下屋敷の池です。神宮になったのは明

教養をもっとおもしろく
　　　　　　～ブラタモリ開発の現場から

平成29年度クローネ会総会　記念講演

NHK制作局エンターテインメント番組部チーフ・プロデューサー　相
あい

部
べ

任
ただ

宏
ひろ

氏（98年卒）
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治天皇が亡くなってからで、あの広大な杜

は完全な人工物だったんですね。

　考えてみれば表参道はその明治神宮へ

至る「表の参道」です。その中腹にあるポー

ル・スチュワートというブランド店舗には、お

城の石垣みたいな外壁がある。これは参

道を作るために山をまっすぐ切り通したとき

の土留め（護岸）の痕跡です。色 と々意

外なことが重層的に、お互いに関係しあい

ながら芋づる式にわかってきます。

　坂を登って青山通りまで来ると、左手に

山陽堂という妙に平べったい本屋さんがあ

る。東京オリンピックの時の青山通り拡張

工事のおりに、店の前半分が切られてしまっ

たという切ない物語が明らかになりました。

　こうしたことから、原宿・表参道の忘れら

れた歴史の深みが見えてきます。この街は

今でこそファッションストリートとして胸を張っ

ているけれども、元はといえば明治天皇が

亡くなり東京オリンピックが街を破壊した果

てに生まれたという、何とも味わい深くも皮

肉な生い立ちをもっていたということです。

この驚きは、何か番組になるのではないか

と思いました。

「ワクワク」の追体験者として 
のタモリさん

　こうして私が個人的に発見した時に感じ

た「ワクワク感」を追体験してもらうために

欠かせないのが、このジャンルに造詣の深

いタモリさんの存在です。タモリさんへの思

いは、私が大変尊敬してやまない社会学

科の大先輩、フジテレビの大プロデューサー

だった横澤彪さんの影響がありました。横

澤さんがＯＢと聞いて、進学先を決めたほ

どですから。

　タモリさんをお昼の顔「笑っていいとも！」

に抜擢して、その知性を世に知らしめた横

澤さんの大胆さ、勇気、勘は凄いと思います。

「オレたちひょうきん族」では当時としては

画期的なことだった、「タレントたちが遊ん

でいる様をそのまま切り取ってみせる」とい

うドキュメント性の笑いを導入しました。こ

の知性とドキュメント性のコラボというのが、

横澤さんがタモリさんに求めていたことでは

なかったかと思っています。

　タモリさんという人はカメラの前でも後ろで

も、いつも平常です。これって、ものすご

いことなんですね。普通タレントさんはカメ

ラの前では頑張ってはしゃいだり、芝居し

てみたりするものです。でもタモリさんはい

つもさりげなく、ウソがない。淡 と々してリアル、

「ドキュメント性」なんです。横澤さんがタ

モリさんに期待したのは、たぶんここではな

かったかと思います。

　実は、タモリさんには毎回全く台本を見

せていません。目的地以外は一切教えて

いません。タモリさんがノープラン状態で、

演技せず、ガチンコで未知の真理を発見

していく過程をリアルに見つめるからこそ、

われわれが気付いた時のパッションが再現

できていると思います。

　ブラタモリをやった結果、教養をテレビで

伝えるということの考えが変わってきました。

教養そのものを描くというよりも、人間が教

養を得る時の振る舞いとか喜びとか感情と

か、仕草とか動作とを描くことがすごく大事

なんじゃないか、と。以前は、どう情報を

整理して料理して面白おかしいテロップを

つけてわかってもらうかということばかり考え

ていたんです。けれども、ただ情報をプッ

シュするのではなく、探究心とか事実の探

り方を、過程も含めてリアルに示して、番

組を見ている人が身近な場所で実行できる

かもしれないことを丸ごと「ご提案」してい

く。おそらく今、ブラタモリをご支持いただ

いている要素があるとすればこういうことな

のではないかなと思います。教養を知ろう

とする人間＝タモリさんの態度そのものをド

キュメントしていくということが大事なのでは

ないかという考えに至りました。

　それを実現するには、タモリさんと真剣

勝負するということが一番大事です。タモリ

さんにどんどん「謎」を提示して、わかり

ます？どうしてでしょうね？と、提示していくと

いうことなんです。残念ながらタモリさんは

よくご存知なんですけどね。そこがまたディ

レクターとの競争心を生み、番組にドライブ

をかけることにもなっています。さりとて、あ

の場が物知りばかりだと共感を呼ばないの

で、ものを知らないアナウンサーも出てきま

すが（笑）。

　クイズ構造になっているのもわけがありま

して、これは視聴者の皆さんにも一緒に考

えてもらうための仕掛けです。目の前にあ

る膨大な世間の中から、埋もれた「なぜ」

を突き詰め続けていく。９年間、この番組

が大事にしているルールです。井上陽水さ

んが歌う主題歌の中で「テレビなんか見な

いで～」という歌詞があります。テレビなん

か見ないで出来れば現実の町に出て、皆

さんにも町に出て「ブラブラ」してほしい。

そういう「体を使った教養」というのが、ひょっ

とすると本当の教養ってことなんじゃないか

なあと僭越ながら思ったりしております。

　先日、別の番組の取材でグーグル本社

へ行きました。ユーチューブを傘下に持っ

ているので社内にスタジオがあります。びっ

くり仰天したのですが、普通スタジオってい

うのはある程度の距離（広さ）がないとカ

メラで引きのカットがうまく撮れない。ところ

がグーグルのトークスタジオの幅はこれ（数

メートル）くらい。はたと気づいたのは、ネッ

トの人たちはロングの２ショットみたいなのは

全く必要なく、いきなり本題から入る。アッ

プしかいらない。僕なんかが知っているテ

レビ文法とは全く違う文化が押し寄せてき

ている。多分このままだと我々の文法はきっ

と塗り替えられちゃうだろうなという危機感

も、番組を作りながらも感じてはいます。

　しかしながらテレビが誕生して60年以

上、考えながら映像を撮り、作り手の何ら

かの感情や思いやメッセージを形にしてい

くという文化そのものが廃れるということは、

きっとないだろうと思っています。今後とも

可能性を追求して新しい形を考え続けてい

きたいと思っております。

	 	 		（2017年10月21日）
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社会学を陰から支える場に

副会長・新常任幹事からのごあいさつ

　2016年度からクローネ会副会長をお引き受けし
ました。とはいうものの、勤務先の大学での学務
やジャーナリストとしての活動に忙殺され、ついに
2017年後半は、さまざまな病気に襲われて蓄積
疲労と診断され、全く貢献できませんでした。もう
しわけありませんでした。
　そんな私ですが、気にかけていることはありま
す。2014年の国立大学法人評価委員会で、「教
員養成系、人文社会科学系は、組織の廃止や

社会的要請の高い分野への転換」というくだり
が盛り込まれるなど、社会学の役割の軽視ともい
える状況が生まれていることです。
　少子高齢化や産業構造の大転換の中で大き
な曲がり角を迎えている日本社会にとって、社会
科学、とりわけ社会学は重要な役割を担っていま
す。社会学科の卒業生と在校生を結ぶ場である
この会を通じて、そんな社会学を陰ながら支える
ことができればと願っています。	
　今年こそは体調を立て直しますので、どうかよ
ろしくお願いします。

副会長
竹信三恵子氏
（76年卒）

同期の再結集も目指したい
　1969年６月30日に社会学科を卒業しました。こ
の年は東大紛争の真っ只中、安田講堂が1月に
陥落した後も、長い間キャンパス内は催涙ガスで
目が痛み、授業も再開できませんでした。
　社会学科生の約半数は就職が内定していまし
たが、卒業に必要な論文の指導は、皆本郷の
喫茶店などで受けました。
　私は7月1日何とかTBSに入社できたものの、そ
の後ほとんどの同窓生とは音信不通となりました。
なぜなら紛争当時、教室では、「お前は全共闘
派か？民青か？それともノンポリか？」と、自分の立

場を旗幟鮮明にすることが求められました。
　「お前は自己保身だけで卒業していくのか！」と
いう罵声も浴びました。つまり皆踏み絵を迫られ、
仲の良かった友人たちとも思想信条が違うと、仲
違いすることになってしまったのです。
　以来同期の名簿も雲散霧消し、一度もクラス
会などが開かれたことはありません。
　すでに古希を迎え、かつて紛争前は熱い議論
を戦わせたクラスメートと、もう一度会いたいと思
うこの頃です。東大卒後50年を前に、クローネ
会の新幹事の一人として、失われた名簿の補完
に努め、何とか同期の再結集を目指したいと思っ
ています。よろしくお願いいたします。

常任幹事
谷 徳彦氏
（69年卒）

学びを分かち合い役立てるために

　私は進振りで文学部社会学科に進学して以
来、博士課程まで在学し、その間に結婚や２度
の出産をして、博士の籍を抜いた後も学振ＰＤ研
究員として所属していたので、産休や在外研究
も含めて合計15年間もご厄介になったことになり
ます。こんなに長期間に渡って居候をさせていた
だきました指導教官の似田貝名誉教授ならびに
研究室に対して何か恩返しをせねばという思い
で、打診があった際にお引き受けしました。
　同じ所にはおりましたが、研究テーマはその
時々に応じて変わり、最初は芸術社会学を標榜

しておりましたが、やがてチーム医療、病いの経
験などに対象を移し、アメリカでは公衆衛生大学
院に所属して、健康格差や国際保健（ハンセン
病中心）や患者アドボカシーについて研究してき
ました。この変遷はどれも当事者の方々に出会っ
たことがきっかけであり、本研究室で現場から学
ぶことを徹底的に叩き込まれたからだと思います。
　こうした社会学的態度は社会人になってからも
重要だと思います。社会学を通して結びついた
会員の皆様が、この学びを分かち合い役立てて
いただけますよう、お手伝いをさせていただけれ
ばと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

常任幹事
細田満和子氏

（92年卒）
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　「自分たちが学生のころ、もっと気軽
に卒業生と知り合える機会がほしかっ
た」。そんな思いから、卒業生有志が
中心となって2007年から年１回程度開か
れてきた現役生と卒業生をつなぐ場。今
回は松本三和夫、武川正吾両教授も参
加されました。
　午後６時からはじまった会の冒頭、ク
ローネ会の大橋皓介会長は「大人の社
会調査実習」というネーミングを「大変
良い」と評価。現役学生に対し「この
場にいる大人たちに、『大人とは何か』
を問い詰めてください」と笑顔でハッパ
を掛けました。
　卒業生たちが内心たじたじとなる中、
積極的な現役学生に助けられる形で、
各テーブルでぽつぽつと会話がスタート。
立食形式でテーブル間の距離が近かっ

たことも奏功して、自然に話が弾んでい
きました。
　あるテーブルでは国家公務員を目指し
ているという学生に、某中央省庁の要職
を務める大先輩が、各省庁ごとのカラー
の違いや、ワークライフバランスの実現
の仕方などについてアドバイス。
　またあるテーブルでは、就職活動を終
えた学生が、昨年のこの場で助言を受
けたＯＧに就職先を報告。メ
ディア関係に進むというこの学
生は「絶対に面白い番組をつ
くります」と力強く抱負を語っ
ていました。
　同級生や旧知の先輩、後輩
との久しぶりの再会を喜ぶ声も
あちこちから上がり、社学ＯＢ・
ＯＧ同士で結婚した夫婦のお

子さんも会場に花を添えていました。
　ちなみに、「ファカルティクラブ」の食
事は「ホテル椿山荘東京」が提供して
おり、大学内とは思えない（？）ほどレ
ベルの高いオードブルの数々。泡をゆっ
くりと注ぎながら、「ほんの一瞬慌てない
だけで、おいしいビールにたどり着けま
すよ」とのバーテンダーの男性の語り口
も絶妙でした。
　２時間の会はあっという間に過ぎ、最
後は本年度で退官される松本教授か
ら、卒業後の現在の姿を確認できるこ
の集いの意義を確認する旨のあいさつ
をいただきお開きとなりました。
　終了後、卒業生の１人は「時代も人
気の就職先も変わっていくけれど、やっ
ぱり同じ社学っていうだけで親近感がわ
くね」としみじみ。次回もさらに多くの学
生、卒業生の皆さんにご参加いただき、
より楽しく実りのある会にしていきたいと
思います。

運営メンバー募集します
　今回は2010年、2007年と2005年の
卒業生計４人が主に準備を進めてきまし
た。次回以降、会の運営をお手伝いい
ただける卒業生の方からの連絡もぜひ
お待ちしております。

（文責・佐伯健太郎）

　2017年の暮れも押し迫った12月９日、東大本郷キャンパスにある伊藤国際学術セン
ターのレストラン「ファカルティクラブ」で、社会学研究室の現役学部生や院生とＯＢ・
ＯＧ、先生方が集う交流会、通称「大人の社会調査実習」が開催されました。前回
からクローネ会の公式行事となったこの会には今回計50人が参加し、現役生と卒業生
が就職活動や社会人生活、子育てと仕事との両立、はたまた社学時代の恋愛など、
様々な話題に花を咲かせました。

世代超えた交流会「大人の社会調査実習」 50人が参加

「同じ社学、それだけで親近感」
「
ま
た
こ
の
会
合
で
会
い
ま
し
ょ
う
」
と
松
本
三
和
夫
教
授
（
右
）

「
大
人
の
集
ま
り
で
は
三
本
締
め
」
と
語
る

田
中
事
務
局
長
（
左
）
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特殊講義
「現代の職業：仕事の意味世界」
２年目・教室からのレポート

　複雑かつ日々変化する現代の職
業・労働の世界を、対話を通じて見
つめる授業「社会学特殊講義　現
代の職業：仕事の意味世界」を本
年度も開講しました。社会の第一線
で活躍する社会学専修課程のOB・
OGをお招きし、職業・仕事について
語って頂きました。学生からの事前
質問や講義後の質疑応答を通じて
対話がなされ、毎回白熱した講義と
なりました。普段の演習・講義・実習
とは異なる角度で議論する本講義
は、社会学の可能性と課題を考え
る良い機会と言えるでしょう。

○講義題目
現代の職業：仕事の意味世界
○担当者
武川正吾教授・佐藤健二教授
○開講日程・時限・教室
2017年９月28日〜 2018年１月19日
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
通じて学ぶ。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。
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。

ゲストスピーカー（敬称略）
①小林丈展（2005年卒）
　NTTコミュニケーションズ㈱
②岩本健太郎（2005年卒）
　㈱日本経済新聞社
③福留雅彦（1992年卒）
　㈱One Vision
④小野暁史（2006年卒）
　東海旅客鉄道㈱
⑤岩鼻早苗（2004年卒）
　㈱集英社
⑥原田豊（1979年卒）
　科学警察研究所

2018

　平成最後から２番目となる卒業
式シーズン。
　第18号に引き続き第19号をお

届けでき、年２回の発行も軌道に
乗ってまいりました。
　ただ、クローネ会の行事を事前

事後にお知らせするだけでなく、
皆様の現在の姿もお伝えする媒体
となることで、卒業生を縦横につ

なぐ会報の役割がより果たせるも
のと思っております。
　　　  （1985年卒・大村公美子）

皆様のお便り・ご意見をお待ちしています　クローネ会事務局　krone_ad@l.u-tokyo.ac.jp　までお寄せください。

自
身
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
振
り
返
る
岩
本
健
太
郎
氏

（
10
月
26
日
撮
影
）

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
の
目
的
・
意
図
を
説
明
す
る
福
留
雅
彦
氏

（
11
月
２
日
撮
影
）
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