
　2018年10月13日（土）、本年度のクロー
ネ会総会が本郷キャンパス法文１号館に
て開催されました。

クローネ賞授与式 
宮部氏に賞状と記念品

　総会に先立ち、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
論文は、宮

み や

部
べ

峻
たかし

氏の「総力戦における宗
教の歴史社会学的研究−−浄土真宗の戦
時教学の分析」で、近代日本における宗
教と社会の関係を問う歴史社会学的研究
です。とりわけ、思想犯という実存的問い
を抱えた囚人が、刑務所における宗教者
による教誨という実存への働きかけによって
反体制的思想から離反する過程を、宗教
的言説の「意図せぬ結果」として見事に描

き出した点が高く評価されました。宮部氏
へは大橋晧介会長より賞状と記念品が授
与されました。
　総会では事業報告及び会計報告、事
業計画及び予算が原案通り承認されまし
た（詳細は２頁）。
　さらに役員改選に関して、顧問の中江
利忠氏（53年卒）、常任幹事の福留恵子
氏（87年卒）の退任、及び新任として松吉
裕太氏（2010年卒）を初の2010年代卒常
任幹事として迎えることになった旨が報告さ
れました（松吉氏ごあいさつは７頁）。
　また、大橋会長からは中江顧問の退任
にあたり、「14年前のクローネ会の会報の創
刊号で同窓会の初代会長中江さんは創設
されたクローネ会の目的意義について次の
ように述べられております。
　――社会学はもともとEinbruchslehre

（越境する知）とも、Interdisciplinary（学
際的な）学問ともいわれ、複雑で混迷化す
る21世紀の世界や日本の政治・経済・社会
情勢の分析や打開には、もっとも有効で
必要な学術体系ではないかと考えておりま
す。それだけに、同窓会規約の目的に『会
員相互の親睦』と並んでうたわれております

『研究室の発展に寄与する』ことができま
すように、私たち同窓会員も、在学中と卒
業後に培ったInterdisciplinaryな知識と体
験を、研究室や社会の発展のために少し
でも役立てていきたい――と決意表明をさ
れております。今後とも、クローネ会の目的

意義raison d’etre とは何かを常に振り返り
ながらクローネ会の活動をさらに充実・発展
させて参りたいと思いますので同窓会各位
のご支援ご鞭撻を引き続きお願い申し上げ
ます。そして創立以来、準備期間も加え
れば15年以上の長きにわたり会長・顧問を
務めていただき、クローネ会の発展にご尽
力をいただきました中江さんへ、敬意を持っ
て心より御礼を申し上げます」との旨のあい
さつがありました。

平成30年度 第16回クローネ会総会報告

中江利忠氏 顧問退任へ

今年の当番期は「９」

今年の当番期は卒業年次末尾が「９」
の期の方ですので、69年、79年、89
年、99年、2009年、2019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。

初代会長 会の発展に尽力

総
会
で
あ
い
さ
つ
す
る
大
橋
会
長

クローネ修士論文の部を受賞した宮部峻氏
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◇事業報告及び事業計画について

　昨年度は、３月20日に「クローネ会」第
19号を刊行し、年２回発行を軌道に乗せ
ました。また、特殊講義「現代の職業：
仕事の意味世界」の協力を継続して、3
年目に入っています（詳細は８頁）。
　一昨年から、クローネ会の事業とし
て実施し始めた「大人の社会調査実習」
（現役生と卒業生の交流会）は、ファカル
ティクラブにて12月９日にて50名の参加者
をえました。
　本年度も、同じくファカルティクラブにて、
12月15日に実施しました。（詳細は７頁）。
　この事業は、従来のクローネ交流会が
発展したものとして、就職だけでなく、よ
り長い目で見たライフコースの選択になる
ように育ててまいりたいと考えております。
　クローネ賞に関しては、本年度は以下
の該当者3名にクローネ賞を差し上げま
した。
　１）修士論文の部
宮部峻　「総力戦における宗教の歴
史社会学的研究―浄土真宗の戦時教
学の分析」
　２）卒業論文の部
市川結城　「ホルクハイマーにおけ
る近代的権威論の研究」
竹内美晴　「戦後70年間の東大卒女
性の人生―東京大学女子卒業生同窓
会さつき会の発行物の分析から」
　修士論文に対しては、総会で、卒業

論文に対しては、卒業証書授与式で差
し上げることで、学生の間に、クローネ賞
を目指そうという意欲が定着してきたのは
うれしい限りです。
　特殊講義「現代の仕事」への協力及
び、「大人の社会調査実習」は、就職制
度の変更も報道される中、在校生から、
ますます求められる事業かと認識しており
ます。
　その意味でも事業の形式はほぼ固まり
つつあるので、今後は研究室との一層の
連携強化を図り内容に充実につとめてま
いります。

◇会計報告及び予算について

　平成29・30年度決算については、会
報の増ページもあり、前年度決算に引き
続き、予算を超えた支出実績となりました。
　事業の方向が固まった中での収入実
績、支出実績を反映した形で、平成30・
31年度の予算からは、実績に応じた支出
超過の予算を組むようにいたしました。
　支出が超過する原因は、クローネ賞関
連の支出および、参加費の学部学生・院
生への軽減措置ですので、会員の皆様
にもご理解いただけるものと考えました。

クローネ会（東京大学社会学研究室同窓会）
平成29・30年度　事業報告及び会計報告
平成30・31年度　事業計画及び予算

会場では話も食欲も進んだ

主任の赤川准教授（左）のあいさつで始まった懇親会

下
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予算
収入

平成30年9月1日～平成31年8月31日

支出
会報費（第20・21号：印刷・通信・人件費） 900,000 
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 100,000
運営事務費 150,000
予備費 20,000
　計 1,450,000

会計報告
収入

平成29年9月1日～平成30年8月31日

支出
会報費（第18・19号：印刷・通信・人件費） 914,681
総会・懇親会費（会議・人件費） 154,247
幹事会費（会議・通信費） 36,124

クローネ賞代 94,974
交流事業費 37,000
運営事務費（什器・人件費等） 80,396
平成30-31年度へ繰越 7,962,401
　計 9,279,823

残高内訳
ゆうちょ銀行 7,642,042
みずほ銀行 172,990
研究室 手許現金 150,369
　（－仮受金） -3,000
　計 7,962,401

（平成30年8月31日現在）

（単位：円）

（単位：円）

年会費（3000円×104名） 312,000
終身会費（30000円×12名）　  360,000 
懇親会費（3000円×21名＋500円×10名） 68,000 
記念誌販売（5000円×1冊） 5,000
銀行利息 4
平成28-29年度から繰越 8,527,819
　計 9,279,823

会計幹事：音田崇幸平成30年10月13日

年会費（3000円×115名） 345,000
終身会費（30,000円×15名） 450,000
懇親会費（3000円×30名、500円×10名） 95,000
前期末と比較した
　繰越残高の差額（赤字額） 560,000

　計 1,450,000
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東洋の魔女を通して見る２つの東京オリンピック
平成30年度クローネ会総会　記念講演

東洋大学非常勤講師　新
あらた

雅
ま さ

史
ふ み

氏

　1964年10月23日、東京五輪閉会式前
日、東洋の魔女たちは女子バレーボール
決勝戦でソ連を３セットで破り金メダルを
獲得しました。試合は全テレビ局で放映、
NHKの視聴率が66.8％、民放も合わせる
と85％に達したともいわれています。
　本日は、東京五輪での戦いそのもの
に注目するよりも、どういう文脈で東洋の
魔女が金メダルを取ったのかということを、
当時のキャプテン河

か

西
さい

昌
まさ

枝
え

さんを中心に
お話しします。

キャプテン河西昌枝 
２度の引退危機

　河西昌枝さんは金メダル獲得当時31
歳でしたが、実はそれ以前に２回、引退
しようとしました。１度目は1958年、24歳
の時。所属する大阪府貝塚市の大日本
紡績貝塚工場（1930年代にできた最新
鋭・東洋一の工場といわれた）女子バレー
ボールチーム（略して日紡貝塚）が、国内
九つのタイトルを独占し日本一になり「もうこ
れですることがない」と引退を試みました
が、監督が父親を訪ね引き止めます。父
親は娘の結婚を望んでおり、当人も両親
に花嫁姿を見せたかった。が一方で海
外遠征の話も出ていて、「結婚する前に海
外を見ておきたい」と退社を思いとどめま
す。２度目の引退危機は1962年29歳の
時、宿敵ソ連を破って世界選手権で優
勝した時でした。既に実家では結婚の話
題はタブーになっており河西さんは寂しく
思います。「東洋の魔女は1964年のオリン
ピックのスターになるはず」とメディアは大
騒ぎ。しかし魔女たちは会社の偉い役員
を前に泣いて引退を懇願。「やめれば結
婚という目標も出てくるし、その他、女の

喜びを持ちたい」というムードでした。また、
大松（博文）監督も体力と家庭の問題を
理由に当時バレーボールから離れようとし
ていました。
　ここで一つの問いが生じます。なぜオリ
ンピックを前に引退を考えたのか。今日で
は多くのアスリートにとってオリンピックは最
大の目標であるはずです。
　スポーツとしては新参者であったバレー
ボール。なぜ紡績会社の一企業チームが
日本代表チームになれるくらいに強かった
のか。これが河西さんが引退を考えた一
つの理由にもつながってきます。

バレーボールとレクリエーション

　バレーボールがYMCAによって考案さ
れたのは1895年、わずか120年くらいの
歴史です。特徴はボールが１個あれば数
人が一度にゲームを楽しめ体が激しく触
れ合うことがないこと、レクリエーション（年
齢、性別に関係なく、誰にでもできる親し
みやすい活動）としての位置付けでした。
　1913年に日本流入当時16人制だった
のも、競技としての面白さよりも誰もが参
加できることを優先したためです。レクリ
エーション性の強さは本来スポーツとして
の普及という点ではマイナスになりそうで
すが、そうはなりませんでした。当初こそ
旧制高校・大学に導入されたものの、女
子工員の働く繊維工場において本格的
に普及したところがバレーボールの面白い
ところです。

競技志向の薄いバレーボール

　バレーボールは1910−1920年代、鐘ヶ
淵紡績、倉敷紡績、大日本紡績等、女

子工員が多くいる紡績会社・繊維会社に
相次いで導入されます。そして戦前から
戦後のある時期にかけて、奨励はするが
できるだけレベル向上については競技的
発展を目指さない、レクリエーション的普
及策がとられます。アメリカで生まれたス
ポーツとはいえ、その頃に強かったのはイ
タリア・東ヨーロッパ・ソ連・日本など、労働
組合が強い国や社会主義の国々でした。

バレーボールの競技化

　山梨県出身の河西昌枝さんは1951年、
大日本紡績の足利工場に入社しました。
この時期以降、バレーボールの競技化
が急速に進みます。チームスポーツはそ
のスポーツ空間の準備にコストがかかるの
ですが、バレーボールは工場の福利厚生
施設として急速に整備され、９人制のルー
ルが全国規模に浸透しました。これは日
本独自のことです。新聞メディアがバレー
ボール大会を整備、戦後数年間は、全
日本労働組合の体育大会というのもありま
した。　
　河西昌枝さんが入社した頃の繊維業
界では、バレーボールにはいまだレクリエー
ション色がこびりついていたため、各社多

1973年生まれ。博士課程（社会学）
単位取得退学
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くのチームを抱えていました。競技化へ
至る端境期には、会社の中でバレーボー
ルが特異な発展をしていることがわかりま
す。各工場単位でバレーボールのチーム
が作られ、対外試合に出る時も一つの企
業単位でなく、工場単位、労働組合単
位などのチーム編成でした。
　1950年代から1960年代にかけて、ようや
く一つの企業で一つのチームへと変化す
るきっかけを作ったのが日紡貝塚でした。

工場チームから 
企業チームへの脱皮

　1954年、河西昌枝さんの運命が変わり
ます。大日本紡績は、各工場からバレー
ボール選手を貝塚工場にかき集め、強力
なチームを社内に一つだけ作る事にした
のです。監督に任命されたのは関西学
院大学でバレーボールをやっていた大松
博文（1941 年入社）でした。そして翌年、
足利工場から移ってきたのが河西さんで
した。チーム発足当日、社長は「日紡の
バレーが弱ければ社運も衰退していると
見てしまうのが世間の常識じゃないか。だ
から大松クン、やるからには、日紡貝塚を
日本一にしてくれ」とハッパをかけます。
　当時、日紡貝塚には体育館はありませ
んでした（後に女工たちのための大食堂
を改装して体育館を造った。近代的な体
育館ができたのは東京五輪で金メダルを
取った後だった）ので平日は仕事が終わっ
た日没後、休日であれば炎天下の屋外
コートで徹底的に練習を繰り返し、レシー
ブ練習を何百回とやるため、手はすりむ
け血が滲み出ます。貝塚工場の3,000人を
超える寮生の若い女性たちの間ではその
過酷な練習に批判が起きました。「男女同
権の時代に大松は女性の敵だ」と。ただこ
の結果1955年には全日本選手権、実業
団女子選手権、国体の三つの大会で優
勝するという前人未到の成績を挙げます。

バレーボールの国際化と 
東京オリンピック

　日本一という目標の達成に、周りは納

得しませんでし
た。当時のバレー
ボール界は国際
化という課題を突
きつけられてい
たのです。さら
に1959年、IOC
のミュンヘン総
会で東京でのオ
リンピックの開催
（1964年）が決まります。
　もともとオリンピックは個人スポーツ中心
に構成され、チームスポーツはあまり採用
されてきませんでした。バレーボールの正
式競技化が始まったのは東京オリンピック
が初めてで、当初決まっていたのは「男
子のみ」でした。日本バレーボール協会は
これを機にポジションの固定された９人制
からローテーションのある６人制ルールを
採用します。
　大松も国際化に向け６人制に切り替え
ることに従いました。その頃のことをこう
語っています。「（前略）私は選手たちの心
を、よい父、よい兄のようにつかんでいる
ことをはっきり知るとともに、この娘たちを
早く十字架からおろしてやること、つまり
世界選手権を握ることに全力を尽くす決
意を固めたのです」。で、より練習の鬼に
なるわけです。大松は千本ノックと同じよ
うに千本レシーブを行うなど、よりハードト
レーニングを課するようになります。レギュ
ラー選手は毎晩、日によっては朝５時くら
いまで練習を行っていたといいます。睡
眠時間の短さについて大松は「外国の試
合に出ても睡眠不足に悩まされない訓練」
と説明し、多少の熱やけがでは練習を休
ませず、痛んでもいないのに知り合いの
病院の医師に頼んで選手に黙って盲腸を
切らせたりもしていました。いつでもどこで
も実力を発揮できる体をつくり上げるため
です。生理日に練習させることに関しても
非難囂

ご う ご う

々でした。今日のスポーツ選手の
場合、ドーピングか否かの線引きは難しい

ところですが、かなりいろいろな薬を使っ
たりして女性の生理をコントロールしている
わけで、いろいろな技術があるのでなか
なか表に出てこないのですが、やってい
ることの本質は当時とあまり変わらないの
ではないかとも思います。

ソビエトを倒すため

　こうしてソビエトを倒すという目標に向け
厳しい練習を乗り越え、1961年には日紡
貝塚単独チームでヨーロッパ遠征し、ソ連
を含む向こうのナショナルチームに24戦全
勝というとんでもない成績を挙げます。そ
の強さにソ連のメディアは日紡貝塚を「東
洋の魔女」と命名、国内メディアもこぞっ
てこのあだ名を用います。
　日紡貝塚単独の海外遠征を実現できた
のは、国内での圧倒的な強さもさることな
がら、東京オリンンピックでの女子バレー
ボール正式競技化を狙う日本バレーボー
ル協会が中心となっての思惑と、海外で
の宣伝効果を狙う会社側の思惑が結び
ついたがためです。彼女たちの海外での
活躍に日本バレーボール協会はすごく喜
び、大日本紡績もかつての主要産業から
国内需要が落ち、海外へと売り込みを図
る中、〝ヒット商品〟として日紡貝塚を表に出
していきます。IOCに向けてのロビー活動
は活発に行われ、1962年IOCのモスクワ
総会においてついに「男子の出場枠内に
限って女子の参加を認める」ことが決定し
ました。
　女子の正式競技化が決定した4ヶ月
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後、日紡貝塚は単独チームで世界選手
権にも出場し、長年のライバルであるソ連
を決勝で破って優勝します。そこでは初
めて回転レシーブが披露されました。
　この話でようやく今日の話のはじめに戻
りますが、目標であった世界選手権をよう
やく制覇し、河西さんは再び引退を希望
します。ところが1962年10月に東京五輪
正式競技に決まり、さあこれからだというと
きにやめようとしたために国内は大騒ぎに
なったのです。メディアを中心にどうして
東洋の魔女たちやめるんだってことが騒
がれたこのとき、大松と魔女たちのつなが
りはより強まりました。「当時会社では結婚
の心配はこちらでしてやるとも言ってくれた
し、日本のために錦の御旗で激励もして
くれた。もちろん私たちは会社を疑うわけ
もない。しかし、それから先２年、苦しい
試練に耐えていくのは私たちだし、大松
先生である」と河西さんは言っています。
大松監督はメンバーにとって父であり兄で
した。ちなみに、レギュラーメンバーの大
半には親がそろっていませんでした。この
ことに注目しかつて言及したのは作田啓
一先生でした。

主婦への旅立ち

　冒頭に話したように、魔女たちは最終
的には金メダルというゴールをつかみまし
たが、その後に貝塚工場に彼女たちの
居場所はありませんでした。社内の部署
も決まらず、出社しても応接室に待機せ
ざるを得ない状況でした。ましてや監督
の大松を企業の一社員として扱う人はお
らず、周恩来首相はすぐ直々に声をかけ
中国ナショナルチームのコーチ就任を要
請、佐藤栄作首相は参議院議員への出
馬を打診するなどいろいろあってオリンピッ
クの3ヶ月後、1965年2月に辞表を提出し
ます。大松の退社内定の翌日には魔女
を構成するメンバー６人中５人も退社を表
明します。大松に残された仕事は魔女た
ちの婿探しでした。河西さんに関しては

大松の紹介をことごとく断り続けましたが、
最終的に佐藤栄作総理私邸で陸上自衛
隊二尉との見合いに臨みます。彼女は相
手の男性と大松とが話が合うことを確認し
てようやく結婚を決めました。これら一部
始終がメディアに取り上げられ、結婚式
は総理夫妻の媒酌でとり行われました。

スーパーとミシンとバレー

　主婦という立場を手に入れた魔女たち
はしかし、バレーボールから離れることなく
ママさんバレーボールというジャンルを立ち
上げます。河西さんは「私たちは長い間、
勝つためにバレーボールをやってきた。そ
れも、いつでも世界一であるためにバレー
をやってきた。しかし、そういう責任を負
わないでバレーをやってみると、『バレーの
楽しさ』は格別だった」と語っています。ま
たメンバーの一人松村勝美さんは「ママさ
んバレーボールの講習会はしばしばスー
パーマーケット会社の後援で行われた」と
インタビューに答えてくれました。スーパー
出店のセレモニーに魔女たちが呼ばれ当
地の婦人たちと公開練習を行う、その傍
らで同時にミシンの即売会が行われたりし
たそうです。ママさんバレーボールのルー
ルは９人制です。貝塚の紡績工場で普及
したルールです。魔女たちは東京オリン
ピックの時のバレーだけでなく、工場の中
でやっていたバレーボールをちゃんと残し
ていきたいと思い、ママさんバレーボール
という形で引き継いだのです。当時は「全
国家庭婦人バレーボール大会」というのが
ありました。朝日新聞の主催で「ママさん
の甲子園」として設計され、甲子園とほぼ
仕組みが同じ。最初のスポンサーはブラ
ザー工業というミシンの会社でした。
　東洋の魔女というと東京オリンピックの
話ばかりになりますが、そうではないので
す。河西さんは工場とバレーボールの結
びつきを忘れていませんでした。後年彼
女がアテネオリンピックの強化責任者に
なった時、貝塚工場はすでに閉鎖されて

いましたがわざわざバレーボールのナショ
ナルセンターを貝塚に誘致しています。

閉じたオリンピックを超えて

　ところで、ここ本郷・神田周辺はかつて
スポーツの重要な拠点の一つでした。もと
もと今の東京ドーム（後楽園）には東京砲
兵工廠という陸軍の工場があり、これが
北九州の小倉に移った跡地に後楽園球
場ができ、スポーツの拠点になりました。
YMCAの建物は神田・小川町にあり、こ
こが日本で初めて体育館が造られた場所
といわれています。いずれも江戸〜明治
初期の軍事拠点だった場所がスポーツ拠
点になったのですが、東京オリンピックの
時、スポーツの拠点が西に移動します。
渋谷あたりを中心にして出来上がったオリ
ンピック会場は明治時代以降に急速に軍
隊の拠点になっていったところです。陸軍
の施設の跡地利用ということでスポーツ施
設が急速にできたわけで、東京五輪女
子バレーの拠点駒沢球技場もしかりです。
スポーツ空間というものは更地からではな
く、前もってある文脈があって作られるわ
けです。私たちがオリンピックということを
考える時、今ここだけのオリンピック大会
の話だけではなく、オリンピックというもの
がどういう文脈の中で成り立つのか、そ
の文脈とはどういったものなのかを考える
事が非常に重要なのではないかと思いま
す。オリンピックというと閉じたもの、競技
場のものとして考えることもできるが決して
そうではない。河西昌枝さんの話からわ
かるように工場の記憶もあるし、東京のオ
リンピックだけでなく、貝塚のオリンピックと
いうのもあるだろうと考えています。2020
年のオリンピックも、東京や競技場の中だ
けに閉じてはいけないし、それを開いたも
のとして語り続けるのが、スポーツの社会
学の役割ではないかと思います。というこ
とでほとんど1964年の昔話になりましたが
これにて終わりたいと思います。
 （2018年10月13日抄録）
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　こんにちは。年度途中の2018年10月
から着任した井口高志と申します。社会
学研究室の雰囲気は学部生・院生として
過ごした2003年までと変わっていないよ
うに思えるものの、学内のカフェなどの
増加、秋の銀杏並木の観光地化などに
戸惑いつつ日 を々過ごしております。

医療・福祉の研究へ

　学部生の頃を思い出すと、社会学研
究室の先生たちの講義や著作で学びつ
つも、文学部図書館で、逆オリエンタリ
ズム的に？憧れのあった関西の方の社会
学雑誌をあさり、差別研究や社会問題
研究、哲学・文学的な社会学を読んでい
ました。卒論は差別論からスタートした
のですが、当時インターネット上で文献リ
ストが入手できた構築主義という考え方
にはまり、そうした視点を適用すると差
別問題はいかに考えられるかを論じた、
今から思えば先達の議論を繰り返すに
過ぎないものに終わってしまいました。
　修士課程への進学後は、家族介護
者の経験の理解や、介護者と認知症の
人とのコミュニケーションなどをテーマに
インタビュー調査や参与観察に基づく研
究をしていくようになり、医療・福祉の社
会学的研究を名乗るようになっていきま
した。同時代の福祉や医療への社会的・
社会学的な関心の高まりが研究を後押し
してくれたように思います。

社会学の「外」での仕事

　博士課程を2003年に単位取得退学

し、お茶の水女子大学での日本学術振
興会の特別研究員を終えた後は、いわ
ゆる「東大社会学」あるいは「社会学」
本体とは離れたところで仕事をしてきたと
いう自己認識を持っています。
　最初に専任講師として４年働いた信
州大学医学部保健学科では、唯一の
社会学者（人文社会系という枠で見ても
学部内には臨床心理学の教員が他に一
人いるだけでした）として医療現場に出
て行く人たちに医療社会学を教え、そ
の後７年半働いた奈良女子大学生活環
境学部生活文化学科では、他に人文
社会系の研究者はいたものの、いわば
教員一人一店舗（ディシプリン）で、家族
関係論（家族社会学）を主に教えており
ました。
　そのため、今回本研究室に着任し
て、多士済済のスタッフとチームで制度
としての社会学を教えるのは初めてとな
り、半期の授業を終えても、自分の話し
ていることが社会学そのものを学ぶ人た
ちに対して話すべき社会学となっている
のか、不安が拭えません。

〝違和感〟を超えて

　私の中には、東大の社会学研究室は、
学説史や理論に裏付けられた知や方法
が生産されているところというイメージが
あります。その一方で、自分自身は、そ
うした知や方法を受信して、自分が調
査フィールドとしている介護や医療の現
場での出来事を理解・記述し、それをも
とに現場と対話していくことを目指してき

ました。
　そのため、ここは「自分にとって大事
だけれども遠目に見て、たまに訪れる場
所」だと思ってきたのですが、思いがけ
ずその営みに直接携わることとなってし
まい正直場違い感が拭えません。しか
し、そうした違和感に迫られて、これま
でやってきたことを振り返ってみると、そ
れは、医療・福祉の現場と社会学の世
界とを往還する中で、自らの思考の枠組
みである社会学的思考を鍛えることでも
あったようにも思えます。
　だとすると、そうした作業を言葉にす
ること、そうした方法への反省を含めた
調査実践を、スタッフ・学生・院生の皆さ
んの中で続けていくことが、ひとまずは
私自身が、ささやかながらこの研究室で
できる社会学なのではないかとおぼろげ
ながら思っております。
　具体的に、現在主に取り組んでいる
のは、介護を含めて認知症をめぐるさま
ざまな社会現象の現代的意義を考えて
いくこと、障害学や医療社会学の研究
を踏まえて、認知症概念の日常生活へ
の影響や、認知症の人の排除と包摂
の動態を捉えていくことなどです。また、
同時に取り組んでいる他の疾患・障害の
当事者や支援者たちとの共同研究など
も踏まえて、医療や福祉領域での学知
のあり方を考えていくことも課題としてい
ます。
　しばらくは（ずっと？）、戸惑いつつ仕
事をしていくと思いますが、よろしくお願
いいたします。

現場と社会学との行き来から考える
井口 高志准教授

社 会 学 教 室

新 任 担 当 教 官
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　2007年から年１回程度開かれてきた
この交流会。16年からクローネ会の公
式行事になりました。
　午後６時、大橋皓介クローネ会会長
の乾杯の発声でスタート。立食形式で、
会場に並んだ丸テーブルを囲んで交流
が始まりました。
　現役生からは、さまざまな業界で活躍
する卒業生に、仕事を選んだきっかけや
忙しさ、家庭との両立などの質問が相
次ぎました。なかには、現在は文学部
長でゼミを担当していない佐藤教授に、
ここぞとばかりに研究の相談を持ちかけ

若手の立場から盛り上げたい

新常任幹事からのごあいさつ

　大学受験のころから、東大の中でも専門では
社会学を選びたいという気持ちをもっていたの
は、漠然と「多彩な人たちが集まっていそう」とい
うのが理由でした。
　こうして社会人となり、同級生と旧交を温めたり、
「大人の社会調査実習」で先輩方や後輩の皆さ
んの活躍を伺ったりすると、果たして当時の自分
の直感は間違ってはいなかったと心から思えます。

　この度、ありがたくも常任幹事を拝命し、取り
組んでまいりたいのは、特に若手のＯＢ・ＯＧの皆
さんの関わりについてです。
　今回、私を常任幹事に推薦してくださった小
林丈展さん（05年卒）をはじめとする皆さまのご尽
力もあり、「大人の社会調査実習」はいま、クロー
ネ会の公式な催しとなりました。若手の卒業生の
皆さんは忙しい方ばかりかと思いますが、このよ
うな交流企画などを通じ、より多くのＯＢ・ＯＧの皆
さんが卒業後も研究室に関わろうと思える環境を
作っていきたいと考えています。

常任幹事
松吉裕太氏

（2010年卒）

る学部生も。卒業生は、同級生や先輩・
後輩との再会を楽しんでいました。
　会場のレストランは「ホテル椿山荘東
京」が運営しており、雰囲気の良さや食
事のおいしさも魅力。サンドイッチやミー
トローフなどの料理が並び、参加者は
皿やグラスを手に会話に花を咲かせてい
ました。
　あいさつした武川教授は「（古い旅館
を使っていた）昔の大人の社会調査実習
を知っている人から見ると、かなり食事な
どのクオリティが上がった」と感想を率直
に語り、会場の笑いを誘っていました。

　一方、佐藤教授は
「文学部にはいろんな
研究室があるけれど、
同窓会みたいな形での
集まりを持っているとこ
ろはそんなに多くない」
と指摘。こうした会合

を通じてつくられる人間関係自体が「あ
る種の社会資本なんだと思う」と、社会
学者らしい発言も飛び出しました。16年
度から卒業生をゲスト講師に招く特殊講
義「現代の職業」を開いていることを説
明し、協力を呼びかけていました。
　予定された２時間はあっという間に過
ぎ、最後まで参加者の会話は尽きていな
い様子でした。社会学研究室の同窓会
ネットワークが、また少し、強くなりました。

運営メンバー募集します

　19年は12月14日（土）に開催します。
就職活動を控えた現役生と世代が近い
卒業生の方々の参加をお待ちしていま
す。今後の企画や運営に協力いただけ
る卒業生も募集しています。
� （文責・松吉裕太）

　2018年12月15日（土）、本郷キャンパス内のレストラン「ファカルティクラブ」
で、社会学の現役生と卒業生の交流会「大人の社会調査実習」が開かれま
した。佐藤健二・武川正吾両教授も含めて４９人が参加。就職活動や社会
人生活などさまざまな話題で盛り上がり、親交を深めました。

世代超えた交流会「大人の社会調査実習」 49人が参加

佐藤教授 会合通じた人間関係は「社会資本」
会
の
終
盤
、
締
め
の
あ
い
さ
つ
す
る

佐
藤
教
授（
右
）と
武
川
教
授（
左
）
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　2018年は私たち1998年卒業が同窓会の幹事
年であるということで、秋のクローネ会総会にあわ
せて同期会を開催しました。やはり何かと忙しい
者が多く、総会後の懇親会には３名＋お子さん 1
名の参加にとどまりましたが、その後20時からの
二次会にはさらに４名が駆けつけてくれました。

　昔の思い出話、同期の消息、子育ての苦労、
親の心配……私たちも40を過ぎ、それ相応の話
題を語り合うようになりました。一方で、某大企
業の不祥事といった社会的な話題も登場し、当
の企業で既に部長クラスになっている者から内部
事情を聞かせてもらったり、あるいはそのうえで
他の大企業に勤める者から「それでも今回この
件が明るみになって良かったんじゃない？」といっ
た冷静な意見が聞かれたり。
　バカ話と全く同列に社会的なトピックに移り、な
んの躊

ちゅう

躇
ち ょ

もなく意見を取り交わす。そしてその意
見も感情論にばかり流れたりはせず、一人一人
が意見を持っている。このへんの議論のレベル

の高さはさすがで、同期たちの優秀さを改めて
認識せずにはおられませんでした。そのような仲
間たちと学生時代を過ごし、その後を共に歩み
続けられることの幸せを感じました。
 （文責・定松淳）

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。

社会学特殊講義
「現代の職業:仕事の意味世界」
3年目・教室からのレポート

　複雑化しつつある現代の職業・労
働の世界を有識者との対話から見つ
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卒業生の
方 を々お招きし、学部時代の関心・
活動や就職活動、現在に至るまで
の経歴などについて、豊富な資料か
ら事細かに（時にはユーモアも交えな
がら）お話しいただきました。学生と
の質疑応答では活発な議論が交わ
されており、学生自身の関心に沿う
授業になっていたと思われます。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。
　

○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 
2018年9月27日～2019年1月10
日/木曜6限/法文1号館�315教室

　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。
　
○ゲストスピーカー（敬称略） 
①10月4日　濱田顕司・2006年卒・
（株）小学館
②10月11日　佐伯健太郎・2006

年卒・一般社団法人　共同通信
社　政治部
③10月25日　須藤千紘・2004年
卒・日本放送協会　制作局第一
制作センター青少年教育番組部
所属
④11月１日　永野渓子・2006年卒・
（株）早川書房
⑤11月29日　渡辺（落合）恵未・
2005年卒・文部科学省（独立行
政法人日本学術振興会に出向
中）
⑥12月13日　銚子周一郎、菊池雄
介・共に2007年卒・（株）リンクス
⑦1月10日　大橋久美子・1992年
卒・J．ウォルター・トンプソン�ジャ
パン

2019

1998年卒
卒業後20年

盛
り
上
が
っ
た
二
次
会（
本
郷

三
丁
目
駅
近
の
店
に
て
）

　なつかしい顔ぶれで集った同窓会や転職・起業などのエピソード、「大人の社会調査実習」に参加してみての感想、各方面で活躍するクローネ会員の著
作紹介（自薦他薦・新刊既刊問いません）など、ぜひ共有させてください。

講義風景（2019年１月10日撮影）

「新鮮で貴重な経験だった」�
� ～ゲストスピーカーの所感

　「現代の職業」への登壇は、日々
の業務で凝り固まっている自分自
身にとって、新鮮な経験であった。
学生からのフィードバックは（こちら
を気遣ってか）概ね好意的だった
が、中にはハッとさせられるコメント
もあり、自らの仕事のありようにつ
いて新たな視点を提示してくれた
ように思う。貴重な機会を頂いた
ことに感謝したい。
� 渡辺（落合）恵未　2005年卒
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