
2019年度クローネ会総会は
11月２日（土）15：30より開催
　本年の総会は11月２日（土）に開催いたします（東京大学
ホームカミングデイの日程とは異なりますのでご注意ください）。

クローネ賞修士論文の部の授与式 
受賞者　服部 恵典氏

　総会に先立ち、クローネ賞修士論文の部の授与式を行いま
す。今年の対象論文は、服部恵典氏の「日本の女性向けアダ
ルトビデオを視聴するファン研究――性的主体化とジェンダー化
の観点から――」です。 

記念講演は
「『予防犯罪学』事始め:現場に役立つ犯罪社会学をめざして（仮）」
立正大学 法学部 教授　原田 豊氏

　総会審議終了後、記念講演を行います。今回は、立正
大学法学部教授の原田豊氏にお願いしました。原田氏は、
1956年大阪市生まれ。学術博士（犯罪学）。専門は犯罪社

会学です。1979年東京大学文学部社会学専修課程卒業後、
科学警察研究所に入所。1986年８月から２年間、フルブライ
ト留学生として米国ペンシルベニア大学犯罪学・刑法研究所
に留学。留学中に書いた研究論文 "Modeling the Impact 
of Age on Criminal Behavior: an Application of Event 
History Analysis" が、日本人としては初めてアメリカ犯罪学

会の最優秀学生論文賞を受賞。
2000年８月にペンシルベニア大
学から博士号（犯罪学）を取得。
科学警察研究所を定年退職後、
犯罪予防研究室特任研究官を
経て、2019年４月より立正大学
法学部に勤務されています。今
回は「『予防犯罪学』事始め:現
場に役立つ犯罪社会学をめざし

て（仮）」と題して、犯罪問題の研究や実践に社学的視点をど
う生かせるかについて語っていただく予定です。 
　講演会後には懇親会も予定しています。多くの皆様のご参
加をお待ちしています。 

原田  豊氏

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。

「社会学卒業生交流会 〜 『現代の職業』拡大版〜」2019年度開催のご案内
　社会学研究室の現役学部生や院生と卒業生、
先生方が集う交流会が今年も開催されます。
　卒業生有志により2007年にスタートしたこの会、
今年は「社会学卒業生交流会 〜 『現代の職業』
拡大版〜」と銘打ち、研究室が学部生にむけて開
講する特殊講義『現代の職業』を素地に、多くの
卒業生が一同に介する場にしたいと思います。

　卒業生から現役生への就職活動のアドバイスに
限らず、子育てと仕事との両立、はたまた社学時
代の思い出など、様々な話題に花が咲くイベントと
なっています。現役生らにとっては社会学の先輩ら
の層の厚みを体感できるこのイベント、卒業生の皆
様、学生のためにもぜひとも気軽にご参加いただき、
そして卒業生同士の交流も楽しんでみませんか。

日時：２０１9年12月１4日（土）
　　１８：00―２０：00
場所：東京大学伊藤国際学術研究センター内レストラン「ファカルティークラブ」（本郷キャンパス内）
会費（予定）：1,000円（学部生・院生）・3,000円（2012年～2019年卒業生）・5,000円（2011年以前卒業生）
参加ご希望の方はクローネ会事務局  krone_ad@l.u-tokyo.ac.jp  までご一報ください。

2019年度 クローネ会・幹事会・総会・懇親会日時
日時　2019年11月２日㊏ 場所

15：00より　　幹事会 事業報告・事業計画/決算・予算/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
 記念講演　原田 豊氏
 『予防犯罪学』事始め：現場に役立つ犯罪社会学をめざして（仮）」
17：10頃より　懇親会（会費3,000円）
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　赤川学主任の冒頭あいさつ、来賓の
大村常任幹事による祝辞に引き続き、卒
業証書授与が行われました。それぞれの
卒業論文の指導教官から証書が手渡さ
れ、卒業生は、その場で一言を述べて
席に戻ります。
　コメントは、卒論の指導教官への多大
なる謝意、進路先へ思いを寄せた抱負
に加え、「友人たちと集って卒論執筆した
思い出、と同時にその中で孤独も感じた」、

「社会学は何でもできると思ったけど、先
生は何でも教えてくれるわけではなかっ
た」、「地球温暖化は僕がなんとかしま
す！」等、個性あふれる言葉が続き紹介し
きれないのが残念です。
　卒業証書授与に引き続き大橋会長が
登壇、祝意が述べられた後にクローネ賞
が発表され、会長から賞状と記念品が
授与されました。対象論文は、濱字津佑
亮氏の「日本におけるオリエンテーリングの
成立――体力つくりとスポーツの狭間で―
―」と湯田瑞穂氏の「作品とキャラクター
が形作るコミュニケーション――銀魂コス
プレイヤーへのインタビュー事例から―
―」の二作です（受賞者本人による詳細
紹介は４頁）。
　最後に乾杯の後、教員全員からも即興
で心温まるスピーチがあり、和気藹 と々した
雰囲気の中で記念撮影、お開きとなりました。

44名の新会員が誕生
  平成30年度　卒業証書授与式

　平成31年3月26日（火）、国際学術総
合研究棟三大教室にて、社会学研究室
の卒業証書授与式が執り行われました。
クローネ会からは来賓として大橋皓介会
長と大村公美子常任幹事が参加し、新
会員を歓迎しました。

式次第終了後、ほっとした表情の一同
写真説明
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　ご卒業生のみなさん、保護者の皆様、
本日はご卒業おめでとうございます。34
年前の私の卒業当時は、安田講堂はま
だ閉鎖されており、今のような卒業式ら
しいセレモニーは一切なく、当日集まって
卒業証書を事務的に手渡されただけでし
た。薄暗い研究室に差し込む光は逆光
となり、記憶の中の友人たちの表情はぼ
んやりと霞んで見え、今思えば先行き不
透明な将来を暗示するかのような少々寂
しい旅立ちでした。幸い、あっけなくバラ

バラになった同級生たちとも、30年余りを
経た今でもたまに会えば、たちまち記憶
がよみがえり打ち解け、話が弾むのは嬉
しい限りです。
　皆さんは数多ある学科の中で社会学
を専攻し、これぞと思うテーマで卒論を
書き上げ、その後の進路を選択されまし
た。今までの人生の中でも相当頑張って
達成感に包まれている方も多いと思いま
す。一方で、まあこんなもんかな、と若
干不完全燃焼気味の方もいらっしゃるか
もしれません。私もそうでした。大丈夫
です。人生まだまだ、これからが本番で
す。そしてお楽しみもあれば落とし穴もあ
るでしょう。このままじゃダメだと思ったら、
社会学で培った複眼的なアプローチで自
問自答を重ね、軌道修正を試みてくださ
い。何が正解かは多分人生終わってみ
ないとわかりません。だからこそ、後々人
のせいにすることだけはないように、ご自
分で選択し続けてください。

　最後に、クローネ会のPRをさせていた
だきます。クローネ会は、シニア世代の
卒業生が集い旧交を温めるいわゆるお達
者クラブではありません。もちろんそういっ
た面も少しはあります。でも第一の特色
は、現役生を始め今現在の研究室の活
動をサポートし、その発展に寄与すること
です。次は皆さんが、かわいい後輩たち
に向け、ご自分の社会人としての貴重な
経験や失敗談をぜひフィードバックしてく
ださい。そしてより若い人から発せられる
純粋な問いかけに刺激を受けてください。
当たり前ですが全く強制力はありません
ので、緩く長く繋がれるコミュニティの一
つとして、クローネ会へのショートカットを
心のデスクトップの片隅に貼り付けておい
ていただければと思います。
　これからのみなさんのご活躍を、心より
お祈りしております。　　（3月26日抄録）

来賓祝辞 大村 公美子常任幹事

人生、これからが本番
「自分」で選択を

クローネ会 緩く長く繋がろう

 平成30年度卒業生進路先
＜大学・大学院以外＞
IHI、アセットマネジメントOne、アナグラム、NTTデータ、外務省、花王、環境省、近鉄グループホールディングス、
国東市地域おこし協力隊、サントリーホールディングス、ジェイアール東日本企画、スカイマーク、住友商事（２）、太
陽生命保険、ソフトバンク、TBSテレビ、テレビマンユニオン、東京大学（大学職員）、名古屋テレビ放送、ニトリ、
日本IBM、日本コントロールシステム、日本生命保険、日本郵便、東日本旅客鉄道、ベクトル、マクロミル、マーベラス、
丸紅、三井物産、三菱UFJ銀行、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング、リクルートコミュニケーションズ、ワンキャ
リア

＜大学・大学院＞
東京大学人文社会系（４）、東京大学法学政治学研究科（法科大学院）、東京大学医学系
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クローネ賞受賞者のことば

　この度はクローネ賞という名誉
ある賞を頂き、大変光栄に思い
ます。
　本論文では、スポーツの「大
衆 化 」と「 高 度 化 」を主 題に、
1964年のオリンピック東京大会以
降に、大島鎌吉が進めた「スポー
ツの大衆化運動」と、その先駆
けであったオリエンテーリングの
普及運動の歴史をブルデュー社
会学に依拠し論じました。
　オリエンテーリングは、森に設置されたチェックポイントを、
地図を読み、順に回ってきて、その走破タイムを競う個人競
技のスポーツです。林間学校等で、ハイキングと似たグルー
プ形式を経験された方がいるかもしれませんが、出自は競
技スポーツになります。
　実は、この認識の違いが私の執筆のきっかけでもあります。
私はオリエンテーリングが「レクリエーション」として捉えられる
ことと、普及の重要性を唱えながらも活動を行わない愛好者

や組織の態度に疑問を抱いていました。
　今回、その問いに歴史社会学の視点から挑みました。
普及主体であった国の外郭団体の機関誌と読売新聞社の
スクラップブックを集め、加えて当時の普及や競技の中心で
あった方６名にインタビュー調査を行うことで黎明期の新たな
歴史が明らかになります。
　黎明期に普及を行った人々は、市民がスポーツを楽しめ
る環境づくりと競技力の向上を両立するという「スポーツの大
衆化」という大志を抱き、オリエンテーリングを導入しました。
1970年代には市民マラソンの元祖・青梅マラソンの参加者数
を超える８千人参加の大会が開催されるなど、一気に大衆
化しましたが、大衆向けのレクリエーション的イメージの先行
と、国際的な競技力との差が明らかになる中で、正統なオ
リエンテーリングは何かという闘争が起き、普及活動と競技
力の向上は分離していってしまったのです。
　この事例を通して、1970年代の日本におけるスポーツの
大衆化運動の詳細な歴史の記述と、大衆化と高度化の両
立の可能性を論じることができました。
　最後に、私はこれから花王株式会社でマーケターとして
働くことになります。今後は先人の志を胸に、マーケティング
の知見も活かし、オリエンテーリングの現代における存在意
義を示していきたいと思っています。

　この春から働いている会社の歓
迎会で「社会学って何するの?」と
いう、学生時代幾度となく答えに窮
した質問とまたもや対峙することと
なりました。まったくこの分野に興
味のない人に対して「2.5次元ミュー
ジカル（会社で制作している舞台
作品のジャンル）も研究対象にでき
るのが社会学です」と苦し紛れの

返答をするので精一杯でしたが、今まで過ごしてきたのと全
く異なる環境に身を置いていることを痛感し、俄然、これか
らの仕事を通じて、 さらに自らと社会学との関係性を深めて
いきたいと意欲に燃えることとなりました。さて、本論執筆に
あたっては、もともと、大好きな『銀魂』という作品を卒業論
文で取り上げたい、という非常に不純ともいえる動機から、

それをするための方法としてテーマを模索していました。最
終的に、大学生活中打ち込んだ趣味のコスプレと掛け合わ
せる形で、作品やキャラクターという存在が、コスプレをす
る人＝コスプレイヤーと、彼らのコミュニケーション様式にとっ
てどのような意味を持ちうるのか、それを捉えるための枠組
みとして、『銀魂』という作品を取り上げるに至りました。コス
プレイヤーへのインタビュー調査とゴフマンの相互行為論か
ら考察を行い、コスプレイヤーたちのコミュニケーションとは、
コスプレというメディアによって表出されるキャラクター、作品
によって、コミュニケーション主体の肩書が変化する高度な
営みであることを示し、ひいては第三者からはキャラクター
へのなりきり行為と包括的に捉えられうるコスプレイヤーたち
の営みが具有する意味世界を、多少なりとも描き出すことが
できたのではないかと考えています。好きなことに卒業論文
で向き合う経験は、好きなことを仕事にする糧にもなりました。
本論文が、これから社会学研究室という場で研究に打ち込
む後輩たちにとって、社会学という学問の無限の可能性を
示す道標のひとつとなれば幸いです。 
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『日本におけるオリエンテーリングの成立
　　　 　 ――体力つくりとスポーツの狭間で――』

『作品とキャラクターが形作るコミュニケーション
――銀魂コスプレイヤーへのインタビュー事例から――』
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　2019年４月より助教に着任いたしまし
た、井口尚樹です。私は自己紹介とい
うものが苦手で、特に社会学的な自己
論を学ぶようになってから、さらに苦手に
なっていますが（あえて構築するとして、
どのようにすればよいか）、できるだけ誠
実に書かせていただきます。

マージナルな人間

　父が転勤族で転校を繰り返していた
私は、その時々にいた場の主流にはな
れない、またそれでよい、という感覚を
抱くようになっていました。特に重要だっ
たのはアメリカの小学校から日本の小学
校への転校でした。アメリカでの教育は
個性を非常に重視するものでしたが、日
本ではそれをどのように表現したら適切
なのかが分からず途方に暮れていまし
た。もちろんこのような違和感は、程度
の差こそあれ誰しもが抱くものかもしれま
せんが、これ以降の私は「とけこめなさ」
を意識することが多かったように感じま
す。中学・高校でもあまり学級にはなじめ
ず、好きなバンドのレディオヘッドを聞き
ながら、違和感をひたすらノートに書き
綴る、表情の暗い少年だったように思い
ます。

社会学との出会い

　上の様子は、そのまま社会学への興
味に結びつきそうですが、前期教養課
程では触れる機会があまりなかったことも
あり、それほど関心を持っていませんで
した（宗教や倫理に関心がありました）。

これは先輩や現在の学生を見ていても
珍しいことではないように思います。社
会学への興味をかきたててくれたのは
３年以降の授業でした。特にゼミでの
ヴェーバーやシュッツの文献購読、そし
て調査実習での漆器職人の方へのイン
タビューを通じ得たのは、社会を描くとい
うのはなかなか難しいぞ、という手ごた
えでした。その後、卒論、修論、博論、
と書いていったのですがいずれを終えて
もこの感触が常に残り、それがやめられ
なくなった一因だったと思います。元々
関心があった価値の問題が、当初誤解
していたよりも、社会学にはるかに深く
関わっていることを知ったことも大きかっ
たです。

評価と対抗評価

　私が特に関心を持ったのは、ある評
価のあり方が、社会・組織・場において
主流と感じられ、それに疑問を感じつつ
も従ってしまうのはどのようにしてか、と
いう問題です。社会・組織・場における
評価や序列は、必ずしも客観的とは言
えず定式化しづらいですが、だからこそ
人々がそれをなんとなく意識し縛られてし
まう仕方を、説明すべきだと考えました。
背景には「勝ち組・負け組」「底辺」のよう
な一元的な序列化への強い違和感もあ
りました。
　研究対象として、学部時代はいじめ、
修士課程ではレイベリング論、博士課
程では大学生の就職活動を、それぞれ
扱ってきました。特に根拠の曖昧な評価

から生じる、納得も反発もしにくい独特
の生きづらさを描くこと、そして被評価者
による評価者側に対する批判の顕在化
の仕方とその条件をとらえることが、中
心となりました。特に苦しんだのは博士
論文で、膨大なインタビュー・データをう
まくまとめられずにいたところ、指導教官
の出口剛司先生から、１章ずつ仕上げ
ていくようご指導を受け、細部から組み
立てていったところ、次第に上記の主題
が浮かび上がってきました。

助教としての抱負

　これまで社会学や研究室から頂いて
きたものを少しでも返したいです。先に
書いた通り、私はこの研究室で、ゼロか
ら社会学の技法や、興味を育んでいた
だきました。それを受け持つ学生に少し
でも伝えたいと思います。また私は昨年
度本郷から離れ、経営学部で助手を務
めさせていただいたのですが、それは、
世の中に社会学がいかに必要かを再度
確認させてくれる経験となりました（もっと
も経営学も非常に面白いことを知りまし
た）。今後の研究では、これまでの日本
社会において非典型的であったものの、
当人にとって満足いくものとなっている働
き方やキャリアのあり方をすくい上げ、そ
れが広まる要因を考えたいと思います。
こうして授業・研究室運営・研究に携わる
ことができるのは有難いことで、「とけこめ
る」環境で働ける時間を大切にしたいと
思います。

主流の評価への違和感から
井口 尚樹助教

社 会 学 教 室

新 任 担 当 教 官
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2019

●2018年度卒業論文題目
待機児童対策における量と質の両立可能性
転居を伴う転勤がライフイベントに与える影響
日本の労働市場における外国人留学生の位置づけ
ある起業家の肖像――江副浩正と戦後日本――
インターネットの「炎上」現象から見る日本社会

『an・an』SEX特集が語る女性の性意識と社会に与えた影響について
教養の歴史的変遷からみる現代の教養のあり方 
リスク社会と東日本大震災
VRが形成する社会的現実の可能性
現代日本における地方移住の研究――「ライフスタイル移住」の批判的検討――
日本における「国際教育」とは何か

〝都市型〟道の駅への考察
ソーシャルメディアの発達による観光経験の変容
日本社会におけるスクールカーストの認識と捉え方
現代社会における人生経験の流動性――変動する「時」・固着する「自」―― 
Uターン就職の実態とその問題――岡山県出身者に注目して―― 
日本の移民政策
熟議民主主義とソーシャルメディア――ユビキタスな熟議の場は成立するのか――
セカイ系作家と東日本大震災後の思想――2016年の大ヒット映画を巡って――

「見世物小屋」を求める社会
労働における男女平等と母性保護――マタニティ・ハラスメントに着目して――
東京の地下街における「都市コモンズ」とその可能性
高学歴女性のキャリア形成に関する研究
なぜ「ネットの墓」は受け入れられたのか――墓の機能に着目して――
幸福の社会学的考察
自動車にまつわるコストおよびリスクは今後いかに軽減されうるか

●研究室体制
　今年度は、教授6名（佐藤健二、白波瀬佐和子、中村雄祐、
小林真理、本田洋、赤川学）、准教授4名（出口剛司、祐成保志、
金成垣、井口高志）、助教１名（井口尚樹）の体制で、社会意
識論、少子高齢社会のみかた、社会問題の社会学、社会学理
論の歴史とアクチュアリティ、国際協力と読み書き、アートマネー
ジメント、コミュニケーションと自己の社会学、住居の社会学、ポ
スト福祉国家の社会学、ケアと支援の社会学、社会調査実習
等の授業が開講されています。学外からは、武川正吾（明治学
院大学：高齢社会の国際比較ほか）、山田一成（東洋大学：質的
調査研究の諸問題）、五十嵐泰正（筑波大学：都市社会学）、保

田時男（関西大学；量的調査）、Christopher Bondy（国際基督
教大学：Japanese Society and History）小山裕（東洋大学：比
較歴史社会学概説）、三浦倫平（横浜国立大学：社会学演習）、
学内から、盛山和夫（東京大学名誉教授：社会学演習）、石田浩

（社研：社会科学における計量的データの応用分析）、園田茂人
（東文研：国際関係論と社会学の間）、有田伸（社研：日韓比較
社会研究）、三輪哲（社研：初等計量社会学）、三谷武司（学環：
理論社会学文献購読）、鍾以江（東文研：Japanese Culture）
藤原翔（社研：社会調査法）の各氏が学部・院の授業に協力され、
現在、学部学生は118名、大学院生が43名です。
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観光産業を通じた海外からの評価による日本文化の再発見 
相互扶助を通じた農山村での地域づくり
現代における自己の形成――シンボリック相互作用論による考察――
日本における「反知性主義」論争の考察
不平等言説の機能
日本の薬物政策の策定・維持における言説の検討――国会議事録、マスメディア、教科書を手掛かりに――
軽度な交通犯罪の要因・要因間の作用――自転車の「危険行為」に着目した場合――
アメリカ映画の社会学――ハリウッドにおける多様性の現状と課題――
ゲーム依存症に関する医療社会学的考察
在日中国人女性のキャリア形成に関する研究 
東大地方出身女子の成功志向についての研究 
日本におけるオリエンテーリングの成立――体力つくりとスポーツの狭間で――
「立ちすくみ」からはじまる選択――ギデンズ理論の解釈を通じて――
市民が求める公立美術館を実現するための計画・運営の在り方――市民参加の観点から――
バブル期以降の下町における再開発の実態とそのコミュニティへの影響――白金一丁目東地区市街地再開発事業を事例として――
作品とキャラクターが形作るコミュニケーション――銀魂コスプレイヤーへのインタビュー事例から――
戦後日本型福祉国家資本主義の限界と再編の方向性――「貯蓄から投資へ」の言説分析を通じて――
羞恥感情のポリティクス――ギデンズ現代社会論の転回――

●研究室関連新刊案内
佐藤健二『文化資源学講義』東京大学出版会、2018年９月
佐藤健二「戦争社会学とはなにかをめぐって」『戦争社会学研究』第３号、みずき書林、2019年６月：pp.150–178.
Manabu Akagawa, A Natural History Model of Low Birth Rate Issues in Japan since the 1990s, The American 
Sociologist, June2019, Volume50, Issue2, pp300–314.
出口剛司　『大学４年間の社会学が10時間で学べる』講談社、2019年２月
祐成保志「大衆の観察／大衆による観察」『現代思想』青土社、47（７）、2019年７月
祐成保志「住宅研究というフロンティア」住総研（編）『未来の住まい』 柏書房、2019年３月
祐成保志「住居への退却、まちの再生」『新建築』新建築社、93（8）、2018年８月
金成垣「韓国における社会保障制度の行き詰まりと新たな試み」『東亜』2018年11月号、2018年11月
金成垣「福祉国家とフォーディズム」『生活経済政策』No. 264、2019年１月
金成垣「足踏みする韓国の社会保障」『週刊社会保障』No. 3014、2019年３月
米澤旦・金成垣「韓国における外国からの移住者への支援組織の現状――ヒアリング調査をもとにして」『明治学院大学社会学部付
属研究所年報』49号、2019年３月
金成垣「格差問題と福祉国家――アジアにみるポスト福祉国家の可能性」『韓国朝鮮文化研究』第18号、2019年３月
金成垣「20世紀のアジアとその後」『生活経済政策』No. 268、2019年５月
井口尚樹「否定的評価と自己認識――アメリカ社会学における研究と課題」『社会学史研究』41号、2019年６月
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「大学４年間の社会学が
    10時間でざっと学べる」

出口　剛司（でぐち　たけし）
東京大学大学院人文社会学系研究科
准教授。1993年、一橋大学社会学
部卒業後、2001年に東京大学大学院
人文社会学系研究科博士課程を修了。
2011年より現職。

クローネ会員の
著 作 紹 介
クローネ会員の
著 作 紹 介

出口　剛司　著
講談社　1,500 円（税別）

10月19日（土） 駒場キャンパス本郷キャンパス第18回 東京大学ホームカミングデイ
詳細は https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcdでご確認ください。
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社会人向け 「役立つ」社会学紹介

　この度、拙著『大学４年間の社会学
が10時間で学べる』を取り上げていただ
くことになりました。そこで本書を執筆し
た当初の私なりの執筆方針をお伝えし、
すでに手に取ってくださった、あるいはこ
れから手に取ってくださる方へのお礼と
させていただきたいと思います。　
　執筆方針は「通勤電車の中で読め
る」でした。編集者さんと打ち合わせを
したとき、「今日本で一番本を買うのは男
性ビジネスマンです」と言われました。や
がてビジネスパーソンと言うべき時代が
来るでしょう。しかし満員電車で通勤し、
モーレツに働き続ける会社員がいちばん
勉強熱心だという事実に素朴に驚かさ
れました。そこでこうした人 を々もう一度、
社会学に招待できないだろうか、本音を
言うと、文系学問不要論が跋扈する今、
心強い応援団になってくれないだろうか、
と考えました。そのためにはまず、社会
学に（再）入学するための入り口を準備

しなければなりません。それが「通勤電
車の中で読める」という執筆方針となりま
した。
　とはいっても得るところがなければ、社
会学もそっぽをむかれてしまいます。ビ
ジネスパーソンが熱心に勉強するのは、
やはり今抱えている問題を解決する手が
かりを得たいからだと思います。そこで
思い悩んだ挙句、「役に立たないことが

役に立つ」という文系学問のモットーをあ
えて徹底することにしました。
　恋愛、失恋、出会い、死別など、人
生の難題に出会う瞬間について、私なり
にいろいろ考えてみた結果、一つの素
朴な事実に行きつきました。問題を解決
したいと思うこと自体、その問題の「罠」
に囚われ続けていることではないか、と。
問題が解決した瞬間は、問題の見方が
変わったときではないか、縦のものを横
にできたときではないか。もしそうなら、
社会学者なら誰でも考えている「非常
識？」をありのまま、社会の「常識」にぶ
つけるができれば、それが見方を変える
ために一番「役に立つ」ことになります。
　最後にもう一つ。「社会学はいつも私
たちとともにある」という感覚を表現した
いと考えました。私たちは、予期せぬ出
来事や自分たちの集団や組織に裏切ら
れるという苦難に直面します。ゆえに「社
会」は神の摂理、歴史の事実、自然の
真理以上に謎に満ちているように思えま
す。そうした「社会」をレトリックに逃げず、
奇をてらわず、淡 と々謎解きしてくれる
社会学、それが私の見果てぬ夢であり、
その第一歩として本書をお届けしたいと
思った次第です。

富永健一先生の学問と人を語る会
　今年２月23日にご逝去された富永健一先生の学問と人を語る会
が５月26日に先生ゆかりの東京大学本郷キャンパス法文２号館１大
教室で開かれました。今田高俊氏＝写真＝の開会のご挨拶に続い
て第１部では盛山和夫氏、間々田孝夫氏、友枝敏雄氏がそれぞ
れ富永先生の理論社会学、経済社会学、学説史研究という視点
から富永社会学の到達点を語ってくれました。第２部では、富永
先生と親しく交流した旧郵政省、上廣倫理財団、新宿高校同窓
生の皆様および研究仲間の田野崎昭夫氏、東京大学時代のゼミ
の１期生であり、後で同僚になった庄司興吉氏、慶應義塾大学
時代の教え子の広瀬毅士氏が富永先生のさまざまな横顔につい
て語ってくれました。また園田茂人氏が南開大学関係者の追悼文

を紹介しながら、先生
と南開大学学生との
交流を語り、徳安彰
氏が会に参加できな
かった人々の挨拶文
を紹介しました。第１
部、第２部を通じて富
永先生の学問の幅広
さと深さに改めて感銘を受けるとともに、先生の多彩な人 と々の交
流や社会貢献を知ることができ、先生の温かいお人柄を反映した
心温まる会となりました。　　　　　　  （文責：佐藤嘉倫・82年卒）
＊当日の内容詳細は下記サイトで公開しています。
 http://www.t.hosei.ac.jp/~atokuyas/SocioLab.html


