
　2019年11月２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、35名が参加しました。　
　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、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。
　大橋皓介会長より賞状と記念品を授与された服部氏は、「自分
としては納得できないと悩みながらの提出だったが受賞できてよ
かった。作品を見ては見たこともない、インタビューをしては聞いた
ことがない、という刺激的なこのテーマで今後も研究を続けていく
勇気をいただきました」と喜びを語
りました（受賞理由詳細は２頁）。
　総会では事業報告・事業計
画、会計報告・予算計画が原案
通り承認されました。来年度から
の新事業計画としては「シャガク
ファイブ」（学部卒業５年目までの
卒業生による集まりへの補助）の
運用開始が提案・承認されました
（詳細は３頁）。

大橋会長　研究室創立120周年に向けて

　また、大橋会長からは以下の旨のあいさつがありました。「ご多
忙中のご参加ありがとうございます。クローネ会報22号には卒論
の部の受賞者の言葉が載っていましたが、お二人とも社会人に
なってもしっかりと社会学という視点を持って仕事していきたいと
いうようなことを述べられその姿勢に大変感銘を受けました。同じ
く出口剛司先生の著書『大学４年間の社会学が10時間でざっ
と学べる』も紹介されていました。社会学というものがどんどん細

分化して、一般の
社会学をやらない
人たちにとって遠
い存在になってい
るのではと懸念さ
れる中、この本は
そんな人たちにも
社会学とはなんぞ
やということをしっ
かり伝える仕事を
してくれると思いま
した。16年前に立
ち上がった社会学
研究室同窓会の基本的な目的、社会学研究室の発展に寄与す
ること·会員相互の交流を果たしていくこと、今後もこの二つの視
点で新しいことを進めていきたいと思っております。４年後の社会
学研究室創立120周年にあたり何ができるか、研究室とご相談し
ながら進めております。その場合、手枷足枷になるのがお金であ
ります。現代の活動を進めていくにも赤字です。赤字でもいいか
らやるべきことをきちんとやろうというのが我々の方針であり、OB
の方 に々もご理解を頂いています。しかし財政基盤をしっかりさせ
ることは大事です。企画を考えると同時に今年の大きな課題とし
たいと思っています」

平成31年度 第17回クローネ会総会報告

新事業 「シャガクファイブ」を承認

今年の当番期は「０」

今年の当番期は卒業年次末尾が「０」の期の方ですので、70年、
80年、90年、2000年、2010年、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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新しい性的主体の可能性見出す

　服部恵典氏の修士論文は、女性向け
アダルトビデオ（以下AV）を題材に、「みら
れる」だけでなく「みる」存在としての女性
という、新しい性的主体の可能性を見出
し、女性向けAV視聴者の「批判的脱主
体化」について論じたものです。
　AVは、「男は見る主体、女は見られる
客体」という視線の非対称性が極端なか
たちで現れるメディアですが、これまでの
ポルノグラフィの社会学的研究では、女
性がポルノグラフィを楽しむという現実をう
まく説明できませんでした。実際には、女
性向けAVは、2010年代から確固たる市
場を形成しています。
　服部氏はこの現実を説明するために、
女性向けAVの女性ファン11名に対する
半構造化インタビューを行うとともに、日本
の女性向けAVメーカーの草分け的存在
であるSILK LABOの全DVD作品85作
を分析しました。
　論文前半の女性向けAVの女性視聴
者に対するインタビューでは、女性ファン
のコミュニティが安心感を与える居心地の
よい空間になっていること、女性ファンが
⒜AV男優ファン、⒝AV男優ファンであ
ることを入口にAVファンになるタイプ、⒞
AV男優ファンやAVファンのイベントに出
席せず、ファン集団にも属さないタイプの
3類型に分類できること、また、どの類型
に属するかに応じて自分の性に対する語
りが異なることが論じられています。

　論文後半の女
性 向けAVの作
品分析では、女
性 向 けAVでは

「 告白」が男女
両性から行われ
ること、セックス
が性的興奮より
も関係性によっ
て支えられている
こと、女性向け
AVの視聴者は、
映像内の愛し合
う男女を第三者
的位置から眺める立場に立つがゆえに、
女優をみるカメラと視聴者の目線を一致さ
せようとする男性向けAVと異なり、女性
向けAVでは性的主体化とジェンダー化
の機能が働きづらいことなどが指摘されて
います。

苦心の末、率直な回答得る

　女性向けAVの本格的な社会学的分
析は、本邦初の試みですが、性的な事
柄に関する社会調査を実施することは、
多大な困難を伴います。しかし服部氏は、
尋常ならざる苦心の末に、女性ファンから
率直な回答を引き出すことに成功していま
す。東大で、セクシュアリティを研究する
男性であるという服部氏の属性が、インタ
ビューされる人の回答に与えた影響を慎
重に検討しつつも、これまであまり指摘さ
れなかった３類型を分析的に抽出したこと

は、事例研究として大きな価値を有してい
ます。
　さらに女性向けAVファンが、男性向け
AVの視聴をファン活動に自然に組み込
み、使い分けることで、男性向け／女性
向けという欲望の区分を曖昧化し、性的
主体化の装置に抵抗しているという、重
要な理論的知見を得ています。本論文
が、今後のセクシュアリティ研究やファン
研究にとって、大きな一里塚となることに
疑念の余地はありません。
　以上の理由から本会は、服部氏の修
士論文がクローネ賞に値するものと判断し
ました。
　なお服部氏は３年前に執筆した卒業論
文でもクローネ賞を受賞しており、クロー
ネ賞創設以来、初の卒論・修論ダブル受
賞となります。
（東京大学大学院社会学研究室教授　
赤川　学）

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―

クローネ賞修士論文の部　受賞理由
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◇事業報告及び事業計画について

　昨年度も、「クローネ」第20号・第21号を
刊行し、年２回発行を継続しています。
特殊講義「現代の仕事：仕事の意味世界」
の協力を継続しています（詳細は8頁）。
　一昨年度から、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15日に実施し49名の参
加者となりました。今年度からは、名称を

「社会学卒業生交流会～現代の職業拡
大版」と改めて12月14日に実施します（詳
細は７頁）。
　クローネ賞の選考結果については、下
記のようになりました。
1）修士論文の部
服部恵典「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―」
2）卒業論文の部
浜宇津佑亮「日本におけるオリエン
テーリングの成立―体力づくりとス
ポーツの狭間で―」
湯田瑞穂「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―」

　クローネ賞の定着により、学部学生にも
クローネ会の存在は浸透してまいりました。
　しかし、卒業10年目ごとの同窓会を呼

びかけている現状では、卒業後10年目の
当番期幹事のタイミングまで、卒業してす
ぐの若手卒業生らとクローネ会との積極
的な関わりがないことがクローネ会と卒業
生との接点を疎遠なものとしていました。
そこで、⑴クローネ会とのつながり／帰属
意識の向上を図り、⑵社会学卒業生の
特に年代を跨った若手間の交流を深めて
もらい、⑶卒業10年目の総会参加率の
向上、会費納入者の向上を目的として、
学部卒業５年目までの卒業生らを対象とし
た集まりに補助を出す「シャガクファイブ」
の運用開始することを提案し、承認を得
ました。
　現在、郵便振替のみの納入方法となっ
ている会費の支払い方法についても見直
してまいります。

◇会計報告及び予算について

　平成30・令和元年度決算については、
会報費を抑えましたが、会費収入が予算
を下回ったために、赤字拡大となりました。
　令和元・２年度予算に関しても実績に
応じた支出超過の予算です。新規事業
の「シャガクファイブ」の支出を見込んで、
昨年度より交流事業費を大目に見積もっ
ております。
　クローネ賞、参加費の学部学生・院生
への軽減措置は、会の存在に不可欠な
ものと考え繰越残高をあてています。

クローネ会（東京大学社会学研究室同窓会）
平成30・令和元年度　事業報告及び会計報告
令和元・２年度　事業計画及び予算

総会風景

予算
収入

令和元年9月1日～令和2年8月31日

支出
会報費（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30年9月1日～令和元年8月31日

支出
会報費（印刷・通信・人件費） 872,510
総会・懇親会費（会議・人件費） 164,418
幹事会費（会議・通信費） 45,684

クローネ賞代 116,450
交流事業費 73,952
運営事務費（什器・人件費等） 162,716
令和元年-２年度へ繰越 7,318,175
　計 8,753,905

残高内訳
ゆうちょ銀行 6,346,940
みずほ銀行 937,329
研究室 手許現金 63,906
　（－未払金） △30,000
　計 7,318,175

（令和元年8月31日現在）

（単位：円）

（単位：円）

年会費（3000円×76名） 228,000
終身会費（30000円×16名）　  480,000 
懇親会費（3000円×27名＋500円×５名） 83,500 
記念誌販売（5000円×0冊） 0
銀行利息 4
平成29-30年度から繰越 7,962,401
　計 8,753,905

会計幹事：音田崇幸令和元年11月2日

年会費（3000円×100名） 300,000
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） 605,000

　計 1,450,000

懇親会風景

3第23号　20 MARCH 2020



「予防犯罪学」事始め：現場に役立つ犯罪社会学をめざして

平成31年度クローネ会総会　記念講演

立正大学教授　原田豊氏

　学部卒業後、科学警察研究所に入り
40年間勤務しました。その後今年の４月
から立正大学法学部に籍を置いていま
す。大学のウエブサイトに載せるべき教員
自己紹介文にはこういう文言を入れようと
思っています。
　「アメリカでは、人口あたり日本よりも殺
人で20倍以上、強盗では100倍以上も
発生率が高いことが知られています。同じ

『法治国家』なのに、なぜこんなに大きな
違いがあるのでしょうか？」
　法学部の学生にもこのような社会学的
な問題に目を向けてもらいたいと思いま
す。ここで社会学を勉強させていただい
た者として、その観点からものを見ること
に意味が有る分野のひとつが犯罪研究で
ある、という気がいたします。　

「予防犯罪学」とは

　「予防犯罪学」は2012年につくった私の
造語です。犯罪学の一領域として、犯罪
被害を未然に防ぐためにはどういうことをす
れば役立つのかを軸足に置いています。
本日は「入り口から出口までをつなぐ」という
部分にフォーカスして今の自分なりの考えを
ご紹介させていただきたいと思います。
　予防犯罪学のお手本にしたのは予防
医学の考え方です。レベルに応じ予兆の
段階で病気の対策を打つ | 病原体を発
見してそれを叩くのではなく | 生活改善に
よって病気を発症させないようにするとい
う考えかたです。そのベースになる疫学
観点からの調査は犯罪研究ととても通じ
るところがあります。何よりも研究に基づ
いた社会の仕組みづくり | 保健所、人間
ドック等 |にきちんとつなげていけていると

ころがこういった分野の素晴らしいところ
です。それに比べて犯罪の被害防止とい
うのは、いつまでたってもおじいちゃんお
ばあちゃんのボランティア頼みみたいであ
ると見られがちです。もう少し世の中の仕
組みとして整備していく必要があります。
　一般的には犯人を捕まえることが犯罪
学だと思われがちです。一方、不幸にし
て病気になった場合は３割自己負担など
で治療してもらえるものの、犯罪の被害
者がPTSDの心のケアのためにお金払っ
てくださいなんて言えません。加害者にそ
れを求めるのも無理です。社会的なコスト
の削減という観点からも、病気の予防以
上に犯罪の被害予防こそ、公の仕組みと
して未然の防止を真剣に考える必要があ
ると考えます。

RISTEXプロジェクトでの 
経験と挫折、「死の谷」問題

　「予防犯罪学」というものを提案したく
なったきっかけの一つは社会技術研究開
発センター（RISTEX）で研究予算をかな
り出していたプロジェクトを担当したことで
す。RISTEXの研究開発の予算の使い
道として、「論文を書いて終わりにしないで
ください」と言われ続けました。「研究成果
を社会に実装して初めてこのファンドのミッ
ションが果たせたことになる」と。自分たち
もその気になっていたのですが、最後の
最後、その実装（現実社会で機能する制
度や仕組みに落とし込むこと）の支援を「さ
あやろう」といったところで大挫折をしてし
まいました。実装の支援の予算を奮発し
てくれないかという交渉の最中に幕引きとな
り、文字通り瓦解してしまったのです。
　結局RISTEXには頼らない形で何とか

するしかない状態に陥った頃、全く別の
情報系の団体に声をかけてもらいました。
その時に聞いたのが「死の谷」という言葉
です。情報工学の人たちの集まりでした
ので、社会実装という類のものはどんどん
進んでいるのかなと思ったら決してそうで
はなく、やっぱり「研究をする。論文を書
く」ということと、「その成果を事業化すると
いう形で社会に定着させる」というのはも
のすごく大変。「死の谷」と言われる越えが
たいギャップがその間に横たわっていると
いう話を聞き、「ああ、みんなそうなんだ」と
思いました。例えば東日本大震災時の「ヘ
リコプタープロジェクト」。ヘリコプターで研
究者たちがやってきて、現地を散々嗅ぎ
回ってインタビューや調査を頼み、データ
が集まると「はい、ありがとうございました」
とバタバタと飛んで行ってしまい後に残る
のは砂埃ばかりということです。研究者と
いう仕事がものすごく嫌われたという話で
す。そういう意味で、研究と現実世界・社
会をどういう風につなげるのかということを
すごく考えさせられるような時期でした。ま
たちょうどその頃、犯罪研究に近い分野
でいじめ問題というのがいろんなところで
燃え上がっていました。実のところ「いじめ

1956年生まれ。学術博士（犯罪学）。専門は
犯罪社会学。79年社会学専修過程を卒業
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問題」というのはご存知のように1980年代
の「葬式ごっこ」問題の頃から連綿と日本
にはある。かなり色 な々研究があり、欧米
の優れた研究も紹介されています。しかし
ながら、いじめ問題が再燃し大騒ぎになっ
ているのに、そういった研究というのが

|私自身いくつかのものに首を突っ込んで
ましたが |あったということすらほとんど紹
介もされない、というのが現実でした。一
体研究って何なんだろうと思いました。

今ここで役に立つことに 
集中する

　で、翻って自分たちの当時のことを考え
てみると、「犯罪学」と言われるものも、日本
の文化には変えられないことはあるんだし、
役に立たないんじゃないか、ほぼほぼ「評
論犯罪学」と言われかねなかった。自分た
ちの組織の中にも捜査信用研究室というも
のがあり、そこで犯罪者プロファイリングと
か正にやっていました。が、それは要す
るに逮捕のための犯罪学であり、実際の
被害者、殺人事件で殺されてしまった人
は犯人が捕まったってうれしいはずがない
じゃないか、と違和感を感じていました。
　そこで、被害者なき犯罪、逸脱行為は
ちょっと別扱いにしたい、言ってもしょうが
ないことはやめて | 予測可能性・制御可
能性等工学系の人がよく言うんですよね

| 所与として変えようのないものと、これ
から何かの手を打つことで変えられるもの
をきっちり区別する。そして変えられるもの
をどう変えるかということが工学エンジニア
リングの本質だということで、なるほどと思
いました。自分もそれに見習う形ですぐに
変えられないものは大事なことであってもと
りあえず後回しにさせてもらう。今ここで
何ができるのか、何が役に立つのか、そ
こにちょっと集中をする形で進めていきた
いな、と思います。それが自分の言葉と
しての「予防犯罪学」の方向性です。

入り口から出口までをつなぐ

　犯罪の被害防止の主役である民間の

ボランティアの方々に
とっては、小難しい
犯罪学理論は下手
するとじゃまなもの、
エビデンスとしての現
状の実態把握にも距
離を感じる向きが多
かったです。ただし
それがないと科学的
客観的なものになりに
くい。一方で研究の
結果「現場の私たち
に何が返ってくるんですか」と何度も聞か
れました。「こういうものがあります。これを
使ったらうまくいきます」と言えないことが悩
みでした。総合的・系統的な実際の内容
をして「入り口から出口まで」、どうやった
らつなぐことができるのか、予防犯罪学の
黎明期に直面した問題でした。
　それからもう一つ犯罪学として外せない
ことですが、病気の予防・地震や津波な
どの防災と犯罪の被害防止の大きな観点
の違いは悪意を持った加害者の存在で
す。小学校の中には、不審者に後ろか
ら抱きつかれたりした時に、足を踏んづけ
てこうやって身をかがめたら逃げられます
よと教えてトレーニングしている人たちがい
ます。で、そういうのを見るにつけてです
ね、そういうことやって足踏まれた人はキ
レる。誰でもよかったのが足踏んづけられ
た途端に〝このやろう〟と目をつけて追っか
けてきたらどうするのか。小学校１年生の
子どもの身長体重と大人の男性の身長体
重を比べると、大人にとってはヒグマとの
体格の違いです。そういう時にヒグマが
頭にくるようなことをやるか、それをやって
助かるのか。こういうことはおそらく防災と
か病気の予防にはあまり考慮に入ってきま
せんが犯罪の被害防止ということに関して
はその部分を避けては通れない。犯罪学
の一領域ということを強く意識し、その中
で入り口から出口までをつなぐ、そういう
取り組みをどうやったらイメージできるのか

ということを試行錯誤しています。

入り口：「危険なできごとカルテ」を
用いた調査

　まず入り口の側、現状把握ですけれ
ど、当初から警察が把握している被害の
認知のデータ、検挙者に関する部内デー
タ等を我々は使わせてもらうことができまし
た。しかしそれらは事件が起こって被害
が起きた後のものですから、次の被害を
防ぐ事にはつながるかもしれませんが、ど
ちらかというともはや手遅れのデータなん
じゃないかと随分批判を受けました。特
に被害防止という点では、ニュースの報
道などでも痛ましい事件が起こる度、そう
いえば不審な人がいたとか声をかけられ
たとか追いかけられたとかいうのが報道さ
れます。そのような後知恵ではなく、事前
に把握できれば先制し予防対策につなが
る、前兆かもしれない事案をどう把握す
べきか、などが現状把握・入り口側の研
究課題と考えました。
　そこで開発したのが「危険なできごとカ
ルテ」と名づけた調査票です。表

おもて

の側に
７種類の前兆かもおもて知れないような事
象 | 例えば声をかけられた、とか追いか
けられたとか | がざっくり示してある。ど
れか一つでも該当があると答えた人だけ
が裏面にある次の質問に詳しく回答する
２段階方式です。犯罪というのは基本的
にレアな現象なので、全部を網羅した調
査票を配ってしまうとそれだけで分厚くて
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見るのが嫌になってしまいます。なのでス
クリーニングを通った人だけ詳しい質問に
移るという欧米でも常套手段となっている
やり方を踏襲しました。また同時に地図を
配り、前兆が起こった場所にシールを貼っ
てもらいました。それによって事件・できご
との内容・場所をセットで調査できる仕組
みです。シールを貼った地点がどこなの
かということを入力するのには、現場実装
を目標とする限りは特殊な機器を買わずに
できることが必須です。ということでQRコー
ドによる自動認識が出来る特許を持つ会
社さんに技術協力いただきました。地図
上には緯度経度の座標値が仕込んであ
るQRコードがあり、回答の際シールを貼っ
てもらった位置の緯度経度が地図上の基
準となる座標値同士の比例配分から座標
値として読み取れるという仕組みです。こ
れによって現場でも位置情報を含んだ調
査結果の回答が自動入力可能です。　
　今年で５年目になるのですが、文科省
が始めた学校安全に関するモデル事業と
いうのがありまして、我々は事業に協力す
るという形でモデル校になった学校を毎年
繰り返し調査しています。子どもさんが怖
い目にあった時に何ができましたかと聞い
たり、保護者の方がそれに対して誰かに
連絡したかも合わせて聞きました。毎年、
子どもたち自身では何もできなかったが４
割くらい、保護者もそういえば今回初め
て聞いたわねというのが１割くらい出てい
ます。子どもたち自身で出来ることや情報
の共有には限界があるわけです。以上
が実態把握という意味での入り口の部分
での研究開発の現場です。

出口：「聞き書きマップ」による 
安全点検まちあるきの地図化

　今度は出口の側ですけど、色 な々危な
い出来事が例えば割と近いエリアで連続
して起こっているみたいなことが仮にあっ
たとすればそこは一体どういう背景があっ
てそういう危ないことが起こるのだろうかと
いう現地を見に行き地図化するニーズが

出てきます。現場の先生方に話を聞いて
みると、手書きで地図を作るのはすごく難
しくて大変なので地図作りまではなかなか
出来ない。そこをなんとか手軽にやる方
法はないかということで現場で使える安全
点検のためのツールの候補として作ってい
たのがこの「聞き書きマップ」です。当初
つい最近までデジカメを使うものでしたが、
デジカメ自体が今や絶滅危惧種になって
ますのでそこをどうやって乗り切るかという
のがひとつ大きな課題になっているのです
けど。もともとは防犯ボランティアとかPTA
のお父さんお母さんたち、先生方に大人
の目から見た安全点検ということで使って
いただこうと思ってつくったものです。それ
が文科省のモデル事業として取り上げて
いただいたので授業の中で子どもたち自
身が行うことになりました。2015年、当時
小学校４年生のクラスで安全点検フィール
ドワークが行われ、ちびっこレポーターが
どんどん進めてくれました。慣れてくると自
然な形で話し合いが始まります。写真は
こっちへ貼ろうとか、イラスト描いたりとか、
優先順位付けみたいなところまで子どもた
ちが自発的にやってくれるようになり、私も
正に目からウロコの体験でした。
　そんな形の取り組みをその後も続けてお
りまして、そうこうするうちに初等中等教育
におけるGIS（地理情報システム）を活用し
た授業に係る優良事例表彰の一環で国
土交通大臣賞などを受賞してしまい、現
場の先生方にはかなり喜ばれました。

さらなる普及のために

　いわゆる現状把握という意味での入り
口を経て、それに基づいて地域を改善す
る、つまり子どもたちを教育するというや
り方ばかりでなく（こればっかりやってると
上述のヒグマ問題にぶち当たる）大人た
ちの側が主体的に子どもたちを守るため
に地域そのものを変えていく仕組みを現
場に届けることができなければ新しいもの
が現場に定着していきません。その担い

手をここに示しました。「予防犯罪学推進
協議会」の成果公開サイト（http://www.
skre.jp/）で「聞き書きマップ」や「危険な
できごとカルテ一式」がダウンロードできる
仕掛けです。サイトからユーザー（学校
現場、ボランティアの方がなど）が自分で
ダウンロードして使える、現場に確実に届
く仕組みを目指しています。
　また、さらなる普及のために入門書を
刊行しました。「取り組みの事例」を多く入
れ、学術的な基盤に触れ、地理情報シ
ステムに触れ、聞き書きマップのサンプル
データの使い方マニュアルなど、この本
そのものが自分の考える「入り口から出口
までをつなげる」コンセプトを形にしたもの
になっています。
　また、昨年ようやくiPhone版の聞き書き
マップ・無料でダウンロードできるアプリを出
すこともできました。大学生たちにも実習の
ネタに使ってもらっています。東日本大震
災の被災地に行くバスの中でアプリを立ち
上げ、バスのガイドさんが語る被害の肉声
を記録して地図にまとめることをしてくれま
した。すごい情報が満載でした。いつも
携帯しているものにデータ採取の仕組みが
搭載されていることの強さを実感しました。
　まだまだ道半ばですが、なんとかこれか
らも更新を続けていきたいと思います。

（2019年11月２日抄録）

「『聞き書きマップ』で子どもを守る　科学が支える子
どもの被害防止入門」（原田豊編著、現代人文社）
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　社会学専修課程では2016年度から
卒業生をゲスト講師に招く社会学特殊
講義「現代の職業」が始まりました。本
交流会も今回からこの名称を使い、より
社会学研究室とのつながりを意識した内
容になりました。
　午後６時、大橋皓介クローネ会会長
のスピーチでスタート。大橋会長は、労
働者の生きざまを描いたチャップリンの映
画『モダン・タイムス』を引き合いに昨今
の働き方改革について言及。本交流会
が、働くということについて学生が考える
機会になると期待感を示しました。乾杯
の発声後、会場に10カ所ほど並んだ丸
テーブルに分かれて立食形式で会が始
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。学部３年生のなかには既に内
定を得た人もいて、就職活動を続ける
べきか、先輩に尋ねる姿も見られました。
卒業生のなかには上場企業の取締役経
験者から僧侶の方もいて、学部生らは多
様な人生の選択肢があることを新鮮に感
じているようでした。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。肉料理や
魚料理、デザー

トまでそろったブッフェ形式で、「クミン風
味のタレで食べる冷やしそば」など創作
性に富んだ内容の料理でした。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。
　最後にあいさつした佐藤教授は、社会
学特殊講義「現代の職業」について説
明し、交流会に参加した卒業生にゲスト
講師としての協力を呼びかけていました。
交流会の幹事からは、2020年から新たに
始まる若手卒業生の交流会への支援プロ
ジェクト「シャガクファイブ」について説明
があり、クローネ会として卒業生ネットワー
クを広げていく考えを伝えました。
　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

　2020年は12月５日（土）に同じ会場で
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・小林丈展）

　2019年12月14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、クローネ会の公式行事である現役生と卒業生の交流会「現代の職業　
拡大版」が開かれました。佐藤健二教授も含めて46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。

「現代の職業 拡大版」開催レポート 46人が参加

社学のネットワークさらに強く

開
会
の
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い
さ
つ
を
す
る
大
橋
会
長
（
右
）

佐
藤
教
授
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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」
４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
佐藤健二教授・武川正吾教授
○開講日程・時限・教室 
2019年10月３日～ 2019年12月12
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
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17日　松井智恵子・1995
年卒・（株）有斐閣「有斐閣での本づ
くり」
②10月31日　山本裕介・2004年
卒・Google Japan G.K.「Google
での働き方とカルチャーについて」
③11月21日　須 野 原 賢・2007年
卒・東日本旅客鉄道（株）（現在は   み
ずほ総合研究所（株）勤務）「鉄道会
社への就職とキャリア開発について」
④11月28日　長 井あやか・2006
年卒・東日本旅客鉄道（株）「JR東日
本の生活サービス事業と仕事の現場
で感じる課題」
⑤12月12日　宮崎弦・2014年卒・
楽天（株）（※退職のち一橋大学大
学院在学中）「社会における会計
データ活用ー IT企業の経理キャリア
事例」

（文責：社会学研究室博士課程1年
「現代の職業」TA　服部恵典）

　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、「現代の職業 拡大版」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。

「社会人生活10年の振り返り」�
� ～ゲストスピーカーの所感

　2019年は社会人生活がちょうど
10年を経過し11年目に入った節目
の年だった。10年JR東日本で働き
今後の自分のキャリアの目標や働
き方を振り返り、転職活動を始め
たところで武川先生と佐藤先生に
お声がけいただき、講義を担当す
ることになった。
　講義の準備を進める中で、これ
までの10年を丹念に振り返った上
で、学生のみなさんと意見交換が
できたことで、気持ちよく新しいス
テップへ進むことができた。この場
を借りて御礼申し上げたい。�

須野原賢　2007年卒

2020

講義の様子（2019年11月28日撮影）
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