
2021年度クローネ会総会は
11月20日（土）15：00 より日本外国特派員協会（FCCJ）にて開催

クローネ賞修士論文の部の授与式

　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、韓 仁熙氏の「ライフコースからみ
た女性の世代間援助」です。

　総会での審議終了後、記念講演を行います。今回はグーグ
ル合同会社　山本裕介氏にお願いしました。山本氏は2004年
社会学専修課程卒業後、大手広告代理店でクライアントの広
告宣伝に携わった後、国内ネットベンチャーに移籍、その投資
先であるTwitter日本上陸時のマーケティング・広報を担当した
後、2011年グーグル入社。女性活躍と働き方改革をテーマとし

て1,000社以上のパートナー企業を集めた「Women Will」、学
生・中小企業・エンジニア・スタートアップなど日本中の1000万人
のデジタルスキルの習得をサポートする「Grow with Google」な
ど、テクノロジーを活用してより良い社会を実現するための各種
プロジェクトを担当されてきました。今回の講演にあたっての山
本氏の抱負は以下のとおりです。
　「現在自分は民間企業でありながら社会貢献の意味合いが
強いプロジェクトに携わり、外資系企業でありながら日本のため
に活動し、本業を持ちながら複業として小さな商いを行い、都
心にオフィスがありながら長野で生活しています。これらは過去
においては断絶されている、あるいは両立が難しい要素でした
が、コロナ禍や時代の変化もあり今後広がっていく可能性も秘
めていると感じています。そういった自分の実体験をベースに、
今後の働き方・生き方について皆様とお話できれば幸いです。」

総会後の懇親会は中止します

　新型コロナ感染拡大予防の観点より、例年行なっている総会
終了後の懇親会は中止とします。

　昨年度は新型コロナ感染拡大のため書面開催としましたが、本年度は対面での開催を予定します。
開催場所が例年と異なります（本郷キャンパス内の教室が使用できない為）のでご注意ください。

オンライン参加も可能

今後の予定について
　新型コロナ感染拡大の状況により、総会の中止・延期等変更
が生じた場合は、ご登録いただいているEメールおよびクローネ
会ウエブサイト
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/sociology/krone/ 
にて随時告知いたします。

今年度の当番期は「１」

今年度の当番期は卒業年次末尾が「１」の期の方です。各期当
番期幹事の皆さまには、可能な時期・形態で同期の親睦を図って
いただきますよう、お願いします。

場所　日本外国特派員協会（FCCJ）　
〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内 3-2-3丸の内二重橋ビル5階
☎03-3211-3161 Email: front@fccj.or.jp
二重橋前駅（千代田線）より徒歩2分、東京メトロ有楽町駅（有楽町線）より徒歩5分、
JR有楽町駅より徒歩5分、JR東京駅丸ノ内南口より徒歩7分

時間　15：00開会（14：30受付開始）　

記念講演は
「断絶を越えていくための、
ハイブリッドな生き方の模索（仮）」
グーグル合同会社
ブランドマーケティング統括部長 兼
Grow with Google プロジェクト統括
山本 裕介氏

＊二重橋ビルは、東京會舘も入る
2019年改築の比較的新しいビ
ルです。アクセスの詳細は最終
ページ（p６）をご参照ください。
＊ご参加の際にはマスクの着用を
お願いします。
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　当日は、法文一号館311室、312室、
314室で、教員・学生のみが出席して行わ
れました。廊下に受付台を設置し、学位
記や書類の受け渡しを行ったあと、事前
に割り振りをした３教室に分かれ、密を防
止し、十分な間隔を空けて着席していた
だきました。そして３教室と教員をリモート
で接続して開催しました。研究室主任の
赤川学教授は対面出席し、司会およびク
ローネ賞の授与式を執り行いました。
　各教員の祝辞も画面越しで行われ、こ
れから社会人として巣立っていく社会学
研究室卒業生に向けて、処世の仕方や

重要な局面に直
面した際の考え方
など、対面時と同
様、熱いメッセー
ジが 贈られまし
た。卒業生もそれ
らひとつひとつの
言葉を心に刻んで
いたようでした。
　この後、クローネ賞の発表と授与式が
ありました。対象論文は、築島綾音 「相
互行為のなかの月経──「生理」の開示
と秘匿をめぐる実践の聞き取りから」と藤

田太郎 「地方都市のエリアマネジメントを
活用した中心市街地活性化──岩手県
大船渡市キャッセン大船渡エリアの事例
から」の二作でした（受賞者本人による論
文内容の紹介は３頁をご覧下さい）。
　昨年度に続き、今年も非常事態下での
開催となりましたが、卒業生の協力を得な
がら、滞りなく学位記授与手続きを終了
することができました。これからも卒業生
がいつでも戻って来られる研究室運営を
続けていきたいと思います。

59名の新会員が誕生
  2020 年度　学位記授与手続き

　2021年３月18日（木）、社会学研究室主催の学位記（卒業証書）授与手続きが行われました。新型コロナ感染拡大防止の
ため、教員はリモートで参加、卒業生は複数の教室に分かれるかたちで実施されました。残念ながら、昨年度と同様クローネ
会からの来賓参加は見合わせることとなりましたので、当日の様子を研究室スタッフからの報告により、ご紹介いたします。

2020年度卒業生進路先
＜大学・大学院以外＞
秋田書店、アクセンチュア、朝日新聞社、アルコニックス、鹿島建設（２）、厚生労働省、 講談社、光文社、独立行政法人
国際協力機構、国立科学博物館、ジェイアール東日本企画、ジェーシービー、静岡銀行、TBSテレビ、デロイトトーマツコ
ンサルティング、東急不動産、東京海上日動火災保険、東京消防庁、 東京大学、 NEWPEACE、日本ロレアル、日本経済
新聞社、日本生命保険相互会社、 野村総合研究所、 パーソルキャリア、パナソニック、バンク・オブ・アメリカ、 バンダイナム
コエンターテインメント、 日立Astemo、PwCあらた有限責任監査法人、 PR TIMES 、フューチャー、マンパワーグループ、
三井不動産、 三井物産、三菱商事 （３）、ヤマハ、楽天（４）、Looop、ルクレ 
＜大学・大学院＞
東京大学大学院人文社会系研究科（８）、東京大学大学院総合文化、京都大学大学院公共政策 
＜その他＞ （３）

赤川教授（右）と築島氏

法
文
一
号
館
311
室
の
様
子

赤川教授（左）と藤田氏
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クローネ賞受賞者のことば

　女として見られたくない
ために、友達に「生理が重
いから」約束を断ったとは
言えず、「貧血」を理由にし
たところ、体調管理がなっ
ていないと言われた。ある
友人からこのような話を聞
いたことが、卒業論文の
着想のきっかけでした。本
論文に協力してくださった８
人のインフォーマントからは、実にさまざまな生理の開示と秘
匿の経験が聞かれ、冒頭のエピソードはその一例に過ぎま
せん。
　特定の状況以外で自分の生理を開示することが規範から
の逸脱とされる一方で、特定の年齢の女性であれば生理が
あることが当たり前とみなされています。そのため、生理を

秘匿することは、有経者にとって不利な印象を回避する行
為だけではなく、例えば「女らしさ」から距離を取るなど、戦
略的に自分を呈示する行為にもなりえます。社会的な規範
を強く意識しながらも、有経者は主体性をもって相互行為の
相手や状況を判断し、生理の経験の特定の部分を切り出し
て、場面にあった方法で伝達しています。そのプロセスを明
らかにしようとしたのが、本論文です。そこでは、多くの人
がもつ生理への共通理解と、具体的なひとりにとっての生理
の経験とがせめぎあっています。
　とりたてて論じるにはあまりにも日常的で当たり前のことに
思われるかもしれませんが、生理の開示・秘匿からは、社
会のなかで特定の身体を生きる経験が浮かび上がってくる
と私は考えています。フェミニズムや障害学といった分野で
は、社会のなかで特定の身体を生きる経験について研究
が蓄積されてきました。大学時代にその蓄積に接して、私
は他者を知ろうとする営みの心躍る面白さとともに、特権に
気づくことの痛みや、他者と生きることの難しさも感じました。
社会について考えることの面白さと痛みの両方を出発点とし
た本論文を評価していただけたことは、私にとって大きな意
味を持っています。名誉ある賞をいただき、誠にありがとう
ございました。

　衰退していく中心市街
地はどうしたら活性化でき
るのだろうか。地方都市
の中心市街地で育った私
にとって、この問いは大学
時代の活動の根源でした。
様々な地域にお邪魔する
中で、2 年生の春休みに
岩手県大船渡市で市民大
学「大船渡まちもり大学」
を立ち上げ、その後は大船渡をフィールドとして、この問い
に向き合ってきました。
　本論執筆のきっかけは、大船渡での活動を続ける中で感
じた、「まちもりはどのように中心市街地活性化に役立ってい
るのかを明らかにしたい」という気持ちでした。
　「中心市街地活性化」というテーマを研究するにあたって、
社会学の論文としてどのように分析するかが大きな課題でし

た。都市工学や地理学でのプロセス面からの研究が中心
のこのテーマについて、コミュニティという視点を導入し、当
事者による意味づけや評価に注目する中で見えてきたのは、
多様な属性の人々が集まることによる創発性でした。これを
もとに行った大船渡での調査からは、「学び」というコミュニ
ティの軸が参加ハードルを下げ高校生の主体的参加につな
がった一方、短期的な成果が見えづらくなることで、商店
主層からの理解が進みにくくなっているという課題が明らか
になりました。
　今回の論文執筆を通じて、自分のフィールドで論文を執
筆することの難しさと喜びを両方感じることができました。自
分の取り組みを客観的に見つめ直すのは簡単なことではあ
りませんでしたが、コロナ禍においても充実したフィールド調
査を実施することができ、お世話になった地域にわずかです
が学術分野から恩返しができたことを嬉しく思います。今回
の論文は自分のフィールドだからこそ書けたものでした。
　私は現在、電機メーカーの採用担当として働いています。
大学時代は中心市街地のコミュニティに飛び込んできました
が、今度は会社というコミュニティを入り口からどう活性化さ
せられるかを考えることを通じてまちづくりに関わり、学んだこ
とを大船渡の活動に還元していきたいと思います。
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『相互行為のなかの月経――「生理」の開示と秘匿
をめぐる実践の聞き取りから――』

『地方都市のエリアマネジメントを活用した中心市街地
活性化――岩手県大船渡市キャッセン大船渡エリアの
事例から─―』
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紆余曲折を経て社会学研究の道へ
髙谷 幸准教授

社 会 学 教 室

新 任 担 当 教 官

　はじめまして、2021年4月に着任した髙
谷幸と申します。コロナ禍がつづくなか、
あたふたしながら授業も会議もほとんどオ
ンラインで行うという形であっという間に春
学期が終わりました。とはいえキャンパス
や研究室に赴くと、銀杏並木や大きく茂っ
た木々、法文２号館の荘厳な雰囲気に
歴史の厚みを感じています。
　さて自己紹介というのは難しいもので
す。クロニクルに自分の来し方を説明する
のがその定番ですが、では起点はどこに
すればいいか、過去の経験のどの部分
が現在の自分を構成しているといえるの
か。私自身は、子どもの頃から研究者を
目指してきたという訳ではなく、その時々の

（消極的なものも含め）小さな選択を続け
てきた結果として今があるような気がして
います。ですので余計に、一つの流れの
ように自己紹介をするのは気がひけるので
すが、ここでは思い切って10代の頃から
始めてみたいと思います。

社会学への道

　中高生の頃は、将来は国際協力の仕
事がしたいと考えていました。それにつな
がる勉強がしたいと思い、大学は、国際
関係の分野が充実していた神戸大学法
学部に入学しました。しかし誤算だったの
は、入学して専門の授業をとったところ、
全然面白いと思えなかったことでした。意
気消沈していた頃にたまたま社会学という
学問に出会い、その面白さにはまりました。
当時、社会学に感じた魅力は、自分が

「いま・ここ」で感じている疑問や不安が

学問の対象になること、それが「社会」に
よって説明されうるということでした。（ただ
研究を進めてみて、そう簡単に説明でき
ないこともわかりましたが。）こうして社会学
関係の本を読むようになりましたが、もう少
し専門的に勉強したいと考え、京都大学
の大学院に進学しました。
　とはいえ、いきなり始めた社会学の研
究が２年で終わるわけもなく、ナショナリズ
ムをテーマにした修士論文も中途半端に

終わりました。自身としてもまだ何かを理解
したという気がせず、もう少し追究してみ
たいと考え博士課程に進学しました。少
なくとも当時は、博士課程への進学は研
究者の道を目指すことを意味していました
が、自分はどちらかというと決断を先送り
にする感覚が強かった気がします。もち
ろん路線変更が難しくなることはわかって
いましたが…。

移民の研究へ

　博士課程に入ってからは、異質な人び
とがつくる公共性とはいかなるものか、とい
う問いを具体的な社会課題を通して考え
たいと思い、移民の権利を求めるNGOで
インターンをしつつ調査を始めました。そ
の頃もまだ進路に迷っており、研究を続け
るよりも「現場」で働いた方が面白いのでは
ないかという気もしていました。そうしたこと
もあってインターンの後、同じNGOで専従
職員としても働きました。ただ研究的な関
心がなくなった訳ではなく、とりあえず博士
論文だけは出そうと考え、何とか期限ぎりぎ
りで提出できました。同時に、「現場」で働
いてみると、かえって研究の面白さを実感
するようにもなりました。煎じ詰めれば、「自
分がまだわからないことを理解したい」とい
う思いが強かったのかもしれません。そう
いうわけで、研究をベースにしながら、「現
場」に（も）関わるのが自分には向いている
のかなと考え、今に至っています。
　博士論文を書き終えた後は、日本学術

振興会特別研究員を経て、2011年10月よ
り岡山大学社会文化研究科に就職しまし
た。岡山で５年を過ごした後、2016年に
大阪大学人間科学研究科に移りました。
　正直にいえば、移民についての研究を
始めた当時は、「方法としての移民」という
視点だったと思います。ですが、日本に
暮らす移民の人たちの話を聞かせてもらう
うちに、彼らのことをもっときちんと理解し
たいという思いが強まり、いわば「対象と
しての移民」という視点からの研究も行う
ようになりました。今関心があるのは、日
本における移民の編入と排除の過程、社
会変動と移民の関係などですが、これか
らも理論的な関心と具体的な社会課題の
理解という視点を往還しつつ、研鑽を積
めればと考えています。
　紆余曲折に生きてきた私が、伝統ある
社会学研究室の一員になるのは異色の気
もしますが、これもまた何かの縁だと考え、
自分のできることを模索していきたいと考え
ています。まだわからないことばかりです
が、どうぞよろしくお願いいたします。
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2021

●2020年度卒業論文題目
韓国保守政治におけるプロテスタントのかかわりについて
SNSにおけるファンコミュニティとの距離
裁量労働からみた長時間労働問題──出版業で働く労働者への質的調査分析──
国会会議録から見る戦後日本の幸福
現代における隠喩の創造的機能の価値について　〜抜け落ちたパズルのピースを埋めるということ〜
組織論・経営学と行動経済学から見る個人と組織の関わり
ネット炎上の発生要因の考察
越谷レイクタウンの開発と成長がもたらす影響
自己肯定感はなぜ語られるのか？　〜ベックの個人化論を元に〜
構築される「貧困問題」
Twitterにおけるフェミニズム──日本語ユーザーによるフェミニストへの言及の計量的分析
市川市における外環反対運動から見る郊外の「存在問題」
相互行為のなかの月経：「生理」の開示と秘匿をめぐる実践の聞き取りから
日本におけるラップ実践の意味づけの現在形
日本における難民問題の社会的背景と実態
「アウティングという社会問題」の社会学──〈社会問題の自然史モデル〉による分析──
民間企業への就職活動を行う学生の「やりたいこと」──社会貢献志向に着目して──
情報化社会における公共性
変容する日本企業の経営──ソニーを事例として──
性に纏わる社会問題とその影響
シニア女性の衣服購入の現状と課題──ファストファッションに着目して──
ダイエットについての描写と語りの研究
「おひとりさま」現象における他者関係の様相分析──余暇・娯楽の観点から──
アジアにおけるインフォーマル・セクターと経済発展の関係
東大生の就職活動から見る大学キャリア教育のあり方
日本の若者と日本の雇用・福祉システムの現状──日本型雇用慣行を若者が望み続ける構造的要因を探る──

（次頁へつづく）

●研究室体制
　今年度は、教授7名（佐藤健二、白波瀬佐和子、赤川学、
中村雄祐、小林真理、本田洋、出口剛司）、准教授４名（祐成
保志、金成垣、井口高志、髙谷幸）、助教１名（税所真也）の
体制で、社会意識論、少子高齢社会のみかた、意味の社会学
／社会学の意味、国際協力と読み書き、アートマネジメント、民
族誌の方法と理論、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、ポスト福祉国家の社会学、ケアと支援の社会学、
人種主義を考える、社会調査実習等の授業が開講されています。
学外からは、金井雅之（専修大学：量的調査）、丸山里美（京都

大学：質的研究の考え方）、武田俊輔（法政大学：地方都市の社
会学）、流王貴義（東京女子大学：舞台裏からみる社会学史研
究）、三浦倫平（横浜国立大学：社会学演習）、学内からは、鍾
以江（東文研：Japanese Culture）、園田茂人（一歩先の調査
研究へ：計画からプレゼンテーションまで）、有田伸（社研：日韓比
較社会研究）、三谷武司（学環：理論社会学文献購読）、藤原翔

（社研：社会調査法、社会階層論）の各氏から協力を得て、学部・
院の授業が行われています。現在、学部学生は108名、大学
院生は45名です。
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●2020年度卒業論文題目（前頁から）
何がエイジズムを増幅するのか──池袋母子死亡事故に関する言説の分析──
高齢者の地域居住　〜住み続けることの意味と政策の変遷に着目して〜
脱・東京一極集中と「地方」の課題──若年層の価値観の変化に注目して
視覚障害児とインクルーシブ教育：交流及び共同学習における経験に注目して

「理想の商店街論を考える」──徳島市東新町商店街の事例から──
セクシュアル・ハラスメントをめぐる言説空間を描き出す
ネットニュースに見る日本におけるBlack Lives Matter運動の受け取り
新自由主義の形成と展開──統治をめぐって──

「未災者」における当事者意識の形成──災害報道の現状 と展望──
人間がコンパニオンアニマルに求めるものは何か
日本人の不公平感の規定要因に関する実証研究
東京都の地域類型──23区26市別──
日本のお笑いはなぜ社会風刺が少ないのか
高学歴主婦に関する実証研究──東大卒女性のキャリア意識の分析──
構築構造主義の可能性──大学入試女性差別の問題の位相を巡って──
男性政治家と女性政治家の政策にはどのような差異があるのか──東京都北区区議会議員と参議院議員の政策を事例にして──
地球温暖化問題と産業界の反応──歴史的展開に注目して──
日本型福祉における家族の役割の検討
テレビドラマにおけるセクシュアルマイノリティの描かれ方
現代の監視社会
サッカー移民から見るJリーグの特性に関する社会学的研究
大学進学者は子ども期にどのような貧困体験をするのか──「複数的個人」の視座から子どもの貧困を捉えなおす──
地方都市のエリアマネジメントを活用した中心市街地活性化──岩手県大船渡市キャッセン大船渡エリアの事例から──
大衆文化における理想的女性像の日韓比較──「女子力」と「概念女（ゲニョムニョ）」を中心に──
公共空間における権力の変容──生活安全条例の系譜から──
現代における若者のコミュニケーション– インスタグラム（Instagram）を事例として
BLにおけるクィアな表象の限界と可能性──「セクシュアルマイノリティ」描写の類型分析から──
障害をめぐる「配慮」のあり方──合理的配慮と障害者の生活実態に着目して──
アニメ聖地巡礼におけるオーセンティシティ
スポーツと文明化　〜プロ野球私設応援団を事例として〜
発達障害児の母親における子の障害/障害児自身への認識の変容──何が母親に安定をもたらすのか──
場所に対する「まなざし」の差異──「ディープさ」への志向に着目して──
性同一性障害をめぐる「身体」のレトリックについて──身体はどう生きられるのか──

総会会場「日本外国語特派員協会（FCCJ）」（二重橋ビル５階）までのアクセスについて

二重橋ビルは、有楽町駅と東京駅の間、やや有楽町駅寄りにあります。当該ビルまでは、 Google Map等をお使い下さい。必ずいっ
たん地下１階まで降りて、専用エレベーター（日本外国特派員協会（FCCJ）のサインが出ています）で５階まで上がってください。

<地下からお越しの場合>東京メトロ日比谷駅と二重橋駅間の地下連絡通路にあるB5出口が二重橋ビルに直結しています。 
JR東京駅方面より地下道をご利用の場合は出口6から新東京ビル地下経由で二重橋ビル に入れます。
<地上からお越しの場合>土曜日は、1階正面玄関が閉鎖されています。丸の内仲通りに面した店舗「ADRIFT by David 
Myers」と「diptyque」の間の入り口を入ってすぐのエスカレータで地下1階へとお進みください。
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