
　今年も、総会を東京大学ホームカミング
デイの 10 月15日（土）に開催いたします。

クローネ賞修士論文の部授与式
受賞者・永島圭一郎氏

　総会に先だち、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、永島圭一郎氏の「結婚への移行
に潜む社会的格差の研究：未婚のメカニ
ズムを探る」です。

記念講演「はじめての選挙体験」
参議院議員・杉尾秀哉氏

　総会審議終了後に記念講演が行われ
ます。杉尾秀哉氏は、TBS に記者とし
て入社後、司法記者クラブキャップ、社

会部サブデスク、編集部副編集長を歴
任後、平成 5 年に『JNN ニュースの森』
のキャスターを断続的に 10 年勤められた
後も、解説委員として、さまざまな番組に
出演して、TBS の顔として活躍されました。
　出身地である阪神淡路大震災の取材
や、ワシントン支局長としてアメリカ大統領
選挙の取材などでも活躍された様子を、
記憶されている方もおいででしょう。こうし
た現場経験を、同窓生にも自由な立場か
ら語っていただきたいと、打診しておりまし
たところ、第 24 回参議院議員通常選挙

に当選されました。

報道側から当事者へ

　会員の政治的信条は、様々あるかと

思います。しかし、選挙に当事者として
関わるのは、どういうことなのかを、かつ
て、総選挙のメインキャスターを務めたこと
のある杉尾氏から語ってもらえるというのは、

「参与観察」という視点を共有できる社
会学科の卒業生ならではと思います。
　震災、アメリカ大統領選挙など取材経
験と今とを比較する素材もたくさんお持ち
の杉尾氏です。皆様からの積極的な参
加やご質問をお待ちしております。

　現役の参議院議員を講師に迎えるの
は、大きな喜びですが、お立場上、突然
の非常事態、公務等出来により、クロー
ネメールで事前にお知らせする余裕もなく、
当日に講師の突然の変更を余儀なくする
場合もありえますことに関しては、どのよう
な方の場合でも皆無ではないとはいえ、
特に今回は、あらかじめご了解いただけ
れば幸いです。

本年度の当番期は、卒業年次
末尾が、「6」の期の方ですの
で、66年、76年、86年、96年、
2006年、2016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。

本年の当番期は「6」

平成28年度クローネ会総会は
　10月15日（土）15：30より開催

平成28年度 クローネ会・幹事会・総会・懇親会日時

2016年10月15日㊏  場所日時

15：00より　　幹事会　　事業報告・事業計画/決算・予算/役員改選/　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   杉尾秀哉氏（1981年卒）｢はじめての選挙体験｣
17：10頃より　懇親会（会費3000円）

法文１号館215教室

法文１号館214教室

法文１号館215教室

第15回
東京大学
ホーム
カミングデイ

10月15日（土）10：00～

詳細は、http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/alumni/interact/hcd/hcd2016/index.htmlでご覧いただけます。

駒場キャンパス本郷キャンパス
　総会当日の10月15日（土）、駒場キャ
ンパスと並んで、本郷キャンパスでも、
第15回東京大学ホームカミングデイが
開催されます。
　正門から安田講堂までの銀杏並木
が、模擬店、利き酒、パフォーマンスなど
でにぎやかなエリアに変身。安田講堂
では、音楽系サークルとOB・OGと在学

生のコラボレーション「安田講堂音楽
祭」が開催されるほか、昨年国の名勝に
指定された懐徳館庭園が、ホームカミン
グデイの当日のみ無料一般公開されま
す。その他、特別フォーラムなどを筆頭
にトークイベントも目白押し、クローネ会
開始前のお時間までふるってご参加く
ださい。
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　今年は戦後７０年ということでいろいろと
マスコミ中心に戦後７０年の様 な々変化が
取りざたされた年でした。
　政治的な話題はさておき、この社会学
科においても大きな変化が起きているのだ
ということを感じさせられました。この３月に
社会学科の卒業式に来賓として招かれて
いって、卒業生一人ひとりが自分の進路
を述べる場に立ち会いました。

社会学科卒業生進路に報道
機関ゼロ
　驚いたことに、新聞記者になる人が一
人もいませんでした。NHKさんに行く人も
いませんでした。民放に行かれた方はお
られたようですが、報道機関という意味で
はゼロであったと感じました。私たちの時
代には、毎年１０人は、共同通信社を含
めて新聞社に就職して、さらに NHK にも
必ず誰かが行っていた時代との差を感じ
ました。まあ、新聞社の経営というのは、
未来の明るい業界ではありませんので、
それを学生の皆さんが敏感に感じ取って
いるのだといってしまえばそれまでになりま
す。しかし、日本のジャーナリズムの未来
を考えると危機感を感じました。
　といっても、日本の新聞社がジャーナリ
ズムの名に値する活動をしはじめたのは、
近年のことです。
　私が毎日新聞に入社したのは、1969
年でした。その頃は、特ダネ競争といっ
ても、事件の容疑者、あるいは、国鉄総
裁の人事などいずれ発表されることを誰が

いち早く伝えるかという競
争が中心でありました。
　それが独自の取材によっ
て問題を提起するという形
に変わったのが、1972 年
のウォーターゲート事件から
であります。
　日本では、新聞ではあり
ませんでしたが、立花隆さ
んによって、田中金脈研究
が続きました。これは、わ
れわれ新聞記者にとっては
大変ショックな出来事でし
た。というのも、一つ一つの情報はすで
に新聞記者の知っていたことだったからで
す。われわれは、追求することをさぼって
いたのかと反省させられました。
　その後、朝日新聞のその名をとどろか
せたリクルート事件の報道を皮切りに、い
わゆる「調査報道」という形式が新聞に
定着してまいります。
　その後、新聞各社は調査報道に力を
入れることで数々の報道を行ってきました
毎日新聞の旧石器捏造事件報道もその
一つになるかと思います。
　新聞には、権力をチェックする機能と、
多数選択から落ちこぼれてしまう少数意
見が不当な不利益をこうむらないようするこ
とという使命があるかと思います。

情報を発掘、収集、分析――
調査報道維持する体力低下
　情報を発掘し、収集、分析する「調

査報道」を行うには、体力、人材、組
織がいります。これまでの日本のマスコミの

「調査報道」は、新聞社が中心となって
担ってきた側面があると自負しております。
しかし、その体力が落ちてきているという
ことを感じざるを得ません。

ネット社会で経営難加速
ニュースはただ？ 課金へ模索
　背景の一つは、ネット社会の到来です。
新聞社は、当初ニュースを無料でネット
に配信して、「ニュースはただである」と
いう感覚を作ってしまいました。現在、失
敗したニューヨークタイムズをはじめとして
課金の新たな方式を模索しておりますが、
一度作ってしまった感覚を元に戻すのは難
しい側面があります。
　ネットに情報を流し続けるだけの体力を
新聞社は維持できるのかはなはだ疑問で
あります。

ジャーナリズムの未来
平成27年度
クローネ会総会・
会長あいさつ

　平成 27年 10月17日（土）に、クローネ会総会が行われました。山本進会長は、社会学研究室卒業生の現状に結

び付けて、「調査報道」を中心としたジャーナリズムの今後に対しての危機感をあいさつで吐露されました。

クローネ会会長　山本進　（元毎日新聞社専務取締役/元スポーツ・ニッポン新聞社社長）

卒業式での山本進　会長
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◇事業報告及び事業計画について

　平成 26・27 年度は、事業計画通り、
幹事会・総会・クローネ交流会を実施しま
した。クローネ交流会の講師を、2005 年
卒の佐貫僚氏にお願いしましたところ、交
流会後の相互交流を提案されて、佐貫
氏のアドレスやホームーページアドレスをク
ローネ第 15 号に掲載いたしました。佐貫
氏の提案された様なインタラクティブな関
係が、クローネ会を活性化させるものとし
て積極的に受け止めてまいりたいと考え
ております。
　クローネ賞に関しては、修士論文・卒
業論文とも該当者・受賞者なしという結
果になりました。これに関しては、研究室
とも選考基準等の見直しを含めた協議を
行い、継続的に該当者・受賞者を輩出
できるように取り組んでいるところでござい
ます。
　平成 27・28 年度については、クローネ
会が発足したときに学部生であった 2005
年の卒業世代が、社会的にも落ち着いて
活躍できる年回りになってまいりました。入
学した時からクローネ会の存在ありきの世
代に、クローネ会の存在意義を感じさせ、
積極的にクローネ会を盛り立てていこうとい
う気持ちになってもらうことが大切だと考え
ております。
　そのためには、これまである程度固まっ
てきた事業の在り方に甘んずることなく、ク
ローネ会が意味あるものとして認められる

ための柔軟な対応や、研究室との一層の
連絡の強化が求められているものと考えて
おります。

◇会計報告及び予算について

　平成 26・27 年度決算については、昨
年度は、赤字の決算となりましたが、本
年度は、黒字に転換いたしました。　　
　しかし、クローネ賞の該当者が不在に
よる記念品・賞状等の経費減は、手放し
で喜べることでもありません。
　例年よりも終身会費をお支払いいただく
方が増えたことも収入改善の一助です。
昨年呼びかけました納入促進に対して皆
様がご協力いただいた結果と感謝申し上
げます。しかし、終身会員が増えることは、
年会費の低下を意味します。魅力的な事
業を行い、その参加者の増加を通じて、
クローネ会の発展を図ることが、収支の
一層の改善にもつながると考えております。
予算は、努力目標としての参加者も見込
んで、計上しております。皆様、同期生
をお誘いあわせの上、クローネ会の諸活
動にご参加いただければなによりもありがた
く存じます。

クローネ会（東京大学社会学研究室同窓会）
平成26・27年度　事業報告及び会計報告
平成27・28年度　事業計画及び予算

　本年度のクローネ会費の
納入をお願いいたします。
別紙振替用紙で、クローネ
会指定の郵便局口座に振
り込んでください。

　クローネ会の維持発展のために、会費納入への
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

年会費…………………………3,000円
終身会員会費………………30,000円

懇親会では教官を交えての交流が

予算
収入

平成27年9月1日～平成28年8月31日

平成27-28年度会費（3000円×150名）450,000

懇親会会費（3000円×30名） 90,000

平成26-27年度からの繰越 8,742,191

　計 9,282,191

支出

会報（第15号：印刷・通信・人件費） 500,000

幹事会（会議・通信費） 50,000

総会（会議・人件費） 200,000

クローネ交流会 50,000

クローネ賞 100,000

運営事務費 100,000

予備費 50,000

平成28-29年度への繰越 8,232,191

　計 9,282,191

会計報告
収入

平成26年9月1日～平成27年8月31日

支出

会報（第1４号：印刷・通信・人件費） 610,544

幹事会（会議・通信費） 28,110

総会・懇親会（会議・人件費） 147,025

クローネ交流会補助 11,422

クローネ賞 43,837

運営事務費（什器・人件費等） 79,160

平成27-28年度への繰越 8,742,191

　計 9,662,289

残高内訳

ゆうちょ銀行 8,335,348

みずほ銀行 338,274

研究室 68,569

　計 8,742,191

（平成27年8月31日現在）

（単位：円）

（単位：円）

年会費（3000円×130名） 390,000

終身会費（30000円×17名） 510,000

懇親会費（3000円×36名＋500円×4名） 110,000

記念誌売上（5000円×3冊） 15,000

銀行利息 61

平成25-26年度からの繰越 8,637,228

　計 9,662,289
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　私は、今日は特派員として現場でイスラ
ムとかかわった話をさせていただき、後半
で今話題になっているイスラム国に関して
私の考えを述べて、皆様がイスラムを考え
るときの参考にしていただきたいと考えてお
ります。
　1986 年にカイロ支局に赴任して以来、
任地は変わっても、ユーゴスラビア内戦も
宗教戦争という形で、イスラムの問題が
念頭にありました。今日は、今までお話し
たことのない話から始めたいと思います。

⑴イスラム世界と対峙した
　アンマン事件（2003年05月）

日本とヨルダン
メディアの関心に違い

　イラク戦争取材中に、毎日新聞の写真
記者が拾ったクラスター爆弾の不発弾が
アンマン国際空港で爆発してヨルダン人の
軍曹が死亡、５人が重傷を負うという事件
が編集局次長時代にございました。そこ
で、軍曹の死はアラーの思し召しというイス
ラム社会の乾いた死生観に触れました。
　コーランには、殺人の場合には一人殺
されたら一人殺していいという返報法が規
定されています。ただし当事者が復讐の
代わりに「血の価」で満足する場合には、
受け取る側は正々堂 と々受け取り、支払
う側も立派な態度で償いの義務を果たす、
とあります。
　ヨルダン国王が前面に出てきたことで、
体面社会であることを考え、毎日新聞の
部族長である社長に来てもらい、負傷者
全員への見舞いと地元への見舞い、遺
族と所属する部族への謝罪を行いました。

現地でメディア対応をしたなかで、メディ
アの関心の違いを感じました。日本のメディ
アは結果責任を問う姿勢が強く、無罪主
張するか、起訴の罪名などを質問したの
に対して、ヨルダン・メディアは補償交渉
の内容、特に日本政府がＯＤＡがらみで
圧力をかけているのではないかに関心をし
めしてきました。

⑵メディアにとってのイスラム国
（以下ISと表記）

国際メディア利用価値なし
身代金要求のカードに

　現在の主筆という編集を統括している
立場での最大の懸念はＩＳ取材で記者が
捕まったりしないかということです。後藤健
二氏ら日本人２人が殺害され、安田純平
氏が６月下旬にトルコからシリアに入国して
行方不明になっている状況です。
　紛争地の取材とIS の取材はだいぶ様
相が違います。
　湾岸戦争（91 年）で国際メディアがヨ
ルダンからバグダッドへ入るとき、米軍（多
国籍軍）は空爆を中止し、バグダッドのア
ルラシッド・ホテルは聖域としていました。
　ブッシュもサダムも自らの主張を世界に
向けて発信し、相手の主張を知る手段と
してメディアを認め、存在を必要としてい
たのです。
　ＩＳはメディア戦略部門を持ち、ネット上に
ＩＳのプロパガンダを拡散させ、欧米の若
者をリクルートしています。相手の主張を
認めず、自らの主張だけを一方的に流す
ので国際メディアの利用価値はないので
す。メディアは、捉えて人質にし、身代金

を要求するカードになってしまっています。

⑶ＩＳの特徴

領土持ち経済も自立
広報部門、軍事力も強く

　IS の最大の特徴は、領土を持ってい
るということです。イラクの 25％とシリアの
30％を占める広大な土地で法律を施行し、
税を徴収しています。警察活動を行いイン

フラを整備し、領土とカリフ制を持つことで、
グローバル・ジハード運動のシンボル的存
在となり、主導権を握ったのです。
　次に、経済的に自立していることです。
月の２億㌦の収入のうち 30 ～ 40％が原
油販売で、シリア最大の油田やイラク東
部の中小油田を支配下に置いています。
平均してシリアで日産５万バレ

ル 、イラクで３万
バレ
ル を生産していると言われます。その他に
収入の 50％は住民からの税金や通行税
で、モスルのイラク中央銀行から５億㌦強
奪し、外国人人質から身代金をとっていま

イスラムと日本
2015 年度クローネ会総会　記念講演

　毎日新聞専務取締役・主筆　伊藤芳明 氏

伊藤芳明　氏
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す。14 年だけで身代金を2000 万㌦手に
したと言われています。遺跡の盗掘・密
売も行い、欧州への密航ビジネスにも関わ
ることで、戦闘員に給与を支給し、一般
戦闘員は月に 600㌦と言われます。
　第 3 に、メディア戦略部門広報部門を
持っていることです。「アル・ハヤート」の
発信する統治下の幸福な市民生活を宣
伝するビデオや、劇的に演出された人質
殺害ビデオまで、洗練度は抜群です。「恐
怖」と「楽園」で人心を支配している手
法は「アラブの春」による国家への帰属
意識の希薄化と、ネットや携帯電話による
情報空間にうまく乗ったといえます。
　最後に、強力な軍事力です。イラクや
シリアの政府軍基地を制圧し、米露製の
最新兵器を大量捕獲しています。ＣＩＡに
よると兵力約３万。12 万と推測する専門
家もいます。中核は旧フセイン政権の将
校らイラク人で、外国人戦闘員は約２万。
サウジから7000 人、チュニジアから5000

人、欧米からは英国、フランスを中心に
4000 ～ 5000 人。IS の弱点は空軍と防
空システム、長距離ミサイルを持っていな
い点ですが、殉教精神に富み自爆をいと
わない地上軍が弱点を補っています。

⑷今後の課題

中東、世界各地に拡散
「ポストIS世代」も成長

　IS は各地に拡散するのではないかと思
います。領域の拡大は出来ないかも知れ
ませんが、一定の領土を保ち、中東の人々
の閉塞感打破の期待を集めるのだろうと
思います。イエメン、リビア、ナイジェリア
などのように各地に拡散する傾向は続く。
帰還戦闘員が欧米諸国でのテロを起こす
可能性もあります。
　今後も、日本人が標的となる可能性は
続きますから、米国に頼らない中東外交
の必要性が高まってくると思います。

　最大の問題は「ポストＩＳ世代」だと感
じています。学校が閉鎖され、子供らは
①難民となって逃れる②ＩＳに入る――の
二つの選択肢しかありません。少年兵は
チョットした見張りで月100㌦、通常 200
～ 300㌦の収入を得ているので、家族を
養っているという誇りを持っています。イス
ラム思想とサイエンスだけを教えられたバ
ランスの悪い世代が大量に生まれている
状況です。
　最後に、難民問題への対処があります。
ヨルダンをはじめ周辺国の受け入れは限
界に達しています。
　ジュネーブに駐在していた時でも、ボス
ニアから逃れた難民の対応をみて、ヨー
ロッパがイスラム難民を受け入れるのを嫌
がっているのを感じました。
　日本でも難民問題を遠いからといって傍
観している状況ではなく、異文化の人をど
う受け入れるかの問題として、考えるとき
に来ていると思います。

⑸イスラム国の流れ
04 年 00月　ザルカーウィ（06年に米軍の空爆で死亡）を指導者に「イラクのアルカイダ」設立
11年 05月　「アラブの春」がシリアに波及
　　　　　　ビンラディン殺害

12月　イラクから米軍部隊撤退
13年 04月　シリアに進出。「イラクとレヴァントのイスラム国」（ＩＳＩＬ）に改称
14年 02月　アルカイダがＩＳＩＬ絶縁宣言

06月　ＩＳＩＬがモスル制圧
　　　　　　カリフ制を宣言。アブー・バクル・バグダーディがカリフに就任。イスラム国（ＩＳ）設立

08月　有志国連合がイラク国内のＩＳ拠点空爆開始
09月　有志国連合がシリア国内のＩＳ拠点空爆開始

　　　　　　空爆に対抗し、ＩＳ報道官が世界中のムスリムに対して「今いる場所での個人テロ」を呼びかけ（９月21日）
　　　　　　豪州でアフガン移民がナイフで警官２人を襲撃

10月　カナダでイスラム教徒のカナダ人が軍兵士２人を車でひき逃げ、１人殺害
　　　　　　カナダ・オタワでリビアと二重国籍の男が戦没者記念碑の衛兵を射殺。連邦議会に侵入し、警官と銃撃戦
　　　　　　米ニューヨークでアフリカ系イスラム教徒が手斧で警官２人を襲撃

12月　豪州シドニーで、イラン系移民がカフェに人質を取って立てこもり、ＩＳの旗などを要求
　　　　　　仏トゥールの警察署で、ブルンジ系イスラム教徒が刃物で警官３人を襲撃
15年 01月　マリ系移民がシャルリー・エブド襲撃。ユダヤ人商店襲撃
　　　　　　後藤健二さん、湯川遥菜さんを人質に身代金を要求
　　　　　　湯川さん殺害の映像を公開

02月　後藤さん殺害の映像を公開
10月　バングラデシュ北部ランプル在住の星邦男さんが殺害され、「イスラム国バングラデシュ」を名乗るグループがネット上で犯行声明
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　１月２３日の土曜日、社会学研究室の
現役生と卒業生が集まる同窓会が東京・
本郷の旅館「朝陽館」で開かれました。
クローネ会の活動とは別に卒業生が主体
となって開いたもので、学部３年生から
卒業後１０年ぐらいまでの社会人を中心に
６０人余りが集まりました。
　創業から１００年以上の情緒あふれる
旅館の畳敷きの５０畳の大広間を借り、寿
司やピザなどデリバリーサービスで調達し
た料理とスナック菓子、缶ビールで乾杯す

るカジュアルなスタイル。日も沈んだ午後６
時ごろには大勢が集まり、同じテーブルに
ついた初対面の先輩・後輩が自己紹介し
あう姿が見られました。

年代をまたいで交流

　「乾杯！」。幹事の小林丈展さん（２００５
年卒）のあいさつでスタート。畳敷きの宴
会らしく、参加した人たちは気軽に席を移
動し、年代をまたいで交流しました。キャ
リアの相談から自身の研究テーマの紹介
まで話題はいろいろ。子連れの卒業生
やリクルートスーツ姿の現役生も見られまし
た。後からも続 と々卒業生らが集まり、真
冬の東京の夜空とは対照的な、熱気あふ
れる会場になりました。
　この同窓会は「大人の社会調査実習」
という名称で、もともと２００５年卒業生が
中心となって始めたもの。就職活動を控え
た現役学部生・大学院生がいろいろな業

界で活躍する卒業生と気軽に話せる場を
つくりたいとの思いで２００７年に初回を開
き、過去に５回開いてきました。学部の科
目「社会調査実習」をヒントに、現役学
生と社会人がお互いに学びあえるようにと、
この名称になりました。
　当日は武川正吾教授、三浦倫平助教、
昨年度末まで関西学院大学で教鞭をとら
れていた盛山和夫名誉教授もかけつけま
した。先生方は歴代の教え子らとの交流
を楽しみ、皆の前のあいさつでも会場を盛
り上げました。
　クローネ会の山本会長も会場で「大人
の社会調査実習」を拡大発展させること
に協力していきたいとあいさつ。茶道の専
門家である田中事務局長は自ら持参した
道具でお茶を点てて、皆を驚かせていま
した。

「一度に OB 訪問できた」

　就職活動シーズンも終わりを迎えた６月、
三浦助教の協力を得て、今年の会に参

　「大人の社会調査実習」というこれま

でも開催されてきた同窓生有志のイベン

トに今年、クローネ会から山本進会長、

田中秀隆事務局長、大森三起子監事、

大村公美子常任監事が初めて参加。在

校生のニーズに合ったイベントであること

を実感しました。今後クローネ会の事業

として推進していくために、当日の模様と

その後の参加者の反応を主催者から寄

稿していただきました。

同窓生有志で「大人の社会調査実習」を開催

幅広い年代が参加した「大人の社会調査実習」
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加した現役学生から感想のコメントを集め
ていただきました。
　ある人は「会社についてフランクにいろ
いろなことをお聞きできて、一度に OB 訪
問できたように感じます」と回答。このイベ
ントで知り合って後日OB 訪問をお願いし
た学生もいたようです。
　別の参加者は「就職活動前、東大社
会学で学んだ先輩方はどのような現場で
活躍されているんだろうと疑問に思ってい
た」そうですが、「この会を通して実に多
様なフィールドで働かれてる先輩方のお話
が聞け、人生全般に関してのアドバイスを
頂くことができました」と振り返っていました。
また「院進する人にも、研究者の方や先
生が来るのでいいイベント」という声もあり
ました。
　一方、卒業生たちにとっても、現役学

生や自分と違う業界で働く人と話すことが
できて刺激になったようです。知り合った
卒業生どうしで後日集まって飲み会を開い
たグループもありました。

　この同窓会、クローネ会の会報に登場

するのは今回が初めてです。２００５年

以降の卒業生を中心に運営してきました

が、卒業して５年ぐらい経つと転勤、留

学、子育てなどで参加しにくい人が出て

くるもの。主催者からは、クローネ会の

協力を得て社会学研究室の公認行事と

して運営を続けていきたいとの意向があり

ました。これを受け常任幹事会では、「大

人の社会調査実習」を次年度事業に組

み込むことを今年の総会で提案すること

で一致しました。皆様のご承認とご協力

を得て、より幅広い年代・職業の人が集

まる会にして、社会学の強い同窓会ネッ

トワークづくりにつなげてまいります。

場所を入れ替わりながらの交流で盛り上がりました 三浦助教（右から３人目）と現役生（開催時）

あいさつする盛山名誉教授

　3 月25日の卒業証書授与式で、送
り出された 43 名の卒業生の内訳は、
就職者は 32 名、大学院への進学者
が 10 名、その他 1 名になります。
　その主な進路先を証券分類に準じ
て紹介すると以下の通りです。
　鹿島建設、ジャパン・リニューアブル・
エナジー、三井金属鉱業、ダイキン工

業、タカタ、王子コンテナー株式会社、
住友商事、ユニクロ、三菱東京 UFJ、
商工中金、農林中央金庫、東京建物、
三井住友海上火災保険、大和総研
ホールディングス、プライスウォーターハ
ウス・クーパース、博報堂、日本放送
協会、東日本電信電話、NTTドコモ、
NTT データ、ワークスアブリケーション

ズキーエンス、Google Japan、サイバー
エージェント、読売巨人軍、虹の邑ポ
パイ、JCB、東日本高速道路、東京
都庁。大学院については、人文社会
系研究科（社会学）の他、社会心理
学、学際情報学府社会情報学、教育
学、武蔵野大学大学院仏教学研究科
などに進学しています。

平成28年度3月卒業卒業生進路先
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●研究室体制

　今年度は、教授 7 名（松本三和夫、
武川正吾、佐藤健二、白波瀬佐和子、
小林真理、本田洋、中村雄祐）、准
教授三名（赤川学、出口剛司、祐
成保志）、助教一名（三浦倫平）の
体制で、科学技術の社会学、福祉社
会論、文化の社会学、少子高齢社
会の見方、社会調査法、地域とアー
トマネージメント、韓国の社会人類学、
国際協力と読み書き、社会学理論の
歴史とアクティアリティ、社会学のため
のデータ分析法、社会調査実習等の
講義が開講されています。学外からは
澤井敦（慶応義塾大学：死・死別と
社会理論）、尾中文哉（日本女子大
学：文化の比較社会学へのいざない）、
伊藤美登里（大妻女子大学：ウィリヒ・
ベックの社会理論と現代社会）、杉野
勇（御茶ノ水女子大学：量的調査）、
松尾浩一郎（帝京大学：社会調査史
の再発見）、天田城介（中央大学：
臨床社会学）、学内から石田浩（社研：
社会調査法）、有田伸（社研：韓国
社会研究）、三輪哲（社研：計量社
会学）、藤原翔（社研：社会調査法）、
吉 見 俊 哉（ 情 報 学 環：Visualizing 
Postwar Tokyo）の各氏が学部・院
の協力に協力され、現在、学部学生
は 123 名、大学院生が 41 名です。
●卒業論文題目

　昨年度の卒業論文の傾向としては、
第一に、近年話題になっている社会
問題の社会的背景、構造、影響、
解決の方向性等について検討する傾
向があります（例：『「福祉国家」日本
における排外主義』『労働時間に関
する実証研究』『現代の若者の政治

への関わり方』『女性にとっての結婚
のプレッシャー』『戦争におけるメディア
の役割』『学習塾アルバイトの社会学
的研究』等）。第二に、新たに社会
問題を発見し、独自の観点から分析を
行う論文も少なくありません（例：『障害
を持つ女性のライフコースに関する研
究』『日本の書籍環境の実態分析』『ケ
ア労働の脱女性化に関する考察』『行
政による文化産業支援について』等）。
第三に、最近流行している文化現象
に着目し、既存の理論で説明を試み
たり、理論自体を再構成しようとする意
欲的な論文も多く存在します（『ペット
の家族化をめぐる社会学』『「男の料
理」考』『女性向けアダルト動画の
文化社会学』『流行歌の社会学』等）。
第四に、日常生活の中で自明視されが
ちな現象に着目し、社会学的想像力
を活かすことで、現代の社会のあり様
を捉え直す論文も多く存在します（例：
『撮影対象としての経験と自己』『「自
虐に見る現代社会の若者像』『スタ
ジアムでのスポーツ観戦における観客
の経験』『職住関係をめぐる知と計画』

『公共広告活動におけるインターネット
媒体の可能性』等）。
●クローネ賞

　研究室に慎重な審査をのもと、今年
度は卒業論文二点（ゴシックで表示）、
修士論文一点の推薦を受けました。
　卒論の部の受賞者には、卒業証書

授与式にて山本会長が賞状と記念品
が贈りました。
●研究室関連新刊案内

　松本三和夫『科学社会学の理論』、
講談社学術文庫。
 Miwao Matsumoto, K. Vogel, et al., 

“Knowledge and security”, in U. Felt, 

C. Miller et al. (eds.), The Handbook 

of Science and Technology Studies 4th 

edition (The MIT Press), forthcoming.

 Miwao Matsumoto, K. Fortun, et al., 

“Researching disaster from a STS 

perspective”, in U. Felt, C. Miller et al. 

(eds.), The Handbook of Science and 

Technology Studies 4th edition (The 

MIT Press), forthcoming.

　佐藤健二『浅草公園 凌雲閣十二
階―失われた〈高さ〉の歴史社会学』、
弘文堂。
　赤川学「家族の多様性と社会の多
様性－少子化をめぐって」大澤真幸編

『岩波講座現代７: 身体と親密圏の変
容』、岩波書店。
　赤川学（監訳）ジェフリー・ウイーク
ス『われら勝ち得し世界 : セクシュアリ
ティの歴史と親密性の倫理』、弘文堂。
 Takashi Deguchi, Towards a Human 

Science: The Relevance of Erich 

Fromm for Today. Pychosozial-Verlag. 

(‘Erich Fromm and Critical Theory in 

Post-War Social Theory in Japan: Its 

past, Present and Future’を執筆 )

 Ta k a s h i  D e g u c h i ,  T h e 

Consequences of  Global 

Disasters. Routledge. (Chap.4 

‘Soc io logy  o f  J apanese 

Literature after the Great 

Eas t  J apan  Ear thquake : 

Analysing the disaster ’s 

underrepresented impacts’ を
執筆 )クローネ賞の賞状を読み上げる山本会長
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