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ili水ｺﾞ牙鮒がｌ:2脈のたA６．１:認軟窄でwi9I雌fiiirとXIBり

実した。
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社会学部に新学科開設される
￣グー"￣クーゲー’￣グークーグーグーグ￣〃￣クータークーグーグークー

全国リン多くの犬？?で敬鍵課程の廃IiZ婚と（>な-二七「入

掴化沁第２滅べど一ブーム世代(X)侭I↑入れ‘〉たＭ)〔')悪鋳
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理学科を投澱し．#!:会款ドル織会珊祉学得と合わせ、５

？:科体制で新入生を迎えた．
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が当たった.関西大学と東洋大学の２会場をコンピュー

タで結び、「テレビ会議」形式で行われた。両大学の学生

も発溌参加した。

１８：３０より、１６階スカイホールで、記念祝賀会が行わ

れた。参席された各名祥敬授のスピーチも行われた｡

鋳木哲郎

田乎ノ誠

中里至正

鰐鐡釘

松本恒之

社会福祉学科

秩元英世学科主任

天野マキ

稲沢公一

岩瀬恒子

大迫正文

大女僧勝

坂口正治

侯藤魁遊

蹴田恭一院・仕会禍祉学専攻主任

古川孝噸

森田明美

山手戎

￣グーグーク￣グーグーグ￣クーグーグーターグーグーグーグーグーゲークー

藤木三千人・竹内郁郎先生定年退団Ｎｉ

最終識鍵
一グーグーグーグークークーグー〃￣クークーグークークーグーゲーグークー

トl:会学科主催により、２０００年１月１１日．竹内郁郎先

生最終講鍵『マスーミ研究の四十年」（１０：40.12：ｌ(〕・

白山】206教室）、嵯木三千人先生殿鋳露義「社会学と風

のあゆんだ足跡」（１３:00-14:30.1202教室）が行われた。

岡ロ．１８:ＤＣよりスカイホールで潅木先生を囲んで多く

の卒業生も参加し、パーティが開かれた。

３月２０１ヨ（月）には、側〔京ガーデンパレス（鴎島会飼）

で竹内先生をＷ'んでのパーティが1Ｍかれた。謬加者には

後ki、竹内先生の歌が吠さ込まれたＣＤが陶呈された。

新しい総会文化システム学科は「文化」に力点をおい

た学科で、鍛鍵科目では、社会文化システム擬麓を導入

科目とし、文化社会学・文化人類学を基幹に、俺界を１１

本・中東・ヨー戸シバ・アジア・アフリカ・I前北アメリ

カのエリア'二分けた各辻会文化鐘、および比較文IllI・身

体文化・伝承文化・人文地理・仕会文化思想史・曾鮒文

化・性雷世代・宗教・犯罪左どを扱う専門科目をおいて

いる。

メデイアコミェニケーション学科は、応用社会学科の

マズーミ学専攻と図iI『館学UIL攻を醗盤にした学科で、釧

醇資格鴎述科目は、鯖２部でＩＨＩ峰するように改められ、

勝犠の制作・弼樹・伝逸・検索：よどに関わる多彩な授粟

科目が配羅された。

樗内蛾初`7>社会心理学科には実験・測定の爽際を学ぶ

科目が必修とされ．「個人と仕会は不可分」という見地か

ら、神曇情報・錫知から自我・パーソナリティ．人IllIlMI

係・対人行動・柵互作用、災瞥。犯罪非行、その他、社

会心魂学を中心に、心理学の幅広い分野を学ぺる学科と

左つたう

第17回白山社会学会大会開催

１，９１年１２月１８日（さ上)．白山雨水会館４略にて鱒１７

河白山祉会学会大金が閲縦さｵした。

午前の部自白鞭告１０;45-12800

司会・山本正司

飽田尚（福祉社会シ鎖ステム専攻嵯了）

Ｉ今後の地域柵祉の腱DMにおける自治体の役割についてダル

考察」

中里操夫（禰和女子筑期大学）

Ｉ日本型編祉辻会と辻会保随制度一辻会福祉鑑礎網造厳らび

に仕会爆障樹皮改薙の動向と？t会福祉学の露題」

昼糞会ｉＺ:00-13:２０

灘会１３:ZO-l4:ＵＯ

午後シンポジウム＜１１t代と大溌文化＞14:00-17:00

司会・大脇尚（禦洋大学）

川地勢Wｌ（大宮Nil生病院）

「Ni仲篠撫瀞の生活と文化…慢性分裂病者の縁らし｣

中蝿至正（顛洋大学）

「７カ国の親子腿係一興質ｊｌｇｕ本の親子腿係ｊ

森ｉｎ秀範（棟・アジール）

「地域擾興における愉鯏の流れ－影審の潰れ」

一グー〃￣グークーグーグーグーグークーノーグーグークーグークーグーグ■

111二会学部新体制発足記念
鉾演会・シンポジウム・祝賀会lIIllMG

-クーグーグークーグーグークーグーグーグーグーグークーグーグーターグー

３つの鯖学科発足を記念して社会学部主1Mで、６月２４

口（た）１４：００から．ｌｌＯ２教室でジャーーナリスト、ｉＴｊＩ１

認７氏を招いての記念調嗣会１現代社会と２１世紀の蝿

題j、およびＩ珂氏も参加して引き綴き、シンポジウム「現

代社会と若`茜の２１世紀のipNHgjが行われた。、シンポジス

トには辻大介（関西大学社会学部)、古畑和孝（帝京大学

文学部)、芳倒箙明（１１:会文化システム学科〉・シンポジ

ウムのコーディネーター・司会は大島尚（社会心理端科）

・三上俊治（メディアコミュニケーション学科）の各氏

￣グーグーグーグーグークークーグークーグーグーグーグーグーグーゲー’￣

総会＃i1告
一〃￣グーグータークーゲークーターグーグークーグークークーターグーク｡■

Iiilplll1催され､た総会では、竹IjMW;即金｣造が２１)O()fIa3ノｌ

に東洋大学を定('二退職されるのにとも竃い新会長の週出

と本会役員構成の改鰡が主な議案と準った゜

＿ラー



【黙騨】１０月に病没された大播綾子会員に対し黙縛‘

【活動農過報告】Ｉ”8年１２月～１，”年１１月

の３月、第５回関東地区社会学・社会編社学修士践文発

表会DII脳、②３月、節１回児童館・学意保有関連卒乗碕

文等発表会、③『白山仕会学研究』第７号発行、④９月、

＜世代と大衆文化＞フォーラムlNMMi

【会計轍告】会倒の方は同封別紙をご参照下さい。

【活動計繭】峰始発喪会INIIWi、児竃航・学武保櫛IlIl迎卒

鐘等発表会側脳､『白山社会学研究』発行.辻会学部創設４０

周年記念行事に協力、騨。

【役員改選】新役員は以下の通り（下線は異励）

会長：高橋直之

鰯会長：山手茂・米林科男

運営委員：秋元英進・穴田農学・天野マキ・池H1正敏・

泉田渡・稲沢公一・茨木竹二・大島尚・大坪省三・大友

旦箪・奥IH道大・橘ノド俊二・佐藤魁遊・邸鋳哲彦・鈴木

勁介・田中慨治・ＩＷｔ施・１１１山伸樹・西山茂・芳倒正明

・細井洋子・富民舟弘・餓辺博史

企画：天野マキ・西Ⅱ｣茂・細井洋子・米林騨男

会計：森田明美・川池智子

監事：園田恭一・澗水浩昭

顧問：岩井弘艦・禰井俊二・高擴銃一・欽内郁郎・座主
三千上・山下袈裟〃

シンボジストニ

五島織（iMJ・武建材山市さI'､かろ児童館長、東洋大学大

学院仕会学研究科福祉社会システム専攻修了）

志渡原亜美（日本細祉大学大学院社会福祉学研究科博士
前期課程）

所貞之〈東洋大学大学院社会学研究科社会禰祉学専攻郷
士後期課溌）

講艀：森ulWm美（束洋大学）

￣’￣グーグークークーグーグークーグーグークーグーゲーグークーグークロ

ｊｉｖ６回関東地区

社会学・社会福祉学修士跨文等発表会

の開徽

一クークーグーグーグーグーグークークーグークークーグークークーグーゲ■

２(X)0年３月１１日（土)、（節６回関東地区社会学・

社会福祉学修士鎧文雰公側発表会」が甫水会館を会場に

して行われた｡当1Jのプtユグヲムは以下の通り。

第１セッション１０:３０－１３３０

司会：稲沢公一（東洋大学）

坂田伸子〈東洋大学社会学研究科禰祉社会システム呼攻）

IIE1本における高齢者虚待の現状と課題一高齢者屈待予

防対策の推進に向けて」

鰯:;，恵美子（日本女子大学人11M社会研究科社会福祉学
専攻）

『政度障害者の地域生活を支えるシステム－新しい介蕊
サービスの可寵性を求めて」

通山蕊世(東京都立大学社会科学研究科社会福祉学専攻）

「隙漸春眠用政簸のIlq際比絞一ｎ本および欧米主要l河を
対象として』

奥畑啓子（大正大学文学研究科社会福祉学坪攻〉

ｌろう肴の生活世ＩＩＬの特質と辻会福祉の課題一ろう者と

の対話による事例研究を中心として」

徐内孝行（東洋大学化全学研究科杜会福祉学専攻）

「サプカルチャーとしてのく障宵者文化＞－障害iHh計繭

をめぐる当事者活動から」

堀立紀子(東京都立大学社会科学研究科社会橘祉学廟攻）

『児童扶鍵手当にみる脚家の縫脊責任の方法と範囲」

総括コメント：山手茂・秋元拠世（東洋大学）

昼食・癸飲会１３;ＪＵ－Ｉ`I:３０

編２セッション１４:３０－１６:00

司会：字翻意京子（東洋大学）

上芝栄子（東洋大学ｉｔ全学研究科辻全学専攻）

『曳代日本社会における結離に関する一考察一男性の晩

姉化繊向を'1'心として新たｽﾞ置篭婦概と晩鋪化のＭＩＩ係を探
る」

方泉志保（お茶の木炭子大学人1M】文化研究科発逮社会

科学岬攻発逮人IIU科学系応用仕会学コース）

「恋鍵とジェンダーー感１W社会学による恋愛の実胚的分
枅」

椛沼利朗（東洋大学祉会学研究科仕会学専攻）

「怖報ｷﾋ会と欝作権柵1度一今後の等作樋制度の方向性に

￣グーゲークークーグークークークークーグーグーークークーゲーグーグロ

第２回児虚餓・学童保育関連卒業鶴文等発表会
＝クーグーグークーグーグーグークーゲーグーグーグークーグークークークー

ユ000年３月４日（土)、爾水会館で本会とIyiA獅伽・

学菰保育２１世紀委倒会｣、「子どもと祉会敬育の会ｊとの

左舷で「第２回児迩飾・学童保育関連卒業銭文騨発表会」

が凋催された。

第１部は昼食をはさみ卒鎗等の発妥が行われた．

座長（前半）・柿木Iﾊﾟー（県立釿謁女子短期大学）

大平宗紀（大変女子大学家政学部〉

「Ａ学童保脊一子どもたちにとってどういう空１m雄のか」

灘本扶（画京大学軟育輪郭）

「地域に根ざす子育て支擾」

五十蝋牧子（文職大学大学院人１１１１科学研究科）

「子どもの主体性を存てる活動とコミュニティーシエテ

ムー子どもと大人のかかわりの視点Jii､らｊ

座長（後半）・深作拓郎（茨城県美野里日『企両財政風）

鋳津陽子（明治大学文学MHS）

「渋谷区児亜福祉センターで実習を行って－感想と課幽」
怯井茜（明治大学文学部）

『女の７．との斌噸から考えたこと_実習体験の中から」
灰谷大志（明治大学文学託）

「地域社会と児遜鮒」

第II部はシンポジウム「子育ち・子育て支援に携わる

人材をどう育てるか一職貝の立場から、研究瀞の立甥か

ら』

司会：立柳蕊（編臥県立医科大学）

□ 

「
クニ



メディア＝ミュニケーシニ】ン学科主任高鰹泣と

社会心理学科主fｆ大島崗

辻会編祉学同義編賦元憂惟

大学院委働民堕瀬英彦

社会学研究科露jilt小林幸一郎

it全学専攻主紐永成逆ｌＵ

ｒｉ:会編祉学専攻主任画Ｈ１恭一

編rlk社会システム1Ｖ攻=l{価大坪衙言

・児菰楓談戴が発達臨床研究jjJiに

児迩椛談議が７月より「発進趣床研究所ｊｉ二改組され

た、

・２００１年４ｊｌより耐２部仕会描祉学科開設

堀２知識会学科に4kベ<、新たに繭２部辻会福祉学科

を側設すら砿鰯を進めても､ろ‘Ｉユノ】、１月頃に撞騨編が

公災さふる予定。

ついての一考察ｊ

総摺＝メント：柵水浩昭（日本大学）

幹:Ijプログラム１６:ｏＯ－Ｉ７:００

哲学堂本舗(伊逸康博・閥iWWi人・藤山新・卒郷随）

ｒ蒜呆澗,ｵﾐから過穏１１１１ボヘー;陸同研究報という実験」（Ｐ

Ｃブゼコジュクク一・ビデオ等桃1M）

＊「哲学Mt本舗】はⅢ〔洋犬学・社会学研究科の）し同研

究グ,レープで-ｉｆ，此IF剛鵬従の!隆雄、「雌間軒究報.Ｉの撫行、

ホームヘージからL'〕蝿lAi左ど、鰻発左活動を膿Ullしてい

ます。

米林揃男先生３３回忌法要、偲ぶ会

４月Ｍ１ロ（日）白111の浄土其宗寂瞬寺で法腿が鷲よれ

たあと、鰯ｊｌｊメカイホールで偲ぶ会がl}Mかれた‘ごｉＨ鱗

・祉会学擁創舷nil憐の教負・学錐などのＩ制係ｻｲをＭじば'

多歎がtii聯．（MAぷ会では古川学部良から現況徹轡、出ＩⅢｊ

・行kij；貯鼻ji:khihま､醤れ銑？獄舎学的拠点鞭i1｝の思い１１１１

Ｆ動機i･ＦＩｌｊ:教育の〈l;i)力」などの凶函スピーチが披露

された＿

米誹函男先生はＭｌｓＦｌＺ金沢ｉＩｉ'と、１９４９年よりIqxlHイ1＄

６３歳で亡くなる省で東洋大学教授､

111F勝勵よりお願い・お知らせ

。～:畠一ぺし打一の穂１丁がMilれに運ｵ１，裳二とｉｚｉｌｌＬ駅

励'此isせん‘'１屯糞の活肋として、かつては大会(7)I:&かi5．

醗究会も罐i二敦回行ってい賛したが、近年は大会とシン

’1iシ?ンム主いし了ル１－ラムし、些凹に域･ってきて．今年;』

Ｗｉ上司(二雑-『ベ、巡箇韓風会でi上篭し合つでおｹ＞貸し

,↓巳に台､聡止艀２，－１．，．１：現でき雀ＪＷＬでしず二

・「白山祉会学研究』繭８暇が発行されましたα･で、おトパ

iナしまず､急大坪編＃1良にijk今友でにもよして禰鰹作寵し'ノ

ご負担を煩上》し成った《)(』)で．ｆ畷･により庄砿が多く＆）

リ猶ｻﾞ･ので、バック･い'バー･めお買いおiPをお願いしま

す．大挙'と協禰をｉｍｒで1V(死でき鈴1-…

・５ｊｉ６司(')3Mi甘委ｆｉ会で、北川慶子氏、什内編lWWIII会

1ｔからの寄付金受け人jし、新しい学部編戒に翻して蝿ﾀﾘ

ｿﾞﾉｰ鰯を故Ili-jウニと、『i`；山就会学誘発』績典体獅`ｱ)１１？

強、Tl『務周flｿﾞ〕灘'Ⅱ、大会涼由i』狸』どどが定ｙｊら妬鷺Ｌ
」＿
'-

謡!L体制．、Ｉ;藤）１Ｍ月成巽（よ以|ご(X'通りで-1.．上ろＬ〈

ｵｺﾞｳ1と受け下さい捜一j･よス

intil1l社会学研究』細雌舎ii蕊：Ａ:坪脊墓

編H1聾輿；川池智７．（ｌＯｉ勝）・ハ:lii補八・大RHI尚・浦〉1:俊

二・禰寸(藷iM（・トド片:filF

7f続姿徴；大野-,.:い池111】匹敵・硫汲公．（｢稲？;『京『

・大友偲誘・佐藤Mlin・間Mj恭・・砺鰹虹之・皆川翠頓

・騨本鐘・・様111噂lＸ4.11｣手没・鍍辺榑史

11《蕊｝③）：桂`鮭強．（llf廃川｣（）画型洋・鯨（広報）・ｉｌｊ;ｌｉ

諌濁（璽尋）・Ｉ遣壌７・ｉｆＷｉ:j貯坂111樟'（会計胖域

ｉｒｆ・立辨聡（児廠鮒・やHi保筒卒鎗聖去会）・｛『iM筒笈

代・Ｗｌ慢穫（庶務）.､作111勝,藤、鰐鐙（総務昨IlrI:捌
卿;・ｊｌｒｒｊＨ市】

・朧’1Kの入会iiIし込ｽﾞﾉLが1W力Ⅱしてい去弓１．，

〈丈濁・松本）

解多川豊平教授の急逝

本会会側でもあられた喜多Ⅱi魁宇教授lｬＬｚ(I()I）《l:３ｊｌ

ＨｏＩﾂから横汽入院されてい左が、‘↓月蒸ロ心職に(i荷

をかける試験の後、入院先の痴院にて心筋礫基のに殿)と

く鞍ろ。令鍋が伐職をされている'1､田原市賊成寺にて２８

，迦在、２，【)曲馴式が多飲の現．うこ学生も験ｸﾘしてｆｊ２ﾌ

ﾅ：÷-
勺r■￣Ｌ

憲鼓誘蝿から外ITI人竹働報131地に進ﾌﾟﾑ、近(頓にｒ１発ブ

ラジル人;l:会を対触にブラジル、源綴．鯨11;iＡｌ大泉な」ｆ

で:ＩＭＩ蓬と紬み1ｋｍ、断しい辻会学鰹では；ｕ】隙『j鐘学】、

犬?1挨;漣拙祉ft会システム1Ｗ攻でrIXl際社会llIlIlZl践摘粋ｊ

を祖ＩＬｉＬ姑ぬる矢先のｽﾞ!L逝であった＿１，４７年Ｉコノｉ１１「１

Ａ;２．】;て錘５ｺ鯛肚

学内動向

・女憾学長の塁生

７；1に学央避)itが行ｵ，れ、教育学科‘)神M1道子教授（軟

行苧l:会学・女性学）が当選ｓ９ｊＭ急り就任される．

・学部・大学院のＷ,Ｈ１２年度役職藷

辻会学部長古１１Ｗｂ順

髄会学科-1:1Ｆ【'''1ⅦIll伽

誘２部延会学科主任松,漢戦一

社会文化システム学科主催芳賀'1:lﾘＩ
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