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午lMiの部(よ『圏'ｈ報告」で．以下の３雑沓があやﾉｰ‘

IIIL1j牧子（財・ロ本iMjHM詠鰻膿興財団蔀蕊濁：禍Aﾋﾄi:会

システム導攻修了）

「Ｈ本の初諒軟育にお;ナる'〕m1IIEducali⑥、の必暫性とそ

の笂銭諜題についてｊ

チー・ナプチ（蛎洋大学大学院繊会学研究患祉会学,ｗ皮

博士後期課礎）

【モンゴル”他界観について」

池in正敏（來洋大学批会学部軟技）

『フィリピンにおける新中間職の形成とその社会的勢他ｊ

続いて総会・墨食の後、込職される山手茂教授の特別

黙演「迩会学・仕会福祉学５０年－私の研究巷ネットリ

ーク体験ｊが行われた句

シンポジウムはく非行少年について『考える」＞をテ

ーマに細井洋子企画鋳貝がコーディネートし、桂木恒之

懲授（東洋大学辻会学部肱会心嚢学科）の司会により１丁

われた含

シンボジストとして小柳武(法蕊省義正屍国際企画宮)、

真壁坤子（神I奈川鮎腎、少年相譲貝)、前田信一（梛立敬

護院・相麟員)．矢部武（ジャーナリスト）が発表した＝

ご発表者各氏とも本字の卒業者・種学者であり、このよう

傘企罰が関係行分野の一線で働く本学関係者のみで組め

たことは特記される。内容詳細はｒ白山俄会学研究ｊ輔り

号に掲較されている。

終了後、懇親会はIきIl'白木願で行われた。

第１９回白山社会学会大会

開催予定

日時２１２月２２日（土）

会場：予約LＩＵ（白山）

－－クーグーグーアグーグーターグーグーグーグークーグーゲークーグーグー

第２部社会福祉学科開設される
￣グーダーグーグーグーグーグージーグークーグーグージージークークーグー

ZOO１年４凡社会学祁簸２部にｷl:会福祉学科が１M段さ

れた。昨年は第１部に社会文化システム挙科．メディア

コミュニケーション学科、社会心理学科が新設されたが、

それ'二綴く新学科（入学定且７５名）である。これに@ｋり

東洋大学社会学部I±、笏１部局学科、蕊忽部２学科の肝

７学科を擁する学部となった､

同学科では所定の科目を届修すれば、「社会lili祉士」の

国家試験受験贋絡が認められる。

＝グーグーゴーグーグーグーゴーゲーゲーグーグーグーゲーグーグーグーグー

第２部社会福祉学科

開設記念シンポジウム（公開）開催
～グーグーグーグークーグーグー‘￣グーグーゴークーグーグーグーグーグー

第２部社会Ili社学科発足を記念して社会学部主IMIで、

５月１２日（土）１３：００から１４：４５まで．１１０２教室にお

いて、「『いのち．人楢．創造息をうみだすtl:会緬祉学の

樽築をめざしてｊというテーマの下、大友iii勝救援の司

会・コーディネートにより、以下の通り３人のシンポジ

ストから捷表があった。

ハ･平漉彦「いのらの並み－薬啓を通して考える」

藤田博仁（愛知鼎立大学）「ホームレスと禍祉ｌＩｌｌｕ－縦１Ｗ

行政から人'111本位へ」

菰、木綿子「ロ米のＮＰＯと新たな仕会擶祉への視座｣。

藤田氏は元来京都新宿区騒員で．福祉社会システムw

攻修了・二季の会初代代表。

引き続き１５：００より、１６階スカイホールで．１１M股記

念パーティーが11Mかれた。

￣グーグークーグーグーグーターダーグーグークークーグークークーグーグー

ｉﾖ9会報告
一’￣’＝クーグーゲーグ￣〃￣クーグークーグーグーグーゴークークーグー

ユ【H)0年１２月１６日の大会時Iこ第１８回白山辻会学会縫会

がlH1僻された。

商描直之会長の挨拶の後、丸山晃氏が駿長に週M1され

た。

【黙衡】２０００竿４州に痢投された喜多ﾉ１１鴎宇会iiMこ対し

黙排。

【活動運過報告Ill”年１２月～2000年ｌ】月

①３月４日．癖Ｚ回児猛飽・学童保育腿連卒案鏡文竿兜

変会翻艦、②３ノリＩＩＥ、露６回関東地区社会学・社会

福祉学修士蹟文等発凌会'１１１催．③３月ｒ白山社会学研究』

第８号発行、④５月６日、１０月２１日、運営婆貝会．⑤９

月９日、ミニ・シンポは9F務周準備態勢の余裕なく中止．

⑥９月ｌ４ｐ『白山社会学会ニュースレター』節２１号発

行。

【会計報告】会風の方は同封別紙をご参照下さい。

【活動計画】

第18回白山社会学会大会開催

白山社会学会節１８回研究大会は、2000年ｌ２ＨＩ６日

（士）白山校舎新１号館４階1407敬室を会場に、10：００

より閲１１mされた。

－１－ 



鍾月理恋（お茶の水女子大学・人間文化研究科発途社会

科学専攻）ｉ近代日本における医事衛生と国民の侠臓化」

阿部英之助（轍Y二大学・辻会学研究科社会学専攻）】鞍育

社会学における『綾脊槌握‘の意擾とそめ批1''約検討～

激育におlナ尋見えない綴係雛が持つ歴史構造的アブ忌脅一・

チｊ

鍔獅および了i播雌提供へ維銭執矯に立ち会って島

典出遊人（小史大学教授）

(1)第３向児竃鯨・学篭保育閣逃卒鑓畿文導蝿韮表会関雌、
②第７回間束地区#t会学・社会福祉学蜂士鍵文疑表全開
腕、③？r1Iiij社会学研究：第１ｸｨj擬行・第１()攝纏興鞍
ど〃

ｌ規約改正翼】

社会学部')急学凝議体制化に仲：、、「応１m批会学科ｊ

1点該当在学11皇の卒難をもってなくなる二二Ｇ>点を考趣し

で〆蕊１灸闘麹を（現行〕「衿全学およびLLA-ELij色全

学研究ご〕促進を蝉iM'･ること。」を（故j１５婆）ず祉会学お上
＝／＝’￣グー’＝"￣ノーグーグーグーグーゴーグーグーグーグー’＝グー

第３〕ＩＩＪ児厳館・学ii1t保育関連卒業鐙文等発表会
一グーグーグー’￣クーグーグーグークー"￣グーグーグーグーグーグー"－

蕊３１回ｊ児薫館・学竃保育|恐述卒護證文等発表会が閥(Ｚ

３彫ｌＨ（土>・ｉＯ：００より１７：００まで．白(11検地171(）

教鑿にて蝋催された。子どもと社会敷青の会、麓ＰＣ法人

「宵少年＊>ソト」とＧＩ共催による。

苑Ｉ部：学童保育悶連卒藁鎗文発表

離長：志温顔覗美（埼兼純真女子這期大学）

玉瞬轆人（中央大学文学部）「学童保育整備の実態と課題」

水響徹〈和光大学人間腿係学部）『学鷺保育と子どもの鼈

迩～学寵保育の「生活づくりｊ実践”変遷を追って】

三矢勝司（絡古臓工鴬大学簡械博久研究室）『民家鰯学愈

保育施設の空間檎成に関する調査研究」

第II部：児童館関述卒業繊文等発表１

班長：統木信一（県立新潟女子短期大学）

若林ちひろ（璽洋大学社会学部）「都市におlナろ小学生の

放鰈後支援』

真砂躯紀（東洋大学社会学部）「都市における中学生の居

場所について」

凪野一人（埼玉大学教育学部）「ティーンズにとってぬ児

甑館～「子どもの社会教育」研究の視点から」

第Ⅲ部：児童鯨蝋連卒業蹟文等発表２

座長？深作拓郎（法政大学）

、比野公峡（日本女子体育大学体育学部）「児童館と学校

週５風刺１

滴匂離に〈明治大学緩衝学部）「輿さをり鏡を通して」

獅兇勝一（明治大学文学都）『中iFii生バンド抵勒と社会教

育」

総括と挨拶立柳聡（樋脇県立侭科大学）

研究の促進を(ｵかろこと｝…７＞

文蕎の慎砿再検討を要求ずお.種

ぴ

変更案が提案されたが、文意の慎砿塀検討を要求ずろ悠

見が出され、否決された。

【役風人事】

７口111社会学研究』編嬢委健長大坪省當

編鰻委艮川池瀞子（臓務)＝大腿尚．涌井俊二満水

浩昭．藤井健（二劔一ｽﾚﾀｰ２ル号に褐戦した案では）Ｍ{祢
久氏の名も事前の本人承諾を得ないまま含まれていまし

たが．現時点でば別の学会蛎務担当等による多忙を即Ｈｉ

に辞退されました〉

五銃委員波辺博史（纏禦萎艮から移動)、古川零噸〈新

規依頼)、竹内郁郎（辞逃）

【その他】

保存スベーメがｵ占いため、「『1.山社会学研究』バソク

ナンバー（保存分を除き）．会記録辱播類・録音テープの

処分ｊ提鍵に対して、白山校地に近い鎌田秀範会風から

保祷場所の提供発目があった客

＝ノーグーグークークーグーグーゴーグーグーグーグーグーグ￣タークーグ▲

第７１画】関東地区

社会学・社会福祉学修士鑓文簿発表会
の閲騰

一〃＝グーグー’￣グーノーグーグーク￣'￣'￣’～グーグーヅ’～ﾀーグニ

２００１年３月３１１（士)、１３：00より流７回1M東地区社

会学・社会福祉学修士譲文発表会が口１１１校地、鯛襲棟（新

１号館）７階の１７０４教室で開催された翁発茨者と寵表閣

目は以下の通り゛なお、－人当たりの発表時閥は２０分、

暫疑応答時間I土１０分Jgして行われた。

関秀司(東洋大学・社会学研究科福祉社会シメテム専攻）

「WW簗社会躯祉士躯務所の現状と課馳ｊ

中村英二（東洋大学・仕会学研究科社会撚祉学I蹴攻）

「社会綱祉改莱と鍵鱗老人ホームの稗鶴・再概築～緬

祉サービス提供者の現状と利用者ニーズを中心としてｊ

松崎実麺（お茶の水女子大学・人間文化厩究科礎運社会

科学専攻）「凋齢者介溌と家族・［介護」が介在する関係

性への着目～『介護」の社会化の流れの中で］

荊水降子（早稲田大学・教育学研究科学校敷布専攻）

「親の性役翻態度に関する研究～色彩選択を中心にｌ

講評？山手茂（東洋大学教授）

藺倉実季（お茶の木女子大学・人ＩＤ文化研究料発達社会

科学専攻）「<美しさ>の再生産に隅する一考察～笑容蔑形

に携わる人〃の鴎りから」

～クーグーグークーグーグ■ウ’＝夕｡‐グークークークー'￣ヴーグー’￣'△

１m手茂先生。小)ルー枝先生退職される
￣'■シターグーヂークーグージーグークーグークークークー’￣グー’￣グー

２００１１\３月をもって、社会福祉学科および大学院社会

掴祉学啄攻・禍祉社会システム専攻で鞍懐を執られてい

た．Ｌｉ手茂先生は定年まで１年を残して退職され、４月

に新股された新隅医療禍祉大学（新潟市）の社会福祉学

編の学部長として就任さfLた。本会剛会長はそのまま鞭

縦していただく。

小ノル一枝先生は長く教養課程でドイツ語を担当され、

再縄に伴い、メディアコミュニケーション学科に移られ

たが、『ご自身の人生針繭】に沿って定年を剛に退職され

た､先生は．平成元年から「バヅコス記」と堕して．酒

‐２‐ 



神バッカスを中心にギリシア諸神に縄する研究鐘文を年

舎継銃発表され．この３ノ】にその文献一覧をまとめて…・

区切り付ケナられた゜

jⅡ脇醤店．２００１年５月３(）日発行

本番催学位践文を刊行したもの‘

左お～合口では漆いが．法心訳婁がある。

ラルフ・ダーレンドルフ（加藤秀治郎・橘山雅人訳）『現

代”社会紡争』徴界悠想社。2001年１月１０日発行

iiR巻の加藤氏ば法学部救援で、政浩学扱当一

会員の近署紹介

この程、恵たち白ｉｉｉ祉会学会会風、IiEiII(高械)侭之、

化ﾉ11鹿子両会員のＦ記近著（各単著）を拝鋺すら繼会があ

りましたので、ここにご細介致します。

(1)岡佃直之『世齢の政治社会学』東京大学出版会､２００１

年Ｚ月発行、Ｉ草１世拾の繕鏡的雰察…枇践斫講の道し

るぺ｣、２蔵rijt論観念の歴史的展鰯一一つ”極念的スケ

ソチ｣、３歳「世鏡概念の見取り図j、４歳【新川と世鎗｣、５

歳【テレビと政治上６竃「合理的市民像の現代的文脈…

能動的受il手賎をめぐって｣．７歳１５５年体制のIii嬢とf１

本政治の新たな胎動｣、８章「世鎗とメディアと民主主義」

〈全２６０頁）

（コメント）細介者は、本番を通じて、特に西欧錨臓'二わ

ける．近世以降の近代化過程を通じて．各圏におlナろ民

主的政治意識の形成と溌関のプ簿セス、及び無線迩傭機

器幕の発明・爽聴化もあって、次第にグ鍾一バルな規換

の政治意識や規範が形成され、国際社会の形成を著しく

促進した一連の潰砿左過程を体系的に学ぶことができ旗

した。

(2)北川慶子『商齢期最後の生活課題と雑送の槍前契約ｊ

九州大学出版会．２００１年２月発行

1歳「高齢期における死への勉備｣、２章「アメリカにお

ける死と葬送｣．〕繭「アメリカにおける葬儀の生前契約｣、

４歳「わが国における葬送への意餓と葬送負担j、５章「わ

が国における葬儀生前契約の動向｣、６章「満齢期の生活

璽題と葬儀の生前契約」（全３０３頁）

(コメント)本盤は、商齢期における各種生活課題の諸相、

棒に葬送の生前契約のあり方について、アメリカとの比

較考察を中心として、また近年におけるこれら様式のあ

り方と今後の課題について、実柾的に分かりやすく説明

されています。したがって、それらの今Ij的課題解明の

実践的手引轡としても是非一雄されることをおすすめ致

します。（酒井俊二記）

位
ﾉ學
『￣

『鯨積大学広鞭・アーカイプズjhlo368によると、学

位⑪Ni(得・授与は独1ざの遡り‘

・大友僻勝（社会学託轍授）柳十（社会福祉学〉乙

「公的扶助研究運動と生活保護行政の歩み』

・佐滕瞥遊（社会学細敬授）博士〈社会福祉学〉乙

“プェネリック・ソーシャルワーク研究序説」

・山、穂博士（社会福祉学）こ

｛弦会福祉鰻議会理騰の形成と発鵤」

・早坂裕子博士（杜会福祉学〉こ

「ターミナルケアとがん恥荷の主体性」

・平11j瞳博士（社会学）Ｌｉｌ

ｒ東北シヤマニズムにおけるコミュニケーション行為の

諸相一爾域・山形両県の口寄せ巫女の共同祭祀を題材に」

・伊騰徹士江博士（辻会禰祉学）甲

「ソーシャルワーク実践における腺題中心モデルに関す

る研究－わが図における適用をめざして｝

関連囲体の勘向

卯〔洋犬学大学院社会学研究科福祉社会システム専攻修

了生｡)会く二季の会＞が主催して、３月２４日（土）’３３０

－１３:3()、白山１４０８教室で、「山手茂先生特別講演会１波

題『辻会戦・社会福祉学５０年一研究・教育・突践のIＭ１

連」が開催された。

震た、同日、１８:００－２０:OO、白山５丁目の千石会館に

て「７期修了生祝賀会および懇親会」が行なわれた。こ

の艦しは、同噂攻がセメスター制で、３月と９月に睦了

生を出すことから、「燕の会ｊ「秋の会』として恒例化し

ているもの。

同日の総会で、＜二季の会＞代表世話人〈節２代）と

して、ノキ上光購氏が選任されたご初代は藻田博に氏。

｡山手茂監峰、恩田保・西村昌記・富田由美子・米山久錐

子翻著『福祉社会の最前線－その現状と課題』相川審湧．
2001年４月１日発行

本番は山手先生の指導を受けた人たちが寄稽した篭文

典である。鰯著者以外の共岡執筆者に、佐藤傭人．保坂

良一・坂田伸子・中村美鈴・佐々木百合子．荷弁理子．

山中達也・徳江与志子・村社卓・厳田苗恋．村上信．喜

鯵昌枝・鈴木美恵子の各氏。

0山手茂ＩＦ社会学・社会福祉学５０年』三冬社．２００，年５
〃６日発行

｡佐藤理道『ジェネラリスト．ソーシャルワーク研究』

学内戯向

・平成１３年度社会学部新任教員
社会学科

西野理干鯛師（家族社会学。ライフコース飴）

社会文化システム学科

－３－ 
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する噂大坪鱈典委負焚、川池纏姫委員、リ｢務局の中俔・

坂田委良などが半年以上に及んだ銅難作業の労を担い銃

i）てくれた．どの学会も同じょうぶ状況であるけれども、

二れらの方痔の労力はすべて窯翻酬の厚意に基づくもの

であることを、改めて明記しておくＧ

東洋大学大学院学生には『大学院紀要』に投穂の道が

iIlかれているが鈩祉会学研究科学生の投稿希望は多く、

近年は研究科廠独の分冊を出している。それでも多くの

庄輪者、鯵了考の全体を考えると広いとは富えない『場ｊ

である．モニに投稿希望を出しながら、投穣iこ至らずで

断念するケースも例年少なくたい。こうした点で、『白li』

枕会学研究ﾑｨﾆも投稿機会が開かれていることの意味陣

大きい。

近年、大学院在席者の本会入会申込みが多くなってき

ている。これが本会の収入状況を好編させている。そし

て、それ'二よって現在『白山社会学研究』も睡隼発行し

うる礎度に財政的余裕が生じている。（それでも．会費援

込をお願いします）

５月に院生指導会で剛田鍵也先生の諾iii（「職業として

の社会学」があり．社会学系大学院学生の努力目標が具

体的に列挙されていたが．その項目の一つに研究会を支

える仕11Fを進んで担うこと、というのがあむた。その体

験の鰯は本会も提供できる（とボランティアを呼びかけ

たい川（文資・松本〉

大畑裕翻敬授（社会文化計画鎧。祉衾文化述勤鏡。ニ

リア研究）

小林修一敏授（文化社会学・傭報社:会強）

社会福祉学科

片JPL鯏潅教授（保健学．医概福祉学）

須、木綿子助鞍授（老年学＆ボランクリズム）

藤林慶子助教授（医鰕保障。介護保険）

吉川かおり舗師（障害稀綴祉〕

・学部・大学院の平成１３年度役職者

社会学部鍵古川孝噸

社会学科主任宵木炭剥

箆２部社会学科主任駒井接昭

祉会文化システム学科主髄縫本謎一

メディアコミユニケーシ罰ン学科主任磯藤成趨

社会心理学科主任大島尚

社会福祉学科主任秋元英世

第Ｚ部社会福祉学科主任森11I明美

大学院委鈎長幽瀬英彦

社会学研究科委員長小林幸一郎

社会学専攻主任未成遮り｝

社会樋祉学専攻主侭翻剛恭一

福祉社会システム専攻主任大坪省三

・４号館の竣工

白山神社側に新４号航（学生鰯生棟）が竣工し、南円

が再び通行できるようになった。脚随には体育鉱・サー

クル部室・生協・食堂等が入っているが、新１号館（講

麓櫟）僻に社会調盃鍾・辻会福祉実習指灘寵・社会心理

実験室・スタジオ等の社会学部実習関係の蝿点が藍った尋

．１日１号館の解体工鑛始まる。

旧白山通りに而した旧１．２号館の解体エミＩＦが始まっ

た。東洲からの出入りは不便になる。１日１号館跡はオー

プンスペース（耐水の鍵）となり．その坂を上がった場

所に新たな建物（井上記念館）が逮識される。

・平成１３年度海外特別研究風は紀莱子助救援（緋会学

科)、同国内特別研究員は芳賀正明教授（社会文化システ

ム学科)．鍍辺演久助教授（社会学科)。

・４恐駆竣工と旧１号館解体、耐水会館政修に伴い、あ

れこれ引っ越し作業が行潅われた。また、平成４年に介

駆に一時保替で納めた謎会学部敬興ダンポール範がＩＵ

年ぶりにその倉庫で多数発見（１）された。搬出するの

が忘れられたままになっていたらしい．すでに遡職され

た先生方の鮪も出てきた。

役員一覧

会長：商樋直之

剛会長：山手茂・米林喜男

運営委興：秋元美世・穴臓縫零゜･天野マキ・池田正敏・

泉鰯渡・稲沢公一・茨木竹二・大島尚・大坪省三・大

友侭勝・奥田通犬・酒井俊二・佐藤漫遊・島崎哲彦・

鈴木勁介・田中豊治・坪井雌・中山伸樹・西山茂・芳

賀正明・細井洋子・宮良高弘・渡辺岬史

企画：天野マキ・西山茂・細井洋子・米林喜男

会計：森I､明美・川池智子

農ｌｌＦｇ園田恭一。消水浩昭

顧問：岩井弘餓・酒井俊二・高橋統一・竹内繍郎・藤木

三千人・山下袈裟男

『白山社会学研究』麓無委興長：大坪省三

継無委員：川池智子（庶務〉・大島尚・酒井俊二・Ｉ撒水浩

昭・坪井健

遼銃委倒：天野マキ・池田正敏・稲沢公一・宇都宮京子

大女鰄勝・佐藤豊道・園、恭一・商機蹴之。古川零噸

松本雄一-・森田飼美・山手茂・渡辺博史

Mf務局：松本鱗一（平務局長）・旭洋一郎（広報）・市川

藤雄（堕轍）・上芝栄子・酒井出・坂田伸子（会計・二

季の会との連絡）・城正子・立繍聡（児寵館・学愈保育

卒蹟発表会）・寺田脳美代・中俣圭（庶務）・秤山麟・

森１１l明美（総務）．!山下輿一郎。山下正司

噸務局よりお知らせ・お願い

．『白山社会学研究』第９号発行

「原稿料がない？」と議笑んで、寄稿依頼を引き受け

ていただいた大会シンポジウム槌表渚をはじめ、多くの

壷醜委員の先生方．これら多くの協力者に感鮒の意を表
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