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＊聡合司会

大坪衙至（掘祉M2会システム灘攻鍾纏）

※シン;償ジウムの内穿ｋｋｉ.}４１山#!:全学研究』鋼ｌ０１ｊＩ?蝿
戦。

＜鰹徽会＞１８:３０－２０ＩＯＵ１ﾑﾘ会器にて

‐’一クーグーグーグーグーグーグーグーグーグークーグーグーグーグーグー

縫会強ﾔﾃ
一J￣’￣ノーターグー〃￣ゲーヴーヴー’￣’～ゾーゴーヴーP￣グー’￣

２０()！f;さ】２/】ユニ蘭の大会illに第１，侭白;11宇護．.iﾉﾋﾞﾀﾞ尭介
がll1lill1さ、たこ

跡im迩之金興の渋!’の後、Tljjil嬢催氏が鍍蕊に:iilliiさ
！（た。

旗会1史I具I爵１１１銭…会只が逆illされた。

【然灘】2001年６月に逝かれた鍍辺11;史会於．。(Ⅱ)1(ＩｆＩｌ

ｊｌ;二久趣聯故で透かれた刀ffll:lyl会11にjriK-黙識‘

【麟鹸縫遇報螢】200()年ｌユノ}～２００１：!：１１片

①〕ノミｊｉｉ、鋪３座jjﾉiL璽館・字敬展fif腱違卒冴{為hHWと
藩会雛({豊、②］ノｌ３ｉｌ、笂７煙IH1jl(趣く藩:愛夢・；iｺﾞﾐ

翻抵学渉士鹸文専発黄会Wlj(ili、《ルミノｉ８．$←ijj;１５`ぞ？;杼紅
鰯g1j尭！』、③－１ノｉ２８ｌｊ巡Ｔｆ誉flfr・鯵‘ノｉ－Ｉｉｉ．{'４１A,

社会`軟会ニェースレター.１第２２３j発行｡

【会:T縦鱈】企jiの刀ｌｊｌｉｉけj>)l1li(盈ご参照!fさい．
【矯勤iii麺】

⑩第`l蕊兇虹館・芋HX傑汀渕巡'祇業鋳文等発炎炎11;|蚊、

(3第８!;i11X1火逗区祉全学・〉l;会!“:学修上蔑典発iAf会I);！

({it、②？[』し１$縫合学研究jfJY，ザ発行・露】い;鯉共、鞍
ども

【役ki人事】

＜新(２＞

会英：鴬騨恭一・・制会!と：船;１１轍、企羨委ｊｉ：ﾉﾕｲｆ一・輿《､

八坪宕裏．小株禦-11:;、iiYバ:俊二、米１４.蕊ｿ)．煎製泌巡
垣辞退＞

迦蝕鋳よ’・企醗：鵬！;:l誰八会`;i-：ノ:;識評子．雛WIi；膝

l11恭一（灸１２i二選11)のlAzの）．ＷｆｌｌＭｌ：ｲｹ|“；蝋;．’ド総':ガ
キ(FWiiXi代
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開催予定

雌
幾

０
１
凶
。

Ｉ
Ｃ
６
ｆ
ざ

未定（（:〉

求遮（riIll）

第19回白山社会学会大会開催

１J1111;!:会，′会鈍Ｉ９ｌｉ:i研究入会'よ、ZOO１年１２ノＩ２ｚｉｌ

(Ｌ）l`ji1l雄７１；１嗽蝕。階１６贈ヌカイ・ホーノトを会磐に、

10：ＯＯよ「jl1l;Muされた｡

午前の話

＜fiiiI議缶＞１０：ＯＯ－ｌ２：００

：,伊退簸博（祉会．γＢｉ光騨鱒士後難課鯉１年）

Ｆ埼鑑;i:会学にJJlナろベル理蕊の再検誌」

２．藤'よ』蹄け!:会学珊究科郷j:後灘懇h1lfIi〉

１１'fiIij--lノミ灘1iI奄迦して．ｻﾞjよの乎寧．を考える」

《』．(;§1簾』!:／・（；I:会･〕龍醗究聡博土後蹴諜挺Jfl1）

『y<Ｘ化１１１１社会ｌｌ１ｉｈ１Ａ識助蹴掴化の』いよ

、1．八Ｊｌ挫く鈴雌囚鰯入学iXiXjI入学灘）

「稗Xlf折の地l幻'1蝋に向けた蝿jIIKl造腱惣」

ぺ.耀会＞ｌｚ１ｃ(Ｄ－ｌＪｍｏ

＜；iL食＞１３：Ｕ(）－１－６：（)【）

午後の熱

くシン`!(ソウム＞1.Ｍルー１７３０

瀧漉ｆＩ,jIl』祉塞.被会・火ｉＴﾉ（学ｊ《学髭砒会芋聯究科;ｌｉ

拡賦会システムＷ攻

＊テーマ

riij越亨&会シメラム山:攻の蛾Ｍｄ榊忠一ツカレント』u入学

塊くりさるなる蝿114と求めて--ｊ

＊ｼｼ6ＭZタブ|･

；飛髄Ａｌムンスフームリｊｊｌ(の祓掛から」人次捲ﾗル（9$〔瀞ﾉく

ず;

『宍lii2l達学会ﾘ)江94↓か`号,」 澱水iiUiuH（1.1恋人YiF）

～:挙鋤会のh?:ごＩから」【18`余述ピ！（１１【峰『fiリ

ハピルノアーンゴン廃煉センター）

＊ゴバンテーター

健宏学識兜Ｉ:j賛似余の典鴨方･ら」小郷準一鯉（脾〔77入

"が､二::次賎>12会･摸酬究IL+轟働腿ノ

ノ1コiii>１２会戦会0)力:i船から１米林鋼ｊ〈釧天淵:jS学）
′二終り>ブニのir場力･「,』：iリ１１輝了.（111セシリフ・
髄；灘職人粥

－クーグーヂーグー’￣グーグー’一グープーゴークーヴーグー’￣ターグー

第８MUJjl〔j也域

牡全学・総会緬祉学修士議文簿発表会
のＩ１１ｌＭｉｉ

－ゾークーターターグコーグーグーゲー"￣グー’￣グーグー’￣グーごターグー

コ(〕()２年３ｊｌ２１Ｉ（二l:)、１０：()(）よ‘)輔８蕊股１束』:'11A･社
会学・ijb会漏掻学推土典典允淡会が!`ｌＩｉ;、潤水':館２i}?
で）111(|i;さ』zた゜発炎iiと遥繩iiJ松ﾑｽ下の釦)二
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＜プログラム＞

第１セヅション10:00～

j１余笘輸渋公一（!〔洋犬学社会曾祷;幼敬捜）

１.ｆｕﾉキガチ（虫洋ﾉご学入学暁・祉会学研究僻矧祉112

企システム専攻）

ｉ拶劾溺窪と通え｡尚離窃・搾背煮への伊勘文製一火泉

都２３区の移送サービス団体の劉従から--Ｊ

２木姦騨（大【!【大学大学魂・文学研究ｷﾞｷｹ'２会艇祉学

専吹》

「灘行生凝鋒襲鰯没とその迦j1Iをめぐる11;lHil・蝋と改善の

刀繊について」

(1．艶竹牧炎（束ｌｗｗｈ入学腕・社会学聯究糾，hi紅卜i：

会システム駆攻）

；析禅｝ijii擁にお;ブ６受診襲助に澱する鱗究』

.i・人ｕ舟勉（吟〔ji(徳;江大学火芋溌・；I:食半酬列群；１２余

瓶賊芋JJjズノ

「麟動!;熟iwTの就鍬》ど勘に隅けろり;究一・・侭遊烈:〃.・の

科；ijMuuiからみた就沖定府にⅡ？轡を！>える璽頤に

ついｒへｉ

ｓ・雄蝋多ＩＭｌｆ（I''i鳥女Yb九・i/i大学院．人ＩＨＩﾄﾞ!､会珊究1Ｊ＋

》12会紬祉学専攻〉

￣グルーピングの必要確とその諜巡」

(１＄8:irf宏焚く41陣ﾉ〈学ｊ〈「i/:魂・#1:全学醗冗#:！？!と会翻

挫学噂攻）

１分鍵ﾌｸﾞ鐘にお(ブるジニンダー戯巡に!'Uするけ;ﾂﾋﾟｰ.撰爾

クラブ瓢駄ワーカーズ・ニルクティプの鱗釣に11

黙される介護ﾂj動の淡禰を辺して…ｊ

舜２セッションＭ:00～

射:ゴミ：鱒慰罰一（蝋１１亨人：if;iz公学部孜捷〉

：．′;､jij難Ｆｒｌｘ火;『:大学大学膣．；i:会芋l1i究僻；,:全

学専攻ノ

ア笹・妙fﾂｰﾐﾉｰの抵会鰭I0i女鍵一そのＩI;誹嬉」

ご］';(lj1職ｆ・（ｌｊ〔汀6人学人．Y:鑓・ﾈﾀﾋﾞ全学';j;兜i;ｉ３Ｌ全学

ＬＵｊＸ） 

ＦＩＩイとにお;ナ凸談鯉メディアの成心:－．崎Ⅱ】桑二:という１F

識燈域Ｌ－と－」

３．（&亘喋fi《･；（駒深大学人,掌麗・人文溺学ljw児#｝ネｉｆ会

竿紗X）

；iii識iニおｉ#る』鍬：擁のnijih的行為」

`i・』:藤量（川本大字人？)jih魂・文学D『究科）i:会稔ｗ攻）

「姑蛎から捉えるＩ小9s!)&会の地域侭』

10:００～10:10主(1M競体挨腫、オリエンテーン三ン

鋤Ｉ熱：学童藻行鶴述卒衆鈍文総炎

鰹陛：志漫球璽美（云鐸と唖K(女YL遜Ivj大診jik〉
1．鴎綴稔iI2（鷺擬毅汀大学教行学部）

「学童壁詠二おける諏害児受け入れの現払:と餌1Ru・
凶．異rIitlI誉了（嘗凝芋競女子大芋平安芋離）

『児冠に対する栄愛・食孜げにおｌｊる陛矼館の窃聯っ｡）
場の検爵」

３．種11]吉美（溶玉大学歎行学舞）

「子どもの参露支援に鰹する孝崇一学童擁frIニお(了乙参
与遡察を通して－」

包括誌狼ｌ

星食・体恩

第11熟：ソ』童IiN渕巡卒英護文浮罷喪】一?1.金審慰と
その慨型一

旗１２：潔作難部（鰭玖入学〉

１．１１:可変（変説郷xr入学人文:.“i;〉

｛子どものべストインタシス１．と児虻館禰１１ノルハ|戦,iigj
jli乾蛎から－』

２．１賑１－戒（筑波大学大ｳﾞik暁微ｱﾌﾞ研ｼｌｌｒｊｉ》

「溌iWi少年;二とってのｉｉ・とまワリリムの魁炎…：．↓＞う‘＞
蛇』海陵生巡常昏jiのライフヒストソーを鑓("て－
２擬跡巍２

鋪111鋪：jXi虚鰹灘連卒典銭入揮発炎２－'．,－～’令、６－、夕、＿⑰ひ

ｌｌＩ１わり一

通災：審当鱒（文承iAHXMIiI:１Ｍ愈箆〉

1．螺鰹久美′〈騨法六八jと文'挨舗）

l子どもの成英に1H1わるこ;、う二と－号の鵬`iルタ:もし
幻を舞って－」

２．職・窓建（韓祷犬猿文学鱗）

ｉｆだもたち(二季を引かれて」

包鑛繍蕊３

H1Mv勇!：光頭箆嬰l辿卒鷺鈎え淳尭没３－リ,ｌｌｉｒｆ了１ノノＨ１
怠な諜麺－－

蝿1２２絃奉燃…（』1血新潟Ａ１･通!(〃人．.#〉

１．１１;英友（立毅大学可ミニ烏r・ティiii?i1:学部）

１Ｍ〕１１【)を霧つ兇症への社会的父製についてＩ

２．雌谷迩芙（千;鯉大学段fハミ謙）

「(jj蝋が瑛心ﾂﾑ撒難一子戯;|jを､jlr蟻に…」
包鑑撒鍵４

鞠薙と挨拶立柳蝿（編腿ｉ１ｉｌ血ＵｌＩｩ.+人悌

￣グーケークーグーグーグーゲーグー･ワーゲーグーグーグーゲーＰ－グークー

岩淵恭鄭先'１｛辿臓される
‐グーj￣グーグーグーグージーグーグーリーグーグーグープーグー､￣グー

ＺＷＩｊｉＬコノＩをも今て．ド;TIAと､;|i)1.全学ｲｲlx1LIImirノツニス．

－グーグー’￣ノーグーグーグーグーグーグー"￣グーグーグーゲーグーグニ

鯛４１IjljA1童鯨・学jlf雛Ｔｉ１Ｎ１巡卒梁諭又薄発表会
一グーグーグーひ～’￣ゲーゲークーヂーゴー’￣グーグーヴーグーグーグー

露.i野;魁ji1Hi←･rMiI鰹f1lllLLL卒襲鏑久弾発幽会が!;ポこ

』ノｉ２ｉｉ〈；2ノ、ＩＵＳＵＯより１７：００まで、『小iI、Ｉｌｉ水公

然.１月詩Ｆ１１ｆ；111.371だ。了･淫もゼノｉ２塞段ｆｒ６７)会．１Ｗ(）法人

「ブiダム.蛍シｉ」との賎催Ｉｒよるｓ
へ･プ官グフムン

j;Lメディア・コミュニケーション学ｉｌ･旨欺收争lA5jY-

bRた、内録鐸Ii先61【が迷蒙さ!､と:

汽旦－－℃ヘーーーーハー～

合口の連打鋪介
～､ヘハー迫～～へ～Ｐｕ■デー￣ヘハジーーヘへ－－～Ｐ

ヘヘニーハロヘ

･ﾉ《ｊｉｉ古二鰹了溺鐸l:会を創る～?』墨入ﾉ〈γ健/こむ(7)原,K我」
－７－ 



学文11:、２(】０２年H1ノISI]発行

本幽'よ大坪先生の折導琶受けた人たちが蒜機した鏡文

染である。共向執鍬者;二、春111勝・岡多技子・大門俟撹

．隣々水百合子・蝋鰯撰生Ｙｂ・迦井芳子・灘縫克典・中

Ⅱｉ知子・likIlj様子・藤井久美子・灘111笠・斉藤似一・井

上光崎の各氏。

第２部社会撚祉学科王紐森I”i鍵
学及補佐認ｉｉｊｉ蕊

社会学研究騨委風曇騰禅戴
祉会学専攻滋偲ｵﾐﾉ茂遊ｿ）

社会樋鑓学嚥攻竺腫歓簾箪迩
IBii雛社会システム導攻寵恢大典鱗瀞
・蕊１Ｗの両日一新

奥らくＸ2.1$j1i両の選諮として鍵ﾊﾟiさ蛭ていた翁山東lガツ
は蒜綴に並木、中央に水が灘れる麟段スペースが姿を艶

した。逝躍に面した所に守衛蕨の建物、駐籍場〈スペー

スが狭いので111込者の`;』から一灘潔定撰爾）七○麟凝を

ﾀｌＬったｉｉｉ：Iliiに円了熱方:移された．歩行溝迦雛だった部分

はｴﾘI:,ｉ１に変わった．災IDU轍⑪文瓶髄からは．?；がj貢ぐ談
めら温る蕊望となやた。

学位

』i蛾１４年３月の学iiZの蝋糾・授与は以下の通り。

＜社会懸砿学＞

朝倉鍵i(ｌ二博士（iF)、寺111賀美代博士（【'1）

脚迩鰯休の蛾lｌｌｊ

！'(灘入学人懲暁社会学鵡宛科弼祉社会システム専攻鯵

~r'iH`)全く＝華の塗＞が滋蝿して．３ｊ１２Ｉ「I（水）１２

()ｇ披室（l含illl暁`i）で、１１本祉会瀧雑化合欄会長池職

忠ｷﾞWLI（（鰯鮒社･会システム専攻）の銚識、スカイホー

ルi二てＩ！)IW1篭ｒｆｌ:祝鷲会および懇鰹会ｊが!;;!(ｉｉｉさ』［た含

二の雌し(《t、岡螂攻がセメスター穂で、］ノ】と，ｊｌに

修了化を11}す届とから、「＃の擬い』『欲の集い』として

唾践化している箸

Ｍ１鮪屈より講蝿らぜ・お難い
､へ淨争－回～Ｌハー、ニーーヘヘ

．F白山社会芋研究‘鰯10W･発行

〈文巌・麟本）

役且一覧

会』を：蝋鰯恭一

ｌｂｉｌ会腱：$!』手茂・楽難解蝉・熟那灘

遡鴬秀典：秋元英世・穴繍義鞍・天野マキ・漣識騨敏．
泉田波・松瀕公一・茨木竹二・大馳灘・大坪淘翼．ｊ〈

友傭勝・裏111道火・漉井錠累・佐轤賎道・１A鋳ず1篭．

幾本勁介・111キビ腺ｆｉ・』キリ|:鍵・；liili蝉鱒・潴Kjjff.？y
糺溺私

企趣：天野マキ・菱lii灘・然然瀕騨

会iil-：森蝿班災

難リド：ｉ,'Wk鱗蛾

Wil1;i：欝ﾉ;忠弘鰹・瀬;i:綾二二・,遼縫銑…・藤永圭f-f･人．
111下鍵裟男

轄illj織会?ｻﾞ:醗究慮鰻災鋳ti曇：人坤梅三

鯉災露ｊｌ：ノIi泡智子（購隣〉・大Xb灘・謡ｊｌ:溌二・識氷識
IV1･峰拷鎚

狂鐘鋳負：擢洋一難・天野マキ・鐘ij1巫歎・報磯公‐

字擁酎j1(子・ブ:沖術蔑・大友鱸露・小然辮…一郎・瀧ﾉ:‐

俊晶・徐鱗Hll道・蝶i1X鱗…・ﾊﾙ橘:壁と・古/1;率ﾀﾞﾂｉｌｌｉ
本鐡…・迩鰯戦災・ｉｉｉ議茂・茨柊選ｿ）

ｻﾞ蛎鰯：撞木雄…．（戦筋騒』そ〉・》塁洋一蕊（広桜）・i1:１Ｍ

藤蝦（広級〉・上達鎖子・識ﾉ;:灘・域i;HhW・《会煎・冨

鑑の会どの辿綴川城定子・立騨鱈（ｿWiY鯨・犠蝋縁?『

卒溌発淡会）・沖艦堂（灘欝》・イオl(I群・演際報奨（総
騨〉・ＩｌｊＴ蕊…･鰹・戯下砿蠅

学'1蝋燭

・平成１４隼獲社会学部霧任教輿
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＃↓鍬憶彦銃授

鯨鰯か.ｺ

ﾌﾞﾀﾞﾉＭかおりI功欽鑓

・学部・大学錠の平成１４年腱役職謝

汁会学iW;災jAj･）11孝飾

;!;歯学灘:iZ1Fｊｊｉ;村鴎行

熟Ｚ錨;!:鋳学鰯!；(［戦Kｲﾐ厚

;1V'冬.ｒ化Ｌズテーム`競騨71ﾐｨ，総本織一

メディア弓ミょZエケーーシニン学『;;紫(ｆ戸繊蝋一
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･7台空き'２全学研究』釘１１り発行罐『生身鰭丁二=か２．．｜拝卯会！「教力隻》′してｌｌＨＷＩ
生して､、らしの，

締；:の窒会で．＜三景の灸＞代安ｌｌｔＦ筆人（可３代）ど
して．坤』二発2斤えがＩＦＩ擬古抱之,露代漣鴬厨;ｉｐｉ司氏、

確率墓一・会風が13K銭大挙アジア鱗定藩からの黄

週康究負竺Ｌて、Ｈ１とｉＩｉＩ鱒純で刀鱗究i二淀）ﾄﾐよるプニ)ﾅ・

Pii:勝愚長苣鷺'）倉した。：堂爆乗務との』[覇で定芳にi`:で

醤ま遊人,力(、急んこか溝さんのお〃芒織り己１２;:閥i2iliリ

1ifjHたしたいと思い表７゛．

（文典・函11i､

～邑孚Ｖ～、ヘハゴ咄ヘヘハハーゴ～ヘジーハ

樅内Iilllfjj

．平成ｉ‘1年度社会学部新任教員

壁会学科

熱Ⅲ縛段授

塗全文髭システム学科

山本叙英子1Ｗ秋１２

メデ.イアコミュニケーション学汁

大石泰塵数投、小桃宏一教授、中村功勤駿没

祉会橘祉学科

小潔塵孜授．上、災苛肋膜

富山麓会学会役且一鷲（平成１５年度）

会呉‘'1111椴頭

研］全長鉛rl[i9j米体灘男

迩鱒禽以謎k展司１k元:XillヒパI､義孝池罰璽戦

果磯波稲披公…淡水竹二大馳随

大坪右墓大友俗諺大通撤藷片平潔議

爾丼俊二酒井｛1１佐藤登道鼻鋳暫彦

弧irI木綿ｆｍ１ｌ３蝋綣坪井腿中lLl伸騨

西山茂

企嘘小林催一西山没米林彦野

合読坂ｉＹＩｌｌＷＬ

壁リＰま成逝劣

弧１劉濁ﾉｷ弘虚奥FITiji大禰井蛍二灘懸紙一・

蒟播統一・KJi機【にと藤木重子人

ｌｌｌＦ鍵裟ｿ〉１１１手戊

巡激1J務周jil森111明炎（Ｉ｢勝ﾙｳ災）

吉川かおり市川藤雄（唆鞭〉上芝栄ｒ・

ｆｊＫｌ１ｌ醗

女櫛蝋（児武館・羊葹傑向卒盈専尭奨金）

了白ｉＩｌ辻会学研究』脱典醤貝大坪杓三（鶏災餐貝災）

ノⅡ漣智ｆ（庶勝）大島尚藩井凌三

ii1i水浴昭坪井髄

迂銃憂１１？i木賎司ノュ作一郎孜元奨鷺池騨砿敦

掴沢公一一下部窟＄(子大坪竹三ノ：友臓弱

片平汎鱗小林蟻一郎酒ﾉﾄﾞ塗＝佐藤:iljn

範lij木Ililf凶鰯機一・商偶迩之古jll孑伽『ｉ

松本謹一一瞥;111巡り、鎌劃瞬災山芋縫

難排懲りＩ

・学部・大学院の平成１５年度役識瀞

駈会学部災

巍１部栓食学部

桂会学科:髄慌

祉会文化システム羊秘上任

メディアコミュニケーション学科張偲

！i;会心理学P;肛筏

社会棡祉学騨主係

第２部祉会学部

社会学科ｊｌｚｉ２

社会稲Ｍ・学科上伝

大学霊社会学研究科霧jl災

社会学専攻催低

詮会謡祉学専攻主価

編批社会システム平喫驚侭

船irIl噺

人坤竹三

小Ⅱ修一

ノゴＨｌ１ｌｉ－

久難ゆかり

疎IlIivl災

鰯中涼

大友協野

Rii川孝馴

細仲洋子

佐繁關適

片平瀞腱

．Ｘ澱大学井上記念館完成

東洋大学Ⅱ:tjiu全館の定成藩紀念して、ＷＥ１５ｆＩｔ`I｝］

５臼（士）Ｉ`l:00~Ｍ:(Ⅱ）Ｊ・り、井上門ｒホールにて卜,hi1”

よう'二学好鎌鱗会が１１１１(1Kされる。

堂縦：1K鯵人競・東年大学井上同了疋全学ドゼヒンダー

灘鎮吾翻川'１１次氏（朧式会社冠辿鞭111】.i虻洋大学メキヒi:ｌ

了臆念学術センター遡覚麓貝）

演題：「冒本のよさらから』

・５号館完成

大学瑳孜勝媛．大学院jﾐ同研究室などがある５号跡が

定成した。

１Fmilii)よりお知らせ・お駁い
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