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［妄諦雛従辮$了１余｢iルノItlIU対MlIi代を二謬難Ｔどぃ

ｌｈ５鹸齢向案】

<j>輔〔i面児政鯨・学fir係fiW1遮卒旋鎬丈享整炎会側１Ｍ［

③堀IC凹隅Wr地髭ﾄﾞﾋ会';・・ｒ1公認弛学修宅i篭丈菟炎袋|脇縦

（衾汁ｉＰ涼婁】会員ヅノ〃｝よI可封別祇をご霧熟亨さ；､、

第２２回白山社会学会大会
開催予定

l{鰐：蒸篭（１２ノｌｄｊｌ蝿11）

会場：あご)と（白山）

第９回１１６１束地区

il2全学・社会編祉学修'二鋳文発表会
一一

第２１回白山社会学会大会|刑催
ユ()0.1年３月６，（12）、！)：noより鱒10回璃束池旗牡ｺﾞﾐ･轍・

#１全編祉学修彗鎗文発炎会ｵKnll｣、li7-Jk会館１膳で関鱗:！］

た発犬者と発炎胆ill宏以Ｗ'辿り．

l41lil辻会学会輔２()(`jl研究ﾉﾐ会は．ユO(13年12ﾉ)ZOfl（｜:）ｒｌ

ｉｌＩ技脅笘号館1h階ユカイホール;こて、１１；ｉｉＩ)より１１１１ｨ搬されﾌﾟヨ

【γ画グラム１

節】セッション！'：:10苣‘Ｊ１会：論ii<公一.(麺汗ﾉぐず》
．.ｆPＣよ、9

1・補催-÷（ﾉ(''ﾐﾉ〈,ifh大`測塔へＭＩＩ学誘琵科抹会瀬;Ｉ卜７，
弾攻）

梛志部i二お(ナろ$鰯Ｉ矢鱈とﾉ､ホーム人鋳荷へＪ１型iｿｉｆ錘
６二lfl-;・ろ研iだ＿

~３?､』、８二

２.ｉｊト向÷（人IF（〆ｹﾞﾉｗｈ院人'''1学醗売斡汁宍;ｖＡｈｌ?.
⑭攻）

淘次１膳陣脊行をげ,･ぐる祉灸柵祉的銀凹
～求ｌＩｆ１もよる文扱とl:し
。:入．9.塁！

:'・ｉＬｌｓ英冷（上wv人'７:人･ｿ:院虻学研究藤ゼユ禽欲ｗＬえ
社会舗祉ごｊ－究）

ゴンダルヘルズ・・Ｉｉ－どえにおける坦場職員Ｊ》パーンァァ，

卜副ｉ解～た行文戯i二土;i豈乙バーーンアワＡ聖霊と蔑厳英灘班
鰐騒liへの荷的鍔従による檎濃的研究－
．.負､Ｐミ,．

』・ｉｎ井露’豹祇（ず大学院人工腐掌醸輻属栓会下,v攻．
彊賦養嚢施設にお':ろ枕ﾌｸﾞ犬擾

＜休魁１０タル
ヶ’２９．２［２

５.Ｌｉｌｊデ総手（淵iiz人`7:ﾉ<学鰭；'`全科学醗究卿；１２会綿？！`：
学専攻〉

！;鞠『什述Niﾉﾉに才Jiノも;F輔抓・譲汎派という棒子Ⅱ;ｗ>検;;！
～ひとつ(x》勒了潅催とし-で⑭ｌＬｉｉｌｉ鋤：
r･；･Ｐ､しよ_S

ti・Ｐｒｉｌｊｚ激（i『+ﾐﾑﾃﾞﾉﾐﾉ<ノタ:院人Ml1誕全夢究騨Ａｉ会ﾔﾊ
ﾓ止学１噸j1t）

…鍵蕊班認.．と､I1wr行綱織(J)｢jiM値

～蒋寄各自立生ijiセンＦ－Ｃ').､支擾'1F滝を燕鍔)?して
２６．￣・ｓＬ４ｎ

７．ｌｊｉｌＩＩ蜜鐇〈'1〔洋犬学）くず錠＃ｊ:会綻軒究稗猫自LFL室もペ
テム弾蕊）

不攝佼㈹÷どもAB握編lIj編へｿ)視点`二潤・する研究
～ｲ礒佼篭駿瀞へリルインタごユー分，瀞』ｉｗ》検認

･字輔】セッションコメン１．球

鎌階辨襲(`〔ｉｗ（拳）・輪j'《公一(ｉＩｒ挿入学）
ilLjr】３：０局へＭ：（)(）

議会Ｉユ：11(〕ｌｚ：､１月（膿ヱカイ;Iﾏｰﾚﾊﾆ）

特別企I赫州X)-173【)（験xカイ:京一小11$炎)
＊テーマ

#て;:ムバ学ｊ〈学院；i:全．;:研究郷で薄i二銭文をｈＩ｢<、

l3zo(’１１:ilI）朝⑰聾汀殿fli沓

’12活編祇ﾉLP鐘li鳩司釧介編批当

２(M)笘箪:(l；キi:会h,l#化,識卑Ｉﾆｨj･砿縛

員』'1:、：Ｗｉｌｌ`jA院犬?ｉｉｈ人llIliYB祉今露鰯『鱗

l･】:Ⅸ〕腓1:４５１:汗・ljH1田ｊｌ;一戦桟のコズント、求;』こび髄畦Ktf
▲･▲･ 

摩5F、

】島:(001＄:lUI）牧野悔也氏縦\「

麗家後難茜ｄ）.､教ﾉｹﾞ戦略"と臘災学腎巡勅一

苫I〕o:《竿aji；f全学'４１二号欺得

現在．毒14匹大嵐191犬学非講競;雛う

16:００１６:．１５己!;汗・小林挙一･郎歎提の三ゾン1,．葡溌LL;鱒

ご塾１１１４妄へ、今準lki減『だわれ鉾含んでした

総会報告

２(M》:lIiilZliﾕ01}")に会lIｻﾞに筋２１(河内111社会学会縫倉〃;I1IInK

さ、穴，

fLﾌﾞil￥噸会奨(ﾉ)銭謬りD後．ｉｆｊ１Ｉ縢鐘氏‘;鍵焚6こ逆1比邑れ/且

Ｉ活動経過灘;ｷ】ユ()()2隼Iﾕﾉ;～Zn()3年llFl

T3f1lIl、堀51.1兜価館・学iZ1暴行籾連卒蛍論丈涛難ｊｔ会IIM
確

娑3ｊｉｌＩｉ、詞oIajllVliI〔池1天汁全学・撞会雛ｌｉｌ:学椎i鏑文鰯

鑓安全側{Ｗｉ

Ｍヌノ】：！(jlll社会苧研究一・筋Iljj-撮1ｊ

Ｚｌ・ｌｊｌＩｉｌＹ】lllfj:会学会庁昌ユースレター卑笏213j･児ｉｉ

⑤白Iil社会学会１２(１Ｋノl例鰐究会Ml1催（別馳〔の旭i)）
駐新規会口数１３名

【会計決意雑;:『】会110)〃Ｗ`鯵１Ｍ:」紙をご鯵離Ｔき：、

WFZセッションＭ:００へ i;)会：；W野鄭子<ｉｌｒ鯨ﾉご瞼’
>･「～､くめ．･

1．水野蕊ＩＦ.（!！(/V:ﾉごｆ:ﾉご'捗暁；t全学醗罫奄科駈会･;:(!；Ｊｒ）



宗教６７j心難的影椿過朧～璽友会におiァろＩ鰭ｔ
･やb心

望．倒答吟かＩＤ（お茶”水女子大学八`被院人柵文化醗究f:｝

薩i鑑l:全科．:jP:Ｗ【攻jLぶ｝雛t会学コース〉

毎:廷人~U7.とケシ声アリデイリ)鵬史社会･7:的播崇‘
BCP?’ユやぞよ

:１．$'１杵奏代（お茶ｿ，水女「･大字大学|淀制二会学研究生）

熱灸僅ｉｉｉ＃ダウ･らりBｎ値

～近代?i会誌的アブ『コーチからｿﾞ:,雌索
．=負､､５－'8．÷

畠1．麗樵Ｆ（'1〔I鑿大学入学陰祉全学研究科祉会学導ｴ幻

寵児為りIIL摺之炎市Ｎ地鰹の－人練るLrI1i齢ｲfの実態

～鱈対的剥琢撮椋に上愚アブ画一チか(〕
ブムヶＤＴＰｸﾞＤｊｆ

５．$:】漣符牒（》〔j;呵纏irf大学大学院＝ミューケーシニリンザ

研究科＝ミュニヶ…シミヲン学叫攻）

ゲームセンターに典う若考た角

～＝ミュニケーションノート報察．

＜露２セッションゴメント＞

索Ijl衝（!!〔Ｉ龍大学〉・肩汗理f･('１〔洋犬学）

あり方Ｋ

訂Ｉ部：雄瓢後における÷育ち支援の,，》リノノ

ー学噸保Yirと全児硬轍演

l`i：腿：立脚露（編島LIA立医科大学）
11:I)O～叩:)(ｉｒ;)うひとつの漿庭としての学if侭1Ｗ)可鰭性

一飯能一'１､どあんこクラブ〃)魂輩よ$＞

飯野秋溌（崎１２大芋験ﾌﾟ『学部生涯学靭課磁iL禽較ガーース）
叩30～12:０，地域のｆ育て支霞システムリ)あ『)〃に蝋する
一汚察

４K京都品川区におけるリ･学生の放課後吋斯パノ)シズ亭」．

ｋのあり方

|ｲ擁払子（埼工大学敬育学議鍵漉学稗製雛t会歎育ごシーズ；
】2:⑪o～12:３０煙摘徐liWlE1

l2:30～13::ＭｉｒＫｊｔ・休迎

葛Ⅱ部：リム亜鯨・学肛保育・麹域子ども迄謨(ﾆおける

擾助方法と父曇者鍵戎

座異：小,k挺代｣２（11率癌祉大学）

l3l30～14:()(Ｔ学祇保存描騨iFiの鰻助技術小山11111艫ｲﾆついて

【１１野絵梨子（１１本女子大学人l僻t会'i/:部ｒ１:会総祉学群）

1.1:OO～１．１:.１５獅鰯能旗汎性発達障密の｢･ど;,`>遊びグルー

プの実践

'4：両１畳CII(〔都立入学人学鏡人文鞠字酬売Ｉ;}歎育学専凝）
】l:15-15:１５．大乞;号と児承鮪の連携が持つ8'1能性

児埴瀬生11ジ･【･レポ1ノー造上図i＝

ItiII;（「〔（明諸人挙式･ｉ７:部&ﾐ学地惑学1$】

15:15～Mi:CO色J満席､j繊窒

第６IHI

ﾘ｣舷餓・学菰保育１判連卒業諭文・修化鏑文等発炎会

11鵜：２(】0.1準３１１６１】（+:》】0コ１５～17:001Nl鶏ｚｌＯ:15）

会場；屯挿大学（白[I』キャンバス）ＩＩｉ水会館（苫鑑）

余振：蝉事大学nI1｣ｆ１:会･抜会／予行も．/:リトトーーチ・ネット，】Ｗ(）

法人．I1i少fi2ネノト』

た戦番：児ｉ(館・‘族肛保育の現鍔鞍iしりと斌雌・学敢保育に

1翻心をｲﾌﾞするﾉノ（学｣t;、既売春、教Li、一般化民家ど）

鯵加費：窯料ＪＩ１Ｌ．『卒業祝慨・交流会‐の会費は別途微

1ｌｘ《3000111轍庇．学割特煽設定） 16:30～17:００全体総括と挨拶各畷腱ほか
＊鵜了後、会勢近隠で「挙藁異質・交流会Ｋｌ７：;l()～】，：釦)＞
をllMillEごゾ匿グラム＞

1,:』ヨー11:ODI:航腿非挨拶、オリ:ロン千一シ告?ン

』会場：ゴインテーマ子どもの有為を促す-輔暁．

鯖Ｉ部：兇晒館の現4j《とポスト児晒鯨

瀧屍：lﾘｆＬ１と（立教大学〉

11:00～11:３０$'H〃(稀;こおける児廠館行政と現場の爽態ｊ

堀越雅÷（ILIL:女ｆ大学蹴飲学部児砿学科）
比:ｉｎ～l2gI5縦後いふ唾Iの緯廃合校森についてd)研究

一号(2)｝錐史鉈特質､と活):1,1F椀の分肝

蝿麺.ﾆｾﾞﾊ岡本編祉入学大学院辻会糊錘学誘究醇）
1ﾕﾋﾟ１－１ｺ?･１５包括討議１

１ユ:１月～ｌｊｌｌ５ｈＬｆｒ・休憩

研究例会

・第.】Ｏ陣（200:1.】1.23）

<rjulj(愛子高齢冊･辿院時iﾆおけるケアマネジメントＪ)異堪
～,巧齢香と家熊の退院liｹﾞ椛備状髭諏任から

２jlI1lH4wlr砿密廿が布剰し、婁臓が霧てる就妙‘;かた::pに
ついてｸﾞ)一轌察（瞭秤.好虻ﾂﾅに関する翌謎紀ｊＪと当４F肴へザ》

インクごニー･劉在を手均【か好にもてI

・繭391勢（UOO3`Ｉｑ２４）

(1)豚勢倒伎ｉ流５１【iiIi｣水社会福祉とii:会報{ｶﾁｰ鼬念辨揃を駐;』心
に．

璽極(】キヱデｌ)ﾐ凉的ケアi二斌ｲzろ過礎で黛渋介鍵瀞がＩＩＢ駿
十ろ11｣獲り;－'僧電介鍵lH1端ｿﾞ)fia期蒋'二Ａ:変;ｒこ；．、トデプ,Ｌ

の分りfから－－」

・寵33錘（20')3.7.25）

<njL野燕志支援費制度実施をぬぐ6j利)ij荷や迎鹸`》鰯iニボ
aif6,いる璽題と取靴弊！

・輔;１７鐵（200;1,6.27）

:J:jと竹歎犬ザガ仲陣１１Fとソーシャルワーク播助5')断近J肖鼠
②健廿歎夫一ホームレズ処祈へし'>ソーシャルリーク英蔑一過
院雀でのパターン分瞬から？)一播察一
・輔緬劃（2(X13.局.２:l）

(1)村:野)iと篭学校璽床祉妾字｡〉挫妄編;』し字ヘブ,Ｉ上:)11-
・輔３５回（２Ｍ1..1.35）

①膵沸什技Ｉ９ｔｌ２(ｗ)錐[蟹バークレイ寿li会報l1iか;>、

繭11雛：「購場)）｢」としての児唯鮒・地域r･ども雄戒

嵯長：満野山夷子（l7l本女卜大'7:）
!《i:15～1.121昴斬しい八人－７Ｗ÷;)燗係．といざして

児Iit館にお;÷ろ転貸と-1Fもどi,とび)んか』〉'）

篭Ⅱj捻子（日本女子ﾉ<'族掌飲学錦児菰学f:！）
１１:１５～11855￣稲城ilj城il1児竃lWi時MII延長洲披11F巽

通稗；サク･瞳ス則ﾆｷ､;【；るこ竿Ｗｌｌｕ)成果．
藤藤JJlb八（騨鱗）<学人fjA院農‘”｝究科）

イガ挽鈩１１と（明治ﾉ鐸:又学部史学池貝ＩＦ牌:|）
14:錦～15:IOIlii技'|:ﾘ）’場場所．飽織lllHlの:埋態と

ぞ幻拡大ﾂﾞﾉ可鮨億一岩予ﾘＷｋ沢IIiをＩＦ例として

l･ｌｆ１－戎（筑波大学ｊ<学１尾）JW)涛舎1;卜学餅だ？\敦育学力FZ）
１月?1F～１月２２５辿搾if`ＩＣ錘辺

Ⅲ会勢；メイン千一-,・地域におiナろｱｲﾄﾞﾒ:,父援と文緩鐵勝り）



・輔:1.1Ｍ〈1,03.:セルl）

（１）厘訂７錠Ｉ術ｳI'保雄締睦士鍵成雛羅の允典iこ向けて－．１()淡】ＩＦ

燭からみた現溌CD蝿馳を蝋して＝

・第＄３蝿（2003.2.2§》

ｐｊ晶野樵.と；介護嫌験と蝿所得者吋簸一ドイツ法を譲考とし

て－．．

．零％2回（20岬二`１４）

⑪'１１手溌苓『】魁統から；蝮活櫛一“新しい人盗の創造者～

;二軒腹・種会福祉学が”かるき（AH(Ａｌｌ()()K)韓魏

・鋪:31同〔ZOI)剣.Ｉ.抑）

､>ｆＩｉ秀俊【子共同福#11:』影ﾙﾋﾞ;二Iijliﾃての地域スホーツクラゾ

②，ViiE性の検;:１－ユボーゾ酒鋤ぬりW欲iMj章？交流望と擶於活

蛎とし-Ｗ)クラブ錐能'二ｉｆ鋼して－J

磯巡鰯体の鋤向

.=希の会

來洋大学大学院社会学研究科描祉社会システム弊孜鯵γ';：

⑪会く二季の会＞による．軟の襲い-Ｆ作り>集い．が以下ご）

・兵うにI蝋陥された：

「秋の災いＪ苫Ⅸ蹴竿９１１

５脚隼記念シンポジウよい掴:舎人大学院が育んだ;ルリ，ノ

ンンポゾズト：藻勢昌伎・反日J錘・岡抄桟子

呈稚の鰹い，２０(Ｍ隼3'】

５１雛§鑓念シンポジウム罷会纈雛の弊'1,1鞍養成と;1余人

パ学鏡；
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翼し､ノー話

笈亨.ダアーミュニケーション学ｆＷ>今111好潅歎授がZiX)〕準
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ーー・ホールで行なわれました鯵
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；l:会綿批学科金子光一助裟授
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ﾀﾋ会心理学科鯉汲祷較嬢

・昇格

助教授からｉ釦｣｣滅獅教授総会麹祉

海野穀教授メディア

中稜勢教授メディア

；Ni師から西野潔子助織授社会

・学部・大学院の平成１６年度役職者

祉金学部腱船沫衛

溺ｌ雛社会学科主縫大坪杵且

露２鋪総会学科主侭了;繭満；
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斯以Ｗ〕通り、200:l隼腫中iこ本学/ii』ら学位授与が行われ宣した、

・小体修…蝉iパ祉会学）乙

入IIH学からｿﾞ)社会学一社会学的バラダイムリ>議しい壊側「

・付殿点蝉iF（靴会緬iil:学）viI

知的灘ﾂｿﾞ》?”)就労支援'二お狩る蜜万作Ｈ１分折

一蜂さ，>綱!K確認i二塔づく杜:会的有Ｉｆ１観の撹微

・鮪秀樹郷士（社会学）Ｗ’
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.白山西側校地に新校舎地設

riIlI通り（バイバゲ｡；二Ikiした脚仙1校地に2005年.１１１かも

便瞬くﾐｵしる校舎述袋が急ピッチで十，ニオ叫二;３勺、文系４`誤

獅(､朝i燈教育が虜山に韓合さ｣し裏十二そして．鮒霞には新字

部・大学院の2005{f;'1回章ちI2ifを目備し薊01侭中で-i-．

際地域科学部､[劃際共1k社会研究センターのタイでﾂﾞＪ－ノ

ロジェクト．アジア文化研究所学術う回ンティア潤稀

（任本2(X)いに協ﾉﾉ②支援：

臼111社会学会役員一覧（'14成I(i年度）

海外東洋人学；i:会学校友のiiljg 童災力jli総順

醗会長船津衛未紳櫻男

運営姿i三ｉ冴犬屋而）狭元炎世六１，挺系ｉ世IIl11弓雛

泉筐渡稲沢公一・渋ｲも１，１r二六座尚（坪済=

大友信勝大畑繕閏片平i副憲ｉ商ＪＦｌ１ｌ

牲鱒豊道島崎衡潅讃ｌｌＭＥ綿ｆＨＩｌｌ:磯蔵

坪井髄U11IllilI樹四111茂

企繭小休惟一西１１１麓米林拝冊

会計坂ｍＩｌ１ｌ子

監リリ未成iii脇

鋤問岩井弘鯵奥臓過大酒井俊卍：園Ⅱｌ恭一

商砿統－－聞橘lr[之鱗木学【千人IlI1ご製裟ﾘｊ

Ｉｌｌ孝雄

趣儲りIF務局口瀧IIi明典（１１】偵瞬肪畏）

吉川かおり｛iii川鱒雄（広報）上達栄「・ｈｔ山勝

二柳露（児飛節・学菰保育卒論禅発災会）

７円山Pt会学展逼

糊#1委員冴木災お】（糠鯉郵-i長ｊ

川池智子（庶務）ノ<Ａｌ尚摘片俊二

清水浩認坪井健

盃鐘委員安藤消毒彌沢公一・字翻意京子久保ぬか'）

’j､林拳一郎駒ﾉ亭雅剛鋼:H木綿Y・丙沢昆瀝

原山哲藤件麗子

韓同

・魔姑（;{己修・社会掌蝉-1=）

辻全学教壌から1ｔ引退され、ソウルのごIf1宅在‘脚ぬ

た的外臓を大分控えておられ主十；

・小潮蝿111（祉博）

韓爾外国躯大学校日本i;＃科歎授（ソウル）

某新閥の!]本繍繊（インターネット版ルトェソクもさ

れています§辮韓20年を迎え求宅)－，同大l士１１〔洋犬姉妹校

です＿

・金馳鰯（趨岬・仕会iviI祉学IWL）

蝿国大学校社会繍祉学科教授〈慶州）

慶什|キャンバス企【dji処奨。週末・Ｈ１土ソウルに行き、

ソウル・キャンバス大学院での授業担当、下紀研究所('）

Pijf鋒もみておられます：蝋l薊大も蝿洋犬姉妹校で-状

財厨法人・青詰仏教文化院付設･仏散脇祉文化研究

読所長（ソウル）

・讓戦雷（癌蝉・社会縞祉学博l:）

韓籍大学核老人緬祉学屑（懸南鵜lllil7）

９全美榮（徒陣・社会学鱒l:）

安攻大学佼民(谷学ドト非常劾蝋師（腱化安璽ｉｉｉ肌安11［

逮域111)同族村落鋼迩プロジェクト資侃打として、来る

６jj4i7mllIl報誉学術ﾉ亡会主催

・鄭遮鶴（応村:マスコミ〉

珠・ソウル篭合金職キャピタル、辮捻且'1Ｗ

銀纏i二ある東京支社にもよく来｢,』しるそうです；

台湾

・冥素傭（識博・祉会学博士）

雛仁大学識会学系鋏i受（常i､化県新jiiiiIi）

脚大学は東洋大学の姉妹校です、

・余巧芸（綴撫・社会稲祉学'1りい

來呉人学制:会｣二作系

２１)()3隼:秩、｛繩ＷＥの図際シンホジウムＭｘ裳会輿、’'１

中豊治教授・北川麗子教授らが=１２('&）に参ﾉⅢ，

．休秀:光（Ⅱ:博》

ｌ]倉（瀧方薬・鰹ｈＩｆｌ１Ｉ談）

・孫彰奥（福榔後・社会細祉学'１ﾘ｣ざ）

朔鰐科技大学社会エ作系助璽歎授（fF1l，瓜）

２()('3年３Ｈに学位を受けて締{副後.順調iこ'"任艤'二鍬
かれ室した．

タイ

・チンスイモン・プンヨン（総|唖・仕会学博士）

チニラロンコン入学政論科学部（バンョクル披愈図

辮務局よりお知らせ

・lITIIII社会学研織簸12紗

ぷニュースレターと…緒にお|iiiけし輩ナ

．ご挨拶を欠いた蓑主．ｊﾘﾄﾞ務脳の松本lj200I鱸`ljjからＩｆｌｉ

Ｈｌ１Ｕ)海外奨期研究に後JIFしており裳した：二のIIlj・鎚溌j宝、

鷺してご潅惑をかけ黄した＞アジア通化研究所')学斯プ【｣ン

チイア（文部秘学御の私W:大学学術研究,iii/qi化推進』1＄麓び》

－つ）iii圏の一環で．鯨[剣ソウルに拠点をおき、之献

研究や、現地認礎を行い宝したが、純１句内‘)蝋汽を

中心i二台溝･シンガポール・バン三:ｼに*，足を神｢〔し

表した鷺

1年ぶりに締って見ると、白１１｣は、受験生をｉｆ〕や

す燕策、衆準度の朝霞統合教fifAlM魏鐙ﾙｾﾞ、鯛窺'二斯

学郷開設、社会学部5()隼史（2()()8隼）織纂ｵﾋﾞどの磯

題がlEj白辨しです＝〈之尚・隆窒）


