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第 88 回大会プログラム正誤表（2015/9/11） 

 

 誤 正 

P.3 大会次第 9 月 19 日（土）12:40～13:20 

研究活動委員会 33 号館２階 232 

9 月 19 日（土）12:40～13:20 

研究活動委員会 33 号館２階 231 

P.3 大会次第 9 月 19 日（土）12:40～13:20 

国際交流委員会（ランチミーティン

グ） 33 号館 16 階第 10 会議室 

9 月 19 日（土）12:40～13:20 

国際交流委員会（ランチミーティン

グ） 33 号館 4 階 436 

P.4 ３． 抜き刷り・報告資料交換コーナーを

31 号館 1 階 151 教室（会員控室と

同じ部屋です）に設置いたします。参

加者は論文抜き刷りや報告資料の残

部などを置くことができます。出版社

などが書籍・雑誌を展示販売する書

籍・雑誌コーナーは 31 号館  1 階

127・128 教室に設置します。 

抜き刷り・報告資料交換コーナーを

34 号館 1 階 151 教室（会員控室と

同じ部屋です）に設置いたします。参

加者は論文抜き刷りや報告資料の残

部などを置くことができます。出版社

などが書籍・雑誌を展示販売する書

籍・雑誌コーナーは 32 号館  1 階

127・128 教室に設置します。 

P.4 ４． 会員控室は 31 号館１階 151 教室で

す。クロークは文学部 A 棟１階入口

の受付前に設置いたします。 

会員控室は 34 号館１階 151 教室で

す。クロークは 31 号館１階 102 教室

に設置いたします。 

P.4 ６． 

昼食について 

カフェテリア入口に飲み物の自動販

売機と飲食ができる広めのオープン

スペースがあります。休憩所としてご

利用ください。 

戸山カフェテリア（38 号館１F）は大

会期間中、両日とも利用可能です（営

業時間 11:30〜14:00 オーダーストッ

プ）。また、カフェテリア入口に飲み

物の自動販売機と飲食ができる広め

のオープンスペースがあります。休憩

所としてご利用ください。 

P.7 

交通案内 

（追記） ※なお、早稲田大学戸山キャンパスは

自家用車での入構ができません。公共

交通機関をご利用ください。 
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P.11 １．共通

事項 

会員控室（31 号館１階 151 教室）に

設けられた「抜き刷り・報告資料交換

コーナー」に置いて配布することもで

きます。 

会員控室（34 号館１階 151 教室）に

設けられた「抜き刷り・報告資料交換

コーナー」に置いて配布することもで

きます。 

p.12 

部会一覧 

36 号館 581 教室 

9 月 20 日（日）9：30～12：30 

招待講演（２） 

（削除） 

P.13 学史・学

説史 

５．文化社会学の視覚論的転回（ビジ

ュアル・ターン）に関する一考察―― 

二クラス・ルーマンのコミュニケーシ

ョン・メディア論との対比で 

５．文化社会学の視覚論的転回（ビジ

ュアル・ターン）に関する一考察―― 

ニクラス・ルーマンのコミュニケーシ

ョン・メディア論との対比で 

P.15 環境 ５．国際環境保全制度のローカライ

ゼーション――綾ユネスコエコパー

クを事例に 

○総合地球環境学研究所 大元鈴子 

５．国際環境保全制度のローカライゼ

ーション――綾ユネスコエコパーク

を事例に 

○総合地球環境学研究所 大元鈴子 

龍谷大学 中川千草 

P.17 性・ジェ

ンダー (1) 

３. 日本におけるセクシュアル・マ

イノリティに対する意識 (3)――身

内と他人の場合の比較ならびに社会

経済的属性との関連 

国立社会保障・人口問題研究所 

釜野さおり 

３. 日本におけるセクシュアル・マイ

ノリティに対する意識 (3)――身内

と他人の場合の比較ならびに社会経

済的属性との関連 

○国立社会保障・人口問題研究所 

釜野さおり 

横浜市立大学大学院 吉仲崇 

中京大学 風間孝 

明治学院大学 石田仁 

広島修道大学 河口和也 

P.17 民族・エ

スニシティ (1) 

（民族・エスニシティ (2) より 

 移動） 

6. エスニック排外主義と市民権 

 北海道大学 樽本英樹 

P.18 Session in 

English (1)  

Chairperson: Masako Ishii-Kuntz  

(Ocanomizu University) 

Chairperson: Masako Ishii-Kuntz 

(Ochanomizu University) 
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P.18 Session in 

English (1)  

Batangas State Universit 

 

Batangas State University 

 

P.19  テーマ

セッション４ 

German Institute for Japanese 

Studies 

HOMMERICH Carola 

○Hokkaido University 

 HOMMERICH Carola 

German Institute for Japanese 

Studies 

Tim Tiefenbach 

P.19  若手フ

ォーラム A 

対話者 佐藤慶幸（早稲田大学） 対話者 佐藤慶幸（早稲田大学名誉教

授） 

P.24 民族・エ

スニシティ (2) 

1. エスニック排外主義と市民権 

 北海道大学 樽本英樹 

（民族・エスニシティ (1) へ 

 移動） 

P.26  国際交

流委員会企画

テーマセッシ

ョン 

地域研究と国際社会学の間――人の

移動と大学の現在に焦点化して 

 

司会者 

 小ヶ谷 千穂（フェリス女学院大学 

日台学術交流：地域研究と国際社会学

の間――人の移動と大学の現在に焦

点化して 

司会者 

 小ヶ谷 千穂（フェリス女学院大学） 

討論者 

 樽本 英樹（北海道大学） 

森 千香子（一橋大学） 

 

P.26  国際交

流委員会企画

テーマセッシ

ョン 

5. Self-image and Missions of 

Universities: An Empirical Analysis 

of Japanese University Executives 

広島大学 村瀬昌崇 

広島大学 渡邉 聡 

5. Self-image and Missions of 

Universities: An Empirical Analysis 

of Japanese University Executives 

広島大学 村澤昌崇 

広島大学 渡邉 聡 

 

P.27  地域社

会・地域問題(5) 

3.「地域の壁」を考える（３） 

 関西大学 栄沢直子 

3. 地域の壁を考える（３） 

―祭事をめぐる字会・公民館の運営 

 関西大学 栄沢直子 
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P.27  地域社

会・地域問題(6) 

5.地方都市郊外におけるニュータウ

ンのオールドタウン化問題――仙台

都市圏を事例に 

○東北大学 大井慈郎 

 

5.地方都市郊外におけるニュータウ

ンのオールドタウン化問題――仙台

都市圏を事例に 

○東北大学 大井慈郎 

東北工業大学 木村雅史 

東北大学 松原久 

P.30 福祉・保

健・医療(3) 

教室 31 号館 202 

 

教室 32 号館 324 

P.30 子ども・

青年・中高年(2) 

教室 32 号館 324 

 

教室 31 号館 202 

P.30 歴史・社

会史・生活史(3) 

教室 31 号館 201 教室 36 号館 582 

P.26 

招待講演 

情報追記 

【論文の部】 

講演者：西丸良一（同志社大学） 

講演タイトル：高等教育進学に対する私立高校の影響―出身階層に注目して 

受賞作品：「高校の設置者種別と教育達成―私立高校の生徒の出身階層に注目

して」『ソシオロジ』59(1) 

【著書の部】 

講演者：加島卓（東海大学） 

講演タイトル：『<広告制作者>の歴史社会学―近代日本における個人と組織

をめぐる揺らぎ』を書くまでとこれから 

受賞作品：『<広告制作者> の歴史社会学―近代日本における個人と組織をめ

ぐる揺らぎ』（せりか書房） 

P.32  

招待講演（２） 

（削除） 

P.32 

日中ジョイン

トパネル 

部会情報追記 

日中における親密圏の変容――家族・親族の現在（日中ジョイントパネル） 

教室 34 号館 355 

司会 首藤明和（長崎大学） 

日本側発表者：米村千代（千葉大学）、大橋史恵（武蔵大学）  

中国側発表者：Tian Feng （中国社会科学院） 

 


