
 

 

 

 

 

 

 

第90回日本社会学会大会（東京大学）The 90th Annual Meeting of JSS (University of Tokyo) 

研究活動委員会テーマセッション申込用紙 

Application Form for the Conference Committee’s Thematic Sessions 

締切：2017年6月20日必着  Deadline: June 20, 2017 

 

1. 報告者情報 Presenters Information 

 

(  ) 学会入会済み または (  ) 入会手続き中（どちらかにチェック） 

(  ) Member of JSS,  or (  ) Applying for it now (check one) 

(  ) 学会費納入済み または (  ) 8月までに納入予定（どちらかにチェック） 

(  ) Have paid annual fees,  or (  ) Will pay them by August (check one) 

 

登壇者氏名（フリガナ）（英語表記も）Name: 

 

 

登壇者所属（英語表記も）Academic Affiliation: 

 

 

連名報告者氏名（フリガナ）（英語表記も）Name of Co-Authors: 

 

 

 

 

 

連名報告者所属（英語表記も）Institution of Co-Authors: 

 

 

 

 

 

 

郵送申込用  Application Form for Airmail 
 

※オンライン申込ではこの用紙を提出する必要はありません。 

Please upload 1-page abstract by on-line application. 
 



 

（登壇者の連絡先） 

郵便番号 Postal code:  

住所 Address and Country:  

 

電話 Phone:  

電子メール E-mail address: 

 

 

2. 報告内容 Paper 

 

題目（英語表記も）Title: 

 

 

 

(  ) 英語発表（該当するならチェック） 

(  ) English presentation (check if applies) 

 

 

 

同一テーマの連携報告がある場合、全報告者名と順序 

If your paper has joint presentations, notify all of them and order 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 部会の希望（1つに○）Section Request (choose one) 

  

 【1】移民受け入れを考える 

 【2】学際性、もしくは当事者との協働における質的研究 

 【3】「概念分析の社会学」の展開 

 【4】社会調査法研究の新しい展開 

 【5】モノと人の社会学 

 【6】ポスト世俗化時代における宗教と社会 

 【7】原子力災害と社会学— — 「避難者の権利」と地域再生の可能性をめぐって 

 【8】公的統計を利用した二次分析— — その展開と可能性を探る 

 【9】農業・農村地域の社会解体的危機に抗する＜住民の力＞ 

 

 



4. 一般研究報告Ⅰ（自由報告）への転送希望（報告不採用または部会不成立の場合）

Section Requests if you wish your paper to be forwarded to regular sessions 

一般研究報告Ⅰ（自由報告）での報告を希望する（下のリストから希望部会を選択） 

Do you want to present a paper at a regular sessions even if your session is not available? 

 (  ) Yes   (  ) No, I will decline my paper 

 
 

第1希望 First choice: 

 

第2希望 Second: 

 

第3希望 Third: 

 

 

(1) 学史・学説 History of sociology (15) 知識・科学 Knowledge, science 

(2) 理論 Theory (16) 文化・社会意識 Culture, social consciousness 

(3) 研究法・調査法Method (17) 宗教 Religion 

(4) 人口 Population (18) 情報・コミュニケーション Information, communication 

(5) 家族 Family (19) 教育 Education 

(6) 農山漁村 Farm and fishing village (20) 社会病理・逸脱 Social pathology, deviance 

(7) 都市 Urban (21) 福祉・保健・医療 Social welfare, health, medical 

(8) 地域社会・地域問題 Community (22) 性・ジェンダーGender, sexuality 

(9) 産業・労働・組織 Industry, work, 

organization 

(23) 子ども・青年・中高年 Children, youth, middle age 

(10) 階 級 ・ 階 層 ・ 移 動 Class, 

stratification, social mobility 

(24) 差別・マイノリティ Discrimination, minority 

(11) 権力・政治 Power, politics (25) 民族・エスニシティ Ethnisity 

(12) 社会運動 Social movement (26) 国際・エリアスタディ Area studies 

(13) 環境 Environment (27) 歴史・社会史・生活史 History, social history, life history 

(14) 災害 Disaster  

 

 

5. 機材利用の希望（必要な場合のみ）Audio Visual Requests (check if needed) 

(  ) パソコン用プロジェクタLCD projector   (  ) CD・DVD・VHSビデオVideo 

 

 


