
社会学系コンソーシアム通信 第１０号 

2011年 5月 

 

社会学系コンソーシアム通信第 10 号をお届けいたします。近々行われる学会大会やその他イベント

など各学術団体の活動を広く他の学術団体と共有し、相互のコミュニケーションや交流を広げようとす

る企画の一環です。 

本『コンソーシアム通信』は、（１）事務局にお寄せ頂いた参加学協会のイベント詳報、（２）参加

学協会の皆様のホームページ上で公表されている学会大会や研究大会のイベント情報、（３）その他の

お知らせで構成されています。 

今後も、年３回（８月、１月、５月）のペースで、本通信を配信する予定ですので、シンポジウム、

学会大会、国際イベントなど、情報提供の場として、皆様に積極的にご利用いただければ幸いです。 

 

 

１．参加学協会イベント詳報 

 

★東北社会学会第 58 回大会のお知らせ 

開催日 2011 年 7 月 17 日（日）、18 日（月・祝日） 

場所  宮城学院女子大学（仙台市青葉区） 

大会シンポジウムテーマ 現代社会における公正と承認 

 

報告者 

・川本隆史（東京大学） 

・白波瀬佐和子(東京大学) 

・金菱清(東北学院大学) 

コメンテータ 

・佐藤嘉倫(東北大学) 

・下夷美幸(東北大学) 

司会 

・正村俊之(東北大学) 

 

詳しくは、URL:http://tss.sal.tohoku.ac.jp/ 

 



 

★第 27 回日本解放社会学会大会のお知らせ 

第 27 回日本解放社会学会大会は 2011 年 9 月 3 日(土)～4 日(日）の日程で弘前大学において行います。

二つのテーマ部会「学問的植民地主義と沖縄」「下層労働力の再編と排除（仮題）」を予定しています。

詳細は、http://sociology.r1.shudo-u.ac.jp/liberty/index.html を参照下さい。 

 

 

★日本社会福祉学会第 59 回春季大会および秋季大会のお知らせ 

春季大会 

 テーマ：「いま社会福祉原論に求められていること」 

 開催日時：2011 年 5 月 29 日（日） 13：00～ 

 開催場所：東洋大学 白山キャンパス 

 

秋季大会 

 テーマ：「ソーシャルワークの本質を考える  －原理的な問いと実践力を創り出すもの－」 

 開催月日：2011 年 10 月 8 日（土）～9 日（日） 

 開催場所：淑徳大学 千葉キャンパス 

 

 

★第 23 回日本労働社会学会研究大会のお知らせ 

日時：2011 年 10 月 28 日（金）～30 日（土） 

場所：九州産業大学 

シンポジウムテーマ： 労働規制緩和の転換と非正規労働 

 

 

 

２．参加学協会イベントカレンダー 

５月 

7-8 日 社会事業史学会 第 39 回大会 （ノートルダム清心女子大学） 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jshsw/index.html 

14-15 日 地域社会学会 第 36 回大会 （山口大学吉田キャンパス） 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/ 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jshsw/index.html
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/


21 日 関東社会学会 第 2 回研究例会（東洋大学白山キャンパス） 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/kss/meeting/information.html 

21-22 日 日本保健医療社会学会 第 37 回大会 （大阪大学豊中キャンパス） 

http://square.umin.ac.jp/medsocio/index.htm 

21-22 日 西日本社会学会 第 69 回大会（島根大学） 

http://www.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/img/news134.pdf 

28 日 関東社会学会 第 6 回修論フォーラム（早稲田大学早稲田キャンパス） 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/kss/meeting/information.html 

28-29 日 関西社会学会 第 62 回大会 （甲南女子大学） 

http://www.ksac.jp/ 

29 日 日本社会福祉学会 第 59 回春季大会 （東洋大学白山キャンパス） 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssw/ 

６月 

4 日 日本学術会議社会学委員会社会理論分科会・公開シンポジウム（日本学術会議大会議場） 

http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html 

4-5 日 第 59 回北海道社会学会大会 （天使大学） 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/hsa/index.html 

11-12 日 福祉社会学会第９回大会 （首都大学東京 南大沢キャンパス） 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jwsa/ 

18-19 日 第 59 回関東社会学会大会 （明治大学駿河台キャンパス） 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/kss/congress/information.html  

７月 

17-18 日 東北社会学会 第 58 回大会（宮城学院女子大学） 

http://tss.sal.tohoku.ac.jp/ 

30-31 日 日本看護福祉学会 第 24 回学術大会 （長野県看護大学） 

http://kangofukushi.sakura.ne.jp/ 

９月 

3-4 日 日本解放社会学会 第 27 回大会（弘前大学） 

http://sociology.r1.shudo-u.ac.jp/liberty/index.html 

10-11 日 日本家族社会学会 第 21 回大会 （甲南大学） 

http://www.wdc-jp.com/jsfs/index.html 

10 月 
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8-9 日 日本社会福祉学会 第 59 回秋季大会 （淑徳大学千葉キャンパス） 

http://www.jssw.jp/ 

28-30 日 日本労働社会学会 第 23 回研究大会（九州産業大学） 

http://www.jals.jp/ 

29-30 日 日本村落研究学会 第 59 回（2011 年度）大会 （熊本県小国町 （財）学びやの里「木魂館」） 

http://www.kyoto-gakujutsu.co.jp/gakkai/sonken 

 

 

３．その他のお知らせ 

 

日本学術会議社会学委員会社会理論分科会・公開シンポジウム 

シミュレーションと社会−−文理を結ぶ新しい方法論 

 

開催日時：2011 年 6 月 4 日（土） 13 時〜17 時 30 分 

開催場所：日本学術会議大会議場（港区六本木，http://www.scj.go.jp/ja/other/info.html） 

 

開催趣旨： 

 2011 年 3 月 11 日午後、未曾有の大震災が東日本を襲った。被災された皆さまへの支援、被災地の復

興、そして日本全体の再興に向けて、文理のアカデミズムが手を携えて様々な問題を解決していかなけ

ればならない。 

 この緊急課題に限らず、現代のアカデミズムが直面しているのは、「多様な要素が複雑に絡み合った

問題系をいかに解決するか」という問いである。たとえば、環境問題もグローバリゼーション問題もこ

うした相のもとで検討しなければ、いっこうに解決への光すら見えない。しかし、それを実現するには、

既存のディシプリンに閉じこもることなく、多様な知を柔軟に組み合わせて考える必要がある。今日、

多くの研究者がこのことに気づいているが、その展開を阻んでいるのが、個別分野間の「言葉」の違い

である。この壁を乗り越えるツールとして、従来から、統計的方法、数理的方法が使われてきたが、近

年は「シミュレーション」にも大きな期待がかけられている。 

 「シミュレーション」は、きわめて多くの分野で挑戦的な研究領域を開く新しい方法論である。「シ

ミュレーション」の適用領域は多岐にわたり、しかも学際的、あるいは領域横断的である。本シンポジ

ウムでは、この方向をさらに進めるため、多様な分野におけるシミュレーションの活用を報告していた

だき、シミュレーションを媒介とした分野間理解と、現代的諸問題の協働解決の可能性を探ろうとする

ものである。 

http://www.jssw.jp/
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プログラム： 

会場開場：12 時 30 分 

シンポジウム開始：13 時 00 分 

 

ご挨拶 (5 分)  今田高俊 （東京工業大学大学院社会理工学研究科教授、日本学術会議会員） 

趣旨説明＆司会（10 分） 遠藤薫 （学習院大学法学部教授、日本学術会議連携会員） 

 

第1部 【シミュレーションという知】 13 時 15 分〜14 時 45 分 

講演 出口光一郎（東北大学大学院情報科学研究科教授，横断型基幹科学技術研究団体連合会長） 

西垣通 （東京大学大学院情報学環教授） 

「シミュレーションという知」 

伊東敬祐（神戸大学大学院自然科学研究科情報メディア科学専攻名誉教授） 

  「コンピュータ・シミュレーションと実世界シミュレーション―粘菌社会実験に事よせて―」 

コメンテータ 

太田敏澄 （電気通信大学大学院情報システム学研究科教授） 

寺野隆雄 （東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻教授） 

 (休憩 15 分) 

第２部 【シミュレーションの成果】 15 時 00 分〜16 時 40 分 

講演 池田謙一 （東京大学大学院人文社会系研究科教授） 

  「普及過程という社会変容のシミュレーションを試みる」 

佐藤嘉倫 （東北大学大学院文学研究科教授、日本学術会議連携会員） 

  「公平な分配は社会にどう広がるのか―コンピュータ・シミュレーションへの招待」 

佐藤哲也 （静岡大学情報学部准教授） 

コメンテータ 

徳安彰 （法政大学社会学部教授、日本学術会議連携会員） 

中井豊（芝浦工業大学システム工学部教授、日本学術会議連携会員） 

黒石晋（滋賀大学経済学部教授、日本学術会議連携会員） 

 (休憩 15 分) 

第３部 全体討論 16 時 55 分〜17 時 30 分 

 

【協賛】 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2


 日本社会学会（予定） 

 社会学系コンソーシアム 

 横断型基幹科学技術連合 

 日本社会情報学会（JASI） 

 日本社会情報学会（JSIS） 

 数理社会学会 

 

 

 

事務局・問い合わせ 

 

『コンソーシアム通信』やコンソーシアムのホームページは、参加学協会の皆様の情報交換の場として

積極的にご活用頂けましたら幸いです。掲載したい情報やご質問など、お気軽に事務局まで

（socconsortium@socconso.com）お寄せ下さい。お待ちいたしております。 

 

事務局（上智大学内） 

 藤田泰昌・芝井清久 

  TEL： 03-3238-3567（不在時はメッセージをお残しください） 

  E-mail： socconsortium@socconso.com 

  Website： http://www.socconso.com/ 

 


