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社会学系コンソーシアム通信 第29号 

2018年 2 月 

 

 

 『社会学系コンソーシアム通信』第29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。 

 『通信』は，（１）参加学協会のみなさま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，（２）参加学協会の事務局から提供いただいた学会賞に関する情報，（３）

その他事務局からのお知らせで構成されています。さまざまな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。 

 『通信』は，通常，年3回（6月，9月，1月頃）のペースで配信することになっております。 

 

 

１．参加学協会イベントカレンダー  

 

3 月 

14-15 日 数理社会学会 第 65 回大会 （成蹊大学） 

   http://www.jams-sociology.org/ 

17-18 日 日本スポーツ社会学会 第 27回学会大会 （順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス） 

   http://www.jsss.jp/ 

 

5 月 

12-13 日 社会事業史学会 第 46 回大会（東洋大学白山キャンパス） 

   http://shakaijigyoushi-gakkai.com/ 

13-14 日 地域社会学会 第 43 回大会（亜細亜大学） 

   http://jarcs.sakura.ne.jp/main/meetings/index.html 

19-20 日 日本保険医療社会学会 第 44回大会（星槎道都大学） 

   http://medsocio2018.yupia.net/ 

27 日 日本社会福祉学会 第 66 回大会（東京通信大学 新宿駅前キャンパス） 

   http://www.jssw.jp/event/conference.html 

 

6 月 

2-3日 関西社会学会 第 69 回大会（松山大学文京キャンパス） 

http://www.ksac.jp/大会/ 

9 日 北海道社会学会 第 66 回大会（北海道教育大学旭川校） 

http://www.jams-sociology.org/
http://www.jsss.jp/
http://shakaijigyoushi-gakkai.com/
http://jarcs.sakura.ne.jp/main/meetings/index.html
http://medsocio2018.yupia.net/
http://www.jssw.jp/event/conference.html
http://www.ksac.jp/%E5%A4%A7%E4%BC%9A/
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   http://www.hsa-sociology.org/NEWS113.pdf 

9-10日 関東社会学会 第 66 回大会（武蔵大学） 

   http://kantohsociologicalsociety.jp/congress/information.html 

23-24 日 日本マス・コミュニケーション学会 2018年度春季研究発表会（学習院大学） 

   http://www.jmscom.org/ 

 

7 月 

28-29 日 日本看護福祉学会 第 31回学術大会（長野県看護大学） 

http://kangofukushi.sakura.ne.jp/taikai/index.htm 

 

9 月  

1-2日 日本都市社会学会 2018年度大会（名古屋学院大学） 

http://urbansocio.sakura.ne.jp/index.html 

8-9日 日本社会福祉学会 第 66 回秋季大会（金城学院大学） 

http://www.jssw.jp/event/conference.html 

15-16 日 日本社会学会 第 91 回大会（甲南大学） 

   http://www.gakkai.ne.jp/jss/2018/09/15000000.php 

 

２．2017年度事業報告・2018年度事業計画 

 

（１）2017 年度社会学系コンソーシアム事業活動報告 

 

１．理事会開催 

 

3月および 7月に開催。今後のコンソーシアム事業のあり方などについて、議論を行った。 

 

２．『コンソーシアム通信』の配信 

 

 ６月、９月、1月の３回。参加学協会のイベントなどの情報交換を図った。 

 

３．シンポジウムの開催 

2018年 1月 27日（土）開催。 

 

 

４．Newsletter発行 

 

http://www.hsa-sociology.org/NEWS113.pdf
http://kantohsociologicalsociety.jp/congress/information.html
http://www.jmscom.org/
http://kangofukushi.sakura.ne.jp/taikai/index.htm
http://urbansocio.sakura.ne.jp/index.html
http://www.jssw.jp/event/conference.html
http://www.gakkai.ne.jp/jss/2018/09/15000000.php
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 2017 年 12月各学協会事務局および評議員あてに配信。 

理事長挨拶、シンポジウム企画、および国際動向などから構成する。事業報告、決算報告およ

び予算については、1月配信予定の『通信』に掲載。 

 

５．Newsletter ISA 特集号の配信 

 

2018年 7月に開催される ISAトロント大会に合わせて、Newsletterの特集号を配信することを

決定。各学協会に原稿を依頼済み（3月締め切り）。 

 

（２）2018 年度社会学系コンソーシアム事業活動（案） 

 

１．理事会開催 

 

 3月および 7月に開催予定 

 

２．『コンソーシアム通信』の配信 

 

 ６月、９月、1月の３回。参加学協会のイベントなどの情報交換。 

 

３．シンポジウムの開催 

 

 少なくとも１回開催。2019年 1月予定。 

 

４．Newsletter 発行 

 

 2019年 3月各学協会事務局および評議員あてに配信予定。 

理事長挨拶、事業報告、決算報告および予算、シンポジウム報告、および国際動向などから構

成。 

 2018 年 7月までに、ISA特集号も配信。3月までに原稿を集約。 

 

５．その他 

 

参加学協会の相互連携のための情報の共有と連携を積極的に行う。その一環として、新たな活

動に向けた討議を進める。 
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３．2017年度決算・2018年度予算 

 
（１）2017 年決算報告（案）（2017 年 12 月 31 日時点） 

 
I. 収入の部 

科  目 予算額 決算（暫定） 備考 

１ 会費 560,000 570,000  

  (1) 年会費１万円相当 230,000 220,000  

  (2) 年会費 2 万円相当 100,000 120,000 ＊ 

  (3) 年会費 3 万円相当 30,000 30,000  

  (4) 年会費 10 万円相当 200,000 200,000  

２ 雑収入・寄付 100 5 利子 

３ 前年度繰越金 563,688 566,406  

収入合計 1,123,788 1,136,411  

 
II. 支出の部 

科  目 予算額 決算 備考 

１ 事務局経費 363,500 354,124  
(1)スタッフ謝金 350,000 350,000  
(2)HP レンタル・サーバー、ドメイン代 3,500 3,827  
(3)事務管理用品  10,000 297  

２ 定例会議・理事会開催費 220,000 106,095  
 (1)評議員会・理事会開催費 20,000 3,823  
 (2)定例シンポジウム開催費 190,000 102,272  
  (講師謝金・旅費)    
  (学生アルバイト)    
  (ポスター・郵送費・文具・コピー代)    

(3)委員会開催費 10,000 0  

３ 予備費 20,000 0  

支出小計 593,500 460,219  

４ 次年度繰越 530,288 676,192  

支出合計 1,123,788 1,136,411  

 
＊一般社団法人社会情報学会の会員実績により 2017 年度より会費が 1 万円から 2 万円 
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 となったため。 

 

（２）社会学系コンソーシアム 2018 年予算（案） 
（自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日） 

 
I. 収入の部 

科  目 予算額 備考 
１ 会費 570,000  
  (1) 年会費１万円相当 220,000  

  (2) 年会費 2 万円相当 120,000  
  (3) 年会費 3 万円相当 30,000  
  (4) 年会費 10 万円相当 200,000  
２ 雑収入・寄付 5  
３ 前年度繰越金 676,192  

収入合計 1,246,197  
 
II. 支出の部 

科  目 予算額 備考 
１ 事務局経費 364,000  

(1)スタッフ謝金 350,000  

(2)HP レンタル・サーバー、ドメイン代 4,000  

(3)事務管理用品  10,000  

２ 定例会議・理事会開催費 230,000  
  (1)評議員会・理事会開催費 30,000  

  (2)定例シンポジウム開催費 190,000  

(3)委員会開催費 10,000  

３ 予備費 10,000  

         支出小計 604,000  

４ 次年度繰越金 642,197  

支出合計 1,246,197  
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４．コンソーシアム事務局からのお知らせ  

 

(１)理事会の体制の変更 

2018 年３月末に、第一期理事会が解散し、同年４月１日に第二期新理事会が事業遂行に当たる

に際して、新理事選出の為の選挙が行われました。選挙の結果、以下の 12 名が新理事（新監事を

含む）に選出されました。 

（敬称略） 

理事・監事名簿 学会 理事／監事別 

遠藤薫 日本社会学会 理事 

黒木保博 日本社会福祉学会 理事 

蘭信三 関西社会学会 理事 

岡田勇 社会情報学会 理事 

浦野正樹 地域社会学会 理事 

佐藤卓己 日本マス・コミュニケーション

学会 

理事 

嶋崎尚子 日本家族社会学会 理事 

谷口吉光 環境社会学会 理事 

太郎丸博 数理社会学会 理事 

好井裕明 関東社会学会 理事 

赤川学 日本社会学会 監事 

山田真茂留 関東社会学会 監事 

 

 

 事務局・問い合わせ  

 『社会学系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いただ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

局までお寄せ下さい。お待ちいたしております。 

 

＊ニュースレター・社会学系コンソーシアム通信編集担当 

  谷口吉光・三隅一人 

＊事務局 

  庶務理事 山田信行（駒澤大学） 

  事務局補佐 品治佑吉（藤田研二郎より交代） 

  E-mail：socconsortium[at]socconso.com 

  Website：http://www.socconso.com/ 

http://www.socconso.com/

