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Ⅰ．第 67 回大会案内 

 
西日本社会学会 第 67回大会は、下記の通り開催されます。 
 
 日時：2009（平成 21）年 5月 16（土）・17（日） 
 場所：福岡大学 

〒814-0180 福岡市城南区七隈八丁目 19-1   TEL 092-871-6631（代表） 
 http://www.fukuoka-u.ac.jp/ 

 

ⅰ．参加・発表申し込みについて 

 
 本大会への参加をご希望の方は、同封の葉書にてお知らせ下さい。懇親会の参加・お弁当の希望
についてもご記入されるようお願いいたします。また、不参加の方も、その旨ご連絡下さい。 
 自由報告の発表をご希望の方は、同じ葉書で発表題目をそえてお申し込み下さい。多数のご参加
をお待ちしております。 
 

発表申し込み締め切りは、3月 30日（月）必着です 

 
期限に遅れた申し込みは受理できませんので、締め切り厳守でお願いいたします。 

Sociological Society of West Japan 

西日本社会学会ニュース 
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ⅱ．歓迎の言葉 

 
                               福岡大学  小林 淳一 

 
第67回大会を福岡大学でお引き受けすることになりました。昭和63年に第46回大会を開催させてい
ただいて以来のことで、実に21年ぶり、2回目となります。今回は、私小林と平兮元章会員、平田暢
会員の3名で大会の準備を進めています。 
 福岡大学は1934年創立の福岡高等商業学校を母胎とし、1956年に現在の名称となりました。今年
創立75周年を迎えます。一昨年4月には人文学部に教育・臨床心理学科、医学部に看護学科が増設さ
れ、現在、9学部31学科と大学院10研究科32専攻、学生数は2万人に達しています。卒業生も創立以
来20万人を超えます。 
 懇親会はもっとも見晴らしの良い、文系センター棟の16階スカイラウンジを予定しています。福岡
市の夜景を楽しみつつ、親睦を深める時間を過ごしていただければ幸いです。 
 福岡大学は福岡市の南に位置し、以前はややアクセスが困難でしたが、平成17年に福岡市営地下
鉄・七隈線が開通し、現在では天神から20分弱で着くことができます。是非、ご来学下さいますよう
心よりお待ち申し上げております。 
 

ⅲ．シンポジウムの概要 （登壇者の所属は、2009年 2月 20日現在のものです。） 

 

2009年度 西日本社会学会シンポジウム「新しい社会問題と社会学」（概要） 

 
わが国では長らく「貧困問題」への関心が薄れていたように思われる。1960 年代以降の高度経済
成長により「豊かな社会」が実現し、「基礎的平等化」の進展や日本人の 77％に見られた「中流」帰
属意識（1975年 SSM調査時点）などにより多くの社会学者の研究関心から「貧困問題」は遠のいて
いた。しかるに、富永健一氏が指摘しているように「高度経済成長期の日本は、戦後日本の産業社会
を『よい社会』の実現に向けたが、それは 1975年をピークにして悪化に転じた。1980年代以降現在
までの日本は、……市場原理主義と規制緩和がもたらした大きな誤りから脱却して、『産業社会の悪
化』を克服する目途を立てることができない」（『社会学評論』233 Vol.59,No1／2008 ｐ91）でい
るのである。 
いまや「格差社会」や「不平等」は現代日本社会を解く一つの「キーワード」であるかのように多
くが語られている。1990 年代半ばのバブル経済の崩壊後、右肩上がりの経済成長は終焉し、低迷す
る経済成長の元でさまざまな社会的「格差」（所得格差、地域格差、教育格差など）の増大と「社会
的不平等」が顕在化してきた。ホームレスやワーキングプアの増大、非正規雇用の拡大、生活保護世
帯の増加などがマスコミを賑わせてきたばかりでなく、経済学、社会学、教育学などの学問分野にお
いて現代的研究課題のひとつとして大きくクローズアップされるようになったのは周知のとおりで
ある。 
昨年の 7月の西日本社会学会理事会において 2009年度の学会のシンポジウムのテーマとして、「新
しい社会問題と社会学」が選ばれた。具体的には、ニート、フリーター、生活保護、ホームレス、貧
困などを素材にして、就労・貧困問題の現代的展開について議論することが決められ、研究理事の山
本努先生より私にコーディネーターの依頼があった。折しも所属大学の附属研究所で同様なテーマで
共同研究を主宰していた関係上、浅学非才を省みずお受けすることにした。 
シンポジウムの個別報告テーマとして、1．現代の貧困と排除－ホームレス野宿者問題、2．若年層
の就労問題－フリーターとニートの現在、3．生活保護世帯の自立と阻害－旧産炭地域における世代
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的連鎖を設定した（いずれも仮題）。1、2のシンポジストしてそれぞれ同テーマに造詣の深い益田仁
会員（九州大学）、林寛子会員（山口大学）にお願いし快諾をいただくことができた。3についてはコ
ーディネーターの清田（福岡県立大学）が担当することにした。報告は各テーマに関する報告者のこ
れまでの実証的研究を踏まえての実態解明を中心に、可能であれば社会学的観点から見た問題性（貧
困・就労問題の古典的特質を踏まえつつ、現代の新しい状況の中であらわになった当事者の社会関係
や自立性をめぐっての諸困難など）や対策課題（自立支援のあり方など）にも言及いただければ幸い
と思っている。 
またシンポジウムでは各報告テーマを中心に、コメンテーターとして、それぞれ 1．加来和典会員
（下関市立大学）、2．中村晋介会員（福岡県立大学）3．保坂恵美子会員（久留米大学）にお願いし
快諾を受けている。司会は山本努会員（県立広島大学）に勤めていただくことになった。 

                   （文責 清田 勝彦） 
 

ⅳ．交通案内 

 

 

  福岡市営地下鉄ご利用の場合   

 もっとも所要時間が短く、間違えにくい福岡市営地下鉄「七隈線」のご利用をお勧めします。 
福岡空港、JR博多駅からのルートは下記の通りです。 
なお、天神駅と天神南駅間をお乗り換えの場合、いったん改札を出て一般の通路を移動する必要があり
ます。その際は乗換え専用の自動改札機をお通りください。 
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  西鉄バスをご利用の場合   

（1）博多駅から 
乗り場 行き先番号 降車バス停 

博多駅交通センター1F 12 福大前 
博多駅交通センター1F 14 114 福大薬学部前 
博多駅前(A) 16 福大前 
博多駅前(A) 18 福大薬学部前 

   
 
（2）天神から 

天神協和ビル前（10） 12 福大前 
天神協和ビル前（10） 140 福大薬学部前 
天神警固神社・三越前 14 114 福大薬学部前 

 
※ 福岡大学へのアクセスにつきましては、下記のサイトでもご確認いただけます。 
 福岡大学ホームページ ：http://www.fukuoka-u.ac.jp/ 
 交通アクセス・地図  ：http://www.fukuoka-u.ac.jp/unv_gide/access/index.html 

 

ⅴ．宿泊案内 

 

（1）博多駅周辺 

ホテル日航福岡 博多区博多駅前2-18-25 092-482-1111 15,000円～ 
博多都ホテル 博多区博多駅東2-1-1 092-441-3111 13,000円～ 
ホテルセントラーザ博多 博多区博多駅中央街4-23 092-461-0111 12,000円～ 
ANAクラウンプラザホテル福岡 博多区博多駅前 3-3-3 092-471-7111  9,000円～ 

（2）天神・中州周辺 

博多エクセルホテル東急 博多区中洲4-6-7 092-262-0109 14,000円～ 
ソラリア西鉄ホテル 中央区天神 2-2-43 092-752-5555 14,000円～ 
セントラルホテルフクオカ 中央区渡辺通4-1-2 092-712-1212   8,000円～ 
プラザホテル天神 中央区大名1-9-63 092-752-7600  8,000円～ 
ホテルモントレ ラ・スール福岡 中央区大名2-8-27 092-729-7111  8,000円～ 

 
※ 福岡市内のホテルにつきましては、他にも数多くございます。下記のサイトもご参照下さい。 
 
るるぶトラベル：http://rurubu.travel/area/40.html 
じゃらん福岡の宿・ホテル予約：http://www.jalan.net/ikisaki/map/fukuoka/index.html 
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● 住所変更  
 桑原 司 
 
● 転居先不明（順不同 ＊は再掲） 
 池内 一樹＊  川上 周三＊  佐藤 亜紀＊  張  綿珠   筒井 健二    中村 淳子＊ 

 原田 幹子＊    松井 修視    宮本 晋一＊  山本 賢治＊  横山 美栄子＊  李 珊＊ 
        

Ⅲ．事務局からのお願い 

 
● 平成 20 年度までの学会費が未納の方におかれましては、何とぞ納入くださいますようお願い申
し上げます。 

 
● 西日本社会学会のホームページを、下記 URLにて運用しております。ご意見等ございましたら事
務局までご一報下さい。http://www.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/ 

 
 
 
【 編集後記 】 
● 学会ニュース 128 号をお届けします。今回は第 67回大会の案内号です。お忙しいなか、御玉稿
をお寄せいただいた先生方には深くお礼申し上げます。 

 
●  次回ニュースの発行は、4月初旬の予定です。住所・電話番号・所属機関などの異動、また宛先
不明の方のご連絡先をご存じの方は、事務局までご一報下さい。よろしくお願いいたします。 

 
         （事務局：深山 雅宏） 

Ⅱ．会員異動 


