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Ⅰ．第 68 回大会案内 

 
西日本社会学会 第 68回大会は、下記の通り開催されます。 
 
 日時：2010（平成 22）年 5月 22（土）・23（日） 
 場所：福岡県立大学 

〒825-8585 福岡県田川市伊田 4395  TEL 0947-42-2118（代表） 
 http://www.fukuoka-pu.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 19日（金）必着です 

 
締め切りが例年よりも若干はやくなっておりますが、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 

 
                               福岡県立大学  清田 勝彦 

 
 第68回大会を福岡県立大学でお引き受けすることになりました。昭和49年に、本学の前身福岡県社
会保育短期大学で第42回大会を開催させていただいて以来のことで、実に26年ぶり、2回目となりま
す。 
 福岡県立大学は平成4年に福岡県社会保育短期大学が4年制大学に移行し開設されました。開設時は
人間社会学部社会学科、社会福祉学科、人間形成学科の1学部3学科としてスタートしましたが、平成
15年に看護学部看護学科が新設され今日の2学部体制となりました。学生数は大学院生を含めても
1000人程度の小規模大学です。ゼミなど5－6名程度の少人数教育が可能で、教員と学生とは極めて
親密な関係性を保持し、教育・研究活動ができるのが本学の特色です。 
 現在西日本社会学会会員は文屋俊子、田代英美会員と私が公共社会学科に所属し、一般教育に茂木
豊会員、社会福祉学科に鬼崎信好、城井みずほ会員、附属研究所生涯福祉研究センターに中村晋介各
会員と7名がいます。それに三隅譲二、佐藤繁美日本社会学会会員を含めると9名もの社会学関係者が
在籍いたしております。また、昨年4月より社会学科は公共社会学科と名称変更してカリキュラムの
改編を行いました。本年度のシンポジウムの一つとして、本学公共社会学科発足を記念し「公共社会
学の構想」を企画いたしております。 
 本学の立地する田川市は交通のアクセスが悪く、会員の皆様に大変御不自由をおかけすることにな
ります（別添の交通アクセスを御参照下さい）。ただ昨年3月から筑豊カラス尾トンネルが開通し、
福岡市天神バスセンターより西鉄バスが直行（県立大学前行き）するようになり、多少便利がよくな
りました（約80分）。田川市にはわが国炭鉱の歴史を振り返ることのできる「田川市石炭・歴史博物
館」もございます。是非、ご来学下さいますよう会員一同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、2010年 2月 20日現在のものです。） 

 

テーマ１: 公共社会学の構想 
 
 このシンポジウムは、学会理事会から福岡県立大学公共社会学科に「公共社会学に関するシンポジ
ウム」の提案をいただいたことから企画されたものである。 
 「社会学科」から「公共社会学科」への名称変更の背景には、大きな外的要因－「大学改革」とそ
れに付随する大学の法人化や予算縮小、18 歳人口減少による受験生獲得競争の激化等－がある。地
方の、研究者養成ではなく専門的職業人育成を主たる内容とする公立大学で、特定の資格や職業と直
接的には結びつかない社会学にどんな存在意義があるのかと、周囲から大問題を突きつけられた格好
であった。福岡県立大学という狭い、小さな場面ではあるが、“誰のための社会学か”、“何のための社会
学か”が問われたのである。この文脈では、第一の問いに対する答えは「学生」以外にはない。そこ
で、第 2の問いは、学生にとって何の役に立つのかということになる。紆余曲折は省くが、最終的に
確認したのは次の 2点であった。①“来たるべき高度福祉社会の実現に貢献できる人材の育成”を設立
趣旨とする本学で、社会学は各学科・学部をつなぐ学問的ベースを提供する（しうる）。②学生教育
においては、community や region を主たる研究の場とし、現状分析能力に加えて、課題解決型の
実践力および情報や人を含む諸資源をコーディネートする能力の育成を目指す。特にこの②が、「公
共社会学科」への改称の決め手となった。 
 Burawoy の提起をきっかけに欧米では公共社会学についての議論が沸騰したようであるが、その
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熱気は日本にはなかったように思う。また、Habermas以来の公共圏については日本でも社会科学・
人文科学の広い分野で取り上げられたものの、プロフェッショナルなレベルでの検討であり、public 
audience はもちろん、例えば社会学においてもさまざまな領域を横断して議論されたわけではな
い。他方、グローバル化の時代の中で地方社会の社会構造や権力構造の変化は激しく、地域社会の将
来像や地域社会を担う人・組織のあり方が模索され、政治・行政・政策側からの提唱を含めて、「公
共」、「公共性」、「新たな公共圏」、「協働」が広範な関心をよんでいる。地縁団体の再組織化、住民参
加、行政と住民とのフィードバック、地域活性化、地方自治、異質との共生等々の古く、今日的なテ
ーマが絡んでいる。このような動きには、環境問題などを契機とする社会運動や NPO 等自主的・自
治的団体の組織化や社会的認知が進んだことも、大きな影響を与えていると思われる。 
 シンポジウムのテーマは「公共社会学の構想」としたが、地域社会（学）を中心に議論をしていき
たい。報告は 3 つの観点－（1）近年の「公共性」、「公共社会学」に関する論点の整理、（2）地方交
通問題からみた「公共」の問題、（3）地域社会と「公共性」－から、3本を予定している。報告者は
（1）については田代、（2）は文屋俊子会員（福岡県立大学）である。文屋氏はここ数年地方交通問
題の研究に取り組んでおられ、交通問題から見える「公共」の意味と地域社会の課題についてご報告
いただけると思う。（3）については、“日本における公と私”や“都市、地域社会と共同性、公共性”に
ついて多くの論考がある、名古屋大学大学院環境学研究科の田中重好教授にお願いすることができた。
フィールドを大切にし、歴史性と将来像を見据えて、地域社会とその担い手の変化に関して鋭い分析
を蓄積してこられた田中氏にご登壇いただけることになり、コーディネーターとして非常に嬉しく思
っている。また、討論者は、山下祐介会員（弘前大学）と長崎大学環境科学部・戸田清教授にお願い
した。山下氏のリスク・コミュニティ論は地域社会論の新たな枠組として注目されるが、そのリスク・
コミュニティ論の視点からご発言いただく予定である。戸田氏は「環境正義」等について多くの著書
があるだけでなく、住民とともに環境問題に取り組むなど「公共社会学」の先駆的実践者でもある。
刺激的な問題提起をいただけるものと思う。司会は清田勝彦会員（福岡県立大学）である。会員外か
らも田中氏や戸田氏にご参加いただき、刺激的なシンポジウムにできればと願っている。 
 

（文責  田代 英美） 

 

テーマ 2：現代社会への時間社会学的接近：時間の視点の可能性 

 
 社会学においてはライフサイクル論、社会移動論、社会変動論（近代化論）、生活時間論など、個
人や集団の変化を捉えようとする理論は多い。これらは、時間的視点をもった社会学と言える。しか
し、変化や差異や移動といった角度で研究するからといって、社会的時間の研究であるかというと必
ずしもそうではなかった。実は、社会学のこれまでの多くの時間研究は、社会的時間を焦点にする研
究というより、家族や階層や社会構造を分析する中で時間的視点を利用したものに過ぎなかった。こ
れに対して社会的時間論の視点は、社会的時間そのものを研究の対象とし、社会的時間現象が抱える
問題や社会的時間現象の成立要因の分析・解明を目指している。その点で、従来までの時間的視点の
研究とは大きく相違する。 
 現代社会では、グルーバル化や人口高齢化や科学技術の急激な進展によって、社会を構成する社会
的時間が大きく変化している。例えば、社会活動全体のスピードが次第に加速化しているし、高齢者
にとっての高齢期が、また青年にとっての青年期がともに延長化するという現象も生じている。これ
ら社会的時間の大きな変動現象が社会システムの外枠としての社会的時間にどのような影響を及ぼ
しているかを究明することは重要な課題であると思われる。 
 報告者には社会学理論の研究者である井上寛氏、地域社会の研究者である徳野貞雄氏、青年期の社
会心理学的な研究者である高橋征仁氏の三氏にお願いしました。 
 そして、井上報告に対するコメンターに室井研二氏、徳野報告に対するコメンターに高野和良氏、
高橋報告に対するコメンターに山本努氏になっていただいております。 
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報告者 タイトル（仮） 討論者 
井上寛 

（九州工業大学） 
「制度と時間」 室井研二 

（香川大学） 
徳野貞雄  
（熊本大学） 

「スローライフは、忙しい」 
 

高野和良 
（九州大学） 

高橋征仁 
（山口大学） 

「欲望の時代からリスクの時代へ 
  ̶̶時間的展望に関する格子状構造化アプローチ」 

山本努 
（県立広島大学） 

 
（文責  辻 正二） 
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 バスをご利用の場合  

【博多方面から】 
 天神バスセンター → 福岡県立大学（約 1時間 20分） 
【小倉方面から】 
 小倉駅バスセンター → 東町バス停（約1時間）から徒歩約15分 

  

 JRをご利用の場合  

【博多方面から】 
 博多駅 → 新飯塚駅 → 田川後藤寺駅 → 田川伊田駅（約 1時間 30分）から徒歩約 15分 
【小倉方面から】 
 小倉駅 → 田川伊田駅（約 1時間）から徒歩約 15分 

 

 
 
※ 福岡県立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。 
 交通アクセス・地図  ：http://www.fukuoka-pu.ac.jp/access.html

ⅳ．交通案内 
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福岡県立大学へアクセスしやすい宿泊施設 

（1）田川市内のホテル 

グランドヒルセンターコートホテル 福岡県田川市新町8-17 0947-45-5000 5,500円～ 
ビジネスホテル田川オリエンタル 福岡県田川市伊田町16-2 0120-55-3101 5,300円～ 
ビジネスホテル・ロイヤルイン・扇 福岡県田川市番田町7-3 0947-46-0737 5,150円～ 

（2）飯塚市内のホテル 

のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市新立岩12-37 0948-22-3840 7,000円～ 
新飯塚ステーションホテル 福岡県飯塚市芳雄町 4-20 0948-26-1300 5,500円～ 

 

 
※ 変更後のご住所・ご連絡先は事務局までお尋ねください。 

● 住所変更  
 戸田 清 
 
● 転居先不明（順不同 ＊は再掲） 
佐藤 亜紀＊  張 綿珠＊   中村 淳子＊  宮本 晋一＊  横山 美栄子＊  李 珊＊ 

        

Ⅲ．事務局からのお願い 

 
●  平成 21 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務
局までご一報下さい。http://www.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/ 

 
● ニュース 130号に同封いたしました「会員名簿記載ハガキ」を未提出の方におかれましては、
なにとぞ、事務局までお送りいただきますようお願い申し上げます。 

 
【 編集後記 】 
● 学会ニュース 131 号をお届けします。今回は第 68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月中旬の予定です。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） 

ⅴ．宿泊案内 

Ⅱ．会員異動 


