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Ⅰ．第 72 回大会案内 

 

西日本社会学会 第 72回大会は、下記の通り開催されます。 

 

 日時：2014（平成 26）年 5月 10日（土）・11（日） 

 場所：西南学院大学 

〒814-8511 福岡県福岡市早良区西新 6-2-92   TEL 092-823-3248（広報課） 

http://www.seinan-gu.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

入いただきます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 20日（木）必着です 

 

締め切り厳守でお願いいたします。 

 

ⅱ．歓迎の言葉 

 

                              西南学院大学 佐々木武夫 

 

 来る5月10日(土)、11日(日)に、第72回西日本社会学会大会が、福岡市の早良区にあります西南学

院大学で開催されます。西南学院大学での西日本社会学会大会の開催は、13年ぶりとなります。会員

の皆様の来訪を心より歓迎申し上げます。 

 西南学院大学を簡単に紹介させていただきます。約1世紀近く前の1916（大正5）年、アメリカ南

部バプティスト派の宣教師C.K.ドージャーにより私立西南学院が設立されました。第二次大戦後の

1949年に、新学制の施行により西南学院大学となり、神学・英文学・商学の三専攻を設置していまし

た。現在では文科系の総合大学となり、神学部、文学部、商学部、経済学部、法学部、人間科学部、

国際文化学部の７学部と、大学院、法科大学院を設置し、1学年で約2000名近い学生が学んでいます。

西日本社会学会の会員は、商学部に佐々木武夫（経営社会学）と文学部に北垣徹（フランス社会論）

の２名です。他の近接領域の教員として大西祥恵（社会保障論）と清宮徹（コミュニケーション論）

の２先生が在籍します。 

 西南学院大学は福岡市早良区西新にありますが、その名称の由来は、お城から見て西の福岡地区の

さらに西側にできた新町であったことによるといれます。また、市内の香椎・雑餉隈地区とならんで

西新地区は、下町的な情緒を残す副都心の一つと言われます。西南学院大学は、地下鉄を利用すると

空港から約20分（地下鉄が動いている時間）、新幹線の博多駅から13分、ビジネス地区の天神からは

約７分という便利のいい位置にあります。公共交通機関の利用が便利です。キャンパスは街に近いた
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め細長い4角形の形態でそれほど広くありません。駐車場としては、有料コインパーキングがキャン

パスの南側に１つあるのみです。 

 懇親会は、キャンパス内の「西南クロスプラザ」２Fの会場を予定しています。その１Fは学生食堂

です。また、歩いて５分の地下鉄西新駅周辺には多くの飲食店がありますので、昼食や学会後の懇親

の場として利用できます。それでは皆様の参加をお待ちしております。 

 

 

ⅲ．シンポジウムの概要 （登壇者の所属は、2014年 1月 31日現在のものです。） 

 

〝農的自然〟の可能性――現代農村の生業、観光、食と農――（仮題） 

 

このシンポジウムでは、生産という自然との関わり方に焦点をあてて、現代の農村生活の可能性を

考えていく。その際のキーワードが〝農的自然〟である。農的自然には、農地という狭い意味もある

が、ここでは農林漁業から家庭菜園にいたるまでの多様な活動で利用されてきた広い意味での〝村の

自然〟をさしている。里山、里地、里海など、〝里〟という言葉で表現されることも多くなった村の

自然には、今では恵みを人に授ける優しい自然というイメージが濃厚にある。ただ、そこに住み続け

てきた人々は、自然から恵みを引き出すための様々な工夫や努力を継続してきたことも事実である。

〝農〟という言葉にこだわるのは、それらの生産という生活上の働きかけからみえてくる自然との動

的な関係性を強調したいと考えているからである。 

有用植物の栽培や家畜の育成などの〝農〟という活動の性質上、農的自然は古くから存在していた

けれども、人々の関係の持ち方は一様ではなかった。たとえば戦後における近代化の過程では、生産

の向上という観点から自然性をできるかぎりコントロールすることに重点が置かれたし、1980 年代

以降になると、食の安全性や環境保全に対する関心とも相まって、自然性を復活させようとする活動

が農業の中にも広がりを持つようになった。さらに現代では、農的自然が、観光現象や景観保全など、

単なる食糧生産を超えた多様な営みの中に組み込まれ始めている。むろんその背景には、都市におけ

る農的自然の減少、農村における職業的農業者の減少、山村における過疎化の進行と人口の高齢化な

ど、生活と農業の構造的な変化があることはいうまでもない。 

シンポジウムでは、このような農村の生活と農業の変化を踏まえて、現代農村における〝農的自然

〟の可能性を読み解いていくことにしたい。報告者は、藤村美穂会員（佐賀大学）、越智正樹会員（琉

球大学）、さらに靏理恵子会員（吉備国際大学）の 3 人にお願いしている。藤村会員には、九州山村

についての長年の研究成果をもとに、自然との関わり方とその可能性を生業という視点から論じてい

ただく。生業という言葉には伝統的な生産活動というニュアンスもあるが、藤村会員は、村の生活に

おける自然を活かす技法という現代的な生業の意義を提起する。これに対して、越智会員は、沖縄に

おける農業地域の観光化がもたらす地域葛藤をとりあげる。観光化は村の自然を活かすひとつの有力

な手法だが、その自然が〝農的自然〟であることを見ていない場合、思わぬ落とし穴があるというこ

とを越智会員には指摘していただく。さらに、靏会員には 6次産業化という視点から農的自然の活か

し方を豊富な事例をもとに考察していただく。以上の 3人の方の報告を参照しながら、牧野は、社会

学が〝農的自然〟をとりあげる理由についての解題的報告を行うことにしたい。 

なお、討論者は、辻正二会員（保健医療経営大学、山口大学名誉教授）、堀口彰史会員（熊本大学

大学院）のお二人にお願いしている。辻会員からは時間論という切り口から、さらに堀口会員からは

食と農の分断状況を踏まえてコメントをいただけると考えている。 

（文責 牧野厚史） 
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○ 西南学院大学へのアクセス 

 
 

（１）飛行機を利用の場合 

 市営地下鉄空港線 福岡空港駅から西新駅 約 19分  7分から 10分毎 

（２）JR・新幹線を利用の場合 

 市営地下鉄空港線 博多駅から西新駅   約 13分  7分から 10分毎 

（３）高速バス利用の場合 

①博多バスターミナル（博多駅横） 

 市営地下鉄空港線 博多駅から西新駅   約 13分  7分から 10分毎 

②天神バスセンター（天神・三越） 

 市営地下鉄空港線 天神駅から西新駅   約 7分   7分から 10分毎 

 

 市営地下鉄西新駅の１番出口を出て、海（北）側へ、修猷館高校の横を徒歩 5分で大学正門につき

ます。左折して、案内に従い進んでもらいますと、少し先の 2号館 5階が大会会場です。煉瓦色の図

書館の向かいの入り口から 2 号館に入り、エレベーターにて 5F へ。大会受付があります。懇親会場

は、大学正門の道路を挟んだ向かいの建物、西南クロスプラザ２Fです。 

 

※ 地下鉄の運賃、時刻表等については福岡市交通局のホームページをご参照ください。 

  http://subway.city.fukuoka.lg.jp/index.html 

 

※ 西南学院大学へのアクセスは西南学院大学ホームページもご参照ください。 

http://www.seinan-gu.ac.jp/ 

ⅳ．交通案内 

http://subway.city.fukuoka.lg.jp/index.html
http://www.seinan-gu.ac.jp/
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○博多駅周辺（交通の要：飛行機、新幹線、バスが便利） 

 

○天神周辺（ビジネス・ショッピング街：バス、私鉄が便利） 

 

※ 宿泊料金は禁煙シングル１泊の価格です。なお、施設等の条件、およびインターネット予約割引

については別途ご確認下さい。 

 

 上記のホテル・宿所の他、インターネットを利用して、楽天トラベル、じゃらんネット、るるぶト

ラベルなどで、福岡市中心部及び博多駅周辺のホテルで検索すると、それぞれ 60 件から 100 件程度

のホテルが選択できます。西南学院大学周辺には大型のホテルは少なく、博多駅周辺、中洲・川端周

辺、天神周辺で選択されるほうが、飲食の便や、交通の便がよく、アメニティや価格の選択幅も大き

くなります。

ⅴ．宿泊案内 

西鉄イン博多 

※系列ホテルあり 

福岡市博多区博多駅前 1-17-6 

JR博多駅博多口より徒歩約 4分 

092-413-5454 8000円～ 

ホテルルートイン博多 福岡市博多区博多駅前 1-1-20 

JR博多駅博多口より徒歩約 6分 

092-477-8885 8000円～ 

デュークスホテル博多 

※系列ホテルあり 

福岡市博多区博多駅前 2-3-9 

JR博多駅博多口より徒歩約 10分 

092-472-1800 6600円～ 

福岡ガーデンパレス 

※私学共済 

福岡市中央区天神 4-8-15 

地下鉄天神駅から徒歩約 10分 

092-713-1112 5600円～ 

KKRホテル博多 

※公務員共済 

福岡市中央区薬院 4-21-1 

バスにて約 30分で大学へ 

092-521-1361 5200円～ 

リッチモンドホテル福岡 福岡市中央区渡辺通 4-8-25 

地下鉄天神駅から徒歩約 10分 

092-739-2055 10000円～ 
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●  平成 25 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://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/ 

 

【 編集後記 】 

●  学会ニュース 143 号をお届けします。今回は第 72回大会の案内号です。お忙しいなか、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等ございま

したら、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：吉武 由彩） 

 

 

Ⅱ．事務局からのお願い 

http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/

