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Ⅰ．第 78 回大会案内
西日本社会学会第 78 回大会は、下記の通り開催されます。
日時：2020 年 5 月 23 日（土）
・24（日）
会場：ノートルダム清心女子大学
〒700-8516 岡山市北区伊福町 2-16-9
Tel. 086-252-1155（代表）
https://www.ndsu.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、同封の返信用ハガキにてお知らせ下さい。懇親会の出欠について
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。
自由報告部会での研究報告をご希望の方は、同じハガキで報告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（木）必着です。
締め切り厳守でお願いいたします。
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ⅱ．歓迎の言葉
ノートルダム清心女子大学 二階堂裕子
西日本社会学会第 78 回大会を、2020 年 5 月 23 日（土）
、24 日（日）に、ノートルダム清心女子大
学にて開催させていただくことになりました。みなさまのご来訪、ご参加を心より歓迎いたします。
ノートルダム清心女子大学は、19 世紀初頭、子女教育に専念する目的をもって、フランスで創立さ
れたカトリックの教育修道会、ナミュール・ノートルダム修道女会を設立母体としております。1886
年、岡山市における最初の女学校として、
「私立岡山女学校」が誕生し、その後 1944 年に、本学の前
身となる「岡山清心女子専門学校」が開校されました。さらに、1949 年、中四国地方で最初の 4 年制
女子大学として、本学が創立され、昨年 2019 年で 70 周年を迎えました。現在、文学部（英語英文学
科、日本語日本文学科、現代社会学科）
、および人間生活学部（人間生活学科、児童学科、食品栄養学
科）の 2 学部で構成されております。
1929 年に竣工した「ノートルダムホール本館・東棟」は、帝国ホテルをはじめとするモダニズム建
築の作品を多く残したアントニン・レーモンドの設計によるもので、2007 年に国の有形登録文化財に
指定され、現在も教室や研究室として使用されております。大会当日は、この建物とは別の「セント・
ヨゼフホール」を会場として使用いたしますが、ぜひとも敷地内にあるこうした歴史的建造物や聖堂
などもご覧いただければと思います。
それから、本学は交通の便がよく、
「“のぞみ”が停まる駅から徒歩 10 分」を「売り」にしておりま
す（ただし、実際のところ、新幹線による遠距離通学の学生はごくわずかです）
。JR 岡山駅西口から
本学までの道すがらに、コンビニエンスストア、飲食店、ホテルのほか、
「がんばる商店街 77 選」
（中
小企業庁）のひとつである奉還町商店街もあります。また、23 日（土）の懇親会会場である「Ryoutei
奉還町本店」は、1985 年に閉館した映画館「岡山第二ニシキ館」を改装したもので、少し（かなり？）
ユニークな作りとなっております。こうした昔ながらの町並みが残る岡山駅西口とは対照的に、岡山
駅東口周辺には岡山の中心市街地が形成されており、さまざまな岡山の魅力を満喫していただけるこ
とと思います。
学会大会における研究交流が活性化することはもちろん、
「アフター6」の交流がより有意義なもの
となるよう、微力ながら準備を進めております。大会当日は、本学のオープンキャンパスが実施され
る見込みで、やや落ち着かない雰囲気での開催となるかもしれません。また、小規模の大学であるう
えに、大会の開催をお引き受けするのは今回がはじめてのことで、いろいろと至らない点があるかと
思いますが、ひとりでも多くのみなさまのご参加を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、2020 年 2 月現在のものです）
「移民受け入れ」時代の社会学―1990 年入管法改正から 30 年後の今―
2019 年 4 月、日本政府は、実質的な「移民」受け入れに舵を切る法改正を行いました。しかし実際
には、すでに日本社会には多様な背景を持つ外国人が定住しています。そして 2020 年は、1990 年の
入管法改正から 30 年という節目の年にあたります。
本シンポジウムでは、
「移民受け入れ時代」にあたって、すでに進行してきた日本への人の移動と社
会の内なる多様化とはなんだったのかをとらえなおし、社会学はどのようにそれと向き合い、有効性
を発揮してきたのか、残されてきた課題はどこにあるのかを議論します。どうぞご参加ください。
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【報告者、タイトルと概要】
〇ナディ（『ふるさとって呼んでもいいですか：6 歳で「移民」になった私の物語』大月書店 2019 年 著者）
「日本にいないはずの私は誰か」
今、日本には 274 万人もの外国籍の人が暮らしており、私もその中の一人で、来日 29 年が経ち、
日本がふるさとです。一方、
『日本には移民はいなく、今後も受け入れる予定はない』と政府は 30 年
前から変わらずに言っています。日本社会という受け皿に対して、感じることを話したいと思います。
〇高畑幸（静岡県立大学）
「在日フィリピン人社会の現在―結婚移民の高齢化と日系人の増加―」
本報告では、結婚移民と日系人という、2 つのタイプのフィリピン人定住者に焦点を当てる。結婚
移民は 1980 年代後半の行政主導の「農村花嫁」のほか、興行労働者と客の結婚、紹介婚、業者婚によ
る来日と定住が続いた。また、1990 年改正入管法で日系 3 世が定住可能となり、南米からの日系人労
働者が大量来日するが、2000 年代からフィリピンやインドネシアなど、アジアの日系人も同様に来
日・定住している。結婚移民と日系人の共通項は、学歴不問、来日前の日本語・技能訓練は不要で、
受入れ人数制限無しで入国し、彼（女）らの間接雇用が固定化し景気の調整弁となってきたことにあ
る。また、労働政策の枠外で来日し、実質的労働者となってきた彼（女）らには、日本語教育や職業
訓練の機会が少なかった。本報告では、高齢化を迎える結婚移民、および、親族の連鎖移動を続ける
日系人の事例から、
「身分資格」滞在者の諸問題を明らかにしたい。
〇山本かほり（愛知県立大学）
「在日朝鮮人の民族教育―朝鮮学校をめぐる問題を中心に―」
在日朝鮮人の民族教育の中心的な教育機関は全国に幼稚園〜高級学校（高校）まである朝鮮学校、
さらには大学レベルでは東京に朝鮮大学校がある。
日本からの解放後、全国にいた朝鮮人たちが自らの言語や歴史の「回復」を求めて、各地につくっ
た国語講習所がその起源とされている。その歴史は 70 年以上になるが、いまだ、日本社会のなかで
は、朝鮮学校がきちんと位置づけられているとは言えない。特に、近年、
「北朝鮮バッシング」とあい
まって、朝鮮学校が社会的にも政治的にも困難な状況におかれている。報告では、朝鮮学校の現状を
概観しながら、在日朝鮮人の民族教育について検討したい。それは、今後の「移民社会」を展望する
一助になるであろう。
〇野入直美（琉球大学）
「沖縄の米軍統治とアメラジアン―「混血児」調査を中心に―」
本報告では、現代日本社会の多民族化をめぐる議論に沖縄からの視点を位置づけることを課題とし
て、とくにアメラジアンの社会問題化を、米軍統治時代と日本への施政権返還（本土復帰）後に行わ
れた「混血児」調査を中心に論じる。それによって、日本社会の多民族化は、現代の「移民受け入れ」
、
さらには 90 年代のグローバリゼーションの時代よりもずっと前から始まっていたこと、ホスト社会
としての日本に外国人が移住し包摂されていくというフレームからは取りこぼされてきたもうひと
つの多民族化を論じ、社会学がそれをいかに扱うことができるのかを考察する。
□コメンテーター 稲月正（北九州市立大学）
□企画・進行 野入直美（琉球大学）
（文責：野入直美）
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ⅳ．交通案内
○ ノートルダム清心女子大学へのアクセス
※当日は、東門からご入構いただき、東門すぐ前の「セント・ヨゼフホール A 棟」へお越しください。
詳しくは、ノートルダム清心女子大学ウェブサイトをご参照ください。
https://www.ndsu.ac.jp/about/access.html

西日本社会学会
第 78 回大会会場
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● JR 岡山駅（西口）から
徒歩：約 10 分
バス：岡電バス、もしくは中鉄バスで約 3 分、
「済生会病院前」で下車、そこから徒歩約 3 分
タクシー：約 5 分
● 岡山空港から
リムジンバス：岡電バス、もしくは中鉄バスで約 30 分、
「岡山駅西口」で下車
タクシー：約 25 分

ⅴ．宿泊案内
● 岡山駅西口周辺
ヴィアイン岡山
ANA クラウンプラザホテル岡山
ホテルリブマックス岡山
岡山ロイヤルホテル

岡山市北区駅元町 1-25
岡山市北区駅元町 18-9
岡山市北区錦町 4-14
岡山市北区絵図町 2-4

086-251-5489
086-898-1111
086-226-0080
086-255-1111

● 岡山駅東口周辺
ホテルグランヴィア岡山
三井ガーデンホテル岡山
ダイワロイネットホテル岡山駅前

岡山市北区駅元町 1-5
岡山市北区駅元町 1-7
岡山市北区駅前町 1-1-1

086-234-7000
086-235-1131
086-803-0055

この他にも、岡山市内には多数の宿泊施設がありますが、時期によっては大変混み合いますので、
お早めに予約されることをお勧めいたします。

Ⅱ．事務局からのお知らせ
＊ 2019 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 161 号をお届けします。今回は第 78 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・所属機関などの変更がございまし
たら、事務局までご一報下さい。よろしくお願い申し上げます。
（事務局：井上智史）
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