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ⅰ．大会概要

去る 年 月 日・ 日、神戸学院大学を開催校としてオンライン開催された西日本社会学会
第 回大会は、 名の参加者をかぞえ、盛会のうちに終了いたしました。

今大会の自由報告部会は 日に 部会、 日午前に 部会が開かれ、計 本の報告がありました。
また、シンポジウムとして 日午後に「行為論再考――経験的実証研究と社会学理論との新たな対話
を求めて」が開催されました。

総会では、報告事項として庶務報告、 年度決算、監査報告が行われました。審議事項では、
年度新入会員 名の入会承認の後、 年度予算案承認が行われました。ついで、来年度第

回大会を熊本大学にて開催することが決定いたしました。さらに、「常勤職に就いていない会員の
会費減額に関する申し合わせ」と『西日本社会学会年報』投稿規定の改定（英語投稿論文の文字数）
が承認されました。最後に、西日本社会学会役員選挙結果が承認され、高野和良新会長より新役員構
成が報告されました。前回にひきつづいてのオンライン開催となりましたが、多くの会員のみなさま
にご参加いただき、第 回大会は無事に終了いたしました。

Ⅰ．第80回大会報告

Sociological Society of West Japan 

西日本社会学会ニュース
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ⅱ．シンポジウム報告要旨

 
行為論再考――経験的実証研究と社会学理論との新たな対話を求めて

司会 江頭大蔵 広島大学
コメンテーター 佐藤成基 法政大学 ・多田光宏 熊本大学
報告者

中村文哉 山口県立大学 「行為論の地平と問題系」
山田富秋 松山大学 「フィールドワークの文脈での行為論」
井腰圭介 帝京科学大学 「歴史研究における行為論的分析の特性

――『プロ倫』のデータ処理の事例による検討」
石橋潔 久留米大学 「意味の相互作用と表情の相互作用

――局地的なゆらぎ、そして対面性の今後」

第 回大会のシンポジウムは、 の「理解社会学」に始まり、 の現象学的社会理論や
の主意主義的行為論に継承され、更に 、 や らの社会理

論へと批判的に組み込まれ、一見するとそれらに吸収されて、その所在がみえなくなってきた 行為
論を、経験的実証研究との連関から問い直すことが、テーマとなった。
上述のテーマの下、各報告者のアイデアを持ち寄ったところ、各テーマに通底する論脈が の

批判に内在している点が確認されたので、それを本シンポの基調として解読したのが中村第一
報告であった。同批判を基礎に定礎された「社会的世界の構造分析」の狙いを示した。更に、科学的
知識・経験を前提とするのではなく、日常知に基づき〈行為者の見地〉から常識的に構成
される〈一次構成体〉を前提に、それを、〈科学的見地〉に基づき形式論理により した「二
次的構築体」へと換する の科学論の営み、およびこれら二つの有意味構成体の連関を示す「社
会科学の三公準」の方途を示した。
山田第二報告は、調査研究の座礁に際し、その立て直しに、行為論的視点が功を奏した研究事例の
考察に向けられた。これは〈フィールドワークの行為論〉の展開である。新聞等の報道に基づく薬害
エイズ問題に関する医療のあり方や医師への批判的観点を解釈枠組 二次的構築体 とした医療関係
者に対するインタヴューが、被調査者の反感を出来する〈意図せざる結果〉を招いた。その要因を、
山田らは、自己省察的なエスノメソドロジーのもと、報道内容とは正反対の医療関係者たちの〈専門
的な一次構成体〉、即ち〈医療メンバーとしてのコンピテンシー〉という〈医療関係者の実践的見地〉
を、〈自然なみかた〉に変換することにより、この「意図せざる結果」を克服した過程を、理論的にト
レースした報告であった。
井腰第三報告は、歴史的現実をめぐる 行為論の展開のテクストワーク 解読 をもとに、行為
論による「実証と理論との対話の可能性」を探る報告であった。自明ではないが故に、社会的に説明
が求められる或る歴史的 危機的 現実が持つ意味の解明に際し、意義ある因果関係の個性的局面を巡
り、その現実に関与した行為ないし社会的行為の主観的意味とその帰結の因果連関からその行為者の
価値観点を理解可能な仕方で定式化させ、それを研究者の価値観点に即して変換し 二次的構築 、読
者 素人・万人 が依拠する経験則と両立可能な仕方で歴史的現実の「理解可能性」を示すことで、行
為者自身の価値観点の自明性を、それと両立する仕方で相対化させていく の解釈方法論とそ
の社会学的テクストのあり様とを、『プロ倫』から切り出す報告であった。
第四石橋報告は、多くの研究が、フォーマルグループからインフォーマルグループが派生する事態
を「自然的」と結論づけて、社会学的思考を停止してしまうのに対し、それが生じる原理を、「意味」
と「表情」から成る二重の相互作用に求める方途を示した。石橋報告によれば、「意味の相互作用」
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は、人々の「均一」な相互作用から起因する社会集団形成への安定した「引力」になる。だが、この
「引力」は「均一」のままではなく、集団メンバーの「表情の相互作用」の内に、そこからの「ゆら
ぎ」や「斥力」をも内に含み込む間身体的な共振を喚起せしめる点から、相互作用場面での自他間の
対面性がもつ論件の重要性を、石橋報告は引き出した。この論件は、行為の背景として常に横たわっ
ている の「社会的直接世界 」の論点に重なる。石橋報告は、極めて微小な間身体的現
象を含む社会的行為および相互行為の対面性が、重大な社会的変容力を宿している点を照射した。
これらの報告に対して、コメンテーターの佐藤成基氏からは、行為論は、①当事者中心主義

、②反科学主義、③ミクロ中心主義と批判されてきたが、これらをどう考えるか
という問いかけが、なされた。もう一方の多田光宏氏は、「主観主義の行為論とその時代」という論点
から、両世界大戦間期の と が生きていた時期、 の主意主義的行為論が社会シ
ステム論へと展開されていく 年代から 年代の時期、そして、今回の様に、行為論を再考して
いる現代の三つの時代区分におれる社会的危機のあり様から、今回の「行為論再考」と題する企画の
社会的背景に関する問いかけが、なされた。これらは、行為論の今日的な意義を問うものであり、大
きく重い問いを突き付けられた。この件に関しては、『西日本社会学年報』の特集に、反映させたい。
今回のシンポでは、「人間行為」という些細で自明な、とるにたりない日常的な一局面が、考えもし
なかった社会的現実へとつながっていたり、あるいはそれが社会学的に重要な意味を蔵してもいる場
合があること、そしてそれらが、社会学的思惟を刺激していく多様な局面を照射することができたの
ではないかと、振り返っております。時間の制約から、フロアとの対話が十分にできませんでしたが、
フロアの皆さんをして、行為論と響きあう何かに気づけたとしたら、今回の試みは、それなりの意義
を持てたのではと、念じております。

（文責：中村文哉）

ⅲ．2022 年度総会報告

 
総会では、二階堂裕子会員が座長に推挙され、下記の事項が報告、承認、決定されました。

 
報 告 事 項

① 庶務報告（加来和典、高野和良 庶務理事）
ⅰ 理事会
第 回 年 月 日

・ 第 回大会報告、学会ニュース第 号について
・ 第 回大会について（シンポジウム・コーディネーター選定など）
・ 役員選挙の実施方法について
・ 常勤職にない会員の会費減額について
・ 『西日本社会学会年報』投稿規定について

第 回（常任理事会） 年 月 日
・ 第 回大会プログラムの決定
・ 新入会員の申し込み状況について
・ 学会費未納者・退会希望者について
・ 常勤職にない会員の会費減額について
・ 特別会員の推薦について

第 回 年 月 日
・ 年度庶務報告、 年度会計報告、 年度会計監査報告
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・ 年度予算案審議
・ 常勤職にない会員の会費減額について
・ 学会費未納者・宛先不明者・退会者について

※その他にも、 メールで適宜話し合いを設けた
ⅱ ニュース発行

年 月 日 第 回大会自由報告要旨集発行（学会ウェブサイトにて公開）
年 月 日 ニュース 号（第 回大会報告号）発行
年 月 日 ニュース 号（第 回大会案内号）発行
年 月 日 ニュース 号（第 回大会プログラム号）発行
年 月 日 ニュース 号（プログラム修正版）発行

② 会員数に関する報告（加来和典、高野和良 庶務理事） ※「 ．会員異動」参照
現在の会員数（ 年 月 日現在）

年度の最終会員数 名
新入会員申し込み数 名
計 名

③ 学会誌編集委員からの報告（速水聖子 編集委員長）
ⅰ 『西日本社会学会年報』第 合併号（ 年 月 日）発行について

※ 資料① 参照
ⅱ 年度編集委員会決算報告 ※ 資料② 参照
ⅲ 『西日本社会学会年報』第 号の発行について

④ 年度決算報告（加来和典、谷富夫 会計担当理事） ※ 資料③ 参照
⑤ 年度会計監査報告（徳野貞雄、山下亜紀子 会計監査） ※ 資料④ 参照

 
審 議 事 項

① 新入会員の承認（山本努 会長） ※「 ．会員異動」参照
―― 年度入会希望者 名すべてが承認されました。

② 年度予算案の承認（加来和典、谷富夫 会計担当理事） ※ 資料⑤ 参照

③ 年度編集委員会予算案の承認（速水聖子 編集委員長） ※ 資料⑥ 参照

④ 特別会員の承認（加来和典、高野和良 庶務理事）
――井上寛会員、小谷朋弘会員の特別会員への会員資格変更が承認されました。

⑤ 来年度大会開催校の承認（山本努 会長） ――熊本大学での開催が承認されました。

⑥ 常勤職にない会員の会費減額について（山本努 会長） ※ 資料⑦ 参照

⑦ 『西日本社会学会年報』投稿規定の改定について（速水聖子 編集委員長） ※ 資料⑧ 参照

⑧ 西日本社会学会役員選挙結果報告（井上智史 選挙管理委員長） ※ 資料⑨ 参照
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⑨ 新会長挨拶・新役員構成について・事務局長の委嘱（高野和良 新会長） ※ 資料⑩ 参照
――髙嵜浩平会員が事務局長を委嘱されました。

⑩ その他

．大会案内
第 回大会は、 年 月 日（土）・ 日（日）に熊本大学（熊本市）にて開催いたします。
スケジュールの詳細につきましては、次号ニュース（ 年 月発行予定）をご覧ください。

．シンポジウム
社会的排除を受けやすい子ども・若者への社会的支援

――現状分析と社会学者のかかわり方（仮）

西日本社会学会研究担当理事より、来年度シンポジウムのコーディネーターの依頼がありました。
その際のテーマは「生活課題と社会学の実践的営為」というもので、企画の意図は、要約すると以下
のようなものでした。

私たちの社会では、貧困、病、障害、エスニシティ、性的少数者といった状況や立場性などに
より排除され、周辺化され、さまざまな部分で生活に支障が生じている人びとが少なくない。ま
た社会や地域の変動により、生活の変化を余儀なくされることもある。そうした生活課題に社会
学は向き合い、現状を分析し、それを乗り越えるための支援枠組みについて考えてきた。また、
社会学の立場からは、社会的支援の実践への参画もみられる。そこで、社会学がどのように社会
問題を究明し、どのように支援の枠組みを考えてきたのか。また、社会構成員とのどのような相
互作用において、社会学研究者による支援実践の営為を生み出しているのか。実社会とつながる
社会学による支援の営みについて明らかにしたい。
このような当初の企画意図をもとに、次年度シンポジウムのテーマと内容について研究担当理事と
話し合いました。現時点では、以下のような内容（論点）を考えています。
（１）子ども・若者をとりまく社会的排除に抗する社会的支援を対象とし、その社会学的な現状分析
を提示する。
（２）そうした社会的支援に対して社会学者はどのような立ち位置でかかわることができるのか、に
ついて考える。
２つの論点のうち最初のもの、すなわち社会的排除を受けやすい子ども・若者への社会的支援につ
いての現状分析の提示が「主たる論点」となります。これは、家族や地域の意味を問う作業になるよ
うにも思います。
また、現状分析は、必然的に社会的実践や政策的思考と直結しています。そうであれば、社会的支
援について調査する社会学者も支援のプロセスの中に組み込まれています。そこで社会学には何がで
きるのか。これが「従たる論点」となります。
報告者は、桑畑洋一郎会員、益田仁会員、稲月です。内容の詳細、コメンテーターについては次号
ニュースで報告する予定です。

（文責：稲月 正）

Ⅱ．第81回大会について
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※ 変更後のご住所・ご連絡先は事務局までお尋ねください。

．所属の変更（順不同）
木村眞実 長崎大学
金本佑太 神戸学院大学

．新入会員（順不同）
楊楊（熊本大学大学院） 紹介者：牧野厚史
佐草智久（日本福祉大学） 紹介者：井上智史
藤田智子（九州大学） 紹介者：三隅一人
里村和歌子（九州大学） 紹介者：三隅一人
李睿 紹介者：三隅一人
鐘宇翎（熊本大学大学院） 紹介者：牧野厚史
黒川すみれ（福岡県立大学） 紹介者：吉武理大
山田真理子（九州大学大学院） 紹介者：高野和良
鄭シ儀（九州大学大学院） 紹介者：高野和良
張佳成（九州大学大学院） 紹介者：高野和良
南出栞歩（九州大学大学院） 紹介者：山下亜紀子
楊浚哲（九州大学大学院） 紹介者：山下亜紀子
篠原遼子（九州大学大学院） 紹介者：安立清史
伊藤泰郎（長崎県立大学） 紹介者：谷富夫

．退会者（順不同）
河野健男、オキーフ・グレゴリー、田代英美、直野章子、鈴木玉緒、番匠谷光晴、松森武嗣、
山田陽子、篠原隆弘

Ⅲ．会員異動
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佛教大学社会学部現代社会学科

作田誠一郎

佛教大学は、京都市北区の紫野キャンパスと中京区の二条キャンパスを拠点として人材を社会へ輩
出しています。京都という立地から紫野キャンパスから徒歩 分ほどに金閣寺や大徳寺があり、二
条キャンパスから 分ほどに二条城があります。また佛教大学は、本年度で開学 周年目を迎え、
現在は 学部 学科、大学院 研究科 専攻を配置して、通学教育課程約 名、通信教育課程
約 名が在籍する総合大学です。
本学の社会学部は、 年に大学の建学の理念（「仏教精神により人格識見高邁にして、活動力あ
る人物の養成を目的とし、世界文化の向上、人類福祉の増進に貢献することを使命とする。」）に基づ
いて、社会学科と社会福祉学科の 科の体制で設置されました。その後、 年に応用社会学科が
開設され、 年の社会福祉学部の設置にともない、現代社会学科と公共福祉学科に改組されて現
在に至ります。また佛教大学は、 年から通信教育課程を開設しており、社会学部も 年から
通信教育課程が開設され、 年に大学院も併設されています。したがって、学生は通学教育課程と
通信教育課程を含めて幅広い年齢層で構成されています。
現在、私が所属している現代社会学科は、 名の専任教員が所属しており、一学年約 名の学
生に対して社会学をはじめ各専門領域に関する体系的なカリキュラムを提供し、キャリア形成支援を
積極的に進めています。また人材養成の目的として「社会学の幅広い知識を修得し、共生社会の形成
に資する人材を養成する」をそのひとつとして設定しています。これらの教育支援や人材養成の目的
からもわかるように、社会学を中心に学科の運営を展開しています。さらに学科には、「共生・臨床社
会コース」「情報・メディアコース」「文化・国際コース」の つのコースが設定されており、各教員
がコースに関連する授業を提供し、社会調査士も取得することができるため社会調査の基本的な学び
も提供しています。
私は、少年非行や学校問題を研究対象としており、「共生・臨床社会コース」で犯罪社会学や教育社
会学から関連する授業を担当しています。その他の専任教員も宗教社会学や医療社会学、歴史社会学
やジェンダー論、社会統計学や情報社会学など、その専門領域も多岐におよびます。また社会学部で
は、希望する学生に、 年生で （課題解決型学修）として「プロジェクト演習」を、 年生で「グ
ローカル人材 」を提供しています。この演習は、学生が主体となって地域社会の問題や課題に取
り組んだり、企業や事務所の課題を発見して解決策を提案し実践することを目標としています。各演
習においては、専任教員の研究に関わるフィールドを中心に実施しているクラスもあります。このよ
うに、教員の研究領域に学生が主体的にかかわることで、新たな学びの契機が得られるような環境が
提供されています。
ここまで、社会学部および現代社会学科の特徴について述べてきましたが、学部内では社会学を専
門とする教員を中心に「佛教大学社会学会」が組織され、機関誌「佛教社会学」を発刊しています。
この学会には、修士課程や博士課程の学生や修了生も所属しており、定例研究会や大会で活発な議論
が展開されています。
最後に、今後も社会学という学問を通じて主体的で多角的に課題や問題を考察して乗り越えていけ
る学生を育て、地域社会に貢献することが本学科の使命と言えます。

Ⅳ．研究室めぐり
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資料①『西日本社会学会年報』第19-20合併号（2022年3月31日）発行について
・特集：「「移民受け入れ」時代の社会学―― 年入管法改正から 年を経て」（解題 本、論文 本）
・一般投稿論文（投稿数 本） 本掲載、現場レポート 本、特別寄稿：追悼論文 本、書評 本

資料② 2021年度 編集委員会決算

 

収入の部 2021年度予算

学会誌売り上げ 50,000

前年度繰り越し 514,907

学会予算から繰り入れ 450,000

利息 10

その他 0

収入合計 1,014,917 964,911

450,000

4

0

2022年4月26日時点決算 注記

0 年報第19号発行延期のため

514,907

支出の部 2021年度予算

印刷費 400,000

事務局通信費 5,000

編集事務局運営費 45,000

販売事務局運営費 40,000

編集委員長裁量経費 40,000

J-STAGE登載経費 0

その他 0

繰越資産 484,917

支出合計 1,014,917

565,951

964,911

40,000 年報校正謝金

0

0

1,960

35,000

25,000

2022年4月26日時点決算 注記

297,000

Ⅴ．資料
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資料③ 2021年度 西日本社会学会決算

資料④ 2021年度 会計監査報告

予算 決算 備考

2,360,461 2,360,461

860,000 745,000 納入率：78%

10 17

0 0

3,220,471 3,105,478

20,000 20,000

シンポジウム運営費 30,000 30,000 79回大会・80回大会

大会事務準備費 25,000 25,000 80回大会アルバイト代　

70,000 0 オンライン開催のため

通信費 120,000 82,153

ニュース165-166号、会員名簿、大
会申込葉書代、役員選挙
（ニュース167号と年報19-20合併
号が未計上）

印刷費 140,000 124,630 ニュース165-167号、会員名簿

事務・文具費 5,000 12,411

謝金など 60,000 10,000
79回大会シンポジスト謝金
（80回大会分は未執行）

事務局手当 100,000 100,000

450,000 450,000

10,000 10,000

0 28,380
79回大会ウェビナー使用料
「ロシアによるウクライナ侵攻にか
かる声明」翻訳料

1,030,000 892,574

2,190,471 2,212,904予備費（次年度持ち越し）

支出の部

80回大会予備費

80回大会運営費

理事会運営費

経常費

学会誌発行費（学会誌会計へ移管）

社会学系コンソーシアム年会費

その他

今年度支出小計

項目

収入の部

前年度繰越金

学会費

預金利息

その他

今年度収入総計
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資料⑤ 2022年度 西日本社会学会予算

資料⑥ 2022年度 編集委員会予算

予算 備考

2,212,904

780,000
納入義務のある会員の90%
約55名を3000円として算出

10

0 80回大会プログラム売り上げ　

2,992,914

20,000

シンポジウム運営費 15,000

大会事務準備費 25,000 81回大会アルバイト代　

70,000 交通費、会議室使用料

通信費 120,000

年報21号、ニュース168-170号、大
会申込葉書代
（ニュース167号と年報19-20合併
号の未計上分を含む）

印刷費 70,000 ニュース168-170号

事務・文具費 5,000

謝金など 60,000
非会員シンポジスト旅費
（80回大会未執行分を含む）

事務局手当 100,000

450,000

10,000

0

945,000

2,047,914予備費（次年度持ち越し）

支出の部

81回大会予備費

81回大会運営費

理事会運営費

経常費

学会誌発行費（学会誌会計へ移管）

社会学系コンソーシアム年会費

その他

今年度支出小計

項目

収入の部

前年度繰越金

学会費

預金利息

その他

今年度収入総計

収入の部 2020年度決算 2021年度予算 2021年度決算 2022年度予算

学会誌売り上げ 44,430 50,000 0 50,000

前年度繰り越し 534,546 514,907 514,907 565,951

学会予算から繰り入れ 0 450,000 450,000 450,000

利息 5 10 4 10

その他 0 0 0 0

収入合計 578,981 1,014,917 964,911 1,065,961

積算根拠

支出の部 2020年度決算 2021年度予算 2021年度決算 2022年度予算

印刷費 0 400,000 297,000 350,000

事務局通信費 670 5,000 1,960 5,000

編集事務局運営費 550 45,000 35,000 45,000

販売事務局運営費 4,354 40,000 25,000 40,000

編集委員長裁量経費 0 40,000 40,000 40,000

J-STAGE登載経費 58,500 0 0 60,000

その他 0 0 0 0

繰越資産 514,907 484,917 565,951 525,961

支出合計 578,981 1,014,917 964,911 1,065,961

積算根拠

合併号以前の予算額
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資料⑦ 常勤職にない会員の会費減額について

【常勤職に就いていない会員の会費減額に関する申し合わせ】
．常勤職に就いていない会員の会費
（会費）

常勤職に就いていない会員の会費は、前年度までの会費を完納したうえで年額 円とする。
（手続き）

減額は会員からの申出によって行う。年度途中に常勤職に就いた場合は、翌年度会費から年額
円とする。
（減額期間）

会費減額は臨時措置として実施し、適切な時期に見直しを行う。

資料⑧ 『西日本社会学会年報』投稿規定の改定について
 
【『西日本社会学会年報』投稿規定】
原稿の長さは下記の通りである。（図表、注、引用文献、要約を含む。）

・論文：上限 字（ただし資料編として、 版換算で 枚を上限に、資料、図表、およびそ
れらの解説などを付加することを認める）。
英文の場合は上限 とする。

資料⑨ 西日本社会学会役員選挙結果報告
 
会長選挙当選者
高野 和良

理事選挙当選者
稲月 正
加来 和典
叶堂 隆三
牧野 厚史
三隅 一人
山下 亜紀子

会計監査選挙当選者
山本 努
横田 尚俊
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資料⑩ 西日本社会学会新役員構成について

【西日本社会学会役員構成】
（ 年大会後〜 年大会時まで）

会長 高野 和良
常任理事 稲月 正 牧野 厚史
編集理事 加来 和典（委員長） 叶堂 隆三
会計理事 稲月 正 三隅 一人
庶務理事 牧野 厚史 三隅 一人
研究理事 桑畑 洋一郎 山下 亜紀子
大会担当理事 吉武 由彩
社会学系コンソーシアム担当理事 叶堂 隆三 桑畑 洋一郎
会計監査 山本 努 横田 尚俊

＊ 年度までの学会費が未納の方には、振込用紙を同封させていただいております。なお、西日
本社会学会では、会則第 条において、「本会所定の会費を 年以上未納の会員は、原則として会
員の資格を失う」としておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

＊「常勤職に就いていない会員の会費減額」について、先日メールにて申請方法のご連絡をさせてい
ただきました。すでに申請いただき、承認が完了した会員の皆様には、減額を適用した振込用紙を
同封しております。会費減額をご希望の方で申請がお済みでない方は事務局までご連絡ください。

＊ 西日本社会学会のホームページを、下記 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。

〈編集後記〉
＊ 学会ニュース 号をお届けします。今回は第 回大会の報告号です。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。また、大会開催にあたりましては、神戸学院大
学の山本努先生・金本佑太先生にはたいへんお世話になりました。厚くお礼を申し上げます。

＊ 次回ニュースの発行は、来年 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：髙嵜浩平）

Ⅵ．事務局からのお知らせ


