日本労働社会学会 第２８回大会のご案内
２０１６年１０月２８日（金）～１０月３０日（日）

第１日 １０月２８日（金） 工場見学：
（株）HP 東京ファクトリー＆ロジスティックス
１２：３０

JR 中央線 豊田駅改札 集合（厳守）

１３：００～１５：００

工場見学

１７：３０～１９：３０

幹事会（法政大学大原社会問題研究所会議室）

第２日 １０月２９日（土） 自由論題報告（１１号館（経済学部棟）３階）
１０：３０～１２：３０

自由論題報告Ⅰ 採用とキャリア（３０５教室）
自由論題報告Ⅱ 理論と応用（３０６教室）

１２：３０～１４：３０

総会（昼食含む）
（３０５教室）

１４：３０～１７：３０

自由論題報告Ⅲ 法・行政・労働

１８：００～２０：００

懇親会（16 号館(Egg Dome)2 階「スローワールドカフェ」
）

（３０５教室）

第３日 １０月３０日（日）シンポジウム（１１号館（経済学部棟）３階、３０５教室）
１０：３０～１２：５５

シンポジスト報告

１２：５５～１４：００

昼食・休憩

１４：００～１６：００

シンポジスト報告、コメント、総括討論

大会会場 法政大学多摩キャンパス１１号館（経済学部棟）３階
会場校ホームページ http://www.hosei.ac.jp/
〒194-0298 東京都町田市相原町 4342 法政大学
大会事務局担当
鈴木 玲（法政大学大原社会問題研究所）
Tel: 042-783-2305
fax:042-783-2311
E-mail insmove@hosei.ac.jp
日本労働社会学会

学会ホームページ

http://www.jals.jp/

山田信行（駒澤大学）
〒154-8525 東京都世田谷区駒沢 1-23-1 駒澤大学文学部
E-mail
nyamada@komazawa-u.ac.jp

代表幹事

事務局長
松尾孝一（青山学院大学）
〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25 青山学院大学経済学部
E-mail
matsuo＠econ.aoyama.ac.jp
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大会第１日 １０月２８日（金） 工場見学：(株)日本 HP 東京ファクトリー＆ロジスティックス
1.工場見学
12:30 JR 中央線 豊田駅改札 集合（厳守）
13:00~15:00 工場見学
＊工場見学の詳細および参加申込先につきましては、別紙をご参照ください。
2．幹事会

17:30 法政大学多摩キャンパス 3 号館（図書館・研究所棟）5 階大原社研会議室にて

大会第２日 １０月２９日（土） 自由論題報告

１１号館（経済学部棟）３階

10:15~10:30

1. 代表幹事および開催校からの挨拶（305 教室）

（報告 25 分と質疑 15 分、各々40 分）
10:30-12:30
司会 萩原久美子（下関市立大学）

2. 自由論題報告Ⅰ： 採用とキャリア（３０５教室）

1) 10:30~11:10 医育機関の教員採用におけるジェンダー効果と学歴効果
中村真由美 （富山大学）
2) 11:10~11:50 出産後の継続就労とキャリア展望―1980 年代の小中学校教員を事例として
跡部千慧（静岡大学）
3) 11:50~12:30 電子部品産業ダウンサイジング下における販売職ホワイトカラーのキャリア変化と
「働きがい」の変容 ―総合電機メーカーＡ社電子部品販売職を事例として―
扇健夫 （立命館大学大学院）

10:30-12:30
司会 鈴木和雄 （弘前大学）

3. 自由論題報告Ⅱ： 理論と応用（３０６教室）

1) 10:30~11:10 マルクス理論の批判的再検討と社会学的労働者分析視点の模索
―労働社会学領域における労働過程論争と関わらせて
藤井史朗 （静岡大学）
2) 11:10~11:50 Ｖ.ゼライザーの経済社会学―relational work の概念を中心に
松永伸太朗 （一橋大学大学院）
3) 11:50~12:30 ディスカウントストアにおけるサービス労働のテイラー主義的作業管理
―衣料品量販店アルバイトの参与観察を通じて
近間由幸 （立命館大学大学院）

12:30-14:30

4. 総会（昼食を含む） （３０５教室）
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14:30-17:30
司会 居郷至伸（帝京大学）

5. 自由論題報告Ⅱ： 法･行政･労働（３０５教室）

1) 14:30~15:10 警備業法の成立過程の研究
岩﨑弘泰 （立命館大学大学院）
2) 15:10~15:50 入管法改正後の技能実習生の労働、生活実態報告
川西英二 （大阪市立大学大学院）
（休憩 20 分）
3) 16:10~16:50 1990 年代から 2000 年代前半における大阪府「労働行政地域総合システム」の推移
―「労政」から「地域就労支援」への比重のシフト
筒井美紀（法政大学）
4) 16:50~17:30 公共部門の外注化と労働者・市民の安全
―韓国ソウル市営地下鉄の事例を中心に

金直洙（法政大学大原社会問題研究所）

18:00~20:00

6. 懇親会 （16 号館 (Egg Dome) 2 階「スローワールドカフェ」）

大会第３日 １０月３０日（日） シンポジウム 「人口減少下の労働社会」
（共催：法政大学大原社研）
１１号館（経済学部棟）３階 ３０５号室
司会

戸室健作（山形大学）・今井順（北海道大学）

1．シンポジウム趣旨説明

10:30～10：35

2. シンポジスト報告

10:35～14：45

10:35～11：20

第 1 報告

人口減少問題と企業社会

木下武男（元・昭和女子大学）

11：20～12:05

第 2 報告

女性の就業継続 その現実と課題

清山 玲（茨城大学）

12:05～12:10）

（小休憩
12：10～12:55

第 3 報告

人口減少下における高年齢従業員の雇用と就業
高木朋代（敬愛大学）

（昼食・休憩
14:00～14:45

第 4 報告

12：55～14：00）
法的制度と社会の本音のはざまでもがく外国人労働者

――永遠のイタチごっこはなぜ生じるのか
3. コメント

丹野 清人（首都大学東京）
14:45～15:00

コメンテーター
4. 総括討論（コメントへのリプライを含む）

宮本みち子（放送大学）
15：00～16：00
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大会案内
宿泊のご案内
宿泊施設については学会として予約しておりませんので、参加者各自でご手配ください。
会場からの交通が比較的便利な、多摩西部（立川、八王子、高幡不動など）あるいは横浜線沿線（橋本、町
田、新横浜など）のホテルをお勧めします。

大会に参加される方へのお願い
1）受付
①受付は、10 月 29 日（土）は午前 9 時 45 分、10 月 30 日（日）は午前 10 時から行います｡
②受付場所は、経済学部棟 11 号館 3 階 305 教室の前です。
③大会参加費は、一般・大学院生 2,000 円です。
④弁当は事前申し込みの扱いのみになります。申し込みをされた方は、受付時に代金（1 食 1,000 円）と引
き換えに弁当券をお受け取りください。
⑤懇親会に参加される方は、受付時に懇親会費をお支払いください（一般会員 4,000 円、大学院生・学部
生 2,000 円）
。
⑥当日、学会費などの会費納入などの受け付けはしておりません。
2）自由論題報告者の方へ
当日配布する資料は、各自で 100 部をご用意ください。Power Point を利用する方は、各自でファイルを
USB スティックに入れて持参してください。PC は、大学で用意します。
3）昼食について
①昼食会場は、お弁当を召し上がって頂く場所として 11 号館 3 階 307 教室（会員控室）をご利用下さい。
②大学周辺には、徒歩 10 分以内にコンビニエンスストア（ローソン）が１軒あります（食堂は付近には
ありません）
。学内には生協売店（社会学部パティオ、6 号館 1 階、地図参照）があり、29 日（土）の
営業時間は 9：00～15：00 を予定しています。法政大学行バス乗車駅（めじろ台、相原、西八王子駅）
近辺のコンビニエンスストアの利用をお勧めします。
③お弁当を申し込まれた方は、弁当券と引き替えにお受け取り下さい。なお、総会のある日（29 日）は、
総会が昼食時間と重なっておりますので、特にお弁当を予約しておかれることをお勧めいたします。
④11 号館 3 階 307 教室（会員控室）にお茶とお菓子等を用意しております。ご自由にご利用下さい。
4）喫煙
全館禁煙となっております。喫煙は所定の場所でお願いします。
5）懇親会（10 月 29 日、18 時～20 時）
16 号館(Egg Dome)2 階の「法政大学エッグドーム・スローワールドカフェ」において行います。懇親会費
は会員 4,000 円、大学院および学部生は 2,000 円です。多数のご参加をお待ちしております。
以上
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