日本労働社会学会 第 31 回大会プログラム
２０１9 年１1 月 1 日（金）～11 月 3 日（日）

第１日 １1 月１日（金） 工場見学：株式会社 日経東京製作センター
12：30

集合（東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ「豊洲駅」3 番出口スターバックス前）

13：00～14：30 工場見学
17：00～19：00 幹事会（於：専修大学神田校舎 7 号館 8 階 781 教室）
*参加希望の方は 10 月 15 日までにメールで申し込んでください。

第２日 １1 月２日（土） 自由論題報告（100 号館 210 教室）
10：30 ～11：45 自由論題報告Ⅰ 労働組合と組合員意識
11：45 ～13：15 総会（昼食含む）
13：15 ～15：00 自由論題報告Ⅱ 労使関係における新たな当事者／統計
15：10 ～17：30 自由論題報告Ⅲ 労働とジェンダー
18：00 ～20：00 懇親会（生協食堂）

第３日 １1 月 3 日（日）シンポジウム（100 号館 210 教室）
10：20 ～12：40 シンポジスト報告
12：40 ～13：40 昼食・休憩
13：40 ～14：40 シンポジスト報告・質疑、休憩等
14：40 ～16：00 総括討論
*第 2 日と開始時刻が異なりますのでご注意ください。

大会会場 早稲田大学所沢キャンパス 100 号館 2 階 210 教室
大会校ホームページ https://www.waseda.jp/top/access/tokorozawa-campus
〒359-1192 埼玉県所沢市三ヶ島 2-579-15
大会実行委員会代表 橋本 健二（早稲田大学人間科学学術院）
Tel 04-2947-6738
e-mail : hashimoto-kenji@waseda.jp
日本労働社会学会 学会ホームページ http://www.jals.jp/
代表幹事 中囿桐代（北海学園大学）
〒062-8605 北海道札幌市豊平区旭町 4-1-40 北海学園大学経済学部地域経済学科
e-mail : nakazono@econ.hokkai-s-u.ac.jp
事務局長 小村由香（日本看護協会）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前５-８-２ 日本看護協会 労働政策部
e-mail : yuka.omura＠nurse.or.jp

大会第１日 11 月 1 日（金）

工場見学：株式会社 日経東京製作センター

1. 工場見学
12：30 集合
東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ「豊洲駅」3 番出口スターバックス前（時間厳守）
13：00～14：30 工場見学：株式会社 日経東京製作センター
＊工場見学の詳細および参加申し込み先につきましては、別紙をご参照ください。
2. 幹事会
17：00～19：00 専修大学神田校舎 7 号館 8 階 781 教室にて

大会第 2 日 11 月 2 日（土）自由論題報告

（報告 25 分と質疑 10 分、各々35 分）

1. 自由論題報告 I：労働組合と組合員意識

10:30～11:45 (100 号館 210 教室)
司会 山田 信行（駒澤大学）

1) 10:35～11:10 組合員の脱退から労働組合は何を学ぶかべきか?
―組合員の帰属意識と行動様式に着目した調査研究
2) 11:10～11:45 労働組合と企業の再編

2. 総会（昼食を含む）

西尾 力(國學院大學大学院）
坂 幸夫
（富山大学）

11:45～13:15 (100 号館 210 教室)

代表幹事と開催校からの挨拶
連絡事項等

3. 自由論題報告Ⅱ：労使関係における新たな当事者／統計

13:15～15:00 (100 号館 210 教室)
司会 清山 玲（茨城大学）

1)13:15～13:50

日本における外国人労働者政策と温情主義的労務管理
吉田 舞（社会理論・動態研究所）

2)13:50～14:25

保育士一斉退職の事例研究 サービス利用者の労使関係への関与に着目して
今野 晴貴（NPO 法人 POSSE）

3) 14:25～15:00

人間社会における統計の生産と利用をめぐって

芳賀 寛（中央大学）

15:10～17:30 (100 号館210 教室)

4. 自由論題報告Ⅲ：労働とジェンダー

司会 笹原 恵（静岡大学）
1) 15:10～15:45

農林漁家民宿における女性労働

渡辺 めぐみ（龍谷大学）

2) 15:45～16:20

林業における「女の仕事」の生成と受容

3) 16:20～16:55

女性研究者は不安定雇用をどのように経験しているか 廣森 直子（青森県立保健大学）

4) 16:55～17:30

職場におけるハラスメントとジェンダー

佐藤 洋子（高知大学）

村尾 祐美子（東洋大学）

5. 懇親会

18:00～20:00 生協食堂

大会第 3 日 11 月 3 日（日） シンポジウム
移住労働者と労働世界の構造変化
100 号館 210 教室
10：20～16：00
（昼食休憩 12：40～13：40）

司会 萩原久美子（下関市立大学）
・李旼珍（立教大学）

午前の部 10：20～12：40
第 1 報告 建設産業再編成と移住労働者ー社会的転換と諸課題

惠羅 さとみ（成蹊大学）

第 2 報告 再生産領域の移住女性労働者―在日フィリピン人の事例から

高畑 幸
（静岡県立大学）

第 3 報告 農業における外国人技能実習生の受入実態と地域的課題－北海道を事例に
宮入 隆（北海学園大学）
午後の部 13：40～16：00

第 4 報告 現場報告・移住労働者の生活と権利のためにー労働運動から見た現状と課題
坂本 啓太（全統一労働組合）
（休憩 14：25～14：40）

質疑および総括討論（ 14:40～16：00）

大会案内
交通案内
会場は交通の不便な場所にあります。とくに週末はバスの本数が少なく、事前に時刻を確認する必要があり
ます。別紙「日本労働社会学会 31 回大会 会場のご案内」にて、ご確認ください。

宿泊のご案内
宿泊施設については、参加者各自でご手配ください。
学会等のイベントが重なる時期ですので、早めのご予約をお勧めします。

大会に参加される方へのお願い
(1)受付
・受付は、11 月 2 日(土)、11 月 3 日(日)とも、午前 10 時より行います。受付場所は、会場の 210 教室
前のロビースペースです。
・大会参加費は、一般・大学院生とも 2000 円です。
・事前に注文された方は、受付時に代金(税込 1100 円)引き換えで弁当券をお受け取りください。
・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 4000 円、大学院生・学部生 2000
円です。
・当日、学会費などの納入は受け付けておりません。
(2) 自由論題報告者の方へ
・当日配布する資料は、各自で 80 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。ご自分の PC の使用も可能ですが、
コネクタの形状や互換性の問題が生じることがあります。
(3)昼食について
・当日は生協食堂・生協売店とも休業です。また会場の周囲には、昼食が食べられる場所も、買物ができる
場所もありません。
・昼食は必ず、ご自分で用意されるか、大会参加申し込み葉書にて、事前に弁当を注文してください。弁当
は事前に注文があった方にのみ、弁当券引き換えでお渡しします。
・205 教室（会員控室）にお茶とお菓子等を用意しております。ご自由にご利用ください。
(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。場所は、大学の HP でご確認ください。
(5)懇親会（11 月 2 日 18:00～20:00）
・生協食堂の一角のパーティー会場で行います。懇親会費は一般会員 4000 円、大学院生および学部生は
2000 円です。ごく普通のパーティー料理ですが、埼玉県産の地酒をいくつか用意します。多数のご参加を
お待ちしております。

以上

