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１．日本労働社会学会第 27 期第 3 回幹事会（2015.3.7）議事録  
	 

2015年 3月 7日（土）13:00～15:00	 

於：青山学院大学青山キャンパス 14号館 14603教室	 

	 

出席者：山田、松尾、今井、大西、勝俣、小谷、園田、高橋、橋本、長谷川、樋口、	 

村尾、渡辺	 

 

Ⅰ	 委員会報告・協議	 

	 １	 『年報』編集委員会	 

・『年報』第 26号の編集スケジュールが承認された。	 

・第 26 回大会シンポジウムの報告について、各報告者が『年報』第 26 号にそれを執筆

することを了承したことが報告された。	 

・書評対象となる会員の著作のリストが提示され、それらの書評を次号（第 26号）に掲

載することが承認された。また、奨励賞受賞作で未書評のものについても、次号で書

評することが承認された。	 

	 

	 ２	 『労働社会学研究』（ジャーナル）編集委員会	 

・ジャーナル第 17号の編集スケジュールが承認された。	 

・ジャーナル第 17号の原稿募集の文言とその学会 HPへの掲載が承認された。	 

・学会 HPに掲載されているジャーナルの「投稿規定」が古いもののままのため、現行の

ものに更新することが承認された。	 

・ジャーナルの「確認事項」（2012 年 9 月 1 日幹事会承認）について、その文言を整理



するとともに、ジャーナル発行の目的・性格・水準など、会員に特に周知すべき部分

は学会 HPに掲載することが承認された。	 

・電子化された現行ジャーナルについては、その刊行年月日も学会 HPに掲載する方針が

承認された。	 

	 

	 ３	 研究活動委員会	 

	 	 (1)第 27回大会（11/6～8、大阪市立大学）シンポジウム企画	 

・第 27回大会のシンポジウム企画について、テーマを「『女性活躍』政策下の女性労

働」とすることが了承された。	 

・パネリスト候補については、研究活動委員会の人選案が承認され、その案に基づき

研究活動委員会が候補者に打診していくこととなった。	 

	 	 (2)学会奨励賞の推薦体制	 

	 	 ・学会奨励賞の「推薦委員」（5名）について選定していくことが了承された。	 

	 

  ４	 関西部会	 

・特になし	 

	 

	 ５	 社会学系コンソーシアム担当	 

・1月 24日の同コンソーシアムの理事会とシンポジウムについて報告があった。	 

	 

	 ６	 社会政策関連学会協議会担当	 

・担当幹事欠席のため、配布資料に基づき協議会の活動と今後の予定について報告がな

された。	 

・5 月 16 日に福井市で行われる同協議会のシンポジウム「地域の魅力を考える―仕事と

暮らしを支える社会政策とは―」について、小川担当幹事が出席すること、その旅費

について 2万円まで学会から補助することが了承された。	 

	 

	 ７	 学会ホームページ担当	 

・特になし	 

	 

	 ８	 デジタル化担当	 

・デジタル化担当幹事より、年報・ジャーナル掲載記事の著作権について、昨年 12月に

著作権の学会への委譲を会員に文書でお願いしたが、1名を除き、了承しなかった執筆

者はいなかったことが報告された。また、昨年分までデジタル化を完了し、今後も作

業を進めることが報告された。	 

	 



	 ９	 会計担当	 

・会計担当幹事より、配布資料に基づき会計報告がなされた。	 

・定年退職後の特任教員の会員からシニア会員の減免制度の適用の要望があったことが

報告され、このようなケースへの対応について今後検討していくこととなった。	 

	 

	 １０	 事務局	 

	 	 (1)業務委託先変更の件	 

・業務委託先の変更の件について、従来の委託先のインフォテックとの契約は更新を

行わない形で 1 月末の期間満了により終了したこと、また、これまでの幹事会での

話し合いの結果を踏まえ、2月 1日より新たな委託業者（ワールドミーティング）と

契約を結んだことが報告された。	 

	 	 (2)振替口座（会費納入用）名義の変更について	 

・業務委託先の変更に関連して、振替口座（会費納入用）の代表者を変更したことが

報告された。	 

	 	 (3)その他	 

・PDF化した本学会の初期の会報を藤田栄史会員より受け取ったことが報告された。	 

・昨年 11月に照会のあった日本学術会議の「協力学術研究団体の実態調査」のアンケ

ートに回答したことが報告された。	 

	 

	 １１	 その他	 

	 	 (1)第 27回大会の準備状況	 

・第 27回大会開催校（大阪市立大学）より、欠席のため別紙資料にて大会準備状況の

報告がなされた。	 

  	 (2)9月の幹事会・プレシンポの開催場所について	 

  	 ・第 27回大会開催校から要望が出ていた 9月の幹事会・プレシンポの大阪での開催に

ついては、討議の上、否決された。	 

  	 (3)その他	 

・特になし	 

	 

Ⅱ	 入会、退会、会費減免申請（資料回覧）	 

略	 

以上の入退会希望者、会費減免申請者が承認された。	 

以	 上 
 
 

	 



	 

２．『労働社会学研究』第 17号の原稿募集  

 

      	 	 『労働社会学研究』編集委員会 

『労働社会学研究』第 17号の原稿を募集します。 

投稿を希望される方はまず、労働社会学研究の編集委員会の電子メールアドレス宛に、投

稿希望である旨のご連絡をお願いします。（「エントリー」（投稿申し込み））その後、

下記の事項を記載した投稿希望書（用紙は随意、ただし下記の記載事項を明記のこと）を

編集委員会の電子メールアドレス宛にお送りください。 

会員の皆様方は、実態調査に基づく論文・研究ノートをふるってお寄せください。なお、

15 号からは、本雑誌は電子化され、インターネット上で論文全文が閲覧可能な形式となっ

ています。投稿および投稿申し込みにあたっては、電子化にともなって改訂された投稿規

程および以下の記載事項１～３を熟読されるようお願いいたします。原稿分量は 24,000～

32,000 字となっております。なお本雑誌は、若手の会員に限らず、日本労働社会学会のす

べての会員の皆様に広く開かれた雑誌です。会員の皆様方の意欲的な実証研究の投稿をお

待ちしています。 

投稿に際しては、「二重投稿に関するチェックリスト」をご一読のうえ、投稿論文の原

稿提出時に同リストを併せてご提出ください。投稿論文をより良いものとするため、投稿

希望者の方には投稿いただく内容について研究例会での報告の機会を提供いたしておりま

す。研究会での報告は投稿にあたっての義務ではありませんが、研究会を通じて有意義な

コメントが得られるものと期待されますので、可能な方はぜひ研究会で報告していただき

たいと思います。 

記 

１．刊行スケジュール 

エントリー（投稿申し込み） 2015年 4月 30日（当日受信有効） 

投稿希望書締切  2015年 5月 31日（当日受信有効） 

原稿締切   2015年 6月 30日（当日受信有効） 

発行予定   2016年 3月末 

 

２．エントリー（投稿申し込みです。以下の内容を 4月 30日までにメール本文に記載し、

han_thh@jcom.home.ne.jpへ送信してください。） 

(1) 氏名 

(2) 連絡先（郵便番号、住所、電話番号、E-mailアドレス） 

(3) 所属機関・職名（大学院生の場合、修士課程・博士課程の区別、学年など） 

 

３．投稿希望書記載事項（以下の内容を 5 月 31 日までにメール本文に記載し、



han_thh@jcom.home.ne.jpへ送信してください。） 

(1) 氏名 

(2) 連絡先（郵便番号、住所、電話番号、E-mailアドレス） 

(3) 所属機関・職名（大学院生の場合、修士課程・博士課程の区別、学年など） 

(4) 論文・研究ノートの区別 

(5) 論文の題目 

(6) 論文の概略 

(7) その他、編集委員会への質問等があればお書きください。 

以	 上 

	 

３．会員の皆様へのお知らせ：労働社会学会の初期の『会報』等について  

 

先日、藤田栄史先生より、労働社会学会の初期の『会報』と労働社会学研究会（労働社

会学会の前身）の会報をそれぞれ PDF ファイル化したものをいただきました。本学会の草

創期を物語る貴重な資料と思います。 

幹事の間でその公開方法について協議しておりましたが、このたび、吉田誠ウエッブ担

当幹事のご尽力により、下記の URLにてそれらを公開することになりました。ただし著作

権の問題があるため、パスワードを設定し、さしあたりは会員のみが見られる形にします。

つきましては、一度下記のリンク先を開いてご覧いただければ幸いです。 

以	 上 
労働社会学研究会会報：http://www.jals.jp/LSRA/ 

労働社会学会会報：http://www.jals.jp/kaiho/ 

 

会員のみに通知するためにWeb版通信ではパスワードは省略しています。会員の方は事務

局にお問い合わせください。 

 

	 

★日本労働社会学会事務局（第 27 期）★	 

〒150-8366	 東京都渋谷区渋谷 4-4-25	 青山学院大学経済学部	 

	 	 	 	 	 	 松尾	 孝一（まつお	 こういち）研究室気付	 

TEL:	 03-3409-8846（研究室直通）	 

FAX:	 03-5485-0698	 

E-mail:	 matsuo@econ.aoyama.ac.jp	 	 学会 HP:	 http://www.jals.jp/	 

	 

★会費納入のお知らせ★	 

学会費の納入は下記口座までお願いします。	 



【郵便振替口座】口座番号：	 00150-1-85076	 加入者名：	 日本労働社会学会	 

年会費	 学生・院生会員：6,000 円	 一般会員：10,000 円	 

会費減免制度については、下記 URL をご参照ください。	 	 

http://www.jals.jp/discount/	 

	 

★住所・メールアドレス変更通知のお願い★	 

住所変更とメールアドレス変更した場合には、必ず事務局に連絡をお願いします。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以	 上 

***********************************************************************	 


