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大会日程
会場：東京女子大学
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大会プログラム
第1日　9月6日（土）

受付開始（9号館1階ホール）  9 : 30～

午前の部 10 : 00～12 : 30

自由報告 （1）

①女性の就業（9101） 司会　不破麻紀子（首都大学東京）
① -1 出産・育児期の女性の就業の規定要因 

―1960年代・1970年代生まれの女性の就業行動―
西村純子（明星大学）

① -2 女性の子育てを通した就業意欲継続プロセス 高丸理香（お茶の水女子大学・院）
① -3 中年期未婚女性における家庭内労働と就業 大風　薫（お茶の水女子大学・院）
① -4 被災地復興の為の地域–大学連携事業―宮城県亘理町女性起業家

のエンパワーメント―
亀井あかね（東北工業大学）

②教育・親子関係（9102） 司会　片岡えみ（駒澤大学）
② -1 社会関係資本と私的教育戦略 ―福井県を事例に― 角　能（東京大学）
② -2 教育達成格差の生成メカニズム ―きょうだい構成・家族内相互

作用が教育達成に与える影響の検討 ―
苫米地なつ帆（東北大学・院）

② -3 「ヘリ・ペアレント」は日本にいないのか？ Ulrike Nennstiel（北星学園大学）
② -4 着ぐるみキャラクター活用による親子関わりの変化 ― 子育てカ

フェイベントの観察データから ―
石井クンツ昌子 
 （お茶の水女子大学）
岡村利恵（お茶の水女子大学・院）

テーマセッション （1） 報告者公募型 （9104）

日本国内における結婚と家族の地域研究 オーガナイザー・司会　松田茂樹（中京大学）
（1）-1 なぜ富山の第三子出生率は福井より低いのか？ 

― 出生率の地域ブロック内格差とその要因 ―
中村真由美（富山大学）

（1）-2 地元で生活する子育て中の青年層の状況 
― 兵庫県都市部の居住者を対象としたネット調査から ―

永田夏来（兵庫教育大学）

（1）-3 九州地域における人口性比と人口移動 工藤　豪（埼玉学園大学）
（1）-4 西南海村からみた結婚と離婚の地域性 

― 足入れ婚の変容と持続という視点から ―
中島満大 
 （神戸大学，日本学術振興会）

（1）-5 若年女性の人口移動と家族形成 
― 官庁統計と JGSS-2012データのリンケージによる分析 ―

佐々木尚之（大阪商業大学）
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テーマセッション （2） 企画全体提案型 （9103）

＜民主的＞家族の再検討 オーガナイザー　久保田裕之（日本大学）
 司会　　　　　　米村千代（千葉大学）
（2）-1「民主的家族」とは何か 田村哲樹（名古屋大学）
（2）-2 家族の民主化と脱政治化―合議体としての＜民主的＞家族― 久保田裕之（日本大学）
（2）-3 有賀喜左衛門の民主化論―「家」の民主化と「家族」の民主化― 本多真隆（慶應義塾大学・院）
（2）-4「民主的家族」論の歴史と現在―家族と権力の問題を中心に― 阪井裕一郎（慶應義塾大学）
（2）-5 ゲイカップルの関係性と生活領域における民主主義―意思決定プ

ロセスに着目して―
神谷悠介（中央大学）

昼食・委員会 12 : 30～14 : 00

午後の部 14 : 00～16 : 30

自由報告 （2）

③育児支援（9101） 司会　平尾桂子（上智大学）
③ -1 専業主婦の母親に対する育児支援の現状と課題 

― 一時保育をめぐる東京都港区の事例を通じて ―
柳田ゆう花（東京大学・院）

③ -2 保育所の利用に伴う新家事労働とその課題 尾曲美香（お茶の水女子大学・院）
③ -3 地域子育て支援拠点の利用者が支援者との関係を築くプロセス 

― 配偶者以外による支援に注目して ―
加藤邦子（宇都宮共和大学）
牧野カツコ（宇都宮共和大学）

③ -4 子育て支援者のネットワーク促進機能 
― NPOでのケーススタディより ―

遠山景広（北海道大学・院）

④家族に関する規範（9102） 司会　千田有紀（武蔵大学）
④ -1 英米生殖技術事例にみる「家族性」諸特徴の立体的編成 佐野俊幸（首都大学東京）
④ -2 明治期から戦後初期の医学的言説における人工授精 由井秀樹（立命館大学）
④ -3 農村出身労働者における家族規範の形成 

― 『家の光』都市版の検討から ―
木村未和（お茶の水女子大学・院）

④ -4 ポスト社会主義時代の都市家族における性別役割分業に関する研究 
― モンゴル国の首都ウランバートル市を調査対象に ―

烏日麗格（島根県立大学・院）
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テーマセッション （3） 企画全体提案型 （9103）

子どものいない有配偶・無配偶男女の「子どもを持つこと」について
 オーガナイザー　白井千晶（静岡大学）
 司会　　　　　　木村治生（ベネッセ教育総合研究所）
（3）-1 子どものいない未婚男性における「挙児意向」に影響する要因 吉田穂波（国立保健医療科学院）
（3）-2 子どものいない有配偶男性における「父親になるタイミング」に

影響する要因
竹原健二（国立成育医療 
 研究センター研究所）

（3）-3 子どものいない挙児意向のある有配偶者の妊娠に向けた活動の実
態と意識 ― 「妊活」はどのような人がどのような場合に行ってい
るのか ―

持田聖子（ベネッセ教育総合研究所）

（3）-4 子どものいない有配偶女性の親なりに対する距離とその要因 
― 「子どもを持つことについての調査」インタビューより ―

白井千晶（静岡大学）

討論者 舩橋惠子（比較社会構想研究所）

国際セッション （1） （9104）
【共催】ステップファミリー・アソシエーション・オブ・ジャパン
【協力】National Stepfamily Resource Center（米国）
このセッションは国際交流基金日米センターによる助成事業の一部です。

What Are Important Issues in Stepfamily Research? :

Perspectives on Social and Cultural Contexts

 Organizer　Shinji Nozawa （Meiji Gakuin University）
 Chair　　   Noriko Iwai （Osaka University of Commerce）

Stepfamily Research in the United States : An Overview and Future 
Directions

Chelsea Garneau 
 （University of Missouri）

What Is Unique about Stepfamily Dynamics? A Clinical View on Ameri-
can Stepfamilies

Patricia Papernow 
 （Harvard Medical School）

Dimensions of Sub-Cultural Norms in the United States and Potential 
Implications for Stepfamily Life and Community Education and 
Practice

Francesca Adler-Baeder 
（Auburn University/National 

 Stepfamily Resource Center）
Japanese Adult Stepchildren's Views on Stepchild-Stepparent and Child-

Parent Relationships in Social and Cultural Contexts
Shinji Nozawa 
 （Meiji Gakuin University）

総会（24202［24号館2階］） 16 : 45～18 : 15

懇親会（東京女子大学同窓会館） 18 : 30～20 : 00
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第2日　9月7日（日）

受付開始（9号館1階ホール）  8 : 30～

午前の部1  9 : 00～10 : 30

自由報告 （3）

⑤グローバル化と家族（9101） 司会　竹下修子（愛知学院大学）
⑤ -1 上海における日本人海外駐在員家族の適応と人間関係 叶　尤奇（明治大学・院）
⑤ -2 アジア人男性と国際結婚をした日本人女性の家族形成 

― 家族のコミュニケーションに日本語を選択する事例 ―
開内文乃（中央大学）

⑤ -3 滞日ムスリム留学生における世帯構成とハラール食品消費行動 小島　宏（早稲田大学）

⑥「親」であること（9102） 司会　天木志保美
⑥ -1 「複合的な差別」を実証する試み 

― 被差別部落の子づれシングル女性の場合 ―
神原文子（神戸学院大学）

⑥ -2 「母になること・母であること」 
― 発達障害児の母親のライフヒストリーより ―

大久保麻矢 
 （お茶の水女子大学・院）

⑥ -3 見つけられる実親 ― デンマークにおける実親の子どもへの養育
義務と責任に注目して ―

青木加奈子（奈良女子大学）

⑦男性の家事・育児（9103） 司会　須長史生（昭和大学）
⑦ -1 未就学児をもつ共働きの母親におけるマターナル・ゲートキーピ

ングの規定要因と育児不安との関連性
中川まり（カリタス女子短期大学）

⑦ -2 父親の子育て・仕事と男らしさ ― インタビュー・データからみ
る性別役割分業と公私領域 ―

巽　真理子（大阪府立大学・院）

⑦ -3 食事作りからみる既婚男性の家事参加 髙山純子（お茶の水女子大学・院）

テーマセッション （4） 企画全体提案型 （9104）

ライフイベントと家族 ―― NFRJ-08Panelによる分析
 オーガナイザー・司会 西野理子（東洋大学）
（4）-1 ライフイベントによる性役割態度の変化 多賀　太（関西大学）

筒井淳也（立命館大学）
（4）-2 家族介護と就労調整 西野勇人（立命館大学・院）
（4）-3 退職と夫婦関係の変化 永井暁子（日本女子大学）

討論者 大和礼子（関西大学）
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午前の部2 10 : 45～12 : 45

自由報告 （4）

⑧結婚・離婚（9101） 司会　片岡佳美（島根大学）
⑧ -1 若者の恋愛行動と「対人関係能力」 

― 未婚男女に対するインタビュー調査を通して ―
大森美佐（お茶の水女子大学・院）

⑧ -2 女性の結婚への移行における年齢と規定要因の再検証 
― 夫婦の【出会い方】に注目して ―

茂木　暁（東京大学）

⑧ -3 大正期『讀賣新聞』「身の上相談」における配偶者選択主体言説
の分析

桑原桃音（龍谷大学）

⑧ -4 定位家族構造と成人期の離婚行動 斉藤知洋（東北大学・院）
余田翔平（慶應義塾大学）

⑨中期親子関係・介護（9102） 司会　安達正嗣（高崎健康福祉大学）
⑨ -1 ダイアド集積型家族調査からみた中期親子関係の変化 

― 2000年・2013年茨木市調査の比較分析 ―
保田時男（関西大学）

⑨ -2 娘／息子介護者による介護経験の意味づけ 松井由香（お茶の水女子大学・院）
⑨ -3 中国の高齢化と地域福祉サービスの展開 

― 北京市における質的調査を事例に ―
郭　莉莉（北海道大学・院）

テーマセッション （5） 企画全体提案型 （9103）

親子関係と子育てをめぐる新たな秩序と実践 ―― 「血縁」に着目して
 オーガナイザー・司会 野辺陽子（東京大学）
（5）-1 商業的代理出産における「母性」の商品化 

― インドの事例を中心に ―
日比野由利（金沢大学）

（5）-2 特別養子制度の生成と変容 
 ― 「実親子」をめぐる差異と平等のジレンマ ―

野辺陽子（東京大学）

（5）-3 里親制度の新たな展開 ― 「被支援者」から「支援者」への転換 ― 和泉広恵（日本女子大学）
（5）-4 高度経済成長期における社会的養護問題の変遷と「血縁家族」 

― 「親権問題」および「定員割れ問題」の系譜を中心に ―
土屋　敦（徳島大学）

討論者 松木洋人（東京福祉大学）
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国際セッション （2） （9104）

Attitudes of Female Students toward Supporting Elderly Parents in Major Cities in Asia

 Organizer & Chair　　Yoshiko Someya

 （Tokyo Woman’s Christian University）
Overviews of Comparison among Six Asian Cities Yoshiko Someya and Satoko Hori

（Tokyo Woman’s Christian University）
Changing Perceptions Towards Caring for Aging Parents at Home : A Comparison 

Between Japanese and Singapore Female University Students
Leng Leng Th ang 
 （National University of Singapore）

Attitudes of Female Students in Supporting Elderly Parents : A Comparison of 
Hong Kong and Japan

Alice Ming-Lin Chong 
 （City University of Hong Kong）

Elderly Care and Social Security in Malaysia Rahimah Binti Ibrahim, Chai Sen 
Tyng, and Tengku Aizan Hamid 
 （University of Malaya）

昼食・委員会 12 : 45～13 : 45

午後の部 13 : 45～16 : 30

公開シンポジウム（24202［24号館2階］）
【共催】日本学術会議社会学委員会少子高齢社会分科会

「少子高齢化と日本型福祉レジーム」 司会 藤崎宏子（お茶の水女子大学）
  久保田裕之（日本大学）
趣旨説明 渡辺秀樹（帝京大学）
家族政策とレジーム転換の政治 宮本太郎（中央大学）
日本の社会政策は就業や育児を罰している 大沢真理（東京大学）
労働レジームの転換と家族 服部良子（大阪市立大学）
ケア政策における家族の位置 下夷美幸（東北大学）

討論者 落合恵美子（京都大学）

閉会 16 : 30
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