
2012年度
第7回　21世紀社会デザイン研究学会 年次大会プログラム

統一テーマ
「日本の政治と社会デザイン

～3.11以後の政治的混迷のなかで考える」

開催日
2012年12月1日（土）13：15～17：45（受付開始12：30）
2012年12月2日（日）10：00～17：30（受付開始 9：30）

会場
跡見学園女子大学　文京キャンパス　2号館

Japanese Academy of Social Design Studies for 21st Century

21世紀社会デザイン研究学会

【申込先】
第7回　21世紀社会デザイン研究学会

年次大会実行委員会
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
立教大学社会デザイン研究所 気付
21世紀社会デザイン研究学会事務局内

FAX：03-3985-4725
E-mail：info@socialdesign-academy.org

URL：http://www.socialdesign-academy.org/
※事務局スタッフは非常勤のため、ご連絡などはFAXかE-mailでお願い致します。

【交通機関・アクセス】
東京メトロ

地下鉄丸ノ内線　茗荷谷駅　徒歩2分
地下鉄有楽町線　護国寺駅　徒歩8分

【会場案内】
跡見学園女子大学　文京キャンパス

年次大会・総会会場 1日 2号館6階 自由論題発表 2日 2号館6階
懇親会 1日 2号館9階 公開講演会 2日 2号館1階

アクセスのご案内
http://www.atomi.ac.jp/daigaku/institution/access.html

【大会参加費】
一般会員：2,000円　　院生・学生・立教セカンドステージ大学受講生：2,000円　　非会員：3,000円
当日、受付にてお支払下さい。

【懇親会費】
3,000円
当日、受付にてお支払下さい。

【昼食】
各自でお取り下さい。（学内食堂はお休みです）

【参加申込先】
第7回　21世紀社会デザイン研究学会　年次大会実行委員会
なるべく事前にお申し込みください。申込用紙は学会HPからダウンロードできます。
URL：http://www.socialdesign-academy.org/

キャンパス内案内図
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※春日通りの「跡見学園正門」からは通り抜けができません。大学門又は西門から入校してください。



統一テーマ：「日本の政治と社会デザイン～3.11以後の政治的混迷のなかで考える」

2012年度 第7回 21世紀社会デザイン研究学会 年次大会プログラム

［自由論題発表］ 12月2日（日）10：00～12：30（受付開始9：30）

発表分野

10：25 ～ 10：50

11：00 ～ 11：25

11：25 ～ 11：50

11：50 ～ 12：15

10：00 ～ 10：25

コメンテーター

司会

会場

環境分野
M2601（2号館6階）

川村仁弘（立教大学）

宮崎正浩（跡見学園女子大学）

①未利用木質バイオマス利活用の阻
害要因に対する施策の検討
宮本　一馬（早稲田大学大学院生）

②バブル期の建築物における省エネ
ルギーポテンシャル
ー東京都庁舎をモデルにー
明田　貴裕（早稲田大学大学院生）

③草本系バイオマスの利活用によるエ
ネルギー代替効果の評価に関する研究
～埼玉県の河川敷刈り草を対象として～
小川　絢子（早稲田大学大学院生）

④バイオディーゼル燃料の導入手法と利活
用に関する研究　～本庄市における未利用廃
食用油の発生と活用実態の調査を中心に～
王　丹（早稲田大学大学院生）

①Employee-Owned Business の制度的
インフラストラクチャーの検討
細川　淳（立教大学大学院生）
小泉　大輔（㈱オーナーズ・ブレイン）

②戦略的CSRの実践による「社会益共
創」の実現とその課題　～Pascoが手掛
ける「ゆめちから」事業に着目して～
倉持　一（立教大学大学院生）

③CSR活動でグローバルな社会課題に取り組む為の研究
ー企業活動におけるソーシャル・マーケティングの実
践を通じてー
松崎　稔（オリンパス㈱）

④「働きがい」を支える仕組みに関する一考察
ー『働きがいのある会社　日本におけるベスト25』
を事例としてー
沼田　元明（明治学院大学大学院生）

①豆本と図書館
川崎　眞五郎（元NHK）

②ドイツの移民の統合政策にみる成
人教育の活用
佐野　敦子（立教大学大学院生）

③葬送の社会化に「協セクター」が果たす
役割について
ー生前契約による家族機能部外部化の可能性ー
星野　哲（立教大学大学院生）

④デジタルストーリーの交換とネット対
話がもたらす多文化理解と関係性の構築
池田　佳代（デジタル・ストーリーテリン
グ研究会）

⑤戦後日本における「文化」という用語
の政治的用法
ー「国体」の言い換えとしての「文化」ー
梅原　宏司（立教大学講師）

①社会デザインとキャリアデザイン
ーとおし型からまわし型へのパターン
変化をとおしてー
山岡　三子（名古屋短期大学）

②仕事・職場における幸福感の要因
～職場における幸福調査の結果報告～
高田　靖子（立教大学大学院生）

③共同体における「関心」について
の時間的考察
杉原　学（立教大学大学院生）

④女子刑務所における妊娠受刑者と
その子どもへの支援にむけて
菊地　栄（出産育児環境研究会）

⑤大学生のクレーム行動についての一考察
ークレーム行動に関する調査票調査の結果からー
田中　泰恵（目白大学）

①東北コットンプロジェクトによる
震災復興の試み
平川　すみ子（岐阜市立女子短期大学）

②被災地における成年後見制度の利用支援活
動の成果と展望　～身寄りの方を亡くされた認
知症の方や障がい者の方への支援をとおして～
小林　有紀子（国際医療福祉大学大学院生）

③東日本大震災における貯水槽水道
の病院被害に関する調査・分析
工藤　久美子（早稲田大学大学院生）

④口述記録における冷戦期の防衛政
策と日米関係 「NSAオーラル・ヒス
トリー」を中心に
真田　尚剛（立教大学大学院生）

⑤被災地外で生活する被災者への支援活動の
実態と課題
ー東日本大震災における県外避難者支援からー
川村　勝之（譖東京聖労院）

①合意形成プロセスにおける知のデ
ザイン
ー専門家・非専門家の知の融合ー
嘉瀬井　恵子（立教大学大学院生）

②多文化共生のためのコミュニケーション技法
～デジタル・ストーリーテリング（DST）の可能性～
小澤　真人（デジタル・ストーリーテリ
ング研究会）

③水俣と新潟
ーそれぞれの水俣病支援についての考察ー
1973年までを中心に
稲垣　聖子（立教大学大学院生）

④千葉県市川市「市民活動団体支援
制度」の経過と課題
中山　正義（法政大学大学院生）

⑤コミュニティビジネスによる新たな
観光資源づくりの可能性
ー東日本大震災の被災地を事例としてー
野村　尚克（Causebrand.Lab）

企業活動＆SR分野
M2602（2号館6階）

伊藤勝教（新銀行東京）

齋藤哲男（立教大学大学院）

社会・文化分野1
M2606（2号館6階）

曽田修司（跡見学園女子大学）

渡辺元（トヨタ財団）

社会・文化分野2
M2607（2号館6階）

石川治江（立教大学大学院）

北山晴一（大阪樟蔭女子大学）

危機管理・震災分野
M2603（2号館6階）

村田あが（跡見学園女子大学）

佐取朗（セコム株式会社 元顧問）

つながり・協働分野
M2608（2号館6階）

笠原清志（立教大学）

中村陽一（立教大学）

跡見学園女子大学文京キャンパス　2号館6階　M2605教室会場

大会開会挨拶：北山　晴一（21世紀社会デザイン研究学会会長）
主催校挨拶：山田　徹雄（跡見学園女子大学学長）

13：15 ～13：30

総会（2号館6階M2605）17：45 ～18：00

懇親会（2号館9階のホール）18：00 ～

会員研究会

問題提起のための対論1（13:30～15:15）
「市民活動と政治、この50年の歩みから考える」

海老坂　武（著述業）
北山　晴一（学会会長、大阪樟蔭女子大学教授）

問題提起のための対論2（司会：北山晴一）（15:30～17:45）
非営利活動と政治：

中村　陽一（立教大学教授）
科学と政治：

米本　昌平（総合研究大学院大学教授）
メディアと政治：

野中　章弘（アジアプレス・インターナショナル代表）

13：30 ～17：45

跡見学園女子大学　文京キャンパス　2号館1階ブロッサムホール

学会研究会の紹介と報告（司会：渡辺元　学会理事）

会場

13：30 ～14：30

公開講演会とパネル討論

開会挨拶：山本　貞雄（前跡見学園女子大学大学院マネジメント研究科長）

基調講演：「日本の政治と行政の仕組み、その責任と課題」

講　　師：石原　信雄（日本法制学会会長、元内閣官房副長官）

パネル討論：「震災復興　政治と行政と私たちの役割」

［パネリスト］石原　信雄（日本法制学会会長、元内閣官房副長官）

谷山　博史（日本国際ボランティアセンター代表理事）

川村　仁弘（立教大学教授）

中村　陽一（立教大学教授）

［ディスカッサント］石川　治江（学会副会長、立教大学大学院教授）

大会閉会挨拶：菊野　一雄（跡見学園女子大学 教授）

14：45 ～17：30

会員研究会 2012年12月1日（土）（受付開始　12:30） 2012年12月2日（日）（受付開始　13:00）公開講演会

※第1日目、第2日目　総合司会　齋藤哲男（学会常任理事）

主催：
21世紀社会デザイン研究学会

共催：
跡見学園女子大学大学院
マネジメント研究科

立教大学大学院
21世紀社会デザイン研究科

17：30  
●公開講演会のみの参加は無料

東日本大震災は日本社会を未曽有の危機に陥れたとの実感、この実感は
多くの人々の共有するところである。危機は、幾重にも深刻である。
3・11東日本大震災のショックは、地震、津波、そして原発事故によっ
て東日本の被災地の人々に甚大な被害をもたらし、いまなお被害は止ま
ないが、それに加えて別種の危機、すなわち日本社会の統治システムが

瀕死の状態にあることを白日のもとに曝してしまったからである。にも
かかわらず、いま私たちが直面する事態の深刻さにどれだけの人々が気
づいているか。たとえば、政策の是非や特定の方向性の是非を問う声は
高いが、その前に、この国において具体的な政策や方針がどのようなプ
ロセスを経て決定され、誰が誰に対して、どのような責任をとる（ある

いはとらない）仕組みになっているのか、その具体的な姿について注意
が向けられることは少ない。このような問題関心から、2012年度大会で
は、「日本の政治と社会デザイン～3.11以後の政治的混迷のなかで考える」
をメインテーマに掲げて、2日間にわたる議論の場を設けることにした。
議論の広がりに期待してやまない。


