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■MB041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB041／社会学基礎論 

(Foundations of Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 康(MATSUMOTO YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 大学院レベルでの社会学的研究に必要となる理論的基礎について理解を深める。理論的研究を志す学生はもちろんのこと、経

験的研究を志す学生にとっても、各自の研究を理論的に定位することができるようにする。あわせて研究倫理についても研修す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  社会学は、市民革命と産業革命を背景として、18 世紀末から 19 世紀初頭にヨーロッパにおいて形成され、20 世紀に入って、

米国で著しい発展をみた。この授業では、草創期の社会学（サンシモン、コント、スペンサー）の概要を理解したうえで、闘争理論

（マルクス）、社会学的実証主義（デュルケム）、相互作用論（ジンメル）、理解社会学（ウェーバー）など 19 世紀から 20 世紀初頭

にかけてのヨーロッパ社会学の展開を追うとともに、米国における社会学理論の発展を、シカゴ学派、構造機能主義、コロンビア

学派の 3 つの系譜によって整理する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 草創期の社会学：サンシモン、コント、スペンサー 

3. 闘争理論の源流：カール・マルクス 

4. 社会学的実証主義：エミール・デュルケム 

5. 相互作用と社会化の諸形式：ゲオルク・ジンメル 

6. 討論：マルクス、デュルケーム、ジンメル 

7. 都市と社会改革：ロバート・パークとシカゴ学派 

8. 理解社会学：マックス・ウェーバー 

9. 構造機能主義(1)：タルコット・パーソンズ 

10. 討論：シカゴ学派、ウェーバー、パーソンズ 

11. 構造機能主義(2)：マートンとスメルサー 

12. 計量社会学：ラザースフェルドとコロンビア学派 

13. シンボリック相互作用論と現象学的社会学 

14. 討論：マートン、ラザースフェルド、ブルーマー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

リーディング・アサインメントにもとづく小レポート課題を授業期間中 10 回課す。また、討論の回までにそれまでの講義内容を復

習し、疑問点を整理しておくこと。授業期間中に、JSPS研究倫理 e ラーニングコースを修了すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート 10 回分(70%)/授業内討論 3 回分(30%) 

eL CoRE（JSPS研究倫理 e ラーニングコース）を修了していない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメを配布する。小レポート及び eL CoRE修了証の提出は原則として Blackboard を使用する。小レポートのフィー

ドバックは、討論の回に実施する。 

 

参考文献（Readings） 

1. C.W.ミルズ、2017 年、『社会学的想像力』、筑摩書房 

2. マルクス＝エンゲルス、1952年、『共産党宣言 共産主義の原理』、大月書店 

3. デュルケム、1978 年、『社会学的方法の規準』、岩波書店 

4. 松本康編、2011 年、『都市社会学セレクション 1 近代アーバニズム』、日本評論社 

5. マックス・ウェーバー、1972 年、『社会学の根本概念』、岩波書店 

6. タルコット・パーソンズ、1974年、『社会体系論』、青木書店 

7. ロバート・Ｋ・マートン、1961年、『社会理論と社会構造』、みすず書房 

8．ラザースフェルド他『ピープルズ・チョイス』芦書房、1987 年 

9．ハーバート・ブルーマー『シンボリック相互作用論』勁草書房、1991 年 
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翻訳については、他の版を使用してもかまわないし、外国語訳を使用してもかまわない。入手不可能なものは、図書館を利用す

ること。詳細は第 1 回目に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB051／現代社会学理論 

(Modern Sociological Theory) 

担当者名 

（Instructor） 
貞包 英之(SADAKANE HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会を捉えるための社会学理論の課題と可能性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学は現在さまざまな課題に直面しています。それは社会学がそもそも「近代社会」を捉える学問としてありながら、現代の社

会がそうした「近代社会」からはみ出る部分を大きく持っているからといえます。そうした複雑な社会を捉える社会学の限界と可能

性について近年、格闘した文献を購読し、批判的に議論していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会を考えることの課題と可能性を明らかにする。 

2. 文献講読予定（近代社会論） 

3. 文献講読予定（近代社会論） 

4. 文献講読予定（方法論の問題） 

5. 文献講読予定（方法論の問題） 

6. 文献講読予定（構造主義とポスト構造主義） 

7. 文献講読予定（構造主義とポスト構造主義） 

8. 文献講読予定（システムと言説分析） 

9. 文献講読予定（システムと言説分析） 

10. 文献講読予定（消費社会と再帰性） 

11. 文献講読予定（消費社会と再帰性） 

12. 文献講読予定（マルクス主義と歴史社会学） 

13. 文献講読予定（マルクス主義と歴史社会学） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 指定された文献を読み、発表の準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表 1(40%)/発表 2(40%)/参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 盛山和夫、 野宮大志郎、土場学、織田輝哉編、2005、『「社会」への知/現代社会学の理論と方法（上）、（下）』、勁草書房 

2. 佐藤俊樹 、友枝敏雄編、2006、『言説分析の可能性』、東信堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回に、講読文献と担当について議論するため、必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB052／相互行為論 

(Social Interactionl Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア研究と相互行為論 

担当者名 

（Instructor） 
是永 論(KORENAGA RON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア上の言語表現や映像表現における相互行為を対象に，エスノメソドロジーやエスノグラフィーなどを用いた多様な視点か

ら分析する方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メディア上の言語表現や映像表現について、受講者の関心領域に合わせてテーマを設定し，テーマにしたがった研究報告を個人

またはグループ単位で行う。授業計画に内容例を示すが、必ずしもこれらの領域に限定するものではない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと講読文献の選定 

2. メディア研究とエスノメソドロジー (ethnomethodogogical approaches to media studies) 

3. 画像・映像の呈示と理解 (making sense of visual representation) 

4. メディア上で行われるトーク (talk in mediated interaction) 

5. デザインのエスノグラフィー (ethnography of design) 

6. 表現に関わる記述概念の分析 (descriptive norms of representation) 

7. メディアに関する語りの分析 (media talk) 

8. メディア言説の構成とネットワーク (media discourse and dialogical networks) 

9. ワークプレイス研究 (work place studies) 

10. モノとしてのメディアと相互行為 (interacting with media as objects)  

11. コンピュータを介した共同作業 (computer supported cooperated work) 

12. 移動場面における相互行為 (interaction  and mobility) 

13. 家庭におけるメディアを介した相互行為 (media and family interaction) 

14. 相互行為における多元性 (multiactivity in social interaction) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録時点で，一定の参加・報告義務が生じるので，十分な準備をして参加すること。テキスト全体を授業で講読するかにつ

いては未定であるが、履修にあたっては一読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(50%)/ディスカッションへの参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 是永論、2017、『見ること・聞くことのデザイン』、新曜社 (ISBN:4788515091) 

 

参考文献（Readings） 

1. D.フランシス、S.へスター、2014、『エスノメソドロジーへの招待』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779508295) 

必要に応じて授業内で指定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/~ronkore/ 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 5 - 

■MB053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB053／社会階層論 

(Social Stratification) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会階層と不平等研究についての最新動向 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 洋一(MURASE YOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実証的な社会階層と不平等研究について，最新の研究動向を把握し，社会の特徴について分析する能力を習得する。とくに政

策への応用や不平等関連の政策研究に関して，最先端の分析法の具体例や応用事例を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず先行研究を読み， 実証的な不平等研究や社会意識研究について発表と討論を行う。とくに社会階層とネットワークの実証

研究や，信頼研究について，最近の研究動向と分析に触れる。その後，受講者が実際に国際調査のデータファイルを分析し，そ

の結果をもとにした討論も行う。 

構造方程式モデル(SEM)の実習も行う。データファイルは教員が持っている物の他，各種のデータアーカイブで入手可能である。

分析結果をもとにした討論も行う。自分で独自の実証研究を行うための訓練は重要である。自己流の調査や，代表性のない小規

模なデータでなく，無作為抽出を伴う本格的な社会調査の意義を理解し，分析法の習得を重視する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会階層研究の動向 

2. 計量社会学と実証分析の問題点 

3. 職業魅力の構造と職業威信 

4. 日本人の不公平感と国際比較 

5. 階層構造の非一貫性 

6. 労働と不平等 

7. 教育と不平等 

8. 社会意識研究 

9. データ分析について１ 

10. データ分析について２ 

11. データ分析について３ 

12. 学術論文の発表１ 

13. 学術論文の発表２ 

14. 分析結果の発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，十分に復習すること。また，学部レベルの基礎的な社会統計学や社会調査法に関しては，事前に各自の自主的努力によ

り習得しておくことが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 筒井淳也他編、2015、『計量社会学入門』、世界思想社 (ISBN:978-4790716716) 

2. 村瀬洋一他編、2007、『SPSSによる多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274066269) 

 

参考文献（Readings） 

1. 狩野裕・三浦麻子、2002、『グラフィカル多変量解析 ―AMOS，EQS，CALISによる目で見る共分散構造分析』、現代数学社 

(ISBN:978-4768702840) 

2. 豊田秀樹、2007、『共分散構造分析 Amos編―構造方程式モデリング』、東京図書 (ISBN:978-4489020087) 

3. 豊田秀樹、2012、『共分散構造分析 数理編 ―構造方程式モデリング』、朝倉書店 (ISBN:978-4254127973) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

村瀬研究室ホームページに情報を掲載する。 
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http://www2.rikkyo.ac.jp/web/murase/ 

 

注意事項（Notice） 
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■MB054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB054／ジェンダーとセクシュアリティ 

(Gender and Sexuality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
吉澤 夏子(YOSHIZAWA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会理論、ジェンダー論、セクシュアリティ論の知見を文献の講読を通じて共有し、現代社会のジェンダーの構成やセクシュ

アリティの在り方について主題化する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会において問題となる公私区分の原則の揺らぎ、プライバシーの領域についての理解を踏まえ、「個人的なものの領域」

の特異性、それを「個人的なまま」に止めておくという選択の重要性について、さらに考察を深め、個人的なものの領域」が単なる

親密な関係性が醸成される空間だけではなく、「心の自由な空間」を含むより包括的な概念であることを呈示する。また日本にお

けるロマンティック・ラヴ・イデオロギーの受容・浸透・崩壊の過程に照準し、日本のジェンダー史を概観する。。 

そのために授業では、基本的な文献の講読と受講者の研究報告によって進める。テキストおよび授業の進め方については最初

の授業時に説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究報告・文献の講読 

3. 研究報告・文献の講読 

4. 研究報告・文献の講読 

5. 研究報告・文献の講読 

6. 研究報告・文献の講読 

7. 研究報告・文献の講読 

8. 研究報告・文献の講読 

9. 研究報告・文献の講読 

10. 研究報告・文献の講読 

11. 研究報告・文献の講読 

12. 研究報告・文献の講読 

13. 研究報告・文献の講読 

14. 研究報告・文献の講読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読する文献は必ず精読し、それに対する疑問、意見をまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告のプレゼンテーション、議論への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉澤夏子、2012、『「個人的なもの」と想像力』、勁草書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB055／人種とエスニシティ 

(Race and Ethnicity) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 香世子(ISHII KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 教科書と具体的な事例分析を通じ、人種とエスニシティをめぐる論点についてより掘り下げた理解を深め、各自の修士論文・博

士論文に活かすことができる視座を発見することを、本授業の目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 履修者の修士・博士論文の主題と人数に応じて、適切な数と内容の論文を取り上げ、グローバル化をめぐる社会学・人類学の

主要な理論について掘り下げて学んでいく。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（１） 

2. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（２） 

3. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（３） 

4. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（４） 

5. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（５） 

6. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（６） 

7. 履修者による論文発表 １ 

8. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（７） 

9. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（８） 

10. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（９） 

11. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（10） 

12. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（11） 

13. 人種とエスニシティに関する文献購読とディスカッション（12） 

14. 履修者による論文発表 ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業の前に、その回で扱う部分の教科書の内容について、あらかじめ目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/出席・リアクションペーパー等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ロビン・コーエン、2012、『新版 グローバル・ディアスポラ』、明石書店 (ISBN:978-4750335971) 

2. ジェームス・スコット、2013、『ゾミア 脱国家の世界史』、みすず書房 (ISBN:978-4622077831) 

適宜、履修者の必要に応じて指定する 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業のなかで提示していく 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB056／社会老年学 

(Social Gerontology) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 康仁(KINOSHITA YASUHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会老年学とはどういう学問であるのかを理解し、自分の問題意識との関連を探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会老年学の古典を精読し、超高齢社会の視座から再評価していく。機能主義の離脱理論(Cumming & Henry)、高齢者の社会

的統合理論(Rosow)、老年期の発達理論(E.H.Erikson & Tormstam)、社会史や文化人類学および民俗学における老いなどの主

要文献を取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 指定文献の発表とディスカッション 

3. 指定文献の発表とディスカッション 

4. 指定文献の発表とディスカッション 

5. 指定文献の発表とディスカッション 

6. 指定文献の発表とディスカッション 

7. 指定文献の発表とディスカッション 

8. 指定文献の発表とディスカッション 

9. 指定文献の発表とディスカッション 

10. 指定文献の発表とディスカッション 

11. 指定文献の発表とディスカッション 

12. 指定文献の発表とディスカッション 

13. 指定文献の発表とディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

主に英語の文献も扱うので、予習をしっかり行い、論点をまとめてから授業に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表課題の準備(35%)/ディスカッションへの参加度(40%)/まとめのレポート(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

複数の文献を組み合わせて読んでいくので、最初の授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB057／家族社会学 

(Sociology of Family) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会階層とジェンダーの視点から読み解く現代家族の諸相 

担当者名 

（Instructor） 
岩間 暁子(IWAMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，社会学部専門科目「家族社会学」で扱う内容を土台としつつ，最新の文献を含めたより高度な内容を扱った文献

の購読を通じて，多様化する日本の家族のあり方を理解・分析するために必要となる知識やデータなどの習得を目指す。    

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）女性労働，家族形成，出産・子育て，夫婦関係，高齢期の生活などの実態が社会階層によってどのように異なるのか，（２）そ

のような違いが生まれる社会経済的背景は何なのか，を社会階層論やジェンダー論の観点から分析・考察し， （３）問題を解決

するために EUにおける社会的包摂策や労働政策などの政策動向を調べ，それに基づいて日本への適応可能性について考え

る，という３つの課題に取り組む。具体的に取り上げる文献については受講生と相談して決める予定。国際比較データも適宜参

照する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会階層と家族に関する文献講読とディスカッション１ 

2. 社会階層と家族に関する文献講読とディスカッション２ 

3. 社会階層と家族に関する文献講読とディスカッション３ 

4. 社会階層と家族に関する文献講読とディスカッション４ 

5. 社会階層と家族に関する文献講読とディスカッション５ 

6. 社会階層とジェンダーに関する文献講読とディスカッション１ 

7. 社会階層とジェンダーに関する文献講読とディスカッション２ 

8. 社会階層とジェンダーに関する文献講読とディスカッション３ 

9. 社会階層とジェンダーに関する文献講読とディスカッション４ 

10. 社会階層とジェンダーに関する文献講読とディスカッション５ 

11. EUにおける社会的包摂策や労働政策などに関する文献講読とディスカッション１ 

12. EUにおける社会的包摂策や労働政策などに関する文献講読とディスカッション２ 

13. EUにおける社会的包摂策や労働政策などに関する文献講読とディスカッション３ 

14. EUにおける社会的包摂策や労働政策などに関する文献講読とディスカッション４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の授業で取り上げる文献を読むことは必須であり，レポーターを担当する場合にはレジュメの作成もおこなう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席，報告内容，ディスカッションへの積極的参加によって総合的に評価する(100%) 

毎回の授業でレポーターとコメンテーターをたてる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1 回目の授業で受講生と相談の上、3 回目以降に読む文献を決める予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩間暁子・大和礼子・田間泰子、2015、『問いからはじめる家族社会学－多様化する家族の包摂に向けて』、有斐閣 

(ISBN:978-4641150164) 

2. 岩間暁子、2008、『女性の就業と家族の社会学－格差社会のなかの変容』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130561037) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 11 - 

■MB058 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB058／宗教社会学 

(Sociology of Religion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

宗教社会学の入門（＊なお、大学院には「［基礎科目としての］宗教社会学［この科目］」

「宗教社会学演習」「宗教社会学研究」の３科目があるので注意すること） 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代的な宗教社会学の基礎文献の輪読を通じて、宗教と社会の現在について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

草創期の社会学では、宗教とは、消えゆく前近代の秩序を代表するものであり、それゆえに社会学の関心の中心にあった。この

クラスでは、基礎科目として、現代社会における宗教を社会学的にどうとらえるのかということを、輪読やディスカッションによって

検証する。映像資料を見る回も設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 学生による発表１ 

3. 学生による発表２ 

4. 学生による発表３ 

5. 映像資料１ 

6. 輪読１ 

7. 輪読２ 

8. 輪読３ 

9. 映像資料２ 

10. 輪読４ 

11. 輪読５ 

12. 輪読６ 

13. 映像資料３ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題文献の読み込み等。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/発表以外の要素（授業への貢献、レポートなどの提出物）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時支持する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Adam Possamai. 2017. The i-zation of Society, Religion, and Neoliberal Post-Secularism. Palgrave Macmillan 

2. Adam Possamai. 2009. Sociology of Religion for Generations X and Y. Routledge 

3. メレディス・B. マクガイア、2008、『宗教社会学：宗教と社会のダイナミックス』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://d.hatena.ne.jp/ykoike/20060421 

 

注意事項（Notice） 
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■MB059 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB059／政治社会学 

(Political Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
本田 量久(HONDA KAZUHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代民主主義は、自由、平等、参加、人権、公正といった理念の実現を目指すが、実際にはこれらをすべて実現することは難し

い。政治学や社会学の領域では、社会福祉政策による平等や公正の実現を目指す「大きな政府」か、それとも市場原理に基づき

個人の自由と自己責任を重視する「小さな政府」かといった議論が広くなされてきた。本授業は、左派右派を超えるべく A.ギデン

ズが提唱する「第三の道」論を批判的に読解するとともに、21 世紀の時代的文脈に即した民主主義を社会学的に構想する力を

広げることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

A.ギデンズは、1990 年代以降、旧来の左派と右派を批判し、これらの限界を越える中道左派的な「第三の道」を提唱してきた。ギ

デンズは、教育や職業訓練といったかたちで人的資本に投資をし、自立・就労支援・社会参加を促すことによって、平等の実現と

弱者保護を訴えるが、他方で、市民の自立と自己責任、市場原理の効率性を重視しすぎているとの批判がなされている。本授業

では、ギデンズの「第三の道」論を批判的に読み解き、幅広く議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――ギデンズの「第三の道」論に関する解説 

2. 文献講読および議論 

3. 文献講読および議論 

4. 文献講読および議論 

5. 文献講読および議論 

6. 文献講読および議論 

7. 文献講読および議論 

8. 文献講読および議論 

9. 文献講読および議論 

10. 文献講読および議論 

11. 文献講読および議論 

12. 文献講読および議論 

13. 文献講読および議論 

14. 文献講読に基づく議論および総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に先立ち、必ずテキストの指定箇所を講読する。授業内では、担当者が担当箇所を報告し、それから議論する。授業が終わ

ったら、議論した内容や重要な論点をノートにまとめておく。また、関連文献を紹介するので、幅広く文献講読をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/レジュメ報告、議論への積極的参加、授業への貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. A.ギデンズ・渡辺 聰子、2009、『日本の新たな「第三の道」』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4478012161) 

 

参考文献（Readings） 

1. A.ギデンズ、2002、『左派右派を超えて――ラディカルな政治の未来像』、而立書房 (ISBN:978-4880592961) 

2. A.ギデンズ、2003、『第三の道とその批判』、晃洋書房 (ISBN:978-4771014718) 

3. A.ギデンズ、2001、『暴走する世界――グローバリゼーションは何をどう変えるのか』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4478190432) 

4. 宮島喬・杉原名穂子・本田量久 編著、2012、『公正な社会とは』、人文書院 (ISBN:978-4409230503) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB060 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB060／産業・労働社会学 

(Sociology of Work) 

担当者名 

（Instructor） 
小川 慎一(OGAWA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では日本の雇用システムの概要ならびにその変容の理解を、目的とする。 

正社員の雇用管理だけでなく、非典型雇用の管理や労使関係についても理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では日本の雇用システムに焦点を当て、輪読を通じてその理解を深める。 

正社員の雇用管理だけでなく非典型雇用の管理や、労使関係についての論文を収録した書籍を輪読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義：イントロダクション 日本的雇用慣行とは① 

2. 講義：輪読の担当の調整 日本的雇用慣行とは② 

3. 輪読（第 1 章）「⽇本型雇用システムと企業コミュニティ」 

4. 輪読（第 3 章）「雇用区分の多元化と賃金管理の新しい課題」 

5. 輪読（第 4 章）「成果主義・評価制度・⼈的資源開発の望ましい関係」 

6. 輪読（第 5 章）「ホワイトカラーに裁量労働制を適用するための条件」 

7. 輪読（第 6 章）「⾮典型的労働の実態」 

8. 輪読（第 7 章）「事務系の派遣スタッフに対応した⼈材活用と多様な就業意識」 

9. 輪読（第 8 章）「変貌する店⻑と『仕事世界』」 

10. 輪読（第 9 章）「『未経験者歓迎』求⼈と『正社員登用』機会」 

11. 輪読（第 10 章）「ものづくりと外部⼈材の活用」 

12. 輪読（第 11 章）「未組織企業における労使関係」 

13. 輪読（第 12 章）「個別的苦情と労働組合の対応」 

14. 講義：日本的雇用システムについてのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

(1)輪読の回では毎回、2 名以上の報告者を立てる。 

(2)輪読の報告は 2 回以上担当すること。 

(3)輪読の回では毎回、報告担当者以外も A4 1 枚程度の文献要約を提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出物(40%)/輪読の報告(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤博樹、2012、『人材活用進化論』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-13424-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小川慎一・山田信行・金野美奈子・山下充、2015、『「働くこと」を社会学する 産業・労働社会学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-

22043-0) 

2. 佐藤博樹・佐藤厚編、2012、『仕事の社会学――変貌する働き方』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-18403-9) 

3. 佐藤博樹・藤村博之・八代充史、2015、『新しい人事労務管理』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22062-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．授業方法について第１回授業で説明するので、受講希望者はかならず出席すること。 

２．授業は輪読を中心に進めるので、受講者はかならずテキストを購入すること。 

３．受講者はかならず 2 回以上、輪読の報告を担当してもらう。 

４．輪読担当者以外も毎回、A4 1 枚程度に輪読文献の要約とコメントをまとめて、授業の最初に提出する。 
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注意事項（Notice） 
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■MB061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB061／都市社会学 

(Urban Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部での社会学の学びを前提として、大学院レベルでの都市社会学の基本的な視座・理論・方法についての知識を得ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市社会学の基本的な視座・理論・方法について、講義および基礎的文献の購読を通して理解していく。授業の内容については

受講者の数、学習レベル、希望などを踏まえて変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義(1) シカゴ学派の視点その１ 

3. 講義(2) シカゴ学派の視点その 2 

4. 講義(3) シカゴ学派の方法 

5. 文献購読(1) 

6. 文献購読(2) 

7. 文献購読(3) 

8. 講義(4) 新都市社会学の視点 

9. 講義(5) 新都市社会学以降の展開 

10. 文献購読(4) 

11. 文献購読(5) 

12. 文献購読(6) 

13. 講義(7) 日本の都市社会学の展開 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されば文献のほか、必要な都市社会学およびその周辺領域の文献を積極的に講読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況および中間レポートの総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本康編、2014、『都市社会学・入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22015-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB062／環境社会学 

(Environmental Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境社会学の諸理論 

担当者名 

（Instructor） 
関 礼子(SEKI REIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境社会学を生み出した時代背景を学ぶとともに、「環境」をめぐる制度化の進展とそれを促した理論に親しむ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境社会学を生み出していく時代を読み、環境のテキストや論文を読破していく。前半は読書マラソン的に内容を確認しながら、

そこに注釈を加えていく形式となる。受講生の課題としているテーマ報告をはさみつつ、環境を巡る議論を理論的におさえていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献１を通して「環境」の胎動期を探る１ 

3. 文献１を通して「環境」の胎動期を探る２ 

4. 文献２を通して「環境」の制度化の時期を探る１ 

5. 文献２を通して「環境」の制度化の時期を探る２ 

6. 文献３を通して「環境と公共性」の時期を探る１ 

7. 文献３を通して「環境と公共性」の時期を探る２ 

8. テーマ報告１ 

9. テーマ報告２ 

10. 文献４を通して環境運動が醸成してきた環境の制度化を探る１ 

11. 文献４を通して環境運動が醸成してきた環境の制度化を探る２ 

12. 文献５を通して環境の制度化とグローバルな枠組みを探る１ 

13. 文献５を通して環境の制度化とグローバルな枠組みを探る２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の文献の講読とメモの作成、レポートの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の文献報告と議論(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 栗原彬、2015、『ひとびとの精神史３』、岩波 

2. 吉見俊哉、2015、『ひとびとの精神史５』、岩波 

3. 杉田敦、2016、『ひとびとの精神史６』、岩波 

4. 淡路剛久他、2006、『リーディングス環境４』、有斐閣 

5. 淡路剛久他、2006、『リーディングス環境５』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB063／メディア社会学 

(Sociology of Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア・オーディエンス論 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア・オーディエンス論の研究動向について理解するとともに，メディア社会学の基礎的知識の習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年，テクノロジーの発達により，メディアは高度に発展し，人々の生活の多方面に深く関わっている。こうした中で，メディア・オ

ーディエンスについて，これまでどのような研究がなされてきたのであろうか。この授業では，メディア・オーディエンス研究につい

てのこれまでの研究成果を俯瞰し，そこで用いられた基本的な概念の習得を目指す。 

本授業では，テキストの精読を通して，こうしたメディア・オーディエンス論の研究動向について学ぶ。このことによって，履修者

は，これから行う自分の研究の基礎を築いていってほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１） 

3. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（２） 

4. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（３） 

5. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（４） 

6. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（５） 

7. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（６） 

8. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（７） 

9. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（８） 

10. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（９） 

11. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１０） 

12. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１１） 

13. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は，指定したテキストはもちろん，授業時間外に関連する文献を読むことによって，より多角的に理解を深めることが必要

である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の発表(60%)/授業内の討論(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李光鎬・渋谷明子編、2017、『メディア・オーディエンスの社会心理学』、新曜社 (ISBN:978-4788515178) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では，毎回レポーターを決め，テキストの内容を深く理解するとともに，参加者の議論によって，発展的検討を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB064／文化人類学 

(Cultural Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学的理論を詳しく理解する。 

担当者名 

（Instructor） 
四條 真也(SHIJ0 MASAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人類学的に文化を理解するための基礎理論を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、文化人類学関する理論展開に大きな影響を与えてきた、議論および研究を詳しく取り上げ検討することで、当該分

野における研究史の通時的理解を深めます。 

授業では、受講生が回毎に指定された論文の内容と関連する概念や理論について発表を行います。また、受講者全員で発表の

内容を議論し、文化人類学的ついての総合的な理解を深めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化人類学における基本的な諸概念の整理 

3. 文化の原初をめぐる議論―フレイザー 

4. 人類学の萌芽―マリノフスキー 

5. 人類による神話の創造①―レヴィ＝ストロース 

6. 人類による神話の創造②―レヴィ＝ストロース 

7. 家族の形、夫婦の形①―プリチャード 

8. 家族の形、夫婦の形②―プリチャード 

9. 「語り」に耳を傾ける①―クラパンザーノ 

10. 「語り」に耳を傾ける②―クラパンザーノ 

11. 外から見る日本①―ベネディクト 

12. 外から見る日本②―ベネディクト 

13. 国家の姿とは？①―アンダーソン 

14. 国家の姿とは？②―アンダーソン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回使用する課題は必ず熟読し授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(100%) 

発表内容に関する議論にも積極的に参加しましょう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェームズ・フレーザー、2003、『初版 金枝篇〈上・下〉』、筑摩書房 

2. ルース・ベネディクト、2008、『菊と刀』、光文社 

3. ベネディクト・アンダーソン、1997、『増補 想像の共同体―ナショナリズムの起源と流行』、NTT出版 

授業で扱う箇所を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB065／カルチュラルスタディーズ 

(Cultural Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化に対する批判的研究のために 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 元宏(KOIZUMI MOTOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化研究（カルチュラルスタディーズ）に関する理論・実践的研究を、大学院レベルでおこなっていくための基礎を固めること 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代における諸文化と、社会的諸主体・権力との関係性などに関する文化批評理論、文化社会学などの理論研究を行うととも

に、随時、実践活動への参加などを行う。また、随時各自の問題意識やテーマに基づいた研究発表およびディスカッションなども

実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読／実践活動への参加や研究発表 

11. 文献講読／実践活動への参加や研究発表 

12. 文献講読／実践活動への参加や研究発表 

13. 文献講読／実践活動への参加や研究発表 

14. 文献講読／実践活動への参加や研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読、ならびに研究発表では事前の発表準備等が必須となる。また授業中に取り扱う理論や実践活動にかんして、自ら調

査をおこなうことで、授業内容への理解を深めるとともに、自身の研究課題との関連性を見出していくことが期待される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加（研究発表、ディスカッションほか）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者の関心に合わせ、指定する。なお英語文献が含まれることもある。 

 

参考文献（Readings） 

都度、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB066／科学技術社会論 

(Science and Technology Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
綾部 広則(AYABE HIRONORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

科学技術社会論に関する基本的知識と考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

科学技術社会論に関する講義と基本文献の講読を行う。最初の３回程度は科学技術社会論の概略を講義し、その上で、残りを

基本文献の輪読にあてる予定（文献についてはガイダンスの折に提示する）。なお、科学技術と銘打っているが、自然科学・工学

に関する予備知識は特に必要としない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 科学技術社会論とは何か（１） 

3. 科学技術社会論とは何か（２） 

4. 科学技術社会論とは何か（３） 

5. 文献講読（１） 

6. 文献講読（２） 

7. 文献講読（３） 

8. 文献講読（４） 

9. 中間まとめ 

10. 文献講読（５） 

11. 文献講読（６） 

12. 文献講読（７） 

13. 文献講読（８） 

14. 最終まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その回で扱う文献について事前に熟読し、論点をまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB071／調査計画法 

(Research Design) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計的社会調査の企画と実施 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 洋一(MURASE YOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の基本的な考え方及び各種調査手法の特徴を学んだうえで、仮説構築から調査の企画、データの収集、分析、調査結

果のまとめに至る方法を取得する。先行研究や学説を考慮した上で、適切な調査を企画・実施できるようになることを目標とす

る。 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の実習を中心とする。まず、テキストを用いた作業と問題に取り組み、調査の企画・設計からデータの収集や分析、さらには

調査結果のまとめに至る方法の実践的に理解する。その後、何らかの社会調査を実際に行い、実習を通して一連の社会調査の

方法論を学ぶ。最終課題として、適切な統計分析手法を用いて、調査結果を文章や図表にまとめ、調査報告書として作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査概説(1) 調査の企画と対象の決定 

2. 社会調査概説(2) 社会調査の手順と実施上の問題 

3. 仮説構築(1) 先行研究と仮説、調査目的 

4. 仮説構築(2) 因果関係と理論 

5. 系統抽出法と比率の推定 

6. 確率比例抽出法 

7. 調査票の作成、質問文のワーディング 

8. 調査票の作成、尺度構成法 

9. 調査票調査の実際(1) 調査準備の問題、予備調査の実施 

10. 調査票調査の実際(2) データの整理・入力・データクリーニング 

11. 調査票調査の実際(3) データのコーディングと職業分類 

12. 調査票調査の実際(4) データ分析、統計的検定 

13. 聴き取り調査：調査項目の整理、対象者選定、結果の整理 

14. 調査結果の利用、調査倫理について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、テキストの該当部分を読み、事前に各章の作業と問題をやってくること。十分に予習と復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原純輔・海野道郎、2004、『社会調査演習 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130520195) 

2. 村瀬洋一他編、2007、『SPSSによる多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274066269) 

 

参考文献（Readings） 

学部レベルの社会調査法や社会統計学の知識がある事を前提とする。それらについては、各自が自主的努力により習得してお

くことが重要。大学院レベルの社会調査士資格に関連する科目である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

村瀬研究室ホームページに情報を掲載する。 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/murase/ 

 

注意事項（Notice） 
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■MB073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB073／量的分析法 

(Statistical Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学で主流の量的分析手法の基本を掌握 

担当者名 

（Instructor） 
二階堂 晃祐(NIKAIDO KOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会統計学や多変量解析の基礎を学んでいる事を前提としつつ、社会科学において本格的な量的研究に基づく学術論文を理解

／執筆出来るレベルに相当する統計分析技能を身に付ける事を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の直接的な対象は統計学的な手法やその数学的背景だが、運営面での力点は人間の営みを理解する学問としての社会学

における応用である。社会学的な観点からのデータの扱い方や解釈、実際にソフトウェア「SPSS」を使用した実習に重点を置くこ

とに留意。講義と実習を組み合わせ、信頼性の高い社会調査のデータを実際に使用して各分析手法を体験してもらうのが授業

の主要要素となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の概要と考え方 

2. 統計学の基礎復習：推定や検定など、統計学の基本的な考え方について復習、使用予定ソフト「SPSS」の操作法の基礎復

習 

3. 分析への基本的な考え方・思想の確認：単なる数値の処理や純粋に数学的な課題にとらわれず、社会学的な意味づけを

データに持たせるために必要な事項の考察、また SPSS操作法の復習継続 

4. 重回帰分析（１）：係数と有意性の解釈とその意味合いの違い、他変数の制御の考え方、ダミー変数の使用 

5. 重回帰分析（２）：交互作用効果の様々な使用法 

6. 重回帰分析（３）：回帰診断、独立変数の選択の仕方（モデル構築の手法） 

7. ロジスティック回帰分析（１）：質的変数を従属変数とするために、オッズ比を使用した結果の解釈の仕方とその社会学的な

意味合い 

8. ロジスティック回帰分析（２）：質的変数を独立変数として使用する時の注意点、多重ロジスティック回帰分析と変数選択の

方法 

9. ロジスティック回帰分析（３）：さらなる発展と応用のために〜順序ロジスティック回帰や多項ロジスティック回帰の考え方と適

切な使用法 

10. ログリニア分析（１）質的変数同士の相関の分析について、基本的な解釈の仕方とモデルの適応度の判断の仕方 

11. ログリニア分析（２）：より複雑なモデルの解釈の仕方、クロス表の観察／分析とログリニア分析の関係 

12. 更なる質的変数の分析について：ロジスティック回帰分析とログリニア分析の関係や共通点、ログリニア分析における変数

の相関の強さの探索 

13. 因子分析とクラスター分析：多くの変数の情報をまとめ簡素化を目指す考え方、因子分析の使用と解釈方法、社会学にお

ける応用 

14. コレスポンデンス分析、多重コレスポンデンス分析と数量化理論：質的データの視覚化、有意性検定を伴わない分析手法

の考え方と使用法について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最低でも２回のレポートを予定しており、一週間程度の期間での作業となる。復習、予習がどの位必要かは社会統計学の事前知

識がどの程度あるかにも左右されるが、一般論としてはある程度の時間をみておいてほしい。また、授業で必要となる社会調査

等のデータはいくつか講師側で用意するが、既に自身で分析してみたいデータがあればそれを持ち込んでもらってもよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/出席点、コメントカード、授業参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三輪哲・林雄亮、2014、『SPSSによる応用多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4-274-05011-4) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB075／質的分析法 

(Qualitative Research) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 多寿子(KOBAYASHI TAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的調査研究の系譜をたどり、社会学における質的調査を概観的に把握したうえで、質的調査の方法や分析について具体的な

事例をとおして学び、質的調査研究の基礎力と実践力を身につけることをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査法における質的研究に焦点を合わせ、質的研究の系譜をたどり、近年の質的研究成果を概観しながら、質的研究の事

例をとおして多様な質的方法の実際について学ぶ。フィールドワークから質的データの収集、分析、解釈、論文の作成に至るまで

の社会調査の全過程を、さまざまな文献をもとに検討・討議する。昨今は、社会調査において調査倫理が不可欠となっているの

で、調査協力者と調査者の関係や当事者研究などの可能性についても検討する。ライフストーリー調査の方法論を基礎に、フィ

ールドワークの方法、インタビュー法、ナラティヴ論、エスノグラフィの書き方などが検討、考察の焦点となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方 

2. 質的データとは何か：個人記録、文書資料、新聞雑誌記事、音声、映像など 

3. 質的調査法の種類：ドキュメント分析、ライフヒストリー/ライフストーリー法、参与観察法など 

4. フィールドワークの方法：何が質的調査のツールか 

5. ライフヒストリー/ライフストーリーの考え方 

6. インタビュー調査の諸問題：相互行為としての社会調査 

7. インタビューの実習 

8. 調査者の立場と構え 

9. 「分厚い記述」と生活世界へのまなざし 

10. アーカイヴ調査とアーカイヴ資料の可能性 

11. 質的データの分析・解釈：語りの社会的・文化的文脈 

12. 調査倫理の諸問題 

13. 受講者による調査計画と調査方法 

14. 全体のふりかえりと質的調査の今後について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎的な関連文献を読むこと、各自の研究テーマを深めること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/授業内報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林多寿子編、2010、『ライフストーリー・ガイドブック』、嵯峨野書院 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB081／プロジェクト研究Ａ１ 

(Research Project A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

国際的な人の移動と交流/日本とバングラデシュ間の事例 

(Global Migration and Transnational Relations: A Case of Japan and Bangladesh) 

担当者名 

（Instructor） 

水上 徹男(MIZUKAMI TETSUO) 

木村 自(KIMURA MIZUKA) 

太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

中山 由佳(NAKAYAMA YUKA) 

吉成 勝男(YOSHINARI KATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバルな人の移動が進展する中で形成されたエスニック・コミュニティの変貌やホスト社会への影響などを調べる。また、一

定期間の外国滞在後に帰国したケースも含めたネットワーク形成のあり方も対象とする。調査の計画や実施、分析、報告書作成

などのスキルの向上。実際に調査の計画を立て、経験することで、調査を実施するまでに必要な事項や、分析に至るまでを学

ぶ。専門論文の作成にあたって、調査の方法論などを経験的に学ぶことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内のエスニック・コミュニティと帰還者とのトランスナショナルな絆、移住者を送出した国(バングラデシュ) の変化、日本と

バングラデシュの両国に関連する組織活動等、国内とダッカでのフィールドワークを行う。外国人居住者支援にかかわる NGOを

通じて、聞き取り調査等、トランスナショナルなネットワークの構築を調べる。より具体的には、1980 年代後半に国内で急増したバ

ングラデシュ出身者への聞き取り調査を中心に、日本とバングラデシュのかかわりに注目する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読 I: 対象となる地域やエスニック社会にかんする文献を講読 

3. 文献講読 II 

4. 文献講読 III 

5. 文献講読 IV: インタビュー等の方法論を学ぶ 

6. 文献講読 V 

7. 中間発表 I 

8. 中間発表 II 

9. 調査企画 I: 先行研究のまとめとそれぞれの調査計画を設定する 

10. 調査企画 II 

11. 調査企画 III 

12. 調査企画 IV 

13. 中間報告 I 

14. 中間報告 II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

調査の方法論や調査倫理および社会学の基礎理論について、予め学習していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時間内の討論や研究報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉成勝男・水上徹男・野呂芳明、2015、『市民が提案するこれからの移民政策―NPO法人 APFSの活動と世界の動向から』、

現代人文社 

2. APFS編、2002、『子どもたちにアムネスティを――在留特別許可取得一斉行動の記録』、現代人文社 

3. 長谷安郎・三宅博之編、1993、『バングラディッシュの海外出稼ぎ労働者』、明石書店 

4. International Organization for Migration (IOM). 2014. IOM Bangladesh. IOM 

5. International Organization for Migration (IOM). 2014. The International Organization for Migration in Brife. IOM 

適宜指示する。また、授業内でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. Smillie, Ian. 2009. Freedom from Want. Kumarian Press 

2. Vertovec, Steven. 2009. Transnationalism (Key Ideas). Routledge 

3. Vinken, Henk, et al. (eds.). 2010. Civic Engagement in Contemporary Japan. Springer 

適宜指示する。また、授業内でプリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB082／プロジェクト研究Ａ２ 

(Research Project A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

国際的な人の移動と交流/日本とバングラデシュ間の事例 

(Global Migration and Transnational Relations: A Case of Japan and Bangladesh) 

担当者名 

（Instructor） 

水上 徹男(MIZUKAMI TETSUO) 

木村 自(KIMURA MIZUKA) 

太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

中山 由佳(NAKAYAMA YUKA) 

吉成 勝男(YOSHINARI KATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバルな人の移動が進展する中で形成されたエスニック・コミュニティの変貌やホスト社会への影響などを調べる。また、一

定期間の外国滞在後に帰国したケースも含めたネットワーク形成のあり方も対象とする。調査の計画や実施、分析、報告書作成

などのスキルの向上。実際に調査の計画を立て、経験することで、調査を実施するまでに必要な事項や、分析に至るまでを学

ぶ。専門論文の作成にあたって、調査の方法論などを経験的に学ぶことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内のエスニック・コミュニティと帰還者とのトランスナショナルな絆、移住者を送出した国(バングラデシュ) の変化、日本と

バングラデシュの両国に関連する組織活動等、国内とダッカでのフィールドワークを行う。外国人居住者支援にかかわる NGOを

通じて、聞き取り調査等、トランスナショナルなネットワークの構築を調べる。より具体的には、1980 年代後半に国内で急増したバ

ングラデシュ出身者への聞き取り調査を中心に、日本とバングラデシュのかかわりに注目する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 秋学期の進め方およびフィールドワークのスケジュールなど 

2. インタビューおよび質問票調査の検討Ｉ 

3. インタビューおよび質問票調査の検討ＩＩ 

4. 実地調査（国内）Ｉ： フィールドワークおよびインタビュー、質問票調査を実施 

5. 実地調査（国内）ＩＩ 

6. 実地調査（バングラデシュ）Ｉ： フィールドワークおよびインタビュー、質問票調査を実施 

7. 実地調査（バングラデシュ）ＩＩ 

8. データ検証Ｉ 

9. データ検証ＩＩ 

10. データ検証ＩＩＩ 

11. 中間報告 I 

12. 中間報告 II 

13. 報告書作成Ｉ 

14. 報告書作成ＩＩ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

調査の方法論や調査倫理および社会学の基礎理論につい 

て、予め学習していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/研究報告や調査活動(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プロジェクト研究Ａ１参照。 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

プロジェクト研究Ａ1 参照。 

適宜指示する。また、授業内でプリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プロジェクト研究Ａ１を履修していること。 
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注意事項（Notice） 
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■MB083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB083／プロジェクト研究Ｂ１ 

(Research Project B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「デジタル社会学」のリサーチデザイン 

担当者名 

（Instructor） 

木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

和田 伸一郎(WADA SHIN'ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いわゆるソーシャルメディアの日常生活への浸透、社会全体の情報ネットワークに伴うビッグ・データの拡大などを背景として、

「デジタル社会学」と呼ばれる分野が興隆しつつある。本プロジェクト研究では、社会調査に利用可能なデータが量および質にお

いて多様に展開している状況において、「デジタル社会学」としての調査研究をどのようにデザインするのかについて、具体的な

分析方法とともに探索的に考察することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ソーシャルメディア・ログデータをもとに、大規模でかつ豊富な特徴を備えたデータの分析方法について学ぶ。春学期は主に理論

的な側面と分析例と方法論の学習を中心とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読（1）デジタル社会学について 

3. 文献講読（2）ハイブリッド・メソッドについて 

4. 文献講読（3）ビッグデータ、ビジネスインテリジェンスについて 

5. ビッグデータ解析方法論（1）ソーシャルメディアログデータ 

6. ビッグデータ解析方法論（2）R, Python、各種ソフトウェアなど解析ツール 

7. ビッグデータ解析方法論（3）テキスト・データの分析 

8. ビッグデータ解析実践（1） 

9. ビッグデータ解析実践（2） 

10. ビッグデータ解析実践（3） 

11. 分析報告とディスカッション（1） 

12. 分析報告とディスカッション（2） 

13. 分析報告とディスカッション（3） 

14. 春学期総括と秋学期作業に向けての検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本プロジェクトでは、ビッグデータ解析を初め、一方で、統計的手法、情報工学的手法を積極的に用いるとともに、テキストデータ

に関しては質的調査の方法論もとりいれる。履修者には、社会調査の方法論、ソフトウェアの操作を含むデータ分析法について

深く学習するとともに、リサーチを自らデザインし実施する積極性が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業期間内の作業(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Deborah Lupton. 2014. Digital Sociology. Routledge (ISBN:1138022772) 

2. Jessie Daniels et al. 2016. Digital Sociologies. Policy Press (ISBN:978-1447329015) 

3. 木村忠正、2018、『ハイブリッド・エスノグラフィー』、新曜社 

そのほかは授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB084／プロジェクト研究Ｂ２ 

(Research Project B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「デジタル社会学」のリサーチデザイン 

担当者名 

（Instructor） 

木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

和田 伸一郎(WADA SHIN'ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いわゆるソーシャルメディアの日常生活への浸透、社会全体の情報ネットワークに伴うビッグ・データの拡大などを背景として、

「デジタル社会学」と呼ばれる分野が興隆しつつある。本プロジェクト研究では、社会調査に利用可能なデータが量および質にお

いて多様に展開している状況において、「デジタル社会学」としての調査研究をどのようにデザインするのかについて、具体的な

分析方法とともに探索的に考察することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ソーシャルメディアログデータをもとに、大規模でかつ豊富な特徴を備えたデータの分析方法について学ぶ。秋学期はリサーチデ

ザインについて文献により学習した上で、具体的な調査研究課題を設定し、ソーシャルメディアログデータを取得し、分析、レポー

トにまとめるという、一連の調査プロセスに根ざした実習を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読（1）リサーチデザインについて 

3. 文献講読（2）データ収集・分析アプローチの選択 

4. 文献講読（3）データ・マネジメント、調査倫理について 

5. リサーチ・デザイン（1）問題設定・仮説構成 

6. リサーチ・デザイン（2）データ収集・分析アプローチ 

7. リサーチ・デザイン（3）計画報告とディスカッション 

8. データ解析実践（1） 

9. データ解析実践（2） 

10. データ解析実践（3） 

11. 分析報告とディスカッション（1） 

12. 分析報告とディスカッション（2） 

13. 分析報告とディスカッション（3） 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本プロジェクトでは、ビッグデータ解析を初め、一方で、統計的手法、情報工学的手法を積極的に用いるとともに、テキストデータ

に関しては質的調査の方法論もとりいれる。履修者には、社会調査の方法論、ソフトウェアの操作を含むデータ分析法について

深く学習するとともに、リサーチを自らデザインし実施する積極性が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業期間内の作業(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Deborah Lupton. 2014. Digital Sociology. Routledge (ISBN:1138022772) 

2. Jessie Daniels et al. 2016. Digital Sociologies. Policy Press (ISBN:978-1447329015) 

3. 木村忠正、2018、『ハイブリッド・エスノグラフィー』、新曜社 

そのほかは授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB431／リサーチ英語演習Ａ 

(Research English A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English for Graduate Students 

担当者名 

（Instructor） 
倉本 由紀子(KURAMOTO YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6021 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.Students will be able to identify resources and develop strategies for their thesis research.  

2.Students will obtain a variety of techniques for interacting with their audience.  

3.Students will be able to write and present their research proposal.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course aims to improve students’ English skills for conducting their own thesis research projects. First, they will review 

sociological research methods. Second, students will be required to critically approach selected literature from their research 

topics, and to write annotated bibliography. Third, students will write and present their research proposal. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Academic research: finding papers that are relevant to your research 

3. Academic research: taking effective notes 

4. Academic research: quoting, paraphrasing, and summarizing 

5. Annotated bibliography 

6. Designing social inquiry 

7. Research questions 

8. Hypothesis 

9. Analytical frameworks 

10. Research proposal 

11. Research proposal presentation 

12. Students’ proposal presentations 

13. Students’ proposal presentations 

14. Wrap-up and review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete reading and writing assignments before class. Please come to each class meeting prepared 

to participate. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance, class preparation and participation and homework (including assigned reading and written assignments, and 

presentations)(70%)/Research proposal(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. John Swales and Christine Feak.. 2012. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, 3rd ed. University 

of Michigan Press (ISBN:9780472034758) 

2. Gary King, Robert Keohane and Sidney Verba. 1994. Designing Social Inquiry.. Princeton University Press 

(ISBN:9780691034713) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB432／リサーチ英語演習Ｂ 

(Research English B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English for Graduate Students 

担当者名 

（Instructor） 
倉本 由紀子(KURAMOTO YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6021 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.Students will learn about argumentation.  

2.Students will learn strategies and specific skills for clear effective delivery of professional academic presentations.  

3.Students will be able to write an argumentative paper.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course emphasizes the significance of argumentation and the development of skills in addressing the demands of graduate 

level work and professional communication. Students will learn how to summarize, synthesize, and evaluate information derived 

from reading, research, and experience. In this course, students will write a literature review and an argumentative paper, and 

present their research.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Constructing an argument 

3. Identifying a claim 

4. What makes a strong argument? 

5. Journal article summary 

6. Journal article critique 

7. Literature review writing 

8. Writing introductions 

9. Writing conclusions 

10. Writing abstracts 

11. Conference presentation 

12. Students’ presentations 

13. Students’ presentations 

14. Wrap-up and review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete reading and writing assignments before class. Please come to each class meeting prepared 

to participate.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance, class preparation and participation and homework (including assigned reading and written assignments, and 

presentations)(70%)/Final paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Swales, John and Christine Feak. 2012. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, 3rd ed. University 

of Michigan Press (ISBN:9780472034758) 

2. Alastair Bonnett. 2011. How to Argue. Pearson Custom Publishing (ISBN:9780273743859) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB461／学術論文の技法 

(Academic Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学術論文の書き方——形式と作法 

担当者名 

（Instructor） 
武岡 暢(TAKEOKA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学術論文の形式と作法について学び、他人の論文の形式上、作法上の当否について判断できるようになるとともに、自ら

も適切な形式の論文を執筆できるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学術論文の形式と作法についてのレクチャーを行ったのち、履修者全員の提出した小論文を回覧して相互に添削し、その

結果を受けて小論文を再執筆する。さらにその再執筆した小論文を相互に添削することを繰り返すことで、形式上適切な論文に

かんするリテラシーを身につけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業のねらいと自己紹介 

2. 日本語学術論文の形式と作法（１）：形式と作法の意義／逸脱の帰結 

3. 日本語学術論文の形式と作法（２）：形式と作法から逸脱してしまうのはなぜか 

4. 小論文の相互添削（１） 

5. 小論文の相互添削（２） 

6. 小論文の相互添削（３） 

7. 日本語学術論文の形式と作法（３）：対象を対象化することの難しさ 

8. 小論文の相互添削（４） 

9. 小論文の相互添削（５） 

10. 小論文の相互添削（６） 

11. 日本語学術論文の形式と作法（４）：素材、概念枠組み、先行研究の三すくみ 

12. 小論文の相互添削（７） 

13. 小論文の相互添削（８） 

14. 小論文の相互添削（９） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に各人で小論文を執筆し、それを数回にわたって推敲していくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウンベルト・エーコ、1991、『論文作法─調査・研究・執筆の技術と手順』、而立書房 (ISBN:978-4880591452) 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤健二、2014、『論文の書きかた』、弘文堂 (ISBN:978-4335501319) 

2. ピエール・ブルデューほか、1994、『社会学者のメチエ―認識論上の前提条件』、藤原書店 (ISBN:978-4938661847) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB471／社会学特別講座１ 

(Special Lecture on  Sociology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会的排除と包摂――社会学における差別問題研究の基本をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
好井 裕明(YOSHII HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学的発想のなかで、差別や排除、包摂はどのように考え、調べることができるのか。受講生の個別具体的な問題関心に反

映する形で、各自が調査やフィールドワーク、資料収集ができる前提となる了解をつくりあげることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初、私自身がこれまで関わって来た調査研究での体験や経験などをもとにして、差別や排除、包摂について歴史的な変遷もま

じえてお話したい。受講生数にもよるが、受講する学生は本講義内で必ず 1 度、各自の問題関心にもとづく報告を義務付ける。

私の一方的な講義だけでなく、参加者全員による真摯な討議から得られる理解こそ、本講義で獲得すべき核心といえる。そのた

め、受講生の積極的な討議が必須となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：社会学で差別や排除を考えるのは何のためなのか 

2. 『差別原論』をめぐって①：部落差別問題を中心として 

3. 『差別原論』をめぐって②：障害者差別問題を中心として 

4. 『差別原論』をめぐって③：性差別、性的少数者問題を中心として 

5. 他者問題として差別を考える：メディアにおける差別について 

6. 差別問題研究における当事者性について 

7. 受講生による報告と議論① 

8. 受講生による報告と議論② 

9. 受講生による報告と議論③ 

10. 受講生による報告と議論④ 

11. 受講生による報告と議論⑤ 

12. 受講生による報告と議論⑥ 

13. 受講生による報告と議論⑦ 

14. まとめ：社会学の基本としての差別問題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外では、詳細した文献や映画などを読破したり視聴して、受講生各自が差別や排除を単なる社会問題としてではなく、

他者理解をめぐる日常的な実践として捉え得るセンスを磨くことを要請したい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(10%)/報告内容(50%)/討議への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 好井裕明、2007、『差別原論』、平凡社 (ISBN:978-4-582-85367-4) 

2. 好井裕明、2015、『差別の現在』、平凡社 (ISBN: 9784582857696) 

3. 好井裕明編、2016、『排除と差別の社会学（新版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-28140-0) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、授業の中で、適宜、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB702／現代社会理論演習 

(Seminar: Contemporary Social Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
吉澤 夏子(YOSHIZAWA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会理論、ジェンダー論の知見を文献の講読を通じて共有し、現代社会理論および現代社会のジェンダーの構成について

主題化する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会において問題となる公私区分の原則の揺らぎ、プライバシーの領域についての理解を踏まえ、「個人的なものの領域」

の特異性、それを「個人的なまま」に止めておくという選択の重要性について、さらに考察を深め、個人的なものの領域」が単なる

親密な関係性が醸成される空間だけではなく、「心の自由な空間」を含むより包括的な概念であることを呈示する。 

そのために授業では、基本的な文献の講読と受講者の研究報告によって進める。テキストおよび授業の進め方については最初

の授業時に説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究報告・文献の講読 

3. 研究報告・文献の講読 

4. 研究報告・文献の講読 

5. 研究報告・文献の講読 

6. 研究報告・文献の講読 

7. 研究報告・文献の講読 

8. 研究報告・文献の講読 

9. 研究報告・文献の講読 

10. 研究報告・文献の講読 

11. 研究報告・文献の講読 

12. 研究報告・文献の講読 

13. 研究報告・文献の講読 

14. 研究報告・文献の講読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読する文献は必ず精読し、それに対する疑問、意見をまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告のプレゼンテーション、議論への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ハンス=ジョージ・メラー、2018、『ラディカル・ルーマン』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB707／社会関係論研究 

(Research: Social Relations) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会分析における理論と実証の連関 

担当者名 

（Instructor） 
片上 平二郎(KATAKAMI HEIJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会における自己意識や自他関係、文化形態など社会関係にまつわる諸事象について、理論的・実証的に考察するための

研究方法を習得する。 

参加者の発表とそれに関する討論に基づいて、個々人のその時点での目標を具体化するための実践的な授業としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アイデンティティ、コミュニケーション、文化といった論点を視野に入れたかたちでの、各人の研究報告および文献講読を中心に進

めていく。春学期は、社会学における理論的視座と経験的な視座の間の関連を意識しながら授業を展開していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究報告 

3. 研究報告 

4. 研究報告 

5. 研究報告 

6. 研究報告 

7. 中間討論 

8. 研究報告 

9. 研究報告 

10. 研究報告 

11. 研究報告 

12. 研究報告 

13. 研究報告 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告担当に備え、入念な準備をしておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表、およびコメントなど(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. フランクフルト社会研究所、1983、『現代社会学の諸相―社会学理論への補遺』、恒星社厚生閣 (B000J7D99I) 

2. プシュカラ・プラサド、2018、『質的研究のための理論入門―ポスト実証主義の諸系譜』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779512239) 

3. Wolfgang Bonss 編. 1995. Sozialforschung als Kritik. Suhrkamp (ISBN:3518280007) 

4. 野村康、2017、『社会科学の考え方―認識論、リサーチ・デザイン、手法―』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815808767) 

5. 盛山和夫、2013、『社会学の方法的立場: 客観性とはなにか』、東京大学出版会 (ISBN:4130501798) 

6. 岸政彦、石岡丈昇、丸山里美、2016、『質的社会調査の方法 -- 他者の合理性の理解社会学』、有斐閣 (ISBN:4641150370) 

7. Hans Joas. 1992. Pragmatismus und Gesellschaftstheorie. Suhrkamp (ISBN:3518286188) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB708／社会関係論演習 

(Seminar: Social Relations) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本社会学の位置を考える 

担当者名 

（Instructor） 
片上 平二郎(KATAKAMI HEIJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会における自己意識や自他関係、文化形態など社会関係にまつわる諸事象について、理論的・実証的に考察するための

研究方法を習得する。 

参加者の発表とそれに関する討論に基づいて、個々人のその時点での目標を具体化するための実践的な授業としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アイデンティティ、コミュニケーション、文化といった論点を視野に入れたかたちでの、各人の研究報告および文献講読を中心に進

めていく。秋学期は、日本社会という文脈の中で行われる社会学に対する反省的な視点を意識しながら授業を展開していきた

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究報告 

3. 研究報告 

4. 研究報告 

5. 研究報告 

6. 研究報告 

7. 中間討論 

8. 研究報告 

9. 研究報告 

10. 研究報告 

11. 研究報告 

12. 研究報告 

13. 研究報告 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告担当に備え、入念な準備をしておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表、およびコメントなど(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 『リーディングス 日本の社会学（シリーズ）』、東京大学出版会 

2. 富永健一、2004、『戦後日本の社会学―一つの同時代学史』、東京大学出版会 (ISBN:4130501585) 

3. 福武直、日高六郎、高橋徹編、1957-、『講座社会学』、東京大学出版会 

4. 北川隆吉、塩原勉、蓮見音彦監修、1998-、『講座社会学』、東京大学出版会 

5. 1973-、『社会学講座』、東京大学出版会 

6. 2014、『縮刷版 社会学文献事典』、弘文堂 (ISBN:4335551649) 

7. クリス・ソーンヒル、2004、『現代ドイツの政治思想家―ウェーバーからルーマンまで』、岩波書店 (ISBN:4000227408) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB709 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB709／ライフストーリー研究 

(Research: Life Story Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライフストーリー研究はどんな知をもたらし、人間と社会にどんな働きかけをするのか 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ライフストーリー研究の知の向きあい方とその意義、そして実践について理解し、それを受講者各々の調査研究実践に生かし

ていけるようにすること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ライフストーリーとはなにか。それはどんな知をもたらし、人間と社会にどんな働きかけをするのか。ライフストーリー・インタビュ

ーという行為、そしてライフストーリー研究の核となる考え方と根本的意義を理解し、その方法と実践について議論する。 

 まずは受講者の問題意識を、原問題の次元から相互的・対話的に理解することから始め、また、ライフストーリー研究のものの

見方・考え方、あるいは実践について記された文献の議論と各自の調査経験や課題意識（迷いや悩みも含む）を交差させていく。

そして、その対話と議論のなかで、受講者が直面している各々の調査研究上の問題を検討し、助言しあう機会も積極的にもちた

いと考えている。 

 とくに今年度は、〈ライフストーリーの知〉について論じた文献とともに、圧倒的な他者の経験（とりわけ原爆体験）と向きあい受け

とめていくことについて論じた文献を取りあげてみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 対話的自己紹介 

3. 対話的自己紹介 

4. 対話的自己紹介 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 実践報告 

14. 実践報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 必要に応じで授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB710／ライフストーリー演習 

(Seminar: Life Story Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライフストーリー研究はどんな知をもたらし、人間と社会にどんな働きかけをするのか 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ライフストーリー研究の知の向きあい方とその意義、そして実践について理解し、それを受講者各々の調査研究実践に生かし

ていけるようにすること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ライフストーリーとはなにか。それはどんな知をもたらし、人間と社会にどんな働きかけをするのか。ライフストーリー・インタビュ

ーという行為、そしてライフストーリー研究の核となる考え方と根本的意義を理解し、その方法と実践について議論する。 

 まずは受講者の問題意識を、原問題の次元から相互的・対話的に理解することから始め、ま た、ライフストーリー研究のもの

の見方・考え方、あるいは実践について記された文献の議論と各自の調査経験や課題意識（迷いや悩みも含む）を交差させてい

く。そして、その対話と議論のなかで、受講者が直面している各々の調査上の問題を検討し、助言しあう機会も積極的にもちたい

と考えている。 

 とくに秋学期の「ライフストーリー演習」では、受講者の調査研究報告をめぐる議論を重視したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 対話的自己紹介 

3. 対話的自己紹介 

4. 対話的自己紹介 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 調査研究報告 

10. 調査研究報告 

11. 調査研究報告 

12. 調査研究報告 

13. 調査研究報告 

14. 調査研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 必要に応じで授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB711／エスノメソドロジー研究 

(Ethnomethodology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エスノメソドロジーの基本的な考え方 

担当者名 

（Instructor） 
前田 泰樹(MAEDA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エスノメソドロジーの基本的な考え方を習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学は、対象となる私たち社会成員の側が、何らかのことば（＝概念）を用いて，自らの経験や行為を理解しているという事実

と向き合ってきた。実際に私たちは、日常生活から始まって病いの経験やケアの実践などにいたるまで、何らかの方法（論）を用

いて自らの経験や行為を理解し、さまざまな社会生活を営んでいる。授業では、私たちが社会生活を営むさいに実際に用いてい

る方法（論）を捉えようとするエスノメソドロジーの基本的な考え方を、比較的古典的な文献（社会学的記述の方法に関連する論

文など）の読解を通じて理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献の報告とディスカッション 

3. 文献の報告とディスカッション 

4. 文献の報告とディスカッション 

5. 文献の報告とディスカッション 

6. 文献の報告とディスカッション 

7. 文献の報告とディスカッション 

8. 文献の報告とディスカッション 

9. 文献の報告とディスカッション 

10. 文献の報告とディスカッション 

11. 文献の報告とディスカッション 

12. 文献の報告とディスカッション 

13. 文献の報告とディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

該当文献を精読し、論点・疑問点を整理して、授業に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB712／エスノメソドロジー演習 

(Seminar: Ethnomethodology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エスノメソドロジーの基本的な考え方・分析の態度 

担当者名 

（Instructor） 
前田 泰樹(MAEDA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エスノメソドロジーの基本的な考え方および分析の態度を習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学は、対象となる私たち社会成員の側が、何らかのことば（＝概念）を用いて，自らの経験や行為を理解しているという事実

と向き合ってきた。実際に私たちは、日常生活から始まって病いの経験やケアの実践などにいたるまで、何らかの方法（論）を用

いて自らの経験や行為を理解し、さまざまな社会生活を営んでいる。授業では、私たちが社会生活を営むさいに実際に用いてい

る方法（論）を捉えようとするエスノメソドロジー研究の現在の潮流（ワークの研究や会話分析など）について検討する。また、参加

者の関心に従って、具体的な事例の分析的検討を行う機会を設ける予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献の報告・事例の検討 

3. 文献の報告・事例の検討 

4. 文献の報告・事例の検討 

5. 文献の報告・事例の検討 

6. 文献の報告・事例の検討 

7. 文献の報告・事例の検討 

8. 文献の報告・事例の検討 

9. 文献の報告・事例の検討 

10. 文献の報告・事例の検討 

11. 文献の報告・事例の検討 

12. 文献の報告・事例の検討 

13. 文献の報告・事例の検討 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

該当文献を精読し、論点・疑問点を整理して、授業に参加すること。その他必要に応じて、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 44 - 

■MB713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB713／弱者・マイノリティ研究 

(Minority Issues in Contemporary Societies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイノリティの権利保障と市民社会 

担当者名 

（Instructor） 
岩間 暁子(IWAMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、ヨーロッパを中心に「古いマイノリティ」と「新しいマイノリティ」という対比がなされている。「古いマイノリティ」はいわゆる「ナ

ショナル・マイノリティ」、「新しいマイノリティ」は移民を指す。この二つの概念の理論的違いに留意しつつ、東アジア、ヨーロッパ、

アメリカにおける「マイノリティ（少数者）」をめぐる現状と歴史、政策について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国連や国際人権法などでは「弱者」「マイノリティ」「移民」の３者は明確に区別され、それぞれ異なる配慮が必要とされる。これに

対して、日本では障碍者、LGBT、ホームレスなどを含む多義的な「マイノリティ」概念（国際人権法などでは「弱者」に相当）が広が

っていると同時に、他国とは異なり、アイヌ民族や沖縄の人々、在日コリアンなどの「ナショナル／エスニック・マイノリティ」が「マイ

ノリティ」概念に占める位置は小さい。このような「マイノリティ」概念の日本的特徴と整合する形で、国際的基準と照らし合わせて

みると、日本では「ナショナル／エスニック・マイノリティ」の権利保障がほとんどなされていないという問題もある。こうした問題意

識の下に、２つの課題を取り上げる。（１）「マイノリティ」概念は「伝統型／限定型」（ドイツ、ソ連・ロシア、中国など）、「拡散型」（ア

メリカ、日本、韓国など）、「回避型」（フランス）といった３類型に大別されることを確認した後、（２）「シティズンシップ」「多文化主

義」「社会的包摂」といった観点から、各国における「古いマイノリティ」の権利擁護や政策の展開と、「新しいマイノリティ」の排除と

包摂をめぐる状況について批判的検討をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「マイノリティ」概念に関する文献講読１ 

3. 「マイノリティ」概念に関する文献講読２ 

4. マイノリティの包摂に関する文献講読１ 

5. マイノリティの包摂に関する文献講読２ 

6. マイノリティの包摂に関する文献講読３ 

7. マイノリティの包摂に関する文献講読４ 

8. マイノリティの包摂に関する文献講読５ 

9. マイノリティの包摂に関する文献講読６ 

10. マイノリティの包摂に関する文献講読７ 

11. マイノリティの包摂に関する文献講読８ 

12. マイノリティの包摂に関する文献講読９ 

13. マイノリティの包摂に関する文献講読 10 

14. マイノリティの包摂に関する文献講読 11 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の授業で取り上げる文献を読むことは必須であり、レポーターを担当する場合にはレジュメの作成もおこなう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席，報告内容，ディスカッションへの積極的参加によって総合的に評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩間暁子／ユ・ヒョヂョン、2007、『マイノリティとは何か－概念と政策の比較社会学』、ミネルヴァ書房 (978-462304872) 

1 回目の授業で受講生と相談の上、３回目以降に読む文献を決める予定。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB716／宗教社会学演習 

(Seminar: Sociology of Religion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

現代社会論の探求（＊なお、大学院には「［基礎科目としての］宗教社会学」「宗教社会

学演習［この科目］」「宗教社会学研究」の３科目があるので注意すること） 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

狭義の宗教にとどまらず、現代の精神状況を幅広く社会学的に考察する。カウンセリング、セラピーの話題も取り扱う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

過去の文献例： 

 

Ｓ・マクナミー ＆ Ｋ・Ｊ・ガーゲン『ナラティブ・セラピー』 

須藤廣『ツーリズムとポストモダン社会：後期近代における観光の両義性』 

千石好郎編『モダンとポストモダン』 

高坂健次・厚東洋輔編『講座社会学１ 理論と方法』 

宮島喬・島薗進編『現代日本人の生のゆくえ』 

Eva Illouz, "Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism". 

ギデンズ『モダニティと自己アイデンティティ』 

 

学部レベルを超えた文献を輪読することを通じて，多様な社会学の議論に触れる。受講者の個人発表もおこなう。映像資料を見

て議論する回も設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究報告１ 

3. 研究報告２ 

4. 研究報告３ 

5. 映像資料 

6. 輪読発表１ 

7. 輪読発表２ 

8. 輪読発表３ 

9. 映像資料 

10. 輪読発表４ 

11. 輪読発表５ 

12. 輪読発表６ 

13. 映像資料 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備は充分におこなうこと。参照文献を中心に、先行研究を読み込んでゆくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/発表以外の要素（授業への貢献、レポートなどの提出物）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

諸注意 

http://d.hatena.ne.jp/ykoike/20060421 
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注意事項（Notice） 
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■MB722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB722／都市社会学演習 

(Seminar: Urban Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市への政治経済学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
松本 康(MATSUMOTO YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市社会学の講義内容を踏まえ，都市社会学の近年の動向，とりわけ都市への政治経済学的アプローチについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 Savage, Warde and Ward, Urban Sociology, Capitalism and Modernity を手がかりとして、都市社会学の英文文献を輪読し、都市
社会学の近年の動向、とりわけ都市への政治経済学的アプローチの概要を理解するとともに、各自の研究について発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. オリジナル研究発表 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

割り当てられた文献を読み、要約を作成する。オリジナル研究発表を準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の発表・討論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Savage, M., A. Warde, and K. Ward. 2003. Urban Sociology, Capitalism, and Modernity 2nd ed.. MacMillan (ISBN:ISBN 

0333971604) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 49 - 

■MB726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB726／地域社会学演習 

(Seminar: Urban and Regional Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
西山 志保(NISHIYAMA SHIHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

創造都市論、コミュニティ再生，まちづくりや市民活動に関する最新の都市理論を検証しつつ，都市再生戦略について，欧米との

比較を行いながら分析をする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

急速にグローバル化する現代社会において，世界都市論，創造都市論，縮小都市論など，都市の生き残り戦略を取り上げる。各

国の政府や自治体がどのような都市政策をとっているのか，またそこに政府セクター，市場セクター，市民セクターなど，どのよう

な主体が参加し問題解決を図っているのか，現状を分析する。各自の研究課題と研究計画に基づき，オリジナルの研究報告を

行い，討論をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読（１） 

3. 文献講読（２） 

4. 文献講読（３） 

5. 文献講読（４） 

6. 文献講読（５） 

7. 文献講読（６） 

8. 中間討論 

9. 文献講読（７） 

10. 文献講読（８） 

11. 各自報告 

12. 各自報告 

13. 各自報告 

14. 全体討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常点(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習内で適宜指示。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB732／国際社会学演習 

(Seminar: Sociology of Transnational Social Spaces) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化と多文化共生 

担当者名 

（Instructor） 
石井 香世子(ISHII KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では、以下の２つを目標としています。① グローバリゼーションと多文化共生に関連した代表的な理論（移民と多文化

共生、観光とローカル文化、家族の多文化化、難民問題の背景など）にはどのようなものがあるかを知ること、② 身近な日常生

活の中から、グローバリゼーションとは何か・文化とは何かを問い直す経験を積んでもらうこと。それら２つを通じて、グローバリゼ

ーションの時代を生きる人として、将来に生きる力のひとつを身に着けてもらうことを上位目標としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 グローバリゼーションは時間と空間の圧縮を通じて、もともと多様だった地球上各地に暮らす人々を一挙に「隣人」に位置づけた

かに見えます。しかしそれは同時に、新たな問題を我々に突きつけることになりました。そのグローバリゼーションの構造につい

て、この授業では、境界域とエスニシティの側面から学んでいきます。 

 具体的には、春学期のあいだは授業の前半を文献購読、後半をその文献の内容をもとにしたディスカッションという形で進めま

す。これを通じて春学期のあいだに、自分が興味を持てる主題を 1 人 1 人に見つけてもらいます。夏休み明けまでに、自分が興

味を持ってとり組める自分自身の研究主題を見つけます。そのうえで秋学期の授業では、その主題のもとで調査を企画・実施・分

析・報告してもらい、身近なところからグローバル化を問い直してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期ガイダンス 

2. 文献講読＋グループ・ディスカッション 1 

3. 文献講読＋グループ・ディスカッション 2 

4. 文献講読＋グループ・ディスカッション 3 

5. フィールド授業 

6. 文献講読＋グループ・ディスカッション 5 

7. 文献講読＋グループ・ディスカッション 6 

8. 文献講読＋グループ・ディスカッション 6 

9. フィールド授業 

10. 文献講読＋グループ・ディスカッション 7 

11. 文献講読＋グループ・ディスカッション 8 

12. 文献講読＋グループ・ディスカッション 9 

13. フィールド授業 

14. 文献講読＋グループ・ディスカッション 10 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワーク・シンポジウムなどへの参加を課すこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/プレゼンテーション(20%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石井香世子、2016、『国際社会学入門』、ナカニシヤ書店 (ISBN:978-4779511349) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮島喬他編著、2013、『グローバリゼーションと社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623066100) 

2. ウルリッヒ・ベック、2005、『グローバル化の社会学』、国文社 (ISBN:9784772005104) 

3. ニール・J. スメルサー、2002、『グローバル化時代の社会学』、晃洋書房 (ISBN:9784771012080) 

4. 4.ロビン コーエン、2003、『グローバル・ソシオロジー 1』、平凡社 (ISBN:9784582452211) 

5. 4. ロビン コーエン、2003、『グローバル・ソシオロジー ２』、平凡社 (ISBN:9784582452228) 

  適宜、授業のなかで提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/kayokoishii/ 

 

注意事項（Notice） 
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■MB734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB734／環境社会学演習 

(Seminar: Environmental Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境の語り・環境の物語 

担当者名 

（Instructor） 
関 礼子(SEKI REIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」に関連したテーマに沿って小説・映画等を読み解く。時代背景やディテールを調査しながら、作品のメッセージ性と背後に

ある価値・倫理を抽出していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較的多数の人に共有されている作品を軸にしながら、環境がテーマになる作品を抽出し、その背景となる社会的文脈を再構成

しながら環境の語りを再構築する。その際、文献調査やヒアリングなどを組み合わせる。どんな「環境」をテーマにするかは、受講

者の関心を考慮したうえで決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テーマの選定と作品概要 

3. テーマに関する理論文献リスト作成と文献紹介１ 

4. テーマに関する理論文献リスト作成と文献紹介２ 

5. テーマに関する理論文献リスト作成と文献紹介３ 

6. テーマに関する理論文献リスト作成と文献紹介４ 

7. テーマを深める：方法論的検討１ 

8. テーマを深める：方法論的検討２ 

9. 調査１ 

10. 調査２ 

11. 調査３ 

12. 調査４ 

13. 理論とデータに基づく環境理解１ 

14. 理論とデータに基づく環境理解２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の報告レジュメ作成、レポート作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と議論(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない 

 

参考文献（Readings） 

適宜支持するほか、自身で探す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 53 - 

■MB735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB735／環境教育研究 

(Environment Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
総合的な環境教育 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 治(ABE OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境教育の理念や歴史から環境教育学研究の課題と可能性を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境教育の誕生と発展について、国内外の文脈をもとに具体的事例を交えながら検討することを通じて環境教育学という学問の

構想と構造、可能性について講義する。ここでいう環境教育の範囲は公害教育や環境教育にとどまらず ESDまで幅広く、その場

も学校教育・社会教育・企業内教育・政府による政策など広範囲にわたる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境教育とは何か（１）持続不可能な現代 

2. 環境教育とは何か（２）歴史 

3. 環境教育とは何か（３）目的 

4. 環境教育とは何か（４）概念 

5. 環境教育とは何か（５）方法 

6. 学校環境教育論 

7. 公害教育論 

8. 自然保護教育・自然体験学習論・自然学校論 

9. 都市型環境教育・環境教育施設論 

10. 企業/NPOによる環境教育 

11. 環境教育研究のフィールドワーク（１）環境教育政策 

12. 環境教育研究のフィールドワーク（２）マルチステークホルダーによる地域づくり 

13. 環境教育研究のフィールドワーク（３）国際協力 

14. 環境教育学の展望：環境教育から ESDへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に随時紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB736 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB736／ＥＳＤ演習 

(Seminar: Education for Sustainable Development) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ESD論/持続可能な開発のための教育 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 治(ABE OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ESD（持続可能な開発のための教育）の持論と実践・課題について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ESD成立の背景、理論と具体的取り組みについて、特に環境教育から ESDへの質的変容、「国連持続可能な開発のための教

育の 10 年」（DESD）の登場、ポスト DESDの視点から検討し、特に国連が 2016 年から取り組んでいる持続可能な開発目標

（SDGｓ）と我が国における地域創生の担い手づくりとしての ESD の役割など ESD をめぐる今日的課題について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 持続可能な開発（概念）の検討 

2. 持続可能な開発概念の誕生の歴史（１） 国連人間環境会議を中心に 

3. 持続可能な開発概念の誕生の歴史（２） ナイロビ会議を中心に 

4. 持続可能な開発概念の誕生の歴史（３） 地球サミットを中心に 

5. 持続可能な開発概念の課題 

6. ESD とは何か（１） ESD の概念を中心に 

7. ESD とは何か（２） 国連 ESDの 10 年を中心に 

8. ESDの事例 初等・中等教育 

9. ESDの事例 高等教育 

10. ESDの事例 NGO/NPO 

11. ESDの事例 事業者 

12. ESDの事例 自治体を含む地域づくり 

13. ESDの事例 国際的な取り組み 

14. これからの ESDの課題 ポスト国連 ESDの 10 年 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前配布資料ならびにテキストを事前に読んでおくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への積極的参加度(40%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 成・寺田編、2013、『ESD と大学』、風媒社 

2. 秋田商業高校編、2013、『ユネスコスクールによる ESDの実践』、アルテ 

3. 佐藤・阿部編、2012、『ESD入門』、筑波書房 

4. 阿部・田中編、2012、『アジア太平洋地域の ESDの新展開』、明石書店 

5. 阿部・川嶋編、2012、『ESD拠点としての自然学校』、みくに出版 

6. 阿部・川嶋編、2011、『次世代 CSR と ESD』、ぎょうせい 

7. 生方・神田・大森編、2011、『ESD をつくる』、ミネルヴア 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB739／ジャーナリズムスタディーズ研究 

(Journalism Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネット時代の米日欧ジャーナリズム 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 晃(HASHIMOTO AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディアが情報を盛り込む器であるとしたら、ジャーナリズムはその器の中身、すなわち社会の存続、発展に不可欠な情報・オピ

ニオン発信活動そのものである。インターネット時代に情報の器は大きく変容しつつあるが、肝心の中身は何が不変で何が変わ

りつつあるのか。器＝メディアと中身＝ジャーナリズム、さらには社会の三者の相互影響関係に留意しつつ、メディア・ジャーナリ

ズム・社会の現在・近未来をトータルに把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

インターネット、ソーシャルメディア全盛の時代だが、社会の存続・発展に不可欠の公共のことがらについての情報発信とオピニ

オン集約の活動は、アメリカではネット中心のメディアが一定のオルタナティブな役割を演じているが、日本では皆無に近い。技術

と経済ばかりが先行して進みがちなデジタルメディア革命の中で、忘れられがちなパブリックコミュニケーションの現在、近未来に

ついて、アメリカと日本、欧州のジャーナリズムの過去、現在を比較しつつ、展望する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. メディア化時代のジャーナリズム 

3. ジャーナリズム教育 

4. 情報源 

5. ゲートキーピング、スピン 

6. プロフェッショナリズムと客観性 

7. メディアとジェンダー 

8. ニュースバリュー 

9. メディアフレーム 

10. オルタナティブジャーナリズム 

11. グローバル化とジャーナリズム 

12. 戦争と平和のジャーナリズム 

13. ジャーナリズム研究 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の指定された章を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/議論など授業への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大井眞二、田村紀雄、鈴木雄雅、2018、『現代ジャーナリズムを学ぶ人のために 第２版』、世界思想社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB742／映像メディア演習 

(Seminar: Visual Media Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テレビと規制 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1953 年の放送開始以来、60 年以上の歴史を持つ、日本のテレビ。テレビの歴史を踏まえ、特にテレビと規制について探求してい

く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法 21 条は「表現の自由」「検閲の禁止」「通信の秘密」を規定しているが、個別法において、様々なメディア規制条項が

ある。その一方、テレビをはじめ、メディア界は憲法 21 条による自主自立を確保することを目的に自主規制を標榜している。テレ

ビにおける法的規制と自主規制について、受講生とともに考え、今後のメディアについて考える。なお、受講生の研究テーマにあ

わせて、適宜、アレンジしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テレビの媒体特性 

2. テレビ史 

3. 世界のテレビ比較 

4. NHK 

5. 民放 

6. 衛星放送 

7. 日本国憲法とメディア 

8. 公的規制 

9. 自主規制 

10. 日本民間連盟放送基準 

11. BPO 

12. 番組審議会 

13. 免許制度 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テレビの制度・産業について予め調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題等の提出・理解度等総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてその都度指定する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB743／質的メディア研究 

(Qualitative Media Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
黄 盛彬(SEONGBIN HWANG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア研究において用いられる質的研究調査法及びデータ分析法について、その原理、基礎、方法を理解し、受講生自らが研

究調査を設計し、実践できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メディア研究において用いられる質的な研究方法およびデータ分析法の原理、基礎、方法を学んだのち、批判的言説分析を中心

にしながら、ナラティブ分析、聞き取り調査、映像資料を用いた分析するなどのさまざまな質的調査方法論を用いて書かれた論文

を事例として取り上げる。その後、受講生自ら、研究調査計画の設計、データ収集に取り組んでもらう。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インドロダクション 

2. 質的研究の原理 

3. 質的研究の基礎 

4. 質的研究の方法 その１ 

5. 質的研究の方法 その２ 

6. 質的研究の方法 その３ 

7. 質的メディア研究の事例   

8. 質的メディア研究の事例  

9. 質的メディア研究の事例  

10. 質的メディア研究の事例  

11. 質的メディア研究の事例  

12. 質的メディア研究の事例  

13. 受講生による研究・調査計画の発表 

14. 受講生による研究・調査計画の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(40%)/授業への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で輪読文献のリストを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Bonnie S. Brennen. 22017. Qualitative Research Methods for Media Studies. Routledge (ISBN:1138219215) 

2. Altheide D. 2012. Qualitative Research Analysis. Sage (ISBN:1452230056) 

3. Corbin. 2014. Basics of Qualitative Research. Sage (ISBN:1412997461) 

4. 佐藤郁哉、2008、『質的データ分析法ー原理・方法・実践』、新曜社 (ISBN:4788510952) 

5. 景山佳代子、2010、『性・メディア・風俗―週刊誌『アサヒ芸能』からみる風俗としての性』、ハーベスト社 (ISBN:4863390246) 

6. Norman Fairclough. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. Routledge (ISBN:0415258936) 

7. John E. Richardson. 2006. Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. Palgrave (ISBN:1403935653) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB744／質的メディア演習 

(Seminar: Qualitative Media Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
服部 孝章(HATTORI TAKAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前期の「質的メディア研究」における質的研究調査法・データ分析法の基礎学習等をもとに、関連著書・論文を読み、受講者の研

究への寄与貢献をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

関連文献を読み、受講者個々の修士論文等の主要課題との関連をもとに、他の資料探索を経て、自らの研究計画を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 １ 

3. 文献講読 ２ 

4. 文献講読 ３ 

5. 文献講読 ４ 

6. 文献講読 ５ 

7. 受講者課題との関連 １ 

8. 受講者課題との関連 ２ 

9. 受講者課題との関連 ３ 

10. 受講者課題：関連資料探索 １ 

11. 受講者課題：関連資料探索 ２ 

12. 受講者の構想発表 １ 

13. 受講者の構想発表 ２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提示された文献を熟読し、社会学辞典等で用語を確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉見俊哉、2004、『メディア文化論』、有斐閣 (ISBN:4641121907) 

 

参考文献（Readings） 

1. 畠山兆子・松山雅子、2006、『物語の放送形態論』、世界思想社 (ISBN:9784790711698) 

2. ノーム・チョムスキー、2008、『メディアとプロパガンダ』、青土社 (ISBN:9784791763993) 

3. E.H.カー、2011、『危機の二十年』、岩波書店 (ISBN:9784003402214) 

4. 林香里、2017、『メディア不信』、岩波書店 (ISBN:9784004316855) 

5. 佐藤功、2016、『復刻新装版 憲法と君たち』、時事通信社 (ISBN:9784788714915) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB746／オルタナティブ・メディア演習 

(Seminar: Alternative Media Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
林 怡蕿(LIN I-HSUAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オルタナティブ・メディアとはなにか。英語文献の講読を通してその意味と関連概念を把握し、オルタナティブ・メディアの意味とそ

の実践の可能性と限界への理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

オルタナティブ・メディアの意味を理解するために、まずそれに関連する諸概念、その主体たる市民、移民、ディアスポラ、先住民

などが置かれる社会的位置、そして主流社会との関わりといった三つの視点から考察し、オルタナティブ・メディアのもつ現代的

意味を見出す。 

また、メディアの規範概念と理論を用いて、市民やマイノリティが主体であるメディアの可能性と限界を考えていく。北欧、アメリ

カ、アジア、アフリカなどの事例講読を中心に、世界的動向を把握していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introdcution 

2. Alternative Journalism around the world 

3. Digital media and news 

4. Listening to the voiceless 

5. Haiti grassroots watch 

6. The rise of citizen photojournalism 

7. Independent citizen journalism and terrorism 

8. News curation in social media as a second wave of citizen journalism 

9. Community and alternative media 

10. Media Participatory 

11. Diasporic media in multicultual societies 

12. Occupy and social movement communication 

13. Techonological struggles in community media 

14. Social media and activist communication 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

コーラスで随時知らせる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況、課題への取り組む状況(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB752／現代文化社会論演習 

(Seminar: Contemporary Culture and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代文化と社会との関係性に関する批判的研究 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 元宏(KOIZUMI MOTOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芸術・文化の社会学や現代芸術論、文化研究に関する理論・実践的研究 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化批評理論、現代芸術論、文化政策研究などの理論的研究を中心とする。また、現代文化、なかでも近現代における美術・音

楽・映像・パフォーミングアーツなどの諸芸術・文化をめぐる場や活動と、社会的諸主体・権力との関係性などに関する各自の問

題意識やテーマに基づいた研究発表およびディスカッションなどを実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 研究発表、ディスカッション 

7. 研究発表、ディスカッション 

8. 研究発表 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. ゲストトーク 

13. 研究発表、ディスカッション 

14. 研究発表、ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読・研究発表においては、事前の発表準備等が必須である。また授業中に取り扱う理論や実践活動にかんして、自ら調査

研究を深めていくことで、授業内容への理解を深めるとともに、自身の研究課題へのフィードバックを積極的に行っていくことが期

待される。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加（研究発表、ディスカッションほか）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者の関心に合わせ、指定する。なお英語文献が含まれることもある。 

 

参考文献（Readings） 

都度、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB754／消費社会・消費文化演習 

(Seminar: Consumer Society and Consumer Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費社会の歴史と現在 

担当者名 

（Instructor） 
貞包 英之(SADAKANE HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

わたしたちが生きている消費社会はいかなる過去を持ち、それが現在のあり方にいかに影響を与えているかを具体的な対象を

題材として理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

消費社会について理解するためには、具体的な対象に即してその歴史について分析することが重要になります。そのためここで

は 20 世紀アメリカを出発点として、既存の文献を批判的に検討していくと同時に、みずから特定の対象を定め研究を進めていき

ます。その分析対象は、大衆文化を始め、性、家族、労働など多様な社会現象を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 消費社会を考えることの展望と授業の詳細について説明する。 

2. 文献講読予定 

3. 文献講読予定 

4. 文献講読予定 

5. 文献講読予定 

6. 研究発表予定 

7. 研究発表予定 

8. 研究発表予定 

9. 研究発表予定 

10. 研究発表予定 

11. 研究発表予定 

12. 研究発表予定 

13. 研究発表予定 

14. 研究発表予定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテクストを読むとともに、各自で調査・分析する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表 1(40%)/発表 2(40%)/授業参加度(20%) 

詳細は追って提示する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

詳細は追って提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 初回時に説明と文献選定をおこなうため、かならず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB756 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB756／映像文化論演習 

(seminar: Visual Culture Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
視覚の修辞学 

担当者名 

（Instructor） 
生井 英考(IKUI EIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな視覚表象の修辞学的なりたちについての知見を得、深い洞察をともなう議論を展開する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

視覚の修辞学（ヴィジュアル・レトリック）とは、視覚的コミュニケーションのなりたちを究明するための、視覚的リテラシーの一部で

ある。写真、映画、グラフィックデザイン、漫画等、さまざまな事例を通して考察し、かつ理論的な検討もおこなう。文献講読・履修

者による発表あり。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 視覚的コミュニケーションと修辞学(1) 

3. 講読文献を選ぶ 

4. 視覚的コミュニケーションと修辞学(2) 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 視覚的コミュニケーションと修辞学(3) 

9. 視覚的コミュニケーションと修辞学(4) 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. まとめ 

14. 講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読、および履修者各自による発表のための調査と準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討論・発表等(40%)/クラス運営への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles A. Hill, et al.. 2004. Defining Visual Rhetorics. Routledge (ISBN:0805844031) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB757 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB757／音楽社会学研究 

(Sociology of Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽社会学研究の理論的潮流 

担当者名 

（Instructor） 
井手口 彰典(IDEGUCHI AKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

音楽社会学研究を進める上で必要となる基礎的な理論を修得するとともに、音楽社会学の成立経緯やその現代的な問題点など

を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽社会学の広がりと具体的な研究手法を、既存の文献の読解を通じて学ぶ。文献の選択に際しては受講者の興味関心にも配

慮する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 A1 

3. 文献講読 A2 

4. 理論の応用 A1 

5. 理論の応用 A2 

6. 文献講読 B1 

7. 文献講読 B2 

8. 理論の応用 B1 

9. 理論の応用 B2 

10. 文献講読 C1 

11. 文献講読 C2 

12. 理論の応用 C1 

13. 理論の応用 C2 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発表および課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教科書・プリント類の輪読をベースとし、適宜音例なども用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB771／社会学特殊研究Ａ 

(Special Study on Sociology A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
格差と政策の教育社会学 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 哲(MIWA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、「教育格差を是正するための政策評価」をテーマとして、教育社会学のとらえかたと研究のやりかたを学ぶこ

とです。それを通して、理論的な思考法、計量的な分析法、さらには政策的なアプローチの進めかたまで、総合的に習得すること

をめざします。平易な内容から始めていきますので、初学者でも受講可能です。 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、指定された文献の講読、およびそれをめぐる討議が中心となります。文献としては、教育政策評価を扱うものと、学力や

家庭環境の実証分析を扱うものを予定しています。難しいトピックにかんしては、補足のための講義を併用します。必要に応じ、

統計ソフト（SPSS等）の使い方や統計分析についても、簡単な実習をおこないます。そのうえで、実際の社会調査データを使用し

て、教育格差問題の計量研究に受講者全員で挑み、成果をプレゼンします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コースオリエンテーション 

2. 費用分析とは何か 

3. 教育政策の費用とその計算 

4. 教育政策への投入要素の価値評価 

5. 費用の分析 

6. 費用効果分析 

7. 費用便益分析 

8. 費用効用分析 

9. 学力問題 

10. 発達・健康問題 

11. 教育投資問題 

12. 計量分析と政策評価 

13. 最終プレゼン 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の最後に、次回授業時までに読むべき文献を指定します。発表担当者だけでなく、すべての受講生は、それをもとに予習を

してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での文献購読発表(20%)/授業での分析報告(40%)/最終プレゼンの評価(40%) 

分析報告は、分析法ごとに複数回課されることになる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ヘンリー・レヴィン、パトリック・マキューアン著（赤林英夫監訳）、2009、『教育の費用効果分析』、日本評論社 (978-535-

55582-2) 

2. 赤林英夫、直井道生、敷島千鶴編著、2016、『学力・心理・家庭環境の経済分析』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16473-4) 

その他の文献や資料については、授業内に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB772 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB772／社会学特殊研究Ｂ 

(Special Study on Sociology B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アイデンティティ概念の再検討 

担当者名 

（Instructor） 
仁平 典宏(NIHEI NORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学や社会理論における「アイデンティティ」概念の捉え方について検討し、その到達点と課題について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アイデンティティ概念は、社会と個人とつなぐものとして社会学においても重視されてきた。かつては統一的なアイデンティティ概

念が中心的だったが、その後は演技的自己、さらには多元的自己や解離的自己など、個人の多元性や分割可能性、偶発性に注

目する概念が多く見られるようになっている。 

 

本授業では、アイデンティティ概念の変遷を抑えた上で、それが社会やコミュニティのいかなる変化と結びついているのか、またそ

れぞれのアイデンティティ／主体概念のあり方がいかなる認識利得や問題点、政治的可能性を有しているのか検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献１の検討(1) 

3. 文献１の検討(2) 

4. 文献１の検討(3) 

5. 文献１の検討(4) 

6. 文献１の検討(5) 

7. 文献１の検討(6) 

8. 文献１の検討(7) 

9. 文献２の検討(1) 

10. 文献２の検討(2) 

11. 文献２の検討(3) 

12. 文献２の検討(4) 

13. 文献２の検討(5) 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員、講読箇所を批判的に精読し、議論の利点と問題点について検討しておく。 

レポーターは、担当部分のレジュメを作成し、内容の要約と問題提起なコメントを提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーター・コメンテーターの役割遂行(50%)/議論への参加・貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アーヴィング・ゴッフマン、2012、『儀礼としての相互行為――対面行動の社会学』、法政大学出版局 

2. ナンシー・フレイザー＆アクセル・ホネット、2012、『再配分か承認か?――政治・哲学論争』、法政大学出版局 

3. ジュデイス・バトラー、1999、『ジェンダー・トラブル――フェミニズムとアイデンティティの攪乱』、青土社 

4. 浅野智彦、2015、『「若者」とは誰か【増補新版】――アイデンティティの 30 年』、河出書房新社 

5. 奥村隆、2013、『反コミュニケーション』、弘文堂 

6. ジグムント・バウマン、2008、『個人化社会』、青弓社 

その他、授業時に提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/nihenori 

 

注意事項（Notice） 
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■MB773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB773／社会学特殊研究Ｃ 

(Special Study on Sociology C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市コミュニティ研究の現代的視座ー「第三の空間論」の再検討ー 

担当者名 

（Instructor） 
和田 清美(WADA KIYOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業は、都市社会学における「第三の空間論」の系譜をたどり、これをとおして都市コミュニティ研究の現代的視座を検討す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業は、まず日本の都市社会学研究において「第三の空間論」を提示した磯村英一の理論を起点として、その後の展開と現

在について、以下の４冊の輪読し、検討する。文献講読が主となるが、４回のディスカッションを設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：本授業の目的と概要 

2. 磯村英一の「第三の空間論」を読む① 

3. 磯村英一の「第三の空間論」を読む② 

4. ディスカッション：磯村英一の「第三の空間論」をめぐって 

5. 吉見俊哉の「盛り場論」を読む① 

6. 吉見俊哉の「盛り場論」を読む② 

7. ディスカッション：吉見俊哉の「盛り場論」をめぐって 

8. 奥田道大の「都心コミュニティ論」を読む① 

9. 奥田道大の「都心コミュニティ論」を読む② 

10. ディスカッション：田道大の「都心コミュニティ論」をめぐって 

11. レイ・オルデバーグの「サードプレイス論」を読む① 

12. レイ・オルデバーグの「サードプレイス論」を読む② 

13. ディスカッション：レイ・オルデバーグの「サードプレイス論」をめぐって 

14. 授業のまとめと履修者各人の研究テーマ案の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 配布されたプリントの復習及び毎回事前に指示する参考文献を予習すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/出席および授業参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 磯村英一、1959、『都市社会学研究』、有斐閣 

2. 吉見俊哉、1987、『都市のドラマトゥルギー』、弘文堂 

3. 奥田道大他編著、1984、『都市の文化』、有斐閣 

4. レイ・オルデバーグ、2013、『サードプレイス』、みすず書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB774／社会学特殊研究Ｄ 

(Special Study on Sociology D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
支援の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 恵(SATO KEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

困難を抱える当事者とそれをサポートする支援者の経験について、具体的事例を学び、支援と「支え合い」に関する理解を深め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

支援と「支え合い」をめぐるテキストを講読し、基本的な視点・発想を共有した上で、参加者各自の問題意識に基づく報告を行い、

それぞれの研究の到達点と課題について討論・検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. テキスト講読とディスカッション（１） 

3. テキスト講読とディスカッション（２） 

4. テキスト講読とディスカッション（３） 

5. テキスト講読とディスカッション（４） 

6. テキスト講読とディスカッション（５） 

7. テキスト講読とディスカッション（６） 

8. 参加者による報告とディスカッション（１） 

9. 参加者による報告とディスカッション（２） 

10. 参加者による報告とディスカッション（３） 

11. 参加者による報告とディスカッション（４） 

12. 参加者による報告とディスカッション（５） 

13. 参加者による報告とディスカッション（６） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の関心のある支援実践について、具体的テーマを掲げた上で、適宜、資料を収集しつつ、各回の授業で学んだ視点・発想を

応用する練習をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、ディスカッションへの参加(50%)/報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 天田・渡辺編、2015、『大震災の生存学』、青弓社 (ISBN:ISBN978-4-7872-3392-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 崎山・伊藤・佐藤・三井編、2008、『〈支援〉の社会学』、青弓社 (ISBN:ISBN978-4-7872-3291-5) 

2. 伊藤智樹編、2013、『ピア・サポートの社会学』、晃洋書房 (ISBN:ISBN978-4-7710-2481-6) 

3. 佐藤恵、2010、『自立と支援の社会学』、東信堂 (ISBN:ISBN978-4-88713-949-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB775／社会学特殊研究Ｅ 

(Special Study on Sociology E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
後期近代における社会統制 

担当者名 

（Instructor） 
土井 隆義(DOI TAKAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の日本では，いわゆる「モノ消費」から「コミュニケーション消費」への移行が，急激に進行しています。また「包摂型の社会」

から「排除型の社会」への移行が加速しているともいわれます。その諸相と社会背景について，社会統制の諸問題を扱いながら

社会学的に検討します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初に，現代の社会統制における諸問題について，ジョック・ヤングの『排除型社会』の講読を行ないつつ，後期近代という観点

から論点整理とその社会学的含意の検討を行ないます。次に，現代の日本で進行しつつある特徴的な諸現象について，後期近

代に関する様々な文献を参照にしつつ，また具体的な事例を素材として取り上げながら，その社会学的含意を検討していきま

す。履修学生には，文献の報告を行なうだけでなく，具体的な社会現象を取り上げて独自に調査し，その内容について報告する

ことが求められます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通文献の輪読をおこなう（１） 

2. 共通文献の輪読をおこなう（２） 

3. 共通文献の輪読をおこなう（３） 

4. 共通文献の輪読をおこなう（４） 

5. 各自が関心のある社会現象を選択し，その概要について報告する（１） 

6. 各自が関心のある社会現象を選択し，その概要について報告する（２） 

7. 選択した社会現象を分析するために，必要と思われる文献の概要を報告する（１） 

8. 選択した社会現象を分析するために，必要と思われる文献の概要を報告する（２） 

9. 選択した社会現象を分析するために，必要と思われる文献の概要を報告する（３） 

10. 選択した社会現象を分析するために，必要と思われる文献の概要を報告する（４） 

11. 選択した社会現象を社会学的に分析し，その結果について報告する（１） 

12. 選択した社会現象を社会学的に分析し，その結果について報告する（２） 

13. 選択した社会現象を社会学的に分析し，その結果について報告する（３） 

14. 選択した社会現象を社会学的に分析し，その結果について報告する（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で自分が取り上げる社会現象について，予め選択し，調査を開始しておくことが望ましいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読における報告内容(20%)/選択テーマの報告内容(20%)/個別文官の報告内容(20%)/研究成果の報告内容(20%)/討論への参

加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョック・ヤング、2007、『排除型社会』、洛北出版 

 

参考文献（Readings） 

1. ジークムント・バウマン、2001、『リキッド・モダニティ－』、大月書店 

2. デボラ・チェンバース、2015、『友情化する社会』、岩波書店 

3. アンソニー・ギデンズ、2005、『モダニティと自己アイデンティティ－後期近代における自己と社会』、ハーベスト社 

4. ジョック・ヤング、2008、『後期近代の眩暈』、青土社 

5. ウルリヒ・ベック、1998、『危険社会』、法政大学出版局 

6. アンディ・ファーロング／フレッド・カートメル、2009、『若者と社会変容』、大月書店 

7. 土井隆義、2012、『少年犯罪〈減少〉のパラドクス』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB776／社会学特殊研究Ｆ 

(Special Study on Sociology F) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「環境-社会」にアプローチする理論と方法／問いの立て方を考える 

担当者名 

（Instructor） 
松村 正治(MATSUMURA MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境と社会の関係や環境を介した社会関係（テーマとしては、原発リスク、ダム建設、里山保全、獣害被害、地域づくりなど）につ

いて、社会学的な理論と方法によってアプローチし、分析・考察できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

おもにフィールドワークに基づく環境社会学的な研究をテキストとして取り上げ、ディスカッションを通して理論や方法を批判的に

検討し、その可能性と限界について考えます。そのため、隣接する環境社会心理学、環境民俗学、環境倫理学、保全生態学など

の研究成果からも学びます。 

個別具体的な社会現象を記述するだけではなく、そのデータをどう扱うと面白くなるのかを考えます。したがって、学術的な面白さ

とは何かについて深く考えることを求めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・授業計画の検討 

2. 環境社会学の理論と方法 (1) ：地域主体の生物多様性保全 

3. 環境社会学の理論と方法 (2) ：順応的ガバナンスと環境統治性 

4. 発表（コメント）とディスカッション (1)  

5. 発表（コメント）とディスカッション (2)  

6. 発表（コメント）とディスカッション (3)  

7. 環境社会学の理論と方法 (3) ：地域づくりと「よそ者」 

8. 発表（コメント）とディスカッション (4)  

9. 発表（コメント）とディスカッション (5)  

10. 発表（コメント）とディスカッション (6)  

11. 環境社会学の理論と方法 (4) ：中央-周縁と地域の主体性 

12. 発表（コメント）とディスカッション (7)  

13. 発表（コメント）とディスカッション (8)  

14. 総合討論・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げるテキストを読み、議論すべきポイント（論点）と、それに対する自分の考えを準備してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/ディスカッションへの貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

取り上げるテキストは Blackboardからダウンロードしてください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮内泰介編、2013、『なぜ環境保全はうまくいかないのか―現場から考える「順応的ガバナンス」の可能性』、新泉社 

(ISBN:4787713019) 

2. 大沼あゆみ・栗山浩一編、2015、『生物多様性を保全する (シリーズ 環境政策の新地平 第 4 巻) 』、岩波書店 

(ISBN:400028794X) 

3. 鬼頭秀一、1996、『自然保護を問いなおす―環境倫理とネットワーク』、筑摩書房 (ISBN:4480056688) 

4. 見田宗介、2011、『現代社会の理論 (定本 見田宗介著作集 第 1 巻)』、岩波書店 (ISBN:4000284819) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 74 - 

■MB777 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB777／社会学特殊研究Ｇ 

(Special Study on Sociology G) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『伝統文化』の人類学 

担当者名 

（Instructor） 
渥美 一弥(ATSUMI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会における先住民の「伝統文化」の意味について考え、その社会的、政治的、経済的環境を把握し、「伝統文化」の今日的

意味を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「伝統文化」と先住民に関する各自の関心に応じてテーマを設定し、関連する文献を読み、発表し、問題点や課題を討議する。発

表内容に検討を加えたレポートを学期末にまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代における先住民の「伝統文化」について 

2. 現代における先住民の「伝統文化」について 

3. 国家と先住民ー現代政治理論と「伝統文化」そして「先住民」 

4. 都市と先住民ー多文化主義とは何か：シティズンシップの今日的意味 

5. 「権力」の問題 

6. 「博物館」をめぐる問題 

7. 参加学生の発表と討論：学術論文の書き方 

8. 参加学生の発表と討論：学術論文の書き方 

9. 参加学生の発表と討論：学術論文の書き方 

10. 参加学生の発表と討論：学術論文の書き方 

11. 参加学生の発表と討論：学術論文の書き方 

12. 参加学生の発表と討論：学術論文の書き方 

13. 参加学生の発表と討論：学術論文の書き方 

14. まとめと最終コメント：いかにして自分の考えを学術論文としてまとめるか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加学生は各自の研究内容にあった先行研究の論文をいくつか選択し、それらを精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内の発言内容、積極性(70%) 

出席率 70％以下の学生については評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義の際に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Ｗ．キムリッカ、2005、『新版 現代政治理論』、日本経済評論社 

2. Ｗ．キムリッカ、2012、『土着語の政治:ナショナリズム・多文化主義・シティズンシップ』、法政大学出版局 

3. アンドレア・センプリーニ、2003、『多文化主義とは何か』、白水社 

4. クリスチャン・ヨプケ、2013、『軽いシティズンシップ――市民、外国人、リベラリズムのゆくえ』、岩波書店 

5. 保城 広至、2015、『歴史から理論を創造する方法: 社会科学と歴史学を統合する』、勁草書房 

6. 鈴木 哲也、2015、『学術書を書く』、京都大学学術出版会 

7. 渥美一弥、2016、『「共感」へのアプローチ』、春風社 

基本的には参加学生の研究内容に合わせる。理論的な文献については講義の際に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB778 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB778／社会学特殊研究Ｈ 

(Special Study on Sociology H) 

担当者名 

（Instructor） 
金 美林(KIM MILIM) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像コンテンツ産業と政策、放送と通信の融合に関連した産業の変化と政策、インターネット規制などの各分野で出版された書

籍や各分野で書かれた論文などの文献講読と討論を通じて、メディア政策全般に対する理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映像コンテンツ産業と政策、放送と通信の融合に関連した産業の変動と政策の変動、インターネット規制など、各メディアと関連し

た政策に焦点を合わせた文献を講読することによって、最新研究の動向や論点を理解する。読む文献の選択は受講者と相談の

上、決めることにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 研究報告 

9. 研究報告 

10. 研究報告 

11. 研究報告 

12. 研究報告 

13. 研究報告 

14. 研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予定された文献を精読し、発表や報告の準備を行 う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と研究報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で指示。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■SX901 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX901／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
デジタル・メディア研究、情報社会論 

担当者名 

（Instructor） 
和田 伸一郎(WADA SHIN'ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX902 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX902／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像人類学，地域研究（北米） 

担当者名 

（Instructor） 
生井 英考(IKUI EIKO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX903 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX903／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライフストーリー研究、生の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX905 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX905／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報行動論、エスノメソドロジー 

担当者名 

（Instructor） 
是永 論(KORENAGA RON) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 81 - 

■SX907 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX907／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費社会論、歴史社会学、現代社会論 

担当者名 

（Instructor） 
貞包 英之(SADAKANE HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX908 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX908／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化社会学、文化政策研究、現代芸術論 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 元宏(KOIZUMI MOTOHIRO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX910 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX910／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際社会学、エスニシティ論 

担当者名 

（Instructor） 
石井 香世子(ISHII KAYOKO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX911 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX911／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エスニック・メディア研究、オルターナティブ・メディア研究 

担当者名 

（Instructor） 
林 怡蕿(LIN I-HSUAN) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX912 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX912／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計量社会学、社会階層論 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 洋一(MURASE YOICHI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX913 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX913／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア・コミュニケーション論、ネットワーク社会論 

担当者名 

（Instructor） 
木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX915 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX915／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル社会論、マイグレーション論 

担当者名 

（Instructor） 
水上 徹男(MIZUKAMI TETSUO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX916 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX916／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽社会学、メディア文化論 

担当者名 

（Instructor） 
井手口 彰典(IDEGUCHI AKINORI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX918 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX918／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジャーナリズム研究、ジャーナリズム史 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 晃(HASHIMOTO AKIRA) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX919 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX919／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市空間構造研究、ハウジング研究 

担当者名 

（Instructor） 
高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX921 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX921／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニュースと世論の社会学、国際コミュニケーション論 

担当者名 

（Instructor） 
黄 盛彬(SEONGBIN HWANG) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX925 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX925／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市、人文地理学、ジェンダー研究 

担当者名 

（Instructor） 
太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX928 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX928／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学、ディアスポラ研究、地域研究（中華圏） 

担当者名 

（Instructor） 
木村 自(KIMURA MIZUKA) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX930 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX930／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市社会学 

担当者名 

（Instructor） 
松本 康(MATSUMOTO YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX931 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX931／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア制度・産業論 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX932 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX932／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境教育・ESD(持続可能な開発のための教育） 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 治(ABE OSAMU) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX935 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX935／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会理論、ジェンダー論 

担当者名 

（Instructor） 
吉澤 夏子(YOSHIZAWA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX937 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX937／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア社会学、メディア史 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX938 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX938／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族社会学、格差論、マイノリティ論 

担当者名 

（Instructor） 
岩間 暁子(IWAMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX939 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX939／研究指導 

(Tutorial Session) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教社会学、心理主義論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学および関連する専門領域のなかから、受講者が自らテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士

学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導をおこなう。受講者が進めてきている研究の報告、指導教員からのコメントや討議を通じて、研

究の進捗をはかる。合わせて、論文の書き方、調査の方法や進め方、等についても、適宜、関連する先行研究によりながら指導

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

一人一人の受講者について、前年度までの研究進捗状況を確認し、年次の研究計画作成及びそれに関する指導をおこなう。研

究の進め方、調査の方法や実施、論文の書き方や構成等について、受講生からの報告を受け随時コメント及び指導を進める。受

講生は、年度を通した一連の研究指導にもとづく研究の進捗と成果について、年度末に研究業績報告書にまとめて提出し、博士

論文執筆に向けた道筋及び課題を指導教員と共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集、研究科内外の研究会や学会等に向けた準備や発表、論文の執筆、および

『社会学研究科年報』など内外の学術雑誌への投稿。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講者が年度末に提出する研究業績報告書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

受講者の研究テーマに応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


