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■DA281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
圧倒的な他者の経験を受けとめ、向きあい、継承するということ 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 原爆体験をはじめとする圧倒的な他者の経験を受けとめ、向きあい、継承することについて問い、考える文献をめぐって、その

批評・対話・議論を通して、社会学のもの見方・考え方、ひいては学問するとはどういうことかを体得する。 

 

Students will focus on literatures that face, describe, and inherit overwhelming experiences of others such as the atomic bomb 

survivor. By critiquing,dialoguing, and discussing them, students will learn the essence of view, thought, and knowledge of 

sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 文献批評による共感や反感（あるいは、しっくり感やわからなさ感)を通じて自分を確かめ、他者や社会との関係への了解を深

め、自らのものの見方・考え方がどこから来て、どこへ行こうとしているのかを、履修者全員で議論しながら洞察・考察していく。 

 まず、担当教員・履修者相互での対話的自己紹介から始め、関わりをつくっていきながら、リポーター制による文献批評(発表） 

とそれにもとづく履修者全員での議論へと入っていく。 

 リポーターは、たんなる文献の要約ではなく、自己内対話（自己とのコミュニケーション）と他の履修者との対話・議論（他者との

コミュニケーション)のための問題･議題の提出が求められる。もちろん、リポーターではない履修者も、毎回の授業で発言すること

は責務である。 

 ただし、表面的な議論の完成度よりも、正直なコミュニケーションを重視し、迷いのようなものも含めて愚直に議論していくこと

を、なにより大切にしたい。 

 

 Students will acquire self-certainty through sympathy for or repulsion against these literature critiques (as well as harmony or 

confusion). Students will deepen their understanding about their relationships with others and society. Everyone will discuss and 

analyze origins and future directions of their views and thoughts. 

 First, teacher and students will talk with each other and introduce themselves to make relationships, then everyone will give 

their critiques (presentations) on literatures in reporter format and discuss about them. 

 Reporters will not only summarize these literatures, they will also provide questions and topics to encourage internal dialogues 

(communication with self) and dialogues/discussions with others(communication with others). Of course, non-reporters must 

also give their opinions during each class. 

 However, direct communication is preferred over superficial completeness of discussions. Honest dialogues are more 

important, even if students are lost in some of these discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会学を生きるとは 

3. 対話的自己紹介 

4. 対話的自己紹介 

5. 対話的自己紹介 

6. 文献をめぐって問いを提出し、対話・議論する 

7. 文献をめぐって問いを提出し、対話・議論する 

8. 文献をめぐって問いを提出し、対話・議論する 

9. 文献をめぐって問いを提出し、対話・議論する 

10. 文献をめぐって問いを提出し、対話・議論する 

11. 文献をめぐって問いを提出し、対話・議論する 

12. 文献をめぐって問いを提出し、対話・議論する 

13. 文献をめぐって問いを提出し、対話・議論する 

14. 総括と展望 

 

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

 この授業では、他者や社会の問題を、あくまでこの社会の当事者として生きる自分自身の「生」との関わりにおいて考え、対話
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する姿勢が強く求められます。その心構えをしっかりもったうえで履修してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/対話・議論への参加の積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 根本雅也、2018、『ヒロシマ・パラドクス――戦後日本の反核と人道意識』、勉誠出版 (ISBN:978-4-585-23603-2) 

 補助線として、以下の文献も適宜とりあげる。 

 

 小倉康嗣 「生きられた経験へ――社会学を『生きる』ために」岡原正幸編『感情を生きる――パフォーマティブ社会学へ』慶應

義塾大学出版会、2014 年、14-36 頁。 

 

 小倉康嗣「当事者研究と社会学的感染力――当事者研究と社会学との出会いのさきに」『三田社会学』第 19 号、2014 年、55-

69 頁。 

 

 小倉康嗣「非被爆者にとっての〈原爆という経験〉――広島市立基町高校『原爆の絵』の取り組みから」『日本オーラル・ヒストリ

ー研究』第 14 号、2018 年、23-41 頁。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小倉康嗣、2006、『高齢化社会と日本人の生き方――岐路に立つ現代中年のライフストーリー』、慶應義塾大学出版会 

(ISBN:4-7664-1320-2) 

2. 松尾浩一郎・根本雅也・小倉康嗣、2018、『原爆をまなざす人びと――広島平和記念公園八月六日のビジュアル・エスノグラフ

ィ』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1585-7) 

 その他、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2019 年 4 月 1 日付変更 【変更事由】参考文献追加のため 

 

注意事項（Notice） 
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■DA282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育を社会学からみる 

担当者名 

（Instructor） 
香川 めい(KAGAWA MEI) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・文献の内容を的確にまとめ、内容についてコメントできるようになる。 

・レジュメの作成や報告の仕方、議論を通じて互いの理解を深め合う演習の「お作法」を身につける。 

・比較的身近なはずの教育や学校という事象を通して、社会学的なものの見方の基礎を身につける。 

 

・Students will be able to correctly summarize and comment on literatures. 

・Students will learn the proper ways to participate in seminars, deepen each other’s understanding through discussions, create 

summaries and reports. 

・Students will observe phenomena around them such as education and school to acquire basic sociology perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育は常に「善い」ものなのだろうか？「素晴らしい」とされる教育方法は誰にとっても効果的なものなのだろうか？「善さ」が追及

されるなかで見えなくなってしまうものはないだろうのか？教育の「問題」とされているものは、本当に教育を「改善する」ことで解

決するのだろうか？ 

この演習では、このような問いを扱った文献を読み、受講生同士で意見を交換することで理解を深め、広く教育のあり方と社会の

関係を考えていきます。 

 

Is education always good? Is outstanding educational method effective for everyone? Is there something we miss when pursuing 

greatness? Can we really solve educational problems by improving education? 

In this seminar, students will read literatures related to these questions and exchange their opinions with others to deepen their 

understanding. Students will also think about current state of education and its relationship with society in broad manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読の仕方 

3. 文献 1 の講読とディスカッション 

4. 文献 1 の講読とディスカッション 

5. 文献 1 の講読とディスカッション 

6. 文献 1 の講読とディスカッション 

7. 文献 2 の講読とディスカッション 

8. 文献 2 の講読とディスカッション 

9. 文献 2 の講読とディスカッション 

10. 文献 2 の講読とディスカッション 

11. 文献 3 の講読とディスカッション 

12. 文献 3 の講読とディスカッション 

13. 文献 3 の講読とディスカッション 

14. 文献 3 の講読とディスカッション 

 

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

毎回授業前に文献を丁寧に読み、論点等をまとめたミニレジュメを作成すること。 

報告者は、報告レジュメの作成および報告の準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ミニレジュメ（講読票）の提出(50%)/議論への参加度、積極性(20%)/報告内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内田良、2015、『教育という病』、光文社 (ISBN:978-4334038632) 

2. 小針誠、2018、『アクティブラーニング』、講談社 (ISBN:978-4062884716) 
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3. 中村高康、2018、『暴走する能力主義』、筑摩書房 (ISBN:978-4480071514) 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 5 - 

■DA283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化事象から時代意識とアイデンティティを考える 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・入門書レベルの書籍をていねいに読んでいくことで、社会学的思考法の基礎を身につける。 

・発表を通じて、自己の考えを他者に伝えるための方法を学ぶ。 

・討論を通じて、他者の問題関心を理解しながら、同時に自己の問題関心を深めていく方法を身につける。 

 

The course objectives are to enable students to: (i) learn about basic ideas of sociology by reading texts, (ii) know how to 

analyze an issue from a sociological perspective, and (iii) see their research from different perspectives through discussion.    

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は、文化現象を通じてその背後にある「時代意識」を考えるものである。それは同時に、ある時代や社会を生きる人々の

「アイデンティティ」をとらえることにもつながるはずだ。 

“「平成」が終わり”、“「新しい時代」がはじまる”などと言われる状況の中で、この演習は“時代が移り変わる”という語りそのもの

の意味を再考するようなかたちでテキストと関わり合っていく。その作業を通じて、テキストを精緻に読む作業とともに、テキストを

批判的に読む態度も身につけてもらいたい（そのため、今回の授業ではあえて、最初に演習担当者の文章をテキストにすること

を考えている）。 

 

The course is composed of readings and discussions. Students learn about how to grasp social consciousness through the 

interpretation of popular culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献１講読 

3. 文献１講読 

4. 文献１講読 

5. 文献２講読 

6. 文献２講読 

7. 文献２講読 

8. 文献３講読 

9. 文献３講読 

10. 文献３講読 

11. 文献４講読 

12. 文献４講読 

13. 文献４講読 

14. 総括討論 

 

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

毎回、課題図書はていねいに読んでおくこと。また、それぞれに報告に備え、十分な準備をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および議論への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 片上平二郎、2017、『「ポピュラーカルチャー論」講義』、晃洋書房 (ISBN:4771028982) 

2. 吉見俊哉 (編集)、2019、『平成史講義』、筑摩書房 (ISBN:4480071989) 

3. 斎藤美奈子、2018、『日本の同時代小説』、岩波書店 (ISBN:4004317460) 

4. 宮台真司、2000、『まぼろしの郊外―成熟社会を生きる若者たちの行方』、朝日新聞社 (ISBN:4022612908) 

これらのテキストはあくまでも演習の方向性を示すためのものであり、実際にはゼミ初回の話し合いを通じて使用するテキストを

決めていきたい。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育における格差の連鎖・蓄積の社会学研究 

担当者名 

（Instructor） 
中西 啓喜(NAKANISHI 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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育を社会学的に考察する視点を身につけ、幼少期の家庭環境の不利の重要性を理解する。 

 

Students will acquire sociology perspective to observe education. They will understand significance of disadvantageous family 

environments during early childhood. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、社会階層論の分野を中心に「格差の連鎖・蓄積」という現象および概念が注目されています。本ゼミナールでは、教育にお

ける格差の連鎖・蓄積に関する講義ないし文献講読を行い、教育を社会学的に考察する視点を身につける。 

 

In recent years, many people have focused on phenomena and concepts of social gap chain reactions and accumulations in 

social stratification study. In this seminar, students will read literatures or attend lectures related to educational social gap 

chain reactions and accumulations. Students will acquire sociology perspective to observe education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：教育社会学とはどのような学問であるか 

2. 社会学の基礎的概念の整理：パラダイム、通常科学、客観主義と主観主義 

3. 子どもの貧困と社会階層の概念整理 

4. 学力の不平等と家庭背景について考える：文化資本論への理解 

5. 教育を社会学的に検討する視点を身につける１：学校教育の役割とは何か？ 

6. 教育を社会学的に検討する視点を身につける２：なぜ学校教育は公的費用で運営されているのか？ 

7. 学力格差の社会学研究の動向１：日本の〈学力〉はどのように語られてきたか？ 

8. 学力格差の社会学研究の動向２：学力研究を社会学的にどのように検討するのか？ 

9. 学力研究の最前線１：学力格差は加齢とともに連鎖・蓄積する？ 

10. 学力研究の最前線２：学力格差を乗り越えるためにはどうすれば良いのか―子どもの努力？親の努力？ 

11. 学力研究の最前線３：学力格差を乗り越えるためにはどうすれば良いのか―学校や教師の努力？ 

12. 教育における性差：「男は理系、女は文系」現象の謎を検討する 

13. 格差の連鎖・蓄積：学力の不平等は、その後の人生にどのように影響するのか？ 

14. まとめ：日本の公教育費をどのように考えるべきか？―私費負担が前提の就学前教育と高等教育 

 

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

課題図書を事前に読み、わからない用語や記述について明確にしてからゼミに参加することを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内レポート(30%)/授業内の態度・発言(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中西啓喜、2017、『学力格差拡大の社会学的研究：小中学生への追跡的学力調査結果が示すもの』、東信堂 

2. 石田浩編、2017、『教育とキャリア―格差の連鎖と若者』、勁草書房 

3. 中澤渉、2014、『なぜ日本の公教育費は少ないのか―教育の公的役割を問いなおす』、勁草書房 

4. 中澤渉、2018、『日本の公教育―学力・コスト・民主主義』、中公新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿部彩、2008、『子どもの貧困―日本の不公平を考える』、岩波新書 

2. 阿部彩、2014、『子どもの貧困 II――解決策を考える』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DA285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
働くことについて社会学的に考える 

担当者名 

（Instructor） 
李 旼珍(LEE MINJIN) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では、働くことに関する社会学文献の講読を通じ，働くことに対する社会学的見方・考え方を学び，働くことや働く人々と

社会（組織）との関係についての視野と問題意識を広げる。 

 

In this course, students will learn sociological perspectives and concepts about work through reading sociological literatures on 

work, and they will expand their perspective and issue-awareness of relationships between work and working people or between 

working people and society (organizations). 

 

授業の内容（Course Contents） 

働くことを通じて人々は社会に参加し，また生きる手段を得，自己のアイデンティティを獲得する。働き方のありようにより，労働者

として働く自分をどうとらえるのかという自己概念は多様であろう。またどのように働くかは，家庭での役割やパートナーとの関係

性とも関係するし，社会との関係にもかかわる。働くことに関して多様な角度から論じる文献を読むことにより，働くことに対する多

様な視点を得，働くことに対する社会学的理解を深める。以下に挙げている文献は講読文献の候補である。 

濱口桂一郎『若者と労働 「入社」の仕組みから解きほぐす』『働く女子の運命』，福間良明『働く青年と教養の戦後史』，筒井淳也

『仕事と家族―日本はなぜ働きづらく，産みにくいのか』。 

演習では，ゼミ参加者間のディスカッションを重視する。 

 

People participate in society through their works. At the same time, they acquire means to live on and their identities. Through 

various work conditions, people have various self-concepts, i.e. how they perceive themselves when working as workers. In 

addition, how people work is connected with their roles in family, their relationships with their partners or society. By reading 

literatures discussing work from multiple angles, students will acquire multiple perspectives about work and deepen their 

sociological understanding about work. The reference materials  listed below are the candidates for literature to read in this 

course. 

Keiichiro Hamaguchi’s “Young people and work”, “The fate of career women”, Yoshiaki Fukuma’s “Post-war history of working 

young people and culture”, Junya Tsutsui’s “Work and family” 

The course place a high premium on discussion among class participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

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. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 総括ディスカッション 

 

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

ゼミ前に講読文献を読み，ゼミでディスカッションしたい論点を考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内発表及びディスカッション参加度(40%)/授業内フィードバックペイパー(30%)/レポート(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

初回に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
居場所と繋がりの社会学 ～サードプレイスの社会的な意味と集団のマネジメント～ 

担当者名 

（Instructor） 
中溝 一仁(NAKAMIZO KAZUHITO) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「居場所」や「繋がり」というキーワードを中心に、人が社会集団に所属することの意味やその理由を理解する。また、文献を読ん

でポイントをまとめ、それをもとに話し合うという基本的な学びを経験する。ディスカッションでは相手の意見に耳を傾け、敬意を持

って聴き、自らの意見を論理的に展開することの大切さも併せて学んでいく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人は様々な組織や集団に所属している。家庭、学校、会社以外の集団に人が所属することの意味について、「居場所」や「人との

繋がり」、「余暇」などの観点から社会学的に考察を行う。また、はじめからある一定の秩序やルールが担保されている学校や会

社とは異なる、趣味の団体やサークル活動がいかにして維持されるのか、またそのマネジメントについても取り上げていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 授業で取り上げるキーワードについて 自己紹介ほか 

2. ものの多様な見方と人による認識の違いについて 

3. 集団の維持とマネジメントについて ① 「人はなぜ集団に属するか？」 

4. 文献講読 1-① 及びそれに関する議論 

5. 文献講読 1-② 及びそれに関する議論 

6. 文献講読 1-③ 及びそれに関する議論 

7. 文献講読 1-④ 及びそれに関する議論 

8. 文献講読 1 のまとめ 

9. 文献講読 2-① 及びそれに関する議論 

10. 文献講読 2-② 及びそれに関する議論 

11. 文献講読 2 のまとめ 

12. 集団の維持とマネジメントについて ② 「どのようにして集団の秩序は保たれるのか？」 

13. 集団の維持とマネジメントについて ③ 「継続する集団、解散する集団」 

14. 総括 

 

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

その回の授業で取りあげる資料、文献の講読。担当部分の司会や発表、またはコメントの準備等。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/議論への積極的な参加(40%)/授業内で行う小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. R.オルデンバーグ、2013、『サードプレイス― コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』、みすず書房 (ISBN:978-4-

622-07780-0) 

2. R.カイヨワ、1990、『遊びと人間』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4-06-158920-9) 

3. J.デュマズディエ、1972、『余暇文明へ向かって』、現代社会科学叢書 (ISBN:978-4-488-00677-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は主体的に学び、ディスカッションの楽しさを経験したい学生の受講を推奨する。 

必要な講読文献は該当箇所を担当教員が準備する。ただし、履修学生の興味と関心によっては柔軟に文献を変更し、必要に応

じてテキストを購入する場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA287 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本社会とグローバリゼーション，ナショナリズム 

担当者名 

（Instructor） 
田北 康成(TAKITA YASUNARI) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学的な「問い」を自ら積極的に設定し，それに対する合理的な「答え」を導き出すための社会学的な思考方法を習得すること

を目的とする。 

 

Students will establish actively sociological questions and acquire sociological thought processes to reach logical answers for 

these questions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションが進展し，人やモノの移動，文化の交流が盛んになっているにもかかわらず，近隣各国との緊張関係や排

外主義的な主張が強まっているかのようにみえる。また，沖縄や福島などをはじめとして内部にもさまざまな葛藤が生じている。

そうした中で「国家」やナショナリズムがもたらす物は何であるか，「日本」および「日本人」についてどのようなことを考えなければ

いけないのか。社会で起きている問題や現象を取り上げ，マス・メディアの報道，スポーツ，文化・芸術，歴史などを手がかりに，

解き明かしていく。 

 

As globalization advances, people and items flow, facilitating cultural exchange. Despite of these, we have observed tensions 

among neighboring countries and exclusionist allegations. Furthermore, we have observed internal conflicts such as in Okinawa 

and Fukushima. What do nation and nationalism bring amidst all these? How should we think about Japan and Japanese? 

Students will select problems and phenomena in society. They will clarify them by using clues from mass media reports, sports, 

cultures, arts, and histories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の進め方の説明 

2. 問題意識の発表（その１） 

3. 問題意識の発表（その２） 

4. 問題意識の発表（その３） 

5. 基礎文献講読（その１） 

6. 基礎文献講読（その２） 

7. 基礎文献講読（その３） 

8. 基礎文献講読（その４） 

9. 基礎文献講読（その５） 

10. 文献リサーチ報告（その１） 

11. 文献リサーチ報告（その２） 

12. 文献リサーチ報告（その３） 

13. 総合発表（その１） 

14. 総合発表（その２） 

 

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

この演習では，履修者同士の議論を活発にし，その前提となる土台を構築するために，最低限，一般紙を毎日読んでいることを

前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/プレゼンテーション(20%)/授業への参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ベネディクト・アンダーソン著／白石隆, 白石さや訳、2007、『定本 想像の共同体ナショナリズムの起源と流行』、書籍工房早

山 (ISBN:9784904701089) 

2. ルース・ベネディクト、2008、『菊と刀』、光文社 (ISBN:9784334751692) 
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参考文献（Readings） 

1. 大澤真幸, 姜尚中編、2009、『ナショナリズム論・入門』、有斐閣 (ISBN:9784641123359) 

2. 中根千枝、1967、『タテ社会の人間関係』、講談社 (ISBN:9784061155053) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2 冊のテキストから始めていくが，履修生の関心度合いにより，さらに共通テキストを追加していく。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA288 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科学に関して幅広く学び，具体的な社会現象を解明するための，研究の考え方を理解する。単に知識を暗記するのでなく，

自分で仮説を作り，研究を企画し分析する一連の考え方と方法を理解することが重要。何らかの社会調査結果を用いての討論も

行う。 

 

The purpose of this course is to develop broad knowledge of the social sciences and understand the thinking behind methods 

for researching concrete social phenomena. What is important is not only memorizing basic knowledge, but also understanding a 

series of ideas and methodology for making hypotheses, planning your own research, and analyzing data independently. We will 

also utilise the results of social surveys to carry out debates. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずテキストを用い，仮説構築やモデルの考え方など実証研究の具体例について学ぶ。自分で理論や仮説を作る方法を考え

る。その後，他のテキストや論文を読み，幅広く様々な分野の研究内容を理解する。理論と実証の往復を重視する。理論だけの

社会学は無意味である。社会調査データの分析結果を用いた討論も行う。現実の社会に対する広い視野を持ち，自分自身で分

析し，真実とは何か自分で判断する能力を重視する。 

 

First, by using a textbook, we will learn about concrete examples of empirical research, such as hypotheses construction and 

thinking associated with sociological modeling. You will also consider how to make your own theory or hypothesis. Next, by 

reading other texts and papers, we will look at the content of research in many sociological areas. It is important to think about 

a reciprocity between theory and exemplification. Sociology with only theory is meaningless. We will also utilize the results of 

social surveys to carry out debates. Students are required to cultivate a broad view of real society, and to develop the ability to 

independently analyze and consider what is the truth. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会学研究の特徴と問題点 

2. 時事問題をもとに討論 

3. 社会階層研究と格差，貧困，実力主義 

4. 相対的剥奪 

5. 選択的交際と社会統合 

6. 教育と社会的不平等 

7. 囚人のジレンマと秩序問題 

8. 総中流社会から格差社会へ 

9. 頭の中の日本社会 ―社会の認知 

10. どうして「社会は変えられない」のか 

11. 日本社会の勤勉性のゆくえ 

12. 社会への参加 ―誰が市民活動を担うのか 

13. 各自の分析結果を検討 

14. 分析結果の最終発表会 

 

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

テキストは必ず事前に読み，質問を考えてくること。ゼミ中の討論に活発に参加することが大切。 

 

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. 小林淳一・木村邦博編、1991、『考える社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623021260) 

2. 数土直紀編、2015、『社会意識からみた日本 ―階層意識の新次元』、有斐閣 (ISBN:978-4641174115) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 高坂健次他、1998、『講座社会学１ 理論と方法』、東京大学出版会 

2. ロバート・パットナム、2006、『孤独なボウリング―米国コミュニティの崩壊と再生』、柏書房 

3. 平野浩、2007、『変容する日本の社会と投票行動』、木鐸社 

4. 宇都宮京子他、2009、『よくわかる社会学 第 2 版』、ミネルヴァ書房 

5. 村瀬 洋一他編、2007、『SPSSによる多変量解析』、オーム社 

6. 原純輔・海野道郎、2004、『社会調査演習 第 2 版』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストはネット上書店で中古を購入するので良い。早めに購入しまず序章と１章を読むこと。その他，内容について詳しくは村

瀬研ホームページを参照。これまでの学生が作ったページも見てみること。 

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

 

なお、６月下旬にゼミ論構想発表のためのゼミ合宿（2～4 年合同）を行うので、必ず参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA289 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通の文献を読み、それに基づいて討論するという作業を経験することによって、（１）文献を批判的に読み、（２）レジュメの作り

方やプレゼンテーション方法を修得し、（３）格差・不平等研究の基礎的知識を身につけることを目指す。 

 

By emphasizing reading, discussion, and critical thinking skills, this course helps students build the foundation for a basic 

understanding of theory and methods in the sociology of social inequality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２年次秋に実施される３年次からのゼミ選択に向けて、新書レベルの文献を数冊講読し、討論する体験を積み重ねる。日本の格

差・不平等の問題について、社会階層、ジェンダー、民族・国籍の観点から理解するとともに、他国の状況や政策を参考にしなが

ら、今後の望ましい日本社会のあり方を考える。 

 

Prior to the seminar for juniors in the following academic year, this seminar for sophomores helps students build the foundation 

for a basic understanding of theory and methods in the sociology of social inequality from the perspective of social 

stratification, gender, nationality and ethnicity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の進め方の説明、自己紹介、分担の決定など） 

2. 文献講読とディスカッション１ 

3. 文献講読とディスカッション２ 

4. 文献講読とディスカッション３ 

5. 文献講読とディスカッション４ 

6. 文献講読とディスカッション５ 

7. 文献講読とディスカッション６ 

8. 文献講読とディスカッション７ 

9. 文献講読とディスカッション８ 

10. 文献講読とディスカッション９ 

11. 文献講読とディスカッション 10 

12. 文献講読とディスカッション 11 

13. 文献講読とディスカッション 12 

14. 文献講読とディスカッション 13 

 

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

教科書を事前に必ず読んでくること。レポーターを担当する際には内容を的確にまとめてレジュメを作成するとともに、円滑なプレ

ゼンテーションやゼミ運営のために十分な準備をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(30%)/レポーターとしてのレジュメ作成とプレゼンテーション(20%)/討論における主体的参加度(20%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

一回目の授業時に教科書リストを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主体的に学ぶ姿勢とともに、他の学生や教員との円滑なコミュニケーションを心がける姿勢をもっていることを前提としてゼミを運

営する。授業外での連絡は、大学のメールアドレスを登録したゼミのメーリングリストを用いておこなうため、メールチェックを怠ら

ないこと。 
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注意事項（Notice） 
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■DA290 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

担当者名 

（Instructor） 
脇田 彩(WAKITA AYA) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学の文献を講読・報告・討論することを通じて、社会学的なものの見方を身につける。社会学の文献を読み解き、批判的に

論じ、現代の社会問題について主体的に学び、自らの考えを述べる。 

 

Students will acquire sociological views by reading, reporting, and discussing about sociology literatures. Students will read 

sociology literatures, discuss and provide critiques, learn about modern social issues in self-directed manner, and narrate their 

thoughts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「格差」、不平等、社会階層に関する文献を演習形式で講読することで、社会の様々な側面に関心を持ち、データを読み、社会学

的に考え、（ときに批判的に）議論し、主張を述べることに慣れる。 

初回に報告担当者を決める。報告者はレジュメを作成し、文献の内容および自らの意見・論点を発表する。他の参加者は文献を

事前に読んだ上で、質問・コメントを行い、議論に参加する。ゼミ参加者には積極的な発言が求められる。 

2019 年度は社会階層論の基礎的でわかりやすい文献、とくに現代日本の「格差」や不平等に関する文献を講読する。授業を通じ

て、様々な社会問題について理論・知識に基づき論理的に論じられるようになることを目指す。 

 

Students will read literatures on social disparity, inequality, and social stratification in seminar format to encourage their 

interests in various social aspects. Students will read data, think sociologically, (sometimes critically) discuss about, and narrate 

their arguments. 

Students in charge of reporting will be selected during the first class. Reporters will create handout, present contents of 

literatures, their opinions, and arguments. Other students will read the literatures before class. They will present their questions, 

comments, and participate in discussions. Students are required to actively participate in each class. 

In 2019, students will read basic and easy literatures on social stratification theory, particularly literatures on modern Japan’s 

social disparity and inequality. Through this class, students will aim to acquire ability to discuss various social issues 

theoretically based on logic and knowledge. 

 

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. 文献について議論 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献について議論 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献について議論 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献について議論 

14. まとめ 

 

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

授業前に講読文献を精読することが必要である。発表者はレジュメを作成し、論点を提示する。発表者以外の参加者は、1 つの

文献につき最低 1 つの質問・コメントを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/平常点（レジュメ・報告、議論への貢献、出席）(60%) 

3/4 以上の出席を必須とする。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 原純輔・佐藤嘉倫・大渕憲一編著、2008、『社会階層と不平等』、放送大学教育振興会 (ISBN:4595308531) 

上記以外にも、補足的に社会階層についての基礎的な文献、現代日本の「格差」についての文献を講読する。文献リストは初回

の授業で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋本健二、2013、『増補新版 「格差」の戦後史: 階級社会 日本の履歴書』、河出書房新社 (ISBN:4309624669) 

2. 濱口桂一郎、2013、『若者と労働 「入社」の仕組みから解きほぐす』、中央公論新社 (ISBN:4121504658) 

3. 橘木俊詔、1998、『日本の経済格差―所得と資産から考える』、岩波書店 (ISBN:400430590X) 

4. 白波瀬佐和子、2010、『生き方の不平等――お互いさまの社会に向けて』、岩波書店 (ISBN:4004312450) 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

担当者名 

（Instructor） 
矢吹 康夫(YABKI YASUO) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「人は１人では生きていけない」ということを私たちは当たり前の事実として受け入れているが、自分が誰かに依存し、何かに支

えられていることをそれほど意識しなくても生活できている。そのくせ、この社会で十分な支援を受けられず、依存先の選択肢が

少ない人びとが権利を主張すると、自分のことを棚に上げて「わがままだ」と思ってしまうことすらある。この演習では、『市場って

何だろう』『なぜ人と人は支え合うのか』の講読をとおして、人は誰しも他者に支えられ、社会に依存しているという事実を考え続

ける「社会学的想像力」を養うことを目標にする。 

 

 “People cannot survive alone” is a widely accepted fact, but people can survive without knowing who they depend on and 

who support them. However, people with little choices in sources of dependency fail to receive adequate support in this society, 

and once they voice their rights, other will criticize them for their flaws they conveniently forgot, and label them as selfish. 

Through lectures such as “What is market?” and “Why people support each other?”, this class aims to cultivate sociological 

imagination in students so they can continuously reflect on society and on whom they depend. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回、１人が１章を担当し、内容の要約とコメントをまとめたレジュメを作成し発表する。文献報告、コメントの後、全体での討論

を行うが、毎回必ず全員が発言することを求める。文献報告のほか、コメント、司会、授業記録作成も全員が１回ずつは担当す

る。 

 

Each time, 1 student will provide resume, made up of summary and comment, for 1 chapter and present it. Everyone will and 

must participate in discussion after literature reports and comments. In addition to literature report, everyone will be 

responsible for commenting, moderating, and recording lecture once. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献報告と討論１ 

3. 文献報告と討論２ 

4. 文献報告と討論３ 

5. 文献報告と討論４ 

6. 文献報告と討論５ 

7. 文献報告と討論６ 

8. 文献報告と討論７ 

9. 文献報告と討論８ 

10. 文献報告と討論９ 

11. 文献報告と討論 10 

12. 文献報告と討論 11 

13. 文献報告と討論 12 

14. 演習のまとめ 

 

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

 初回授業時に少なくとも前半の担当者を決めるので、必ず事前にテキストを購入し持参すること。テキストの該当箇所は毎回必

ず読んでおき、コメントや疑問点をあらかじめ考えておくこと。受講者数によって１〜２回程度、昼休みまで延長する日を設けるこ

とになると思う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（報告、司会、授業記録作成、討論への参加）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松井彰彦、2017、『市場って何だろう：自立と依存の経済学』、ちくまプリマー新書 (ISBN:978-4480683243) 

2. 渡辺一史、2018、『なぜ人と人は支え合うのか：「障害」から考える』、ちくまプリマー新書 (ISBN:978-4480683434) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA292 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar(2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
逸脱者・マイノリティの生きる世界と社会との関わりを社会学的に理解する枠組を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
福重 清(FUKUSHIGE KIYOSHI) 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

逸脱者，マイノリティが生きる世界を社会学的に分析し，理解するための考え方を，基本的文献や古典的文献の講読，報告，討

論を通じて身につける。 

 

Students will conduct sociological analyses on worlds deviants and minorities live in. Students will acquire understanding and 

thought process by reading basic literatures, classical literatures, reporting, and discussing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミでは，社会に暮らす様々な人々，特にマイノリティ（少数派，弱者）の立場にある人々（障害者や高齢者，病者，犯罪者な

ど）の生きる世界を理解するための社会学的な枠組に関する文献を講読する。ゼミでは毎回担当者を決め，担当者は，課題の文

献を読み，その内容をレジュメにまとめ，さらに疑問点等のコメントを加えて報告する。その他の受講者は，予め文献を読んでき

た上で，疑問点等があれば報告者に質問する。受講者同士のディスカッションを通じてより深い文献の理解を目指す。課題文献

としては，まず E.ゴフマン『スティグマの社会学』を講読する。その上で，具体的な事例を扱った研究として西倉実季『顔にあざの

ある女性たち』を通読する。 

 

In this seminar, students will read literatures related to sociological frameworks to understand the world people (disabled, 

elderly, sick, and criminal) of our society live in, particularly minorities (those small in number or unprivileged groups). In each 

seminar, students will be selected to read assignment literatures, summarize their contents, add questions and comments, and 

report. Other students will read these literatures before attending class and will ask reporters questions. Students will achieve 

greater understanding about these literatures through mutual discussions. Students will read Stigma: Notes on the Management 

of Spoiled Identity by E. Goffman as assignment. Students will read The Ladies with Marks on Their Faces by Miki Nishikura as a 

research of specific cases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. E.ゴフマン『スティグマの社会学』を読む（１） 

3. E.ゴフマン『スティグマの社会学』を読む（２） 

4. E.ゴフマン『スティグマの社会学』を読む（３） 

5. E.ゴフマン『スティグマの社会学』を読む（４） 

6. E.ゴフマン『スティグマの社会学』を読む（５） 

7. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（１） 

8. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（２） 

9. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（３）  

10. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（４） 

11. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（５） 

12. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（６） 

13. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（７） 

14. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（８） 

 

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

毎回，受講者全員が必ず文献の該当部分について事前に読み，その内容に関する疑問点などを考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加と発言の積極性(40%)/報告レジュメの出来(30%)/プレゼンテーションとコメントの巧拙(30%) 

授業への出席，議論への参加度，報告の質などを総合的に判断して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. ゴフマン、2001、『スティグマの社会学』、せりか書房 (ISBN:4796700439) 
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2. 西倉実季、2009、『顔にあざのある女性たち』、生活書院 (ISBN:4903690415) 

その他授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA295 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Reading Sociology in English 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Global Stratification of Societies 

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） 
SOC2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of the course is to enable students to: understand the sociological perspective and sociology's major theoretical 

approaches; state several reasons that a global perspective is important in today's world; summarize the contributions of Karl 

Marx, Max Weber and Emile Durkheim to our understanding of the modern society; and apply sociological theories to the topic of 

global stratification of societies. The course also seeks to improve students' skills of reading academic English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The contents of the course are composed of three parts: first, introducing the sociological perspective with a special emphasis 

on the importance of global perspective, second, reviewing major social theories on the society, and third, approaching the topic 

of global stratification and inequality. Students are required to read the assigned sections of the textbook in advance and 

alternately deliver discussion papers of Japanese summary or translation according to the assignment in class. Other 

requirements are to submit short essay on the topic of every lesson almost once a week and to take in class vocab tests every 

week. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Sociological Perspective 

3. The Importance of Global Perspective 

4. Applying Sociological Perspective 

5. The Origins of Sociology 

6. Sociological Theory 

7. Gerhard Lenski: Society and Technology 

8. Karl Marx: Society and Conflict 

9. Max Weber: The Rationalization of Society  

10. Emile Durkheim: Society and Function 

11. Critical Review: Four Visions of Society 

12. Global Stratification: An Overview 

13. Global Wealth and Poverty 

14. Global Stratification: Theoretical Analysis 

 

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

Students are required to read the assigned sections of the textbook and to write discussion papers of Japanese summary or 

translation alternately according to the assignment in advance. Another requirement is to submit short essay on the topic of 

every lesson in Japanese.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

vocab tests(30%)/short essays(40%)/presentation and discussion(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John J. Macionis. 2014. Sociology 15th edition. Pearson (ISBN:0205985602) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA301／少子・高齢社会論 

(Low-fertility and Aged Society) 

担当者名 

（Instructor） 
脇田 彩(WAKITA AYA) 

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） 
SOC3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少子化・高齢化の現状・要因・課題について、基礎的知識を身につける。少子・高齢社会における様々な課題を、データに基づ

き、社会学的視点から考える。 

 

Acquiring basic knowledge about the present state, factors, and issues facing the aging society. Based on data, students will 

think about various issues involving a declining and aging society from sociology perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

少子・高齢社会について、日本社会を中心に、その現状を確認する。その上で、少子化・高齢化の人口学的メカニズムと社会的

要因、少子・高齢化の社会に対する影響、少子・高齢社会の課題を学ぶ。 

 

Students will study the current condition of low-fertility and aging, particularly Japan. Furthermore, students will learn about 

demographic mechanism, social factor, their impact, and issue surrounding low-fertility and aged society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 少子・高齢化の基礎的知識：日本社会の現状と国際比較 

2. 少子・高齢化の基礎的知識：人口学の基礎 (1) 

3. 少子・高齢化の基礎的知識：人口学の基礎 (2) 

4. 少子・高齢化の要因：人口転換・出生行動・家族・経済 (1) 

5. 少子・高齢化の要因：人口転換・出生行動・家族・経済 (2) 

6. 少子・高齢化の要因：人口転換・出生行動・家族・経済 (3) 

7. 少子・高齢化の要因：人口転換・出生行動・家族・経済 (4) 

8. 少子・高齢化の影響：労働市場・社会保障・家族 (1) 

9. 少子・高齢化の影響：労働市場・社会保障・家族 (2) 

10. 少子・高齢化の影響：労働市場・社会保障・家族 (3) 

11. 少子・高齢社会の課題：世代間格差・社会保障制度・ジェンダー政策を中心に (1) 

12. 少子・高齢社会の課題：世代間格差・社会保障制度・ジェンダー政策を中心に (2) 

13. 少子・高齢社会の課題：世代間格差・社会保障制度・ジェンダー政策を中心に (3) 

14. まとめ 

 

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） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

平常点は毎回のコメントペーパーによる評価であり、出席しただけでは評価されない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野稠果、2007、『人口学への招待』、中央公論新社 (ISBN:4121019105) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA303／共生社会論 

(Study of Symbiotic society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
障害の世界との出会い 

担当者名 

（Instructor） 
田中 恵美子(TANAKA EMIKO) 

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） 
SOC3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・障害の世界について、想像力を働かせて理解することができる。 

・障害のある人の生活環境に通底する課題について考察することができる。 

・障害のある人とともに生きる社会のあるべき姿について考察することができる。 

 

・Students will exercise their imaginations to understand the world of disability. 

・Students will be able to analyze issues deeply connected to disabled population’s living environment. 

・Students will be able to analyze the optimal society for mutual living with disabled population. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 自分たちが持っている「障害に対するイメージ」をグループワーク等を行うことによって理解する。そのうえで、講義中の DVD の

視聴やゲスト講師の講義から、障害のある人たちの歴史や現在の活動、生活の様子を理解し、障害の世界について根拠をもっ

てなおかつ想像力を膨らませて理解することができるようになる。後半は、現代的な課題に引き寄せて障害のある人の生活環境

にある今日的な課題について、講義とグループディスカッションを行う。このことを通して、障害のある人の生活環境に通底する課

題について考察することができるようになる。 

 最後に自らの障害に対するイメージが講座を通してどのように変わったか（変わらなかったか）明らかにするとともに、これから

障害のある人と一緒に生きる社会のあるべき姿についてグループディスカッションを行い、考察する。 

リアクションペーパーの提出はほぼ毎回行う。 

 

Students will understand their concepts about disability by conducting group works. Furthermore, students will understand their 

histories, current lives, and lifestyles by watching DVD in class and listening to guest speakers’ lectures. Students will 

understand the world of disability with this foundation and greater imagination. In the second half, students will select modern 

issues found in disabled population’s living environments. Students will do this by participating in lectures and group discussions. 

Through these, students will be able to analyze issues deeply connected to living environments of disabled populations. 

 Finally, students will clarify how their concepts towards disabled population have changed (or not changed). At the same time, 

students will participate in group discussions to think about the optimal society for mutual living with disabled population. 

A reaction paper will be assigned for every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 障害のイメージ-障害とは何か- 

2. 障害の定義 

3. 障害を考える （ゲスト講師） 

4. 障害のとらえ方と障害の理念 

5. 障害者運動と歴史 

6. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

7. 脱施設化 

8. 地域で生きる-自立生活 

9. 優生思想 

10. 尊厳死 

11. 障害とともに生きる (ゲスト講師） 

12. 障害女性と複合差別 

13. 障害の表象 

14. 全体のまとめ―改めて障害とは何か 

 

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

参加者の主体的な授業への参加、すなわちレジュメに記載されている次週のテーマに沿って新聞等の情報や関連図書の閲覧等

を行って授業に参加してほしい。また担当者を毎回交代して授業の最初に障害に関連するニュースの紹介をしてもらうため、資

料の事前収集を行ってもらう。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安積純子他、2013、『生の技法』、生活書院 

2. 田中恵美子、2009、『障害者の「自立生活」と生活の資源』、生活書院 

3. 長瀬修・川島聡、2018、『障害者権利条約の実施ー批准後の日本の課題』、信山社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

生存学研究センターのサイトはたくさんの資料が閲覧でき、有意義である。 

http://www.arsvi.com/index.htm 

 

ゲスト講師は体調等で変更する可能性もある。 

学生はゲストの時に限らないが、質問を積極的にし、意見を述べるように。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA305／公共政策とガバナンス 

(Public Policies and Governance) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 大祐(KOBAYASHI DAISUKE) 

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） 
SOC3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 公共政策およびガバナンスのとらえ方を理解することで、社会のしくみや特徴について自ら考える力を養うことが根源的な目的

である。公共政策は解決されるべき社会問題が生じたとき、あるいは人びとの営みを潤滑にする必要があるときに、姿を現すこと

が多い。したがって、公共政策を理解するためには、このような社会を分析する能力が必要となる。そこで、本講義では、公共政

策が生み出された背景や社会構造、ならびに制度や過程、さらには、誰がどのように公共政策に関わるのか、公共政策を誰がど

のように提供するのが望ましいのかについて、多角的に考える訓練を行い、その術を身につけることが目標となる。 

 

 Students’ fundamental goal is to cultivate their abilities to think about social structures and characteristics by understanding 

public policies and governances. We often see public policies when social problems occur and demand solutions, or when human 

activities need to be facilitated. Therefore, analyzing the society is essential to understand public policies. In this lecture, 

students will learn and practice thinking from multiple perspectives. They will reflect on contexts and social structures that gave 

birth to public policies, their systems, and processes. In addition, students will think about connections among individuals and 

public policies, public policy recipient, and ways these policies are provided. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 公共政策や社会問題の解決をめぐる理想と現実を行き来しながら、授業を展開していく。公共政策およびガバナンスの正体を

模索した後に、公共政策の歩みを時間軸の観点から確認する。そのうえで、公共政策のアクター、過程、構造、手段について、具

体的な事例を扱いながら検討していく。 

 

 In this class, students will study ideology and reality in parallel when solving social problems and public policies. After students 

grasped the essence of public policies and governances, they will go through public policy historical timeline. Furthermore, 

students will discuss public policy actors, processes, structures, and methods by using specific cases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「公共政策とガバナンス」では何を学修するのか 

2. 公共政策、ガバナンスとは何か、どのように考えられるのか：意義・価値・規範 

3. 公共政策の誕生：どういった背景から公共政策が必要とされるようになったのか 

4. 福祉国家の展開：社会問題に介入する国家はどのように歩んでいったか 

5. 日本の福祉国家：日本の福祉国家は他の国と比べるとどのような特徴があるのか 

6. 公共政策をめぐる仕組みと担い手：誰がどのように公共政策に関与するのか 

7. 公共政策の課題設定：どういった社会問題が公共政策の対象になるのか 

8. 公共政策の決定過程：一般的な公共政策はどのように決定されるのか 

9. 日本の政策過程とその構造：日本では誰がどのように公共政策に影響を与えているのか 

10. 公共政策の実施と手段①：規制・インセンティブ・コミュニケーション 

11. 公共政策の実施と手段②：福祉領域の政策を対象として政策手段を実践的に考える 

12. 公共政策と地方政府：公共政策をめぐる地方政府の構造はどうなっているのか 

13. 都市公共政策の実践：どうすれば通勤・通学ラッシュの問題を解消できるのか 

14. 公共政策の評価とガバナンス 

 

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

①参考文献などに目を通しておく、②授業で扱った内容を復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いず、レジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉、2015、『公共政策学の基礎〔新版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641184282) 
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2. 小林大祐、2017、『ドイツ都市交通行政の構造―運輸連合の展開・制度・組織機制』、晃洋書房 (ISBN:9784771028234) 

3. 武智秀之、2017、『政策学講義―決定の合理性〔第 2 版〕』、中央大学出版部 (ISBN:9784805711538) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA311／相互行為論 

(Theories of Social Interaction) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
相互行為の秩序を記述する方法 

担当者名 

（Instructor） 
上谷 香陽(UETANI KAYO) 

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） 
SOC3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相互行為論の視点を理解し、「あたりまえ」を問い直す姿勢を身につけて、相互行為秩序に着目して自分の日々の生活を社会学

的に考察できるようになる。 

 

Students will understand perspective of social interation. They will question their assumptions, focus on interaction order, and 

analyze their daily lives sociologically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、相互行為に着目して日々の生活を社会学的に考察するための 1 つの視点を解説します。社会は、人々が互いに

交わす様々なやりとりや会話、すなわち相互行為をとおして成立していると考えることができます。ここで相互行為とは、発話のみ

ならず、また意識している、していないにかかわらず、身体をもって存在している二人以上の人の間に生起していることの全てを

指します。自分以外に少なくとももう一人居合わせている場面で、たとえ互いに見知らぬ人同士であったとしても、私たちは常に

一定のやり方で相互行為を行っています。しかしこのことは通常、あたりまえのこととして、問われることがありません。授業では、

街、駅、バス、電車、飲食店、コンビニ、教室などで、他者と実際に行っている相互行為に着目します。「見られているが気づかれ

ていない」相互行為の秩序を題材に、私たちが日々生きている「社会」 のあり方について考察する方法を解説します。 

この授業では毎回の授業の前日までに予習課題を提出してもらいます。提出された予習課題や、リアクション・ペーパーを、授業

の教材として使います。毎回の授業の冒頭で、前回の授業内容を振り返るためにいくつかのリアクション・ペーパーを紹介し、受

講者に口頭でコメントをしてもらいます。その後、予習課題で出された疑問を解説する形で授業を進めます。その際に受講者同士

の意見交換も行います。授業の終わりには、その回の授業内容について理解したことをリアクション・ペーパーに書いてもらいま

す。このリアクション・ペーパーは返却します。14回の授業の後、学期末レポート試験を行います。  

 

In this class, professor will explain one of the perspectives used to focus on social interations and to analyze our daily lives 

sociologically. We can think of society as being made up of social interations, i.e. actions and conversations exchanged by 

people. These social interations are not limited to speeches. They include everything that occurs among two or more people 

with physical bodies, either conscious or unconscious actions. Whenever there is one or more people other than us present, we 

behave in a certain and adopt certain social interation, even if we do not know each other. However, this is usually considered 

normal and rarely questioned. In this class, students will focus on actual social interations they adopt when meeting others on 

the streets, in stations, buses, metros, restaurants, convenience stores, and classrooms. Professor will explain methods used to 

analyze the society we live in everyday, by using interaction order as materials, for example, “we saw but have not realized”. In 

this class, students will submit their pre-study assignment at least one day before each class. Professor will use these pre-

study assignments and reaction papers as class materials. In the beginning of each class, students will review previous class 

contents. To do that, professor will introduce several reaction papers and students will comment on them orally. After that, 

professor will explain questions found in pre-study assignments. Students will also exchange opinions with each other. At the 

end of each class, students will write what they understood on reaction papers. These reaction papers will be returned to 

students. After 14 lessons, students will take semester final report tests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 電車の中で起こっていること：予習課題１(観察)：「電車の中で起こっていることを観察し、それを見ていない人にも分かるよ

うに報告しなさい」800〜1000 字 

3. 「社会」とは何か：予習課題２(文献)：柳父章(1982)『翻訳語成立事情』岩波新書(「まえがき」と「社会」) 

4. 社会学とは何か：予習課題３(文献)：那須壽(編)(1997)『クロニクル社会学』有斐閣アルマ（序章「社会学への招待」） 

5. 社会的な「自我」：予習課題４(文献)：船津衛(2010)『コミュニケーション・入門』有斐閣アルマ（２章「自我とコミュニケーショ

ン」） 

6. 相互行為秩序とは何か：予習課題５（文献）：伊藤勇・徳川直人編著(2002)『相互行為の社会心理学』北樹出版（5 章「相互

行為における秩序と身体」） 

7. 相互行為秩序を考察する方法(1)焦点の定まらない相互行為の事例分析：予習課題６(観察)：「予習課題 5 をふまえ相互行

為の実例をみつける」800〜1000 字 

8. 相互行為秩序を考察する方法(2)焦点の定まった相互行為の事例分析：予習課題７(観察)：「予習課題 5 をふまえ相互行為
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の実例をみつける」800〜1000字 

9. 相互行為としての「会話」(1)会話の順番交代：予習課題８(文献)：前田泰樹・水川喜文・岡田光弘編(2008)『エスノメソドロジ

ー』新曜社（「会話における順番交代」「行為の連鎖」） 

10. 相互行為としての「会話」(2)成員カテゴリー化装置：予習課題９(文献)：前田泰樹・水川喜文・岡田光弘編(2008)『エスノメソド

ロジー』（「成員カテゴリー化装置」「カテゴリーと結びついた活動」） 

11. 相互行為としての「会話」(3)：会話の順番交代・成員カテゴリー化装置の事例分析：予習課題 10(観察)：「予習課題８、９をふ

まえ相互行為の実例をみつける」800〜1000 字 

12. 「教える／学ぶ」という相互行為(1)教育の相互行為とは何か：予習課題 11(文献)：長谷正人・奥村隆編(2009)『コミュニケー

ションの社会学』有斐閣アルマ（12 章「教育というコミュニケーション」） 

13. 「教える／学ぶ」という相互行為(2)教育の相互行為の事例分析：予習課題 12(観察)：「予習課題 11 をふまえ相互行為の実

例をみつける」800〜1000 字 

14. 相互行為論を学んで：予習課題 13(授業のまとめ)：「相互行為論を学んであなたが一番重要だと思ったことを 400 字程度に

まとめなさい」 

 

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

予習課題:文献講読や初歩的な参与観察などの小レポートを毎回の授業の前日 19:00 までに Blackboard に提出してもらい、 授

業の素材にします。文献課題（課題２、３、４、５、８、９、11）の形式：指定された文献を読んで(1)要約(2)読んでわかったこと（理解

したこと）(3)読んでわからなかったこと（疑問に思うこと）をＡ４版１枚程度（1000 字程度±100 字）にまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(46%)/リアクション・ペーパー(28%)/予習課題(26%) 

単位修得のためには、予習課題全ての提出と、リアクション・ペーパー10 回以上の提出を必要とする。予習課題の遅れて提出

や、授業の欠席・遅刻・早退は減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。必要な資料は授業内に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フランシス&ヘスター／中河他訳、2014、『エスノメソドロジーへの招待』、ナカニシヤ出版 

2. 柳父章、1982、『翻訳語成立事情』、岩波新書 

3. 那須壽(編著)、1997、『クロニクル社会学』、有斐閣アルマ 

4. 船津衛、2010、『コミュニケーション・入門』、有斐閣アルマ 

5. 伊藤・徳川(編著)、2002、『相互行為の社会心理学』、北樹出版 

6. 前田・水川・岡田(編著)、2008、『エスノメソドロジー』、新曜社 

7. 長谷・奥村(編著)、2009、『コミュニケーションの社会学』、有斐閣アルマ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、板書を写す形式の講義ではありません。予習課題やリアクション・ペーパーを用いて、受講者同士の意見交換を取

り入れ、対話形式、受講者参加型で進めます。この授業の進め方を理解した上で、履修を決定してください。各回の授業は相互

に関連していますので、欠席をしないで積極的に参加することを求めます。単位修得のためには、予習課題全ての提出と、リアク

ション・ペーパー10 回以上の提出を必要とします。予習課題やリアクション・ペーパーのやり取りをとおして、他の人の意見にも触

れながら、日頃の自分のものの見方や考え方を、これまでと違う発想を使って考え直してみたい人の、積極的な参加を希望しま

す。受講希望者は、特別な理由がない限り、第 1 回目の授業(ガイダンス)に必ず出席して下さい。  

 

注意事項（Notice） 
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■DA327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA327／家族社会学 

(Family Sociology) 

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） 
SOC3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，「家族」のもつ政治性にも目を向けながら，日本の「家族」のあゆみと現状を家族社会学の知見に基づいて理解し

たうえで，今後の「家族」と「家族」を取り囲む社会や制度のあり方について受講生が意見や展望をもてるようになることを目指

す。 

 

What is "family"? How can we understand it? This course introduces students to the field of sociology of the family. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に基づきながら，「家族」が多様化している現状を出発点として，日本の「家族」の歩みと現状について，ジェンダーや階層

の観点から，時代ごと，国・地域ごとの比較などのさまざまな実証データをもとに概説する。 

 

We examine family dynamics both in Japan since the Meiji era and in western countries by surveying major theories of families 

as well as empirical studies. This course helps students understand diversifying families in contemporary society from the 

perspectives of social stratification and gender. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「家族」を読み解くために（多様化する家族，日本の家族の変化，近代社会の編成原理とジェンダー） 

2. 「近代家族」の成立１（近代化とは何か，家族は歴史的に変化するか，家族の地域的多様性と歴史的変化） 

3. 「近代家族」の成立２（家族をめぐる社会状況の近代化，近代家族と近代化） 

4. 家族・貧困・福祉１（貧困とは何か，どのような家族が貧困状態にあるのか） 

5. 家族・貧困・福祉２（福祉レジーム類型と家族，日本の生活保障システムの特徴とその限界，社会的包摂に向けて） 

6. 結婚１（マクロな視点とミクロな視点，近代化と結婚，結婚の機能） 

7. 結婚２（未婚化，離婚，パートナーシップの多様化） 

8. 就業と家族１（男女で大きく異なる働き方，男女格差の温存と女性労働者の二極化） 

9. 就業と家族２（私的領域における性別役割分業の実態，新たな家族モデル・社会保障の構築に向けて） 

10. 妊娠・出産・子育て１（性・生殖と家族，少子化，現代日本で子どもをもつということ） 

11. 妊娠・出産・子育て２（生殖技術と親子関係，養子と里子） 

12. 親ー成人子関係のゆくえ１（変化する親ー成人子関係） 

13. 親ー成人子関係のゆくえ２（親ー成人子関係の理論枠組み，社会環境の変化，同居・相続・援助関係の変化） 

14. 個人・家族・親密性のゆくえ（公共圏と親密圏，グローバル化と多民族・多国籍化する日本の家族，LGBT，多様化する家族

の承認・包摂に向けて） 

 

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

授業時に提示する次回の授業テーマに関する資料を読み，自分の考えをまとめてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

理解度の把握や授業運営の参考にするため，不定期に感想や考えたことなどをコメントペーパーに記入してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

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) 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩間暁子、2008、『女性の就業と家族のゆくえ-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)） 

私語，携帯電話・スマートフォンの操作，内職などは厳禁である。授業に臨むにあたって求められる態度とは何かを考えて登録・

受講すること。１回目の授業には必ず出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■DA332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA332／労働社会学 

(Sociology of Labor) 

担当者名 

（Instructor） 
李 旼珍(LEE MINJIN) 

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） 
SOC3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我々の生活やアイデンティティ形成の柱であり、我々に生きる意味や存在価値を与える基礎的なものである仕事について、また

働くことをめぐって生じている諸問題について知り、理解する。 

 

Work is a basis to earn our livelihood and to form our identities. Work  is also a basic element that gives meanings to our lives 

and existences. Students will learn and understand various issues surrounding work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

働く人たちが自律的・主体的に働いているか、サービス部門で働く人たちは感情労働をしているか、ファストフード業で働く人たち

はルーティン化された労働をするか、非正規雇用は自由・柔軟な働き方なのかそれとも不安定な働き方なのか、なぜ人々は長時

間労働するのか、働く人に労働組合は必要なのか、などの論点別に職場の実態と産業・労働社会学で議論されていることを紹介

する。 

 

This course will introduce students to various issues discussed in industrial and labor sociology. Do employees have a control 

and descretion over their work? Do employees in service sector confront in some ways or another the  requirements of 

emotional labor? Do employees in fast-food industry carry out the routinized interactive service work? Are atypical 

employments flexible and free ones, or  unstable and poor employments? Why people work long hours? Do workers need labor 

unions? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 仕事の自律性 

3. 仕事の自律性は仕事の満足度を上げるのか 

4. 感情労働はどの職業に求められるのか 

5. 感情労働は労働者のアイデンティティにどのような影響を与えるのか 

6. ファストフード業のルーティン労働 

7. 仕事とジェンダー 

8. 雇用システムはどのように変化しているのか 

9. 正社員の働き方 

10. 非正規雇用 

11. なぜ長時間労働をするのか 

12. ワークライフバランス 

13. 労働組合は労働者に必要であるか 

14. 新しい労働運動の台頭 

 

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

準備学習の具体的な指示は、授業内で適宜行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内フィードバックペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DA335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA335／福祉の社会学 

(Sociology of Social Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本型生活保障システムの構造と課題 

担当者名 

（Instructor） 
仁平 典宏(NIHEI NORIHIRO) 

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） 
SOC3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでの日本の社会保障システムが、どのような特徴を持ち、現在どういう問題に直面しているのかに関する基本的な知識を

習得する。その上で、再構築の方向性や選択肢を考えるための知識を身につけることを目標にする。 

 

Students will acquire basic knowledge about characteristics of existing Japanese social security system and its problems. After 

that, students will acquire knowledge require to think about trends and choices when reconstructing the system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の社会保障システムは、現在、貧困や社会的排除、雇用の不安定化、長時間労働、少子高齢化、孤立など、多くの問題に

直面している。それらは、個人の安心や社会的連帯を毀損するだけでなく、経済にも大きなマイナスの影響を与えている。なぜそ

のような事態に陥ってしまったのか。また、現状のシステムをどのような方向で再構築するべきなのだろうか。 

本講義ではデータや事例、他の先進国の動向も踏まえながら、改革のための基本的な方向性や選択肢を多角的に検討し、この

問題を考える上での基本的な知識を習得することを目指す。 

 

Japanese social security system is facing various problems, including poverty, social exclusion, employment instability, long 

working hours, low birth rate, aging population, and social isolation. These not only destroy individual’s peace of mind and social 

solidarity, but also bring great negative impact on economy. How did it fall into its current state? And how should the current 

system be rebuilt? 

In this lecture, students will study data, cases, and trends in other developed countries. They will think about fundamental 

trends and choices towards reforms from multiple angles. Students will acquire basic knowledge necessary to think about these 

issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本型生活保障システムの成立と揺らぎ 1 

3. 日本型生活保障システムの成立と揺らぎ 2 

4. 日本型生活保障システムの成立と揺らぎ 3 

5. 日本版ネオリベラリズムの諸相 

6. 貧困と社会的排除 

7. 少子化・ジェンダー・子どもの貧困 

8. 障害者とインクルージョン 1――「自立」とは何か 

9. 障害者とインクルージョン 2――障害の社会モデル 

10. 先進国の岐路１――自由主義レジーム 

11. 先進国の岐路 2――社会民主主義レジーム 

12. 先進国の岐路 3――アクティベーション政策のゆくえ 

13. ベーシックインカムについて――生産力パラダイムをこえて 

14. 市民社会の役割 

 

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

レジュメをしっかり理解し、不明な点や関心を持った点は関連する文献や論文で学習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義はレジュメに基づいて行うため、特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 武川正吾、2007、『連帯と承認』、東京大学出版会 

2. 新川敏光、2014、『福祉国家変革の理路：労働・福祉・自由』、ミネルヴァ書房 

3. 香取照幸、2017、『教養としての社会保障』、東洋経済新報社 

4. 宮本太郎、2009、『生活保障：排除しない社会へ』、岩波書店 

5. 小熊英二編、2014、『平成史【増補新版】』、河出書房新社 

 

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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■DA338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA338／逸脱の社会学 

(Sociology of Deviance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
逸脱と統制のスパイラル 

担当者名 

（Instructor） 
土井 隆義(DOI TAKAYOSHI) 

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） 
SOC3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

逸脱という社会現象を素材にして，社会学的なものの見方・考え方を解説します。「逸脱をなくす」という当為の問題としてではな

く，「逸脱をとおして社会を知る」という存在の問題として犯罪現象を扱います。 

 

Professor will use the social phenomenon deviation as material to explain sociology perspectives and ideas. Students will not 

approach the problem as a task to be solved by seeking to eliminate deviation. Instead, they will approach the criminal 

phenomenon as existential problem by understanding their society through deviation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

逸脱現象のなかでも特に日本の犯罪動向を題材として取り上げ，その増減が示唆する社会的な含意について考察します。また，

犯罪を統制する側の社会がどんなロジックを有しているかについても考察を行ないます。 

 

Among deviation phenomena, students will select Japan’s criminal trends as materials. They will analyze social significance 

suggested by criminal trend fluctuation. In addition, students will analyze logics behind society that governs crimes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プロローグ～逸脱と統制はどんな関係にあるのか～ 

2. 逸脱行動と社会統制（１）～社会的逸脱とは何か～ 

3. 逸脱行動と社会統制（２）～人格崇拝のアポリア～ 

4. 社会統制という変数（１）～社会統制の潜在機能～ 

5. 社会統制という変数（２）～認知バイアスの陥穽～ 

6. 社会病理と個人病理（１）～社会的属性と選択的統制～ 

7. 社会病理と個人病理（２）～社会的リアリティの変容～ 

8. 逸脱行動の社会要因（１）～社会的凝集性という変数～ 

9. 逸脱行動の社会要因（２）～社会的期待値という変数～ 

10. 後期近代の逸脱行動（１）～近代社会のエートス～ 

11. 後期近代の逸脱行動（２）～近代エートスの変容～ 

12. 後期近代の社会統制（１）～規律訓練から環境管理へ～ 

13. 後期近代の社会統制（２）～セキュリティ化の陥穽～ 

14. エピローグ～後期近代における逸脱と統制の行方～ 

 

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

参考文献を読んでおくと授業を理解しやすいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. ハワード・ベッカー、2011、『アウトサイダーズ』、現代人文社 

2. ロバート・マートン、1961、『社会理論と社会構造』、みすず書房 

3. エミール・デュルケーム、1985、『自殺論』、中公文庫 

4. E.H.サザランド、1974、『犯罪学１・２』、有信堂 

5. 大村英明・宝月誠、1979、『逸脱の社会学』、新曜社 

6. 土井隆義、2012、『少年犯罪〈減少〉のパラドクス』、岩波書店 

7. 土井隆義、2010、『人間失格？』、日本図書センター 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA339／社会階層論 

(Study of Social Stratification) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本の階層構造と階層意識 

担当者名 

（Instructor） 
中村 牧子(NAKAMURA MAKIKO) 

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） 
SOC3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会階層の研究史およびそこでの主要な論点を理解し、この知識に基づいて現代日本社会における階層・格差に関する諸現象

の考察ができるようにする。 

 

Students will understand social stratification research histories and their major arguments. Based on this knowledge, students 

will be able to analyze various phenomena related to social stratification and gap in modern Japanese society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会階層・格差の諸局面を、客観的に測定される階層構造と、当事者の階層意識という両面から講義する。この階層構造と階層

意識の時代的変遷や両者のずれを手掛かりとして、日本社会の特徴、とりわけ現在の局面の特徴を理解できるようにする。また

経済状態や教育機会、生活様式等の格差の現状と問題点と、それに対する対策についても紹介する。 

 

Professor will explain various aspects of social stratification and gap from both sides, i.e. objectively measured stratification 

structure and stratification consciousness of party involved. Students will study temporal transition of stratification structure 

and awareness, as well as their divergence. Students will use these as clues to understand characteristics of Japanese society, 

particularly those of current situation. In addition, professor will introduce current conditions, problems, and solutions for gaps 

on economic issues, education opportunities, and lifestyles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会の切り口としての階層研究 

2. 階層とは何か 階層の見え方と階層論の基本的諸概念 

3. 階層構造の研究史１ 開放性の測定から移動レジーム検出へ 

4. 階層構造の研究史２ 「学歴」をめぐるレジーム分析 

5. 階層構造の研究史３ 「女性」の階層的地位の発見 

6. 階層構造の研究史４ 学校教育とジェンダー間格差の関係 

7. 階層構造の研究史５ 労働の場における多様な格差 

8. 階層構造の研究史６ 「流動化」した社会における新たな階層・格差 

9. 階層意識論１ 階層構造と階層意識の関係 

10. 階層意識論２ 現代日本の階層意識の源流を探る 

11. 階層意識論３ 「問題化」される階層・格差 

12. 階層意識論４ 母親たちの自衛戦略と学歴の格差 

13. 階層意識論５ 子どもの格差・若者の意欲の格差 

14. 階層から読み解く現代の日本社会 

 

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

授業内に数回のレポートを課すので、それに備えて文献等を読み予習・復習をしてもらう。そのための参考文献は授業時配布の

資料中で紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内の小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業では特定のテキストを使用しないため、内容を理解するためには積極的に出席し、また参考文献を読んで、各自学習を深め

ることが望ましい。 

授業は講義形式で進めるが、授業時に行う数回の小レポートは、結果を次回に紹介したり、重要な論点や疑問点については掘り

下げや補足説明を行うなどして、受講者の関心を授業に反映させるために活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA343／ライフコース論 

(Studies on Life Course) 

担当者名 

（Instructor） 
杉浦 浩美(SUGIURA HIROMI) 

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） 
SOC3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ライフコース」とは個々人がたどる「人生の軌道」である。私たちはいつどのような時代に生まれ、どのような社会的事象に遭遇

するかで、人生形成に大きな影響を受ける。と同時に、そこには能力や経験といった個人的要因も強く関係している。本授業で

は、そうした社会的環境と個人的要因との相互作用について考察するとともに、現代社会における多様なライフコースについての

理解を深めることを目標とする。   

 

Life course refers to the paths we take in our lives. The era we were born in and social phenomena we encountered have great 

influence our life trajectories. At the same time, individual factors such as abilities and experiences play great roles too. In this 

class, students will analyze mutual effects of these social environmental and individual factors. Students will deepen their 

understanding about various life courses in modern society.   

 

授業の内容（Course Contents） 

人は生まれてから死ぬまでの間に就職、結婚、出産、転職など、様々なライフイベントを経験する。そのどれもが個々人の選択で

あると同時に、時代や社会状況に大きく規定されている。時代とともに変化するライフコースについて、ジェンダー、家族、キャリ

ア、社会的資源といった、いくつかの視点から検討していきたい。ライフコースの各段階にどのような課題があるのか、そもそもラ

イフステージを区切ることは可能なのかなど、現代の変容するライフコースを理解することで、自らのライフコース選択について考

える機会にしてもらいたい。 

 

People go through various life events from birth to death, including employment, marriage, giving birth, and changing 

employment. Although all of these are individual’s choices, they are also largely defined by temporal and social conditions. 

Students will discuss this changing life courses in passage of time from multiple perspectives, including gender, family, career, 

and social resource. What issues can be found in each stage of life course? Can we categorize life stages? By understanding 

these changing life courses in modern times, students will have opportunities to select their life courses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

ライフコースとは何か 

2. ライフサイクル論からライフコース・アプローチへ 

3. 少子高齢社会とライフコース 

4. ライフコースから考える家族  

5. 親世代のライフコース   

6. 祖父祖母世代のライフコース  

7. 中間のまとめと中間レポート提出 

8. ライフコースとジェンダー １   

9. ライフコースとジェンダー ２    

10. 直近のライフイベント「就職」について考える 

11. ゆらぐライフコース～労働とケアの観点から 

12. 若者とライフコース選択 

13. ライフコースと社会的資源 

14. 授業のまとめと期末レポート提出 

 

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

2 回のレポート提出を求める。 

レポート作成には、授業時間以外の学習や調査の時間が必要となることを、あらかじめ理解しておいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間のレポート(30%)/授業時に提出するコメントカード(10%)/授業への参加状況(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。授業時に必要に応じてプリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 岩上真珠、2013、『ライフコースとジェンダーで読む家族（第３版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17396-5) 

2. 藤村正之編、2011、『いのちとライフコースの社会学』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-55149-9) 

3. 岩上真珠、池岡義孝ほか編著、2017、『変容する社会と社会学ー家族・ライフコース・地域社会』、学文社 (ISBN:978-

4762027062) 

他は、必要に応じて、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仕事の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
李 旼珍(LEE MINJIN) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA381 

 

授業の目標（Course Objectives） 

働く人たちの仕事意識やアイデンティティ，多様な働き方，企業のダイバーシティ・マネジメント，企業・労働組合・政府の働き方改

革の動きについて考察し，調査を行い，報告書を作成する。  

 

Students will examine and report on work-consciousness of workers, their identities, various workstyles, corporate diversity 

managements, and reforms of workstyles by corporations, labor unions, and governments.  

 

授業の内容（Course Contents） 

仕事は我々の生活やアイデンティティ形成の柱であり，我々に生きる意味や存在価値を与える。近年，働き方が多様化している。

正規(典型）雇用以外の非典型雇用形態が増えているだけではなく，正規雇用の中でも地域限定正社員，職種限定正社員，短時

間正社員などが増えている。いわゆる多様な正社員が増えている。こうした動きと並行して，企業は男性だけではなく女性・外国

人・高齢者も働きやすい職場作りを目指すダイバーシティ・マネジメントを取り入れるとともに，働き方を改革しようと試みている。

長時間労働をなくすための働き方の見直し，ワーク・ライフ・バランス制度の導入，第 3 の場所や自宅で働けるテレワークの導入

など，より柔軟な働き方を可能にする諸制度が企業に導入されつつある。政府も働き方改革を掲げいろんな雇用政策を推進して

おり、労働組合も経営側に働きやすい職場づくりを提案する。そこで，本演習では，仕事世界の変化に伴い，働く人々の仕事に対

する意識やアイデンティティについて考察するとともに，企業のダイバーシティ・マネジメントの実態や働き方改革の動きについ

て，考察・研究する。春学期には，仕事世界の変化・働き方改革や働く人々の仕事意識・アイディティティを考察するのに必要な視

点を得るために，文献を講読し，議論する。秋学期は，春学期の議論を踏まえ，ゼミ生は各自演習で研究するテーマを決め，調

査を行い，調査内容を分析し，まとめ，ゼミ報告書を完成する。  

 

Work forms our living and identities. It is one of  essential elements that give meanings to our lives and existence. Workstyles 

have been diversified in recent years. Non-typical employments have increased. In addition, various forms of regular 

employment  have appeared such as region limited regular employees, job limited regular  employees, and short-work-hour 

regular employees.  At the same time, reforms of workstyle have been underway thanks to diversity management, which aims 

to create a workplace friendly not only to men, but also women, foreigners, and seniors. Corporations have been introducing 

various systems to allow more flexibility and to decrease overtly long working hours. These include revising ways of working, 

introducing  work-life balance programs, and introducing a telework to allow employees to work at homes or third places. In 

order to reform long-hours-working styles, governments have been promoting various employment policies, while labor unions 

also propose to create better workplaces to managements. In this seminar, students will examine workers’ identities and 

consciousness about working and living in changing working surroundings, as well as corporate diversity management and 

reforms of long-hours-working styles. In spring semester, students will read  literatures to acquire perspectives required to 

analyze the above-mentioned changes in working surroundings. In autumn semester, students will decide their research topics, 

examine their research  topics, and complete their seminar reports.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction  

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. ゲスト講師講義 

11. ゲスト講師講義 

12. 企業に関する調査・プレゼン 

13. 企業に関する調査・プレゼン 

14. 企業に関する調査・プレゼン 
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15. 研究テーマ発表 

16. 研究テーマ発表 

17. 研究テーマ発表 

18. 研究テーマ発表 

19. 調査結果発表 

20. 調査結果発表 

21. 調査結果発表 

22. 調査結果発表 

23. 調査結果発表 

24. ゼミ論文発表 

25. ゼミ論文発表 

26. ゼミ論文発表 

27. ゼミ論文発表 

28. ゼミ報告書総括 

 

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

春学期の文献講読に際し，講読する文献を事前に読み，内容を把握し，疑問点，ディスカッションする論点などについて考えるこ

と。また秋学期の個人研究に際し，先行研究を幅広く検討したうえ，研究テーマの設定や構想を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席および発表・プレゼン(40%)/ディスカッションへの参加(20%)/報告書論文作成(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは初回で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業にて随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

労働社会学の履修が望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アイデンティティと文化の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
片上 平二郎(KATAKAMI HEIJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA382 

 

授業の目標（Course Objectives） 

理論社会学的視座を重視しつつ，社会事象や文化現象を素材として，「自我」や「コミュニケーション」についての社会的性格を理

解する。そこから，各自の研究を進め，最終的に報告書を作成する。 

その中で，「自分」や「他者」，「社会」もしくは「世界」といったものにまつわる“わからなさ”に向かい合う想像力を培っていきたい。 

 

In this course, issues such as "self", "others", "relationship", "social consciousness" are examined from the viewpoint of 

theoretical sociology. The objective is to enable students to: (i) know how to analyze an issue from a sociological perspective, 

(ii) conduct their own research projects, and (iii) write their thesis.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，理論社会学的な視点を軸として，「私」や「他者」，「関係性」，「社会意識」，「文化」などの問題について考察を行って

いく。 

春学期には，自己・他者・コミュニケーションといった問題に対する社会学的視点を理解し，各自の問題関心を深めるための文献

講読を行う。 

夏期休暇中の合宿でそれぞれの研究方針を決定し，秋学期に調査を実施する。最終的に，自身の調査について考察を行って，

400 字原稿用紙 30 枚程度の論文を執筆し，それらをまとめ，年度末にゼミ報告書を作成する。 

 

The course is composed of readings, discussions, and students' presentation. In the second semester, students have the 

responsibility to present their research at different stages of their project. Discussions give the presenters an opportunity to 

see their research from different perspectives.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業のねらいと進め方について 

2. 各人の問題関心の紹介(1) 

3. 各人の問題関心の紹介(2) 

4. 演習 1：対話・他者 

5. 理論的文献の講読（１） 

6. 理論的文献の講読（２） 

7. 理論的文献の講読（３） 

8. 演習 2：映画・物語 

9. 事例分析の講読（１） 

10. 事例分析の講読（２） 

11. 演習 3：芸術・世界 

12. 事例分析の講読（３） 

13. 事例分析の講読（４） 

14. 前期の総括と今後の構想報告 

15. 論文テーマと調査計画の報告 

16. 先行研究と調査方法の報告（１） 

17. 先行研究と調査方法の報告（２） 

18. 先行研究と調査方法の報告（３） 

19. 調査途中経過報告（１） 

20. 調査途中経過報告（２） 

21. 調査途中経過報告（３） 

22. 調査結果報告（１） 

23. 調査結果報告（２） 

24. 調査結果報告（３） 

25. 分析・考察・結論の報告（１） 

26. 分析・考察・結論の報告（２） 

27. 分析・考察・結論の報告（３） 
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28. 総括討論 

 

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

春学期は文献をきちんと読み，また，毎回，なんらかのコメントを事前に考えておくこと。秋学期については，自身の調査を進め，

担当回にしっかりとした報告をできるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告など授業時の課題達成，討論への参加(50%)/年度末論文の達成水準(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用する文献・論文については，受講生の問題関心に合わせて，開講後に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 片上平二郎、2017、『「ポピュラーカルチャー論」講義』、晃洋書房 

2. 佐々木敦、2016、『未知との遭遇（完全版）』、星海社 

3. 奥村隆、2013、『反コミュニケーション』、弘文堂 

4. 工藤保則,大山小夜,笠井賢紀編、2017、『基礎ゼミ社会学』、世界思想社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の展開に合わせて授業延長や授業計画の変更可能性がある。 

また，夏休み中の合宿に参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA383 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

行動科学の研究法と計量社会学 （Research Method of Behavioral Science and 

Statistical Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 洋一(MURASE YOICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA383 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会構造について幅広く，科学的に分析する能力を身につけることを目的とする。とくに個人行動と社会構造の関連を重視。国

際的な視点を持って分析することも重視する。 

 

The purpose of this course is to develop students' ability to analyze the social structure broadly and scientifically. 

Understanding the relationship between personal behavior and social structure is important. Conducting analysis based on an 

international perspective is also important. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロな個人行動は，マクロな社会現象にどのように結びつくでしょうか。個々人が便利さを追求して行動すると，環境問題など，

社会的には問題が起きることがあります。また豊かな社会において高級品が売れる一方，フリーター増加や格差が議論になるな

ど，日本社会にも変化が起きているようです。巨大な現代社会を把握するには科学的な社会調査や分析法が必要です。しかし，

不適切な調査や分析も現実には多いのです。 

このゼミでは，各自が自由にテーマを設定し，社会変動や社会階層，価値観，各種の不平等を中心に，参加行動や余暇活動，人

間関係，教育，政治，環境問題などに取り組みます。本格的な社会調査データや，国際比較データを用いてデータ分析の練習を

します。分析が得意でなくても，やる気があればそれで良く，広い視野を持ち現実社会に興味を持つ人ならば誰でも歓迎します。

まずテキストや，各自の分析結果をもとに発表と討論をします。次に，最新の論文講読やディベートなどをします。最後に各自の

テーマによりゼミ論文を作成します。これらを通じて，知的生産の総合的能力の訓練をしたいと思います。 

 

How are micro personal behaviors related to macro social phenomena? When individuals pursue convenience, social problems 

such as environmental problems may occur. And in an affluent society, social changes may occur in Japanese society, such as 

increasing part time workers and social disparities, while the sale of luxury goods is increasing. Scientific methodologies of social 

research and analysis are necessary to investigate this huge modern society. However, there are many inappropriate social 

studies and analyses.  

In this seminar, students decide their research theme and investigate various kinds of contemporary social phenomena. 

Research themes include social change, social stratification, values, and various aspects of inequalities, participation behavior 

and leisure activities, human relations, education, politics, and environmental issues. We practice data analysis using national 

sample survey data and international comparative data. Even students who are not good at analysis will be fine. A student who 

has a motivation for empirical research, and who has a broad perspective and is interested in real society, is welcome. First, we 

will have presentation and discussion on academic research by using a textbook and results of students' analyses. Next, we will 

read and discuss the latest academic papers. Finally, students will write seminar papers on their own research subjects. In this 

course of one year, I would like to train student’s comprehensive ability of intellectual production behavior. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の概要，各自テーマについて検討 

2. 学会誌掲載の論文について討論 

3. テキスト２章，及びデータベース解説 

4. テキスト３章，及び文献検索法について解説 

5. テキスト４章，及びホームページ作成解説 

6. テキスト発表と討論，及び分析法の解説 1 

7. テキスト発表と討論，及び分析法の解説 2 

8. 分析実習 分析ソフトの基本 1 

9. 分析実習 分析ソフトの基本 2 

10. 学術書を用いた発表と討論 1 

11. 学術書を用いた発表と討論 2 

12. 分析実習 多変量解析の基礎 1 

13. 分析実習 多変量解析の基礎 2 

14. 分析結果発表と討論 1 

15. 分析結果発表と討論 2 
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16. 学術書を用いた発表と討論 3 

17. 学術書を用いた発表と討論 4 

18. 学術書を用いた発表と討論 5 

19. 学術書を用いた発表と討論 6 

20. 分析実習 多変量解析 1 

21. 分析実習 多変量解析 2 

22. 分析結果発表と討論 重回帰分析とパス解析 1 

23. 分析実習 多変量解析 3 

24. 分析結果発表と討論 重回帰分析とパス解析 2 

25. 学術論文に関する発表と討論 

26. 分析実習 各種の分析手法について 1 

27. 分析実習 各種の分析手法について 2 

28. ゼミ論発表 仮説と分析結果 

 

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

毎回，前回までの内容を確認し，各自でよく復習しておくこと。社会調査法や分析法についてとくに復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ中の討論と発表内容・期間中の提出課題・最終レポートにより評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石田浩、2017、『教育とキャリア (格差の連鎖と若者) 』、勁草書房 (ISBN:4326648821) 

 

参考文献（Readings） 

1. 筒井淳也他編、2015、『計量社会学入門 ―社会をデータでよむ』、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) 

3. 原純輔・海野道郎、2004、『社会調査演習 第 2 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130520195) 

4. 盛山和夫他編、2011、『日本の社会階層とそのメカニズム ―不平等を問い直す』、白桃書房 (ISBN:978-4561961246) 

5. 数土直紀編、2018、『格差社会のなかの自己イメージ』、勁草書房 (ISBN:978-4326603046) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

村瀬ゼミホームページに最新情報を掲載する。 

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

 

注意事項（Notice） 
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■DA384 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライフストーリーの社会学 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA384 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 他者の人生をインタビューし、その生きられた経験の意味と社会的背景を理解し、さらにはそこから自分自身の生を問いなお

し、その対話から現代社会における生のありようと生き方について洞察・考察する。 

 

 Students will interview other lives, understand meanings of these experiences and their social contexts. Furthermore, students 

will use these to reexamine their lives, while analyzing and reflecting on existences in modern society through these dialogues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人間の生（life）のあり方が、その根本から問われている歴史的変革期としての現代社会のなかで、人間がよりよく生きる・豊か

に生きるとはどういうことなのか、その人間の生にとって社会はどうあるべきなのか、さらには人間社会と自然・歴史との関係をど

う考えるべきなのか、といった原的な課題がするどく浮上しているといえるでしょう。 

 このような課題に切り込んでいくテーマに、他者の生と自己の生との出会いと対話から生成するライフストーリー（他者と出会

い、関係をつくっていきながら、その人の生き方・生きざまを聞きとっていく調査研究手法）を通してアプローチしていき、ひるがえ

って自らの生き方・自らが生きる社会のあり方について深く洞察・考察をしていくこと。自らの原問題と正直に向きあい、他者の生

と真摯に向きあっていくこと。それが、このゼミのミッションです。 

 

 Fundamental issues have become clear as foundation of lives in modern society is undergoing historical revolution. What does 

it mean to live better and abundantly in this society? How should society be for these lives? How should relationships among 

human society, nature, and history be? 

 Students will approach their subjects by analyzing and reflecting deeply on their modes of living and their societies through 

lives of others, lives of themselves, rencontres, dialogues, and resulting life stories (research methodology with which students 

meet and connect with others to listen to their lives and ways of living). Students will face their fundamental issues up front and 

face other lives earnestly. This is the mission of this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 生き方としての学問、生きられる社会学 

3. 対話的自己紹介① 

4. 対話的自己紹介② 

5. 対話的自己紹介③ 

6. ライフストーリーの社会学の問題意識と方法① 

7. ライフストーリーの社会学の問題意識と方法② 

8. ライフストーリーの社会学の問題意識と方法③ 

9. 各自の問題意識のプレゼンとグループづくり① 

10. 各自の問題意識のプレゼンとグループづくり② 

11. 問題意識の掘り下げとテーマ設定・調査企画① 

12. 問題意識の掘り下げとテーマ設定・調査企画② 

13. 問題意識の掘り下げとテーマ設定・調査企画③ 

14. 問題設定と調査計画をめぐる中間報告会 

15. 調査実践をめぐる議論① 

16. 調査実践をめぐる議論② 

17. 調査実践をめぐる議論③ 

18. 調査実践をめぐる中間報告会 

19. 解釈と調査表現をめぐる議論① 

20. 解釈と調査表現をめぐる議論② 

21. 解釈と調査表現をめぐる議論③ 

22. 解釈と調査表現をめぐる中間報告会 

23. ライフストーリーの社会学とはなにか・再考 

24. 報告書論文作成① 
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25. 報告書論文作成② 

26. 報告書論文作成③ 

27. 報告書論文発表会 

28. 総括と卒業論文執筆に向けての展望 

 

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

 フィールド調査やグループワークなど、授業時間外の活動が多くありますが、その参加も必須です。 

 また、ゼミの授業時間は、ほぼ毎回延長することになるのでそのつもりでいてください。毎回、前回までの議論の内容と流れを

確認し、一回一回積み重ねていくものを確かなものとしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業・調査・グループ活動への参加の積極性と貢献度(50%)/折々の発表および報告書論文内容とそこへの貢献度(50%) 

言うまでもないことですが、出席は当然の大前提です。 

 

テキスト（Textbooks） 

 小倉康嗣 「生きられた経験へ――社会学を『生きる』ために」岡原正幸編『感情を生きる――パフォーマティブ社会学へ』慶應

義塾大学出版会、2014 年、14-36 頁。 

 

 小倉康嗣 「ライフストーリー――個人の生の全体性に接近する」「生／ライフ――『生き方』を主題化し表現する」藤田結子・北

村文編『ワードマップ 現代エスノグラフィー――新しいフィールドワークの理論と実践』新曜社、2013 年、96-103 頁、172-181 頁。 

 

 小倉康嗣 「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――ライフストーリーの知の生

成性と調査表現」『日本オーラル・ヒストリー研究』第 7 号、2011年、137-155 頁。 

 

 小倉康嗣「当事者研究と社会学的感染力――当事者研究と社会学との出会いのさきに」『三田社会学』第 19 号、 2014 年、55-

69 頁。 

 

 その他、適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 小倉康嗣 『高齢化社会と日本人の生き方――岐路に立つ現代中年のライフストーリー』 慶應義塾大学出版会、2006 年。 

 

 小倉康嗣 「被爆体験をめぐる調査表現とポジショナリティ――なんのために、どのように表現するのか」浜日出夫・有末賢・竹

村英樹編『被爆者調査を読む――ヒロシマ・ナガサキの継承』慶應義塾大学出版会、2013 年、207-254 頁。 

 

 小倉康嗣 「参与する知を仕掛けていくパフォーマティブな調査表現――関わりの構築へ」『社会と調査』第 19 号、2017 年、44-

55 頁。 

 

 小倉康嗣 「非被爆者にとっての〈原爆という経験〉――広島市立基町高校『原爆の絵』の取り組みから」『日本オーラル・ヒストリ

ー研究』第 14 号、2018 年、33-51 頁。 

 

 松尾浩一郎・根本雅也・小倉康嗣編『原爆をまなざす人びと――広島平和記念公園八月六日のビジュアル・エスノグラフィ』新

曜社、2018 年。 

 

 その他、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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■DA385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

地域社会の生活と交流の社会学（Sociology of Social Life and Interaction in Local 

Community） 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 芳明(NORO YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA385 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 主に現代都市の地域社会に目を向け，少子高齢化，異質な他者との共生，地域の経済や政策等による社会の変容と市民生活

の関連性について理論的，実践的に理解を深めることを目指す。 

 

 Students will focus on regional societies in modern cities. Students will deepen their theoretical and practical understanding 

about declining, aging society, co-existence with other different people, social changes due to regional economy and policy, and 

their relationships with citizens’ lives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 このゼミでは，地域の中でさまざまに展開している社会生活の実情，人びとの日常の暮らしをサポートしている自治体の諸政策

の現状と課題，町内会等の地域団体や各種ボランティア・NPOの活動などを，「一つの全体」として相互関連的に検討し，分析す

る視点を養っていく。「私たちの生活は何によって可能となり展開するか？」をシステマティックに知ることを目指したい。そのため

に，ゼミの前半は共通テキストの講読により視野を広げ，夏休みに実施するゼミ合宿での討議を経て各人の問題関心を深める。

年度の後半はゼミ生個々人の研究構想も踏まえつつグループ単位で研究・調査をおこない，成果をレポートにまとめていく。比較

的長文の報告を執筆する経験を，4 年次の卒業論文作成につなげることを目指す。 

 

 In this seminar, students will cultivate their perspective to discuss and analyze various conditions as a whole while considering 

relationships among these elements. Students will look at actualities of various social lives unrolling in regions, current policies 

and issues of local governments, how they support daily lives of people, regional organizations in cities, and various volunteer 

and NPO activities. Students will learn systematically about “What facilitates and makes our lives possible?” To do that, 

students will widen their perspective by reading universal textbooks in the first half of this seminar. During summer holiday, 

students will participate in seminar boarding school to discuss and deepen their interests about these issues. In the second half 

of the year, students will consider their research concepts when conducting researches and investigations in groups. Students 

will then summarize their results in reports. By writing relatively long reports, students will gain experience required to write 

their graduation theses in the 4th year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ゼミの進め方，テキストの決定 

3. テキストの講読：報告(1) 

4. テキストの講読：報告(2) 

5. テキストの講読：報告(3) 

6. テキストの講読：報告(4) 

7. テキストの講読：報告(5) 

8. テキストの講読：報告(6) 

9. テキストの講読：報告(7) 

10. テキストの講読：報告(8) 

11. テキストの講読：報告(9) 

12. テキストの講読：報告(10) 

13. 夏期休暇期間中の各自研究構想と講読文献の紹介(1) 

14. 夏期休暇期間中の各自研究構想と講読文献の紹介(2) 

15. 各ゼミ生の研究構想報告(1) 

16. 各ゼミ生の研究構想報告(2) 

17. 各ゼミ生の研究構想報告(3) 

18. ゼミ共同の研究・調査(1) 

19. ゼミ共同の研究・調査(2) 

20. ゼミ共同の研究・調査(3) 

21. ゼミ共同の研究・調査(4) 

22. ゼミ共同の研究・調査(5) 
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23. ゼミ共同の研究・調査(6) 

24. ゼミ共同の研究・調査(7) 

25. ゼミ報告集のまとめ(1) 

26. ゼミ報告集のまとめ(2) 

27. ゼミ報告集のまとめ(3) 

28. ゼミ報告集のまとめ(4) 

 

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

テキストの講読においては，報告者，討議者，司会などの役割をゼミ生が順次担当する。活発な討議を通じ理解を深めるため

に，事前の予習を十分にしておくこと。秋学期のグループ研究では，図書や文献資料を自ら調べたり，大学外のフィールドに積極

的に出て調査したりすることを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加の積極性(40%)/授業期間内の複数レポート(20%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

未定。授業の最初にゼミ生と相談して決める。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA386 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市再生の文化戦略(cultural strategy for urban regeneration） 

担当者名 

（Instructor） 
松本 康(MATSUMOTO YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA386 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 文献研究とフィールドワークをとおして，グローバル時代の都市再生戦略として注目される「創造都市」政策を手がかりに都市政

策と都市文化との関連について横浜市と金沢市を事例にして研究する。 

 

The objective of this course is to study the relationship between urban policy and culture by reviewing literature and fieldwork, 

particularly focusing on the creative city policies as an urban regeneration strategy in the age of globalization based on the 

cases of Yokohama and Kanazawa City. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では，2004 年に「創造都市」政策を採用した横浜市と 2009 年にユネスコの創造都市ネットワークに登録された金沢市

を事例として，グローバル時代における都市政策と都市文化との関連について多角的に検討する。具体的には，文献研究とフィ

ールドワークによって，横浜市都心臨海部と金沢市の文化政策，まちづくり，産業振興政策などに焦点を当て、その背景，政策意

図，実施過程と現状評価，課題などについて理解するとともに，現代都市政策の特質を考察する。 

 

In this course, students will come to consider the relationship between urban policy and culture in the age of globalization from 

various points of view, focusing on Yokohama City, which adopted a creative city policy in 2004, and Kanazawa City, which was 

registered in the UNESCO Creative Cities Network in 2009. Reviewing literature and documents and doing fieldwork, they can 

closely look at cultural, industrial, and spatial policies in the central water front area of Yokohama City and the central area of 

Kanazawa City, exploring policy backgrounds and implementation processes, and assessing their effects in order to understand 

the characteristics of contemporary urban policy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Planning 

2. テキスト文献講読 

3. テキスト文献講読 

4. テキスト文献講読 

5. テキスト文献講読 

6. テキスト文献講読 

7. テキスト文献講読 

8. 参考文献講読 

9. 参考文献講読 

10. 市職員のレクチャー 

11. 参考文献講読 

12. 調査計画の提案と班編成 

13. 班ごとの調査計画 

14. 調査計画の確定 

15. 報告書執筆計画 

16. 調査報告書要旨発表（班別） 

17. 調査報告書要旨発表（班別） 

18. 参考文献講読 

19. 参考文献講読 

20. 参考文献講読 

21. 参考文献講読 

22. 参考文献講読 

23. 参考文献講読 

24. 報告書内容報告・調整（班別） 

25. 報告書内容報告・調整（班別） 

26. 参考文献講読 

27. 参考文献講読／報告書原稿確認Ⅰ 
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28. 参考文献講読／報告書原稿確認Ⅱ 

 

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

授業計画に従って，取りあげる文献の該当箇所について予習し，報告の準備をすること。また，文献講読の回は，終了後に 2 日

以内にゼミ MLにコメントを投稿すること。夏季休暇中にインタビュー調査等のフィールドワークを実施する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間内の調査研究報告(30%)/ゼミ報告書原稿(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松本康編、2014、『都市社会学・入門』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4-641-22015-7) 

このほか過去のゼミ報告書等を独自教材として使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/ymatsumoto/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■DA387 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常生活の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
前田 泰樹(MAEDA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA387 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちは，日常生活において，さまざまな方法を用いて，自らや互いの行為や経験を理解している。こうした日常のコミュニケーシ

ョンやケアの実践において用いられる「人びとの方法(論)」について考察する。日常生活から社会問題にいたるまでの実践の論理

を，私たちが参加している問題として分析する力の習得を目指す。 

 

We understand our actions and experiences using various methods in our everyday lives. We will consider the "member's 

methods" used in the practices of daily communication and care. The aim of this class is to acquire the ability to analyze the 

methods in everyday life or within social problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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，何らかの方法を用いて自らや互いの経験や行為

を理解し，さまざまな社会生活を営んでいる。このゼミでは，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）につい

て，社会学的に考察する。コミュニケーション論や，アイデンティティ論，ケア論，健康と病いの社会学，感情や記憶の社会学な

ど，関連する領域の先行研究を理解しつつ，自らの問いを設定する能力を身につける。同時に，自らの問いを具体的な現象の中

に位置づけ，エスノメソドロジーなどの質的研究を中心とした考え方のもとで分析する能力を身につける。そのために，前半は，テ

キスト講読や課題・データセッションなどを通じて，各自の問題関心と分析力を練り上げる。後半は，各人の研究構想も踏まえな

がら，グループでの経験的研究を行い，成果をまとめていく。こうした作業をもとに，4 年次の卒業論文作成へ向けて，知的体力

を習得する。 

 

We understand our actions and experiences, using various methods in our daily lives. In this seminar, we will consider the 

methods and methodology we actually use in our everyday lives. Participants are required to acquire the ability to set up their 

own questions while understanding previous research in related fields, such as communication studies, identity studies, 

sociology of health and illness, and sociology of emotion etc. They are also required to acquire the ability to analyze the data of 

specific phenomena using the methods of qualitative research, such as ethnomethodology. In the first half, participants will set 

up their own interests by reading previous papers and analyzing data in tutorial. In the second half, according to the research 

interest of each participant, we will conduct empirical research. Based on these tasks, participants will acquire the ability to 

research for their graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，各人問題関心について報告 

2. 日常生活の社会学概説，ゼミ運営方法の確認 

3. テキスト報告・討論・分析課題練習１ 

4. テキスト報告・討論・分析課題練習２ 

5. テキスト報告・討論・分析課題練習３ 

6. テキスト報告・討論・分析課題練習４ 

7. テキスト報告・討論・分析課題練習５ 

8. テキスト報告・討論・分析課題練習６ 

9. テキスト報告・討論・分析課題練習７ 

10. テキスト報告・討論・分析課題練習８ 

11. テキスト報告・討論・分析課題練習９ 

12. テキスト報告・討論・分析課題練習１０ 

13. 研究テーマ構想報告１ 

14. 研究テーマ構想報告２ 

15. 研究テーマ修正報告 

16. 研究計画発表１ 

17. 研究計画発表２ 

18. 研究計画発表３ 

19. 研究関連文献発表１ 

20. 研究関連文献発表２ 
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21. 研究関連文献発表３ 

22. 研究中間報告１ 

23. 研究中間報告２ 

24. 研究中間報告３ 

25. 研究結果発表１ 

26. 研究結果発表２ 

27. 研究結果発表３ 

28. 総括討論 

 

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

テキストの講読においては，報告者，討論者などの役割を担当するために，十分な予習が必要である。また，分析課題練習につ

いては，十分な復習が必要である。ゼミ論文の執筆においては，フィールドワークや資料収集，グループワークなど，授業時間外

の活動が求められる。また，ゼミの授業時間は，作業内容に応じて，延長することがあるので，そのつもりで予定していてくださ

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミにおける発表及び活動状況の評価(50%)/最終レポート及び提出課題の評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田泰樹他編、2007、『ワードマップ エスノメソドロジー——人びとの実践から学ぶ』、新曜社 (ISBN:4788510626) 

適宜提示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 筒井淳也・前田泰樹、2017、『社会学入門——社会とのかかわりかた』、有斐閣 (ISBN:464115046X) 

2. 前田泰樹・西村ユミ、2018、『遺伝学の知識と病いの語り——遺伝性疾患をこえて生きる』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779512913) 

3. 水川喜文他編、2017、『ワークプレイス・スタディーズ——はたらくことのエスノメソドロジー』、ハーベスト社 (ISBN:4863390831) 

4. 酒井泰斗他編、2016、『概念分析の社会学 2——実践の社会的論理』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779510147) 

適宜提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA388 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
格差社会におけるコミュニティの可能性 

担当者名 

（Instructor） 
西山 志保(NISHIYAMA SHIHO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA388 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活が営まれるコミュニティという「場」において，社会問題が生み出されるメカニズム，コミュニティ形成の動きなどに注目

し，国際比較の視点を取り入れながら，理論と実践によって分析することを目指す。グループワーク，ディスカッション，プレゼンテ

ーション等への積極的参加が求められる。 

 

Students will focus on mechanisms with which social issues form and birth of community, where daily lives are conducted. 

Students will make comparisons across countries’ borders when analyzing these theoretically and practically. Students must 

participate actively in group works, discussions, and presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

急速なグローバル化に伴い，様々な社会問題が発生している「コミュニティ」に注目し，グローバルな動きとローカルな動きの中

で，コミュニティが直面している問題状況を整理し，それに対してどのような解決方法があるのか，市民，自治体の役割は何か検

討し，分析する手法を学ぶ。コミュニティをめぐる諸理論を学び，問題について深く考える視点を身につけることを目指す。前半で

は，ゼミのメンバ－がテキストの講読，報告を行い，論点について議論する。後半では，各自の問題意識に基づき，報告書の作

成やヒアリングの方法を学ぶ。卒業論文作成に向けて問題意識の形成，課題の設定を行う。 

 

Students will focus on communities troubled by various social issues following rapid globalization, organizing actualities of issues 

facing communities amidst global and local movements. Students will then learn how to discuss and analyze solutions for these 

issues, while understanding roles of citizens and local governments. Students will learn various theories about communities. 

They will gain perspective to think about these questions deeply. In the first half, students will read textbooks, reports, and 

discuss about these topics. In the second half, depending on their issue awareness, students will create reports and learn 

interview methods. Students will form their issue awareness and choose their subjects as preparation for their graduation 

theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，目標設定 

2. コミュニティとは何か 

3. コミュニティをめぐる諸理論 

4. 文献講読① 

5. 文献講読② 

6. 文献講読③ 

7. 文献講読④ 

8. 文献講読⑤ 

9. グループディスカッション① 

10. グループディスカッション② 

11. グループディスカッション③ 

12. グループディスカッション④ 

13. 春学期全体討論 

14. 春学期のまとめ 

15. ガイダンス，目標設定 

16. コミュニティの形成主体 

17. 文献講読① 

18. 文献講読② 

19. 文献講読③ 

20. 文献講読④ 

21. 文献講読⑤ 

22. 各自報告① 

23. 各自報告② 

24. 各自報告③ 
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25. 各自報告④ 

26. 各自報告⑤ 

27. 秋学期全体討論 

28. 報告書に向けての報告会 

 

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

コミュニティをめぐる諸問題について文献リストを提供するので，事前に予習をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（リアクションペーパー20％、演習での発言 20％）(40%)/演習内ので報告(20%) 

3 分の 2 以上出席していない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習内で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA389 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
格差・不平等の社会学－階層・ジェンダー・民族／国籍の視点から－ 

担当者名 

（Instructor） 
岩間 暁子(IWAMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA389 

 

授業の目標（Course Objectives） 

格差や貧困，社会的排除などの不平等問題に関する文献講読と議論を通じて幅広い視野，分析力，論理的かつ柔軟な思考，社

会学的想像力の習得を目指す。 

 

By emphasizing reading, discussion, and critical thinking skills, this seminar for juniors helps students build the foundation for a 

deeper understanding of theory and methods in sociology of social inequality, and write a seminar thesis through a peer review 

process where you and other students evaluate each other’s work and give feedback. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションや産業構造の転換，高齢化，新自由主義的政策の影響などにより，先進国では格差の拡大や貧困問題へ

の対応がこれまで以上に大きな課題となっている。特に日本では，少子高齢化の進展による労働力不足に対応する必要性が高

まっているにもかかわらず，「移民」の受け入れについての本格的な政策的議論はなされず，また，女性がこれまで担ってきたケ

ア役割を軽減したり，男女間の格差を抜本的に是正する政策は乏しい。つまり，民族的マジョリティである日本人，とりわけ日本

人男性を主体とした社会運営が依然として続いている。この授業ではこうした不平等の問題に対して「階層・階級」「ジェンダー」

「民族・国籍」という３つの分析軸に基づいて複眼的に分析する。また，日本の現状を相対化するため，欧米諸国や韓国などとの

国際比較や歴史的視点も重視する。春学期は共通文献の講読や討論を通じて，基礎力を養う。秋学期は各受講者の関心に基

づいた個人報告とテーマ別のグループ・ディスカッションを中心に授業を進め，最終的にはゼミ論文（原稿用紙で 40～50 枚程度） 

としてまとめ，ゼミ論文集を作成する。論文の執筆にあたっての研究手法は問わないが，資料やデータなどによる裏付けに基づく

実証的アプローチの採用を奨励しており，ランダムサンプリングで収集されたデータを用いた量的分析（２次データの分析），イン

タビュー調査，フィールドワークなど，研究テーマに適した研究手法を選択することが求められる。なお，量的分析を用いたゼミ論

文の執筆を予定している場合には，「社会統計学」「多変量解析」のほか，可能な限り「社会調査演習」を履修することが望まし

い。 

 

While Japan faces the serious concerns of rapid aging and very low birthrate, the gap between rich and poor has grown under 

globalization and the neo-liberal reform undertaken since the late 1990s. Moreover, the gender gap continues to persist and the 

huge disparities of working conditions and others between Japanese nationals and foreign nationals still persists. This seminar 

examines social inequality issues from the perspectives of social stratification, gender, nationality and ethnicity. This seminar for 

juniors consists of three parts: (1) students read several textbooks on social inequality issues with a critical eye, make a 

summary of each chapter of the textbooks, make an effective presentation and discuss in the first semester; (2) students are 

required to present a research proposal for a seminar thesis outlining the research topic to be studied and its background, the 

purpose and the significance of the study, research method and the list of major previous studies at the first class in the 

second semester; (3) students are required to write a seminar thesis with about 20,000 Japanese characters thought reporting 

on their progress weekly at the group organized by research topics. Students can improve their writing skills through a peer 

review process where they evaluate each other’s work and give feedback. Specific advice will be given by the professor. Only 

students who submit the seminar thesis can get academic credit and are eligible for writing a graduation thesis for seniors in 

the next academic year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論１ 

2. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論２ 

3. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論３ 

4. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論４ 

5. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論５ 

6. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論６ 

7. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論７ 

8. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論８ 

9. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論９ 

10. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論 10 

11. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論 11 
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12. 格差・不平等に関するテキストの輪読と討論 12 

13. 総括討論１ 

14. 総括討論２ 

15. ゼミ論文集に関する説明と今後の計画の相談 

16. ゼミ論文の構想発表１ 

17. ゼミ論文の構想発表２ 

18. ゼミ論文の構想発表３ 

19. 研究テーマ別のグループ作業と討論１ 

20. 研究テーマ別のグループ作業と討論２ 

21. 研究テーマ別のグループ作業と討論３ 

22. ゼミ論文の中間発表１ 

23. ゼミ論文の中間発表２ 

24. グループ別に原稿のピアレビュー１ 

25. グループ別に原稿のピアレビュー２ 

26. 最終原稿の確認１ 

27. 最終原稿の確認２ 

28. ゼミ論文集のタイトルや目次の決定 

 

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

前回までの授業内容を確認し，復習しておくこと。また，授業と関連する資料や文献などを自ら調べ，その成果をゼミ全体で共有

することを奨励する。秋学期のゼミ論文の執筆に向けては，自らたてた研究計画に基づき，主体的に取り組むこと。希望者を募

り，ゼミテーマと関連する施設・団体の見学なども予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーションおよびディスカッション(40%)/出席および複数レポート(20%)/ゼミ論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

未定 (1 回目の授業時に提示する) 

 

参考文献（Readings） 

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 (ISBN:4623048721) 

2. 岩間暁子、2008、『女性の就業と家族のゆくえー格差社会のなかの変容』、東京大学出版会 (ISBN:4130561030) 

3. 吉田健正、2004、『大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方（第 2 版）』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4888488681) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミ時以外の連絡にはメーリングリストを用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA390 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー論 現代社会論 

担当者名 

（Instructor） 

石崎 裕子(ISHIZAKI YUKO) 

吉澤 夏子(YOSHIZAWA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DA390 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ジェンダー」と「現代思想」に関する文献の講読や報告，議論を通じて，各受講者が自分自身にとってもっとも切実な「問題」とは

何か，を発見すること，それが本演習の目標である。 

 

Students will read and report literatures on gender and modern thinking. The goal of this seminar is to help students to discuss 

and discover the most important issues for them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ジェンダー」の視点は，現代社会を主題化する社会学の営みにとって不可欠である。どのような社会も，性差に無関連に構成さ

れて在ることはないからである。このゼミでは，現代社会に現象するさまざまな問題を，それがどのように「ジェンダー」化されてい

るかという視点から読み解いていく。またそのために現代社会を記述・分析する「理論」について幅広い知識を身につけることも必

要である。 

春学期は，ジェンダー，現代社会理論などの領域から広く文献を選び講読する。秋学期は，夏休みの課題レポートをもとにした各

受講者の個人報告を中心に進める。最終的には年度末に，400 字詰め原稿用紙で 30 枚程度のレポートを作成することを課題と

する。どのような「問題」を発見しそれに対してどのようにこたえようとするのかを文章にすることで，卒論へ向けてさらにテーマを

深めていくことができる。 

 

Gender perspective is essential for workings of sociology as it studies modern society. This is because every society is affected 

by gender discrimination. In this seminar, students will understand how various issues in modern society are linked to gender. In 

addition, students need to acquire wide range of knowledge about theories that describe and analyze modern society. 

In spring semester, students will select and read wide range of literatures including gender and modern society theory. In 

autumn semester, students will use their summer-holiday assignment report to work on their individual reports. Finally, at end of 

year, students will write reports of about 30 pages, with 400 characters per page. Students will write on paper how they 

discover and answer these issues. Students will deepen their understandings about these subjects and work towards their 

graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 自己紹介 

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 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. まとめ 

15. イントロダクション 

16. 個人報告 

17. 個人報告 

18. 個人報告 

19. 個人報告 

20. 個人報告 

21. 個人報告 

22. 個人報告 
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23. 個人報告 

24. 文献講読 

25. 文献講読 

26. 文献講読 

27. 文献講読 

28. まとめ 

 

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

文献を精読し，レジュメ作成，プレゼンテーションやコメント案の準備，議論の進行のシミュレーションなど，授業に積極的に関わる

ために何が必要かを各自が自分で考え，周到に準備をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業でのプレゼンテーション(40%)/議論への参加度(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA413／データ対話型分析法 

(Grounded Theory Approach) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 康仁(KINOSHITA YASUHITO) 

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） 
SOC3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

インタビューや参与観察などのデータから、社会的相互作用に関する理論（モデル）を生成する質的研究法であるデータ対話型

分析法(GTA: Grounded Theory Approach)について学ぶ。 

 

Based on data such as interviews and participatory observations, students will learn about qualitative research method used to 

form theories (models) about socially mutual effects, i.e. Grounded Theory Approach (GTA). 

 

授業の内容（Course Contents） 

データ対話型分析法の社会学における位置づけを理解し、代表的作品の検討、および、データ分析の実習を行う。とくに、担当者

が開発し、現在ヒューマンサービス領域で広く使用されている M-GTA（修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）の理解を深

める。 

 なお、この授業ではグループワーク、分析実習と授業内での個別発表を予定しているが、履修者数によってはより効果的な学

習となるよう変更する場合がある。 

 

Students will understand Grounded Theory Approach’s roles in sociology while discussing iconic works and practicing data 

analyses. Particularly, students will deepen their understanding about Modified-Grounded Theory Approach (M-GTA) developed 

by the professor and is widely used in human service sector. 

 In this class, students will participate in group works, practice analyzing, and create individual presentations in class. However, 

professor may change the lesson planning to accommodate number of students and to facilitate more effective learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションおよび概略的講義 

2. GTAの古典的作品『死のアウェアネス理論と看護』（医療社会学）の検討 

3. データ対話型分析法（GTA）の出現：1960 年代から現在までの変遷 

4. M-GTAの研究例「老夫、老妻ヲ介護ス」の検討 

5. データの収集（インタビュー調査）とデータの整理 

6. 質的研究と M-GTAの分析方法（1） 

7. 質的研究と M-GTAの分析方法（2） 

8. 質的研究と M-GTAの分析方法（3） 

9. インタビュー・データの分析の実習（1）：発表とディスカッション 

10. インタビュー・データの分析の実習（2）：発表とディスカッション 

11. インタビュー・データの分析の実習（3）：発表とディスカッション 

12. M-GTAの研究論文の批判的検討 

13. 事例研究と M-GTAによる理論生成の比較 

14. まとめ 

 

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

予習として、指定された文献は必ず読んでくること。読んできた内容に基づいて授業でグループ・ディスカッションを行う。また、体

系だって方法を学んでいくので欠席すると以後の理解が困難になるので注意のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業での発表(40%)/授業でのディスカッションの参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

下記の参考書を組み合わせて使うので、指定された箇所を必ず読んでから授業に参加すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 木下康仁、2014、『グラウンデッド・セオリー論』、弘文堂 (ISBN:4335501390) 

2. 木下康仁、2015、『ケアラー支援の実践モデル』、ハーベスト社 (ISBN:4863390683) 

3. 木下康仁、2007、『ライブ講義 M-GTA：実践的質的研究法』、弘文堂 (ISBN:433555110x) 
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4. 木下康仁、2003、『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践』、弘文堂 (ISBN:4335550898) 

5. グレーザー&ストラウス、1988、『死のアウェアネス理論と看護』、医学書院 (ISBN:4260347772) 

その他、適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA417／社会運動論 

(Social Movements) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会や文化の変革と社会運動 

担当者名 

（Instructor） 
二階堂 晃祐(NIKAIDO KOSUKE) 

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） 
SOC3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会は何らかの形で変わっていく、という事自体に異論を挟む人は少ないだろう。しかし、具体的には誰がいつ、どのようにして

変えようとし、結果的には社会全体がどのように影響を受けるのか、等と訊かれれば、明確に意識した事がない人も多いのでは

ないだろうか。社会運動を調査、研究、分析の対象とする、という事は社会や文化の変化を意識する上で、一つ有効な手段であ

る。当授業では社会運動を学習、考察するための考え方を紹介する事で、履修者に社会の変化の可能性やその限界について明

確、具体的に思考する術を身につけてもらえるよう期待している。また、社会学ならではの社会運動への取り組み方を学ぶ事で、

結果的には分野としての社会学の特徴を明確に把握する事も副次的な目標である。 

 

Few people would likely challenge the notion that society in some way keeps changing, at least at the level of a rather vague 

sensibility. Yet most people could find it hard to answer if pressed on matters as who specifically instigates social change, when 

and how, and what is the nature of impact of such activity on the broader society. In fact, many people probably would not have 

even been aware that such question might be asked. The instructor regards that the study, investigation and analysis of social 

movements constitutes a useful component of a good liberal arts education because it enables students to develop one 

possible analytical tool through which one may be strongly aware of the changes in society and culture. In this course, by 

introducing the methods for researching on and analyzing social movements, it is hoped that students would develop a habit of 

thinking clearly and concretely about both the possibilities of, as well as limitations on, social change. Further, a secondary goal 

of this course is to enable students to develop a clear understanding of some of the major key characteristics of the field of 

sociology, by taking up the study of social movements as a matter of an exemplar.  

 

授業の内容（Course Contents） 

講義が中心。ただし履修人数にもよるが、討論／ディスカッション等の機会も設けたい。なお社会運動論は社会学の中では比較

的まとまりが良く、範囲がしっかりと定義されている分野の一つである。当授業でも取り上げるテーマの多くはこの意味で、暗黙の

了解がある範囲内から取られている。一方では、文化の社会学、構造と実践の関係等、より広い意味で社会学全般に関係する

話題も含める予定。 

 

Mainly lectures, with 2 discussion sessions. The study of social movements is a relatively well-defined field of inquiry in 

sociology. In this sense, most of the topics covered in this class are taken from within the scope of this implicit understanding. 

On the other hand, I will talk about topics related to sociology in general, such as sociology of culture, and relations between 

structure and practice. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会運動の定義と概念、学習する理由：広い見方と狭い見方、国や時代により異なる認識を持たれてきた社会運動、社会

運動の重要性。 

2. 社会学における「主流な」社会運動論概要。 

3. 世の中の「大きな」流れと社会運動論：１９世紀以降のマクロ的な歴史的経過や社会の構造的特徴と社会運動の関係、学

問の分野としての社会学の変遷と社会運動論の関係。 

4. 社会運動の登場と発生：どうして社会運動が発生するのか、誰が参加するのか？社会運動への参加を規定する要因は何

か？ 

5. 社会運動の実践考察（１）：事例としての日本と世界のフェミニズム運動とその幅広い社会的影響 

6. 社会運動の共鳴力：フレーム理論、文化の発信体としての運動、集合アイデンティティ論。 

7. 運動の組織とネットワーク：資源動員にての組織の重要性、社会運動論にとっての組織論の位置づけ、運動のネットワーク

分析の発展について。 

8. 社会運動におけるリーダーの役割：社会運動論におけるリーダーの役割の考え方、リーダーの影響力とその限界、リーダ

ーのスタイルの違い、カリスマ論と者器械運動論の関係。 

9. 社会運動の影響力と結果：社会運動は文化や社会の変革に貢献したと言えるのだろうか？もしそうなら、その影響力は測

定出来るのだろうか？ 

10. 社会運動とメディア：近代メディアの仕組みや構造とその運動への影響、メディアを活用する運動とその方法や戦略。 

11. 社会や文化の構造と変化について：社会科学で言う文化とは何か、社会とは何か？文化や社会は安定しているのか、いな
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いのか？変化するとすれば、誰がどのようにして変えるのか？社会学は社会の変化は難しいと考えるのか、容易と考える

のか？社会や文化の変化における運動の位置づけはどう考えるべきなのか？  

12. 社会運動の実証研究：研究対象としての社会運動、理論と実証のつながり、社会学の共通要素と運動研究特有の事情。 

13. 社会運動の実践考察（２）：どうして世界では新たな形式の右翼的、もしくは反動的な動きが多く見られるのか？社会運動と

してのトランプ大統領選出、英国 EU離脱、イスラム圏での原理主義運動の台頭、等 

14. まとめと主要テーマ再考察 

 

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

履修者の数やこれまでの授業の履修経験にもよるが、ある程度の読み物の指定を行う予定。平常点の一環として、原則出席票

／コメントカードは毎回回収する予定。なお、数回の授業ではより充実した内容を期待する小論形式のコメントカード、もしくはミニ

テストを含める計画なのに留意。より重要な留意点として、期末試験時には相当量の復習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(20%)/授業内に指示した提出物(20%) 

欠席回数が 5 回以上で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

後日プリントもしくは Blackboard上でのダウンロードとして用意。 

 

参考文献（Readings） 

1. ニック・クロスリー、2009、『社会運動とは何か〜理論の源流から反グローバリズム運動まで』、新泉社 (ISBN:9784787709103) 

2. 田中優子、2014、『そろそろ社会運動の話をしよう 他人事から自分事へ。社会を変えるための実戦論』、明石書店 

(ISBN:9784750340838) 

3. 大畑裕嗣、2004、『社会運動の社会学』、有斐閣選書 (ISBN:9784641280922) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA419／社会学理論 

(Sociological Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Play／Spiel の社会理論 

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） 
SOC3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Play や Spiel という言葉についての理論的思索を通じて、社会空間とその中を生きることのあり方についての新たな理解を目指

す。 

 

This course explores the relationship between sociological thinking and cultural critique. Central to this year is inquiry into the 

word "play." 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学理論とは、抽象的な論理を用いることで、目に見えない社会の構造やその中での社会事象のあり方を描き出すものであ

る。だが、批判的社会理論と呼ばれる思想系列はそれに留まらず、理論という道具によって、いまだありえない社会の可能性を

積極的に描き出すことの必要性を主張し、その際に美的なものや文化的なものの潜在的可能性を論じている。本講義では、この

ような批判理論的視座に基づいて、「文化」というものが持つ社会的可能性について考察していきたい。 

その際に、本年度の講義においては、「Play」（もしくはドイツ語の「Spiel」や「spielen」）というものに着目することで議論を進めてい

く。この多様な意味を持つ単語について多面的に考えていくことで、人々が社会を生きていく中で行っている様々な行いの気付か

れない位相を描き出すことを可能にするものと考えている。 

 

The word "play" has many meanings. In this course, we focus on this polysemy and learn how to sociologically analyze everyday 

experiences. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ――「「ゲームの終わり」を理解する試み」から考える社会理論 

2. Action の理論と Play の理論 

3. Play＝ゲームをする 

4. Play＝競争する 

5. Play＝演奏する 

6. Play＝演じる 

7. Play＝ふるまう 

8. Play＝つけこむ 

9. Play＝ゆとり 

10. Play＝賭け 

11. Play＝やり方 

12. Play＝演劇 

13. Play＝遊び 

14. まとめ――「情動」を理解する新しい試みのために 

 

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

授業の内容を、自分の日常の中で考え直すことを意識してみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. テオドール.W.アドルノ、2009、『「『勝負の終わり』を理解する試み」（『アドルノ文学ノート』』、みすず書房 (ISBN:4622074700) 

2. テオドール.W.アドルノ、1999、『音楽社会学序説』、平凡社 (ISBN:4582762921) 

3. ルイ・アルチュセール、1994、『「「ピッコロ」、ベルトラッチーとブレヒト 唯物論的な演劇にかんする覚書」（『マルクスのため
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に』）』、平凡社 (ISBN:4582760619) 

4. Hans-Dieter Koenig. 2001. Neue Versuche, Becketts ' Endspiel' zu verstehen. Sozialwissenschaftliches Interpretieren nach 

Adorno.. Suhrkamp (ISBN:3518288598) 

5. ヨハン・ホイジンガ、1973、『ホモ・ルーデンス』、中央公論新社 (ISBN:4122000254) 

6. アーヴィング・ゴフマン、1974、『行為と演技―日常生活における自己呈示 (ゴッフマンの社会学 1) 行為と演技―日常生活に

おける自己呈示』、誠信書房 (ISBN:4414518016) 

7. 北野圭介、2018、『マテリアル・セオリーズ: 新たなる唯物論にむけて』、人文書院 (ISBN:440903099X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA432／計量社会学 

(Metric Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本における格差や不平等について考える 

担当者名 

（Instructor） 
歸山 亜紀(KAERIYAMA AKI) 

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） 
SOC3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会の大きな課題である格差や不平等についての基本的知識を獲得する。 

＜学生の到達目標＞ 

・機会／結果の平等・不平等、世代間移動などの用語を正しく説明できる 

・計量社会学の方法について理解できる 

・計量社会学の成果を読むことができる 

 

Students will acquire basic knowledge about social gap and inequality, both of which are substantial topics in modern society. 

<Students’ goals> 

・Explain correctly terminologies such as equality or inequality of opportunity and result, inter-generational mobility. 

(2) Students can understand the relationship between society and business 

・Able to read metric sociology findings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

そもそも「格差」「格差社会」「不平等」って何だろうか？ 

日本社会の格差のあり方はどの程度なのか？ 

以前の日本社会と比べるとそれは大きくなっているのだろうか？ 

格差のあり方はどの程度ならよいのか？今後はどうなるのか？ 

このようなことを、計量社会学の成果に基づいて考える。 

 

What are social gap, inequal society, and inequality? 

How severe is social gap in Japanese society? 

Does it aggravate compare to previous Japanese society? 

How large should the gap be? What is the future trend? 

Students will think about these based on metric sociology findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【ガイダンス】  

・授業目標、到達目標の確認 

・授業の進め方の説明  

2. 【結果と機会の不平等】 

・「何に関する」格差か 

・「誰と誰の間の格差」か 

・結果の平等／不平等とはなにか 

・機会の平等／不平等とはなにか 

・近代社会と機会の平等 

・社会階層という概念 

・出身階層と到達階層 

・社会移動（世代間移動と世代内移動） 

3. 【格差は拡大しているのか①】 

・基幹統計データと学術調査データ 

・所得格差は拡大しているのか 

・平均値、中央値、分位数、ジニ係数  

4. 【格差は拡大しているのか②】 

・基幹統計データと学術調査データ 

・所得格差は拡大しているのか 

・平均値、中央値、分位数、ジニ係数  

5. 【貧困と生活保護】 

・ラウントリー調査 
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・絶対的貧困と相対的貧困 

・生活保護の保護基準 

6. 【相対的貧困】 

・タウンゼント調査 

・等価可処分所得、貧困線 

・社会的排除と社会的包摂  

7. 【非正規雇用】 

・正規雇用と非正規雇用 

・非正規雇用とはどのような働きかたか 

・非正規雇用の何が問題か 

8. 【社会階層と階級】  

・マルクスの階級論（両極分解論、絶対窮乏化論、資本家階級と労働者階級） 

・社会階層という概念について 

・職業階層（職業分類）  

9. 【世代間移動①】  

・世代間移動はどれくらい起こっているのか 

・世代間移動をどのように測るのか 

・世代間移動表（全体移動、構造移動、純粋移動） 

・流出再生産率、流入再生産率、オッズ比、対数オッズ比 

10. 【世代間移動②】  

・世代間移動はどれくらい起こっているのか 

・世代間移動をどのように測るのか 

・世代間移動表（全体移動、構造移動、純粋移動） 

・流出再生産率、流入再生産率、オッズ比、対数オッズ比 

11. 【学歴社会①】  

・階層移動における学歴の役割 

・学歴社会とは 

・いまの日本社会は学歴社会か 

12. 【学歴社会②】  

・階層移動における学歴の役割 

・学歴社会とは 

・いまの日本社会は学歴社会か 

13. 【機会の不平等】 

・学歴を得る機会は平等か 

・なぜ大学に進学する人としない人がいるのか 

14. 【まとめ】  

・格差社会論争とはなんだったのか 

・見えにくい機会の不平等 

・格差社会を考える意義  

 

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

・日頃から新聞、ニュースをよく見ることを習慣としてください。 

・各回の授業内で指示する参考文献や配布資料を事前に読んでから参加してください。 

・そのほか、必要に応じて授業内で別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 平沢和司、2014、『格差の社会学入門：学歴と階層から考える』、北海道大学出版会 

2. 中村高康ほか編、2018、『教育と社会階層：ESSM 全国調査からみた学歴・学校・格差』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA434 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA434／社会学史 

(History of Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学の歴史とその特徴を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
出口 剛司(DEGUCHI TAKESHI) 

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） 
SOC3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学を学ぶ人に必要とされる社会学の「理論と歴史」を学修します。社会学の対象とする領域は広いので、社会学部で学んで

も、社会学の特徴や全体像を理解するのは難しいかもしれません。本授業では社会学の歴史的な歩みを分かりやすく解説し、他

の社会科学とは異なる社会学の特徴を明らかにします。 

 

Students will learn sociology theories and histories required for sociology students. Since sociology targets wide area, students 

may not understand entire picture and characteristics of sociology even if they study in College of Sociology. In this class, 

professor will explain sociology historical timeline in easy-to-understand way, while clarifying differences among sociology 

characteristics and those of other social sciences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「抽象的な理論が苦手」という人にも楽しく授業に参加できるように、それぞれの社会学者が生きた時代やその背景を振り返りな

がら、彼らの学説のエッセンスを解説していきます。後半は、社会学の理論が現代社会を理解する上でどのように役立つかという

観点を重視しながら、理論の応用をめざします。 

 

Students will review sociology scholars’ eras and contexts while professor explains essences of their theories. Even students 

who shun abstract theories will enjoy this class. In the second half, students will focus on applications of sociology theories in 

understanding of modern society and practicing these theories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ＜社会学的思考の形成と発展＞ 

〈社会的なるもの〉の生成と社会学の誕生 

   －学祖・A. コントの社会学構想に学ぶ 

2. 私を超えた〈きずな〉を社会学する 

   －方法論的集合主義とデュルケム 

3. 働く私のモチベーション 

   －方法論的個人主義とヴェーバー 

4. 不透明な搾取を可視化する 

   －マルクスと社会批判の系譜 

5. 社会というシステムを構築する 

   －パーソンズと機能主義の社会学 

6. 揺らぐリアリティのその成り立ち 

   －ミクロ社会学と〈意味〉へのまなざし 

7. ＜現代社会批判としての社会学＞ 

グローバル化とリスク社会としての現代社会 

   －不透明化する現代世界の諸相をとらえる 

8. 『蟹工船』と再発見されたマルクス 

   －疎外・搾取・物象化とは何か？ 

9. ヴェーバーを越えて、仕事と雇用を考える 

   －日本人の働き方と職業倫理 

10. 連帯的協働と民主主義 

   －デュルケムの可能性と再評価 

11. 豊かさな社会の生きづらさ 

   －消費社会論の系譜 

12. 監視社会と新しい権力の出現 

   －フーコーと社会学－ 

13. 民主主義とはどういう制度か？ 

   －フランクフルト学派再考－ 

14. 愛国心と国のカタチを構想する 
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   －ハーバーマスの社会構想を応用する 

 

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

前半（社会学的思考の形成と発展）では授業の復習を重視し、社会学の基本的な考え方を身に着けてください。後半（現代社会

批判としての社会学）では、自分なりの疑問や問題意識をもって授業に臨むことで理解が深まります。教科書（『社会学の歴史

Ⅰ』『私をひらく社会学』）を予習、復習に積極的に活用してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 豊泉他、2014、『〈私〉をひらく社会学』、大月書店 (ISBN:978-4-272-41233-4) 

2. 奥村隆、2015、『社会学の歴史Ⅰ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22039-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 新睦人編、『新しい社会学のあゆみ』、有斐閣 

2. 同、『社会学のあゆみ』、有斐閣 

3. 同、『社会学のあゆみパート・2』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA441／差別と偏見の社会学 

(Sociology of Discrimination and Prejudice) 

担当者名 

（Instructor） 
矢吹 康夫(YABKI YASUO) 

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） 
SOC3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「差別はよくない」は確かに反論できない正義としてあるかもしれないが、だからといって「差別意識をもつのはよくないから、差

別について考えるのもよくない」わけではないし、「差別について考えない／知らないわたしは差別問題とは関係がない」「差別問

題は特殊な人びとの特殊な問題だ」というわけでもない。この授業では、「ポリコレ疲れ」などといって目をそらすのではなく、差別

をどこにでもある身近な現象としてとらえ直し、「差別をするかもしれないわたし」に目を向けることをめざす。なぜなら、差別問題

とは言い換えれば他者理解の問題でもあり、日々得体の知れない他者と出会う私たちが当たり前に遭遇する問題だからである。 

 なお、差別をされていない人びとが現状の社会構造に安住しているから差別が温存・再生産されていることをふまえるならば、

身近な問題として差別について学ぶことは、マジョリティを自認している、あるいは自認する必要すら感じていない人びとに自省を

迫り、場合によっては不快感を与えることになるかもしれない。そういうときにはつい、「差別だと騒ぎ立てるほうが悪い」「そっちの

ほうが差別だ」などと過剰防衛に走ったり、「そんなことまで差別と言われたら何も言えなくなる」と萎縮したりするかもしれない。だ

がこれは差別問題と向き合うときに不可避のジレンマでもあるので、違和感や居心地の悪さを感じたら思考停止するのではなく、

むしろ自身が生きるこの社会を問い直すチャンスだと思って活用してもらえれば幸いである。 

 

 Indeed, argument in favor of discrimination is weak, but we should not shun discussion about discrimination just because 

awareness of discrimination is negative. Distancing ourselves from discrimination intellectually or leaving the problem to specific 

populations are not the solutions. In this class, students will not be confined by political correctness. They will face the issue 

and realize that discrimination is all around them and how close they are to committing discrimination. In other words, 

discrimination is problem of understanding others. This problem is natural because every day we meet strangers. 

 Furthermore, discrimination has been able to survive and reproduce because non-discriminated people are living comfortably 

in current social structure. To recognize discrimination as a problem close to us, those with or without self-awareness as a 

majority must admit the problem and conduct self-reflection. Depending on the situation, some people may not be comfortable 

with it. Some people will take up overtly defensive stance by claiming that causing chaos is worse than discrimination or shifting 

the blame. Some will retreat by claiming that putting labels of discrimination will make people to keep their opinions to 

themselves. However, this is an unavoidable dilemma when facing discrimination. Students should not stop thinking because of 

the discomfort or unease. Students should use this opportunity to rethink about the society they live in. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半の数回でまず、差別を「意識」としてではなく「行為」としてとらえる視点を学ぶ。さらに、差別だと批判された人びとがどのよ

うな言い逃れをしてきたのか知ることをとおして、同じ醜態をさらしてしまわないよう注意を促す。 

 そのうえで中盤以降は、著名人による相次ぐ差別発言（と炎上）やメディアでの差別表現（と炎上）、ヘイトスピーチと排外主義、

障害者差別解消法、旧優生保護法下の強制不妊手術、同姓パートナーシップ条例、ブラック校則など、近年注目され、活発な議

論が交わされている具体的な事例を取り上げ、自分とは異質な他者への理解を深めていく。 

 

 In the first few classes, students will acquire perspective to think about discrimination as action, instead of awareness. In 

addition, students will know how people talk themselves out of discrimination and pay attention so that they will not fall into the 

same disgraceful condition. 

 In recent years, various issues have been center of attention and fiercely discussed, including discrimination speech (or incite) 

by celebrity, discriminative expression by media (or incite), hate speech, exclusionist doctrine, elimination of discrimination 

against disabled, sterilization of women under previous National Eugenic Law, regulation on same-sex partnership, and black 

school rules. After the midterm, students will select specific cases involving these issues to deepen their understanding of 

other, different people. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ差別について学ぶ必要があるのか 

2. 「差別するつもりはなかった」という言い訳 

3. 「差別と区別は違う」という言い訳 

4. 「ポリコレ疲れ」という言い訳 

5. うっかり差別する可能性 

6. 「美しい」と称賛することの問題 

7. 多様性の否定としての「ブラック校則」 

8. 多様性の否定としての「伝統」 



 - 75 - 

9. 「○○特権」という妄想 

10. 「差別なんてない」という妄言 

11. 社会問題としてのユニークフェイス 

12. 障害は個人的悲劇か、それとも社会的排除・差別か 

13. 「生産性」で人を価値づけること 

14. 合理的配慮は「特別なこと」ではない 

 

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

 レジュメは毎回 Blackboardにアップするので、欠席した場合は各自で確認すること。また、授業内で紹介しきれなかった資料や

文献、ウェブ上で閲覧できる記事なども適宜 Blackboardで紹介するので、予習・復習などに活用してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの内容(40%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

出席する「だけ」では加点しない。出席を前提として、各回の授業内容についてリアクションペーパーに書いた自分なりの理解や

批判や疑問やコメントの内容を評価対象する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 好井裕明編、2016、『排除と差別の社会学』（新版）、有斐閣 (ISBN:9784641281400) 

2. 中島勝住、2017、『〈差別ごころ〉からの〈自由〉を』、阿吽社 (ISBN:9784907244286) 

3. 金明秀、2018、『レイシャルハラスメント Q&A』、解放出版社 (ISBN:9784759262278) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA443／セクシュアリティの社会学 

(Sociology of Sexuality) 

担当者名 

（Instructor） 
志田 哲之(SHIDA TETSUYUKI) 

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） 
SOC3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目は、セクシュアリティに関する基本的な知識を獲得することを第一の目標とする。 

 続いて「セクシュアリティの自由」を念頭に置きつつ、近年見られる「LGBTブーム」を批判的に考察し、これを通じてセクシュアリ

ティのあり方について、より深く考える力を身につけることを第二の目標とする。 

 

 As their first goal in this discipline, students will acquire basic knowledge about sexuality. 

 Next, students will consider freedom of sexuality while critiquing and analyzing LGBT boom observed in recent years. As their 

second goal, students will acquire ability to think deeper about current states of sexuality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 セクシュアリティは今日、わたしたちの生き方の問題と密接に結びついている。だが、わたしたちがこれについての知識を得た

り、考える機会は、日常生活においても学問上においてもあまり多くない。よって本科目においては、まずセクシュアリティにまつ

わる基本的な用語や視点を学び、知識の土台を形成したい。 

 続いて近代以降のセクシュアリティに関する問題化や社会運動の歴史を確認する。この際、セクシュアルマイノリティに主に焦

点をある。そして、社会学分野で行われてきた研究を学び、社会学的視点からセクシュアリティにまつわる諸問題のいくつかを考

察する。 

 諸問題の一つとしてとりあげるのは、近年、ブームともいえる日本の「LGBT」現象である。「LGBT」は差別されており、これを解

消しようとする動きがある。だがその一方で、「LGBT」の言葉の中にある差異や、言葉の外にある多様なセクシュアリティのあり方

への排除が指摘されてもいる。さらに「LGBT市場」や「同性婚」は、格差是正や人権問題として注目を浴びてはいるが、資本主義

と密接に結びついており、これらはセクシュアル・マイノリティの一部にしか恩恵に与れないのではないかとする批判も行なわれて

いる。「差別はいけない」といったワンフレーズで思考停止してしまうのではなく、その先を見ようとする、考えようとする力を身につ

けてほしい。 

 また、本科目では主に「LGBT」と表現されるセクシュアル・マイノリティを中心に扱うが、さまざまなセクシュアリティに配慮しつつ

講義を進めたい。各自が広い視野から柔軟に考えていく力を身に付けることを到達目標とする。そのためにセクシュアリティが

人々の思考の対象になった歴史的経緯を振り返り、続いて今日指摘される多様なセクシュアリティとそれらを対象とした研究のい

くつかを紹介する。そして今日セクシュアリティを考える際に、性だけが問題となるのではなく、生き方の問題に関与する点を示唆

したい。 

 

 Sexuality is closely connected to our lifestyle issues. However, we do not have frequent opportunities to learn and think 

intellectually about this knowledge in our daily lives. Therefore, in this class, students will learn basic terminologies and 

perspectives surrounding sexuality to form their intellectual foundations. 

 Next, students will go through modern sexuality issues and social movement history. Students will focus on sexual minority 

when doing these. Students will then learn about researches conducted in sociology area. They will then analyze various 

sexuality issues from sociology perspective. 

 One of the issues is LGBT phenomenon booming in Japan in recent years. People are acting to eliminate LGBT discrimination. 

On the other hand, some have pointed out distinctions among LGBT terminologies and exclusion of various non-verbal 

sexualities. In addition, human rights and gap elimination issues such as LGBT market and same-sex marriage have been under 

spotlight. However, these are closely connected to capitalism and only parts of the sexual minorities receive the blessing. 

Students will not stop their train of thought by declaring all discriminations are unjust. Instead, they will learn how to think and 

see beyond these. 

 Although this class will focus on sexual minorities represented by LGBT, students will consider various sexualities when 

advancing in lecture. Students will aim to acquire broad yet flexible perspective. To do that, students will review historical 

timeline during which sexuality entered people’s minds. Next, professor will introduce various sexualities under spotlight now and 

several researches targeting these. When thinking about current sexuality, students will go beyond genders and connect these 

with lifestyle subjects.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、セクシュアリティとはなにか −性にまつわる用語の整理 

2. セクシュアリティの問題化（１） −フーコーの『性の歴史』を手がかりに 

3. セクシュアリティの問題化（２） −日本における問題化の歴史 

4. セクシュアル・マイノリティと社会運動の歴史（1） −欧米の同性愛に関する運動を中心に 
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5. セクシュアル・マイノリティと社会運動の歴史（2） −日本における社会運動 

6. 当事者とは誰か −アイデンティティにまつわる諸問題 

7. セクシュアリティをめぐる研究視点の転回（1） −「同性愛者は 10 人に 1 人」説をめぐって 

8. セクシュアリティをめぐる研究視点の転回（2） −レズビアン／ゲイ・スタディーズからクィア・スタディーズへ 

9. 日本のセクシュアル・マイノリティ研究の概観 −同性愛研究を中心に 

10. 「LGBT市場」を考える（1） −「LGBT」はセンスがあって裕福か？ 

11. 「LGBT市場」を考える（2） −「市場」から取り残される人々の存在 

12. 「同性婚」「パートナーシップ制度」（1） −結婚とはなにか 

13. 「同性婚」「パートナーシップ制度」（2） −同性婚にまつわる議論 

14. まとめ −セクシュアリティの自由を考える 

 

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

 初回授業時までに、受講生各自がどのような関心をもって本科目に臨むか、関心と動機を明確にしておくこと。また授業期間を

通じて、セクシュアリティにまつわる情報や議論について日常的に注意を払っておくこと。 

 各回の授業前にレジュメをポータルにて配付するので、それをもとに事前に予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

事前配布するレジュメをテキストの代替とする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石田仁、2019、『はじめて学ぶ LGBT 基礎からトレンドまで』、ナツメ社 (ISBN:978-4816365829) 

2. 風間孝・ 河口和也・ 守如子・ 赤枝香奈子著、2018、『教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ』、法律文化社 

(ISBN:978-4589039705) 

3. 森山至貴、2017、『LGBTを読みとく: クィア・スタディーズ入門』、筑摩書房 (ISBN:978-4480069436) 

その他の参考文献については、適宜授業にて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA444 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA444／アイデンティティ論 

(Sociological Theory of Identity) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 敏彦(OGURA TOSHIHIKO) 

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） 
SOC3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な文化現象をアイデンティティという概念から読み解き，現代社会における「自己」と「他者」の関係性について理解を深め

る。 

 

Students will interpret various cultural phenomena from identity concepts. They will deepen their understanding about 

connections among themselves and others in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，自己アイデンティティの形成を，社会的・歴史的なコンテクストのなかで考察することをめざす。特に 1960 年代以

降の日本社会に生じた生活様式の変容が若者の自己形成に与えた影響を，当時の流行文化やメディア体験等に即して考えてい

きたい。そもそもアイデンティティという言葉が一般に流布したのは 1960 年代末であり，その背景には近代社会を支えてきた価値

観が大きく揺らぎ始めたことがある。ゆえに当時の若者の関心や文化傾向を探ることは，近代的な自己形成モデルの変化を考え

る手がかりになるし，また現在の私たちの自己や人間関係のあり方を相対化する視点をも提供してくれるはずである。 

 

In this lecture, students will analyze formation of self-identity in social and historical contexts. Particularly, students will follow 

1960 Japanese trendy cultures and media experiences when thinking about impacts of changing lifestyles on youths’ self-

formations. Originally the word ‘identity’ gained widespread acceptance near end of 1960. It had shaken values that had been 

supporting modern society. By searching for youth interest and cultural trends at that time, students will obtain clues to think 

about changes in modern self-formation models. Furthermore, students will gain perspective to compare their relationships with 

themselves and others in modern time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己の社会的構築 G.H.ミード 

3. 近代社会と再帰的自己 A.ギデンズ 

4. 立身出世主義の精神 日本社会の流動化 

5. 立身出世主義の変容 煩悶する青年たち 

6. アイデンティティの季節 教育の大衆化 

7. アイデンティティの季節（続) 戦後日本とエリクソン 

8. コミットしない若者たち モラトリアム人間論 

9. 理想の時代から消費の時代へ 高度成長期の意味 

10. 消費を通じたアイデンティティ形成 大衆消費社会 

11. 消費を通じたアイデンティティ形成（続） 虚構の時代 

12. 多元化するアイデンティティ 状況志向型人間 

13. 脱アイデンティティ時代の自己 再帰化／閉塞化する私 

14. アイデンティティのゆくえ  

 

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

講義内容は連続しているので，講義資料を読み返し，また授業のなかで掲示した参考文献に目を通しておくのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業は講義資料に基づいて行なう。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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講義資料は毎回事前に Blackboard にアップロードするので、講義資料を入手してから授業に臨むこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA445 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／アイデンティティ論 

(Sociological Theory of Identity) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 敏彦(OGURA TOSHIHIKO) 

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） 
SOC3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な文化現象をアイデンティティという概念から読み解き，現代社会における「自己」と「他者」の関係性について理解を深め

る。 

 

Students will interpret various cultural phenomena from identity concepts. They will deepen their understanding about 

connections among themselves and others in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，自己アイデンティティの形成を，社会的・歴史的なコンテクストのなかで考察することをめざす。特に 1960 年代以

降の日本社会に生じた生活様式の変容が若者の自己形成に与えた影響を，当時の流行文化やメディア体験等に即して考えてい

きたい。そもそもアイデンティティという言葉が一般に流布したのは 1960 年代末であり，その背景には近代社会を支えてきた価値

観が大きく揺らぎ始めたことがある。ゆえに当時の若者の関心や文化傾向を探ることは，近代的な自己形成モデルの変化を考え

る手がかりになるし，また現在の私たちの自己や人間関係のあり方を相対化する視点をも提供してくれるはずである。 

 

In this lecture, students will analyze formation of self-identity in social and historical contexts. Particularly, students will follow 

1960 Japanese trendy cultures and media experiences when thinking about impacts of changing lifestyles on youths’ self-

formations. Originally the word ‘identity’ gained widespread acceptance near end of 1960. It had shaken values that had been 

supporting modern society. By searching for youth interest and cultural trends at that time, students will obtain clues to think 

about changes in modern self-formation models. Furthermore, students will gain perspective to compare their relationships with 

themselves and others in modern time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 自己の社会的構築 G.H.ミード 

3. 近代社会と再帰的自己 A.ギデンズ 

4. 立身出世主義の精神 日本社会の流動化 

5. 立身出世主義の変容 煩悶する青年たち 

6. アイデンティティの季節 教育の大衆化 

7. アイデンティティの季節（続) 戦後日本とエリクソン 

8. コミットしない若者たち モラトリアム人間論 

9. 理想の時代から消費の時代へ 高度成長期の意味 

10. 消費を通じたアイデンティティ形成 大衆消費社会 

11. 消費を通じたアイデンティティ形成（続） 虚構の時代 

12. 多元化するアイデンティティ 状況志向型人間 

13. 脱アイデンティティ時代の自己 再帰化／閉塞化する私 

14. アイデンティティのゆくえ  

 

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

講義内容は連続しているので，講義資料を読み返し，また授業のなかで掲示した参考文献に目を通しておくのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業は講義資料に基づいて行なう。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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講義資料は毎回事前に Blackboard にアップロードするので、講義資料を入手してから授業に臨むこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA451／保健・医療の社会学 

(Sociology of Health and Medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「出生」「病い」「老い」「死」 の社会学 

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） 
SOC3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

保健医療社会学の基本的な観点から、「出生」「病い」「老い」「死」といった、私たちが人生において経験しうる出来事を、多角的

に考察する能力を身につける。 

 

The purpose of this course is to acquire the ability to investigate various events in our lives, such as "birth and reproduction", 

"health and illness", "aging", and "death and dying," from the sociological perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，「出生」「病い」「老い」「死」について，医療社会学的な観点から理解することを目的とする。現代社会において、「病

い」を得て生きることや「老いる」ことは、どのような経験なのだろうか。そして，私たちの人生を境界づける「出生」や「死」は，どの

ような社会的事実なのだろうか。本講義では，特に質的研究によって得られた具体的な調査結果にもとづいて，これらの問いを考

察していく。 

 

The topics of this course are as follows: "birth and reproduction", "health and illness", "aging", and "death and dying." What is 

the experience of living with "illness" and "aging" in modern society?  How are "birth" and "death" considered to be social 

facts in our society? In this course, we will consider these questions based on the specific findings and results obtained by 

qualitative research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：医療社会学の考え方 

2. 出生：妊娠と出生前検査をめぐる調査から 

3. 出生：女性の自己決定権、社会運動による批判 

4. 出生：生命倫理と社会学 

5. 病い：病人役割とその批判、病いの語り 

6. 病い：摂食障害の語り 

7. 病い：遺伝学的知識と病いの語り 

8. 老い：老いと「認知症」の経験 

9. 老い：介護施設でのフィールドワーク 

10. 老い：認知症家族介護をめぐって 

11. 死：死と死にゆくことの社会学 

12. 死：病院で作られる死、告知の社会学 

13. 死：死にゆく過程を生きる、死別の社会学 

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） 

各講義の最後に提示される論点について整理・考察し、主張を論証できるように準備しておくこと。講義で紹介された文献を可能

な限り読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/授業内の課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 柘植あづみ他、2009、『妊娠――あなたの妊娠と出生前検査の経験をおしえてください』、洛北出版 

2. 中村英代、2011、『摂食障害の語り――〈回復〉の臨床社会学』、新曜社 

3. 前田泰樹・西村ユミ、2018、『遺伝学の知識と病いの語り――遺伝性疾患をこえて生きる』、ナカニシヤ出版 
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4. 出口泰靖、2016、『あなたを「認知症」と呼ぶ前に――〈かわし合う〉私とあなたのフィールドワーク』、生活書院 

5. 田代志門、2016、『死にゆく過程を生きる――終末期がん患者の経験の社会学』、世界思想社 

6. 筒井淳也・前田泰樹、2017、『社会学入門——社会とのかかわりかた』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA462／平等と公正 

(Equality and Justice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ民主主義を問う 

担当者名 

（Instructor） 
本田 量久(HONDA KAZUHISA) 

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） 
SOC3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1950，60 年代のアメリカ人種問題を事例としながら，権力構造の再生産と社会変動の条件に関する社会学的考察を試みる。人

種的排除構造の硬直性を指摘するのみならず，被剥奪集団の異議申し立て，グローバル要因（冷戦イデオロギー対立，第三世

界における反人種主義・反植民地主義の広まり），アメリカ政府による介入政策といった民主化要因にも着目しながら，社会変革

の条件と可能性についても柔軟かつ広い視野から思考する力を養う。 

 

Students in this lecture will study racial discrimination against African Americans in the 1950s and 1960s in the United States 

and sociologically understand how the structure of racist power relations was reconstructed and it was overcome. They will be 

expected to analyze both the persistent reproduction of racist hierarchy through segregation, disfranchisement, hate crimes 

against African Americans among others, and the dynamics of democratization through the civil rights movement in the U.S. and 

global protests against racism and colonialism in Africa and Asia along with the U.S. civil rights policies in the historical context 

of ideological confrontation with the Soviet Union during the Cold War. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカは，建国以来，アメリカ国民や世界に向かって，民主主義の普遍的価値を訴えてきた。しかし，すべてのアメリカ国民は，

等しく自由・平等・参加の権利を享受してきただろうか。本講義では，1950，60 年代を通じて，アメリカ国内のみならず，世界的に

も争点となったアメリカ人種問題に焦点をおきながら，アメリカ民主主義が抱える構造的な自己矛盾と社会変革の条件を社会学

的に明らかにする。 

 

Since its foundation, the United States has been claiming that it respects and protects the democratic rights of its citizens and 

all the people worldwide. However, do all Americans really enjoy freedom, liberty, equality, and participation, as the U.S. 

promises? This lecture will sociologically explain racial discrimination against African Americans which was controversial issue 

both in the U.S. and throughout the world during 1950s and 1960s. It will also analyze the conditions for democratization as well 

as the rigid structure of hypocritical American Democracy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人種差別を問うことの社会学的意義 

2. アメリカ民主主義のイデオロギー――その理想と矛盾 

3. 人種差別の歴史――19 世紀末まで 

4. 白人中心的な権力構造の社会学的考察 

5. 制度的レイシズムと人種隔離政策 

6. 人種主義的言説・実践 

7. 黒人の自発的服従 

8. 投票権剥奪と代議制民主主義の困難 

9. 連邦議会の構造的保守性 

10. 公民権政策をめぐる南部民主党議員のレトリック 

11. 公民権法案をめぐる南部民主党議員の審議妨害 

12. 公民権運動とその戦略 

13. 連邦政府と連邦裁判所による人種平等の推進 

14. 公民権政策が推進された国際情勢 

 

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

本講義では資料を配布し，それを基にして授業を進める。準備学習として，予め配布資料を読むことを求める。また，必要に応じ

て文献講読を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 本田量久、2005 年、『「アメリカ民主主義」を問う――人種問題と討議民主主義』、唯学書房 (ISBN:978-4902225204) 

2. W.E.B. デュボイス、2018 年、『平和のための闘い』、ハーベスト社 (ISBN:978-4863391024) 

講義のなかで関連文献を紹介するので，積極的に読むことを求めたい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA463／社会問題の社会学 

(Sociology of Social Problems) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サバイバーの社会学 

担当者名 

（Instructor） 
高山 真(TAKAYAMA MAKOTO) 

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） 
SOC3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原爆被災の「記憶の継承」という社会問題を社会学的に考察することをとおし、現代社会において他者との関わりのなかで生きる

意味を探求する。 

 

Students will analyze sociologically social issues such as memory legacy in atomic bomb disaster. Through this, students will 

search for meanings of coexistence with others in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヒロシマ・ナガサキは、現代社会に生きる私たちにとって、誰もが「知る」という意味で身近でありながら、どこか「遠い」社会現象で

ある。 

 

たとえば、「被爆体験の継承」は多くの人々にとって大切な社会問題と認識されているが、私たちは、この問題を「自分」のこととし

て考えることはできるのだろうか。 

 

この授業では、日常を生きる「わたし」と、歴史的出来事を体験した「被爆者」のあいだには、どのようなコミュニケーションが成り

立つかという問いにアプローチする。 

 

この問いに答えるために、担当教員が長崎での長期的フィールドワークをとおして出会った、ある生存者の「被爆者になる」という

語りに焦点をさだめ、この語りを理解するプロセスを「追体験」するように授業は進行していく。 

 

授業内容はヒロシマに限定されず、自己物語論、感情の社会学、相互行為としてのインタビュー、歴史の社会学、記憶論など多

岐にわたる。 

 

Hiroshima and Nagasaki are close to us living in modern society, as everyone knows them. But it is also a far social 

phenomenon. 

For example, although many people recognize the importance of passing on atomic disaster experience, but can we think about 

this as our problem? 

In this class, students will approach the question, “How can we communicate with atomic bomb victims when we live normal 

lives and they went through that historical moment?” 

To answer this, students will focus on experiences narrated by professor’s acquaintance and atomic bomb survivor, whom 

professor had met during long-term field works in Nagasaki. Professor will advance the class by having students understand and 

relive the story. 

This class is not limited to Hiroshima, it includes also autobiography, emotional sociology, mutual-behavior interview, historical 

sociology, and memory theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヒロシマを社会学的に考えるとは 

3. 「被爆者調査」の歴史社会学 

4. 長崎におけるフィールドワークの経験 

5. 同心円イメージの権力作用と生存者の語り 

6. 罪意識の同心円 

7. 調査する「わたし」という問題 

8. ライフストーリーとオートエスノグラフィー 

9. 映像「ワンダフル・ライフ」  記憶と物語（１） 

10. 映像「ワンダフル・ライフ」  記憶と物語（２） 

11. 構築主義と語りえないもの 

12. 「被爆者になる」という語り 

13. 映像「つみきのいえ」 水平に流れ去る時間と、垂直に積み重なる時間 
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14. 感情の社会学から「記憶の継承」を考える 

 

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

参考文献として記載している『〈被爆者〉になる 変容する〈わたし〉のライフストーリー・インタビュー』を通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクション・ペーパーを含む授業内レポート(40%) 

履修者は各回のリアクションペーパーの提出が求められる。また、授業時間内に関連する論文や資料等を読み、レポートを作成

する時間を設ける。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007、『社会学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-05370-0) 

2. 高山真、2016、『〈被爆者〉になる 変容する〈わたし〉のライフストーリー・インタビュー』、せりか書房 (ISBN:978-4-7967-0353-

6) 

3. 米山リサ、2005、『広島 記憶のポリティクス』、岩波書店 (ISBN:4-00-001935-X) 

4. 高橋哲哉、1995、『記憶のエチカ 戦争・哲学・アウシュヴィッツ』、岩波書店 (ISBN:4-00-002751-4) 

5. 山岸健・浜日出夫・草柳千早（共編）、2013、『希望の社会学 我々は何者か、我々はどこへ行くのか』、三和書籍 

(ISBN:9784862511508) 

6. 岡真理、2000、『記憶／物語』、岩波書店 (ISBN:4-00-026427-3) 

7. 野家啓一、2005、『物語の哲学』、岩波書店 (ISBN:4-00-600139-8) 

適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修にあたり、社会学の専門的な知識の有無は問いません。社会学とは何か、他者理解とは何か、あるいは「わたし」という問題

に普段の生活のなかで疑問を抱き、自らのテーマを設定して考えたい意欲のある学生の履修を歓迎します。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA464／ＮＰＯ／ＮＧＯの社会学 

(Sociology of NPOs/NGOs) 

担当者名 

（Instructor） 
服部 篤子(HATTORI ATSUKO) 

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） 
SOC3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、非営利組織及び関連する組織の概念を学び、理論と実際について理解を深めること、その背景にある社会の実

態と将来像を考察することを目的とします。 

 

In this class, students will learn about concepts of organizations such as NPOs to deepen their understanding about theory and 

reality. They will also analyze conditions and future trends of society in this context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 家族、地域、社会に生じる多様な課題の解決にむけて、行政のみならず非営利組織（ＮＰＯ）や NGOの役割が高まってきまし

た。ＮＰＯ等は、小規模な団体が多いものの、その柔軟性をもち、市民の主体的な地域づくりを促進する点、市場や働き方に新た

な価値観を提案する点が特徴としてあげられます。しかしながら、多くが発信力や持続性に問題を抱えています。 

 そこで、本講は、行政、ＮＰＯ、企業との関係に着目し、「行政とＮＰＯが協働するためには何が必要か」、「非営利セクターにとっ

て利益とは何か」、「非営利セクターの成長や成果は何か」、「既存ビジネス市場との競合にどう向き合うのか」といった問いにむき

あいます。 

 具体的なテーマについて教室内で話し合う時間や課題等を課すほか、海外支援を行っている団体のゲスト、福祉の問題に取り

組んでいるゲストとの対話を予定しています。 

 

 In addition to administration, NPOs and NGOs are playing greater roles at solving problems in family, state, and society. 

Although many NPOs are small, they are flexible enough to facilitate citizens’ regional revitalization, create new values in 

market and workstyle. However, many are plagued by communication and sustainability issues. 

 In this lecture, students will focus on connections among administrations, NPOs, and corporations. Students will also study 

these questions. What are required for administration and NPOs to work together? What are profits for NPO sector? What are 

growth and results for NPO sector? How will NPO compete with existing business markets? 

 In addition to participating in subject discussions in classroom and completing assignments, students will also talk to guests 

working in welfare sector and organizations active overseas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：「NPO／NGO」研究の範囲と潮流 

2. 非営利セクターの概念（１）多様な社会課題と NPOの台頭 

3. 非営利セクターの概念（２）法制度 

4. 非営利セクターの概念（３）NPO・NGOにとって利益とは 

5. 社会起業家とコミュニティ 

6. 社会起業家とソーシャルビジネス 

7. 事例研究：ゲスト 

8. ＮＰＯ／NGOの実践（１）協働による課題解決 

9. NPO／NGOの実践（２）：マネジメント、社会セクターのリーダーシップ 

10. 事例研究：ゲスト 

11. NPO/ NGOの分析（１）：成果と評価 

12. NPO/ NGOの分析（２）：エコシステムマップ 

13. 社会イノベーションの可能性：NPO/ NGO の社会インパクトを考える 

14. まとめ：21 世紀のウエルビーイングと市民社会 

 

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

事前に提示する関連資料、該当書籍を読んだうえで出席すること。積極的に NPO/ NGO のサイトにアクセスする、イベントに参

加する、ボランティアに参加することを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で実施回収する小レポート(15%)/小テスト(15%)/リアぺ他授業への貢献(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 松永佳甫、2015、『公共経営学入門』、大阪大学出版会 

2. 服部・武藤・渋澤、2012、『ソーシャルイノベーション』、日本経済評論社 

3. 大守隆、2018、『ソーシャルキャピタルと経済』、ミネルヴァ書房 

4. 服部篤子、2012、『未来を創る企業内イノベーターたち』、近代セールス社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内閣府 NPOサイト 

日本経済団体連合会１％クラブサイト 

 

注意事項（Notice） 
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■DA465 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA465／シミュレーションの社会学 

(Sociology of Simulation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ソーシャルメディアはどのように社会変動を媒介するか 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 薫(ENDO KAORU) 

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） 
SOC3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）情報環境（メディア）の変容が社会変動とどのようにかかわっているかを理解する 

（２）現在起こっているメディア環境の変化（間メディア化）の実態を理解する。 

（３）「間メディア化」の様相とグローバル化の関係について理解する。 

（４）間メディア社会の今後を展望する。 

 

(1) Students will understand how changing information environment (media) can impact social transformations and vice versa. 

(2) Students will understand current changes in media environment (transition towards web of media). 

(3) Students will understand connection between this transition towards web of media and globalization. 

(4) Students will investigate future of web of media society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、現代起きている大きな社会変動に、情報論／メディア論の立場からアプローチする。現代に限らず、人類史上、社

会変動（世界再編）のダイナミズム繰りかえし顕在化してきた。そうした、通時的な社会変動に共通するメカニズム（情報と社会の

相互連環）をとらえつつ、現在まさに起こっているネットメディアの普及のもつ社会的意味を、様々な角度から考察する。それによ

って、新たな社会的地平を切り拓く力を身につけることができる。 

 

In this class, students will study large social transformations in modern times based on information and media theories. Social 

transformations (global restructuring) is not limited to modern times. In human history, it has undergone repeated dynamism 

before surfacing. Students will study common mechanisms found in chronological social transformations (mutual cycle of 

information and society). Students will analyze social significances of popularizing online media from multiple angles. Through 

these, students will acquire abilities to explore new social horizons. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会とソーシャルメディア 

2. ソーシャルメディアと社会変容１ 

3. ソーシャルメディアと社会変容２ 

4. ソーシャルメディアと社会変容３ 

5. 間メディア社会と流行現象 

6. 間メディア社会と文化変容 

7. 間メディア社会と社会動員 

8. 間メディア社会と世論・選挙 

9. 間メディア社会と民主主義 

10. 間メディア社会と公共性 

11. デジタル世界の生態学１ 

12. デジタル世界の生態学２ 

13. 間メディア社会の未来 

14. 全体総括 

 

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

授業前に必ず指定の文献を読んでくること。内容を自身でまとめておくと、授業内容がより深く理解できる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠藤薫、2018、『ソーシャルメディアと公共性』、東大出版会 

2. 遠藤薫、2016、『ソーシャルメディアと〈世論〉形成』、東京電機大学出版局 
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授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠藤薫、2018、『ロボットが家にやってきたら』、岩波書店 

2. 遠藤薫、2017、『社会シミュレーション』、東京電機大学出版局 

3. 遠藤薫、2014、『廃墟で歌う天使』、現代書館 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA472／歴史社会学 

(Historical Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トクヴィルを読む 

担当者名 

（Instructor） 
葛山 泰央(KATSURAYAMA YASUO) 

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） 
SOC3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈社会学以前の社会学的思考〉の展開を、古典的文献や関連する史資料の読解を通して検討するなかで、比較社会学的・歴史

社会学的な想像力の現在を探究する。 

 

Students will read classical literatures and related historical documents to discuss about pre-sociology sociological thinking. 

Students will explore current comparative and historical sociology imaginations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アレクシス・ド・トクヴィルによるいくつかの著作を、啓蒙への問い、アメリカの観察、デモクラシーと社会変動、社会的・政治的状態

と習俗の理論、政教分離と市民社会、デモクラシー的専制と個人主義、歴史と記憶、革命と反復などの主題に即して読解するな

かで、〈社会学以前の社会学的思考〉の展開とその現代的意義について考察する。 

 

Students will read several iconic works by Alexis de Tocqueville to understand these subjects: questions about enlightenment; 

observations of US; democracy and social transformations; social and political states and customary theories; laïcité and citizen 

society; democratic despotism and individualism; history and memory; revolution and recurrence. Students will analyze 

development of pre-sociology sociological thinking and its modern significance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. トクヴィルと〈社会学以前の社会学的思考〉 

3. 東西冷戦構造の崩壊と「トクヴィルの再発見」 

4. フランス革命と〈啓蒙の運命〉 

5. モンテスキュー『法の精神』（1748 年）を読む 

6. ルソー『社会契約論』（1762 年）を読む 

7. トクヴィル『アメリカのデモクラシー』第一巻（1835 年）を読む 

8. トクヴィル「1789 年前後におけるフランスの社会的・政治的状態」（1836 年）を読む 

9. トクヴィル『アメリカのデモクラシー』第二巻（1840 年）を読む 

10. トクヴィル「回想録」（1851 年）を読む 

11. トクヴィル『旧体制と大革命』（1856 年）を読む（１） 

12. トクヴィル『旧体制と大革命』（1856 年）を読む（２） 

13. 〈民主主義的人間〉への問い（１） 

14. 〈民主主義的人間〉への問い（２） 

 

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

必要に応じて授業内に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパーによる授業参加度(60%)/期末レポート(40%) 

なお単位修得のためには 70％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 富永茂樹、2010 年、『トクヴィル――現代へのまなざし』、岩波新書（岩波書店） (ISBN:978-4-00-431268-0) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内に別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DA474 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DA474／社会人口学 

(Social Demography) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
少子・高齢化社会を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
別府 志海(BEPPU MOTOMI) 

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） 
SOC3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人口の静態と動態に関する様々なデータを考察することにより、少子高齢化など、現代社会の問題について考える。併せて、統

計資料の捉え方、およびデータ分析の手法を習得する。 

 

Students will analyze various data on static and fluid population conditions to think about modern society issues such as low 

birth rate and aging population. At the same time, students will learn how to interpret statistics data and conduct data analyses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実地調査の結果や公表されている登録データに基づく最新の人口関連資料を用いながら、出生、死亡、移動、就業、結婚といっ

た私たちにとって身近な事象が、誰に、どの程度、どのような背景のもとで生じているのかを解説するとともに、それら人口現象に

起因する現代社会の変化、とりわけ私たち個人個人の生活への影響について考察する。 

 

Students will use field survey results, published registration data, and the latest population documents to interpret phenomena 

surrounding us. Students will understand the subjects, extents, and contexts of phenomena such as birth, death, move, 

employment, and marriage. At the same time, students will analyze changes in modern society caused by these population 

phenomena, particularly those that affect our private lives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人口学の基礎的概念 

2. 人口構造と人口変動のメカニズム 

3. 出生統計について 

4. 少子化とは 

5. 出生・結婚変動の社会経済要因 

6. 死亡統計について 

7. 生命表と寿命 

8. 生命表の活用 

9. 出生・死亡に関するレポート 

10. 国際人口移動と外国人 

11. 人口移動と人口分布 

12. 少子高齢化と社会問題 

13. 人口問題に関するレポート 

14. 総括 

 

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

必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

２回のレポート(60%)/コメントカード等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野稠果、2007、『人口学への招待 少子・高齢化はどこまで解明されたか』、中公新書 (ISBN:978-4-12-101910-3) 

講義中にテーマに応じた文献資料等を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国立社会保障・人口問題研究所（http://www.ipss.go.jp/） 
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厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/） 

総務省統計局（http://www.stat.go.jp/） 

内閣府（http://www.cao.go.jp/） 

国連人口部（http://www.un.org/en/development/desa/population/） 

 

注意事項（Notice） 
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■DA481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ＩＣＴ教育の実践によるコミュニティ支援 

(ICT Education Practice for Community Support) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

株式会社ウェブインパクト寄付講座（集中講義） 

岩手県陸前高田市での現地実習 

 （ICT教育の中高生への指導実践によるコミュニティ支援） 

担当者名 

（Instructor） 
田北 康成(TAKITA YASUNARI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC3640 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

人数制限科目（20 名） 

2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来に繋がる ICTや AI（人工知能）を学ぶだけでなく、そうした技術が人の役に立つためには、どのように利用すればよいのか、

社会のニーズを把握しなければならないか、現地実習を通して修得し、将来に資することができるような判断力や指導力を持てる

ことを目標とします。 

 

Students will not only learn about future ICT and AI, but also understand how these technologies can benefit people and how to 

use them appropriately. Students must understand the need of local community. Through field studies, students will acquire this 

skill, judgement, and leadership that will contribute to our future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「IT前提経営」を実践している株式会社ウェブインパクトからの寄付講座です。実践的で経験豊富なエンジニア講師陣から集中講

義で、ICTの基本、AIを利用したチャットボットの使い方を学んだ後、東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市（陸

前高田グローバルキャンパス）へ赴き、自ら現地のニーズを学ぶとともに、AIの利用の仕方を学び、それを媒介として中高校生を

中心とした参加者とともに、コミュニティ支援につながる知識や経験を修得します。ICT／AIにたいする予備知識は必要ありませ

ん。また、履修者の所属学部・学科には制限がありません。 

 

This endowed course is presented by WEBIMPACT, Inc., a company that practice “Tech Driven Management”. In this intensive 

course, engineer lecturers with deep field experience will present ICT basics and AI-powered chatbots. After that, students will 

travel to Rikuzentakata-shi of Iwate Prefecture (Rikuzentakata global campus), an area that suffered great damage during 

Tohoku Great Earthquake. Students will learn about local needs and AI usage. Students will join junior and senior high school 

students to support their communities. Through these, students will acquire relevant knowledge and experience. ICT and AI 

knowledge is not required to enroll in this course. In addition, students may enroll regardless of their departments and 

specializations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（履修者説明会・補助金申請方法、課題等の告知） 

 ①5 月 23 日（木）6 時限、予備日②5 月 30 日（木）6 時限、いずれかに必ず出席 

2. 事前課題の報告および実習に向けた説明 

3. 特別講義（株式会社ウェブインパクト） 

4. 技術講習①（8 月 2 日） 

5. 技術講習②（8 月 2 日） 

6. 技術講習③（8 月 2 日） 

7. 技術講習④（8 月 5 日） 

8. 技術講習⑤（8 月 5 日） 

9. 技術講習⑥（8 月 5 日） 

10. 技術講習⑦（8 月 5 日） 

11. 現地実習（8 月 7 日）陸前高田を知るためのプログラム① 

12. 現地実習（8 月 7 日）陸前高田を知るためのプログラム② 

13. 現地実習（8 月 8 日）参加者ミーティング 

14. 現地実習（8 月 8 日）参加者との課題作り 

15. 現地実習（8 月 8 日）参加者との共同作業／経過報告 

16. 現地実習（8 月 9 日）参加者との共同作業 

17. 現地実習（8 月 9 日）参加者との共同作業 

18. 現地実習（8 月 9 日）報告 

19. 現地実習（12 月末）技術講習⑧春学期のおさらい 

20. 現地実習（12 月末）技術講習⑨ 

21. 現地実習（12 月末）技術講習⑩ 

22. 現地実習（12 月末）参加者ミーティング 
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23. 現地実習（12 月末）参加者との共同作業 

24. 現地実習（12 月末）参加者との共同作業 

25. 現地実習（12 月末）参加者との共同作業 

26. 現地実習（12 月末）参加者との共同作業 

27. 報告書作り 

28. 報告会 

 

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

【春学期】 

・初回ガイダンス（①5 月 23 日、②予備日 5 月 30 日）で、岩手県陸前高田市を知るための事前学修の課題を告知し、後日、

BlackBoardへの提出をしていただきます。 

・集中講義で配付された資料を読んで現地実習に備えていただきます。また、春学期の現地実習が終了後、秋学期に向けて自ら

課題作りや技術の勉強を進めていただきます。 

【秋学期】 

・現地実習を終えた後、体験を振り返るための報告書作成、報告会に参加していただきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学修報告(10%)/春学期集中講義の履修状況(20%)/春学期現地実習の参加状況(20%)/秋学期集中講義の履修状況(20%)/秋

学期現地実習の参加状況(20%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高柳寛樹、2017、『まったく新しい働き方の実践:「IT前提経営」による「地方創生」』、ハーベスト社 (ISBN:9784863390867) 

この他、提供される講座内容に応じてテキストを指示、資料配付をすることがあります。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①履修希望者は、教務事務センター配付の履修申込書に必要事項を記載し、提出期間内（2019 年 3 月 20 日（水）～4 月 3 日

（水）17 時）に、レポートボックスに提出して下さい。課題内容は以下の通りです。（全体で 800字程度） 

 

1.この授業の受講を希望する理由。また、この授業に何を期待するか。 

2.ICT や AI との関わりや経験、なければ今抱いている関心、将来へのキャリア希望など（なくてもよい）。 

3.岩手県陸前高田市や他地域へのコミュニティ支援や関わりなど（なくてもよい）。 

4.東日本大震災へのボランティア経験や教育支援経験など（なくてもよい） 

5.その他（自分で伝えたいこと、アピールしたいこと） 

 

履修許可者発表後、BlackBoard を通じて連絡事項を送りますので、Spirit メールを必ず随時確認できるようにしておいて下さい

（よく使うメールアカウントへの転送設定を推奨）。 

②本講座は通年科目（4 単位）扱いとなるため、履修者は、ガイダンス（5 月 23 日、都合が付かない履修者のみ 5月 30 日）、春・

秋学期 2 回の集中講義（特別講習・技術講習）および陸前高田市での現地実習（中高生への指導）に必ず参加してください。 

③現地実習には一定程度の自己負担が必要となりますが、旅費補助を受けることができます。2019 年度の立教大学の規定に

基づき、現地実習への旅費・宿泊費申請が可能です。詳細は 5月のガイダンスで説明します。 

④春学期の実習時（8 月）には、陸前高田市内での交流体験を実施し、現地の学修をしていただきます。経験豊富な現地エージ

ェントのサポートを受けたプログラム（有料）を利用します。 

⑤秋学期の現地実習は、冬休み中（12 月 25 日〜27 日）で調整中です。 

⑥履修者には学んだ体験をまとめていただく報告書作りと報告会（次年度募集説明会を兼ねる）に参加していただき、報告してい

ただきます。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
李 旼珍(LEE MINJIN) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成の前半作業として，卒業論文の題目を決めるまでの作業を行う。 

 

For the first half of their graduation theses, students will work on deciding subjects of their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文のテーマとして，若年労働、高齢者労働、女性労働、男性労働、雇用形態（働き方）の多様化，ワーク・ライフ・バランス

問題など働くことに関連するテーマを考えている学生を対象に卒業論文作成の指導を行う。卒業論文の題目の決定に至るまでの

作業，すなわち，関心のあるテーマに関連する文献調べ，テーマと関連する先行研究のレビュー，テーマと関連するデータ調べ，

テーマの確定などの一連の作業を行う。ゼミ生は，数回にわたる報告やディスカッションを通じて，卒業論文のテーマのオリジナリ

ティを高めることを目指してほしい。 

テーマを決め仮説を設定するに至るまでは，先行研究のレビューが非常に重要な作業なので，授業では卒論題目届の時期（６月

末）までゼミ生に先行研究の検討作業を中心的に行ってもらい，順次報告してもらうつもりである。 

 

Students examining the following topics will receive instructions to help them write their graduation theses: young peoples' 

labor, elderly people's labor, female labor, male labor, various forms of employment, work-life balance, and other topics about 

working. To decide topics of their graduation theses, students will be required to search literatures related to their topics, to 

review previous studies on topics, to investigate data related to topics, and to finalize their themes. Students are able to 

develop an originality of their graduation thesis themes through several presentations and discussions in class. 

Reviewing previous studies is extremely important when deciding  a theme of graduation thesis and establishing research 

hypotheses.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 全受講生の卒論テーマ発表 

3. テーマと関連する先行研究一覧発表 

4. テーマと関連する先行研究のレビュー報告 1 

5. テーマと関連する先行研究のレビュー報告 2 

6. テーマと関連する先行研究のレビュー報告 3 

7. テーマと関連する先行研究のレビュー報告 4 

8. テーマと関連する先行研究のレビュー報告 5 

9. テーマと関連する先行研究のレビュー報告 6 

10. 卒論構想発表 1 

11. 卒論構想発表 2 

12. 卒論構想発表 3 

13. 卒論構想発表 4 

14. 全受講生の夏休み中の卒論作成計画発表 

 

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

必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加(40%)/授業時発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA562 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文に執筆に向け、テーマを選定し、その土台をつくりあげていく。前提となる文献を探し、調査作業をはじめるための基礎

的な方法を身につける。 

 

The course objective is to enable students to: (i) know how to analyze an issue from a sociological perspective, (ii) conduct 

their own research projects, and (iii) write their graduation thesis.  

 

授業の内容（Course Contents） 

卒論の進行状況を報告し合いながら、その完成を目指していく。 

 

The role of this seminar is to support the students' individual research projects. Students have the responsibility to present 

their research at different stages of their project. Discussions give the presenters an opportunity to see their research from 

different perspectives.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマ報告 

3. 個人発表 

4. 個人発表 

5. 個人発表 

6. 個人発表 

7. 個人発表 

8. 個人発表 

9. 個人発表 

10. 個人発表 

11. 個人発表 

12. 個人発表 

13. 個人発表 

14. 卒業論文演習２に向けたまとめ 

 

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

卒論完成に向けて、着実に蓄積を行っていくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告、発表、ディスカッション(100%) 

 

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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■DA563 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明確に研究目的を設定し，目的と結論が一貫した論文の構成をまず作る。適切な仮説構築を行う。目的や仮説なしの卒論となら

ないよう注意。論文完成までの時間の計画をまず自分で作ること。 

 

At first students decide their research purpose clearly. Students will make a main structures of dissertations that are 

consistent in purpose and conclusion. It is also important to make appropriate hypotheses. Students should take care not to 

make theses without purposes or hypotheses. Students should first make their time schedule plans to complete dissertations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず文献検索を行い，学術書や，学術雑誌掲載の論文を読むこと。研究の最前線を把握した上で，卒業論文のテーマを設定す

る。１年間で生産的な結果が期待できるテーマを設定する。学問のための時間を確保し自主的に努力すること。「時間の使い方」

の訓練は，とても重要。次に，目的と仮説，データの取り方，分析法，予想される結果を明確にして，研究計画を立てる。研究目

的（研究の結果，新しい知見として何が在れば良いのか）を具体的に決めて，目的に適したデータ収集法，分析法を設定する。 

卒業論文の作成過程を通じて，調査法，分析法や，資料作成法，発表法など，卒業後も役立つような「仕事の進め方」を身につけ

る。以下の手順で進め，提出までの仕事の計画を自分で作成する。これらをふまえて本格的な調査や分析作業に入る。ゼミでの

討論も重視する。各自が積極的に途中経過を発表し討論に参加すること。なおデータ分析法に関する実習も行う。 

 

First, students should search and read academic books and articles published in academic journals. After understanding the 

forefront of research, decide the theme of your graduation thesis. It is important to think on a theme that you can expect 

productive results in one year. Training on how to use your time is very important. Then, clarify the purpose and hypothesis, 

how to obtain your data from society, analysis method, expected result, and make your research plan. You will decide the 

purpose of your research (specifically, what should be the new findings as a result of research), and will decide the data 

collection method and analysis method suitable for your research purpose. 

 Through the process of preparing your graduation thesis, you will learn how to proceed with work, such as survey methods, 

analysis methods, material preparation methods, presentation methods, etc., that are useful even after graduation. Create your 

own work plan up to final paper submission. Discussion in the seminar is also important. Students should actively present their 

research progress and participate in discussions. In addition, practice on data analysis will be also conducted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ設定のために文献検索を行い集めた先行研究を発表 

2. 学術書について発表１ 

3. 学術書について発表２ 

4. 学術論文について発表１ 

5. 学術論文について発表２ 

6. 具体的なテーマを設定 

7. テーマに関する先行研究を発表 

8. 研究計画の作成（目的，方法，仮説を明確に計画を完成させる） 

9. 卒論経過の中間報告１ 

10. 卒論経過の中間報告２ 

11. 卒論構想発表会 

12. 卒論の計画を再度確認 

13. 学生対象などの予備的調査 

14. 今後の調査と分析の計画を確定 

 

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

毎回の発表準備を計画的に行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の課題(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 原純輔・海野道郎、2004、『社会調査演習 第 2 版』、東京大学出版会 (ISBN:4130520199) 

とくになし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

卒論の構成や書式についてはゼミホームページ参照。６月下旬に卒論構想発表会のためにゼミ合宿を行う。必ず参加すること。 

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

 

注意事項（Notice） 
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■DA564 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 芳明(NORO YOSHIAKI) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成の前半作業として，構想を明確にするとともにテーマの決定をおこなう。 

 

For the first half of writing their graduation theses, students will clarify their concepts and decide their subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「論文」を作成するためには，自身の問題関心がどこにあるかを自ら明らかにしていかなければならない。「問い」を導き出す作業

は決して易しいことではなく，繰り返し自らに問い質していく必要がある。この作業を共同の場で進めることができるのが演習形式

授業のメリットだといえる。 

春学期の「卒業論文演習１」では，卒業論文テーマの決定を目標とし，そのための問題関心の明確化，先行研究の収集と検討，

論点の提出と整理などの基礎的なプロセスをおこなう。それをふまえ，夏期休暇中に，合宿形式による中間報告会を催す予定で

ある。 

 

To write their theses, students must clarify which issues they are interested in. Discovering their questions is not easy as 

students must repeatedly ask themselves questions. Class in seminar format is advantageous as it allows students to carry out 

this process in a communal place. 

In Thesis Writing Seminar 1 of spring semester, students will aim to determine their graduation thesis subjects. To do that, 

students will carry out basic processes, i.e. clarify issues they are interested in, collect prior researches, discuss about them, 

submit their arguments, and organize them. On top of that, during summer holiday, students will participate in interim report 

meeting in boarding school. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 各自の卒業論文構想報告(1) 

3. 各自の卒業論文構想報告(2) 

4. 各自の卒業論文構想報告(3) 

5. 各自の卒業論文構想報告(4) 

6. 論文作成中間報告(1) 

7. 論文作成中間報告(2) 

8. 論文作成中間報告(3) 

9. 論文作成中間報告(4) 

10. 論文作成中間報告(5) 

11. 論文作成中間報告(6) 

12. 論文作成中間報告(7) 

13. 論文作成中間報告(8) 

14. 論文作成中間報告(9) 

 

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

このゼミでは，全員が順次，卒業論文の構想発表および中間報告をおこなうので，事前の準備を必ずしておくこと。また，自分の

報告の番でない時には，他のメンバーの報告について積極的にコメントをすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加の積極性(40%)/授業期間内における複数回の報告(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や資料は，授業の中で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA565 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文に取り組む意義を踏まえ、卒業論文の書き方を理解し、論文題目を確定して、研究計画を立てて、研究を進めることが

できるようにする。 

 

The objectives of this course are to make students realize the significance of writing a graduate thesis, to learn writing skills, 

and to make a research proposal, including determining the research theme, scheduling research, and addressing the research 

questions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 1 回目に卒業論文作成のための重要事項を説明する。その後、各自の卒業論文について構想発表し、研究テーマ、研究計画、

研究方法を確定し、既往研究のレビュー、資料の収集、フィールドワークなどを進める。 

 

 First of all, students are given a general instruction for writing their theses. Then, each student is to make presentations again 

and again about his/her research proposal, deciding the research theme, research plan and methods, reviewing literature, 

collecting materials, and doing fieldwork and so on. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インストラクション 

2. 構想発表 1 巡目 

3. 構想発表 1 巡目 

4. 構想発表 1 巡目 

5. 構想発表 1 巡目 

6. 構想発表 2 巡目 

7. 構想発表 2 巡目 

8. 構想発表 2 巡目 

9. 構想発表 2 巡目 

10. 構想発表 3 巡目 

11. 構想発表 3 巡目 

12. 構想発表 3 巡目 

13. 構想発表 3 巡目 

14. 構想発表 3 巡目 

 

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

 1 巡目は、論文題目、研究の背景と目的、研究方法、研究計画、期待される成果、参考文献リストを盛り込んだ発表資料を準備

する。2 巡目は、研究計画に代えて既往研究と仮説を含めた発表資料を準備する。3 巡目は、論文題目、目次、論文要旨、参考

文献リストを盛り込んだ発表資料を準備する。各自の研究テーマに関する既往研究を探し、読み進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進捗状況(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1 回目に「卒業論文作成マニュアル」(独自教材)を配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA566 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 卒業論文の作成に向けて、研究テーマを設定する。テーマに沿った先行研究の検討にあわせて、分析方法に習熟し、資料・デ

ータの収集に着手する。 

 

The purpose of this class is to write a graduation thesis. Participants are required to set a research theme, review previous 

research, learn qualitative methods, and begin collecting data for their graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 卒業論文演習 1 では、卒業論文を作成するための研究テーマを設定することが重要である。テーマに沿った先行研究の検討を

行うことにより、自らの問い自体を深めていくとともに、分析方法にも習熟していく。また、テーマに沿った資料・データの収集をお

こない、必要に応じて、先行研究や分析方法の検討に立ち返る。これらの往復運動を重ねることにより、自らの研究テーマを確定

する。 

 

A research theme for the graduation thesis will be set. By examining previous research in line with the theme, participants will 

clarify their questions themselves and become familiar with qualitative methods. In addition, they will collect materials and data 

in line with the theme. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究テーマを設定する（１） 

3. 研究テーマを設定する（２） 

4. 先行研究と方法の検討（１） 

5. 先行研究と方法の検討（２） 

6. 先行研究と方法の検討（３） 

7. 先行研究と方法の検討（４） 

8. 先行研究と方法の検討（５） 

9. 調査の企画・計画・着手（１） 

10. 調査の企画・計画・着手（２） 

11. 調査の企画・計画・着手（３） 

12. 調査の企画・計画・着手（４） 

13. 調査の企画・計画・着手（５） 

14. 調査の企画・計画・着手（６） 

 

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

オンライン上でのやりとりが重要であるため，大学アドレスのメールを常にチェックし，指定課題関連書類を Blackboard上で管理

しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

定期的な指定課題の提出(50%)/ミーティング・面談への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA567 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の完成に向けて春学期は問題設定の明確化，先行研究のレビュー，仮説の構築，研究方法の決定，用いる資料やデ

ータの収集に向けての準備を進める。 

 

In order to submit a graduation thesis by the middle of December, students read articles, books and other related materials 

about the topic that interests them, make a research question based on their review, formulate research hypothesis and decide 

research methods.  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の卒業論文のテーマに基づいて問題設定の明確化，先行研究のレビュー，仮説の構築，研究方法の決定，用いる資料やデ

ータの収集に向けて具体的に準備を進めるよう指導する。この他に，参考文献を用いて論文の構成や文章の書き方，参考文献

の引用の仕方などの論文執筆法についての説明もおこなう。演習では受講生の主体性に基づく個人報告と討論をベースとする

が，必要に応じて個人指導もおこなう。以上の成果を９月に実施予定の合宿形式の中間報告会で報告しあう。 

 

As the first part of completing a graduation thesis, students are required to collect information on the topic of interest including 

articles, books, statistics and other related materials, narrow or limit it and finally make a research question, followed by 

formulating research hypothesis and deciding research methods. These are summarized as the research proposal for the 

graduation thesis. Specific advice will be given by the professor through the process. Students are expected to start conducting 

a survey into the topic during summer vacation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（年間スケジュールの確認，個人報告の順番の決定など） 

2. 文献検索とデータ収集法の説明 

3. 個人報告１ 

4. 個人報告２ 

5. 個人報告３ 

6. 全体討論１ 

7. 全体討論２ 

8. 個人報告４ 

9. 個人報告５ 

10. 個人報告６ 

11. 論文執筆法の説明 

12. 全体討論３ 

13. 全体討論４ 

14. 全体討論５ 

 

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

卒業論文の執筆に関わって 1週間で進めた内容をレジュメにまとめて提出。９月の合宿時には暫定目次案を提示すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席，授業内の報告の水準，ディスカッションへの参加度，論文の進行状況により総合的に判断する(100%) 

卒業論文の執筆はあくまでも受講生の主体性に基づくことを理解して進めること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉田健正、2004、『大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方（第 2 版）』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4888488686) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業外での連絡は，大学のメールアドレスを登録したゼミのメーリングリストを用いておこなうため，メールチェックを怠らないこ

と。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 109 - 

■DA568 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 卒業論文の作成に向けて、探究の労苦に値するだけのやりがいある研究テーマを見出し、自らの問いを練りあげていく。と同時

に、先行研究の検討、視点と方法の形成、資料・データの収集をおこなう。 

 

As students work toward their graduation theses, they will expend great efforts on digging up researches. Greater efforts in 

these processes will help students to find research subjects they are truly interested in and develope their questions. At the 

same time, students will discuss about prior researches, form their perspectives and methods, collect documents and data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 自分はいったい何を問い、何を明らかにしたいのか。｢原問題｣（調査研究のために戦略的に設定する問いやテーマの根っこに

あって、おのれを突き動かし、生きるための課題として自覚されてくるもの）は何なのか。自身の問題意識を掘り下げ、価値ある問

いを発見し、それを練りあげていく作業、そして先行研究を検討し、自身の視点と方法を見定めていく作業を、各自の発表をめぐ

るゼミ生全員での対話と議論によっておこなっていく。 

 ゼミは、自らの純粋な問題意識を共同の議論の場に解き放ち、お互いに皆の胸（他者の身体＝経験や感情）を借りながら対話

できるという貴重な機会である（自分の発表の経験だけではなく、他のゼミ生の発表をきいて何かを感じとり、自分と照らしあわせ

て考えコメントする経験も、当然そこに含まれる）。それは、卒論作成のために自らのテーマを掘り下げ、他者に伝達可能な知にし

ていくことに資するという意味でも、もっと広く生涯においてこういう機会はなかなかないという意味でも、である。 

 そんな贅沢な時間をどうか無駄にしないように、積極的に参加し、自由闊達に発言してほしい。 

 

 Students will ask themselves what they are truly asking and what they truly want to clarify. What is the “root question”? 

(Questions that students recognize as essential for them to take the initiative and live. These form the foundation of subjects 

and strategically established questions used to investigate and research.) Students will dig deep into their question awareness 

and discover questions they find valuable, develope these questions, discuss prior researches, and determine their perspectives 

and methods. Students will accomplish these through their presentations and dialogues with everyone in the class. 

 In this seminar, students will present their unfiltered awareness about questions in a communal place for discussion. This is a 

precious opportunity for students to have dialogues with others (other physical beings = experiences and emotions). The reason 

is that opportunities such as contribute to digging deep for their graduation thesis subjects and making them into knowledge 

comprehensible for others. Moreover, opportunities such as are extremely rare even in their vast lives. 

 Students should not waste such precious time. They should actively participate and freely present their views. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 自らの問題意識を掘り下げる① 

3. 自らの問題意識を掘り下げる② 

4. 自らの問題意識を掘り下げる③ 

5. 自らの問題意識を掘り下げる④ 

6. 自らの問題意識を掘り下げる⑤ 

7. 先行研究および視点と方法の検討① 

8. 先行研究および視点と方法の検討② 

9. 先行研究および視点と方法の検討③ 

10. 先行研究および視点と方法の検討④ 

11. 調査の企画・計画・着手① 

12. 調査の企画・計画・着手② 

13. 調査の企画・計画・着手③ 

14. 調査の企画・計画・着手④ 

 

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

 卒業論文は、まずもって自分自身のために書くものである。自分を問いなおす作業は、自分が生きているこの社会を問いなお

すことにつながる。自分を豊かにしていくために、自分がよりよく生きていくために切実に考察され、意味と価値を生みだしていくよ

うな卒業論文は、おのずと「みんな」＝他者や社会に響きうるものになるはずである。 

 学ぶことは生きること。「これをやらなければ生きていけない」というような、自分にとって切実で価値あるテーマを掘り下げてい
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ってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/対話・議論への参加の積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA569 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
石崎 裕子(ISHIZAKI YUKO) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の完成に向けて、テーマを確定し、論文の構成を考える。受講者一人ひとりが、各自のテーマに沿って、主要な文献に

ついての検討を行ないながら、そのテーマがどのような意味で切実な「問題」なのかを明らかにする。 

 

To prepare for their graduation thesis completion, students will select their subjects and thesis structures. Students will follow 

their own subjects and discuss main literatures. At the same time, students will clarify why these subjects are considered 

important questions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

3 年次に各自が執筆したゼミ論について、卒業論文の構想を踏まえたうえで、その研究内容を報告し、問題関心を共有する。 

 

Although at first glance urban spaces seem like random conglomeration of buildings and people, if we observe carefully 

distribution of these buildings and people, we can discover certain patterns. These patterns are called urban space structures. 

What factors are behind establishment of these space structures? By comparing among different cities and different time 

periods in one city, it is obvious that space structures change with social transformations. In this class, students will focus on 

and analyze modern Tokyo. To help students understand sociological aspects of urban space structures, professor will 

introduce students to insights from urban sociology and relevant areas (geology and urban history). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ゼミ論報告 

3. ゼミ論報告 

4. ゼミ論報告 

5. ゼミ論報告 

6. ゼミ論報告 

7. ゼミ論報告 

8. ゼミ論報告 

9. ゼミ論報告 

10. ゼミ論報告 

11. ゼミ論報告 

12. ゼミ論報告 

13. ゼミ論報告 

14. まとめ 

 

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

受講者は、ゼミ論集を必ず精読し、一人ひとりが、自分の研究テーマとの関連のなかで、内容を精査したうえで、コメントを準備

し、積極的に議論に参加する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告(60%)/議論への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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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■DA571 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
西山 志保(NISHIYAMA SHIHO) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文のテーマを決定するために，問題意識の形成，先行研究のレビュー，仮説の構築，研究方法の決定などの指導を通し

て作業を進める。 

 

To determine their graduation thesis subjects, students will form awareness about their questions, review prior researches, 

construct hypotheses, and determine research methods. Students will receive instructions when proceeding in these tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の卒業論文のテーマについて，構想発表を行い，先行研究のレビュー，資料やデータの収集方法，研究方法の決定などを

行う。演習での報告・討論と個別指導などを通して，自らの問題意識の形成を目指す。 

 

Students will present their concepts on their graduation thesis subjects, review prior researches, determine methods to collect 

document, data, and to research. Students will form awareness about their questions through reports, discussions, and private 

instructions during the seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 卒論の書き方・テーマの組み立て方 

3. 参加者による報告（１） 

4. 参加者による報告（２） 

5. 参加者による報告（３） 

6. 参加者による報告（４） 

7. 参加者による報告（５） 

8. 中間総括 

9. 参加者による報告（６） 

10. 参加者による報告（７） 

11. 参加者による報告（８） 

12. 参加者による報告（９） 

13. 参加者による報告（１０） 

14. まとめ 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告レポート、発言、積極的関与(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習内で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA581 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
李 旼珍(LEE MINJIN) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成の後半作業として，卒業論文の執筆のための作業を行い，卒業論文を完成する。 

 

For the second half of their graduation theses, students will work on writing and completing their graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を執筆，完成するに至るまでの諸作業，すなわち，テーマから設定された仮説を裏付けるデータの収集，データが仮説

を支持するものかどうかについての検証，関連する社会学理論や先行研究の知見との関連づけ，目次の確定，執筆などの一連

の作業を行う。ゼミ生は，数回のプレゼンテーションとディスカッションを通じて，卒業論文の完成度を高めることを目指してほし

い。 

卒業論文の独創性はテーマのオリジナリティにあるのはもちろん，データのオリジナリティにもある。オリジナル・データを集める

努力を惜しまず，必要なデータの収集に適した調査に積極的に取り組むことを卒論作成者に勧めたい。 

 

Students will carry out various tasks needed to write and complete their graduation theses, including establishing research 

hypotheses based on their themes, collecting data to test research hypotheses, analyzing survey data, connecting results of 

survey with relevant sociological theories and previous studies, finalizing structures of graduation theses, and writing. Students 

are able to improve the guality of graduation thesis  through several presentations and discussions in class. 

The originality of graduation theses depends on not only uniqueness of its theme but also uniqueness of its data. Students are 

advised not  to hold back from collecting original data. Students should actively conduct a survey to collect original data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 調査結果分析報告 1 

3. 調査結果分析報告 2 

4. 調査結果分析報告 3 

5. 調査結果分析報告 4 

6. 調査結果分析報告 5 

7. 卒論執筆に関する技術的注意に関する説明 

8. 全受講生の卒論構成（目次）発表 

9. 卒論最終報告 1 

10. 卒論最終報告 2 

11. 卒論最終報告 3 

12. 卒論最終報告 4 

13. 卒論提出後の報告会 1 

14. 卒論提出後の報告会 2 

 

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

必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加(40%)/授業内報告(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DA582 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文に執筆に向け、テーマを確定し、その完成を目指していく。前提となる文献を深く読み、調査作業をまとえるための応用

的な方法を身につける。 

 

The course objective is  to enable students to: (i) know how to analyze an issue from a sociological perspective, (ii) conduct 

their own research projects, and (iii) write their graduation thesis.  

 

授業の内容（Course Contents） 

卒論の進行状況を報告し合いながら、その完成を目指していく。 

 

The role of this seminar is to support the students' individual research projects. Students have the responsibility to present 

their research at different stages of their project. Discussions give the presenters an opportunity to see their research from 

different perspectives.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマ報告 

3. 個人発表 

4. 個人発表 

5. 個人発表 

6. 個人発表 

7. 個人発表 

8. 個人発表 

9. 個人発表 

10. 個人発表 

11. 個人発表 

12. 個人発表 

13. 論文発表会 

14. 論文発表会 

 

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

卒論完成に向けて、着実に蓄積を行っていくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告、発表、ディスカッション(100%) 

 

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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■DA583 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文を完成させるために計画を立て，仕事を進める総合的能力を身につける。目的，方法，分析結果，結論の４構成が明確な卒

業論文を作成する。何を解明したのか明確な論文を作ること。自分独自の考えや発見を主張できるようになること。 

 

Students should make their research plan to complete the dissertation. It is important to acquire an integrated ability to carry 

out your work. Create a graduation thesis with four components: purpose, method, analysis result, and conclusion. It is 

important to make a paper that clearly shows what you have elucidated. The ability to assert your own ideas and findings is 

important. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文という１つの仕事を，自分の力で完成させるという経験は，仕事を進める総合的能力を鍛える上で，とても有益である。

やりとげれば自信もつき，卒業後も，経験はとても役に立つ。自分自身で楽しく計画を立て，卒業論文に取り組むこと。 

研究とはあたらしい知見の発見が重要である。先行研究にこだわるだけでなく、自分自身の結論として何を言えるかをよく考える

とよい。春学期の作業をふまえ，以下の手順で卒論作成を進めること。既存の研究をもとに，自分なりの仮説を考えて，予想され

る結果をあらかじめ考えておくことも重要。論文を書くときは，まず， 結論部分から書いてみるのが，１つのこつである。学生同士

で討論し，他者の意見を吸収することも重要。秋学期に入ると，卒論提出までに時間的余裕は少ない。提出までは，学問以外の

予定は極力入れずに卒論作成に集中すること。社会調査を行う場合，9 月末までには準備を終了させる。11 月中旬までに分析

終了し，仮提出して，教員のコメントをもらうこと。 

 

The experience of completing a series of tasks for a graduation thesis is very useful in training the overall ability to carry out 

work. The experience is still useful after graduation. Make your own schedule and carry out the work for your graduation thesis. 

  Finding a new knowledge is important for research. Not only to understand previous researches, it is important to think 

carefully what you can elucidate as your conclusion. Based on your work in the spring semester, make your graduation thesis 

according to the following procedure. Based on previous researches, it is also important to consider your own hypotheses and 

think about the expected results in advance. For writing a dissertation, it is a good trick to write from the conclusion part first. 

It is also important for students to discuss each other and to understand other's opinions. In the fall semester, there is not 

enough time to submit a graduation thesis. Until submission, do not make plans other than studying, and concentrate on making 

your thesis. If you would conduct a new social survey by yourself, you must finish preparation by the end of September. The 

analysis should be completed by the middle of November, be submitted provisionally, and get a professor’s comment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 完成までの仕事の計画を作成し調査準備 

2. 調査準備を終了 

3. 完成までの仕事の計画を作成 

4. 目次案を作成 

5. 調査，観察，実験，データ分析等の実施 

6. 分析と文章作成１ 

7. 分析と文章作成２ 

8. 分析と文章作成３ 

9. 分析結果を整理し論文本文を作成１ 

10. 分析結果を整理し論文本文を作成２ 

11. 卒論提出 

12. 内容を再検討し再度の分析１ 

13. 内容を再検討し再度の分析２ 

14. 卒論発表会に向けて準備 

 

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

秋学期中に何回か経過報告をできるよう，各自で準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業内の課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

卒論の日程や分析上の注意点などはゼミホームページをよく読むこと。卒論全体の構成をよく理解すること。また，書式例ファイ

ルをよく見ること。 

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

 

注意事項（Notice） 
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■DA584 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 芳明(NORO YOSHIAKI) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学んだことの集大成として, 卒業論文を執筆し完成させる｡ 

 

As the final episode of knowledge learned in university, students will write and finish their graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文演習１での成果を踏まえた上で, 卒業論文を仕上げていく｡ ｢なんとなく思っている｣ ｢ぼんやりといい考えがある｣ こと

と, それを実際に文章化することの間には大きな落差がある｡ また卒業論文では, 自分の考えをまとめて文章化するのはもとよ

り, それを他者に正確に伝える記述力と､ 自らの調査研究を先行研究の学問的系譜にきちんと位置づけることが不可欠である｡ 

そのためには, 独自性のある内容とともに, 論文執筆の形式やルールに則ってまとめることも大変重要である｡ 

以上を踏まえて, 演習での発表とディスカッション, 教員による指導等を通じて, 卒業論文を完成させていく｡ 

 

Students will consider their findings in Thesis Writing Seminar 1 and complete their graduation theses. There is a wide gap 

between thinking abstractly and writing them down in paragraphs. When writing graduation theses, students must write down 

their thoughts, convey them correctly to others, and know where their researches is relative to prior researches in knowledge 

tree. As a result, students must create unique contents, while following rules and formats when writing their theses. 

Students will consider the above, make presentations during seminar, participate in discussion, and receive instruction from 

professor when completing their graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文作成中間報告(1) 

2. 論文作成中間報告(2) 

3. 論文作成中間報告(3) 

4. 論文作成中間報告(4) 

5. 論文作成中間報告(5) 

6. 論文作成中間報告(6) 

7. 論文作成中間報告(7) 

8. 論文作成中間報告(8) 

9. 論文作成中間報告(9) 

10. 論文作成中間報告(10) 

11. 論文作成中間報告(11) 

12. 論文作成中間報告(12) 

13. 口頭発表(1) 

14. 口頭発表(2) 

 

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

このゼミでは, 全員が順次, 卒業論文の進捗状況について中間報告をおこなうので, 事前の準備を必ずしておくこと｡ また, 自分

の報告の番でない時には, 他のメンバーの報告について積極的にコメントをすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告および下書き提出(70%)/口頭発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や資料は授業の中で適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DA585 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文を執筆し、推敲を重ね、質の高い卒業論文を完成させる。資料の使い方、調査の方法、文章の書き方、文献引用の仕方、推

敲の仕方などが適切にできるようにする。 

 

The objectives are to write the manuscript of graduate thesis and to improve and complete it, by enabling every student to use 

materials, research methods, and literature properly and to improve her/his skills to write and polish the thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 各自の卒業論文のテーマに応じて、論文の構成を決定し、執筆する。論文内容を口頭発表によって確認し、完成稿を添削して

フィードバックする。論文提出後は、論文要旨のプレゼンテーションを行う。 

 

 Every student is to compose the contents of the thesis and to complete it, in accordance with each individual research theme. 

The instructor will review students’ presentations in advance, correct the manuscripts, and give feedback. After submitting the 

thesis, students have to give presentations in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文内容の発表(1) 

2. 論文内容の発表(2) 

3. 論文内容の発表(3) 

4. 論文内容の発表(4) 

5. 卒論原稿第 1 次締め切り（1） 

6. 卒論原稿第 1 次締め切り（2） 

7. 卒論原稿第 1 次締め切り（3） 

8. 卒論原稿第 1 次締め切り（4） 

9. 個別指導（フィードバック） 

10. 個別指導（フィードバック） 

11. 個別指導（フィードバック） 

12. 卒業論文要旨のプレゼンテーション 

13. 卒業論文要旨のプレゼンテーション 

14. 卒業論文要旨のプレゼンテーション 

 

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

 論文執筆に必要な資料の収集、調査データの整理、既往研究のレビューなどを行い、論文の草稿を作成し、推敲する。原稿の

フィードバックではオフィスアワーも活用すること。卒業論文要旨のプレゼンテーションではパワーポイントを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進捗状況・達成度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「卒業論文作成マニュアル」（独自教材） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA586 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 卒業論文演習１で設定された研究テーマにもどついて、質的データの分析を行い、卒業論文を完成させる。 

 

The purpose of this class is to complete a graduation thesis. Along with the research theme, participants are required to 

analyze qualitative data and complete their graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 卒業論文演習１をふまえて、卒業論文を完成するまでの作業をおこなう。卒業論文演習２においては、とくに質的データに関し

て十分な分析を行うことが重要である。そのために、データの分析を深めるための機会を可能な限り繰り返し設ける。分析の作業

を通じて、必要に応じて、先行研究の検討等も行う。その上で、得られた分析結果にもとづいて、論理的な考察を加え、卒業論文

を完成させる。 

 

Appropriate analyses of qualitative data will be conducted. This class offers various opportunities to improve data analysis. 

Participants will complete their graduation theses through logical consideration of the obtained results. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質的データ分析（１） 

2. 質的データ分析（２） 

3. 質的データ分析（３） 

4. 質的データ分析（４） 

5. 質的データ分析（５） 

6. 質的データ分析（６） 

7. 論理的考察（１） 

8. 論理的考察（２） 

9. 論理的考察（３） 

10. 論文完成作業（１） 

11. 論文完成作業（２） 

12. 論文完成作業（３） 

13. 最終提出 

14. 全体発表会 

 

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

オンライン上でのやりとりが重要であるため，大学アドレスのメールを常にチェックし，指定課題関連書類を Blackboard上で管理

しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

定期的な指定課題の提出(50%)/ミーティング・面談への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA587 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期および夏休み中に進めた成果を踏まえて，秋学期は自分でたてた問題の分析に主体的に取り組み，卒業論文を完成させ

る。 

 

On a foundation of research results, students sum up their findings as the graduation thesis with 32,000 Japanese characters.  

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期および夏休み中に進めた成果を踏まえて，仮説の検証に必要な資料やデータを遅くとも１０月末までには収集し，得られ

たデータの分析・考察によって仮説が支持されたかどうかを中心に分析結果についてある程度の見通しが得られた段階で論文

の構成や目次を確定させるよう指導する。執筆にあたっては春学期で説明した論文の執筆方法を遵守するように気をつけるよう

再度指導する（必要に応じてテキストを参照すること）。演習での個人報告と質疑応答を中心に進める。 

 

As the second part of completing a graduation thesis, students are required to conduct a survey to examine their hypothesis, 

analyze quantitative and/or qualitative data and sum up their findings as the graduation thesis. Students are also required to 

report their progress at least once a month in the class and to do peer reviews to evaluate each other’s work and give feedback 

for improving writing skills. Specific advices will be given by the professor. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（秋学期のスケジュールの確認，個人報告の順番の決定など） 

2. 個人報告１ 

3. 個人報告２ 

4. 個人報告３ 

5. 個人報告４ 

6. 全体討論１ 

7. 全体討論２ 

8. 個人報告５ 

9. 個人報告６ 

10. 個人報告７ 

11. 個人報告８ 

12. 卒論発表会１ 

13. 卒論発表会２ 

14. 卒論発表会３ 

 

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

卒業論文の執筆に関わって 1週間で進めた内容をレジュメにまとめて提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席，授業内の報告の水準，ディスカッションへの参加度，論文の進行状況により総合的に評価する(100%) 

卒業論文の執筆はあくまでも受講生の主体性に基づくことを理解して進めること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉田健正、2004、『大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方（第 2 版）』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4888488686) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業外での連絡は，大学のメールアドレスを登録したゼミのメーリングリストを用いておこなうため，メールチェックを怠らないこ

と。 
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注意事項（Notice） 
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■DA588 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「卒業論文演習１」の成果と調査をふまえて解釈・分析・考察をおこない、作品化し、卒業論文を完成させる。 

 

 Students will interpret, analyze, and consider their findings and results from Thesis Writing Seminar 1. Students will convert 

these into their works and complete their graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「卒業論文演習１」を引き継いで、卒業論文を完成するまでの作業をおこなう。 

 卒業論文およびその演習に対する考え方や構え方は「卒業論文演習１」と同様だが、「卒業論文演習２」でとくに重要になってく

る作業が、調査をふまえて解釈・分析・考察をおこない、自分自身が納得できかつ他者に説得力をもって伝わる表現＝作品にし

ていくことである。 

 それを、各自の発表をめぐるゼミ生全員での対話と議論、場合によっては個別指導によっておこなっていく。 

 

 Following Thesis Writing Seminar 1, students will work on completing their graduation theses. 

 This seminar's basic stance is the same as Thesis Writing Seminar 1. Of particular importance for Thesis Writing Seminar 2 

is interpreting, analyzing, and considering their findings and results from researches and making them into expressions (works) 

that they and other will find convincing. 

 Students will accomplish these through discussions and dialogues about their presentations with everyone in the class. If 

necessary, students will receive private instructions from their teacher. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査の解釈・分析① 

2. 調査の解釈・分析② 

3. 調査の解釈・分析③ 

4. 調査の解釈・分析④ 

5. 結論に向けての考察① 

6. 結論に向けての考察② 

7. 結論に向けての考察③ 

8. 結論に向けての考察④ 

9. 作品化（表現）をめぐる検討① 

10. 作品化（表現）をめぐる検討② 

11. 作品化（表現）をめぐる検討③ 

12. 作品化（表現）をめぐる検討④ 

13. 最終提出 

14. 全体発表会 

 

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

 卒業論文は、まずもって自分自身のために書くものである。自分を問いなおす作業は、自分が生きているこの社会を問いなお

すことにつながる。自分を豊かにしていくために、自分がよりよく生きていくために切実に考察され、意味と価値を生みだしていくよ

うな卒業論文は、おのずと「みんな」＝他者や社会に響きうるものになるはずである。 

 学ぶことは生きること。「これをやらなければ生きていけない」というような、自分にとって切実で価値あるテーマを掘り下げてい

ってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/対話・議論への参加の積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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 各自の関心に沿って、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA589 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者一人ひとりが、演習での文献の検討および個人面談を通じて、自ら設定した「問題」をどのように呈示し展開していけば他

者を説得できるのかを考え、卒業論文を完成させる。 

 

In this seminar, every student will participate in literature discussions and individual interviews. To complete their graduation 

theses, they will think about how they can present their questions and convince others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、卒論の進捗具合について、夏休みの課題として作成した目次や内容の概要等にもとづいて、研究報告を行ない、ゼミ

員全員でディスカッションをする。 

 

Regarding to their thesis progress, students will report their researches based on table of contents and content summary they 

created during summer-holiday assignment. All students will then participate in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 卒論の構成の発表 

3. 卒論の構成の発表 

4. 卒論の構成の発表 

5. 卒論の構成の発表 

6. 卒論の構成の発表 

7. 卒論の構成の発表 

8. 卒論の構成の発表 

9. 卒論の構成の発表 

10. 卒論の内容の検討（個人・グループ面談） 

11. 卒論の内容の検討（個人・グループ面談） 

12. 卒論の内容の検討（個人・グループ面談） 

13. 卒論報告会 

14. 卒論報告会 

 

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

受講者は、各自が立てた卒論作成スケジュールにもとづき、一つひとつの作業を進めながら、授業においては、他のゼミ員の研

究報告について、自分の研究テーマと関連づけながら、レジュメ・レボート等をよく精査し、コメントを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告(60%)/コメント等授業への参加度(40%) 

 

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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■DA591 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
SOC4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成の後半作業として，自らのテーマに基づき調査を行い分析・考察を行い，論文を作成することが目標です。 

 

In the second half of their graduation theses, students will investigate, analyze, and reflect on their chosen subjects to create 

their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

夏休み中に行ったフィールド調査に基づき，分析・考察を行い，論文構成を決定する。演習での中間報告と討論，個別指導などを

組み合わせながら進める。詳細については開講時にアナウンスする。 

 

Students will use field surveys completed during summer holiday to analyze, reflect, and determine their thesis structures. This 

seminar will proceed by mixing in interim report, discussion, and private instruction. Details will be announced at the beginning of 

seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究について 

2. 参加者の報告（１） 

3. 参加者の報告（２） 

4. 参加者の報告（３） 

5. 参加者の報告（４） 

6. 参加者の報告（５） 

7. 参加者の報告（６） 

8. 参加者の報告（７） 

9. 参加者の報告（８） 

10. 参加者の報告（９） 

11. 参加者の報告（１０） 

12. 参加者の報告（１１） 

13. 参加者の報告（１２） 

14. 参加者の報告（１３） 

 

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

演習内で指示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告レポート、発言、積極的関与(30%)/最終報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマに応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DA755 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究１ 

(Senior Research 1) 

担当者名 

（Instructor） 

村瀬 洋一(MURASE YOICHI) 

小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

岩間 暁子(IWAMA AKIKO) 

西山 志保(NISHIYAMA SHIHO) 

李 旼珍(LEE MINJIN) 

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） 
SOC4900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習に所属しない者が，社会学の諸領域を幅広く習得することにより，社会学士として実社会に出るにふさわしい見識を獲得す

ることを目指す。 

 

For students who do not belongs to seminars, this course is intended to give a broad understanding of the various areas of 

sociology. This course allows for the development of insight about society appropriate for a sociology major. 

 

授業の内容（Course Contents） 

冒頭で提示された 5 課題つのうち 2 つを選択して，それぞれ指定された課題レポートを作成し，口頭試問に合格することで，単位

が認定される。学科の担当教員と課題担当教員に相談しながら，課題レポートの作成を進める。スケジュール等については履修

要項で適宜確認し，締切日は厳守すること。 

 

Students select two of the five subjects presented at the beginning of the course, and are awarded credits based on completion 

of papers for each subject and by passing the oral exams. While preparing papers, students should consult with the professor on 

the each subject. Students should check the schedule in the course guideline book and should keep the deadlines strictly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマの設定，今後の進め方について説明 

2. テーマ設定のために文献検索を行い文献リスト作成 

3. テーマ設定のために学術書を読む 1 

4. テーマ設定のために学術書を読む 2 

5. 学術雑誌掲載の論文を読む 1 

6. 学術雑誌掲載の論文を読む 2 

7. 仮説の設定，基礎的な調査や分析実施 1 

8. 仮説の設定，基礎的な調査や分析実施 2 

9. 中間提出後に今後の方針を教員と相談 

10. 研究計画の作成（目的，方法，仮説を明確に計画を完成させる） 

11. 分析や調査実施 1 

12. 分析や調査実施 2 

13. 分析結果をもとに考察し，結論を文章化する 

14. 結論として自分が主張したいことを中心に文章をまとめ研究を完成 

 

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

別途提示される課題表を見た上で，2 つの課題について自由にテーマを設定し，最終的にレポートとして提出すること。課題担当

教員と相談して計画を立て，計画的に時間を使い，必要な準備を行うことが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

１番目の成績(50%)/２番目の成績(50%) 

選択した 2 課題について，それぞれ 4000 字以上の課題レポートを作成し，口頭試問を受けること（1 領域 50 点満点，2 領域で

100 点満点）。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

文章の書き方については、立教大学の大学教育開発・支援センター発行による「Master of Writing」をよく読むこと。 

 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/cdshe.html 

 

中間提出前にテーマを決定し、担当教員にメールで連絡を取ること。課題に関してメールでの連絡があるので、立教大学のメー

ルを見ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DA855 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究２ 

(Senior Research 2) 

担当者名 

（Instructor） 

片上 平二郎(KATAKAMI HEIJIRO) 

吉澤 夏子(YOSHIZAWA NATSUKO) 

前田 泰樹(MAEDA HIROKI) 

野呂 芳明(NORO YOSHIAKI) 

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） 
SOC4900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習に所属しない者が，社会学の諸領域を幅広く習得することにより，社会学士として実社会に出るにふさわしい見識を獲得す

ることを目指す。 

 

For students who do not belongs to seminars, this course is intended to give a broad understanding of the various areas of 

sociology. This course allows for the development of insight about society appropriate for a sociology major. 

 

授業の内容（Course Contents） 

冒頭で提示された 5 課題つのうち 2 つを選択して，それぞれ指定された課題レポートを作成し，口頭試問に合格することで，単位

が認定される（ただし，「卒業研究 1」で選択した課題は「卒業研究 2」では選択できない）。学科の担当教員と課題担当教員に相

談しながら，課題レポートの作成を進める。スケジュール等は履修要項で適宜確認し，締切日は厳守すること。 

 

Students select two of the five subjects presented at the beginning of the course, and are awarded credits based on completion 

of papers for each subject and by passing the oral exams. While preparing papers, students should consult with the professor on 

the each subject. Students should check the schedule in the course guideline book and should keep the deadlines strictly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマの設定，今後の進め方について説明 

2. テーマ設定のために文献検索を行い文献リスト作成 

3. テーマ設定のために学術書を読む 1 

4. テーマ設定のために学術書を読む 2 

5. 学術雑誌掲載の論文を読む 1 

6. 学術雑誌掲載の論文を読む 2 

7. 仮説の設定，基礎的な調査や分析実施 1 

8. 仮説の設定，基礎的な調査や分析実施 2 

9. 中間提出後に今後の方針を教員と相談 

10. 研究計画の作成（目的，方法，仮説を明確に計画を完成させる） 

11. 分析や調査実施 1 

12. 分析や調査実施 2 

13. 分析結果をもとに考察し，結論を文章化する 

14. 結論として自分が主張したいことを中心に文章をまとめ研究を完成 

 

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

別途提示される課題表を見た上で，2 つの課題について自由にテーマを設定し，最終的にレポートとして提出すること。課題担当

教員と相談して計画を立て，計画的に時間を使い，必要な準備を行うことが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

１番目の成績(50%)/２番目の成績(50%) 

選択した 2 課題について，それぞれ 4000 字以上の課題レポートを作成し，口頭試問を受けること（1 領域 50 点満点，2 領域で

100 点満点）。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

文章の書き方については、立教大学の大学教育開発・支援センター発行による「Master of Writing」をよく読むこと。 

 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/cdshe.html 

 

中間提出前にテーマを決定し、担当教員にメールで連絡を取ること。課題に関してメールでの連絡があるので、立教大学のメー

ルを見ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文化の社会理論 

(Social Theory and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人類学と社会学の交差点から考える 

担当者名 

（Instructor） 
木村 自(KIMURA MIZUKA) 

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） 
SOX2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
現代文化学科２年次以上・社会学科・メディア社会学科学生（人数制限科目） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化を分析するための理論や概念を習得することで、日常生活に潜む身近で多様な文化現象を新たな視点から理解する力を獲

得する。 

 

This course explores new perspectives for understanding various cultural phenomena in our daily lives through learning 

analytical theories and concepts of cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちはしばしば、「文化の違い」という言葉を用いて、どこかに「日本文化」や「中国文化」や「ドイツ文化」があるかのように考え

てしまいがちです。でも、「文化の違い」は本当にそれほど明確な境界線で切り分けられているものなのでしょうか。「文化」はどの

ように世代を越えて受け継がれ、どのように私たちの血肉となっていくのでしょうか。近代科学が世界を覆いつくしてしまったら、

「文化の違い」はなくなるのでしょうか。この講義では、（文化）人類学と社会学が相互に影響を与え、共通して探求してきた文化

理論を取り上げて解説します。もちろん理論の話だけではつまらないので、異文化の事例や身近な経験に関して議論し、写真や

映像資料を一緒に見ながら考えます。 

 

We tend to consider that there are tangible entities such as “Japanese culture”, “Chinese culture” or “German culture” and so 

forth by using the phrase “cultural difference”. But do these “cultural differences” really have clear boundaries? How does this 

“culture” transfer through generations? How does it become a part of ourselves? Will these “cultural differences” disappear if 

the modern sciences cover our entire globe? This course explains cultural theories of anthropology and sociology which have 

been trying to answer these questions. In order to make this course engaging, we will discuss various personal experiences of 

different cultures and use image slides and videos. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―社会学と文化人類学 

2. 文化を内側から理解するということ―言葉と文化 

3. 文化を内側から理解するということ―文化と身体技法 

4. 文化を内側から理解するということ―文化と実践知 

5. 家族と親族（１） 

6. 家族と親族（２） 

7. 経済と贈与（１） 

8. 経済と贈与（２） 

9. 儀礼と境界（１） 

10. 儀礼と境界（２） 

11. 病と文化 

12. 自然と文化（１） 

13. 自然と文化（２） 

14. まとめと復習 

 

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

毎回の授業で提示する参考文献を探して、できるだけ読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席およびリアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 山下晋司、2005、『文化人類学入門：古典と現代をつなぐ 20のモデル』、弘文堂 (ISBN:4335561067) 

2. 田辺繁治、2003、『生き方の人類学：実践とは何か』、講談社 (ISBN:4061496557) 

3. 前川啓治ほか、2018、『21 世紀の文化人類学』、新曜社 (ISBN:4788515826) 

4. 太田好信ほか、2005、『メイキング文化人類学』、世界思想社 (ISBN:4790711021) 

その他参考文献は授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業の形式】授業は写真や映像などの視覚資料を多用する。また、授業中に学生に発言を求めることがある。 

【フィードバック】毎回提出されるリアクションペーパーの一部を翌週に配布し、コメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD234／都市社会構造論 

(Social Structure of Urban Society) 

担当者名 

（Instructor） 
下村 恭広(SHIMOMURA HIROSHI) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東京の社会-空間構造の特徴について、社会学的概念を用いて説明できるようになる。 

現代都市の社会-空間構造の変容過程について、社会学的概念を用いて説明できるようになる。 

 

Students will be able to explain characteristics of society and space in Tokyo with sociological concepts. 

Students will be able to explain transformations of society and space in Tokyo with sociological concepts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市空間は建物や人々が単に雑然と集まっているだけに見えるが、そうした建造物群やそれらを生み出す人々の分布を丁寧に

観察すると、実はある種のパターンが存在することがわかる。このパターンを都市の空間構造と呼ぼう。このような空間構造の成

り立ちには、どのような要因が働いているのだろうか？様々な都市を比較したり、ひとつの都市の過去と現在とを比較すると、社

会変動に伴って空間構造も変化していくことが分かる。この授業では、現代の東京を中心的な考察の対象に据え、以上のような

都市の空間構造の社会的側面を理解するための手だてについて、都市社会学および隣接する諸分野（地理学や都市史など）の

知見を紹介しながら解説する。 

 

As ‘environmental problems’ enter our daily vocabularies, their abundance around us become apparent. Everyone will agree that 

it is desirable to solve these problems. But at the same time, we know that solving environmental problems is not easy. What 

perspectives are required to solve these environmental problems? 

In this lecture, students will think about environmental problems and their solutions by referring to environmentally exploitative 

actions which are or were performed in regional society daily lives. In other words, students will apply cultural theory when 

approaching these environmental problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コースガイダンス 

2. シカゴ学派都市社会学の社会-空間構造論（１） 

3. シカゴ学派都市社会学の社会-空間構造論（２） 

4. 近代東京の社会-空間構造（１） 

5. 近代東京の社会-空間構造（２） 

6. 近代東京の社会-空間構造（３） 

7. グローバル化する都市の社会-空間構造（１） 

8. グローバル化する都市の社会-空間構造（２） 

9. グローバル化する都市の社会-空間構造（３） 

10. ジェントリフィケーションと都市の社会-空間構造（１） 

11. ジェントリフィケーションと都市の社会-空間構造（２） 

12. 「リノベーション」と東京の社会-空間構造（１） 

13. 「リノベーション」と東京の社会-空間構造（２） 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う事柄の予習になるような内容の課題を複数回課す予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 陣内秀信、1992、『東京の空間人類学』（ちくま学芸文庫）、筑摩書房 

2. 鈴木博之、1999、『都市へ』（日本の近代 10）、中央公論新社 
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3. 中筋直哉・五十嵐泰正、2013、『よくわかる都市社会学』、ミネルヴァ書房 

4. 橋本健二、2011、『階級都市：格差が街を侵食する』 （ちくま新書）、筑摩書房 

5. 藤塚吉浩、2017、『ジェントリフィケーション』、古今書院 

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

7. 水内俊雄・加藤政洋・大城直樹、2008、『モダン都市の系譜：地図から読み解く社会と空間』、ナカニシヤ出版 

その他は適宜授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD236／国際社会学 

(Global Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近なものから、グローバル化を社会学的に考える 

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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では、敢えて国際社会学を移民と多文化共生をめぐる議論の枠から解放し、身近なものから、グローバル化する社会

におけるグローバルなものとローカルなもののあいだの相互作用とその意味を理解することを目標とする。 

 

 Instead of immigration and multi-cultures found in international sociology, this class deliberately introduces students to 

elements around them. Students will understand mutual influence of local and global elements in globalized society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 情報・カネ・労働力・市場・食品・家族・水・音楽…今日、さまざまなものが、国境を越えて行き来し、つながり、影響をあたえ合っ

ている。その量とスピードは、人類の歴史始まって以来例を見ないほど、圧倒的な多さと速さを更新しつづけている。はたしてこう

した状況は、我々をそれ以前に比べて幸福にしたのだろうか。もしそれを簡単に肯定できないとすれば、それなのになぜ、我々は

グローバル化の進展を止めることができないのだろうか。この授業では、毎回１つずつ具体的な主題を扱いつつ、国際社会学の

視点を学んでいく。 

 

 Information, money, labor, market, food, family, water, music… Now various things are crossing borders and influencing each 

other. There has never been such quantity and speed in human history, not to mention the rapidly increasing variety and speed. 

But will this condition make us happier than before? If we are not certain about that, why can’t we stop progress of 

globalization? In this class, students will study 1 specific subject each time to learn perspective of international sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 食文化からグローバル化を考える 

2. スポーツにみるグローバル化 

3. アートのグローバル化 

4. ファッションと美とグローバル社会 

5. 都市と建築に見るグローバル化 

6. ソーシャル・メディアとグローバル化 

7. 交通（システム）からみるグローバル化 

8. 観光・レジャーから見るグローバル化 

9. 仕事と職場からグローバル化を考える 

10. 子どもと学校から見るグローバル化 

11. 海と漁業からみるグローバル化 

12. 水資源とグローバル化 

13. 食糧とグローバル化 

14. グローバルな.少子高齢社会化の広がり 

 

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

 毎回の授業後には、授業内で提示される関連文献を参照するなど復習をすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レスポンスペーパーその他提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業のなかで適宜、参考資料のプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで毎回、その会の主題に関連する参考文献を紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業のなかで、上記主題に関連するゲストスピーカーをお呼びすることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／国際社会学 

(Global Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近なものから、グローバル化を社会学的に考える 

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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では、敢えて国際社会学を移民と多文化共生をめぐる議論の枠から解放し、身近なものから、グローバル化する社会

におけるグローバルなものとローカルなもののあいだの相互作用とその意味を理解することを目標とする。 

 

 Instead of immigration and multi-cultures found in international sociology, this class deliberately introduces students to 

elements around them. Students will understand mutual influence of local and global elements in globalized society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 情報・カネ・労働力・市場・食品・家族・水・音楽…今日、さまざまなものが、国境を越えて行き来し、つながり、影響をあたえ合っ

ている。その量とスピードは、人類の歴史始まって以来例を見ないほど、圧倒的な多さと速さを更新しつづけている。はたしてこう

した状況は、我々をそれ以前に比べて幸福にしたのだろうか。もしそれを簡単に肯定できないとすれば、それなのになぜ、我々は

グローバル化の進展を止めることができないのだろうか。この授業では、毎回１つずつ具体的な主題を扱いつつ、国際社会学の

視点を学んでいく。 

 

 Information, money, labor, market, food, family, water, music… Now various things are crossing borders and influencing each 

other. There has never been such quantity and speed in human history, not to mention the rapidly increasing variety and speed. 

But will this condition make us happier than before? If we are not certain about that, why can’t we stop progress of 

globalization? In this class, students will study 1 specific subject each time to learn perspective of international sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 食文化からグローバル化を考える 

2. スポーツにみるグローバル化 

3. アートのグローバル化 

4. ファッションと美とグローバル社会 

5. 都市と建築に見るグローバル化 

6. ソーシャル・メディアとグローバル化 

7. 交通（システム）からみるグローバル化 

8. 観光・レジャーから見るグローバル化 

9. 仕事と職場からグローバル化を考える 

10. 子どもと学校から見るグローバル化 

11. 海と漁業からみるグローバル化 

12. 水資源とグローバル化 

13. 食糧とグローバル化 

14. グローバルな.少子高齢社会化の広がり 

 

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

 毎回の授業後には、授業内で提示される関連文献を参照するなど復習をすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レスポンスペーパーその他提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業のなかで適宜、参考資料のプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで毎回、その会の主題に関連する参考文献を紹介していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業のなかで、上記主題に関連するゲストスピーカーをお呼びすることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD238／環境と文化 

(Environment and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境民俗学・環境社会学の視点から 

担当者名 

（Instructor） 
金子 祥之(KANEKO HIROYUKI) 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな環境問題・環境利用の事例研究（ケーススタディ）を通じて、環境民俗学・環境社会学の基礎的な知識、基本的な考え

方を理解すること。そのうえで環境問題について、自分なりの見解をまとめ、述べることができるようになること。 

 

By examining various case studies of environmental issues and exploitations, students will acquire basic knowledge and idea 

about environmental folkloristics and sociology. In addition, students will be able to summarize and narrate their opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「環境問題」が身近な言葉になるほど、私たちの身の回りにはさまざまな環境問題があふれています。こうした問題は解決する

ことが望ましい存在であることには、誰しも納得することでしょう。ところが同時に、私たちは環境問題が容易に解決できない存在

でもあることも知っています。では環境問題を解決するためには、どのような視点が必要になってくるのでしょうか。 

 この講義では、環境問題を考える際に、地域社会の生活の現場で行なわれている／行なわれてきた環境利用のあり方を参照

することで解決策のヒントを考えます。すなわち、文化論的なアプローチをとり、環境問題に取り組むことになります。 

 

 As ‘environmental problems’ enter our daily vocabularies, their abundance around us become apparent. Everyone will agree 

that it is desirable to solve these problems. But at the same time, we know that solving environmental problems is not easy. 

What perspectives are required to solve these environmental problems? 

 In this lecture, students will think about environmental problems and their solutions by referring to environmentally exploitative 

actions which are or were performed in regional society daily lives. In other words, students will apply cultural theory when 

approaching these environmental problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境民俗学・環境社会学とは―民俗学・社会学からとらえる環境問題 

2. 地域社会を理解する視点①―地域社会と領域・空間 

3. 地域社会を理解する視点②―地域のなかの社会関係 

4. 山村の環境と文化①山を利用すること―所有と利用 

5. 山村の環境と文化②山地をめぐる自然保護運動 

6. 山村の環境と文化③中山間地域にとっての過疎問題 

7. 農村の環境と文化①民俗宗教の世界 

8. 農村の環境と文化②有機農業運動 

9. 水辺の環境と文化①川の資源を利用しつづけるローカルな知恵 

10. 水辺の環境と文化②水辺の歴史的環境 

11. 漁村の環境と文化①津波と海の資源利用 

12. 漁村の環境と文化②海の汚染と公害問題 

13. 漁村の環境と文化③エネルギー政策と海辺の地域 

14. まとめ：認識と方法 

 

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

復習を中心としてください。講義では現代の農山漁村の現状や課題を紹介し、みなさんに問題提起しますので、それらのうち関心

を持った事柄について各自で深めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに教科書は指定しません。講義を通じて参考文献を紹介していきます。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 鳥越皓之編、1989、『民俗学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790703614) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に示したように、農村・山村・漁村、それぞれの環境と文化について考えていくことになります。順序や具体的な内容に

ついては、受講者の関心やその時の社会状況や社会的課題によって、若干変更する可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD239／セラピー文化論 

(Therapeutic Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理主義の社会学 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「心理学的・カウンセリング的な発想・実践の広がり」を社会学的に考察する。 

 

Students will think sociologically on breadth of psychology and counseling thinking and practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 心理学、心理療法、セラピー、ヒーリング、癒し、自己啓発などの拡大を、具体的な事例をもってとらえ直し、現代の精神状況を

理解する一助とする。トピックは、個人の成長に関するものだけでなく、現代の政治、司法、グローバル化などにも及ぶ。 

 

Students will study specific cases to rethink development of psychology, psychotherapy, therapy, healing, relaxation and self-

enlightenment. These will help students to understand the spirit of the modern times. These topics are not limited to self-

development, but also modern politics, justice, and globalization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体案内 

2. 心理主義の社会学 

3. 心理療法におけるグループ体験 

4. アイスブレイクとワークショップ 

5. 自助グループとトラウマ説 

6. 「うつ」ブーム 

7. 自閉症スペクトラム 

8. 司法と心理主義 

9. 震災とトラウマ 

10. ポジティブ・シンキング 

11. 催眠 

12. 自己啓発セミナー 

13. スピリチュアル・カウンセリング 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/その他の要素(出席、リアクションペーパー、授業への貢献度など)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小池靖、2007、『セラピー文化の社会学』、勁草書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

諸注意 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

注意事項（Notice） 
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■DD240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD240／消費文化論 

(Consumer Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
寺島 拓幸(TERASHIMA TAKUYUKI) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・既存の消費文化論の主張と問題点を説明できる。 

・消費文化の歴史的変遷と現状について説明できる｡ 

・消費文化論がもたらす社会問題を説明できる｡ 

・今後あるべき望ましい消費のヴィジョンについて論じられる。 

 

・Students will be able to explain allegations and problems found in existing consumer culture theory. 

・Students will be able to explain historical transitions and current states of consumer cultures. 

・Students will be able to explain social problems caused by consumer culture theory. 

・Students will be able to discuss desirable consumer vision for the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会の文化を「消費文化」という観点からとらえ，その諸側面，社会背景と社会的影響，歴史的変遷と今後の方向性につい

て体系的に検討する。前半は，消費文化の 3 つの潮流について解説する。中間ワークとして映像資料の視聴とディスカッションを

挟み，後半では「消費三相理論」を援用しながら具体的な消費現象を分析し，今日の動向と今後の展望を検討する。 

 

Students will study modern society culture from consumer culture perspective. Students will discuss systematically its various 

aspects, social contexts, social impacts, historical transitions, and future trends. In the first half, professor will explain the 3 

trends of consumer culture. For their interim works, students will watch video materials and participate in discussions. In the 

second half, students will refer to consumer triphasic theory when analyzing specific consumer phenomena. Students will also 

discuss current and future trends. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 消費文化研究の課題――新しい消費文化論の模索 

3. 第一の消費文化――G. リッツァの消費論の再検討 

4. 第二の消費文化――従来の「消費社会論」の再検討 

5. 第三の消費文化（1）――先行研究で無視されてきた消費文化への着目 

6. 第三の消費文化（2）――社会に配慮した消費文化への着目 

7. ゼロの消費文化――反消費主義の検討 

8. 中間ワーク 

9. 消費三相理論（1）――各消費文化の関係性 

10. 消費三相理論（2）――具体的な消費現象の分析 

11. 文化的価値を求める消費――方向性と周辺（自己実現，リスク，「つながり」） 

12. 社会的影響に配慮する消費──現状と諸相（グリーンコンシューマリズム，スローフード，ロハス，フェアトレード） 

13. 消費文化の将来像──第三の消費文化の重要性 

14. 総括，最終テスト 

 

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

予復習については各回の最後に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/授業内に提示した課題(20%)/中間ワーク(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 間々田孝夫、2016、『21 世紀の消費──無謀、絶望、そして希望』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623075397) 

授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・PowerPointを使用した講義形式で，映像資料を適宜活用する。 

・各回の課題は個人またはグループで取り組み，スマートフォンで Web フォームに提出してもらう。課題の共有および講評は授業

内におこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／環境と文化 

(Environment and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境民俗学・環境社会学の視点から 

担当者名 

（Instructor） 
金子 祥之(KANEKO HIROYUKI) 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな環境問題・環境利用の事例研究（ケーススタディ）を通じて、環境民俗学・環境社会学の基礎的な知識、基本的な考え

方を理解すること。そのうえで環境問題について、自分なりの見解をまとめ、述べることができるようになること。 

 

By examining various case studies of environmental issues and exploitations, students will acquire basic knowledge and idea 

about environmental folkloristics and sociology. In addition, students will be able to summarize and narrate their opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「環境問題」が身近な言葉になるほど、私たちの身の回りにはさまざまな環境問題があふれています。こうした問題は解決する

ことが望ましい存在であることには、誰しも納得することでしょう。ところが同時に、私たちは環境問題が容易に解決できない存在

でもあることも知っています。では環境問題を解決するためには、どのような視点が必要になってくるのでしょうか。 

 この講義では、環境問題を考える際に、地域社会の生活の現場で行なわれている／行なわれてきた環境利用のあり方を参照

することで解決策のヒントを考えます。すなわち、文化論的なアプローチをとり、環境問題に取り組むことになります。 

 

 As ‘environmental problems’ enter our daily vocabularies, their abundance around us become apparent. Everyone will agree 

that it is desirable to solve these problems. But at the same time, we know that solving environmental problems is not easy. 

What perspectives are required to solve these environmental problems? 

 In this lecture, students will think about environmental problems and their solutions by referring to environmentally exploitative 

actions which are or were performed in regional society daily lives. In other words, students will apply cultural theory when 

approaching these environmental problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境民俗学・環境社会学とは―民俗学・社会学からとらえる環境問題 

2. 地域社会を理解する視点①―地域社会と領域・空間 

3. 地域社会を理解する視点②―地域のなかの社会関係 

4. 山村の環境と文化①山を利用すること―所有と利用 

5. 山村の環境と文化②山地をめぐる自然保護運動 

6. 山村の環境と文化③中山間地域にとっての過疎問題 

7. 農村の環境と文化①民俗宗教の世界 

8. 農村の環境と文化②有機農業運動 

9. 水辺の環境と文化①川の資源を利用しつづけるローカルな知恵 

10. 水辺の環境と文化②水辺の歴史的環境 

11. 漁村の環境と文化①津波と海の資源利用 

12. 漁村の環境と文化②海の汚染と公害問題 

13. 漁村の環境と文化③エネルギー政策と海辺の地域 

14. まとめ：認識と方法 

 

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

復習を中心としてください。講義では現代の農山漁村の現状や課題を紹介し、みなさんに問題提起しますので、それらのうち関心

を持った事柄について各自で深めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに教科書は指定しません。講義を通じて参考文献を紹介していきます。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 鳥越皓之編、1989、『民俗学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790703614) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に示したように、農村・山村・漁村、それぞれの環境と文化について考えていくことになります。順序や具体的な内容に

ついては、受講者の関心やその時の社会状況や社会的課題によって、若干変更する可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／消費文化論 

(Consumer Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
寺島 拓幸(TERASHIMA TAKUYUKI) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・既存の消費文化論の主張と問題点を説明できる。 

・消費文化の歴史的変遷と現状について説明できる｡ 

・消費文化論がもたらす社会問題を説明できる｡ 

・今後あるべき望ましい消費のヴィジョンについて論じられる。 

 

・Students will be able to explain allegations and problems found in existing consumer culture theory. 

・Students will be able to explain historical transitions and current states of consumer cultures. 

・Students will be able to explain social problems caused by consumer culture theory. 

・Students will be able to discuss desirable consumer vision for the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会の文化を「消費文化」という観点からとらえ，その諸側面，社会背景と社会的影響，歴史的変遷と今後の方向性につい

て体系的に検討する。前半は，消費文化の 3 つの潮流について解説する。中間ワークとして映像資料の視聴とディスカッションを

挟み，後半では「消費三相理論」を援用しながら具体的な消費現象を分析し，今日の動向と今後の展望を検討する。 

 

Students will study modern society culture from consumer culture perspective. Students will discuss systematically its various 

aspects, social contexts, social impacts, historical transitions, and future trends. In the first half, professor will explain the 3 

trends of consumer culture. For their interim works, students will watch video materials and participate in discussions. In the 

second half, students will refer to consumer triphasic theory when analyzing specific consumer phenomena. Students will also 

discuss current and future trends. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 消費文化研究の課題――新しい消費文化論の模索 

3. 第一の消費文化――G. リッツァの消費論の再検討 

4. 第二の消費文化――従来の「消費社会論」の再検討 

5. 第三の消費文化（1）――先行研究で無視されてきた消費文化への着目 

6. 第三の消費文化（2）――社会に配慮した消費文化への着目 

7. ゼロの消費文化――反消費主義の検討 

8. 中間ワーク 

9. 消費三相理論（1）――各消費文化の関係性 

10. 消費三相理論（2）――具体的な消費現象の分析 

11. 文化的価値を求める消費――方向性と周辺（自己実現，リスク，「つながり」） 

12. 社会的影響に配慮する消費──現状と諸相（グリーンコンシューマリズム，スローフード，ロハス，フェアトレード） 

13. 消費文化の将来像──第三の消費文化の重要性 

14. 総括，最終テスト 

 

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

予復習については各回の最後に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/授業内に提示した課題(20%)/中間ワーク(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 間々田孝夫、2016、『21 世紀の消費──無謀、絶望、そして希望』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623075397) 

授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・PowerPointを使用した講義形式で，映像資料を適宜活用する。 

・各回の課題は個人またはグループで取り組み，スマートフォンで Web フォームに提出してもらう。課題の共有および講評は授業

内におこなう。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 150 - 

■DD244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD244／都市文化論 

(Urban Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 晋(YAMAGUCHI SUSUMU) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義タイトルである「都市文化」について，理論的かつ経験的に理解するために，都市論に関するトピックスを取り上げながら講

義を進める。こういった講義を通じて，都市の「現実」を多面的にみるための認識や方法を養っていくことを目指す。 

 

To help students understand theoretically and empirically the lecture title, urban culture, professor will select and introduce 

topics related to urban theories. Through these lectures, students will cultivate their awareness and skill to observe urban 

realities from multiple aspects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

そもそも「都市」とは何であろうか。これについて考えていくために，地理学や社会学，建築学などにおける「都市」への学問的ア

プローチを紹介する。なお，講義ではプリントを配付し，DVD などの視聴覚教材も活用する。また，コミュニケーションペーパーを

使用して理解度を確認し，有益な質問やコメントに関しては講義中に紹介する。さらに，講義中に適宜コメントを求めたり，簡単な

ディスカッションを交えたりする予定である。積極的な発言を期待したい。 

 

What is city? Students will be introduced to intellectual approaches to think about city in geography, sociology, and architecture. 

In addition, professor will distribute printed materials and use audiovisual materials such as DVD. Professor will verify students’ 

understanding with communication paper. During the lecture, professor will also introduce useful questions and comments. 

Furthermore, students will provide comments whenever required and participate in discussions. Students will be expected to 

actively participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「都市」とは何か：それが意味するものは 

3. 都市をまなざす：都市民族誌という作品 

4. 都市を生き抜く：エスニシティと東京の空間構造１ 

5. 都市を生き抜く：エスニシティと東京の空間構造２ 

6. 都市を生き抜く：ジェントリフィケーションと公共空間 

7. 都市へ移住する：グローバル・シティと移民１ 

8. 都市へ移住する：グローバル・シティと移民２ 

9. 郊外化する都市：イメージとしての郊外１ 

10. 郊外化する都市：イメージとしての郊外２ 

11. 都市を消費する：街路／ストリートの地理１ 

12. 都市を消費する：街路／ストリートの地理２ 

13. 都市を消費する：クリエイティブ都市論を中心に 

14. あらためて，「都市」とは 

 

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

配布資料の内容をしっかりと復習し，そのポイントや基礎的な用語について頭に入れておくこと。それらの知識や考え方が中間テ

ストおよびレポート試験を執筆するうえで重要になる。さらには，講義内でのディスカッションやディベートを効果的に進めるために

も事前準備および事後学習は必須である。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間テスト(30%)/リアクションペーパーなど(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず，原則としてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 152 - 

■DD245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／都市文化論 

(Urban Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 晋(YAMAGUCHI SUSUMU) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義タイトルである「都市文化」について，理論的かつ経験的に理解するために，都市論に関するトピックスを取り上げながら講

義を進める。こういった講義を通じて，都市の「現実」を多面的にみるための認識や方法を養っていくことを目指す。 

 

To help students understand theoretically and empirically the lecture title, urban culture, professor will select and introduce 

topics related to urban theories. Through these lectures, students will cultivate their awareness and skill to observe urban 

realities from multiple aspects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

そもそも「都市」とは何であろうか。これについて考えていくために，地理学や社会学，建築学などにおける「都市」への学問的ア

プローチを紹介する。なお，講義ではプリントを配付し，DVD などの視聴覚教材も活用する。また，コミュニケーションペーパーを

使用して理解度を確認し，有益な質問やコメントに関しては講義中に紹介する。さらに，講義中に適宜コメントを求めたり，簡単な

ディスカッションを交えたりする予定である。積極的な発言を期待したい。 

 

What is city? Students will be introduced to intellectual approaches to think about city in geography, sociology, and architecture. 

In addition, professor will distribute printed materials and use audiovisual materials such as DVD. Professor will verify students’ 

understanding with communication paper. During the lecture, professor will also introduce useful questions and comments. 

Furthermore, students will provide comments whenever required and participate in discussions. Students will be expected to 

actively participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「都市」とは何か：それが意味するものは 

3. 都市をまなざす：都市民族誌という作品 

4. 都市を生き抜く：エスニシティと東京の空間構造１ 

5. 都市を生き抜く：エスニシティと東京の空間構造２ 

6. 都市を生き抜く：ジェントリフィケーションと公共空間 

7. 都市へ移住する：グローバル・シティと移民１ 

8. 都市へ移住する：グローバル・シティと移民２ 

9. 郊外化する都市：イメージとしての郊外１ 

10. 郊外化する都市：イメージとしての郊外２ 

11. 都市を消費する：街路／ストリートの地理１ 

12. 都市を消費する：街路／ストリートの地理２ 

13. 都市を消費する：クリエイティブ都市論を中心に 

14. あらためて，「都市」とは 

 

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

配布資料の内容をしっかりと復習し，そのポイントや基礎的な用語について頭に入れておくこと。それらの知識や考え方が中間テ

ストおよびレポート試験を執筆するうえで重要になる。さらには，講義内でのディスカッションやディベートを効果的に進めるために

も事前準備および事後学習は必須である。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間テスト(30%)/リアクションペーパーなど(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず，原則としてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD246／民族文化誌 

(Cultural Ethnography) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「マイノリティ」のアメリカ誌 

担当者名 

（Instructor） 
四條 真也(SHIJO 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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多民族社会アメリカの今を考える土台を養う。 

 

Students will build foundations to think about modern multi-racial US. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、アメリカ合衆国におけるエスニック・マイノリティを取り巻く社会的状況について、現在までの変遷および現状につい

て、マイノリティ当事者の視点も踏まえ理解を深めます。また、授業の後半では、担当講師が長年にわたり調査を行ってきた先住

ハワイ人社会を例に、多民族社会アメリカの現在について考えます。 

 

In this class, students will study social situations surrounding ethnic minorities in US. Students will consider historical 

transitions and current conditions from perspective of minorities involved. In the second half of this class, professor will use 

aboriginal Hawaiian society as example, which professor had conducted surveys over the years. Students will use this to think 

about modern multi-racial US. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバル社会における先住民の現在① 

3. グローバル社会における先住民の現在② 

4. アメリカにおける先住民のこれまで① 

5. アメリカにおける先住民のこれまで② 

6. 公民権運動―アフリカ中心主義とアメリカ主義 

7. 公民権運動、その後①―他民族への波及 

8. 公民権運動、その後②―先住アメリカ人の奮起 

9. 先住アメリカ人社会の今① 

10. 先住アメリカ社会の今② 

11. アメリカの中のハワイ①―先住ハワイ人が目指す未来 

12. アメリカの中のハワイ②―ダイバーシティ社会 

13. 多民族社会アメリカの今① 

14. 多民族社会アメリカの今② 

 

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

配布する課題論文（予習用／復習用）を必ず読むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で行うリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鎌田 遵、2009、『ネイティブ・アメリカンー先住民社会の現在』、岩波書店 

2. Jocelyn Linnekin. 1985. Children of the Land: Exchange and Status in a Hawaiian Community. Rutgers University Press 

3. Kehaulani J. Kāuanui. 2008. Hawaiian Blood: Colonialism and the Politics of Sovereignty and Indigeneity. Duke University 

Press 

4. Davianna Pōmaikaʻi McGregor. 2007. Nā Kuʻāina: Living Hawaiian Culture. University of Hawaiʻi Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DD247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／民族文化誌 

(Cultural Ethnography) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「マイノリティ」のアメリカ誌 

担当者名 

（Instructor） 
四條 真也(SHIJO 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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多民族社会アメリカの今を考える土台を養う。 

 

Students will build foundations to think about modern multi-racial US. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、アメリカ合衆国におけるエスニック・マイノリティを取り巻く社会的状況について、現在までの変遷および現状につい

て、マイノリティ当事者の視点も踏まえ理解を深めます。また、授業の後半では、担当講師が長年にわたり調査を行ってきた先住

ハワイ人社会を例に、多民族社会アメリカの現在について考えます。 

 

In this class, students will study social situations surrounding ethnic minorities in US. Students will consider historical 

transitions and current conditions from perspective of minorities involved. In the second half of this class, professor will use 

aboriginal Hawaiian society as example, which professor had conducted surveys over the years. Students will use this to think 

about modern multi-racial US. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバル社会における先住民の現在① 

3. グローバル社会における先住民の現在② 

4. アメリカにおける先住民のこれまで① 

5. アメリカにおける先住民のこれまで② 

6. 公民権運動―アフリカ中心主義とアメリカ主義 

7. 公民権運動、その後①―他民族への波及 

8. 公民権運動、その後②―先住アメリカ人の奮起 

9. 先住アメリカ人社会の今① 

10. 先住アメリカ社会の今② 

11. アメリカの中のハワイ①―先住ハワイ人が目指す未来 

12. アメリカの中のハワイ②―ダイバーシティ社会 

13. 多民族社会アメリカの今① 

14. 多民族社会アメリカの今② 

 

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

配布する課題論文（予習用／復習用）を必ず読むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で行うリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鎌田 遵、2009、『ネイティブ・アメリカンー先住民社会の現在』、岩波書店 

2. Jocelyn Linnekin. 1985. Children of the Land: Exchange and Status in a Hawaiian Community. Rutgers University Press 

3. Kehaulani J. Kāuanui. 2008. Hawaiian Blood: Colonialism and the Politics of Sovereignty and Indigeneity. Duke University 

Press 

4. Davianna Pōmaikaʻi McGregor. 2007. Nā Kuʻāina: Living Hawaiian Culture. University of Hawaiʻi Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DD281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
逸脱者・マイノリティの生きる世界を調査・分析するための質的調査法について考える 

担当者名 

（Instructor） 
福重 清(FUKUSHIGE KIYOSHI) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

逸脱者，マイノリティが生きる世界を適切に調査・分析するための質的調査の方法論を探求する。 

 

Students will explore qualitative survey methodologies to survey and analyze appropriately the world deviants and minorities live 

in. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 このゼミでは，社会に暮らす様々な人々，特にマイノリティ（少数派，弱者）の立場にある人々（障害者や病者，生活困窮者，被

差別者など）の生きる世界を調査・分析するための質的調査法に関する文献を講読する。ゼミでは毎回担当者を決め，担当者

は，課題の文献を読み，その内容をレジュメにまとめ，さらに疑問点等のコメントを加えて報告する。その他の受講者は，予め文

献を読んできた上で，疑問点等があれば報告者に質問する。受講者同士のディスカッションを通じてより深い理解を目指す。 

 課題文献としては，西倉実季『顔にあざのある女性たち』と桜井厚『インタビューの社会学』を通読する予定。また，必要に応じて

関連する文献も取り上げる。 

 

 In this seminar, students will read literatures related to qualitative survey methods to survey/analyze the world people 

(disabled, sick, economically challenged, discriminated, etc.) of our society live in, particularly minorities (those small in number 

or unprivileged groups). In each seminar, students will be selected to read assignment literatures, summarize their contents, add 

questions and comments, and report. Other students will read these literatures before attending class and will ask reporters 

questions. Students will achieve greater understanding about these literatures through mutual discussions. 

 As assignments, students will read The Ladies with Marks on Their Faces by Miki Nishikura and Interview Sociology by Atsushi 

Sakurai. Students will also study related literatures whenever required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（１） 

3. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（２） 

4. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（３） 

5. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（４） 

6. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（５） 

7. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（６） 

8. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（７） 

9. 西倉実季『顔にあざのある女性たち』を読む（８） 

10. 桜井厚『インタビューの社会学』を読む（１） 

11. 桜井厚『インタビューの社会学』を読む（２） 

12. 桜井厚『インタビューの社会学』を読む（３） 

13. 桜井厚『インタビューの社会学』を読む（４） 

14. 桜井厚『インタビューの社会学』を読む（５） 

 

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

毎回，受講者全員が必ず文献の該当部分について事前に読み，その内容に関する疑問点などを考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加と発言の積極性(40%)/報告レジュメの出来(30%)/プレゼンテーションとコメントの巧拙(30%) 

授業への出席，議論への参加度，報告の質などを総合的に判断して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西倉実季、2009、『顔にあざのある女性たち』、生活書院 (ISBN:4903690415) 

2. 桜井厚、2002、『インタビューの社会学』、せりか書房 (ISBN:4796702377) 
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その他授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境とエコロジー 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

持続可能な社会の在り方について、環境をベースに経済・社会・文化の視点から事例をもとに理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding about current state of sustainable society by studying environmental cases from 

economic, social, and cultural perspectives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

事前に文献を講読し、オンラインデータベースなどを活用して最新の情報を補足した上で発表し、ディスカッションを行う。また、ゲ

ストスピーカーによる講義も予定している。他に１-２回学外の環境教育施設などを訪問し、生の情報の重要性を確認する（授業

日を土日に振り替える）。日程は、初回授業で調整する。 

 

Students will study literatures before class and supplement with the latest information through online database to make their 

presentations and discussions. In addition, guest speaker will join students in the seminar. Furthermore, students will visit 

environmental education facilities outside of university once or twice to verify importance of live data (by delaying university 

lesson until weekend). Schedules will be adjusted during the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび日程調整 

2. 情報収集に関する実践的演習 

3. 文献講読１ 

4. 文献講読２ 

5. 文献講読３ 

6. 文献講読４ 

7. 文献講読５ 

8. 文献講読６ 

9. 文献講読７ 

10. 文献講読８ 

11. 学外へのフィールド調査（日程は開講後に確定） 

12. 学外へのフィールド調査（日程は開講後に確定） 

13. ゲストスピーカーによる講演と議論（招聘日は開講後に確定） 

14. 文献講読９ まとめ 

 

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

新聞（紙版）に継続して目を通し、「人と自然・環境との関わり合い」を示す記事を見つける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献講読（輪読）分担か所の報告(40%)/フィールド調査レポート(20%)/ディスカッションへの積極的参加(40%) 

単位修得には 75％以上の出席を要する。現地調査を欠席の場合は、別途レポートを指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部・野田、2007、『あなたの暮らしが世界を変える』、山と渓谷社 (ISBN:978-4-635-31024-6) 

本書は絶版のために講師が用意をします。 

 

参考文献（Readings） 

1. レイチェル・カーソン、1996、『センス・オブ・ワンダー』、新潮社 (ISBN:4-10-519702-9) 

2. 阿部治、2015、『原発事故を子どもたちにどう伝えるか』、合同出版 (ISBN:978-4-7726-1236-4) 

3. デイヴイッド・ソベル、2009、『足元の自然から始めよう』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-4717-1) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

①社会学とはどんな学問なのかを理解する。 

②宗教社会学の基礎を学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
江島 尚俊(EJIMA NAOTOSHI) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、 

 

①社会学および宗教社会学がどのような背景をもって誕生したのかを学ぶ。 

②社会学的かつ宗教社会学的な「見方」（＝発想）を身につける。 

③宗教社会学的の立場から、現代社会を理解する。 

 

の３つ。 

これらを通して、社会学の基礎をトレーニングしていきます。 

 

Class Objectives 

 

(1) Students will learn contexts in which classical sociology and sociology of religion were born. 

(2) Students will acquire sociological perspectives (of religion). 

(3) Students will understand modern society through a sociological viewpoint of religion. 

 

Through these, students will practice basics of sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私は、専門演習１の初回授業に「社会学って、どんな学問？」と質問させてもらっています。 

 

社会学部生にとって、当たり前な「社会学」という学問。それをゼミ形式で、しっかりと改めて学んでいくのがこの授業の内容となり

ますが、その際、教員の専門でもある「宗教社会学」も一緒に学んでもらうことを計画しています。 

 

本授業は、４つのパートで構成されています。 

 

１）社会学の特徴（何を、どのように研究する学問なのか）を、他の学問の特徴と比較しながら学ぶ。 

２）社会学および宗教社会学がもつ独自の「見方」（＝何を見て、何を見ないのか）を理解する。 

３）要約文の書き方、レジュメ作成および発表の手順・方法を身につける。 

４）自身が関心を抱くテーマについて発表する。 

 

特に、３）については大学卒業後にも役に立つスキルですので、しっかりとトレーニングしてもらう予定です。 

 

Professor will ask students “What is sociology?” in the first class. 

 

Sociology seems obvious for College of Sociology students. In this seminar, students will relearn thoroughly it and sociology of 

religion, which is the professor’s specialization. 

 

This class is divided into 4 parts. 

 

1) Students will learn and compare characteristics of sociology with other studies. (What does sociology research and how?) 

2) Students will understand sociology and sociology-of-religion’s unique perspectives (=What are and are not observed?) 

3) Students will learn to write a summary, as well as process and method to create presentation. 

4) Students will make presentations on subjects they are interested in. 

 

In particular, students will use skill 3) even after university graduation, so they should practice it thoroughly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「見方」を身につける意義とは？ 
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2. 教員による講義①―社会学は何を見て、何を見ないのか。 

3. 教員による講義②―要約文の書き方、レジュメ作成および発表の手順・方法 

4. テキスト輪読①―近代化と宗教 

テーマ：「ウェーバーやデュルケームの近代化理論」 

5. テキスト輪読②―観光と宗教 

テーマ：「伝統的な聖地、現代的な聖地、そして世界遺産としての聖地」 

6. テキスト輪読③―医療と宗教 

テーマ：「いのちは誰のものか―出生前診断と延命治療」 

7. テキスト輪読④―テロと宗教 

テーマ：「テロ、暴力、戦争の背景に宗教は存在するのか」 

8. テキスト輪読⑤―AI と宗教 

テーマ：「超スマート社会は宗教に変容をもたらすか」 

9. 学生による発表（１）－発表テーマは学生自身が設定 

10. 学生による発表（２）－発表テーマは学生自身が設定 

11. 学生による発表（３）－発表テーマは学生自身が設定 

12. 学生による発表（４）－発表テーマは学生自身が設定 

13. 学生による発表（５）－発表テーマは学生自身が設定 

14. 総括－現代社会を宗教から再考する 

 

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

自分が関心をもつ対象や出来事について事前に考えておいてください（漠然としていてもＯＫ）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/学生による発表(30%)/出席点・参加姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし、授業中にすべてプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 櫻井義秀・三木英編、2007、『よくわかる宗教社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623049965) 

2. 井上順孝編、1994、『現代日本の宗教社会学』、世界思想社 (ISBN:4790705145) 

3. 堀江宗正編、2018、『現代日本の宗教事情〈国内編Ｉ〉 (いま宗教に向きあう 第 1 巻)』、岩波書店 (ISBN:4000265075) 

4. 西村明編、2018、『隠される宗教，顕れる宗教 〈国内編 II〉 (いま宗教に向きあう 第 2 巻)』、岩波書店 (ISBN:4000265083) 

5. 藤原聖子編、2018、『世俗化後のグローバル宗教事情 〈世界編 I〉 (いま宗教に向きあう 第 3 巻) 』、岩波書店 

(ISBN:4000265091) 

6. 池澤優編、2018、『政治化する宗教,宗教化する政治 〈世界編 II〉 (いま宗教に向きあう 第 4 巻) 』、岩波書店 

(ISBN:4000265105) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費社会の現在を考える 

担当者名 

（Instructor） 
青山  賢治(AOYAMA KENJI) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

消費社会についての基本的文献のひとつ、『消費社会の神話と構造』を学び、その現代における妥当性や限界を検討する。ま

た、脱-構造化した現代社会における抽象作用や遠心力をどのように記述することができるか、参考文献や各自の調査をつうじ

て探る。 

 

Students will study La Société de Consummation, a basic literature on consumer society to discuss its appropriateness and 

limit in modern era. Students will use reference literatures and self-directed surveys to narrate abstract functions and 

centrifugal force observed in de-structured modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、ボードリヤールの初期の著作をつうじて、産業社会批判とは異なる消費社会論の問題構成について学ぶ。 

現代の消費社会では、効率性や快適性をもたらす仕組みをつうじて、スクリーニングや隔離作用がはたらいており、断片的事象

を集めることで理解しうるような交換、隔離のダイナミズムがある。履修者は、こうした現代社会の事象について、個別の関心に

沿ったテーマを選んで発表をしてもらう。 

 

In the first half, students will study Baudrillard’s early works to learn problem structures found in consumer society theory, 

which differs from industrial society critiques. 

Screening and isolation take effect in modern consumer society through efficiency and comfort-producing mechanisms. 

Students will collect fragmented phenomena to understand exchange and isolation dynamism.  Students will select and present 

subjects they are interested in and related to these modern society phenomena. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション （内容と進め方について ／ テーマ設定について ／ 発表者の決定） 

2. 基本文献講読（１） 

3. 基本文献講読（２） 

4. 基本文献講読（３） 

5. 基本文献講読（４） 

6. 基本文献講読（５） ／ 参考文献の講読（１） 

7. 基本文献講読（６） ／ 参考文献の講読（２） 

8. 基本文献講読（７） ／ 参考文献の講読（３） 

9. 基本文献講読（８） ／ 参考文献の講読（４） 

10. 個別報告（１） 

11. 個別報告（２） 

12. 個別報告（３） 

13. 個別報告（４） 

14. 個別報告（５） 

 

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

○ 文献講読にかんする議論に積極的に参加できるよう、準備する。 

○ 関連する事例や文献を調べて、個別発表とレポートの作成を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/文献講読での議論・発表(40%)/個別テーマにかんする議論・発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャン=ボードリヤール、2015、『消費社会の神話と構造』、紀伊国屋書店 

 

参考文献（Readings） 
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1. 久保明教、2018、『機械カニバリズム』、講談社選書メチエ 

2. 笹原和俊、2018、『フェイクニュースを科学する』、化学同人 

上記は、基本文献を踏まえて現代社会の変容を考える手がかりの例です。参考文献は、基本文献の購読を進めながら、履修者

の関心に応じて指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

大都市に居住するということ 

～集うところ：生活するところ～ 

担当者名 

（Instructor） 
柳 信寛(YANAGI NOBUHIRO) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大都市での生活・居住をテーマとして、都市生活を支える施設・文化や現代的な都市構造を考察することによって、都市で生活す

るということについて、様々な視点を養う。 

 

Students will study lives and residence in metropolis while analyzing facilities, cultures, and modern urban structures that 

support urban lives. Students will cultivate various perspectives to observe urban lives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 都市とは現代社会がもつ特徴・変化・問題点が集中的に、そして鮮明に現れる空間である。それはまた行政・資本・労働者・住

民等のそれぞれの思惑が交錯し、まさに「意図した結果」「意図せざる結果」として表出される空間でもある。しかし，多くの人々の

生活が都市化した現在、そのような歴史的なダイナミズムに気づくことは難しく、疑問なく「当然の」生活だと思われている。 

 そのような都市生活のダイナミズムや問題点を検証するには、実際に観察するだけでなく、様々なデータを検討することや、こ

れまでの都市研究がどのような視点で都市生活を研究してきたかを学ぶ必要性がある。 

 まず、近年の都市生活を多角的に捉えるために、我々が何気なく触れている様々な「都市的スポット」「都市社会学の基礎文

献」を検討する。テキストをベースとしながら、自分達が感じている都市的装置や文化に対して、各自の意見の討論の練習も兼ね

て展開することとする。 

 続いて、生活のＩＴ化や未婚化・少子高齢化といった社会変動や、蓄積されてきた都市構造の諸問題や限界について、都市計

画・都市構造を概観することにより検討する。また、都市生活にとって異質的であるのか必然的であるのかという観点から、都市

のレジャーやカルチャーの文献も検討してみたい。きわめて現在的な課題であるので、社会学だけでなく、経済学・行政学や生活

空間学における都市空間設計の考え方も習得する必要がある。できるだけ幅広い分野からの都市へのアプローチに触れること

によって、都市生活への理解を深めていきたい。 

 

In urban spaces, characteristics, changes, and problems of modern society become concentrated and apparent. In addition, 

ideas of administrations, capitals, laborers, and residents cross path, causing both intended and unintended results in these 

spaces. However, as many people’s lives are urbanized, these historical dynamisms become obscured, were accepted and 

considered normal parts of lives. 

To learn about these urban life dynamisms and problems, students will not only observe them directly, but also discuss various 

data and learn perspectives of existing urban researches. 

First, to grasp modern urban lives from multiple angles, students will discuss urban spots and basic literatures they had come 

across unintentionally. Students will discuss their opinions on urban facilities and cultures, as well as practice discussing while 

referring to texts. 

Next, students will discuss and study overall urban plans and structures, including IT integration in daily lives, low marriage rate, 

low birth rate, aging society, other social changes, accumulated problems and limits in urban structures. In addition, students will 

study literatures on urban leisure and culture by classifying them as alien or natural in urban lives. As this is a modern subject, 

in addition to sociology, students will learn economy, public administration, living space study, and urban space design thinking. 

Whenever possible, students will approach this subject from broad areas to deepen their understanding about urban living. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の説明 自己紹介・分担決め 

2. 都市社会学の文献 

3. 都市社会学の文献 

4. 都市社会学の文献 

5. 都市社会学の文献 

6. 都市社会学の文献 

7. レジャー・カルチャーの文献 

8. レジャー・カルチャーの文献 

9. レジャー・カルチャーの文献 

10. レジャー・カルチャーの文献 

11. 都市計画・構造の文献 
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12. 都市計画・構造の文献 

13. 都市計画・構造の文献 

14. 都市計画・構造の文献 

 

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

実りある議論・討論のためには、発表者が丁寧なレジュメを作成すること・熱意ある発表をすることだけでなく、受講生の能動的な

議論への参画が必要である。そのために徹底した文献の精読や下調べを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への積極性(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

熱心に議論に参加することを出席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平山洋介、2011、『都市の条件 住まい、人生、社会持続』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-4278-7) 

2. 吉原直樹・近森高明、2013、『都市のリアル』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17392-7) 

3. 渡辺潤編、2015、『レジャー・スタディーズ』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1662-4) 

使用するテキストは初回授業にて検討するので、指示があるまで購入する必要はない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当箇所の発表だけでなく、司会や討論者もあらかじめ指定するために、半期で相当の担当量を担うことになる。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費社会研究入門 

担当者名 

（Instructor） 
田中 理恵子(TANAKA RIEKO) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ファスト」消費と「スロームーブメント」の比較検証、エシカル消費・ソーシャル消費の意義、メディアの進展がもたらした消費の場

の変容等についての社会学的検討を通じて、人々の価値観や経済・社会・文化の諸相を読み解く。 

 

Students will read and investigate human values and various economic, social, and cultural aspects through sociological 

discussions, including comparisons between fast consumption and slow movement; significance of ethical and social 

consumptions; transformation of consuming fields caused by media development.  

 

授業の内容（Course Contents） 

消費社会のあり方は、人々の関心や文化的背景、さらには産業構造等を映し出す鏡である。本演習では、消費社会の先端事例

を切り口として、現代社会の諸相を検証して行く。具体的には、今日世界を席巻している「ファスト」な消費のあり方に対置される

「スロー」、グローバル化が進展する中での地産地消など「ローカル」の見直し、エシカル消費、ソーシャル消費など消費の社会的

意識の高まり、メディアの進展により変容する「身体」消費へのまなざし、家族観の保守化と同時進行する LGBT市場への期待な

ど、ときに一見矛盾する事態までもが並置される現状を検証、その負の側面も含め、高速で変化して行く現代の経済社会の様態

を読み解いていく。これらを通じ、各自が多様な学問的興味・関心を見出し、今日の文化と社会の特性を学び、そこから新たな文

化的価値を構想する力を身に付けるよう指導する。 

 

Consumer society condition is mirror that reflects people’s interests, cultural backgrounds, and industrial structures. In this 

seminar, students will analyze various aspects of modern society by approaching them through pioneering cases. Specifically, 

students will investigate apparently paradoxical yet simultaneously existing phenomena: fast consumption taking modern world 

by storm and its antagonist slow consumption; local movement of local production and consumption amidst globalization; 

heightening social awareness about consumptions including ethical and social consumption; perspective on physical 

consumption following media progress; family value conservatism and LGBT market expectations. Students will investigate 

these conditions and their antagonists to understand rapidly changing modern economic society. Through these, students will 

explore various intellectual interests and concerns. By learning current cultures and society characteristics, students will 

acquire ability to compose new cultural values. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 消費社会の考え方 

3. グローバル化とファスト消費 

4. スロームーヴメントとは何か 

5. エシカル消費・ソーシャル消費の意義 

6. 流通する「身体」 

7. マイノリティーと消費 

8. 「ローカル」消費の現在 

9. 縮小消費を考える 

10. 言語文化と消費 

11. メディアと情動消費 

12. ライフスタイル・マーケティングと消費の現在 

13. アート消費を考える 

14. まとめ：消費社会の行方 

 

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

毎回指定したテキストを読み、各テーマに沿って順番に発表すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/ゼミ報告(30%)/授業への参加(30%)/討論への参加意欲や積極性など(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 間々田孝夫、2007、『第三の消費文化―モダンでもポストモダンでもなく』、ミネルヴァ書房 (978-4-623-0499-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジュリエット・B.ショア、2011、『プレニテュード――新しい〈豊かさ〉の経済学』、岩波書店 

2. マイケル･シューマン、2013、『スモールマート革命 持続可能な地域経済活性化への挑戦』、明石書店 

3. エリザベス・L・クライン、2014、『ファストファッション クローゼットの中の憂鬱』、春秋社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回ガイダンスには必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD287 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際社会の見方を養う 

担当者名 

（Instructor） 
新田目 夏実(ARATAME NATSUMI) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習では，グローバル化時代に我々が直面する社会的問題について、総合的に理解できるようになることを目的とする。学位

授与の方針における「発見・分析・提言」のための基礎的科目であり、国際的なものの見方、考え方の基本を、テキストの講読、

報告、討論を通じて身につけ、さらに上級のクラスで活用できるようになることを目的としている。 

 

In this seminar, students will aim to achieve comprehensive understanding about social issues we face in this globalization age. 

This is a foundational subject on exploring, analyzing, and voicing, parts of degree laureation guidelines. Students will acquire 

international perspectives and basic thinking skills by reading textbooks, reporting, and discussing. Students will be able to apply 

these in advanced classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化時代の到来とともに、人、もの、カネ、情報の流動性が高まった。その結果、社会学の扱うべき領域と分析のための

視点は大きく変化した。そこで、本演習では、グローバル化時代を特徴づける社会問題として、国際移民、家族と学校教育、メデ

ィア、紛争、貧困等のテーマを社会学的に取り上げ、その問題点を理解するとともに、今後の日本社会のあるべき姿について考

察する。 

 

As globalization age comes, people, goods and services, capital, and information have become more fluid. As a result, 

sociological topics and analytical perspectives have changed greatly. In this seminar,  students will study such sociological 

topics as  international migration, family, education, media, regional conflicts, and poverty from a global sociological point of 

view. Students will understand the nature of these topics and will be able to analyze what the Japanese society will be and have 

to be in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要 

2. 多様化する国民・移民・難民 1―移民・難民の定義と実体について 

3. 多様化する国民・移民・難民 2―難民問題の原因と対策 

4. 多様化する国民・移民・難民 3―国籍、市民権とアイデンティティ 

5. 移民家族の社会的統合 1―越境する家族が直面する法的社会的問題について 

6. 移民家族の社会的統合 1―移民の経済的統合について 

7. 移民家族の社会的統合 1―移民と子どもの教育について 

8. 観光がもたらす文化的収奪について―グローバル化時代の国際観光の影響 

9. グローバル化とメディア―インターネットがつなぐ移民集団 

10. 多様化する宗教理解―文明の衝突、共存、それとも再生? 

11. グローバル化の光と影―犯罪のグローバル化 

12. 紛争のグローバル化―国内紛争をめぐる国際的対立 

13. 世界の貧困―アメリカの貧困、日本の貧困 

14. 世界の貧困―アメリカの貧困、日本の貧困 

 

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

毎回交代で発表してもらいますので、担当者は十分な準備をして授業に臨んでください。単なる内容の紹介にとどまらず、テーマ

に即したニュースを新聞等で収集し，その内容も紹介してもらいます。担当者でない学生も、質問をしますので、テキストの指定箇

所を必ず予習してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石井香世子、2017、『国際社会学入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779511349) 



 - 171 - 

プリントを適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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』、現代人文社 (ISBN:9784877986087) 

2. 宮島喬・佐藤成基・小ヶ谷千穂、2015、『国際社会学』、有斐閣 (ISBN:9784641174061) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料なども適宜活用する。積極的に授業に参加してください。毎回の感想や質問を

Blackboard に記入してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD288 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会論 

担当者名 

（Instructor） 
山本 理奈(YAMAMOTO RINA) 

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） 
CCS2020 

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、現代社会論の基本的な考え方を身につけ、具体的な事例を通して現代日本社会を理解することにあります。 

 

In this class, students will aim to acquire basic ideas about contemporary sociology study. They will understand modern 

Japanese society through specific cases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．授業の前半では、現代社会論の基礎文献を読むことを通して、「レジュメの作成方法」や「ディスカッションの仕方」を修得しま

す。 

２．授業の中盤では、履修者の問題関心ごとに複数のグループに分かれ、基礎文献講読で得た知識をふまえて共通テーマを設

定します。そして、先行研究の文献調査を中心にグループワークを行い、グループ報告を通して「プレゼンテーションの仕方」を修

得します。 

３．授業の後半では、各自の問題意識に基づきながら個別の研究テーマを掘り下げ、それぞれがレポートとしてまとめていき、ゼ

ミでの個人報告を通して「レポートの作成方法」を修得します。 

 

1. In the first half of the class, students will read basic contemporary sociology literatures to learn how to write summaries and 

participate in discussions. 

2. In the mid-section of this class, students will be divided into several groups based on their subject interests. They will 

establish common subjects by considering knowledge acquired when reading basic literatures. Students will participate in group 

works, focusing on investigating prior research literatures. Students will learn how to make presentations through group reports. 

3. In the second half of this class, students will delve deeper in their research subjects based on their subject interests. 

Students will organize their findings in reports. By creating individual report in this seminar, students will learn how to write 

reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（自己紹介、ゼミの進め方、文献等に関する説明） 

2. グループワークの問題設定 

3. 基礎文献講読(1) 

4. 基礎文献講読(2) 

5. 基礎文献講読(3) 

6. グループ報告(1) 

7. グループ報告(2) 

8. グループ報告(3) 

9. 個別テーマ報告(1) 

10. 個別テーマ報告(2) 

11. 個別テーマ報告(3) 

12. 個別テーマ報告(4) 

13. 個別テーマ報告(5) 

14. まとめと全体討論 

 

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

●事前に指示された文献（課題図書の「章」などの指定箇所／配布プリント）に必ず目を通し、内容を把握する。 

●指定文献に関するコメント（論点や疑問点などを記した短い文章）を準備する。 

●報告に備えて、授業で学んだ文献などを参照しつつ、関連文献を調べて論点を整理する。 

●レポートの作成に向けて、質疑応答やディスカッションにおける議論の要点をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献報告・グループ報告(40%)/討論への参加(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 



 - 173 - 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定をせず、参考文献を中心としながら、履修者の問題関心に即して関連する文献を紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 見田宗介、1996、『現代社会の理論』、岩波書店 (ISBN:4004304652) 

2. 内田隆三、1997、『テレビ CMを読み解く』、講談社 (ISBN:4061493523) 

3. 山本理奈、2014、『マイホーム神話の生成と臨界－住宅社会学の試み』、岩波書店 (ISBN:4000248189) 

4. 栗原彬、1994、『現代青年論＝やさしさのゆくえ』、筑摩書房 (ISBN:9784480081247) 

5. 吉見俊哉、2012、『メディア文化論（改訂版）』、有斐閣 (ISBN:9784641124875) 

上記以外の参考文献については、履修者の問題関心に即して、適宜授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では、積極的な参加と双方向的なコミュニケーションを重視します。ゼミに出席するときは、「１ゼミ、１しゃべり」に挑戦してみ

てください。また、ゼミの他のメンバーの報告に耳を傾け、できる限りコメントをするよう心がけてください。コメントを通して、ゼミ生

同士の交流を深めることができればと願っています。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD289 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
雇用の不安定化と現代人の生きにくさ 

担当者名 

（Instructor） 
仁井田 典子(NIITA NORIKO) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

雇用の不安定化から現代の日本社会における労働問題を理解する。 

 

Students will understand labor issues in modern Japanese society by studying employment destabilization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

雇用が不安定化するなかで、非正規雇用者は雇用労働者の約 4 割を占めていると言われる。けれども、雇用の不安定化をもた

らしたのは、単なる非正規雇用者の増大だけではない。雇用の不安定化は私たちの労働や生活にも影響を及ぼしている。この授

業では、若者や女性を主な事例として、雇用の不安定化が現代の日本社会を生きる人々の労働・生活にどのような影響をもたら

しているのか、また、彼ら彼女らはいかなる生きにくさに直面しているのかについて、グループワークを織り交ぜながら理解を深め

ていきたい。 

 

Amidst employment destabilization, it is said that irregular employment makes up roughly 40% of total laborers. However, 

employment destabilization does not bring only more irregular employees. Employment destabilization affect our labors and lives 

too. In this class, students will study effects of employment destabilization in people’s labors and lives in modern Japanese 

society, focusing on youths and women. In addition, students will deepen their understanding about hardships faced by these 

population through group works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：1980 年代以降の非正規雇用者の増大 

2. 貧困問題への社会的関心の高まり 

3. 格差への社会的関心の高まり 

4. 若者の就業問題１：若者の就業の現状 

5. 若者の就業問題２：「フリーター」「ニート」問題 

6. 若者の就業問題３：ブラック企業・ブラックバイト問題 

7. 若者の就業問題４：行政による若者の就業支援策の問題点 

8. 若者の就業問題５：雇用の不安定化と若者の生きにくさ 

9. 男女雇用機会均等法施行以降の女性の働き方の変化 

10. 女性のライフスタイルの多様化と生きにくさ 

11. 女性の貧困と生きにくさ 

12. 労働問題と現代人の生きにくさ 

13. 消費社会と現代人の生きにくさ 

14. まとめ：雇用の不安定化と現代社会における労働問題 

 

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

講義中に指定された課題・文献に必ず目を通してから講義に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジグムント・バウマン、2008、『新しい貧困』、青土社 

2. 多賀太、2016、『男子問題の時代？』、学文社 

3. 小杉礼子、2015、『下層化する女性たち』、勁草書房 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD290 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会の労働 

担当者名 

（Instructor） 
田靡 裕祐(TANABIKI YUSUKE) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この演習では，現代社会における労働のあり方と，関連する社会問題について学び，論理的に考え，説明する力を身につけ

る。主に専門的な文献の講読を行うが，レジュメの作成やプレゼンテーションといったような，問題意識を共有し深めていくための

技法も修得する。 

 

 In this seminar, students will learn current state of labor in modern society and related social issues. Students will acquire 

ability to reflect theoretically and explain about them. Although students will focus on reading specific literatures, they will also 

acquire technique to share and deepen their issue awareness by creating summary and presentation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代社会を生きる多くの人々は，職業に就き仕事をすることで社会生活を営んでいる。どのように働くのかということは，私たち

の大きな関心事であると同時に，近年そのあり方をめぐって様々な問題提起がなされている。この演習では，雇用慣行や人事管

理といった制度的な問題とともに，キャリア形成やワーク・モチベーション，労働観といった，個々の働き手が直面するテーマもとり

あげながら，現代社会における労働のあり方と，関連する社会問題について議論する。 

 前半は，担当教員が準備する資料や文献などにもとづきながら，働くことをめぐる諸問題について討論する。後半は，履修者が

文献を選択し，講読と討論をとおして考察を深めていき，最終レポートを執筆する。 

 

 Social lives run on employment of large population living in modern society. How people work is of great interest for us. Many 

questions have been raised in recent years about the current state. In this seminar, students will discuss about current state of 

labor in modern society and related social issues. Students will study employment practice, human resource management, other 

structural issues, career formation, work motivation, labor value, and other subjects facing each worker. 

 In the first half, students will discuss about various issues surrounding works with documents and literatures prepared by 

professor. In the second half, students will select literatures, read, and discuss about them to deepen their thinking, before 

writing their final reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の進めかた 

―受講生の問題関心の簡単な確認 

2. 職業生活への移行 

―就職活動や将来のキャリア形成についての不安 

3. 長時間労働について 

―日本の企業社会における実態と，過労死・過労自死の問題 

4. 望ましい働き方について 

―ワークライフバランスやディーセントワークの確立に向けて 

5. 働くことの意味について 

―ワーク・モチベーションや働くことについての価値意識 

6. 議論の準備のために 

―統計資料や文献の探索とレジュメの作成 

7. 文献講読とディスカッション① 

8. 文献講読とディスカッション② 

9. 文献講読とディスカッション③ 

10. 文献講読とディスカッション④ 

11. 文献講読とディスカッション⑤ 

12. 文献講読とディスカッション⑥ 

13. 文献講読とディスカッション⑦ 

14. さらに深い考察のために 

―今後の社会学的な研究の進め方 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読やディスカッションの準備のために，課題となる文献や資料を入念に読み込むことが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習での取り組み（レジュメ作成，ディスカッションへの参加）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小川慎一ほか、2015、『「働くこと」を社会学する―産業・労働社会学』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4-641-22043-0) 

2. 濱口桂一郎、2013、『若者と労働―「入社」の仕組みから解きほぐす』、中公新書ラクレ (ISBN:978-4-12-150465-4) 

3. 筒井淳也、2015、『仕事と家族―日本はなぜ働きづらく，産みにくいのか』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102322-3) 

4. 小谷敏ほか編、2010、『若者の現在―労働』、日本図書センター (ISBN:978-4-284-50201-6) 

5. 今村仁司、1998、『近代の労働観』、岩波新書 (ISBN:4-00-430584-5) 

その他，受講生の問題関心を見ながら文献を追加する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
水俣病の「いま」を読む 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 淳子(SAKUMA JUNKO) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公害病に認定されてから昨年「50 年」となった水俣病について、最もあたらしい本を軸にして、関連文献も読み込みます。「語られ

ること」と「語られないこと」を、「文献を読む力」で補強し、「終わっていないこと」を自分なりに捉え直す力を磨きます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自が事前に課題文献に目を通し、理解していることを前提にして、毎回、その場で発表者を決めて報告をしてもらい、その上

で、ディスカッションし、新たな「問い」を探ります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 水俣病概説と分担決め 

3. 文献講読 1_報告とディスカッション 

4. 文献講読 2_報告とディスカッション 

5. 文献講読 3_報告とディスカッション 

6. 文献講読 4_報告とディスカッション 

7. 文献講読 5_報告とディスカッション 

8. 文献講読 6_報告とディスカッション 

9. 文献講読 7_報告とディスカッション 

10. 文献講読 8_報告とディスカッション 

11. 文献講読 9_報告とディスカッション 

12. 文献講読_10_報告とディスカッション 

13. 文献講読_11_報告とディスカッション 

14. まとめ_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） 

予習にポイントをおきます。各自授業は、報告とディスカッションを中心に進めます。 

文献を事前に読んで調べていることを前提に、毎回授業の冒頭で発表者を決めます。 

参考文献（リスト）を必ず提示すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の報告準備と報告(60%)/議論への参加(40%) 

多角的に文献に取り組んでいることと、発言頻度と内容で、参加の意欲を判断します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 永野三智、2018、『みな、やっとの思いで坂をのぼる 水俣病患者相談のいま』、ころから (978-907239-28-2) 

2. 平野恵嗣、2017、『水俣を伝えたジャーナリストたち』、岩波書店 (ISBN:9784000248846) 

3. 関礼子ゼミナール編、2016、『阿賀の記憶、阿賀からの語り : 語り部たちの新潟水俣病』、新泉社 (ISBN:9784787716101) 

4. 関礼子ほか、2009、『環境の社会学』、有斐閣 (ISBN:9784641123854) 

5. 高峰武編、2018、『8 のテーマで読む水俣病』、弦書房 (ISBN:9784863291706) 

新聞記事データベースを活用し、時事的な動きも把握すること 

水俣病センター 相思社 http://www.soshisha.org/jp/ 

FaceBook https://www.facebook.com/michi.nagano.9（永野三智） 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊本日日新聞社編集局、2006、『報道写真集 水俣病 50 年』、熊本日日新聞社 (ISBN:978-4877552565) 

2. 写真集「水俣を見た 7 人の写真家たち」編集委員会、2007、『水俣を見た 7 人の写真家たち』、弦書房 (ISBN:9784902116847) 

テキスト、参考文献ともに、本学図書館で閲覧できる。 

授業の中で必要と思われた追加文献は、コピー配布などを受講生が行う。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD295 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Reading Sociology in English 

担当者名 

（Instructor） 
太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

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） 
CCS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では英語で書かれた社会学の教科書を講読する。これまでに社会学部や現代文化学科における学びで得た知識を踏ま

えながら、同分野に関わる英語文献の読解力をつけることが目標である。履修者には、これからの学びに英語文献や資料を積

極的に活用できるようになることが期待される。なお、本演習は社会学部現代文化学科教育課程方針の「形成期」にあたる授業

である。 

 

The purpose of this class is to develop reading skills of English to understand sociological literatures. Students read the 

textbook of Sociology in English, being grounded in knowlege that has been absorbed in the Department of Comtemprary 

Culture and Societies, the College of Sociology. Students are expected to become able to actively use literature and materials 

written in English for their studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Robin Cohen and Paul Kennedy, 2013, Global Sociology (Third Edition) よりいくつかの章を選び、該当箇所の講読と議論（日本

語）を行なう。 

 

The class consists of presentation and discussion, on the basis of Global Sociology (Third Edition), written by Robin Cohen and 

Paul Kennedy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読と議論 

3. 文献講読と議論 

4. 文献講読と議論 

5. 文献講読と議論 

6. 文献講読と議論 

7. 小活 

8. 文献講読と議論 

9. 文献講読と議論 

10. 文献講読と議論 

11. 文献講読と議論 

12. 文献講読と議論 

13. 文献講読と議論 

14. まとめ 

 

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

・受講者はその回の該当箇所を読み、予習を欠かさないことが求められる。 

・発表担当者は担当箇所をまとめたレジュメ（資料）の準備を必ずしておくこと。その際には自分なりの意見やコメント、疑問点など

も示すこと。 

・ウェブサイトなどの翻訳に頼らず、自分で理解するよう努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/最終レポート(Final Report)(30%)/議論への貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Robin Cohen and Paul Kennedy. 2013. Global Sociology (Third Edition). New York University Press (ISBN:978-1479800766) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・授業は演習・ゼミ方式で行うので、学生には積極的な受講態度が期待される。 

・授業時に発表担当者のほかコメンテーターや司会者を設けることもある。 

・発表へのフィードバックは授業内で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD303／文化変容論 

(Theory of Culture Change) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「文化」の本質とは何か？ 「文化」とは接触し、変容していくプロセスにある。 

担当者名 

（Instructor） 
渥美 一弥(ATSUMI KAZUYA) 

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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な社会における「文化変容」を見ていきながら、「伝統文化」というものは現代社会においてどのような働きを持つのか、文化

の本質とは何か、文化とアイデンティティの関係とは何かを理解する。 

 

Students will look at cultural transformations in various societies to understand how traditional culture functions in modern 

society. Students will also understand essences of cultures and relationship between cultures and identities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「文化」「言語」「文化変容とグローバル化」という語の再考から始める。グローバル化とは何か。欧米化と異なるのか異ならないの

か。「文化変容」とは周縁社会の欧米化ではないのか。また、我々は現地の人々の視点に立てることは可能なのか不可能なの

か。この問題を基軸に文化変容とアイデンティティの問題についてメラネシア、アメリカ合衆国、フィリピン、カナダの事例をもとに

検討していく。 

 

Students will start by rethinking the terms "culture", "language", and "cultural transformation and globalization". What is 

globalization? Is it like westernization or not? Is cultural transformation westernization of peripheral society? Furthermore, can 

we adopt local perspective or not? Students will study Melanesia, US, Philippines, and Canada to study cultural transformation 

and identity issues surrounding these subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「文化」の定義ー文化人類学における定義を中心に 

2. 「文化」と「言語」 

3. 「文化」と「儀礼」 

4. 「文化」と「婚姻」 

5. 「文化」と「環境」 

6. 「文化」と「宗教」 

7. 再び、「文化」とは、そして、「変容」とは 

8. 文化変容の事例ー１ メラネシアの事例を中心として 

9. 文化変容の事例ー２ 北米の事例を中心として 

10. 文化変容の事例ー３ アフリカの事例を中心として 

11. 文化変容の事例ー４ 日本の事例を中心として 

12. 「文化変容」と「伝統文化」 

13. 「文化変容」と「権力」、「暴力」 

14. 「文化変容」と「イデオロギー」 

 

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

文化人類学関係の基礎文献をあらかじめ読んでおくこと。（「文化人類学入門」等） 

 

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） 

1. 渥美一弥、2016、『「共感」へのアプローチ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-497-8) 

他に適宜プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジェイムズ・ムーニー著 荒井芳廣訳、1989 年、『ゴースト・ダンス―アメリカ・インディアンの宗教運動と叛乱』、紀伊国屋書店 

2. ピーター・ワースレイ著 吉田正紀訳、1981 年、『千年王国と未開社会―メラネシアのカーゴ・カルト運動』、紀伊國屋書店 
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3. レナート・ロサルド著 椎名美智訳、1998 年、『文化と真実』、日本エディタースクール出版部 

4. 渥美一弥、2011 年、『「文化とアイデンティティ」『文化人類学のレッスン』増補版 第 9 章』、学陽書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜 DVD を用いて、その内容について議論する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD304／エスニシティ論 

(Ethnicity Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
さまざまなレベルで構築されるエスニシティ 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 みゆき(HASHIMOTO MIYUKI) 

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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

何らかのエスニック属性をもつ個人たちが身を置く歴史的文脈、構造的条件から、また彼／彼女が生みだす社会関係と行為にお

いて、エスニシティの諸現象が捉えられることを理解する。またそうした社会事象について、事例や統計等のデータに基づいて分

析し、他者の話を聞いて理解を深め、自分の意見をまとめることができる。 

 

Students will study structural conditions and historical contexts in which people with specific ethnic attributes lived. Based on 

these, students will understand various ethnicity phenomena found in social relations and social actions. In addition, we will try 

to analyze these social phenomena based on data, including case studies and relevant statistics. And let us listen to guest 

speaker’s life story to deepen our understanding and organize findings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では主に在日外国人について取り上げる。エスニック・グループごとに特徴的といえる生活実態、抱える問題はあるが、そこ

では複雑な要因が入り組んでおり、またエスニック・グループ内にも差異はある。一義的に「国籍」、「民族文化」、「人種」等からエ

スニシティ現象が生じるとは言えないのである。講義では、前半で主要なエスニック・グループについて概説し、後半では、エスニ

シティ構築の視点を提示することで固定的見方に挑戦していく。日本社会を、彼／彼女そして「私」という個人が出会う場として、

またさまざまなエスニック集団がせめぎあいつつ関係形成する場として、捉え直す機会にしたい。 

 

In this class, we will study various foreigners living in Japan. Living conditions unique to ethnic groups have issues in addition to 

complicated factors and intra-group differences. Ethnicity phenomena are not derived directly from nationalities, ethnic 

cultures, or races. In the first half of this class, I will explain major ethnic groups comprehensively. In the second half, I will show 

students perspective on ethnicity construction and challenge preconceptions about them. Students will reexamine Japanese 

society from perspective of rencontres of individual, as a field where various ethnic relations have been built. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：エスニシティという視点 

2. 人の国際移動の世界史と在日外国人 

3. 在日外国人の出身地（１）：朝鮮半島 

4. 在日外国人の出身地（２）：中国 

5. 在日外国人の出身地（３）：フィリピン 

6. 在日外国人の出身地（４）：ブラジルおよび新たな出身地 

7. ムスリムに出会う 

8. 映像から考える（１）：上映 

9. 映像から考える（２）：解説とディスカッション 

10. エスニシティを構成するもの（１）：国家・集団の政治 

11. エスニシティを構成するもの（２）：階級・階層とジェンダー 

12. エスニシティを構成するもの（３）：家族とアイデンティティ 

13. ゲスト講演 

14. まとめ 

 

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

参考文献を読む。 

また、在日外国人や国内外の移民問題などの関連本やニュースに日頃から目を通す。統計データや事件・論調を吟味したり、社

会構造的要因と関連づけたりして、その都度自分なりに考察してみよう｡  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に使用しない。テーマごとにレジュメ、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中宏、2013、『在日外国人 第三版──法の壁、心の溝』、岩波書店 (ISBN:978-4004314295) 

2. M.マルティニエッロ、2002、『エスニシティの社会学』、白水社 (ISBN:978-4560058473) 

3. 橋本みゆき、2010、『在日韓国・朝鮮人の親密圏──配偶者選択のストーリーから読む〈民族〉の現在』、社会評論社 

(ISBN:978-4-7845-0297-4) 

他は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時事の話題やゲストスピーカーの都合などにより、スケジュールを変更する可能性あり。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD312／パフォーマンス文化論 

(Cultural Theory on Performing Arts) 

担当者名 

（Instructor） 
飯岡 詩朗(IIOKA SHIRO) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちの認識を更新するだけでなく現実を（再）構成する力を持つ、文化的・社会的実践としての演技／パフォーマンスの可能性

を理解することを目標とする。 

 

Students will understand potentials of acting and performance in 

cultural and social practices, which will not only renew their 

understanding of daily life but also (re) construct their realities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学をはじめ、多様な学問領域における演技／パフォーマンスをめぐる議論から発展した英語圏におけるパフォーマンス研究

の視座から、様々な〈テクスト〉を分析し、日常生活とパフォーマンスの関係性、現実世界の演劇性等を明らかにしていく。 

 

Students will analyze various texts from the standpoint of performance studies developed in the English-speaking areas from 

discussions on acting/performance in various academic fields, including sociology. They will also clarify the relationship between 

everyday life and performance, and theatricality of the real world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「パフォーマンス」とは何か 

3. 「パフォーマティヴ／パフォーマティヴィティ」とはなにか 

4. 抗議運動（デモ）とパフォーマンス 

5. 公民権運動とパフォーマンス 

6. 国旗掲揚とパフォーマンス 

7. 家族とパフォーマンス 

8. 「母性」とパフォーマンス 

9. ファッションとパフォーマンス 

10. 人種（パッシング）とパフォーマンス 

11. 現代アートとパフォーマンス 

12. ドキュメンタリー映画とパフォーマンス 

13. ドキュメンタリー映画制作とパフォーマンス 

14. まとめ 

 

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

Blackboard 等で随時指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/レスポンス・シート(30%) 

3 回を超える欠席がある場合、すべてのレポート（小レポート含む）の提出がない場合は、成績評価を行なわない（単位を認めな

い）。レスポンス・シートでの代返やレポートでの剽窃（いわゆるコピペ）を行った場合、回数にかかわらず成績評価を行なわない

(単位を認めない)。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋雄一郎・鈴木健編、2011、『パフォーマンス研究のキーワード』、世界思想社 (ISBN:9784790715085) 

2. Richard Schechner. 2013. Performance Studies: An Introduction, 3rd ed.. Routledge (ISBN:9780415502313) 

その他、必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. リチャード・シェクナー、1998、『パフォーマンス研究 演劇と文化人類学の出会うところ』、人文書院 (ISBN:9784409100097) 

2. 高橋雄一郎、2005、『身体化される知 パフォーマンス研究』、せりか書房 (ISBN:9784796702621) 

3. エリカ・フィッシャー=リヒテ、2009、『パフォーマンスの美学』、論創社 (ISBN:9784846003289) 
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4. E・ゴッフマン、1974、『行為と演技 日常生活における自己呈示』、誠信書房 (ISBN:9784414518016) 

その他、授業内で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業計画は変更することがある。 

・英語文献を使用することがある。 

・学校感染症の罹患による出校停止および裁判員制度に基づく裁判所への出頭をのぞく事由による欠席は、原則として通常の

欠席と同様にあつかう。なお、病気・怪我による入院や忌引、教育実習等、追試験対象となるやむをえない事由による欠席につ

いては、追試験受験申請の際に添付を求められる証明書類の提出をもって適宜考慮する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD314／写真文化論 

(Cultural Study of Photography) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア&フォトグラフィー  / 視覚文化の転回点としての写真 

担当者名 

（Instructor） 
深川 雅文(FUKAGAWA MASAFUMI) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

写真を人類の視覚文化の重要な転回点として位置付け、その進展を古代から現代まで歴史的に展望することで、現代の映像文

化の理解を深めるとともにメディアのリテラシー能力を高め、生活文化・芸術ならびに社会状況を理解するための分析眼を身につ

けること。 

 

Photos are important turning points in human visual cultures. By viewing their progress from ancient time until now, students 

can deepen their understanding about modern film cultures and improve their media literacy. Students will acquire analysis skill 

to understand life cultures, arts, and social conditions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、今日、私たちの社会と生活に広く浸透している「写真」というメディアを、視覚文化の革命的な転回点として捉え、

様々な映像が浸透した私たちの生活文化の根源とその成り立ちを、人類史における視覚文化誕生のプロセス並びにそのダイナ

ミックな歴史的展開を追うことで展望します。その事象を、過去(洞窟壁画)から現在(スマートフォン)まで、視覚文化の芸術的展開

と社会的展開とその過程を促したテクノロジーの展開とともに紹介していきます。歴史的な視覚芸術の作品や関連する芸術運動

ならびに社会的事象を具体的に豊富な映像資料で紹介しながら説明する形で講義を進めます。私たちの自己形成と世界観に深

く関わり、影響を与えている映像文化のあり方、とりわけ写真の本質を理解し、世界を読み解き考える力を身につけてもらいたい

と思います。なお、以下の webの授業計画は目安です。実際のものは授業初回に配布します。 

 

Photos have permeated our society and lives. In this subject, students will study this media as a revolutionary turning point in 

visual culture. Students will study origins and establishments of our life cultures permeated with various images. At the same 

time, they will study birth processes of visual cultures in human history and its dynamic historical development. Professor will 

explain these phenomena from ancient time (cave painting) to now (smartphone). Students will be introduced to visual culture 

with its artistic and social developments, as well as catalyzing technological development. Professor will conduct the lecture by 

introducing historical visual arts, related artistic movements, and social phenomena. To do these, students will be introduced to 

specific and rich visual materials. Formation of self and world view are deeply related to and influenced by visual cultures. 

Students will study visual culture's current state, particularly essence of photo, and acquire thinking skill to interpret the world. 

The following lesson plan is tentative. Professor will distribute finalized plan in the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 本論のトポスについて 「人間への問い」から「視覚文化への問い」ならびに「写真への問い」 

2. 絵画の誕生 (視覚文化の原点)  紀元前 2 万年 ラスコー(フランス)、アルタミラ(スペイン)の洞窟壁画など 

3. 文字の誕生 (テクスト文化の原点)  古代文字の展開 (紀元前 4 千年〜 : 楔形文字からアルファベットへ) 

4. 活版印刷術の発明 (テクスト文化の第 1 革命) 15 世紀半ば / グーテンベルクの活版印刷術 

5. 遠近画法の発明と完成 (視覚文化の第 1 革命) 14 世紀〜16 世紀 / ルネサンス絵画の展開 

6. リトグラフ印刷術の発明 (視覚文化の第 2 革命) 18 世紀末〜19 世紀 / 印刷芸術の開花 

7. 写真術の発明 (視覚文化の第 3 革命) 19 世紀半ば (映像文化/ 映像化社会の原点 1 ) 

8. 映画の発明 (視覚文化の第 4革命) 19 世紀末 (映像文化/ 映像化社会の原点 2) 

9. ハーフトーン〔網版〕印刷術の発明 19 世紀末〜20 世紀初頭 (視覚×テクスト=マルチメディアの原点) 

10. 視覚文化の疾風怒濤 1 :  20世紀前衛芸術における映像メディアの位相 

11. 視覚文化の疾風怒濤  2 :  デジタル革命への道 

12. 視覚文化の疾風怒濤  3 :  メディア文化の革命的転回点としての写真、あるいは視覚文化とテクスト文化の弁証法的展開 

13. 視覚文化の現在 1:「写真」から「テクノ画像」へ 

14. 視覚文化の現在 2: ポスト・インターネット時代の「写真」の位相 / テクノイマジネーションの生成に向けて 

 

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

授業時間外の課題は、(1) 映画・ビデオを見る（指定は授業時に)  (2) 展覧会を見る（指定は授業時に)   (3)文献を調べる（指

定は授業時に)   (4)インターネットで検索する(指定は授業時に) その他 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への参加(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの配布: 本講座で用いるテキストは、授業の進行に合わせて PDFテキストデータで受講者に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 深川雅文、2007、『光のプロジェクト 写真、モダニズムを超えて』、青弓社 (ISBN:978-4-7872-7228-7) 

2. ヴィレム・フルッサー/ 深川雅文 訳、1999、『写真の哲学のために』、勁草書房 (ISBN:4-326-15340-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

深川雅文公式 Website:   "Art & Article"   https://www.mfukagawa.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DD315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／写真文化論 

(Cultural Study of Photography) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア&フォトグラフィー  / 視覚文化の転回点としての写真 

担当者名 

（Instructor） 
深川 雅文(FUKAGAWA MASAFUMI) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

写真を人類の視覚文化の重要な転回点として位置付け、その進展を古代から現代まで歴史的に展望することで、現代の映像文

化の理解を深めるとともにメディアのリテラシー能力を高め、生活文化・芸術ならびに社会状況を理解するための分析眼を身につ

けること。 

 

Photos are important turning points in human visual cultures. By viewing their progress from ancient time until now, students 

can deepen their understanding about modern film cultures and improve their media literacy. Students will acquire analysis skill 

to understand life cultures, arts, and social conditions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、今日、私たちの社会と生活に広く浸透している「写真」というメディアを、視覚文化の革命的な転回点として捉え、

様々な映像が浸透した私たちの生活文化の根源とその成り立ちを、人類史における視覚文化誕生のプロセス並びにそのダイナ

ミックな歴史的展開を追うことで展望します。その事象を、過去(洞窟壁画)から現在(スマートフォン)まで、視覚文化の芸術的展開

と社会的展開とその過程を促したテクノロジーの展開とともに紹介していきます。歴史的な視覚芸術の作品や関連する芸術運動

ならびに社会的事象を具体的に豊富な映像資料で紹介しながら説明する形で講義を進めます。私たちの自己形成と世界観に深

く関わり、影響を与えている映像文化のあり方、とりわけ写真の本質を理解し、世界を読み解き考える力を身につけてもらいたい

と思います。なお、以下の webの授業計画は目安です。実際のものは授業初回に配布します。 

 

Photos have permeated our society and lives. In this subject, students will study this media as a revolutionary turning point in 

visual culture. Students will study origins and establishments of our life cultures permeated with various images. At the same 

time, they will study birth processes of visual cultures in human history and its dynamic historical development. Professor will 

explain these phenomena from ancient time (cave painting) to now (smartphone). Students will be introduced to visual culture 

with its artistic and social developments, as well as catalyzing technological development. Professor will conduct the lecture by 

introducing historical visual arts, related artistic movements, and social phenomena. To do these, students will be introduced to 

specific and rich visual materials. Formation of self and world view are deeply related to and influenced by visual cultures. 

Students will study visual culture's current state, particularly essence of photo, and acquire thinking skill to interpret the world. 

The following lesson plan is tentative. Professor will distribute finalized plan in the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 本論のトポスについて 「人間への問い」から「視覚文化への問い」ならびに「写真への問い」 

2. 絵画の誕生 (視覚文化の原点)  紀元前 2 万年 ラスコー(フランス)、アルタミラ(スペイン)の洞窟壁画など 

3. 文字の誕生 (テクスト文化の原点)  古代文字の展開 (紀元前 4 千年〜 : 楔形文字からアルファベットへ) 

4. 活版印刷術の発明 (テクスト文化の第 1 革命) 15 世紀半ば / グーテンベルクの活版印刷術 

5. 遠近画法の発明と完成 (視覚文化の第 1 革命) 14 世紀〜16 世紀 / ルネサンス絵画の展開 

6. リトグラフ印刷術の発明 (視覚文化の第 2 革命) 18 世紀末〜19 世紀 / 印刷芸術の開花 

7. 写真術の発明 (視覚文化の第 3 革命) 19 世紀半ば (映像文化/ 映像化社会の原点 1 ) 

8. 映画の発明 (視覚文化の第 4革命) 19 世紀末 (映像文化/ 映像化社会の原点 2) 

9. ハーフトーン〔網版〕印刷術の発明 19 世紀末〜20 世紀初頭 (視覚×テクスト=マルチメディアの原点) 

10. 視覚文化の疾風怒濤 1 :  20世紀前衛芸術における映像メディアの位相 

11. 視覚文化の疾風怒濤  2 :  デジタル革命への道 

12. 視覚文化の疾風怒濤  3 :  メディア文化の革命的転回点としての写真、あるいは視覚文化とテクスト文化の弁証法的展開 

13. 視覚文化の現在 1:「写真」から「テクノ画像」へ 

14. 視覚文化の現在 2: ポスト・インターネット時代の「写真」の位相 / テクノイマジネーションの生成に向けて 

 

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

授業時間外の課題は、(1) 映画・ビデオを見る（指定は授業時に)  (2) 展覧会を見る（指定は授業時に)   (3)文献を調べる（指

定は授業時に)   (4)インターネットで検索する(指定は授業時に) その他 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への参加(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの配布: 本講座で用いるテキストは、授業の進行に合わせて PDFテキストデータで受講者に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 深川雅文、2007、『光のプロジェクト 写真、モダニズムを超えて』、青弓社 (ISBN:978-4-7872-7228-7) 

2. ヴィレム・フルッサー/ 深川雅文 訳、1999、『写真の哲学のために』、勁草書房 (ISBN:4-326-15340-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

深川雅文公式 Website:   "Art & Article"   https://www.mfukagawa.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DD322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD322／都市生活誌 

(Ethnography of Urban Life) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代の日本社会における人びとの生きにくさ 

担当者名 

（Instructor） 
仁井田 典子(NIITA NORIKO) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の日本社会に生きる具体的な都市生活者たちの生活史や社会的世界について学ぶことで、他者理解を深めることを目標と

する。 

 

Students will learn life history and social world of specific urban dwellers in modern Japanese society to deepen their 

understanding about others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、労働や生活に何らかの問題を抱えていると考えられる人たちや、現在の日本社会に対して何らかの不満を抱えて

運動に参加する人たちの生活史や社会的世界をみていくことにより、彼ら／彼女らの生きにくさを明らかにしていく。 

 

People who are plagued by work or life problems and people unsatisfied with modern Japanese society participate in these 

movements. In this class, students will observe life history and social world of these populations to understand difficulties they 

experience. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：都市生活誌とは 

2. 野宿者たちの社会的世界 

3. 野宿者たちの生活史 

4. ジョブカフェを介して集まる非正規雇用や無職の若者たちの社会的世界 

5. ジョブカフェを介して集まる非正規雇用や無職の若者たちの生活史 

6. 野宿者とジョブカフェを介して集まる非正規雇用や無職の若者たちの生きにくさ 

7. 地域や職場を介して集まる非正規雇用の若者たちの社会的世界 

8. 地域や職場を介して集まる非正規雇用の若者たちの生活史 

9. コミュニティ・ユニオンで中心となって活動する人たち 

10. コミュニティ・ユニオンで中心となって活動する女性たちの生活史 

11. コミュニティ・ユニオンで中心となって活動する女性たちの生きにくさ 

12. 社会運動に参加する若者たちの社会的世界 

13. 社会運動に参加する若者たちの生活史 

14. まとめ：現代の日本社会における人びとの生きにくさ 

 

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

わからなかったところについては、授業後に質問する、資料を読み返すなどして理解をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 文貞實ほか、2019、『コミュニティ・ユニオン―社会をつくる労働運動』、松籟社 (ISBN:978-4-87984-373-9) 

2. 中西新太郎ほか編、2009、『ノンエリート青年の社会空間』、大月書店 (ISBN:978-4-272-35030-8) 

3. 西澤晃彦、2010、『貧者の領域』、河出書房 (ISBN:978-4-309-62413-6) 

4. 富永京子、2017、『社会運動と若者』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-1164-6) 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DD323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD323／生活文化論 

(Life and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
衣食住をはじめとした現代社会の文化社会学的検討 

担当者名 

（Instructor） 
田中 理恵子(TANAKA RIEKO) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちが日常的に接している生活文化について，その意味や価値をとらえなおすための思考力を養う。 

 

Students will cultivate thinking skills to re-examine significances and values in their everyday life cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，私たちの日常生活をかたちづくる多様な題材を取り上げ，現代社会の文化的諸相を明らかにする。 

「衣食住」をはじめとする消費文化，家族やジェンダー，メディアや言語文化，娯楽やポップカルチャーなど身近な話題と，グロー

バル化やポストモダン文化との関連性を検討する。 

 

In this lecture, students will select various materials that form our daily lives to clarify various cultural phenomena in modern 

society. 

Students will discuss relationships between globalization, post-modern culture, and daily topics such as consumer culture 

(clothing, food, housing), family, gender, media, linguistic culture, and entertainment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 都市文化・テクノロジーの進展と服飾革命 

3. ベル・エポック以降の服飾文化 

4. 戦後の消費文化とモード 

5. 若者文化の隆盛とモード 

6. グローバル化とファストファッション 

7. 日本の食生活文化の変遷 

8. 「豊かな社会」の食に潜む問題―食のメディア化・マクドナルド化を問う― 

9. 食文化の現在―肥満と飢餓，ファストとスロー― 

10. 設計思想と「住まう」技法の変遷 

11. 「時間貧困」と「関係貧困」①ー男性の「関係貧困」問題— 

12.  「時間貧困」と「関係貧困」②ー女性の「時間貧困」問題― 

13. ポップカルチャーを考える 

14. まとめ 

 

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

準備学習の指示は，第 1 回目のガイダンスや講義で適宜指示するほか，特に必要がある場合は履修登録後に Blackboard上で

履修者に対し行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー・受講態度(10%)/レポート(30%) 

必要に応じて，適宜リアクションペーパーに準ずるレポートを課す場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水無田気流、2015、『「居場所」のない男、「時間」がない女』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4-532-16955-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回ガイダンスには必ず出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■DD324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／生活文化論 

(Life and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
衣食住をはじめとした現代社会の文化社会学的検討 

担当者名 

（Instructor） 
田中 理恵子(TANAKA RIEKO) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちが日常的に接している生活文化について，その意味や価値をとらえなおすための思考力を養う。 

 

Students will cultivate thinking skills to re-examine significances and values in their everyday life cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，私たちの日常生活をかたちづくる多様な題材を取り上げ，現代社会の文化的諸相を明らかにする。 

「衣食住」をはじめとする消費文化，家族やジェンダー，メディアや言語文化，娯楽やポップカルチャーなど身近な話題と，グロー

バル化やポストモダン文化との関連性を検討する。 

 

In this lecture, students will select various materials that form our daily lives to clarify various cultural phenomena in modern 

society. 

Students will discuss relationships between globalization, post-modern culture, and daily topics such as consumer culture 

(clothing, food, housing), family, gender, media, linguistic culture, and entertainment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 都市文化・テクノロジーの進展と服飾革命 

3. ベル・エポック以降の服飾文化 

4. 戦後の消費文化とモード 

5. 若者文化の隆盛とモード 

6. グローバル化とファストファッション 

7. 日本の食生活文化の変遷 

8. 「豊かな社会」の食に潜む問題―食のメディア化・マクドナルド化を問う― 

9. 食文化の現在―肥満と飢餓，ファストとスロー― 

10. 設計思想と「住まう」技法の変遷 

11. 「時間貧困」と「関係貧困」①ー男性の「関係貧困」問題— 

12.  「時間貧困」と「関係貧困」②ー女性の「時間貧困」問題― 

13. ポップカルチャーを考える 

14. まとめ 

 

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

準備学習の指示は，第 1 回目のガイダンスや講義で適宜指示するほか，特に必要がある場合は履修登録後に Blackboard上で

履修者に対し行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー・受講態度(10%)/レポート(30%) 

必要に応じて，適宜リアクションペーパーに準ずるレポートを課す場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水無田気流、2015、『「居場所」のない男、「時間」がない女』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4-532-16955-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回ガイダンスには必ず出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■DD341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD341／くらしの環境史 

(Daily-Life Environment Record) 

担当者名 

（Instructor） 
井元 りえ(IMOTO RIE) 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ライフスタイルと環境との関連について，生活科学および環境教育学の立場から歴史的に振り返り，現在の状況を日常的及び地

球的視点で捉え，多面的に考察する能力を身につける。この科目は、「環境とエコロジー」領域の専門教育科目である。 

 

Students will review historically connections between lifestyle and environment from perspective of life science and 

environment education. Students will examine and analyze current conditions from perspectives of daily life and earth. This 

subject is part of specialized subjects in environment and ecology fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちのライフスタイルは，環境から様々な影響を受けると同時に，環境に対して影響を与えている。ライフスタイルと環境との関

連について歴史的に振り返ると共に，現在の生活環境を日常的及び地球的視点で分析し，消費者としての人間が持続可能な社

会のために意思決定をしていく方策を探る。 

 

Our lifestyles are impacting and are impacted by environment. Students will review historically connections between lifestyle 

and environment, while analyzing current living environment from perspectives of daily life and earth. Students will explore 

solutions to fortify their convictions to create sustainable society as consumers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地球温暖化問題とエネルギー消費 

2. 環境家計簿 

3. ゴミ問題と循環型社会づくり(1) 

4. ゴミ問題と循環型社会づくり(2) 

5. 生活と水 

6. 食生活と環境(1) 

7. 食生活と環境(2) 

8. 衣生活のマネジメント 

9. 都市化と環境変化 

10. 環境と調和した住まい 

11. 環境に配慮したまちづくり 

12. 環境と情報 

13. 環境 NPOの活動 

14. 企業の環境経営，CSR と消費者 

 

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

各回の配付資料を復習しておくこと。Blackboardにも資料のデータをアップするので，活用して学習すること。日頃から新聞等の

メディアに目を通して，環境問題に関して情報収集しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/各回のリアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業時に適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京商工会議所、2017、『eco 検定公式テキスト改訂 6 版』、日本能率協会マネジメントセンター 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

配付資料やパワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

グループ活動を行うこともある。 

リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行う。 
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注意事項（Notice） 
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■DD343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD343／環境教育論 

(Environmental Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
持続可能な社会の担い手を育てる 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境教育」とは何かを説明できる。そのために、環境教育の背景と歴史的な経緯、国内外における多様な取組、および基本的

な概念について理解し、今後の持続可能な社会形成に果たす環境教育の役割について知る。 

 

Students will be able to explain what environmental education is. Students will understand background of environmental 

education, its historical timeline, various implementations in Japan and overseas, and its basic concept. Students will learn 

about roles of environmental education in shaping sustainable society in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

持続可能な社会の担い手に不可欠な環境教育（さらにはその発展形である ESD=持続可能な開発のための教育）について、その

生まれた背景と発展を環境問題などの国内外のコンテキストから読み解くことで環境教育（ならびに ESD)への理解を促す。特に

環境教育が持続可能な開発目標（SDGｓ＝国連や各国政府・産業界などが 2016 年から取り組んでいる）の達成や我が国の地域

創生に大きな役割を果たしていることなどを多くの事例を交えて検討する。 

 

Environmental education is essential in leading sustainable society (including its developed form, Environmentally Sustainable 

Development ESD). Students will deepen their understanding about environmental education (and ESD) by reading about its 

origin and development in contexts of environmental issues in Japan and overseas. Students will study and discuss about 

various cases, notably contribution of environmental education in Sustainable Development Goals (SDGs = implementation 

adopted by UN, governments, and industries in 2016) and its critical roles in revitalizing Japanese regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（「なぜ環境教育を学ぶのか」の講義と講義の進め方、成績評価の付け方、約束事など） 

2. 環境問題の総論１．環境問題への対処療法と根本療法について考える 

3. 環境問題の総論２．持続可能な開発、持続可能な社会とは 

4. 環境教育とは 

5. 環境教育から ESD/SDGs 教育へ 

6. 生涯学習としての環境教育/ESD 

7. 学校における環境教育/ESD 

8. 企業における環境教育/ESD 

9. 地域創生としての環境教育/ESD. 

10. 海外における環境教育/環境教育を通じた国際協力 

11. 環境教育施設の視察（日程は開講後に確定）. 

12. ゲスト講師（日程は開講後に確定） 

13. ゲスト講師（日程は開講後に確定） 

14. まとめ 

 

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

講義中に指示した資料を事前に読み、理解するなど事前学習を行ってください。 

さらに身近な環境教育施設を訪問し、そこで行われているプログラムに参加することを必須とします。本時においても講義１回分

として環境教育施設を土・日に見学する機会を設けるので必ず参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のリアクションペーパー(20%)/授業内に指示した提出物(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部治、2017、『ESD の地域創生力』、合同出版 (ISBN:978-4-7726-1315-6) 

テキスト以外の資料は随時配布しますので事前に読んできてください。。 
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参考文献（Readings） 

1. 日本環境教育学会、2012、『環境教育』、教育出版 (ISBN:978-6-80315-9) 

2. 日本環境教育フォーラム、2008、『日本型環境教育の知恵』、小学館 (ISBN:978-4-7726-1236-4) 

3. 福井・佐藤、2017、『大都市圏での環境教育』、筑波書房 (ISBN:978-4-8119-0521-1) 

4. 阿部治、2015、『原発事故を子どもたちにどう伝えるか』、合同出版 (ISBN:978-4-7726-1236-4) 

5. レイチェル・カーソン、1996、『センス・オブ・ワンダー』、新潮社 (ISBN:4-10-519702-9) 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業ではグループ討論を行うので、積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD347 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD347／環境と人類 

(Environment and Human Race) 

担当者名 

（Instructor） 
河合 文(KAWAI AYA) 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人を文化をもつ生物として位置づけ、人と環境の関係の在り方について考察する。地球各地の環境の多様性を理解したうえで人

と環境という文脈における市場経済活動の特徴を知り、今日の「環境」や「環境問題」といった議論にかんする批判的考察力を高

める。 

 

Students will analyze relationships between human and environment by defining human as cultural organism. Students will 

understand environmental diversity in various places on earth, while learning characteristics of market economic activities in 

human and environmental contexts. Students will improve their critical and analytical skills to discuss current environment and 

environmental issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人と環境をひとつの系（システム）としてとらえる観点から、その相互作用について考える。気候や生物の分布といった各地の環

境条件を確認した後、一定地域内で系が成立する環境との関わり（たとえば狩猟採集といった生業活動）や、より大規模で複雑

な系の一部として把握される環境との関わり（たとえば国外で捕獲され加工されて食卓にのぼる魚）を、環境認識といった文化的

側面を含めて、事例とともにとりあげる。また、こうした事象をより深く理解するための視点も紹介する。 

 

Students will think about mutual influences between people and environment by considering them as one system. Students will 

verify environmental conditions at various places such as climate and organism distribution. After that, students will study 

connections among these conditions and regions with established systems (for example occupational activities such as hunting 

and gathering). Students will think about these as parts of a larger and more complex system (for example, fishes harvested 

overseas and sent to our tables). They will consider these from cultural aspect, i.e. environmental awareness, along with case 

studies. In addition, professor will introduce perspective to allow students to understand these phenomena deeper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：マレーシアの狩猟採集民の事例 

2. 自然地理、生物地理と生態系におけるヒト 

3. 環境への適応と生業 

4. 環境の認識と自然 

5. 都市と近代化 

6. モノカルチャーとエネルギー 

7. 世界規模のネットワークの形成と「自然」 

8. 技術変化・環境改変・人口動態 

9. 水産資源：まぐろを事例に考える 

10. 環境の商品化：ミネラル・ウォーターを事例に考える 

11. 人の生活と気候変動 

12. 「自然」と「環境」 

13. 「環境問題」とヒト 

14. まとめと地球の生態系について 

 

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

授業中に課される課題の完成と配布プリントの見直しといった復習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. パトリシア・K. タウンゼント、2004、『環境人類学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:978-4790710363) 
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2. Paul Robbins et al. 2014. Environment and Society: A Critical Introduction. Wiley-Blackwell (ISBN:978-1118451564) 

3. Philip W. Sutton. 2007. The Environment: A Social Introduction. Polity (ISBN:978-0745634333) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／環境と人類 

(Environment and Human Race) 

担当者名 

（Instructor） 
河合 文(KAWAI AYA) 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人を文化をもつ生物として位置づけ、人と環境の関係の在り方について考察する。地球各地の環境の多様性を理解したうえで人

と環境という文脈における市場経済活動の特徴を知り、今日の「環境」や「環境問題」といった議論にかんする批判的考察力を高

める。 

 

Students will analyze relationships between human and environment by defining human as cultural organism. Students will 

understand environmental diversity in various places on earth, while learning characteristics of market economic activities in 

human and environmental contexts. Students will improve their critical and analytical skills to discuss current environment and 

environmental issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人と環境をひとつの系（システム）としてとらえる観点から、その相互作用について考える。気候や生物の分布といった各地の環

境条件を確認した後、一定地域内で系が成立する環境との関わり（たとえば狩猟採集といった生業活動）や、より大規模で複雑

な系の一部として把握される環境との関わり（たとえば国外で捕獲され加工されて食卓にのぼる魚）を、環境認識といった文化的

側面を含めて、事例とともにとりあげる。また、こうした事象をより深く理解するための視点も紹介する。 

 

Students will think about mutual influences between people and environment by considering them as one system. Students will 

verify environmental conditions at various places such as climate and organism distribution. After that, students will study 

connections among these conditions and regions with established systems (for example occupational activities such as hunting 

and gathering). Students will think about these as parts of a larger and more complex system (for example, fishes harvested 

overseas and sent to our tables). They will consider these from cultural aspect, i.e. environmental awareness, along with case 

studies. In addition, professor will introduce perspective to allow students to understand these phenomena deeper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：マレーシアの狩猟採集民の事例 

2. 自然地理、生物地理と生態系におけるヒト 

3. 環境への適応と生業 

4. 環境の認識と自然 

5. 都市と近代化 

6. モノカルチャーとエネルギー 

7. 世界規模のネットワークの形成と「自然」 

8. 技術変化・環境改変・人口動態 

9. 水産資源：まぐろを事例に考える 

10. 環境の商品化：ミネラル・ウォーターを事例に考える 

11. 人の生活と気候変動 

12. 「自然」と「環境」 

13. 「環境問題」とヒト 

14. まとめと地球の生態系について 

 

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

授業中に課される課題の完成と配布プリントの見直しといった復習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. パトリシア・K. タウンゼント、2004、『環境人類学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:978-4790710363) 
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2. Paul Robbins et al. 2014. Environment and Society: A Critical Introduction. Wiley-Blackwell (ISBN:978-1118451564) 

3. Philip W. Sutton. 2007. The Environment: A Social Introduction. Polity (ISBN:978-0745634333) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 206 - 

■DD381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学的エスノグラフィーを書く 

担当者名 

（Instructor） 
木村 自(KIMURA MIZUKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年 4 月 1 日付変更 【変更事由】時間割変更のため 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学的フィールドワーク（聞き取り調査と参与観察）に基づき収集したデータを元に、エスノグラフィー（民族誌）を作成する

方法を学びます。 

 

Students will learn how to write ethnography with data collected in cultural anthropological fieldwork (interview and participant 

observation). 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は文化人類学的なエスノグラフィー（民族誌）を書くことを最終的な目的とします。文化人類学とは、文化的な「他者」の視

点から社会や世界を描き出し、私たちの日常の当たり前を揺さぶりながら、自文化への理解を深め、新しい世界観を創出する学

問です。文化的な「他者」は、南北アメリカや中国にのみ見出されるのではなく、異なる世代、異なる育てられ方、異なる考え方を

持つ「他者」は私たちのすぐそばにいます。文化的「他者」を描いたエスノグラフィーの精読（通年）と、調査実習（夏休み）、各自の

テーマ設定と調査実施、データのまとめ（秋学期）を通して、文化人類学的な調査方法とエスノグラフィーの書き方を学びます。こ

のゼミを受講する学生は、異文化への感受性が求められます。 

 

The end goal of this class is to write cultural anthropological ethnography. Cultural anthropology describes the world and 

society from cultural perspectives of others. Through this knowledge, we can stir up our routinized daily lives, deepen our 

understanding about our cultures, and create new worldview. Culturally different people are not confined to South, North 

America, and China. People from different generation, upbringing, thinking are all around us. Students will learn how to research 

cultural anthropology and write ethnography. Students will read ethnography describing culturally different people (year-round), 

field research (summer holiday), determine their subjects, conduct investigation, and summarize data (autumn semester). 

Students taking this seminar must be sensitive toward different cultures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――講読文献の紹介と発表割り当て 

2. 文献講読及びディスカッション（１） 

3. 文献講読及びディスカッション（２）および写真観察法のグループ分け 

4. 文献講読及びディスカッション（３） 

5. 文献講読及びディスカッション（４） 

6. 文献講読及びディスカッション（５）および写真観察法による発表（１） 

7. 文献講読及びディスカッション（６）および写真観察法による発表（２） 

8. 文献講読及びディスカッション（７）および写真観察法による発表（３） 

9. ゼミ調査合宿の準備（１） 

10. ゼミ調査合宿の準備（２） 

11. ゼミ調査合宿の準備（３） 

12. 調査準備――文献資料を探す（１） 

13. 調査準備――文献資料を探す（２） 

14. 調査準備――収集文献の報告（１） 

15. 調査準備――収集文献の報告（２） 

16. 調査準備――調査計画を作る（１） 

17. 調査準備――調査計画を作る（２） 

18. エスノグラフィーを読む（１） 

19. エスノグラフィーを読む（２） 

20. エスノグラフィーを読む（３） 

21. 調査実施と中間報告（１） 

22. 調査実施と中間報告（２） 

23. 調査結果を整理する――ディスカッション（１） 

24. 調査結果を整理する――ディスカッション（２） 

25. 調査報告書の作成（１） 
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26. 調査報告書の作成（２） 

27. 調査報告書の発表（１） 

28. 調査報告書の発表（２） 

 

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

授業で指定した文献を熟読してから出席すること。 

街を散策し、常にアンテナを広げておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/文献講読発表(20%)/議論への参加(20%)/フィールド調査の実施(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

第 1 回目の授業において配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅原和孝、2006、『フィールドワークへの挑戦―“実践”人類学入門』、世界思想社 (ISBN:978-4790711889) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
総合的な環境教育・環境学習（ESD) 

担当者名 

（Instructor） 

阿部 治(ABE OSAMU) 

高橋 敬子(TAKAHASHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD382 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物多様性をテーマにしたアクションリサーチを通じて，人と自然、人と人、人と社会との関係を改善し、持続可能な地域社会づく

りに収れんする総合的な環境教育（ESD:持続可能な開発のための教育）について，実践的に学ぶことで SD(持続可能な開発）リ

テラシーを身につけると共に課題を明らかにする。 

 

Students will participate in proactive researches on biodiversity subject to improve relationships between human and nature, 

human and human, human and society. Students will learn and practice universal environmental education (ESD: Education for 

Sustainable Development), which converges in creation of a sustainable regional society. Students will become proficient in 

sustainable development (SD) while clarifying the topic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，持続可能な社会形成に向けた総合的な環境教育（ESD:持続可能な開発のための教育）の活動をアクションリサー

チの手法を用いて参加型学習によって行うことで，環境改善に寄与すると共にアクションリサーチの手法を身につける。アクション

リサーチの内容は，人類の生存に不可欠な生物多様性に対する都市住民の気づきの向上に焦点を当て，具体的には池袋地域

におけるチョウの種ならびに数を増加させることで，自然と人，人と人とが共生することをめざす“チョウ（蝶）の道”プロジェクトを

学内外のステークホルダー（主体）と連携・協働しながら推進する。対象地域としては，立教池袋キャンパスと区内の社会教育施

設などを含む池袋地域である。また，本大学 ESD 研究所の地域創生研究プロジェクトと連携（長崎県対馬市における ESD 人材

育成など）や行政・企業・NPOなどと連携し，総合的な環境教育の取り組みについて広く調査・発信していくと同時に環境教育の

手法を会得することも目指す。 

 

In this seminar, students will participate in proactive researches on universal environmental education (ESD: Education for 

Sustainable Development) to contribute to environmental improvement and to acquire proactive research technique. Their 

proactive researches focus on citizens’ awareness about biodiversity, which is essential for human survival. Specifically, 

students will increase variety and quantity of butterflies in Ikebukuro region. Students will collaborate with stakeholders (groups) 

in and out of university in “The Way of Butterflies” project. This project aims to promote co-existence between nature and 

human, human and human. Target regions are in Ikebukuro region, including Rikkyo Ikebukuro Campus and social education 

facilities in the region. In addition, students will work with Rikkyo Research Center for ESD on Regional Revitalization (cultivate 

ESD talents at Tsushima-Shi in Nagasaki Prefecture), government, corporation, and NPO to investigate and communicate 

implementations in general environmental education. At the same time, students will acquire methodology of environmental 

education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 総合的な環境教育とは 1 

3. 総合的な環境教育とは 2 

4. 総合的な環境教育とは 3 

5. 総合的な環境教育とは 4 

6. 総合的な環境教育とは 5 

7. 総合的な環境教育とは 6 

8. 総合的な環境教育とは 7 

9. 持続可能な地域づくりとは 1 

10. 持続可能な地域づくりとは 2 

11. 持続可能な地域づくりとは 3 

12. 持続可能な地域づくりとは 4 

13. 持続可能な地域づくりとは 5 

14. 持続可能な地域づくりとは 6 

15. 持続可能な地域づくりとは 7 

16. 生物多様性とは 1 

17. 生物多様性とは 2 
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18. 生物多様性とは 3 

19. 生物多様性とは 4 

20. 生物多様性とは 5 

21. 生物多様性とは 6 

22. 蝶の道プロジェクト 1 

23. 蝶の道プロジェクト 2 

24. 蝶の道プロジェクト 3 

25. 蝶の道プロジェクト 4 

26. 蝶の道プロジェクト 5 

27. 蝶の道プロジェクト 6 

28. 演習の総括 

 

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

毎回，前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/プレゼンテーション(30%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部治、2017、『ＥＳＤの地域創生力』、合同出版 (ISBN:978-4-7726-1315-6) 

随時配布 

 

参考文献（Readings） 

随時配布 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習は通常の授業時間は勿論，それ以外の活動時間が多いので，履修生は主体的参加意識が必須である。このため授業が

ある火曜 4 限以降は演習用に空けておくことを希望する。また，本演習では，市民や施設，行政，NPO関係者などとの対話を通

じて進めていく活動が多く，このようなステークホルダーに向けたプレゼンテーションなどを行う機会も多い。この意味で環境への

関心は勿論であるが，対話や協働・コミュニケーションなどへの関心も必須である。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD383 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教社会学／セラピー文化 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD383 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教，スピリチュアル，カウンセリング，心理主義，ライフスタイルなどをテーマとした実地調査をおこなう。 

 

Students will conduct field surveys on subjects such as religion, spirituality, counseling, psychologism, and lifestyle. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ例：■信じさせるメカニズム■新宗教と日本社会■日本人の宗教観■パワースポット■ホスピスケア■占い■現代のカウ

ンセラー■自己啓発■アニメ聖地巡礼など。 

春学期は宗教社会学の基本的な論考を輪読したのち，調査対象を選定，調査計画を立案する。秋学期は２〜４名の班に分か

れ，主に学外の個人・団体にインタビュー調査をおこない，最終レポートを各自作成する。 

 

Examples of subjects: ■ Mechanism of persuasion ■ New religions and Japanese society ■ Religious views of Japanese ■ 

"Power spot" ■ Hospice care ■ Fortunetelling ■ Modern counselor ■ Self-enlightenment ■ Pilgrimage at locations 

shown in animation films. 

In spring semester, students will read basic theories about sociology of religion, select target, and plan their surveys. In autumn 

semester, students will be divided into groups of 2 to 4 to conduct interview surveys with individual(s) and organization(s) 

outside of campus, and create their theses in the end. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 輪読：宗教社会学入門 

3. 輪読：日本人の宗教観 

4. 輪読：新宗教 

5. 輪読：スピリチュアリティ 

6. 輪読：カルト論争 

7. 授業内インタビュー実習 

8. 輪読：セラピー文化論 

9. 輪読：宗教と社会貢献 

10. 輪読：その他文献（１） 

11. 輪読：その他文献（２） 

12. 班割り 

13. 班ごとの調査計画発表（１） 

14. 班ごとの調査計画発表（２） 

15. 全体打ち合わせ 

16. 調査と報告（１） 

17. 調査と報告（２） 

18. 調査と報告（３） 

19. 調査と報告（４） 

20. 調査と報告（５） 

21. 調査と報告（６） 

22. 最終報告（１） 

23. 最終報告（２） 

24. レポート添削（１） 

25. レポート添削（２） 

26. お礼状の発送 

27. 報告書の作成（１） 

28. 報告書の作成（２） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(30%)/レポート(35%)/それ以外［出欠，演習への貢献度など］(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講時の注意 http://d.hatena.ne.jp/ykoike/20060421 

 

注意事項（Notice） 
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■DD384 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

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） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD384 

 

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。 

 

 Specifically, the course aims to achieve the following three points: (1) Students will understand typical theories on 

globalization and multicultural coexistence (immigration, multicultural coexistence, tourism, local culture, transition to 

multicultural family, context of refugee issue, etc.), (2) Students will refer to their daily lives around them and keep asking 

themselves about what globalization and culture are. As part of the globalization population, students will focus on acquiring 

ability to live in the future through these 2 points. 

 

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講読、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。 

 

 Globalization compresses time and space, connecting diverse people living across the globe and making them neighbors. 

However, we are facing new problem at the same time. In this class, students will learn about globalization structure from 

perspective of border and ethnicity. 

 Specifically, students will read literatures during first half of the class in spring semester. In the second half, students will 

participate in discussion based on contents of these literatures. During spring semester, students will use the opportunity to 

discover subjects they are interested in. Before summer holiday, students will discover research subjects they are interested in 

and work on. In addition, during autumn semester, students will plan and conduct surveys, before analyzing and reporting on 

them. Students will re-question globalization by looking at their surroundings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期ガイダンス 

2. フィールド授業 1 

3. 文献講読＋グループ・ディスカッション 1 

4. 文献講読＋グループ・ディスカッション 2 

5. 文献講読＋グループ・ディスカッション 3 

6. フィールド授業 2 

7. 文献講読＋グループ・ディスカッション 4 

8. 文献講読＋グループ・ディスカッション 5 

9. 文献講読＋グループ・ディスカッション 6 

10. フィールド授業 3 

11. 文献講読＋グループ・ディスカッション 7 

12. 文献講読＋グループ・ディスカッション 8 

13. 文献講読＋グループ・ディスカッション 9 

14. フィールド授業 4 

15. 秋学期ガイダンス 

16. 社会調査の準備(1) 

17. 社会調査の準備(2) 

18. 社会調査の準備(3) 
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19. 社会調査の実施(1) 

20. 社会調査の実施(2) 

21. 社会調査の実施(3) 

22. 調査結果の分析(1) 

23. 調査結果の分析(2) 

24. 調査結果の分析(3) 

25. 調査報告・報告書の作成(1)  

26. 調査報告・報告書の作成(2)  

27. 調査報告書発表会(1) 

28. 調査報告書発表会(2) 

 

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

授業の一環として実施する夏合宿（8 月第 1 週目を予定）には積極的に参加して欲しいと考えています。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(40%)/議論への参加、ミニレポート提出、グループ学習への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者の興味関心に合わせて、随時授業中に指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井香世子、2017、『国際社会学入門』、ナカニシヤ書店 (ISBN:978-4779511349) 

その他、適宜、授業のなかで提示する。 

 

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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■DD385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「集まり」から都市を考える 

担当者名 

（Instructor） 
高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD385 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市には、様々な人びとが集い、多くのモノが集積し、多種多様な出来事が生じている。このゼミでは、こうした人やモノの「集ま

り」に関する具体的な事例に着目し、文献講読とフィールドワークを通して都市の現在を理解することを目標とする。 

 

In the city, various people gather, many things are accumulated, and various events occur. The aim of this seminar is to 

understand the present of the contemporary city through reading the literature and field work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 文献講読とディスカッションによりテーマを設定した後に、調査計画の策定・実施・報告書執筆を行う。いずれも受講生の真摯な

取り組みと積極的・主体的取り組みを強く求める。 

 なお具体的な調査テーマとして想定しているものは下記のような事例である。これらはあくまで参考事例であり、最終的なテー

マの設定は受講生の問題関心に即して主体的に決定してもらう。 

 

■社会問題に対する市民の活動：デモ、諸々の集会 など 

■コミュニティ活動：子ども食堂、コミュニティカフェ、地域盆踊り大会 など 

■イベント：音楽フェス、映画祭 など 

■集まる場：盛り場、公園、広場 など 

 

なお、授業の予定は下記の通りだが、状況に応じて変更する場合がある。 

 

First, students understand about contemporary city through reading articles and discussion. After that, each student sets a  

theme, conducts research, and writes a report. Students will be expected to be proactive. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基礎文献講読と討論(1) 

3. 基礎文献講読と討論(2) 

4. 基礎文献講読と討論(3) 

5. 基礎文献講読と討論(4) 

6. 基礎文献講読と討論(5) 

7. 基礎文献講読と討論(6) 

8. 基礎文献講読と討論(7) 

9. 基礎文献講読と討論(8) 

10. テーマ設定について 

11. テーマ設定(1) 

12. テーマ設定(2) 

13. テーマ設定(3) 

14. 春学期のまとめと全体討論 

15. 調査企画の検討(1) 

16. 調査企画の検討(2) 

17. 調査企画の検討(3) 

18. 実査(1) 

19. 実査(2) 

20. 実査(3) 

21. 実査(4) 

22. 調査結果の報告(1) 

23. 調査結果の報告(2) 

24. 調査結果の報告(3) 

25. 報告書原稿の報告(1) 
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26. 報告書原稿の報告(2) 

27. 報告書原稿の報告(3) 

28. 総括と全体討論 

 

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

基礎文献講読では指定された文献を精読し、意見を持ってゼミに臨むこと。ゼミでは積極的な発言を求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ及びプレゼンテーション(40%)/ゼミにおける議論への参加状況(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岸政彦、2015、『断片的なものの社会学』、朝日出版社 (ISBN:9784255008516) 

2. 前田拓也他、2016、『最強の社会調査入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779510793) 

上記２冊は第１回授業前に読んでおくこと。追加テキストは随時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷信介ほか、2013、『新・社会調査へのアプローチ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

2. W.C.ブースほか、2018、『リサーチの技法』、ソシム (ISBN:978-4802611527) 

随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1)参加者のしっかりとした問題意識と着実かつ精力的な文献講読、データ収集・分析、調査を強く求める。 

2)社会調査法１・２の内容を復習しておくこと。調査手法のみならず問いの立てかたについても理解を深めておくこと。 

3)自発的で積極的な参加と双方向的なコミュニケーションを重視する。 

4)ゼミ時間は延長する場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD386 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費社会とわたしたち 

担当者名 

（Instructor） 
貞包 英之(SADAKANE HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD386 

 

授業の目標（Course Objectives） 

消費社会のあり方について、理論的に把握するとともに、都市をフィールドとしてみずから具体的に調べ、分析する力を身につけ

る。 

 

The goals of this course are to enable students to gain a theoretical understanding of the nature of consumer society, as well 

as to acquire the ability to conduct concrete research and analysis of consumer society in urban areas.. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私たちの社会は消費社会をベースとして成り立っています。それを理解するために授業前半では消費社会論の基礎的な文献

を読んでいきます。それによって問題関心を深めるとともに、授業後半には、モール、住居、自動車、ファッション、観光、サブ・カ

ルチャーなどをテーマに、おもに東京を対象とした調査を各自におこなっていただき、その結果の発表・討論、報告書の取りまと

めを行います。 

 

Our society is based on a consumer society. In order to understand the nature of this consumer society, in the first half of the 

class, we will read the basic literature on consumer society. By doing so, students will be able to deepen their interest in the 

issues, and in the latter half of the class, they will be asked to conduct a survey focusing mainly on Tokyo, with themes such as 

malls, housing, automobiles, fashion, tourism, and sub-culture. Students are required to present the results, discuss them, and 

compile a report. 

 

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（見田宗介『現代社会の理論』予定） 

3. 文献講読（見田宗介『現代社会の理論』予定） 

4. 文献講読（内田隆三『消費社会と権力』予定） 

5. 文献講読（内田隆三『消費社会と権力』予定） 

6. 文献講読（ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』予定） 

7. 文献講読（ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』予定） 

8. 文献講読（ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』予定） 

9. 文献講読（小田 光雄『「郊外」の誕生と死』予定） 

10. 文献講読（吉見俊哉『親米と反米』予定) 

11. 佐藤郁哉『暴走族のエスノグラフィー』(新曜社、1984) 

12. フィールドワークの計画、予備調査 

13. フィールドワークの計画、予備調査 

14. フィールドワーク予定についての説明 

15. フィールドワークの計画、予備調査 

16. 文献講読（平山洋介『東京の果てに』予定） 

17. 文献講読（内田隆三『国土論』予定） 

18. 文献講読（永江郎『セゾン文化は何を夢みた』予定） 

19. 文献講読（山下清海『池袋チャイナタウン』予定） 

20. 文献講読（雨宮まみ『東京を生きる』予定）） 

21. フィールドワーク調査の結果発表・討論 

22. フィールドワーク調査の結果発表・討論 

23. フィールドワーク調査の結果発表・討論 

24. フィールドワーク調査の結果発表・討論 

25. フィールドワーク調査の結果発表・討論 

26. フィールドワーク調査の結果発表・討論 

27. フィールドワーク調査の結果発表 

28. 報告書のとりまとめ 
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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、調査・分析を実施する。またフィールドワーク調査に参加する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表 1(30%)/発表 2(30%)/報告書作成(40%) 

詳細は追って提示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 見田宗介、1996、『現代社会の理論』、岩波書店 

2. 内田隆三、1987、『消費社会と権力』、岩波書店 

3. ジャン・ボードリヤール、2015、『消費社会の神話と構造』、紀伊國屋書店 

4. 貞包英之、2015、『地方都市を考える』、花伝社 

 

参考文献（Readings） 

詳細は追って提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会調査士 G科目に申請予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD387 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境と地域 

担当者名 

（Instructor） 
関 礼子(SEKI REIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD387 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献調査やフィールド調査を通して多面的な環境への視点を育み、卒業論文を作成する力を養う。 

 

By researching literatures and conducting field surveys, students will cultivate their perspectives for multi-aspect environment 

and acquire ability to write graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミでは、地域の歴史や文化、社会との関係で環境を広く捉えます。また、フィールドとの対話を通して地域社会にアプロー

チするための読む、見る、聞く、書くを重視します。 

 

This seminar will touch on wide area, including relationships among regional history, culture, and society. In addition, students 

will have conversations during their field works. They will focus on reading, seeing, listening, and writing when approaching 

regional society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス１ 

2. 文献報告１ 

3. 文献報告２ 

4. 文献報告３ 

5. 調査テーマ検討１ 

6. 文献調査１ 

7. 調査テーマ検討２ 

8. 文献調査２ 

9. 調査テーマ検討３ 

10. 文献調査３ 

11. フィールド調査１ 

12. フィールド調査２ 

13. フィールド調査３ 

14. 調査のまとめ１ 

15. 調査のまとめ２ 

16. 文献講読１ 

17. 文献講読２ 

18. 文献講読３ 

19. 文献講読４ 

20. 調査報告書骨子作成１ 

21. 調査報告書骨子作成２ 

22. 調査報告論文検討１ 

23. 調査報告論文検討２ 

24. 調査報告論文検討３ 

25. 調査報告論文検討４ 

26. 編集・校閲１ 

27. 編集・校閲２ 

28. 1 年の活動の振り返り 

 

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

文献報告やフィールド報告の準備、また野外での調査実習への参加等。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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出席と議論への参加(30%)/口頭報告(20%)/報告書原稿(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

追って指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 関礼子ゼミナール、2016、『阿賀の記憶、阿賀からの語り』、新泉社 (ISBN:978-4787716101) 

2. 宮内泰介、2017、『歩く、見る、聞く 人々の自然再生』、岩波書店 (ISBN:978-4004316473) 

適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2 年次にフィールド実習を受講していることが望ましい。4 年生との合同ゼミ、他大学との共同調査などもありうる。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD388 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバルな人の移動と大都市のエスニック社会 (Global Migration and Ethnic 

Communities in Metropolitan Areas) 

担当者名 

（Instructor） 

水上 徹男(MIZUKAMI TETSUO) 

島崎 裕子(SHIMAZAKI YUKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD388 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学の基礎理論を基に，実証研究のあり方について理解を深めていくことを目的とする。大都市圏で形成されたエスニック・コ

ミュニティやトランスナショナルな移住者などを調査対象とする予定である。 

 

The purpose of this class is to understand the way to conduct empirical research, in relation to theories of Sociology. It is 

intended to undertake some fieldwork in ethnic communities where  transnational migrants' networks have existed in the 

metropolitan Tokyo. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は主にグローバルな人の移動やエスニック・コミュニティの形成と関係した文献を読み，国内のエスニック人口と関係した

統計資料の解析など、基礎理論とデータの整理を行う。秋学期は外国住民にかかわる NPOの取り組みや移住者に関係した政

策の変化などを調べる。また，エスニック・ビジネスやエスニック・コミュニティの変化についてフィールドワークを実施する。それぞ

れがテーマ別に課題を遂行し，調査の報告書を作成する。 

 

In this semester, we will read the relevant literature on global migration and the formation of ethnic communities. In addition, we 

will systematize some statistical data on ethnic populations in Japan, migration trends, and so on. In semester II, we will examine 

NPO’s activities involving foreign residents and government policies related to international migration. We also conduct some 

fieldwork on the contemporary ethnic business and communities in the metropolitan areas. Each student must set up an original 

theme and carry out the task of composing a research report from the analyses of empirical data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（本調査の目的，関連する調査などの紹介） 

2. 調査の企画（テーマの明確化） 

3. 関連文献の収集および整理 

4. 関連文献の収集および整理 

5. 関連文献の収集および整理 

6. 関連文献の収集および整理 

7. 先行研究に関する報告会 

8. 先行研究に関する報告会 

9. 先行研究に関する報告会 

10. フィールドワーク計画の策定 

11. フィールドワーク計画の策定 

12. 調査項目の整理 

13. 調査票の作成 

14. 調査票の作成 

15. 調査計画に関する報告会 

16. 調査計画に関する報告会 

17. 質問票およびインタビュー調査 

18. 質問票およびインタビュー調査 

19. 質問票およびインタビュー調査 

20. 質問票およびインタビュー調査 

21. 中間報告会 

22. 中間報告会 

23. 中間報告会 

24. 報告書作成に関する検討会 

25. 報告書の作成 

26. 報告書の作成 

27. 報告書の作成 

28. 報告書の作成  
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までのテーマで扱った内容を確認し，次回までに復習しておくこと。発表にあたっては，事前に参考資料を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーションおよびディスカッション(30%)/授業期間内のレジュメおよびレポート(30%)/最終報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は特に指定しないが，授業のなかで参考となる資料を紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. バートベック, S、2014、『トランスナショナリズム』、日本評論社 

2. 吉成勝男他、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 

3. 高校生のための社会学編集委員会、2009、『未知なる日常への冒険 ―高校生のための社会学』、ハーベスト社 

4. R. コーエン & P.ケネディ、2003、『グローバル･ソシオロジーI，II』、平凡社 

その他，適宜授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD389 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバリゼーション時代の都市と地域 

担当者名 

（Instructor） 
太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD389 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は都市とグローバリゼーションについて考えるゼミである。年間のゼミ活動を通じ、履修者は都市社会学・地理学周辺の

都市研究に関わる学術的知識を身に着け、自ら適切なテーマを選択し、フィールドワークを進めるとともに、これに基づいた報告

書（ゼミ論文）を完成させる。以上を通し、4 年次の主体的な卒業論文執筆に備えた力を養うことを学習目標とする。 

 

This class takes up topics on cities and globalization. Those who take the class absorb academic knowledge on urban sociology 

and geography through reading books and materials related to these realms. Furthermore, students have to choose a theme, 

carry out field research, and make a report based on first-hand data they collect in the field. Each student is expected to 

develop comprehensive skills necessary to write a graduation thesis in the 4th year of university.  

 

授業の内容（Course Contents） 

①都市社会学・地理学に関わる理論的文献の講読、②グローバリゼーションと日本を含む各国における都市、地域、人間の活動

に関する文献の講読、③現場の観察やインタビューに基づくフィールドワークの方法の復習と学習、④調査テーマの検討・決定と

調査項目の精緻化、⑤フィールド調査の実施、⑥調査結果の整理・分析と報告書の執筆。 

 

履修者は自らの関心と実現可能性に基づいてテーマを考えること。また、ゲストスピーカーを呼ぶ可能性もある。 

 

1. Reading literature on theories of urban sociology and geography 

2. Reading literature on globalization and its impact on various regions 

3. Methods of field research based on observation and interview 

4. Selection of research theme, field, and topic 

5. Field research 

6. Analysis of the data 

7. Writing and editing of report 

Students have to decide themes based on own interests and feasibility.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 先輩たちの経験―研究テーマをどう考えるか 

3. 文献講読と討論① 

4. 文献講読と討論② 

5. 文献講読と討論③ 

6. 文献講読と討論④ 

7. 文献講読と討論⑤ 

8. テーマ選択に関わる文献資料の収集・講読・整理① 

9. テーマ選択に関わる文献資料の収集・講読・整理② 

10. テーマ選択に関わる文献資料の収集・講読・整理③ 

11. 現地訪問 

12. 調査テーマの検討と決定① 

13. 調査テーマの検討と決定② 

14. 調査テーマの検討と決定③ 

15. テーマの明確化と調査項目の検討① 

16. テーマの明確化と調査項目の検討② 

17. 実査① 

18. 実査② 

19. 調査及び執筆状況の報告① 

20. 調査及び執筆状況の報告② 

21. 調査及び執筆状況の報告③ 

22. 調査及び執筆状況の報告④ 
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23. 調査及び執筆状況の報告⑤ 

24. 調査及び執筆状況の報告⑥ 

25. 報告書の構成の検討 

26. 報告書案の検討① 

27. 報告書案の検討② 

28. 総括 

 

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

毎回の報告担当者はレジュメを作成しておくこと。履修者は前もって指定された文献を必ず読んでおくこと。日頃から各自テーマ

に関する情報収集につとめ、研究を進めておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/議論への貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤政洋・大城直樹編、2006、『都市空間の地理学』、ミネルヴァ書房 

2. 工藤保則・寺岡伸吾・宮垣元編、2016、『質的調査の方法―都市・文化・メディアの感じ方［第 2 版］』、法律文化社 

3. 竹中克行編著、2015、『人文地理学への招待』、ミネルヴァ書房 

4. 新津晃一・吉原直樹編、2006、『グローバル化とアジア社会―ポストコロニアルの地平』、東信堂 

5. ムニョス、フランセスク、2013、『俗都市化―ありふれた景観 グローバルな場所―（竹中克行・笹野益生訳）』、昭和堂 

そのほか、適宜指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業計画は前後することがある。 

・授業時間は延長することを前提に参加のこと。 

・グループワークを行なうことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD390 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アート（音楽、美術、映像、演劇など）と社会のかかわり 

担当者名 

（Instructor） 

小泉 元宏(KOIZUMI MOTOHIRO) 

毛利 嘉孝(MORI YOSHITAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DD390 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アート（音楽、美術、映像、演劇など）や現代諸文化と、社会のかかわりに関する考察を深めること。また、自身の研究テーマにつ

いて調査研究を進めるとともに、卒業論文執筆に向けた基礎を固めること。 

 

This course will study the meaning and role of arts in society, through theories and actual case studies from Japan and 

overseas. Also, students will select a research theme related to the arts/cultures/lifestyles etc. and write a research paper, 

under the guidance of an advisor.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業（ゼミ）では、近年のアートや創造性（クリエイティヴィティ）をめぐる社会の動きの背景に、いかなる社会構造や思想性が含

まれているのか。また、それらの問題点はどこにあるのか。さらには、それらの社会構造や問題点を変えていくにはどうしたらよい

のか、などを次のようなアプローチを通じて検討していきます。 

 

・文献研究｜文化研究、文化社会学、現代芸術論などに関する文献を読みます。 

 

・フィールド調査｜首都圏各所のほか、夏季には、芸術祭やアートプロジェクトなどの視察や、研究交流を目的とした合宿を実施

します。合宿のフィールド先は、瀬戸内地域（高松市・直島・豊島ほか）、鳥取県（鳥取市・湯梨浜町）、新潟県（十日町市・津南

町）、台湾（台北ほか）、インドネシア（ジャカルタほか）、イギリス（ロンドン・リバプールほか）などのなかから選定します。 

 

・インターゼミや、合同ゼミへの参加｜東京藝術大学、東京大学、慶應義塾大学、静岡文化芸術大学、北海道教育大学、九州大

学、鳥取大学、国際基督教大学（ICU）、シンポール国立大学（NUS）などの教員・学生と合同実施（年度により異なる）。 

 

・ゲストトーク｜国内外の研究者やアーティストらによるトークなど。 

 

・また、個々の関心によっては、アートに関わる実践活動（アートプロジェクトや芸術祭など）の現場への関わりを持つことも可能で

す。 

 

ゼミに所属する学生（履修生）は、「アートとまちづくり」、「クリエイティビティと政治やエコノミーの関係性」、「表現活動を通じた新

たなライフスタイル」、「音楽をめぐる場」、「障がい者とアート」、「地域アートプロジェクト」、「クリエイティブ産業」など、各自の興味

関心に基づいた研究を行うことができます。現代文化と社会の関係性にかんする幅広いテーマを選ぶことが可能です。 

 

Students spend two semesters researching their topics. This course consists of: 

- field research and summer camp (e.g. Setouchi area, Tottori, Niigata, Taipei etc.) 

- reading bibliographical materials 

- selecting appropriate research methodology 

- reading texts and carrying out data collection 

- analysing texts and data 

- writing a research thesis  

- presenting and discussing the research at seminars 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. フィールドワーク・ディスカッション 

3. 文献講読・ディスカッション 

4. 文献講読・ディスカッション 

5. 文献講読・ディスカッション 

6. フィールドワーク・ディスカッション 

7. 文献講読・ディスカッション 

8. 文献講読・ディスカッション 
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9. 文献講読・ディスカッション 

10. ゲストトーク・ディスカッション 

11. 文献講読・ディスカッション 

12. 文献講読・ディスカッション 

13. 文献講読・ディスカッション 

14. 他大学との「合同ゼミ」や、夏季合宿への参加｜研究構想発表・ディスカッション、フィールドワーク 

15. 中間オリエンテーション 

16. 文献講読・ディスカッション 

17. 文献講読・ディスカッション 

18. 文献講読・ディスカッション 

19. フィールドワーク・ディスカッション 

20. 文献講読・ディスカッション 

21. 文献講読・ディスカッション 

22. 文献講読・ディスカッション 

23. 研究発表（プレゼンテーション）・ディスカッション 

24. 研究発表（プレゼンテーション）・ディスカッション 

25. 研究発表（プレゼンテーション）・ディスカッション 

26. 研究発表（プレゼンテーション）・ディスカッション、報告書作成 

27. 研究発表（プレゼンテーション）・ディスカッション、報告書作成 

28. 他大学との「インターゼミ」への参加など、全体のまとめ 

 

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

研究発表については、各自の関心に基づき、あらかじめ調査研究を進めたうえで実施することとする。また、夏季休業中に合宿

形式の実地調査も実施する予定である。その他、他大学・研究室と合同形式でのゼミ（インターゼミ）にも年に１−２度、参加する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（授業参加、研究発表、ディスカッション参加等）(100%) 

少人数ゼミ形式による授業のため、他の履修生とのディスカッションへの参加など、授業への積極的な関与を高く評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者の関心や習熟度を踏まえたうえ、授業内でテキストを指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アート＆サイエンス研究センターSEA研究会編、2018、『ソーシャリー・エンゲイド・アートの系譜・理論・実践：芸術の社会的転

回をめぐって』、フィルムアート社 (ISBN:978-4845917112) 

2. 毛利嘉孝編著、2017、『アフターミュージッキング：実践する音楽』、東京藝術大学出版会 (ISBN:978-4904049563) 

3. 藤田直哉編、2016、『地域アート：美学／制度／日本』、堀之内出版 (ISBN:978-4906708550) 

4. ジャック・ランシエール、2013、『解放された観客』、法政大学出版会 (ISBN:978-4588009990) 

5. クレア・ビショップ、2016、『人工地獄：現代アートと観客の政治学』、フィルムアート社 (ISBN:978-4845915750) 

6. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法：問いを育てる、仮説をきたえる』、新曜社 (ISBN:978-4788507883) 

7. 白川昌生・杉田敦編、2018、『芸術と労働』、水声社 (ISBN:978-4801003255) 

その他、授業内で都度、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD403／エスノグラフィー論 

(Ethnography) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的データ分析 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 久美子(SUZUKI KUMIKO) 

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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的調査（エスノグラフィー的方法）とはどのようなものであるかを多面的に知り、その方法論を理解する。そのために実際に調査

のプロセスの一端を経験し、自らのテーマに対する質的調査実践のスキルと探究心を身につけることを目標とする。 

 

Students will understand qualitative surveys (ethnographical methods) and their methodologies from multiple perspectives. To 

do that, students will experience part of these actual survey processes. Students will acquire practical skill and curiosity to 

conduct qualitative analyses on their subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

エスノグラフィーの展開とアプローチを紹介したうえで、質的データの収集や分析方法について具体的に講義する。また、演習的

な授業展開のなかで、グループワーク、インタビュー演習等を実践する。 

なお、最終課題として、フィールドワークを実施したうえでの調査レポートと写真集の作成を行う。 

 

Professor will introduce ethnography development and approach before explaining specific methods to collect and analyze 

qualitative data. Furthermore, in this seminar class students will also practice group works and interview seminars. 

For their final assignments, students will conduct field works, write survey reports, and create photo albums. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査のすすめ 

2. 演習：社会調査とはなにかグループ討議をしてみよう 

3. エスノグラフィーとはなにか① 

4. エスノグラフィーとはなにか② 

5. エスノグラフィー実践に向けて① 

6. エスノグラフィー実践に向けて② 

7. インタビューの技法 

8. 演習：インタビューをやってみよう① 

9. 演習：インタビューをやってみよう② 

10. 演習：インタビューをめぐってグループ討議をしてみよう 

11. インタビューとその記録① 

12. インタビューとその記録② 

13. インタビュー映像とエスノグラフィー 

14. エスノグラファーとしてのありかたとは 

 

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

授業時間外の学修に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(15%)/授業内に指示した提出物（演習課題）(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田博志、2010、『エスノグラフィー入門 ＜現場＞を質的研究する』、春秋社 (ISBN:978-4-393-49911-5) 

2. 藤田結子・北村文、2013、『現代エスノグラフィー 新しいフィールドワークの理論と実践』、春秋社 (ISBN:978-4-7885-1328-0) 

その他、テーマごとに随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DD421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD421／グローバル都市論 

(Global City) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
北の都市、南の都市 

担当者名 

（Instructor） 
太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、世界的な資本主義の拡大とその下で生ずる都市空間の形成と変容について、地球の北と南、それぞれにおける具

体的地域の文脈や歴史的諸局面に即して学ぶ。国内外の都市や地域に関わる現象をグローバルな文脈で理解する視座を獲得

し、「他者への想像力」を培うことを目標とする。本授業は社会学部現代文化学科の教育課程編成方針「形成期」「完成期」にあた

る専門教育選択科目である。 

 

This class examines development processes of urban space and its transformation under the expansion of capitalism world-

wide. Each lecture picks up examples of those processes both in the North and the South, paying special attention to historical 

and geographical contexts. Students are expected to obtain a perspective to understand various phenomena on cities and 

region within a global context and cultivate"imagination for others".  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内容は、①北における産業化と都市化、②グローバル都市の形成と地球規模での南北関係の再編、③南の様々な地域に

おける農村社会と都市化、④南の大都市と人々の生活・文化、⑤南におけるグローバル化と都市空間・社会の変容、⑥①～⑤を

踏まえた上での都市論の再考といったテーマから構成される。 本授業は、社会学部現代文化学科「都市とコミュニティ領域」の

「発展科目」にあたる（科目ナンバリング参照）。 

 

1. Industrialization and urbanization in the North 

2. Emergence of global cities and restructuring of world economy 

3. Rural societies and urbanization in regions of the South 

4. Mega-cities, and lives and cultures of people in the South 

5. Transformation of urban space and society under the globalization in the South 

6. Re-examination of urban studies 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバリゼーションと都市 

3. 北の都市① 

4. 北の都市② 

5. グローバル・ノースの都市① 

6. グローバル・ノースの都市② 

7. 小活 

8. 南の都市① 

9. 南の都市② 

10. 南の都市③ 

11. グローバル・サウスの都市① 

12. グローバル・サウスの都市② 

13. グローバル・サウスの都市③ 

14. まとめ 

 

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

前もって資料を配布し、読むよう指示することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業内で適宜提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。資料の配布などに Blackboard を使用することもある。 

・期末試験に対するフィードバックは、Blackboardを通じて行なう。 

・授業の進捗状況などによっては取り扱うテーマが前後することがある。 

・私語について、講義に重大な悪影響を及ぼすと判断した場合には厳重注意を行ない、学生証の提示と教室からの退場を求め

ることがある。  

・リアクションペーパーの提出を求めることがある。 

・ゲストスピーカーを呼ぶ場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD422／都市マイノリティ論 

(Urban Minorities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
寄せ場とホームレス問題の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
北川 由紀彦(KITAGAWA YUKIHIKO) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本社会におけるマイノリティ、特にその中でもいわゆるホームレス状態にある人々に関する基本的な知識を修得するとともに、

彼ら・彼女らと「われわれ」との関係について理解を深めることを目標とする。 

 

Students will acquire basic knowledge about minorities in Japanese society, particularly homeless people. Students will aim to 

deepen their understanding about relationships between themselves and these populations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いわゆるホームレス状態にある人々に関して､ 彼ら・彼女らがどのような世界を生き､ そうした世界が ｢われわれ｣ の社会との

どのような関係のもとで生成されてきた／いるのかについて論じていく｡ 問題の所在や背景について考えることに重きを置いてい

るので、「これが答えだ」「これが解決策だ」というような「元気の出る」「スッキリする」話は（おそらく）しない。なお､ 受講者の理解

度や関心などに応じて各回の内容を変更する可能性がある｡ また､リアクションペーパーへのリプライ（毎回の授業の前半 30 分

ほどを使う予定）を通じて､講義形式ではあるができるだけインタラクティヴな授業にしたいと考えている｡ 

 

Students will discuss the world homeless population lives in and connections between homeless world and our society. These 

connections have given and is giving birth to homeless worlds. As the focus is on positions and backgrounds of these problems, 

students should be aware that these discussions will (probably) not end with solution, light note, or well-rounded conclusion. 

Professor may change class contents based on students’ proficiency and interest. Although this class is in lecture format, 

students are encouraged to be interactive by replying to their reaction papers (about 30 minutes in the first half of each class). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／寄せ場とは何か（１） 

2. 寄せ場とは何か（２）：寄せ場労働者の労働・生活の形態と労働市場の中での位置 

3. 寄せ場とは何か（３）：寄せ場の形成とその要因／寄せ場労働者の社会的世界 

4. 寄せ場とは何か（４）：寄せ場の変容とその背景（１） 

5. 寄せ場とは何か（５）：寄せ場の変容とその背景（２） 

6. 「ホームレス問題」（１）：「ホームレス」とは／誰が野宿者になっているのか 

7. 「ホームレス問題」（２）：なぜ女性野宿者は少ないのか／ホームレス問題の社会的構築 

8. 「ホームレス問題」（３）：生活保護制度と野宿者／路上生活（野宿生活）の形成 

9. 「ホームレス対策」（１）：「ホームレス対策」とは何か／特別措置法の成立と背景／「自立支援事業」とは何か 

10. 「ホームレス対策」（２）：「自立支援事業」の実態と問題点／国内各地における各種「ホームレス対策」等の概況 

11. 「ホームレス対策」（３）：「地域生活移行支援事業」について考える 

12. 日本の住宅政策 

13. ホームレス支援策の直近の動向／「派遣切り」問題と「年越し派遣村」について考える（１） 

14. 「派遣切り」問題と「年越し派遣村」について考える（２）／まとめ 

 

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

毎回の授業で参考文献を紹介するので、各自の関心に応じて手に取って、読んでみてほしい。また、授業の中で宿題を課すこと

も予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/出席回数および授業の中で適宜課す宿題の提出状況(20%) 

平常点は、出席回数および授業の中で適宜課す宿題の提出状況により判断する。単位修得のためには、10 回以上の出席を必

要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は用いない。 
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参考文献（Readings） 

1. 岩田正美・西澤晃彦編、2005、『貧困と社会的排除 福祉社会を蝕むもの』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623041381) 

2. 狩谷あゆみ編、2006、『不埒な希望 寄せ場／ホームレスをめぐる社会学』、松籟社 (ISBN:978-4879842466) 

3. 青木秀男編、2010、『ホームレス・スタディーズ 排除と包摂のリアリティ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623058136) 

4. 原口剛ほか編、2011、『釜ヶ崎のススメ』、洛北出版 (ISBN:978-4903127149) 

5. 西澤晃彦、2015、『貧困と社会』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595315671) 

6. 原口剛、2016、『叫びの都市 寄せ場，釜ヶ崎，流動的下層労働者』、洛北出版 (ISBN:978-4-903127-25-5) 

その他、毎回配布するプリント中でも参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中の私語等の迷惑行為については厳しく対処する。授業は定刻に開始し、授業開始から 15 分経過以降は原則として出席

票を配布しない（＝欠席扱いとする）ので、遅刻しないように特に注意されたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD423／都市コミュニティ論 

(Urban Local Community) 

担当者名 

（Instructor） 
柳 信寛(YANAGI NOBUHIRO) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市コミュニティの概念と理論を習得し、現実社会での実践、特に日本での都市コミュニティの現実と可能性を検討する。都市社

会の状況や都市政策の歴史的経緯を把握する過程で、「都市で生活すること」への分析視角を深めることを目指す。 

 

Students will learn urban community concepts and theories. They will then discuss implementation in actual society, particularly 

reality and potential of urban community in Japan. Students will understand urban society conditions and urban policy historical 

timeline to deepen their perspective to analyze urban living. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在「コミュニティ」という語は多方面で使用されているが、実は非常に曖昧な表現である。したがって、まず歴史的に研究を概観

することによって、その定義や理論が発生した経緯、期待された機能などを論じる。続いて、日本のコミュニティ研究を振り返りな

がら、コミュニティ政策の歴史的成果や課題を検討する。そのうえで、社会科学の諸テーマとコミュニティがどのような関係や状況

にあるのかについて展開していく。 

 

Now the word community is used in many ways, making its meaning ambiguous. Therefore, students will study timeline and 

expected function, in which these definitions and theories were born, by reviewing historical researches. Next, students will 

review community researches in Japan while discussing historical community policy findings and topics. In addition, students will 

study connections and conditions among various social science subjects and community. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 理論の系譜 都市化社会への危惧 

3. 理論の系譜 コミュニティへの着目 

4. 理論の系譜 概念を絞り込む 

5. 理論の系譜 概念を解放する 

6. 住宅地・ニュータウンの形成 

7. 町内会の成立と変遷 

8. 日本でのコミュニティ理論 

9. コミュニティ政策 

10. コミュニティ施設 

11. 商店会・自営業 

12. 家族・学校・ライフコース 

13. 標準世帯・標準就労モデルの限界 

14. 都市コミュニティ理論の課題と展望 

 

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

個人が成育した生活環境によって、コミュニティに対する視点は大きく異なってくる。都心、郊外、ニュータウン、地方都市など

様々であろうが、なによりもまず自分自身が生活している地域や住宅、家族関係や近隣などを注視してほしい。一般的にみられ

ることなのか、それとも特殊であるのかなど、自身をとりまく社会環境・生活環境を冷静に客観的に捉えようとする態度を求めま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD424／まちづくり論 

(Community Design) 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 光博(TAKEUCHI MITSUHIRO) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〝まちづくり〟とは何か、〝まちづくり〟を相対化しその現在を考察する中で、将来のあり方を展望する思想・論理を考える。 

 

What is city building? Students will compare and analyze current condition of city building. They will also think about ideas and 

theories about future trends. 

 

授業の内容（Course Contents） 

諸論文の読解を通じて〝まちづくり〟をめぐるさまざまな課題を認識し、また「都市計画」や「社会資本整備」の史的展開を確認

し、いくつかの事例研究を交え、〝まちづくり〟の将来のあり方を展望するための基礎的なテーマを整理し学ぶ。なお、下記内容

を予定しているが授業の展開により変更することもある。 

 

Students will read multiple papers to become aware of various city building issues, while verifying historical progress of city 

planning and social infrastructure development. In addition, students will study several case researches to organize and learn 

basics of future city building. The following contents are estimates and may be changed depending on class progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（〝まちづくり論〟の概要） 

2. 「まちづくり定義」の論理構造（１） 

3. 「まちづくり定義」の論理構造（２） 

4. 「まちづくり定義」の論理構造（３） 

5. 経験の必要性（１）生態学的アプローチ/アフォーダンス 

6. 経験の必要性（２）環境の構造化 

7. 経験の必要性（３）経験の民主化 

8. 社会資本とは何か（１）社会資本の概念 

9. 社会資本とは何か（２）社会的共通資本の思想 

10. 都市計画の概念と機能（１）制度の枠組みと史的展開 

11. 都市計画の概念と機能（２）まちづくりと都市計画 

12. まちづくりの現在－事例研究（１） 

13. ちづくりの現在－事例研究（２） 

14. まちづくりの現在－事例研究（３） 

 

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

下記論文を入手し内容を確認しておくこと。 

渡辺俊一[2011]「「まちづくり定義」の論理構造」（都市計画論文集 vol.46 No.3：都市計画学会） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜、各回の授業で講師が紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

不明な点等はメールの問い合わせを受け付ける。 

竹内光博：takeuchimitsuhiro@gmail.com 

 

注意事項（Notice） 
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■DD442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD442／マイグレーション論 

(Study of Migration) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人の国際移動と日本社会の変容 

担当者名 

（Instructor） 
新田目 夏実(ARATAME NATSUMI) 

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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化の社会学的象徴が国境を超える人のダイナミックな移動である。このような国際移動は、出身国と同時に目的地の

政治、経済、文化に大きな影響を与える要因となっている。本クラスは、特に学位授与の方針における「発見」を学ぶための科目

であり、人の移動に関する国際的なものの見方、考え方の基本を身につけることを目的としている。 

 

Sociology in a globalizing world is symbolized by dynamic population flow across borders. These international flows have great 

impacts on both sending and receiving countries in terms of politics, economy, and culture. This purpose of this class is to 

acquire exploring skill as defined in the laureation guidelines. Students will learn basic theories and acquire analytical 

perspectives to study international migration. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず人の移動の歴史と人の移動を分析する理論的枠組みについて学ぶ。次に各国の移民政策について学ぶ。最

後に、グローバル化する日本社会における移民問題について、具体的に学ぶとともに、今後の日本の「多文化共生」のあり方に

ついて考察する。 

 

In this lecture, students will first learn history of population flow and theoretical framework to analyze this flow. Next, students 

will learn about immigration policies in various countries. Finally, students will learn specific immigration issues in globalized 

Japanese society and analyze what the policy should be to achieve social integration in the face of multicultural diversity in the 

future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―なぜ人の移動が重要か。 

2. 移動の定義と分類―距離、自発性、目的、個人・家族移動、社会的ネットワークの役割 

3. 国際人口移動の加速化と多様化－WWII以前 

4. 国際人口移動の加速化と多様化－WWII以降 

5. 移民と社会的統合―同化 

6. 移民と社会的統合―多文化主義 

7. 移民と社会的統合―エスニック階層 

8. 移民政策―アメリカ・カナダ・オーストラリア 

9. 移民政策―ヨーロッパ 

10. 移民政策―アジア 

11. 日本社会と移民―人口過剰下の海外移民 

12. 日本社会と移民―雇用対策としての移民受け入れ 

13. 日本社会と移民―労働問題から生活問題へ 

14. 多文化共生に向けて―展望 

 

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

 テキスト等の指定された箇所について、あらかじめ予習してきてください。発表を求めることがあります。また、授業内容・配付資

料を基に要点を整理し Blackboard にコメントを書くことで、毎回の授業内容の復習をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加(20%)/小テスト・課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 樽本英樹、2017、『よくわかる国際社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07591-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 移民政策学会、2018、『移民政策のフロンティア』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4652-6) 
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2. 水上徹男、野呂芳明、吉成勝男編著、2015、『市民が提案するこれからの移民政策』、現代人文社 (ISBN:978-4877986087) 

3. ロバート・バートベック、2014、『トランスナショナリズム』、日本評論社 (ISBN:978-4535586574) 

4. 移民政策学会、2018、『移民政策学研究第 10 号』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4680-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 Blackboard上に毎回レジュメおよび関連資料をアップロードします。授業の進行に合わせて小テストもしくは課題を課します。受

講者人数によっては，グループに分け，ディスカッションと発表を行います。授業中にできなかった質問は Blackboardに投稿して

ください。Blackboardを通じて、また授業の中でフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD443／多文化の社会理論 

(Social Theory of Multicultural Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化理解から多文化社会の社会理論へ 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 朋恒(ABE TOMOHISA) 

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） 
CCS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化理解の基礎的な方法を学び、それをもとに多文化社会を理解するための視座を身に着けることを目指します。具体的に

は、フィールドワークをはじめとした調査法やメディアにおける他者表象の仕組み、多文化主義にもとづく各国の政策などを学ん

だうえで、エスニシティや宗教、ジェンダーなどさまざまな基準にもとづく多様性を包摂する社会がいかにして可能なのかを、受講

者それぞれが主体的に考えることができるようになることを目標とします。 

 

Students will learn basic methods to understand foreign cultures. Based on this, students will acquire viewpoint to understand 

multicultural society. Specifically, students will learn about field works, survey methods, mechanisms to recreate others in 

medias, and multiculturalism country policies. After that, students will think independently how to create a society that accepts 

diversity by referring to various standards such as ethnicity, religion, and gender. 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記「テキスト」の欄に指定する教材をもとに、各回のテーマに関連する事例や教材とは異なる視点からの解釈を適宜交えながら

授業を進めます。本講義の前半では、民族誌的調査法、世界システム論、多文化主義をめぐる諸議論など異文化理解のための

基礎的な方法を紹介します。後半では、ナショナリズム、エスニシティ、宗教、メディア、アイデンティティ・ポリティクスなどの切り口

から社会の多様性を分析する実践的な手法を学びます。授業ではできるだけ身近な例に引きつけて考えるための糸口を用意し、

抽象的な議論についても着実な理解の定着を促します。 

 

Students will use materials specified in the ‘texts’ column below. Based on these materials, the class will proceed with cases 

related to these subjects and interpretations of materials from different perspectives. In the first half of this lecture, professor 

will introduce basic methods used to understand foreign cultures, including ethnography survey method, world system theory, 

and various debates surrounding multiculturalism. In the second half, students will learn practical methods to analyze social 

diversity. They will approach these from nationalism, ethnicity, religion, media, identity, and politics. In this class, professor will 

quote examples around students whenever possible and help students to fortify their understanding about abstract arguments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとして、本講義の目的と進め方を紹介します。また、なぜいま多文化社会のあり方を考える必要があるのかにつ

いて解説します。テキストの序章「異文化・国際理解への招待」を参照して授業を行います。 

2. フィールドワークにもとづく異文化理解の方法を学びます。テキストの第２章「フィールドに出会う、フィールドで考える―自分

かと異文化の往還」を参照して授業を行います。 

3. 多文化社会を理解するための基本的な考え方として、文化相対主義、文化多元論、多文化主義について学びます。テキス

トの第４章「多文化主義と歴史認識―オーストラリアに学ぶ」を参照して授業を行います。 

4. 多様な文化を内包する世界の成り立ちを把握する視点として、世界システム論とポストコロニアル研究について学びます。

テキストの第１０章「アジアの『周縁』間を移動する人々―台湾・沖縄間を事例に」を参照して授業を行います。 

5. メディアを介した表象が現実をつくる現代的状況を理解するための方法として、言説をめぐる議論を学びます。テキストの第

７章「表象／消費される異文化―日本のメディアで生み出される東南アジアへのまなざし」および第９章「メディアにおける犯

罪の社会的構築―『他者』との共生へ向けて」を参照して授業を行います。  

6. 文化やアイデンティティが「自然に」国や民族と結びつけられてしまうことの理由と、それによって引き起こされる問題の所在

を理論的側面から検討します。テキストの第３章「ナショナリズムと民族紛争」および第６章「『祖国』という名の異国、『同胞』

という名の他者と向かい合う」を参照して授業を行います。 

7. 前半の講義で疑問が残った点、関心を抱いた事例などについて質疑応答を行い、解説が不十分だった部分をフォローアッ

プします。 

8. 異文化と接触や受容が歴史を通じて生じてきたことを学び、多文化社会の成り立ちを通歴史的視点から比較検討します。

テキストの第５章「布を通して見た江戸期日本の異文化受容―イランの絹織物を通して」を参照して授業を行います。 

9. 文化が国境によって縛られず、これを越えて分布・移動している状況について学びます。テキストの第１４章「国境を越える

民族のアイデンティティ―タイ・中国・ベトナムのヤオ族」を参照して授業を行います。 

10. さまざまな宗教や民間信仰が重層的に存立していることを学び、その多様性と普遍性について検討します。テキストの第８

章「イスラームにおける聖なるものの表象―預言者・聖者の描写について」を参照して授業を行います。 

11. 「男らしさ」「女らしさ」がいかにつくられるのかを学んだうえで、ジェンダーと身体の構築過程が相互に結び付いていることを
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理解します。テキストの第１２章「つくられる『男らしさ』『女らしさ』―ジェンダーと身体の構築性」を参照して授業を行います。 

12. 身体の変調が「病」や「障害」として名指されることによって社会的現象となるプロセスを学び、その多様性について検討しま

す。テキストの第１１章「病むという経験の多様性」および第１３章「差別と社会―障碍者問題をてがかりに」を参照して授業

を行います。 

13. 本講義全体を通じて疑問を抱いた点、さらに掘り下げて学びたいと感じた課題などについて、質疑応答と簡単なディスカッ

ションを行います。  

14. 学期末レポートの執筆に関する規則を解説したうえで、タイトルと構成の選定を行います。 

 

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

あらかじめ教材の対応する章に目を通してあるという前提のもとで各回の授業を進めますので、予習はできるだけしっかり行って

ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内プレゼンテーション(30%)/授業への参加態度・リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高木玲（編）、2017、『大学生のための異文化・国際理解 差異と多様性への誘い』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-30125-8) 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■DD462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD462／環境政策論 

(Environmental Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
落合 勝昭(OCHIAI KATSUAKI) 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境問題の解決における民間部門、公共部門の役割やその限界、さまざまな試みについて理論と現実社会の出来事を踏まえて

理解を深めることを目標とする。 

 

Students will deepen their understanding about roles and limits of private and public sectors at solving environmental problems 

with the knowledge of theories and events in actual society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

過去および現在の環境問題を取り上げ、環境問題を発生させるメカニズムと解決方法について講義を行う。問題解決のために行

政、企業、市民がどのような行動を取るべきかを説明する。震災以降関心の高いエネルギー政策についても説明する。 

環境問題を理解するための統一的な視点として（環境）経済学の考え方を用いる。 

前半の５回で環境問題、環境政策を理解するための環境経済学の基礎理論を説明し、残りの回で実際の環境問題（主に日本の

関係する事例）と政策を取り上げる。 

経済学を履修していない学生も多いため必要な知識については授業内で説明するが、（経済学的な）新しい考え方と（環境問題

の）多岐に渡るトピックを同時に学ぶと情報量の多さから混乱する可能性があるため、予習復習を行い集中して授業に参加する

こと。 

 

Professor will select prior and current environmental issues to lecture on their causative mechanisms and solutions. Professor 

will explain appropriate actions administrations, corporations, and citizens should take to solve these issues. Professor will also 

explain energy policies, which have garnered great interests after the great earthquake. 

Students will use (environmental) economics thinking as a comprehensive perspective to understand environmental issues. 

In the first half, professor will use 5 classes to explain basic environment economics theories to help students understand 

environmental policies. In the remaining classes, professor will select actual environmental issues (mainly cases related to 

Japan) and policies. 

As there are many students without prior economics study, professor will explain essential knowledge in class. There will be high 

information volume as students will learn new (economics) thinking and various (environmental) topics simultaneously. Because 

of that, students may feel confused and they should study the materials before attending classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義内容の紹介 

2. 環境問題とは何か（人々の生活と環境の関わり） 

3. 環境問題を理解するための手法（経済学的考え方） 

4. 環境問題はなぜ発生するのか 

5. 環境問題への対策と環境の評価 

6. 日本の経済発展とエネルギー政策 

7. これからのエネルギー政策 

8. 環境と経済発展（日本の公害） 

9. 環境と経済発展（世界の公害） 

10. 地球環境問題と持続可能性（地球温暖化とは何か） 

11. 地球温暖化と日本の取り組み 

12. 地球温暖化と国際関係 

13. 日本のごみ問題 

14. リサイクルと国際貿易 

 

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

扱う範囲が多岐に渡るため、指定の教科書による予習に加え、配布するプリントによる復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義時間内に１～２回行うミニレポート(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 浅子和美、落合勝昭、落合由紀子、2015、『グラフック 環境経済学』、新世社 (ISBN:9784883842216) 

 

参考文献（Readings） 

指定なし。 

指定の教科書と配布するプリントに、関連する資料についての情報が記載されている。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD463／自然環境保全論 

(Conservation Eclolgy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
森，川，海をつなぐ「自然の大循環」 

担当者名 

（Instructor） 
小島 望(KOJIMA NOZOMU) 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境問題は社会問題である」という認識のもと，現代社会の抱える構造的欠陥を明らかにしつつ，科学的・技術的な解決方法や

生態学的な知識の習得に偏らない，問題解決の道を模索していけるような授業を目指します。   

 

Students will recognize environmental issues as social issues to clarify structural deficits plaguing modern society. Students will 

strive for equilibrium when learning ecological knowledge, scientific and technological solutions. They will then explore paths 

towards problem resolutions.   

 

授業の内容（Course Contents） 

人類は生物多様性（ヒトを含めた様々な生物のつながりとそれらを支える環境からなる全体）のもたらす様々な恩恵を享受するこ

とによって生存しています。本講義では，自然科学・社会科学的な視点から「生物多様性」を捉え，問題解決には何が必要なのか

を考えていきます。扱うテーマは全て，①物事を様々な角度から考えること，②物事を批判的に見る目を持つこと，③常に弱者へ

配慮を忘れないようにすること，④科学の限界を知ること，の４つの視座から成り，特に「人と自然とのつながり」に焦点をあてな

がら，生物多様性保全について理解できるような工夫をしています。 

 

Human survive thanks to blessings of biodiversity (connections among various organisms including human and overall 

environment that support these life forms). In this lecture, students will study biodiversity from natural science and social 

science perspective. They will think about requirements for problem resolutions. These subjects include: (1) think about things 

and events from multiple angles, (2) have critical perspective when viewing things and events, (3) do not forget unprivileged 

group, (4) know limits of science. Based on these 4 perspectives, students will work on understanding biodiversity preservation 

while focusing on connections between human and nature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＋α・・・講義の進め方や成績の評価方法などについて   

2. 野生動物への餌づけ・・・野生動物へ餌を与えることによる影響   

3. 野生動物の交通事故・・・野生動物の交通事故の原因と対策   

4. 絶滅の危機に瀕している生き物たち・・・レッドリストとレッドデータブック   

5. 森林機能と緑のダム・・・川の成り立ちと仕組み 

6. ダムの功罪・・・ダムが破壊する地域の自然と文化 

7. 肥大化するダム関連事業・・・ダム建設が止まらないのは何故か 

8. 干潟の浄化作用・・・干潟の浄化作用のしくみと干潟面積減少による経済的損失 

9. 諫早干拓事業の行方・・・干潟の利用を通して考える現代農林水産業の矛盾 

10. 海の熱帯雨林「サンゴ礁」の成り立ちとしくみ・・・サンゴの不思議な生態とサンゴ礁の重要性  

11. 最大の自然破壊「戦争」・・・沖縄米軍基地固定によって失われゆく沖縄の自然と自治   

12. 水産資源の枯渇・・・迷走する日本の水産業 

13. 森と海をつなぐ川・・・サケ・マス類における研究が明らかにした自然の大循環 

14. 文明の崩壊と自然破壊・・・古代文明の衰退から学ぶ自然保護の重要性 

 

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

講義で使用するものを事前に準備しなければならない場合は（もちろんアナウンスはします），持ってくるのを忘れないようにしてく

ださい。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義時間内に提出する通常レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小島望、2010、『〈図説〉生物多様性と現代社会』、農山漁村文化協会 (ISBN:4540092995) 

 



 - 242 - 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義では，講義毎にレポート等の提出が必ずあります（講義時間内に行ないます）。講義を聞くだけでなく，学んだことを忘れな

いうちに整理し，得られた知識を自分のものにする訓練となるので頑張ってください。なお，講義中のスマホ操作は固く禁じます。

守れない者は受講しないようにしてください。  

 

注意事項（Notice） 
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■DD464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD464／環境の思想 

(Environmental Philosophy) 

担当者名 

（Instructor） 
開田 奈穂美(KAIDA NAOMI) 

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） 
CCS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境問題をめぐる基本的な考え方や思想を学ぶ。それによって、現代社会の環境問題を捉える方法、そしてその解決に向けた実

践的思想の方法を身につける。 

 

Students will acquire basic ideas and thoughts about environmental issues. Based on these, students will learn to approach 

modern society environmental issues and think about their solutions empirically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境問題をめぐる思想とその意義を、具体的な事例を紹介しながら考察する。授業は次のように展開する。 

第 1 パートでは、「環境問題の考え方」として、環境問題を理解するための基本的な考え方を学ぶ。 

第 2 パートでは、「環境保全の実践的思想」として、環境問題の解決や環境保全の実践のための手がかりとなる議論を紹介す

る。 

第 3 パートでは、「環境問題の事例」として、具体的事例をもとに現代の環境問題を解決するために必要となる議論や考え方を紹

介する。 

第 4 パートでは、「現代社会と環境思想」として、社会・経済と環境思想の具体的な接点を提示する。 

 

Students will refer to specific cases while analyzing ideas and significances surrounding environmental issues. This class will 

advance as shown below. 

Part 1 involves environmental issue thinking skill. Students will acquire basic thinking skill to understand environmental issues. 

Part 2 involves empirical thinking about environmental preservation. Professor will introduce arguments that will lead towards 

empirical environmental issue resolution and environmental preservation. 

Part 3 involves environmental issue cases. Based on specific cases, professor will introduce arguments and ideas required to 

solve modern environmental issues. 

Part 4 involves modern society and environmental thinking. Professor will show specific contact points among society, economy, 

and environmental thinking. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 環境問題の考え方（1）囚人のジレンマ問題 

3. 環境問題の考え方（2）リスク論 

4. 環境問題の考え方（3）自然保護の思想 

5. 環境保全の実践的思想（1）コモンズ論 

6. 環境保全の実践的思想（2）ガバナンス論 

7. 環境保全の実践的思想（3）持続可能な開発 

8. 環境問題の事例（1）環境問題の当事者性 

9. 環境問題の事例（2)地域社会の再生 

10. 環境問題の事例（3）分断からつながりへ 

11. 現代社会と環境思想（1）市民と環境問題 

12. 現代社会と環境思想（2）企業と環境問題 

13. 現代社会と環境思想（3）国際社会と環境問題 

14. 講義のまとめ 

 

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

最終レポート（レポート試験）の作成には、授業中に紹介する文献の講読が必要になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 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』、ちくま新書 (ISBN:978-4480056689) 

2. 関礼子・中澤秀雄・丸山康司・田中求、2009、『環境の社会学』、有斐閣 (ISBN:978-4641123854) 

その他、授業中に適時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD482 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD482／アートの社会学 

(Sociology of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

キーワード：アート／ポピュラーカルチャー／メディア／テクノロジー／ライフスタイル／

DIY／シェア 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の達成目標は以下の通りである。 

 

（1）アート（arts, 美術、音楽、映像など諸芸術）と、社会構造や社会制度の関係性について、文化理論研究等の基本的な用語や

概念を用いながら説明できること。 

（2） ディスカッションやコメントシート、レポート課題等を通じて、自己の考えを示すこと。 

（3）（1）、（2）を通じて、今日の表現領域と社会との関係性を考察、分析するために必要とされる基本的視座を獲得すること。 

 

By the end of the course you should: 

 

1. Be able to contextualize your own ideas regarding the relationship between arts and social structures/institutions in a 

theoretical sense. 

2. Explain your own thoughts through discussions, comment forms, and reports. 

3. Develop basic perspectives in understanding the relationship between arts and society in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、第１に、ポピュラーカルチャー、サブカルチャーなどを含む諸芸術（アート, arts）が、いかなる社会構造や社会制度のな

かで生み出されてきたのかを知るとともに、第２に、今日におけるアートの社会的役割を考察することを目的とする。 

講義は、まず、「あなたはなぜ、○○というアート（音楽・美術・演劇・・・）が好き（嫌い）なのか」を問うことから始める。その問いへ

の答えを検討しながら、いかにしてアートが、近現代の社会構造や社会的諸制度のなかで構成されてきたのかを論じていく。 

たとえば、⑴国民国家を形成するための近代化におけるアートの制度化や、⑵大衆社会の誕生や、新たな複製技術の広がりを

背景とした文化の産業化、⑶趣味の多様化の時代の到来、⑷国・都市・地域が持つ文化的魅力への着目の強化、等のなかで、

いかにアートやポピュラーカルチャーなどの概念が生み出され、また、それらが我々の表現文化に対する見方を規定してきたの

かを考察していく。 

その上で、社会的・経済的・政治的装置としてのアートが、今日、いかなる社会的役割を果たしうるかを、ストリートアート、スクォッ

ティング、DIY思想に基づく表現活動などの、具体事例を通じて考察していく。 

フランクフルト学派やカルチュラル・スタディーズ、文化の社会学、メディア研究、クリエイティブ産業研究などの各視座からの、諸

文化に対する批評理論は、検討のためのヒントを我々に与えてくれるだろう。 

なお授業では、講義に加え、ディスカッションなどを導入し、授業内容の理解を深めることを促す。 

 

This course provides an opportunity to study how arts (including music, films etc. as well as popular culture) are produced 

within social structures and institutions; and to analyse the social roles of these arts nowadays. This course will contain the 

following topics:  

- Arts and culture in the wake of social modernization since the 19th century 

- Popular Culture and Cultural Industries since the 20th century 

- Arts/Creativity/lifestyle in Post-Fordism 

- Soft-power, Creative Industries, and Creative Cities 

- DIY Culture (Street Art, Squatting etc.) 

This course enables students to expand their insights towards a broader engagement with arts/creativity and society, and the 

challenges arts/creativity face today. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（自己紹介、授業の進め方、成績評価についてなど）  

2. 社会によって構成される芸術・文化① 

「文化」「芸術」概念の誕生と、国民国家的近代における制度化、他 

3. 社会によって構成される芸術・文化② 

フォーディズムにおける文化の産業化、ポピュラーカルチャーの誕生、他 

4. 社会によって構成される芸術・文化③ 

フランクフルト学派による文化批評理論、他 
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5. 社会によって構成される芸術・文化④ 

ポストフォーディズムにおける趣味の多様化／文化記号論、消費社会論、他 

6. 社会によって構成される芸術・文化⑤ 

社会的諸主体によるクリエイティビティへの着目、ソフトパワーとしての文化、他 

7. ディスカッション 

8. 芸術・文化を通じた社会変革への試み① 

パンクロック、グラフィティ／文化帝国主義批判、サブカルチャー理論、他 

9. 芸術・文化を通じた社会変革への試み② 

協働のアートの隆盛とその課題 

10. 芸術・文化を通じた社会変革への試み③ 

都市・地域社会におけるアートプロジェクトの隆盛／創造産業・創造都市論、他 

11. 芸術・文化を通じた社会変革への試み④ 

著作権とクリエイティブ・コモンズ、他 

12. 芸術・文化を通じた社会変革への試み⑤ 

DIY的思想に基づく表現活動、他 

13. ディスカッション 

14. 全体まとめ 

 

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

授業内容の予習復習のみならず、関連する実践にかんする自主的な調査などを行っていくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加（ディスカッション参加・クラス運営への積極的関与・コメントシート等）(40%)/クラス内課題（中間・最終）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. クレア・ビショップ、2016、『人工地獄：現代アートと観客の政治学』、フィルムアート社 (ISBN:9784796703093) 

2. ハンス・アビング、2007、『金と芸術-なぜアーティストは貧乏なのか？』、grambooks (ISBN:9784903341002) 

3. 藤田直哉編、2016、『地域アート：美学／制度／日本』、堀之内出版 (ISBN:978-4906708550) 

4. Hartley, John. ed.. 2005. Creative Industries.. Creative Industries. (ISBN:1-4051-0148-2) 

上記以外は都度、授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講生には、積極的な授業参加態度を求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD483 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD483／ポピュラーカルチャー論 

(Popular Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化の過去と現在 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 和都(KONDO KAZUTO) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちの日常生活から切っても切り離せない映像文化を主たる対象として、文化を学問的に思考する様々な概念や方法につい

て学んでいきます。 

 

Students will focus on visual culture, which is inseparable from our daily lives. Students will learn various concepts and methods 

to think intellectually about culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な技術やメディアを介して日常生活のなかに深く組み込まれているポピュラー文化としての映像文化のあり方を、映画の黎

明期から現在の動画配信サービスにいたる通史的な軸から概観します。映像テクストの分析だけでなく、産業史的な文脈や受け

手の論理、技術インフラの性質等にも広く着目しながら議論を進めていきます。 

 

The popular culture of film has permeated our daily lives through various technologies and medias. Based on historical timeline 

perspective, students will observe this visual culture from dawn of films and current streaming services. In addition to analyzing 

visual texts, students will proceed in their discussions by paying attention to industrial history context, recipient theory, and 

characteristic of technological infrastructure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 初期映画とアトラクション 

3. 物語映画と映画館の成立 

4. 映画をめぐる参加型文化の系譜 

5. 映画の黄金時代 

6. テレビが家にやってきた 

7. 初期テレビ番組をめぐる諸問題 

8. テレビとメディア・イベント：ご成婚パレードとオリンピック 

9. テレビ文化のインフラストラクチャー：ベトナム戦争と反戦運動 

10. アニメブームの歴史と展開 

11. アニメブームのメディア経験 

12. VHS とフェティッシュな視聴者 

13. 配信時代の映像文化①：集合知とアルゴリズム型統治 

14. 配信時代の映像文化②：効率性とリズム 

 

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

予習：講義中に指定する課題文献を読解してくることが求められます。 

復習：配付資料を読み返すとともに、講義中に紹介した文献やコンテンツに触れることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎講義課されるコメントに対する評価(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷正人編、2018、『映像文化の社会学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17424-5) 

2. 光岡寿郎・大久保遼編、2019、『スクリーン・スタディーズ――デジタル時代の映像／メディア経験』、東京大学出版会 

(ISBN:978-4-13-010138-7) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD484 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ポピュラーカルチャー論 

(Popular Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化の過去と現在 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 和都(KONDO KAZUTO) 

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） 
CCS3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちの日常生活から切っても切り離せない映像文化を主たる対象として、文化を学問的に思考する様々な概念や方法につい

て学んでいきます。 

 

Students will focus on visual culture, which is inseparable from our daily lives. Students will learn various concepts and methods 

to think intellectually about culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な技術やメディアを介して日常生活のなかに深く組み込まれているポピュラー文化としての映像文化のあり方を、映画の黎

明期から現在の動画配信サービスにいたる通史的な軸から概観します。映像テクストの分析だけでなく、産業史的な文脈や受け

手の論理、技術インフラの性質等にも広く着目しながら議論を進めていきます。 

 

The popular culture of film has permeated our daily lives through various technologies and medias. Based on historical timeline 

perspective, students will observe this visual culture from dawn of films and current streaming services. In addition to analyzing 

visual texts, students will proceed in their discussions by paying attention to industrial history context, recipient theory, and 

characteristic of technological infrastructure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 初期映画とアトラクション 

3. 物語映画と映画館の成立 

4. 映画をめぐる参加型文化の系譜 

5. 映画の黄金時代 

6. テレビが家にやってきた 

7. 初期テレビ番組をめぐる諸問題 

8. テレビとメディア・イベント：ご成婚パレードとオリンピック 

9. テレビ文化のインフラストラクチャー：ベトナム戦争と反戦運動 

10. アニメブームの歴史と展開 

11. アニメブームのメディア経験 

12. VHS とフェティッシュな視聴者 

13. 配信時代の映像文化①：集合知とアルゴリズム型統治 

14. 配信時代の映像文化②：効率性とリズム 

 

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

予習：講義中に指定する課題文献を読解してくることが求められます。 

復習：配付資料を読み返すとともに、講義中に紹介した文献やコンテンツに触れることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎講義課されるコメントに対する評価(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷正人編、2018、『映像文化の社会学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17424-5) 

2. 光岡寿郎・大久保遼編、2019、『スクリーン・スタディーズ――デジタル時代の映像／メディア経験』、東京大学出版会 

(ISBN:978-4-13-010138-7) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD491 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DD491／地方自治から学ぶ地域社会 

(Local Community from the Local Government's View) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国立市寄附講座 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 重徳(KUROSAWA SHIGENORI) 

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） 
CCS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域社会を構成する住民として、地方自治体の業務を通じて地域社会のあるべき姿と現実について学び、自らの周りにある地域

社会の課題について理解を深める。 

 

As residents of the local community, learn about the ideal and actual shapes of the community through local government work, 

deepening your understanding of issues in the community around you. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多くの授業で現役自治体職員をゲストスピーカーとして迎える。地域社会の最前線で働く公務員の話から地域社会をめぐるさま

ざまな課題を認識するとともに、自らが地域社会の一員であるという理解を深めていく。なお、下記内容を予定しているが、授業

の展開により順序等を変更することもある。 

 

In many classes, we welcome active civil servants from local governments as guest speakers. While becoming cognizant of the 

various issues surrounding local communities through those public servants at the forefront of the community, we can also 

deepen our own understanding as members of that community. Although the following has been planned, the order, etc., is 

subject to change depending on how the class progresses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の概要）・少子高齢人口減少社会 

2. 自治体財政 

3. 人権・ダイバーシティ 

4. 税金 

5. 高齢者福祉 

6. 障害者福祉 

7. 児童福祉 

8. 生活保護 

9. 防災政策 

10. 環境問題 

11. まちづくり 

12. 交通政策 

13. 地方議会 

14. まとめ 

 

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

自分の居住する自治体に関するニュース、行政サービスなどに関心を持っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度およびリアクションペーパー(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜必要資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、各回の授業で講師が紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DD561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 自(KIMURA MIZUKA) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年 4 月 1 日付変更 【変更事由】時間割変更のため 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の執筆に向けて準備する。専門演習２で執筆したゼミ論文をもとに、課題設定、調査方法を再度検討し、卒業論文の執

筆に向けた研究計画を精緻化する。 

 

Students will prepare for their graduation theses. Students will refer to seminar theses they had written in Seminar 2 when 

choosing their subjects and reconsidering their survey methods. They will refine their research planning as preparation for their 

graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の問題関心に基づき、先行研究を整理して、文献レビューを行って発表する。先行研究のレビューに基づき、調査研究計画

を策定する。調査研究計画に基づき、調査を実施する。 

 

Based on their issue awareness, students will organize prior researches, review these literatures, and present them. Students 

will plan their surveys and researches based on reviews of prior researches. Students will conduct surveys based on survey and 

research plans. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 先行研究レビュー（１） 

3. 先行研究レビュー（２） 

4. 先行研究レビュー（３） 

5. 調査研究計画の策定（１） 

6. 調査研究計画の策定（２） 

7. 調査研究計画の策定（３） 

8. 論文執筆法（１） 

9. 論文執筆法（２） 

10. 調査研究進捗状況の報告（１） 

11. 調査研究進捗状況の報告（２） 

12. 調査研究進捗状況の報告（３） 

13. 調査研究進捗状況の報告（４） 

14. まとめ 

 

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

各自の問題関心に基づき、図書館等で先行研究文献を見つけること。 

また、調査は各自で実施すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告(50%)/討論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 戸田山和久、2012、『新版 論文の教室－レポートから卒論まで』、NHK 出版 (ISBN:978-4140911945) 

2. 菅原和孝、2006、『フィールドワークへの挑戦―“実践”人類学入門』、世界思想社 (ISBN:978-4790711889) 

その他の教科書については授業中に適宜指示する。 

 

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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■DD563 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文を作成するのに必要な文献の読み込みと，構想の発表をおこなう。 

 

Students will prepare for their senior theses by reading necessary literatures and presenting their proposals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の関心に基づき，卒業論文のトピックを決定する。広く現代の精神状況をめぐる諸現象の中から興味のあるテーマを見つけ

てもらいたい。 

前半は研究計画書を作成し，その計画書に基づきブックレポートを各自がおこなう。必要に応じてフィールド調査の計画も立て

る。 

 

Students will choose their senior thesis topics based on their interests. Students will choose subjects they are interested in 

from various phenomena surrounding the spirit of the modern times. 

In the first half, students will create research proposals. Students will write reports on books based on these proposals. If 

necessary, students will plan field surveys too. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体案内 

2. テーマ決定 

3. 論文計画書発表１ 

4. 論文計画書発表２ 

5. 先行研究ブックレポート１ 

6. 先行研究ブックレポート２ 

7. 先行研究ブックレポート３ 

8. 論文執筆と添削 

9. 論文執筆と添削 

10. 論文執筆と添削 

11. 論文執筆と添削 

12. 論文執筆と添削 

13. 論文執筆と添削 

14. 論文執筆と添削 

 

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など。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(35%)/提出物(35%)/その他の要素（出欠，演習への貢献度など）(30%) 

 

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 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 256 - 

■DD564 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業では、大学における学びの集大成としての卒業論文の執筆を一通り終えることを目標とします。 

 

 This class is the final episode in university. Students will aim to complete their graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 3 年生のあいだに専門演習 2の授業を通じて各人が決めた卒業論文のテーマに沿って、具体的な調査と分析を進めてもらいま

す。毎回の授業では、3－４人の発表者に、卒業論文の進捗状況を報告してもらいます。お互いの卒業論文をより良いものとしい

くため、履修者間で、発表者の卒論内容に対してコメントや提言を交換し、担当教員のコメントも交えて、発表とフィードバックを繰

り返していきます。 

 

 Students will follow graduation thesis subjects they have decided in Seminar 2 of year 3 and conduct specific surveys and 

analyses. In each class, 3 to 4 students will present their graduation thesis progress. To improve everyone’s graduation thesis, 

students will give their opinions and comment on contents of these theses. Professor will also comment on them. This process 

of presentations and feedbacks will be repeated. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業全体の方針・流れと発表分担の確認 

2. 卒業論文の進捗状況報告・先行研究のまとめとテーマの再確認（１） 

3. 卒業論文の進捗状況報告・先行研究のまとめとテーマの再確認（２） 

4. 卒業論文の進捗状況報告・先行研究のまとめとテーマの再確認（３） 

5. 卒業論文の進捗状況報告・先行研究のまとめとテーマの再確認（４） 

6. 卒業論文の進捗状況報告・先行研究のまとめとテーマの再確認（５） 

7. 卒業論文の進捗状況報告・先行研究のまとめとテーマの再確認（６） 

8. 卒業論文の進捗状況報告・調査分析の進捗状況（１） 

9. 卒業論文の進捗状況報告・調査分析の進捗状況（２） 

10. 卒業論文の進捗状況報告・調査分析の進捗状況（３） 

11. 卒業論文の進捗状況報告・調査分析の進捗状況（４） 

12. 卒業論文の進捗状況報告・調査分析の進捗状況（５） 

13. 卒業論文の進捗状況報告・調査分析の進捗状況（６） 

14. まとめ：夏季休業・後期における卒業論文執筆のスケジュール確認 

 

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

 授業時間に得たコメントをもとに、授業時間外でも着実に卒業論文の執筆を進めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業態度・参加貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業のなかで適宜、各人の卒業論文にあった文献を紹介していきます。 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで適宜、各人の卒業論文にあった文献を紹介していきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD565 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文を作成するための基礎的な事項について理解するとともに，テーマの設定，先行研究の探索と検討，調査企画・実施な

ど卒論執筆の準備を進める。 

 

The purpose of this class is to write a graduation thesis. This class supports the process of students finding their own research 

questions by collecting and examining prior studies and references and critically examining them.   

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習は，すぐれた卒業論文を書きあげるための支援を目的としている。そのために課題の設定や資料の探し方，論文の構成

や論述のしかたなどを解説する。受講生はこれらの技法を理解したうえで，実際に卒業論文の作成をすすめていくことになるが， 

その経過について授業内で随時報告してもらう。授業展開は以下を予定しているが，各自の準備の進捗状況その他の条件によ

り変更することもある。 

 

The course will provide instruction on how to prepare a graduate thesis such as theme setting, problem identification, 

establishing hypotheses, and reference collection. Students will be expected to report on their progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 卒論執筆に向けて（1） 

3. 卒論執筆に向けて（2） 

4. 個別報告（1） 

5. 個別報告（2） 

6. 個別報告（3） 

7. 個別報告（4） 

8. 個別報告（5） 

9. 個別報告（6） 

10. 個別報告（7） 

11. 個別報告（8） 

12. 個別報告（9） 

13. 個別報告（10） 

14. まとめ 

 

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

第１回授業までに，卒業論文のテーマを各自で設定しておくとともに，テーマに関わる文献３点以上を読んでおくこと。その後につ

いて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況，報告内容 等を総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD566 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文執筆のために、先行研究・参考文献を集め、批判的に検討するなかで、自分の問いを見つけ出すことを目指す。そのた

めにまず具体的な調査等を計画し、実行する。 

 

The purpose of this class is to write a graduation thesis. Thus, students aim to find their own questions by collecting prior 

studies and references and critically examining them.  Based on this, students are then required to plan and carry out specific 

surveys. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書くためには、まず自分の問いを見つけることが必要であり、そのためには先行研究の批判的検討が必要になりま

す。春学期はまずそれを行いつつ、自分の問題関心を深めるとともに、仮説を検証するための具体的な検証の手段を探ってくだ

さい。それをとくにピアグループで研鑽していくなかで、自分の問いを精緻化していくことを求めます。 

 

Our society is based on a consumer society. In order to understand the nature of this consumer society, in the first half of the 

class, we will read the basic literature on consumer society. By doing so, students will be able to deepen their interest in the 

issues, and in the latter half of the class, they will be asked to conduct a survey focusing mainly on Tokyo, with themes such as 

malls, housing, automobiles, fashion, tourism, and sub-culture. Students are required to present the results, discuss them, and 

compile a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 問題設定の検討（1） 

3. 問題設定の検討（2） 

4. 問題設定の検討（3） 

5. 問題設定の検討（4） 

6. 文献の批判的検討（1） 

7. 文献の批判的検討（2） 

8. 文献の批判的検討（3） 

9. 文献の批判的検討（４） 

10. 文献の批判的検討（5） 

11. 調査計画の具体化（1） 

12. 調査計画の具体化（2） 

13. 調査計画の具体化（3） 

14. 調査計画の具体化（４） 

 

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

自ら文献を探し、読み、批判的に検討する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習の参加(30%)/発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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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■DD567 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文執筆のためのホップ・ステップ 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学 4 年間の集大成となる卒業論文に、どんなテーマを選ぶのか。そのテーマに注目する「問い」は何か。その「問い」を明らか

にするために、どのような先行研究に注目するのか。どのような方法論を用いるのか。以上を明確にししながら卒業論文に取り組

む。 

 

What subjects will students choose for their graduation theses, the final episode of their 4-year university. What are THE 

questions in these subjects? What prior researches will students focus on to clarify these questions? What methodologies will 

students use? Students will work on their graduation theses by clarifying the points above. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文の執筆は個人プレーだが、その基盤になる考え方は社会学的な智として共有されるべきものである。テキストを通して

卒業論文のイメージを具体化するとともに、個々のテーマを自分の卒業論文にひきつけながら議論を交わしていく。卒業論文演

習２とセットになる卒業論文演習１では、特に社会学的な「問い」を重視したい。 

 

Although writing graduation theses is solitary task, students should share its foundational thinking, i.e. their sociological 

knowledge. Students will use textbooks to crystalize frameworks of their graduation theses. At the same time, students will 

connect their graduation theses to various subjects through discussions. Students will focus on sociological questions in Thesis 

Writing Seminar 1 and 2. These two seminars are to be taken together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 論文とは何か 

3. 論を文章化する 

4. 学問的な文 

5. テーマ報告１ 

6. テーマ報告２ 

7. テーマと問い 

8. 問いとは何か 

9. 問いを明らかにするための調査手法 

10. テーマ報告３ 

11. テーマ報告４ 

12. 実証的な論文のために 

13. 中間報告１ 

14. 中間報告２ 

 

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

卒論のための資料収集・先行研究の研究・調査・執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の報告・議論(50%)/中間報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤健二、2014、『論文の書きかた』、弘文堂 

 

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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■DD568 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
水上 徹男(MIZUKAMI TETSUO) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文のテーマの設定，基礎資料の整理および調査計画の作成を行う。また，論文作成の具体的なスケジュールを作成す

る。 

 

Each student sets up his/her own theme for the graduation thesis, gathering basic materials and establishing a research plan. In 

this Semester, each student must create a concrete schedule for preparing the dissertation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

個々の選んだテーマに関連する先行研究を整理する。社会学の基礎理論，関連する先行研究のまとめをもとに調査のフレーム

を構築する。対象となる地域や組織に関する情報を収集する。授業内では，先行研究のまとめ，調査計画や研究の進捗につい

ての報告を行う。春学期中に調査計画書を作成し，秋学期前半に調査対象地でのフィールドワークの実施を目指す。 

 

Each student must construct one's own theme and framework for the dissertation on the basis of theories of Sociology and 

other relevant literature, including information regarding the research area. In semester I, students report on the progress of 

their research each time and prepare for the fieldwork which is expected to completed in semester II.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文作成に向けてのテーマやスケジュール確認 

2. 先行研究のまとめ 

3. 先行研究のまとめ 

4. 先行研究のまとめ 

5. 先行研究のまとめ 

6. 先行研究のまとめ 

7. 発表と討論 

8. 発表と討論 

9. 発表と討論 

10. 発表と討論 

11. 発表と討論 

12. 発表と討論 

13. 発表と討論 

14. 発表と討論 

 

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

個々のテーマに関連した参考文献の整理 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間報告書・口答発表・出席・授業内の取り組み(100%) 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD569 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、卒業論文作成の指導を行う。卒業論文の執筆にあたっては、各自が計画にのっとって主体的に研究を行なうことが求

められる。春学期中には卒業論文の章立てを決定し、先行研究検討と調査地域や団体などに関わる章を書き上げ、夏季休業中

に全ての調査を完了する。 本演習は、現代文化学科の教育課程編成方針の「完成期」にあたる授業であり、学問分野ならびに

実践に対し「提言」をする力を養うことを目的とする。 

 

In this class, students are expected to progress their own studies for the graduation thesis actively, being directed by an 

academic advisor. Those who take this class should define arrangement of chapters, finish writing parts of examination of 

previous studies and field by the end of spring semester, and complete all research during the summer vacation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者による報告から成る。履修者は責任をもって卒論テーマの決定と章立て、先行研究の検討と批判、仮説の構築、調査計

画、これまで得たデータの提示などから成る報告を行なうと同時に、他のメンバーの発表に対しても積極的な姿勢で聞き、理解

し、意見する。互いにより良い卒業論文を書けるように努めること。  

 

The class consists of presentation and discussion. Students have to make a presentation on studies for own graduation thesis, 

and offer advice and opinions to each other. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 個人報告 

3. 個人報告 

4. 個人報告 

5. 個人報告 

6. 個人報告 

7. 個人報告 

8. 個人報告 

9. 個人報告 

10. 個人報告 

11. 個人報告 

12. 個人報告 

13. 個人報告 

14. 個人報告 

 

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

自分の研究テーマについて常に意識し、それらに関わる新聞記事や文献を日頃から読み進めておくこと。報告が予定されている

場合には、前もって十分な発表準備を行なうこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

個人報告(50%)/議論への貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時間は延長したり、変更する可能性がある。 

・授業は演習・ゼミ形式となり、個人研究の報告とディスカッションから成る。 
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・執筆中の原稿や個人報告など、各自の研究に対するフィードバックは、授業時のコメント、ならびに面談等を通じて行なう。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD570 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文のための調査・研究・執筆 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門演習２で行ってきた調査研究のための下準備をベースとしながら、卒業研究を進め、適切な調査や考察を伴った卒業論文を

作成することを目標とする。 

 

Based on the previous year’s seminar study, students will write a senior thesis, under the guidance of an advisor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の柱は、①文献講読とディスカッション、②各自による調査と共有、③論文の執筆ならびに研究発表と批評会（調査研究内容

にかんするディスカッションなど）が中心となる。それらを通じて、卒業研究を進め、最終的には新たな知見を含んだ卒業論文を制

作する。 

 

This course consists of: 

- field research and summer camp (e.g. Setouchi area, Tottori, Niigata, Taipei etc.) 

- reading bibliographical materials 

- selecting appropriate research methodology 

- reading texts and carrying out data collection 

- analysing texts and data 

- writing a research thesis  

- presenting and discussing the research at seminars 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読、ディスカッション 

3. 文献講読、ディスカッション 

4. 文献講読、ディスカッション 

5. 文献講読、ディスカッション 

6. 文献講読、ディスカッション 

7. 研究発表、批評会 

8. 研究発表、批評会 

9. 研究発表、批評会 

10. 研究発表、批評会 

11. 研究発表、批評会 

12. 研究発表、批評会 

13. 研究発表、批評会 

14. 全体総括 

 

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

論文執筆に向けた調査研究を率先しておこなっていくことが前提となる。時間外において、各自が必要な文献を読み、調査データ

を収集し、考察・分析することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(50%)/授業参加（グループワーク、ディスカッション参加等）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講生の研究内容を踏まえ、オリエンテーションにて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

都度、紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD571 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
総合的環境教育の研究 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境教育並びに総合的環境教育（ESD＝持続可能な開発のための教育）をテーマに卒業論文の作成を行う。 

 

Students will use subjects of environmental education and universal environmental education (Education for Sustainable 

Development, ESD) to write their graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず卒業論文の書き方について、テーマの絞り方や調査対象の決定、調査手法などについて、全体で共有すると共にさらに履修

者各自の問題意識を明確にする作業を繰り返し、卒業論文のテーマを決定し、その後は個別のテーマに沿った卒業論文執筆に

ついて、具体的指導を行う。なお本ゼミの卒論作成においてはフィールド調査を特に重要視している。 

 

To write their graduation theses, students will repeat processes such as refining subjects, determining survey targets, sharing 

their survey methods, and clarifying their issue awareness. Students will decide their graduation thesis subjects. After that, 

students will receive specific instructions on how to write their graduation theses based on their subjects. Furthermore, field 

surveys are particularly important when writing graduation theses of this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文とは（１） 

2. 卒業論文とは（２） 

3. 卒業論文とは（３） 

4. 卒業論文執筆の手法（１） 

5. 卒号論文執筆の手法（２） 

6. 卒号論文執筆の手法（３） 

7. 卒業論文の構想と発表（１） 

8. 卒業論文の構想と発表（２） 

9. 卒業論文の構想と発表（３） 

10. 卒業論文の構想と発表（４） 

11. 卒業論文の構想と発表（５） 

12. 卒業論文の作成（１） 

13. 卒業論文の作成（２） 

14. 卒業論文の作成（３） 

 

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

各自の卒業論文の進捗状況について、毎回、必ず発表を行うので、発表資料を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点（討論への主体的参加）(50%)/発表(50%) 

単位修得には 75％以上の出席を要する。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布 

 

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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■DD581 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 自(KIMURA MIZUKA) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年 4 月 1 日付変更 【変更事由】時間割変更のため 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文を完成させる。 

 

Students will complete their graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

夏季休暇中に実施した調査結果を元に、社会学・人類学的分析概念を用いてデータを整理・分析する。また、整理・分析したデー

タを元に、論文として完成させる。 

 

Based on results of surveys done during summer holiday, students will organize and analyze their data based on analysis 

concepts found in sociology and anthropology. In addition, students will use these organized and analyzed data to complete their 

theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 調査内容の報告（１） 

3. 調査内容の報告（２） 

4. 調査内容の報告（３） 

5. 調査内容の報告（４） 

6. 論文執筆概論（１） 

7. 論文執筆概論（２） 

8. 進捗状況報告（１） 

9. 進捗状況報告（２） 

10. 進捗状況報告（３） 

11. 論文修正（１） 

12. 論文修正（２） 

13. 卒業論文の発表（１） 

14. 卒業論文の発表（２） 

 

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

各自卒業論文の完成に向けて、図書館等で先行研究文献を調査し、論文に反映させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

調査報告(50%)/討論参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD583 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相互に支援し合いながら，卒業論文の完成を目指す。 

 

Students will support each other and work towards completion of their senior theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文演習１に引き続き卒業論文の作成を支援してゆく。 

秋学期は，具体的な章構成，論文作成法の指導に及ぶ。新しい情報・調査を踏まえた構想の発表もおこなう。 

また，合宿形式の卒論発表会を実施する場合がある。 

 

Following Thesis Writing Seminar 1, students will receive guidance when writing their senior theses. 

In autumn semester, students will receive specific instructions on essay structure and thesis writing. Students will also give 

presentations that cover new information and survey. 

In addition, students may also participate in field-trip retreat for thesis presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進捗状況の報告 

2. 添削指導・相談 

3. 添削指導・相談 

4. 添削指導・相談 

5. 添削指導・相談 

6. 添削指導・相談 

7. 添削指導・相談 

8. 添削指導・相談 

9. 添削指導・相談 

10. 添削指導・相談 

11. 添削指導・相談 

12. 添削指導・相談 

13. 添削指導・相談 

14. 添削指導・相談 

 

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

諸注意 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出物(35%)/発表(35%)/その他の要素（出席，演習への貢献度など）(30%) 

 

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 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

注意事項（Notice） 
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■DD584 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 卒業論文を完成させ、自分が大学４年間で何を学んだのかについて、自信を持って語れるようになること。 

 

 Students will complete their graduation theses and be confident when describing what they have learnt during 4 years of 

university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回の授業では、各人が卒業論文の進捗状況を報告し、お互いにコメントや提案をしあい、担当教員からのコメントも交えて卒

業論文執筆の最終的な修正をしていきます。 

 

 During each class, each student will report their graduation thesis progress. Students will provide comments and proposals to 

each other. Adding in comments from professor, students will make final adjustments to their graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：卒業論文完成へ向けたタイムスケジュールの確認 

2. 卒業論文の進捗状況の報告・調査結果の分析と考察（１） 

3. 卒業論文の進捗状況の報告・調査結果の分析と考察（２） 

4. 卒業論文の進捗状況の報告・調査結果の分析と考察（３） 

5. 卒業論文の進捗状況の報告・調査結果の分析と考察（４） 

6. 卒業論文の進捗状況の報告・調査結果の分析と考察（５） 

7. 卒業論文の進捗状況の報告・調査結果の分析と考察（６） 

8. 卒業論文仮完成版の発表（１） 

9. 卒業論文仮完成版の発表（２） 

10. 卒業論文仮完成版の発表（３） 

11. 卒業論文仮完成版の発表（４） 

12. 3・4 年生合同卒業論文発表会（１） 

13. 3・4 年生合同卒業論文発表会（２） 

14. 3・4 年生合同卒業論文発表会（３） 

 

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

 授業のなかで得たコメントをもとに、授業時間以外の場面で着実に卒業論文の制作を進めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業態度・授業への貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業中、適宜それぞれの履修者の卒業論文に適した文献を提示していきます。 

 

参考文献（Readings） 

授業中、適宜それぞれの履修者の卒業論文に適した文献を提示していきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD585 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成のための基礎的な事項について理解するとともに，卒論の執筆を進め，優れた論文を仕上げる。大学生活（多くの

受講生にとっては学校での学びの集大成）を締めくくるのにふさわしい卒業論文の作成を目指す。 

 

The purpose of this class is to write a graduation thesis. This class supports the completion of an excellent graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文演習１に引き続き，卒業論文作成の支援を行う。秋学期は本格的な執筆を進める時期である。進行状況を演習の時間

内で随時報告してもらうとともに，受講生個々人のテーマや状況に合わせて指導を行う。授業展開は下記を予定しているが，テー

マや進捗の度合いなどの状況により変更することがある。 

 

The course will instruct students on how to complete an excellent graduate thesis. Students will be expected to report on their 

progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 個別報告（1） 

3. 個別報告（2） 

4. 個別報告（3） 

5. 個別報告（4） 

6. 個別報告（5） 

7. 個別報告（6） 

8. 個別報告（7） 

9. 個別報告（8） 

10. 個別報告（9） 

11. 個別報告（10） 

12. 個別報告（11） 

13. 個別報告(12） 

14. まとめ 

 

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

卒業論文演習１の成果をふまえたうえで各自で卒論の執筆を進めるとともに，提示された課題に対応すること。卒業論文の仕上

げの時期であり，各自の自主的な取り組みが強く求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況，卒業論文の進捗状況を総合的に評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマ，進捗状況などを踏まえて適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD586 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に設定した問題を前提に、具体的に卒業論文執筆に着手する。そのためにまず章立てをおこない、他のゼミ生から批判

的に検討を受ける。それを前提に、論理的かつ経験的な調査を前提とした論文執筆をおこなう。 

 

The purpose of this class is to complete a graduation thesis on the premise of the questions set for the spring term. In order to 

do so, students first set up chapters, which are critically examined by other seminar students. Based on this, the students will 

write a thesis on the premise of logical and empirical research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を仕上げる。対象は任意だが、社会を消費社会という観点から明らかにすることを求める。各自の書いたものを集団的

に検討するととともに、必要な場合は個人面談を重ねる。論文執筆には何より推敲が重要になるため、できるだけ早い取り掛かり

を求める。 

 

Students complete their graduation theses through classes. It is up to the students to select their research focus, but it is 

necessary to examine society from the perspective of consumer society. Students review their writing with other students in 

class and have individual interviews if necessary. Since elaboration is more important than anything else in writing a paper, it is 

essential to start as soon as possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 章立て、参考文献、データ解読の確認（1） 

3. 章立て、参考文献、データ解読の確認（2） 

4. 章立て、参考文献、データ解読の確認（3） 

5. 章立て、参考文献、データ解読の確認（４） 

6. 章立て、参考文献、データ解読の確認（5） 

7. 章立て、参考文献、データ解読の確認（6） 

8. 論文草稿の検討（1） 

9. 論文草稿の検討（2） 

10. 論文草稿の検討（3） 

11. 論文草稿の検討（4） 

12. 論文草稿の検討（5） 

13. 論文草稿の検討（6） 

14. 論文草稿の検討（7） 

 

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

自ら文献を探し、読み、批判的に検討する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習の参加(30%)/発表(70%) 

 

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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■DD587 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文へのジャンプ 

担当者名 

（Instructor） 
関 礼子(SEKI REIKO) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の執筆にあたって、各自が進める調査研究を深化させ、論文を書き上げることが最終目標となる。完成度の高い論文

執筆を目指す。 

 

Students will dig deeper in their surveys and researches when writing their graduation theses. Their goal is to complete their 

theses. Students will aim to create theses with high degree of completeness. 

 

授業の内容（Course Contents） 

調査研究を深めるために、自分自身が選び取った調査方法によって得たデータを分析し、かつまたその分析を補完しうるような

文献資料研究の手法を学ぶ。また、論文執筆に重要なリテラシーについて学ぶ。表現することは自身の存在を見せるということで

あることに留意しながら、卒業論文を完成させる。 

 

To enhance their surveys and researches, students will analyze data they obtained based on research methods they have 

chosen. To supplement that, students will learn methods to research literatures and documents. In addition, students will 

acquire critical knowledge at writing theses. Students will bear in mind that presenting means showing their existences while 

completing their graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマを深める、文献資料を参照する 

2. 読むことぬきに書くことはできない 

3. やってはいけないこととやるべきこと 

4. 論文執筆のリテラシー 

5. 構想報告１ 

6. 構想報告２ 

7. 構想報告３ 

8. 構想報告４ 

9. 個別指導１ 

10. 個別指導２ 

11. 個別指導３ 

12. 個別指導４ 

13. 個別指導５ 

14. 確認事項伝達 

 

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

個々人のテーマに従った論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論(10%)/卒業論文の完成(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤健二、2014、『論文の書きかた』、弘文堂 

 

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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■DD588 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
水上 徹男(MIZUKAMI TETSUO) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成を通して論理的思考や分析能力および論文としての表現力の向上を目指す。 

 

Each student must establish one's own research question relating to contemporary social issues. Students will collect relevant 

materials and construct a dissertation structure. Empirical data will be gathered from students' own fieldwork, and some 

students need to conduct questionnaires. In the class, we exchange ideas with other students to brush up theories orresearch 

frames for the graduation dissertation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文演習 1 に引き続き論文の完成を目指し，各自で問題関心の明確化，問いの探求に必要な文献や資料の検討，調査を

進め，章の構成を作成する。フィールドワーク、場合によっては、質問票調査を実施する。授業では，先行研究のレビューや分析

方法などの卒業論文の完成に必要な技法の指導を行う。また，個々の卒業論文の内容および進捗状況の報告と議論を中心に

据えて，他の学生との意見交換を通して論文を完成させる。 

 

The aim of this class is to improve logical thinking, analytical ability and expressive ability in the course of completing 

dissertation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期ガイダンス： 卒業論文の進め方やスケジュールについて 

2. 実地調査 

3. 実地調査 

4. 実地調査 

5. 進捗状況の発表およびディスカッション 

6. 進捗状況の発表およびディスカッション 

7. 進捗状況の発表およびディスカッション 

8. 進捗状況の発表およびディスカッション 

9. 進捗状況の発表およびディスカッション 

10. 論文執筆と添削 

11. 論文執筆と添削 

12. 論文執筆と添削 

13. 論文執筆と添削 

14. 論文執筆と添削 

 

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

調査計画と論文構成を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席，卒業論文の進捗状況を総合的に評価(100%) 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DD589 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文執筆の指導を行う。卒業論文の完成に向け、履修者には自主的に論文執筆を進めていくことが求められる。秋学期開

始前には全ての調査を完了し、データの分析結果を提示できるようにすること。授業内においては、論文の執筆の経過報告と添

削を行なっていく。 現代文化学科の教育課程編成方針の「完成期」にあたる演習として、学問分野ならびに実践に対して「提言」

する力を養うことを目的とする。 

 

Students are expected to actively write a graduation thesis autonomously toward its deadline. Those who take this class have 

to present the results of data analysis by the beginning of fall semester. Students report the progress of their studies and 

revise the thesis under the direction of an academic advisor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者による報告から成る。履修者は責任をもって各章の執筆にあたり、途中経過ならびに執筆した箇所を提示・報告し、教員と

他の履修者による批判・助言を受けながら、修正にあたること。  

 

Students have to present on-going progress of their studies. Those who registered should make themselves liable for writing 

each chapter of their thesis and revising drafts, being advised by an academic advisor and other students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 調査結果の報告  

3. 調査結果の報告  

4. 調査結果の報告  

5. 執筆の進捗状況の報告  

6. 執筆の進捗状況の報告  

7. 執筆の進捗状況の報告  

8. 執筆の進捗状況の報告  

9. 修正稿の検討  

10. 修正稿の検討  

11. 修正稿の検討  

12. 修正稿の検討  

13. 最終稿の確認  

14. 最終稿の確認  

 

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

授業時間外においても、常に書き進めておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業論文執筆の経過報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内や面談で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時間は延長の可能性がある。 

・各自の研究に対するフィードバックは、主にメールや面談等を通じて行なうこととする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DD590 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文の完成 

担当者名 

（Instructor） 
毛利 嘉孝(MORI YOSHITAKA) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門演習２、ならびに卒業論文演習１で行った研究をベースとしながら、卒業研究を進め、適切な調査や考察を伴った卒業論文

を作成することを目標とする。 

 

Students will refer to researches conducted in Seminar (3rd year) and Thesis Writing Seminar 1 when working on their 

graduation researches. Students will write their graduation theses with appropriate surveys and analyses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の柱は、①文献講読とディスカッション、②各自による調査と共有、③論文の執筆ならびに研究発表と批評会（調査研究にか

んするディスカッションなど）が中心となる。それらを通じて、自らの卒業研究を進め、最終的には新たな知見を含んだ卒業論文を

完成させる。  

 

The pillars of this class are: (1) literature reading and discussion, (2) individual survey and sharing, (3) thesis writing, research 

presentation, and comment session (discussion about survey research). Through these, students will progress in their 

graduation researches. In the end, they will discover new insights and complete their graduation theses.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション  

2. 文献講読、ディスカッション  

3. 文献講読、ディスカッション  

4. 文献講読、ディスカッション  

5. 文献講読、ディスカッション  

6. 文献講読、ディスカッション  

7. 研究発表、批評会  

8. 研究発表、批評会  

9. 研究発表、批評会  

10. 研究発表、批評会  

11. 研究発表、批評会  

12. 研究発表、批評会  

13. 研究発表、批評会  

14. 全体総括 

 

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

論文執筆に向けた調査研究を率先して行っていくことが前提となる。時間外において、各自が必要な文献を読み、調査データを

収集し、考察・分析することが求められる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(50%)/授業参加（出席、ディスカッション）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者の研究テーマを見た上で最初の授業（オリエンテーション）で指定する。 

 

参考文献（Readings） 

参加者の研究テーマを見た上で最初の授業（オリエンテーション）で指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DD591 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
総合的環境教育の研究 

担当者名 

（Instructor） 
野田 恵(NODA MEGUMI) 

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） 
CCS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境教育並びに総合的環境教育（ESD＝持続可能な開発のための教育）をテーマに卒業論文の作成を行う。 

 

Students will use subjects of environmental education and universal environmental education (Education for Sustainable 

Development, ESD) to write their graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず卒業論文の書き方について、テーマの絞り方や調査対象の決定、調査手法などについて、全体で共有すると共にさらに履修

者各自の問題意識を明確にする作業を繰り返し、卒業論文のテーマを決定し、その後は個別のテーマに沿った卒業論文執筆に

ついて、具体的指導を行う。なお本ゼミの卒論作成においてはフィールド調査を特に重要視している。 

 

To write their graduation theses, students will repeat processes such as refining subjects, determining survey targets, sharing 

their survey methods, and clarifying their issue awareness. Students will decide their graduation thesis subjects. After that, 

students will receive specific instructions on how to write their graduation theses based on their subjects. Furthermore, field 

surveys are particularly important when writing graduation theses of this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文とは（１） 

2. 卒業論文とは（２） 

3. 卒業論文執筆の手法（１） 

4. 卒業論文執筆の手法（２） 

5. 卒業論文執筆の手法（３） 

6. 卒業論文の構想と発表（１） 

7. 卒業論文の構想と発表（２） 

8. 卒業論文の構想と発表（３） 

9. 卒業論文の作成（１） 

10. 卒業論文の作成（２） 

11. 卒業論文の作成（３） 

12. 卒業論文の作成（４） 

13. 卒業論文の完成 

14. 口頭発表会準備 

 

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

各自の卒業論文の進捗状況について、毎回、必ず発表を行うので、発表資料を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点（討論への積極的参加）(50%)/発表(50%) 

単位修得には 75％以上の出席を要する。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布 

 

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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■DD755 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究１ 

(Graduation Research 1) 

担当者名 

（Instructor） 

石井 香世子(ISHII KAYOKO) 

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） 
CCS4900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  卒業論文コースを選択しない者が，現代文化学科で学ぶ４領域について幅広く修得することにより，社会に出るにふさわしい見

識を獲得することを目指す。 

 

  Students that hadn’t chosen graduation thesis course will acquire various knowledge in 4 areas of Department of 

Contemporary Culture and Society. These students will aim to acquire insights compatible with their working lives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  指定された 2 領域について，それぞれ課題レポートを執筆する。詳細は履修要項および卒業論文・卒業研究ガイダンス資料を

参照すること。また，必要な指示は初回の授業および Blackboard 上の掲示にて行う。 

 

  Students will write subject reports on 2 specific areas. Students should refer to their course guidebook, graduation thesis, or 

graduation research guidance document. In addition, essential instructions will be presented on Blackboard and in the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体案内 

2. レポート作成のための作業・相談 

3. レポート作成のための作業・相談 

4. レポート作成のための作業・相談 

5. レポート作成のための作業・相談 

6. レポート作成のための作業・相談 

7. レポート作成のための作業・相談 

8. レポート作成のための作業・相談 

9. レポート作成のための作業・相談 

10. レポート作成のための作業・相談 

11. レポート作成のための作業・相談 

12. レポート作成のための作業・相談 

13. レポート作成のための作業・相談 

14. レポート作成のための作業・相談 

 

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

関連文献の読み込みなど。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

2 つのレポート(100%) 

2 領域について，執筆する課題レポートをもとに，総合的に評価する。 

 

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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■DD855 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究２ 

(Graduation Research 2) 

担当者名 

（Instructor） 

石井 香世子(ISHII KAYOKO) 

関 礼子(SEKI REIKO) 

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） 
CCS4900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 卒業論文コースを選択しない者が，現代文化学科で学ぶ４領域について幅広く修得することにより，社会に出るにふさわしい見

識を獲得することを目指す。 

 

  Students that hadn’t chosen graduation thesis course will acquire various knowledge in 4 areas of Department of 

Contemporary Culture and Society. These students will aim to acquire insights compatible with their working lives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 指定された 2 領域について，それぞれ課題レポートを執筆する。詳細は履修要項および卒業論文・卒業研究ガイダンス資料を

参照すること。また，必要な指示は初回の授業および Blackboard 上の掲示にて行う。 

 

  Students will write subject reports on 2 specific areas. Students should refer to their course guidebook, graduation thesis, or 

graduation research guidance document. In addition, essential instructions will be presented on Blackboard and in the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体案内 

2. レポート作成のための作業・相談 

3. レポート作成のための作業・相談 

4. レポート作成のための作業・相談 

5. レポート作成のための作業・相談 

6. レポート作成のための作業・相談 

7. レポート作成のための作業・相談 

8. レポート作成のための作業・相談 

9. レポート作成のための作業・相談 

10. レポート作成のための作業・相談 

11. レポート作成のための作業・相談 

12. レポート作成のための作業・相談 

13. レポート作成のための作業・相談 

14. レポート作成のための作業・相談 

 

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

関連文献の読み込みなど。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

2 つのレポート(100%) 

2 領域について，執筆する課題レポートをもとに，総合的に評価する。 

 

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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■DE155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア社会学 

(Sociology of Media) 

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） 
SOX2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
メディア社会学科２年次以上・社会学科・現代文化学科（人数制限科目） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、メディア社会学を学ぶための学問的基盤を築くことを目的とする。社会の中でのメデイアとコミュニケーションに関わる

さまざまな現象に関する社会学的な諸理論を理解し、「メディアと社会」に関して多角的に考察する力を養う。 

 

In this course, students will aim to acquire intellectual foundation required to learn media sociology. Students will understand 

various sociological theories on wide range of media and communication phenomena in society. Students will think about media 

and society from multiple angles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、「メディアと社会」に関する諸理論を取り上げ、その内容、背景、意義と限界などについて概説する。また、研究者たち

がどのような視角や手法を用いたかについても説明する。履修者は、ただ単にそれらを理解するだけでなく、それを現代のマスコ

ミに応用して考えてほしい。 

 

In this class, professor will select various theories about media and society to explain their content, context, significance, and 

limit. In addition, professor will explain perspectives and methods researchers used. Students will not only understand all of 

these, but also think about how they can apply these to modern mass media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 「なぜメディア研究か？」 

2. メディア史への視点 「メディア」論の成立 

3. マス・コミュニケーションの成立  ｢言論の自由｣論と「印刷革命」論 

4. 近代とマス・メディア 「公共圏」論 

5. ナショナリズムとメディア 「想像の共同体」論 

6. 大衆社会論とメディア 「強力効果」論 

7. 戦争とプロパガンダの理論  

8. 第 2 次世界大戦後の様々なマス・コミュニケーション論 

9. 限定効果論の登場 

10. さまざまな効果論（１）  「議題設定」モデルと「沈黙の螺旋」モデル 

11. さまざまな効果論（２）  「利用と満足」研究と「培養理論」 

12. ｢カルチュラル・スタディーズ｣ の登場 

13. メディア・イベントの展開 

14. まとめ 再び、「なぜメディア研究か？」 

 

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

授業で紹介するのは、各理論のエッセンスに過ぎない。ぜひ、授業中に紹介する文献を実際に読んで、理解を深めて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内のミニレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない。必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. スタンリー・バラン、デニス・デイビス、2007、『マス・コミュニケーション理論 上』、新曜社 (ISBN:978-4788510500) 

2. スタンリー・バラン、デニス・デイビス、2007、『マス・コミュニケーション理論 下』、新曜社 (ISBN:978-4788510517) 

3. 伊藤守編、2015、『よくわかるメディア・スタディーズ［第２版］』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623072644) 

4. デニス マクウェール、2010、『マス・コミュニケーション研究』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766416664) 

この他、各回、参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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本授業は、パワーポイント、板書を用いた講義形式で、映像資料なども適宜用いる。ただし、学生に発言を求めることもある。 

授業内で実施したミニレポートについては、次回授業時に講評を述べることでフィードバックを行う。期末試験については、採点終

了後に、Blackboardを通じてフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習基礎 

(Introductory Journalistic Reporting and Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
軽部 謙介(KARUBE KENSUKE) 

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） 
CMS2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE201 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

報道という営為がどのようなものかを理解するとともに､その機能が現代民主主義社会の中で有する重要性を認識してもらいま

す｡同時に報道の限界や問題点などについても理解します｡その上で､記事執筆の基本についても会得してもらいます｡ 

 

Students will understand the behavior of reporting while recognizing the importance of its functions in modern democratic 

society. At the same time, they will understand the limits and issues surrounding reporting. In addition, students will understand 

the basics of article writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

報道は社会にとってなぜ必要なのか､どういう意味を持つのかなどの論点を軸に､日本型ジャーナリズムの特質とその国際比較と

いう視点も織り込みながら､現役記者として ｢現場感覚｣ を加味しながらの授業とします｡また､記事執筆を実際に体験してもらい

ながら､その基本について考えていきます｡ 

 

Why society needs reporting? What meaning does it have? Students will refer to these in their arguments while adding in 

perspectives of Japanese journalism characteristics and international comparisons. In this class, students will also consider field 

experience of reporters on site. Students will experience writing articles themselves while thinking about these basics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 報道とは何か､その１＝歴史や実態などについて概括的に｡ 

2. 報道とは何か､その２＝報道の主体 (新聞､通信､放送､出版など) を中心に､その特徴や特性の違いについて考えます｡ 

3. 日本型報道の特質＝記者クラブ制度や ｢エンバーゴ｣ などについて､その歴史や存在意義､報道の自由との関連などを具

体的に考えてみます｡ 

4. 分野別報道の現状と課題＝政治､経済､国際など報道を分野別に考え､その問題点などを､事例に即して検討していきます｡ 

5. 調査報道とは何か＝調査報道について､具体例を通じて､その意義などについて吟味します｡ 

6. 報道の国際比較＝米国の事例などを紹介し､国際比較で日本メディアの現状を考えてみます｡ 

7. 報道事例の検証＝沖縄密約事件､米国のペンタゴンペーパーズ事件など具体的事例を通じ､報道の意味や課題を検討して

いきます｡ 

8. 記事の基本＝｢５Ｗ１Ｈ｣や｢逆三角形｣など､記事を書く際の基本原則を考えます｡ 

9. 取材の基本＝取材とはどういうものなのか｡何を聞き出せばいいのか｡模擬記者会見などの実施を通じて考えていきます｡ 

10. 記事執筆その１＝どのようにしたら､より相手に伝わりやすい文章が書けるのか検討します｡ 

11. 記事執筆その２＝表現上の留意点など記事を書く際の｢ルール｣について考えます｡ 

12. 記事執筆の実践その３＝具体的に簡単な記事を書いてもらいます｡ 

13. 記事執筆の実践その４＝同 

14. まとめ＝これまでの授業をまとめます｡ 

 

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します｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業態度(20%)/授業内での記事執筆(20%)/授業内でのレポートなど(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献はその都度授業中に示します｡ 

 ただ､紙の新聞については､一紙で結構ですので毎日読むようにしてください｡朝日でも毎日でも何でも結構です｡自宅でとってい

ない場合は､大学や地域の図書館で読むように努めてください｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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「メディア・ジャーナリズム実習応用」も履修することが望ましいです｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■DE202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習基礎 

(Introductory Journalistic Reporting and Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
中島 章隆(NAKAJIMA FUMITAKA) 

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） 
CMS2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE202 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

報道の基本は，幅広い取材をもとに「真実」に迫り，読者に正確な情報を伝えることだ。情報機器の発達に伴い，だれもが情報を

発信できる時代になった。玉石混淆の「ニュース」の中から「真実」を選択し，読み解くにはそれなりの技術が必要な時代となっ

た。報道現場からの視点で，実践に即した具体例を解説し，ニュースを読み解く力をつけてもらう。 

 

The basics of reporting are to pursue truth based on wide range of materials and convey accurate information to readers. With 

development of information technologies, anyone can broadcast information nowadays. Interpreting and selecting news require 

technique on par with the task. Based on perspective of reporting, professor will explain specific examples in line with actual 

practices to help students acquire news reading skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

事件・事故の報道や，いわゆる「特ダネ」，各種コラムなど具体的な新聞記事を毎回テーマに取り上げ，記事ができあがるまでの

過程や背景を解説する。とりわけ１年後に迫った東京五輪・パラリンピックについて，その歴史や「あり方」などを考えてもらう。毎

週，テーマごとにレポートを提出し，「書く力」を養う。 

 

Professor will select reports on events and accidents, so-called scoops, various columns, and other specific news articles as 

subjects. Professor will then explain processes and contexts these articles went through before publication. Particularly, 

students will think about history and current condition of Tokyo Olympics and Paralympics, scheduled to take place in a year. 

Each week, students will submit reports for each subject to improve their writing skill. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論 まず新聞の「読み方」を考える。 

2. 直近の新聞等の記事を素材に「時事ニュース」のミニ解説，何をどう伝えたかを検証し，ジャーナリズムとは何かを考える。

毎週の授業は，資料を配付。授業の後半に原稿用紙を配布し，与えたテーマについて原稿を書き提出する。添削して次の

授業で論評するケースあり。 

3. 各論 同上 

4. 各論 同上 

5. 各論 同上 

6. 各論 同上 

7. 各論 同上 

8. 各論 同上 

9. 各論 同上 

10. 各論 同上 

11. 各論 同上 

12. 各論 同上 

13. 各論 同上 

14. まとめ 

 

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

可能な限り新聞，テレビ等のニュースに幅広く接すること。特定のテーマについて事前に課題として与える場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週提出のレポートの内容(60%)/出席・授業態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜，講師が配布する。 

 

参考文献（Readings） 

新聞各紙，単行本，雑誌など。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 290 - 

■DE203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習基礎 

(Introductory Journalistic Reporting and Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実用的な文章を書く 

担当者名 

（Instructor） 
左山 政樹(SAYAMA MASAKI) 

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） 
CMS2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE203 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

取材の方法や資料の読み方の基本を知ったうえで、ビジネスの世界でも通用する、平易で簡潔、そして分かりやすい文章の書き

方を身につけます。全部で７本の原稿を書いてもらいます。 

 

Students will learn basic methods to collect materials and read documents. After that, they will learn how to write simple, clean, 

and easy to understand essays. This skill will be useful in business world too. In total students will write 7 essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞記事に代表されるマスメディアの文章は、読み手に分かりやすく情報を伝達する実用文（説明文）の一種です。みなさんが小

中学校、高校で学んできた作文や小論文とはまったく異なり、書き手の感想や心情、考えを字面には出さないことを基本にしてい

ます。物事の発生経緯や人物紹介、時事ワードの解説などはどのように構成すれば情報を的確に読者に説明できるのか。テー

マごとに実際に書いてみることによって実践的な筆力を向上させます。 

 

Mass media essays, represented by news articles, are practical essays (explanatory essays) that convey information to readers 

in easy to understand manner. These differ completely from essays and short theses students had written from elementary 

through high schools. In general, students will refrain from showing opinions, emotions, and thoughts in their words. How can 

students construct their explanations of event timelines, people introductions, and current events, to convey them accurately 

to readers? Students will improve their practical writing skill by writing about each subject. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：新聞記事に代表されるマスメディアの文章（説明文）の特徴とは 

2. 作文実習（１回目・自己紹介）：ＥＳにも応用できる自己紹介の方法 

3. 前回の作文を講評した後、次回の作文のテーマに沿って書き方を解説。テーマは毎回、当方から提示します。なお、作文は

必ず添削・感想を添えてお返しするつもりです。 

4. 作文実習（２回目） 

5. 講評と次回の作文のテーマに沿って書き方を解説。何がテーマになるかは講義時点のニュース次第です。文章が書けるよ

うになるための早道は、筋トレと同じで、基本的な練習を繰り返すことです。 

6. 作文実習（３回目） 

7. 講評と次回のテーマ提示・書き方解説 

8. 作文実習（４回目） 

9. 講評と次回のテーマ提示・書き方解説 

10. 作文実習（５回目） 

11. 講評と次回のテーマ提示・書き方解説 

12. 作文実習（６回目） 

13. 作文実習（７回目）好きなテーマでコラムを書いてもらいます（作文実習の総仕上げになります）。 

14. 講評。マスメディアに関心を持つ人向けに、おすすめの本や今後の対処法などをお話しして総括とします。 

 

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

講義の冒頭に１週間で最も印象に残ったニュースを尋ねます。新聞やテレビでニュースを読んだり見たりしながら、なぜそれがニ

ュースになっているのか、その１週間でなぜ一番印象に残ったのか、を考えておいてください。任意に指名しますので、考えを述

べてもらいます。世の中の出来事をウォッチもしないでメディアを語ることはできませんから。政治から社会問題、スポーツ、芸能

まで分野を問いません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作文実習(70%)/講義への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義ごとに何らかの資料を配布します。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習基礎 

(Introductory Journalistic Reporting and Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書くことは考えること 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 央(SASAKI HISASHI) 

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） 
CMS2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE204 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「書くことは考えること」。これは２１歳で自死した奥浩平の遺稿集「青春の墓標」の言葉。なぜ書くことが考えることなのか。書く

ことは、あらかじめ形成された見解やイメージを言葉に置き換えるだけの作業ではない。もっと多義的な意味と機能を持つ。それ

を体感し、一方で理論的に確認し、カリキュラム・マップにおける本科目の位置づけ「人間・社会のメディアとコミュニケーション」へ

の理解を深める。 

 

“Writing is thinking.” These are words in Youth’s Gravestone by Kouhei Oku, who committed suicide at 21 years old. Why is 

writing thinking? Writing is not limited to conversion of preconceived insights and images into words. It has more significances 

and functions. Students will experience this while verifying it theoretically. They will understand functions of this subject within 

the curriculum map, while deepening their understanding about media communication between human and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 方法的には文章を書くことと、それを基にした全員のディスカッションが縦糸になる。といっても、作文は３～４本程度で、負担は

それほど重くない。教員がｌ「授業する」（業を授ける）」という非対称な構造にはせず、教員もともに考えるようにしたい。 

 内容的には「情報とは何か」、その情報を基礎とする「民主主義とは何か」がテーマになる。幸い、現場で共同通信社の記者とし

て書き続けているので、実践的・具体的な経験をは参考として紹介したい。そして、私たちの置かれた環境（自由や制約）を捉え

直したい。それは情報と表現の重要性を示し、みなさんがこれから生きていく上でも糧となるはずだ。 

 

Methodologically, students will write essays and conclude by participating in essay discussions. Students will only write 3 to 4 

essays, which will not be heavy burdens for them. Instead of an one-way structure in which professor teaches (gives lectures), 

professor will join students in thinking.  The subjects include essence of information and democracy, which is founded on 

information. Luckily, professor has continued writing as onsite reporter for Kyodo News Agency. Thus, professor will refer to 

these practical and specific experiences in introduction. Then, students will reexamine their environments (liberty and limit). 

These will show importance of information and expression, which are fuels for students’ future lives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと各自の自己紹介、それを基にして情報とは何かを考える 

2. 「情報とは何か」①提出作文Ⅰを素材に情報の機能やコミュニケーションを考える 

3. 「情報とは何か」②提出作文Ⅰを素材に情報の限界や制約について考える 

4. 「情報とは何か」③時事的なテーマについて考える（テーマ設定） 

5. 「情報とは何か」④提出作文Ⅱを素材に考えを深め多面化する（例・私たちは何を知っているのか） 

6. 「情報とは何か」⑤提出作文Ⅱを素材にメディアについて考える（例・私たちはどれほど操作されているか） 

7. 「表現とは何か」①表現全般について考える 

8. 「表現とは何か」②提出作文Ⅲをもとに「言葉」について考える（例・なぜ母語で書かないのか） 

9. 「表現とは何か」③提出作文Ⅲをもとに「メディア」について考える（例・表現を閉ざされることは何を意味するか） 

10. 「表現とは何か」④提出作文Ⅲをもとに「自分」について考える（例・自己はどこまで表れるのか） 

11. 「書くことは考えること」①身近な問題について討論しテーマを選ぶ 

12. 「書くことは考えること」②提出作文Ⅳをもとに他者を理解する（例・読み手の自由と誤読について） 

13. 「書くことは考えること」③提出作文Ⅳをもとに自分を見つめる（例・自分は自由か、何にとらわれているのか、制約の中の自

由というパラドクスについて） 

14. まとめ：情報・表現・自己決定・民主主義について考える 

 

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

制約の少ない作文をメールで最大４回、提出してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回による作文の提出(50%)/問題提起・質問・討論への参加(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

使用しません 

 

参考文献（Readings） 

どれか一紙でいいので紙の新聞を読んでください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

WEB 上で読める教員の記事一覧 

https://this.kiji.is/-/authors/368964164493788257 

 

注意事項（Notice） 
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■DE210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習応用 

(Advanced Journalistic Reporting and Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
──インタビューとは何か── 

担当者名 

（Instructor） 
佐山 一郎(SAYAMA 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） 
CMS3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE210 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個人インタビュー（対話記録）の検証と実践をしながら様々な可能性を学び合います。 

 

Students will examine and practice individual interviews (conversational records) to learn about various possibilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「実習応用」と科目名にありますが、授業ではむしろ基礎的な要素に重点を置きます。好奇心溢れる雑誌編集部のような環境で

対話＆文章技術を磨いてもらいます。 

 

Although the course bears the name ‘Advanced and Applied’, the focus is on foundational elements. Students will improve their 

conversational and writing techniques in environment that resembles editing room of magazine. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 予備考察：話し言葉の現在地 

3. 形式：一問一答形式とモノローグ加工 

4. 実習：人選（企画）と面会の約束 

5. 実習：事前の質問作りと備え。メモ取りとベタ起こし 

6. 実習：ゲストスピーカー（＝インタビュイー）と共に① 

7. 編集：用語用字の基準と入稿作業 

8. 編集：合評→推敲と校閲 

9. 実習：ゲストスピーカー（＝インタビュイー）と共に② 

10. 編集：入稿作業 

11. 編集：合評→推敲と校閲 

12. 最終レポート：テーマ説明（例：「日本社会（世間）におけるインタビューの困難とその克服） 

13. 最終レポート：各自のラフ案出し 

14. 最終レポート：合評 

 

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

①大宅壮一文庫（雑誌の図書館）の体験・活用を推奨しています。 

 

②立教大学池袋図書館 B2F東側エリアで、新聞縮刷版、雑誌バックナンバーを閲覧します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/提出物(40%)/授業への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 社団法人共同通信社、2016年、『記者ハンドブック 第 13 版 新聞用語用事集』、共同通信社 

2. 児玉隆也、2001 年、『淋しき越山会の女王 他六編』、岩波書店 

3. 青山南、2015 年、『パリ・レヴュー・インタヴュー Ⅱ作家はどうやって小説を書くのか、たっぷり聞いてみよう！』、岩波書店 

4. 佐山一郎、2007 年、『デザインと人 25 interviews』、マーブルトロン 

5. ジーン・スタイン ジョージ・プリンプトン、1989 年、『イーディ '60 年代のヒロイン』、筑摩書房 

随時、コピーで提供するテキストがあります。 

 

参考文献（Readings） 

1. スタッズ・ターケル、1972 年、『仕事（ワーキング）！』、晶文社 

2. 藤井誠一郎、2018 年、『ごみ収集という仕事 清掃車に乗って考えた地方自治』、コモンズ 

3. 岸政彦 石岡丈昇 丸山里美、2016 年、『質的社会調査の方法──他者の合理性の理解社会学』、有斐閣 
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4. 武田徹、2017 年、『日本ノンフィクション史』、中央公論新社 

5. 山口謡司、2016 年、『日本語を作った男 上田万年とその時代』、集英社インターナョナル 

6. 野村進、2008 年、『調べる技術・書く技術』、講談社 

7. 阿部謹也、1995 年、『「世間」とは何か』、講談社 

随時、コピーで提供する参考文献（一部）があります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Amazon、日本の古本屋などの公式サイトでの検索を随時してもらいます。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習応用 

(Advanced Journalistic Reporting and Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
軽部 謙介(KARUBE KENSUKE) 

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） 
CMS3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE211 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

報道の基本となる記事の取材・執筆を実際に体験することを通じて、第三者に何かを伝えるというのはどういうことなのか、どのよ

うな表現が有効なのか、ジャーナリズムに必須となる正確性はどのようなプロセスで確保されるのかなどを理解します。自らテー

マを設定して取材・執筆を体験します。 

 

Students will practice the basics of reporting, i.e., collect materials and write articles. Through these, students will learn 

contents and useful expressions to convey information to the third party. Students will understand the processes required to 

ensure journalism accuracy. Students will select their subjects, collect materials, and write articles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞記事作成のプロセスを紹介し、長年にわたり形成されてきた簡潔にして要点を伝える文章の本質を探ります。また取材とは

どのように行うのか、記事を書く上では何が大事なのかといった点を学んだうえで、実際に自分でテーマを設定し記事を取材・執

筆してもらいます。「メディア・ジャーナリズム実習基礎」の応用編です。 

 

Professor will introduce processes of writing news articles. Conveying important information has gone through a long formation 

process. Students will explore the essence of these articles. Students will learn how to collect materials and what is important 

when writing articles. They will select their subjects, collect materials, and write articles.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 記事を書くとはどういうことなのか＝ジャーナリストとして現象を伝達していくことの意味を概括的に。 

2. 記事の基本＝「５Ｗ１Ｈ」の重要性について、具体例を検討しながら深めて考えます。 

3. 記事の類型＝本記、サイド、解説、論説など記事の分類を紹介し、それらが果たす意義について考えます。 

4. 記事はどのように書かれるのか＝実際の記事執筆のプロセスを紹介し、留意点などを検討します。 

5. 記者はどのように取材していくのか＝取材の現場とはどういうものなのか、どのようなことに注意しながら取材するのかなど

を紹介しながら、取材という行為を考えます。 

6. 資料はどのように集めるのか＝調査報道には不可欠となる資料収集について、入手の具体的な方法を提示します。 

7. テーマ設定その１＝取材・執筆する対象をどのように選ぶのか、その際にはどのような視点が必要なのかを考えます。 

8. テーマ設定その２＝各自の設定したテーマを発表し、具体的な留意点などについて考えます。 

9. 記事執筆の留意点＝見出しはどのようにとるのか、リードにはどのような要素を盛り込むのかなどを検討します。 

10. 記事執筆実習その１＝模擬記者会見を実施し、実際に記事を書いてもらいます。 

11. 記事執筆演習その２＝その１の時に書いてもらった記事の講評を行いますが、指摘された点を通じて何が執筆に必要なの

か改めて考えてもらいます。 

12. 解説・サイド記事の書き方＝本記記事以外の書き方について具体的に紹介します。 

13. 実習記事の提出と発表＝テーマ設定その２で各自が決めた記事をこの時までに提出し、その取材経験などを発表してもら

います。 

14. 実習記事の講評とまとめ 

 

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

実習記事の取材・執筆は授業時間外に行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(30%)/実習記事(40%)/レポート提出(30%) 

なお単位修得のためには７５％以上の出席を必要とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献はその都度授業中に示します。ただ、紙の新聞については、一紙で結構ですので毎日読むようにしてください。朝日でも

毎日でも何でも結構です。自宅でとっていない場合は、大学や地域の図書館で読むように努めてください。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「メディア・ジャーナリズム実習基礎」を履修することが望ましいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習応用 

(Advanced Journalistic Reporting and Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀の「絶対的価値」を探る 

担当者名 

（Instructor） 
内野 雅一(UCHINO MASAKAZU) 

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） 
CMS3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE212 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ＳＮＳが広がっている。現代社会は誰もがいつでもつながる「常時接続環境」になったかのようだが、実は常時「部分」接続環境で

しかない。「部分」はそれぞれの「価値」で呼吸し、他の「部分」をヘイトする。21 世紀の実相はＳＮＳなどのネットが人間社会を高

度化させているのではなく、ギスギスした人間関係の蔓延なのである。人々は幸福にではなく、破滅に突き進んでいるといえる。

授業では、「平成」が幕を閉じる現代社会の変容ぶりと、その背景を明らかにする。 

 

Social media is spreading. In modern society, it seems that everyone is always connected but in fact people are only partially 

connected. Each part breathes in their values and hates other parts. In 21st century, social media and other online mediums not 

make human society more sophisticated but rather foster stiff human relationships. We are marching not towards happiness, but 

towards destruction. In this class, students will understand transformations and contexts of modern society now that the 

curtain of Heisei era is down. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師は１９８１年、毎日新聞に入社し、主に経済報道に携わってきた。しかも、新聞記者だけでなく、経済週刊誌の編集、テレビの

コメンテーターを経験した。同時に、伝書鳩は知らないが、電話からポケベル、スマホといった通信手段の多様な変遷を目の当た

りにし、記事づくりの手書き、電話送稿、そしてパソコン入力への大変化に翻弄された。今、ネット社会化により「１億総メディア時

代」とされる。だが、それは大きな間違いである。あふれるフェイクが人々を惑わしているにすぎない。メディアとは何かを常に念

頭に置きながら、社会の変容ぶりを記事化し、さらに毎回異なるテーマを議論することで人間にとっての普遍的な「絶対価値」を探

り、フェイクを見抜く人間力を装備する。 

 

Professor has entered Mainichi Shimbun in 1981, mainly reporting on economics. In addition to being a news reporter, professor 

also edited economics weekly magazines and worked as a TV commentator. Although professor didn’t know carrier pigeon, 

professor did witness various transformations in communication methods, from telephone to pager to smartphone. Professor 

was carried around in the great wave of change, including handwriting articles, sending drafts by telephone, and typing with PCs. 

As internet permeates our society, we are entering era in which everyone is media broadcaster. But this is not correct. 

Overabundant fakes are merely confusing people. Students will always bear in mind ‘what is media’ while writing articles on 

social transformations. By discussing different subjects each time, students will search for absolute values common to all 

human and learn to see through fakes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新聞と週刊誌とテレビとネット 

2. テーマ「１９８９」     明治、大正、昭和、平成とは 

3. 同「文明の衝突」    イデオロギーの終えんの意味 

4. 同「新自由主義」    永遠に続く「搾取」の好都合 

5. 同「失われた 30 年」   袋小路から抜け出せない日本 

6. 同「成長神話」      アベノミクス６年の大無力感 

7. 学内インタビュー実践① 「今、大事にすべき価値は」 

8. テーマ「老後不安」   人生１００年という無間地獄 

9. 同「生命選択」      技術革新は「全能の神なのか」 

10. 同「トランプ的政治」  揺れる本音と建て前の境界線 

11. 同「マッチ売りの少女」 どっちから学ぶ「不便と便利」 

12. 学内インタビュー実践② 「個人主義は永遠に絶対か」 

13. テーマ「国の形」     進路は「幸福」か「破滅」か 

14. あなた考える「30 年後の日本社会」 

 

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

毎回、その日の新聞を必ず読んで授業に臨む。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回による授業中の作文(60%)/出席・授業（議論）への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木理・神保哲生・高田昌幸、『メディアの罠』、産学社 

2. 野中郁次郎他、『失敗の本質』、中公文庫 

3. 堤未果、『ルポ貧困大国アメリカ』、岩波新書 

4. 田中理恵子、『平成幸福論ノート』、光文社新書 

5. 水野和夫、『資本主義の終焉と歴史の危機』、集英社新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習応用 

(Advanced Journalistic Reporting and Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「広告と社会とメディアの現代的な関係」の議論を深める 

～いわば実践的な「広告・PR 論２」 

担当者名 

（Instructor） 
植村 祐嗣(UEMURA YUUJI) 

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） 
CMS3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE213 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新旧のメディアと広告が混ざり合い多様な課題が噴出している現状において、 

その本質と理想の姿を論じ、現実との折り合いを深く考察します。 

 

New and old medias are integrating with ads, resulting in various issues. 

 Students will think about their essence and ideal form, while anchoring to reality and analyzing deeply. 

 

授業の内容（Course Contents） 

正解のない様々な重要テーマについて、多角的な考察と議論のプロセス 

そのものを大切に、全員参加型の授業を行います。 

 

Students will analyze and discuss various important subjects that have no correct answer. 

 Students will emphasize these processes. The class will advance by having all students participate in it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「広告・PR 論」の総復習 

2. マス媒体・マス広告の現代的課題 

3. デジタル媒体・広告の現代的な課題 

4.   〃 （続き） 

5. デジタル広告２０年史の必然 

6. ジャーナリズムとエンタテインメント 

7. 広告の光と影 

8. 受け手側の変化とリテラシー 

9. 消費社会の現代的課題 

10. 法律・条令、業界ルール、企業倫理 

11. 数的センス 

12. Q&A 

13. 続 Q&A 

14. 総まとめ 

 

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

春学期の「広告・PR 論」単位取得済みを前提に授業を進めます。 

「広告・PR 論」の少人数＆双方向版と覚悟＆期待ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの存在しないテーマを扱います。 

 

参考文献（Readings） 

すべての広告接触、メディア体験が授業の参考となりましょう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業で何を体得できるかは、みなさんの能動性次第です。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習応用 

(Advanced Journalistic Reporting and Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聞き、判断し、書く作法 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 芳明(ITO YOSHIAKI) 

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） 
CMS3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE214 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報が氾濫するネット社会で生きるには、情報を精査し、真実を見極め、バランスの取れた情報発信の能力が必要です。ジャー

ナリストを目指す人たちだけでなく、将来の日本社会を背負う健全な人材のためにも、自分で判断し、表現する座標軸を身につけ

てもらいたいと思います。 

 

To live in an online society with overflowing information, students need to examine information, find the truth and have balanced 

broadcasting communication ability. Not limited to students who aim to become journalists. Everyone who seeks equilibrium and 

bears the burden of future Japanese society should be well-equipped with coordinate axes of independent thinking and 

expression.  

 

授業の内容（Course Contents） 

講師は新聞社の特派員として国際報道に携わり、その後は編集局を統括する立場に身を置いてきました。世界の政治指導者

が、自分に都合の悪い情報は「フェイク・ニュース」として片づける風潮が強まる今だからこそ、対象との距離の取り方、核心を突く

質問などによって情報を的確に判断し、文章に落とし込む力を身につけることが、社会人として不可欠です。そのためにもほぼ毎

回テーマを決め、次回までに文章を書いてもらい合評することで、講座終了時には達意の文章が書けるようになって欲しいと思い

ます。 

 

As a special correspondent from a news agency, the professor worked in international reporting. After that, he  joined and led 

the editorial office. Recently, we observed more political leaders worldwide that shoved aside bad news and called them fake 

news. It is exactly now that students, as parts of the society, need to take distance among themselves and targets. They need 

to ask questions to pierce through cores, correctly judge information, and crystallize information in essays. To do that, students 

will pick a subject almost every time, write essays before the next class, and receive comments on these essays. Students will 

be able to write clear essays before the end of this lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 現場に立つこと 

2. 現場に立つことと自己責任論 

3. インタビューの視点と準備 

4. インタビューを記事にする 

5. 顔写真は必要か 

6. 実名報道と人権 

7. ルポの視点と取材 

8. ルポを書いてみる 

9. 紛争地取材の心得 そのⅠ 

10. 紛争地取材の心得 そのⅡ 

11. 被災者、被害者に話を聞く作法 

12. コラムを書いてみる 

13. 自分で判断する力 

14. 判断力の磨き方 

 

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

新聞の中で自分が関心を持つページを毎日、継続して読むことを心掛けて欲しいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回による実作(70%)/出席、議論など授業への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・ジャーナリズム実習応用 

(Advanced Journalistic Reporting and Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウェブライティング「実戦」 

担当者名 

（Instructor） 
河崎 環(KAWASAKI TAMAKI) 

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） 
CMS3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE215 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ジャーナリズムにおいて、最もスピードと熱量と社会的影響力を持つメディアは紙でも電波でもなく、ウェブになり代わった（良

かれ悪しかれ）。メディア史を概観し踏まえた上で、テキストが文脈から分離し一瞬で伝播する SNS 時代の「正義」やユーザ行動

原理について考察し、フェイクニュース社会で真にジャーナリスティックでありたいと望む皆さんと、これからのウェブで生き延びる

技術を磨く。 

 

In modern journalism, the fastest, heated, and socially impactful media is not paper or radio wave – It is internet (be it good or 

bad). Students will first study overall media history before analyzing justice and users’ behavioral theories in social media age in 

which texts can be divorced from their contexts and broadcasted immediately. Students who aims for true journalism in this 

fake-news society will horn their skills to thrive in future online society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

25 年前には存在せず、想像もされなかった職業、ウェブライター・コラムニストである講師が、ウェブメディア黎明期以来約 20 年

のキャリアから培った実践的（実戦的）なウェブライティング知識と技術を教える。生活系ネットメディアからファッション誌、文芸、

政治経済誌、政府系出版物まで幅広く書くライターが目にしてきた、ウェブライティングの世界とは。 

 

マスコミの大人の事情、「数字(PV)か、それとも目に見えぬ価値の創出か」と悩む編集者、ネットの賞賛や誹謗中傷、テレビに出

演した瞬間に突如増える SNS匿名フォロワーとの付き合い方。実際の取材・原稿執筆の裏話、各社による校閲・校正の実際など

も紹介し、きちんと商品になる文章とは何かを考える。そしてウェブ誕生後に生まれた皆さんが、Twitterやインスタの裏垢、捨て

垢での行動を GAFAが牛耳るネット上に残すことの、未来的な意味をも。 

 

25 years ago, occupations such as online writers and columnists were not even imagined. Professor will teach empirical 

(practical) online writing knowledges and techniques which accumulated in 20 years of career, from dawn of online media till 

now. What does online-writing world mean? Lifestyle online medias, fashion magazines, literatures, political economic magazines, 

government publications – Professor who had written about various topics has turned to internet. 

The complicated truth of mass media; editors who hesitated between creating pageviews (PV) or intangible values; online 

praises and defamations; interactions with anonymous spiking social media followers after TV presences. Professor will 

introduce backstage stories of material collection and draft writing, as well as proofreading and editing by various companies. 

Students will think about essays’ quality suitable to put on market. Students born after internet birth should think about these: 

hidden Twitter and Instagram accounts; manipulations by GAFA to leave traces of their careless behaviors online; their 

meanings in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講座ガイダンス 

2. ウェブ概論（１） 

3. ウェブ概論（２） 

4. ウェブライティング：混沌 

5. ウェブライティング：葛藤 

6. ウェブライティング：高揚 

7. ウェブライティング：陶酔 

8. ウェブライティング：失望 

9. ウェブライティング：絶望 

10. ウェブライティング：呪詛 

11. ウェブライティング：光明 

12. ウェブライティング：祈り 

13. ウェブライティング：正義 

14. 終論 

 



 - 304 - 

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

予習復習として、日ごろからウェブニュースメディアで様々な分野領域の記事を幅広く見ておくこと、それらに対して自分の意見を

持っておくこと。毎回の授業内で小さな紙を配布、各講で出題される内容にしたがって「記事にタイトルをつける」「編集者の視線

で赤入れをする」「反論する」「1パラグラフ～程度の文章を書く」などし、授業後に提出してもらったものを出欠確認とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/授業後提出物（出欠を兼ねる）(40%) 

ゲストスピーカー登壇の回（計 2回予定、ガイダンスで案内）の出席必須。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 河崎環、2016、『女子の生き様は顔に出る』、プレジデント社 (ISBN:978-4833422093) 

2019 年 4 月発売の講師新著（コラム集、シラバス公開時未発売）もテキスト指定。ガイダンス時に案内。 

 

参考文献（Readings） 

1. M. マクルーハン、1987、『メディア論―人間の拡張の諸相』、みすず書房 (ISBN:978-4622018971) 

2. 鈴木健、2013、『なめらかな社会とその敵』、勁草書房 (ISBN:978-4326602476) 

3. 水村美苗、2015、『増補 日本語が亡びるとき: 英語の世紀の中で (ちくま文庫)』、筑摩書房 (ISBN:978-4480432667) 

4. 東浩紀、2017、『ゲンロン０ 観光客の哲学』、株式会社ゲンロン (ISBN:978-4907188207) 

5. 中川淳一郎、2017、『ネットは基本、クソメディア (角川新書)』、KADOKAWA (ISBN:978-4040821573) 

6. 古谷経衡、2017、『「道徳自警団」がニッポンを滅ぼす (イースト新書)』、イースト・プレス (ISBN:978-4781650951) 

7. 五明拓弥、2018、『全米は、泣かない。』、あさ出版 (ISBN:978-4866670218) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／報道調査・インタビュー実践 

(Reporting and Interviewing) 

担当者名 

（Instructor） 
中島 章隆(NAKAJIMA FUMITAKA) 

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） 
CMS3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE223 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報化が進む現代社会にあって，誰もが「情報」を発信できる時代になった。偽ニュースが氾濫する危険性も高まっている。ニュ

ースの真偽を読み解く力も求められる。ニュースを伝達する側に立ち，情報の読み取り方を新聞記事などの実例をもとに紹介し，

取材の心得や，インタビューの実務を通じて報道のあり方を考える。 

 

Our society is moving toward highly information-oriented, where anyone can be information broadcaster. Overflowing fake news 

become real menace. Students must be able to interpret truth of news. Based on news broadcasters’ perspective, professor will 

introduce cases such as news articles to help students interpret information. Students will think about current conditions of 

reporting by studying material-collection mindsets and interview tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日々の新聞は取材の実務を考える上で格好の教材である。直近のニュースを題材に，どのような取材に基づいて記事が書かれ

ているのかを分析。取材の基本であるインタビューでは何を，どう引き出すか。取材者側の心構え，ルールなどを含め考える。合

わせて毎週のレポート提出で「伝える技術」の精度を高める訓練を重ねる。 

 

Daily news are excellent teaching materials for students to think about material collection. Students will use recent news as 

materials to analyze material-collection methods used to write these articles. As basics of material collection, students will 

learn what to bring out in interviews and how to bring them out. Students will also think about rules and mindset of interviewers. 

By submitting weekly reports, students will refine their communication techniques. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論 取材実務の解説を通じて問題点の所在を概説 

2. 各論 ニュースの受け手になじみやすい話題を中心に，直近の新聞記事がどのような取材に基づいて作成されたか分析

し，「考える力」を養う。テーマは国際政治から芸能，スポーツまで「時事ニュース」全般とする。毎週の授業は，資料を配

付。授業の後半に原稿用紙を配布し，与えたテーマについて原稿を書き提出する。添削して次の授業で論評するケースも

ある。 

3. 各論 同上 

4. 各論 同上 

5. 各論 同上 

6. 各論 同上 

7. 各論 同上 

8. 各論 同上 

9. 各論 同上 

10. 各論 同上 

11. 各論 同上 

12. 各論 同上 

13. 各論 同上 

14. まとめ ニュースの送り手に一番重要なこと 

 

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

可能な限り新聞，テレビ等のニュースに幅広く接すること。特定のテーマについて事前に課題として与える場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週提出のレポートの内容(60%)/出席・授業態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜，講師が配布する。 

 

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

新聞各紙，単行本，雑誌など。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／報道調査・インタビュー実践 

(Reporting and Interviewing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テーマあるいは仮説を設定する、調査・取材する、そして文章にまとめる。 

担当者名 

（Instructor） 
小田桐 誠(ODAGIRI MAKOTO) 

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） 
CMS3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE224 人数制限科目（30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

活字や音声・映像、インターネットの動画配信サイトなどによる報道・情報番組がどのようなプロセスと要素で成り立っているかを

把握するとともに、資料収集や調査・取材を疑似体験する。そのことによって取材者はどのような基礎を身に付け、場面場面に応

じた対応力を磨かなければならないかを考える。文字数の多少による文章のまとめ方も実践していきたい。 

 

Students will study processes and elements that create news programs, including typeset, sound, video, and online video 

distribution. At the same time students will simulate and experience material collection, investigation, and survey. Through 

these, students will think about skills and basics they need to collect information and handle various circumstances. Students 

will also practice summarizing essays depending on their lengths. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、媒体の歴史と現在私たちが置かれているデジタル・ＳＮＳ社会の功罪を考える。次にいくつかの班に分かれ主要メディアの

現状と特性を把握する。レポートの課題に取り組む中で、関連書籍・資料への当たり方を学ぶ。課題を深める過程でのディスカッ

ションやディベートも大切にしたい。新聞記者や映像ディレクターの実体験に触れるだけではなく、インタビュー実践にもチャレンジ

していきたい。やや盛り沢山ではあるが、報道の意義・役絵割にも触れながら多角的かつ深い授業を全面展開したい。 

 

First, students will learn media history and think about up and downsides of digital and social media society, in which we live in. 

Next, students will be divided into several groups. They will understand major media conditions and characteristics. Students will 

study how to find relevant books and documents while working on their report assignments. Students will also emphasize 

discussions and debates while delving into these subjects. In addition to exposing themselves to experiences of news reporters 

and film directors, students will also take up the challenge of interview practices. Although these may seem a lot, in this class 

students will touch on significances and roles of reporting from multiple angles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―各自３分間自己紹介とシラバス解説 

2. 短めの記事による「５Ｗ１Ｈテスト」と受講生のメディア接触状況の把握 

3. 活字・映像・ネット等のメディア特性とその役割を考える 

4. レポートの課題（テーマ）提示―ワンテーマ全面展開の概要（今後の授業展開）説明 

5. ゲストスピーカーによる実践講座１回目―新聞記者を予定（翌週までに感想文提出） 

6. 資料収集・取材対象者について深め・考える 

7. 取材依頼書作成および取材の基礎① 

8. ゲストスピーカーによる実践講座２回目―映像ディレクターを予定（翌週に感想文提出） 

9. 取材の基礎②そして実践に向けて当たりをつける 

10. 原稿・レポートなど文章の長短によるまとめ方講座 

11. 取材実践報告・相互学習会 

12. 課題の提出に向けて―中間報告・相談会 

13. 授業時間内に各自（班単位になるケースも）課題提出 

14. まとめ・成績評価について 

 

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

感想文のまとめ（２回）の他、次の授業に向けて宿題を課すことがある。宿題については別途指示する。ゲストスピーカーとの懇

親会も予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/感想文(20%)/小テスト（２回）(20%)/ディスカッション・ディベート力(10%)/中間報告等(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 登校拒否・不登校問題研究会、2017、『登校拒否・不登校問題のこれからを考えよう その１』、生活ジャーナル社 (ISBN:978-
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4-88259-167-2) 

2. 登校拒否・不登校問題研究会、2018、『登校拒否・不登校問題のこれからを考えよう その２』、生活ジャーナル社 (ISBN:978-

4-88259-170-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2019 年 4 月 3 日付シラバス変更 【変更事由】指定テキスト変更のため 

 

注意事項（Notice） 
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■DE251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE251／ニュースの社会学１ 

(Sociology of News 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ジャーナリズムと世論：比較の視点から/Exploring Japanese Journalism and Public 

Opinion/Sentiments: From a global comparative perspective 

担当者名 

（Instructor） 
黄 盛彬(HWANG SEONGBIN) 

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） 
CMS3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学的ニュース研究における主要概念や近年における主要なイシューについて学ぶ。 

 

The objective of this course is to introduce to key concepts and contemporary critical issues in the sociological study of news.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ジャーナリズムの歴史や現状について，ニュースの社会学及び比較の視点から紹介していく。その上で，デジタル時代のジャー

ナリズムのあり方についての議論を取り上げる。講義と並行して，受講生らは, 日本のみならず，外国のジャーナリズム活動 (新

聞及びテレビのニュース)について比較分析する課題に取り組み，期末レポートを作成する。 

 

The course will provide opportunities for students to engage with the principles of journalism and sociological understandings of 

news making practices in the digital era, rapidly changing with the penetration of the Internet and social media. It will focus on 

several key concepts in the sociological and cultural study of News including news bias, news framing, news sources, news 

narrative, news as commodity, etc. Along with lecture by the instructor, students are encouraged to have their own topics for a 

term paper and required to submit a critical essay based on the course readings and their analytical readings of the current 

news of their own interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション:ニュースを読む授業 Introduction: Reading News in Class  

2. ニュースの定義 What is News? 

3. ニュースは重要か:ニュースの効果 Is News Still Powerful?  

4. レポートのテーマを考えるワークショップ  Workshop for Finding Your Theme  

5. 日本型ジャーナリズム 1 Issues in Japanese Journalism Part 1: Political and Organisational Culture, Source etc.   

6. 日本型ジャーナリズム 2 Issues in Japanese Journalism Part 2: Narratives and Storytelling  

7. 日本型ジャーナリズム 3  Issues in Japanese Journalism Part 3: Public Opinion/Sentiments  

8. オンライン・ジャーナリズムの歴史 Overview of History of Online Journalism in Japan  

9. オンライン・ジャーナリズムの現状１ Current Situations in Online Journalism Part 1  

10. オンライン・ジャーナリズムの現状 2  Current Situations in Online Journalism Part 2   

11. インターネット・SNS時代のジャーナリズムの諸問題 Critical Issues in News and  Journalism   

12. 期末レポート作成のための討論 1   Debate: Current Issues in Japanese Media and Public Opinion Part 1  

13. 期末レポート作成のための討論 2   Debate: Current Issues in Japanese Media and Public Opinion Part 2  

14. 課題プレゼンテーション Final Presentation: Provide your analysis and thought on the your topic.  

 

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

授業の教材文献及び参考文献を読むこと。 毎週，日本と外国 (主に英字) 新聞を定期的に読み，時事問題に詳しくなること。

Students are required to read the course reading materials provided by the instructor. Students are also expected to read 

newspapers in Japanese or English to be well aware of current issues during the class term.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題（Mid-Term Report)(20%)/討論への参加（Attendance and Participation)(20%)/課題

プレゼンテーション（Oral Presentation)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その他，輪読文献は，その都度，提示する。Course reading materials will be announced in class.  

 

参考文献（Readings） 

1. Hallin D. & P. Mancini. 2004. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press 

2. Hallin D. & P. Mancini. 2011. Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge University Press 
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(ISBN:1107699541) 

3. マーティン・ファクラー、2012、『「本当のこと」を伝えない日本の新聞』、双葉社 (ISBN:457515394X) 

4. Gamble A. & T. Watanabe. 2004. A Public Betrayed: An Inside Look at Japanese Media Atrocities and Their Warnings to the 

West. Regnery Pub (ISBN:0895260468) 

5. Rausch, Anthony S.. 2014. Japanese Journalism and the Japanese Newspaper: A Supplemental Reader. Teneo Press 

(ISBN:1934844705) 

6. Freeman, Laurie Anne. 2000. Closing the Shop: Information Cartels and Japan's Mass Media. Princeton Univ Pr 

(ISBN:0691059543) 

7. Riordan, Kellie. 2014. Accuracy, Independence, and Impartiality: How legacy media and digital natives approach standards in 

the digital age. Reuters Institute for the Study of Journalism 

授業内で提示する。  Reading materials will be announced in class.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Two languages, Japanese and English, are used in the class. Students will be allowed to participate in class activities such as 

in-class discussion and presentation etc. in both languages, English and Japanese.  

 

注意事項（Notice） 
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■DE252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE252／ニュースの社会学２ 

(Sociology of News 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オルタナティブ・ジャーナリズム 

担当者名 

（Instructor） 
林 怡蕿(LIN I-HSUAN) 

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） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民社会の視点からオルタナティブ・メディアの果たすべき機能、そしてあるべき姿を考えられるようになること。オルタナティブ・

ジャーナリズムへ関心をもつようになること。 

 

Students will think about roles of alternative media and the forms it should take from perspective of citizen society. Students 

will be interested in alternative journalism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ではまずオルタナティブ・メディアの意味を把握し、次に草の根社会運動、多文化主義などの関連する理論概念の紹介を行

う。後半では異なる社会的思考と目的をもった国内外の事例（ケース）を紹介し、それぞれが成し遂げた目標と成果を具体的に検

討していく。最後に理論概念と実態との往還の関係を示し、残された課題を確認する。 

 

In this class, students will first grasp meaning of alternative media before being introduced to theoretical concepts of grassroot 

social movement and multi-culturalism. In the second half, students will be introduced to Japanese and overseas cases with 

different social thinking or purpose. Students will discuss specific results or goals each of them has achieved. Finally, students 

will show circular relationship between theoretical concept and actual condition, while checking off remaining subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. オルタナティブ・メディアとオルタナティブ・ジャーナリズムとはなにか 

3. マスメディア・ジャーナリズムの限界 

4. パブリック・アクセスと市民参加 

5. 草の根社会運動とメディア 

6. 多文化主義とメディア 

7. 当事者性とメディア 

8. オルタナティブ公共圏 

9. 事例紹介① 

10. 事例紹介② 

11. 事例紹介③ 

12. 事例紹介④ 

13. オルタナティブ・メディアの光と影 

14. 最終総括 

 

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

Blackboard で随時知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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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■DE253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE253／ニュースの社会学３ 

(Sociology of News 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
デモクラシーとジャーナリズム 

担当者名 

（Instructor） 
廣瀬 公巳(HIROSE HIROMI) 

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） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民主的な社会を支えるのは自由で健全な報道です。国際ジャーナリズムの特性や役割を、実例や歴史的経緯、制度から理解

し、これからの時代のメディアリテラシーが身につくようにします。 

 

Free and balanced reporting is the pillar of democratic society. Students will understand characteristics and roles of 

international journalism through actual cases, historical timelines, and systems. Students will acquire media literary for the 

coming era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

デモクラシーを支えるジャーナリズムの「客観性」や「公共性」はどのように保たれ、どのような危機に直面しているのか、世界の

報道現場の知恵から学びましょう。ドキュメンタリーや新聞報道など、ニュースの映像や記事を多用して講義します。世界を知るた

めの情報収集の方法を学び、民主主義について分析的に考え、自分の考えを表現する力をつけましょう。 

 

Students will study insights from worldwide reporting scenes to understand the crisis that the concepts of Journalism such as 

objectivity and public shpere are facing nowadays. Professor will use various news images and articles such as documentaries 

and news reports in lecture. Students will learn data collection method to understand the world. They will think about and 

analyze democracy while learning to express their thoughts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【事実とは何か】 

多メディアが競合し、フェイクニュースが生まれています。             

ネット上の「情報」で、放置しておくと危ないと思ったことはありませんか。 

2. 【メディアリテラシー】 

「嘘」を見抜く力がジャーナリズムの基本です。 

必要な情報を峻別するための技術を具体的に学びましょう。 

3. 【映像編集】 

映像にも一定の「文法」があり悪用されることもあります。 

テレビやネット動画の編集や加工はどんな効果を生んでいるのでしょうか。 

4. 【ラジオ】 

"Television contracts the imagination and radio expands it" 

継時的メディアの特徴を、映像メディアと比較して考えましょう。 

5. 【リポーター】 

一次情報と二次情報を理解しましょう。 

テレビのリポーターが、顔を出して喋るのは何故なのか、考えましょう。 

6. 【公共性①】 

報道の内容が国家によって歪められることはないのでしょうか。 

日本のジャーネリズムの特徴を海外との比較などを通して学びましょう。 

7. 【公共性②】 

人権、著作権、暴力や性の扱いなどの具体例から考えます。 

弱者を守る姿勢がジャーナリズムに大きな力が与えられています。 

8. 【公共性③】 

パブリック・ディプロマシーやキャンペーン型報道について学びます。 

広告や宣伝の中には、公共性を見つけることができるでしょうか。 

9. 【実例学習①】 

「選挙の中の報道」 トランプ氏はなぜテレビ局と対立したのでしょうか。 

10. 【実例学習②】 

「紛争の中の報道」 情報操作やプロパガンダの実例を学びます。 

11. 【実例学習③】 

「多文化共生と報道」 ジャーナリズムが直面する大きな課題です。 
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12. 【実例学習④】 

「歴史と報道」 歴史ドキュメンタリーを視聴し客観性を議論します。 

13. 【メディアの歴史】 

映像メディアの可能性と限界を理解しましょう。 

メディア史の中の「放送」の基礎知識を確認します。 

14. 【ＡＩとＶＲ】 

ジャーナリズムの客観性や公共性はどう変わっていくのでしょうか。 

イノベーションを題材に、自分の考えを表現できるか確認しましょう。 

 

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します。 

リアクションペーパーで理解度を確認し、関心に応じて文献や映像資料を選奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(25%)/授業への参加の姿勢(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、指定したり、配布したりします。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考）担当教員の著書 

http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_1652.html 

 

注意事項（Notice） 
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■DE254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE254／ニュースの社会学４ 

(Sociology of News 4) 

担当者名 

（Instructor） 
軽部 謙介(KARUBE KENSUKE) 

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） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済・金融という現象は何なのか、それは社会に対してどのように作用しているのか、などを検討したうえで、ニュースとして報じ

ていくことの意味や問題点などを考えていきます。 

 

What are the phenomena of economics and finance? How do they impact society? After discussing these, students will think 

about significances and issues when these phenomena appeared in news reporting. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済・金融の基礎をおさえたあと、個別の事例を中心にして、報道との関係について具体的に考えていきます。 

 

After understanding basic concepts about economics and finance, students will study and focus on individual cases and think 

about specific connections with news reporting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論（１）＝経済・金融とは何かを考えます。その対象範囲や、機能、役割などです。 

2. 総論（２）＝同上 

3. 経済・金融報道とは何か＝経済現象を報じるということはどういうことなのか。メディアの存在意義との関係を含めて考えて

いきます。 

4. 経済・金融報道の歴史（１）＝日本の戦後の経済史をおさえたうえで、どのように報じてきたのかを考えます。 

5. 経済・金融報道の歴史（２）＝特に日本のバブル期の報道について考えます。この時期は経済・金融報道が急拡大した時

期でもあります。 

6. 経済の主体と報道＝民間（一般企業、金融機関など）、財務省、日銀、経産省、国会など、経済・金融に関連する取材対象

について考えていきます。 

7. 政策発表の仕方＝経済・金融に関連する統計の発表や日銀政策決定会合の発表などの例を通じて、報道が直面している

問題点などを考えます。 

8. 経済・金融ジャーナリズムの国際比較（１）＝ＦＴ、ＷＳＪとはどんな新聞なのか、米国の記者クラブの実態や発表の仕方など

を比較検討していくと、日本の報道が抱える問題点が見えてきます。 

9. 経済・金融ジャーナリズムの国際比較（２）＝同上 

10. 経済・金融ジャーナリズムの具体的事例研究（１）＝不良債権問題をめぐる朝日・毎日論争、取り付け騒ぎ報道、リフレ政策

に関連した報道、通商摩擦におけるメディアの立ち位置などについて、具体的事例について検討します。 

11. 経済・金融ジャーナリズムの具体的事例研究（２）＝同上 

12. 経済・金融ジャーナリズムの具体的事例研究（３）＝同上 

13. 経済・金融ジャーナリズムの具体的事例研究（４）＝同上 

14. まとめ＝これまでの授業内容をまとめます。 

 

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

経済・金融の基礎知識が要求されますので、授業時間外で準備してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業態度(20%)/授業中のレポート(30%) 

毎回、授業の最後１０分くらいをつかい、その日の授業内容に関するレポートを書いてもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献はその都度指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

紙の新聞は必ず読むようにしてください。その日のニュースについて質問することがあります。 
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注意事項（Notice） 
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■DE255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE255／ニュースの社会学５ 

(Sociology of News 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ことばとジャーナリズム 

担当者名 

（Instructor） 
石山 玲子(ISHIYAMA REIKO) 

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） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ことば」として表現される言説を、社会的文脈においてどう理解するか、その視点を養うとともに、言説に関するさまざまなテクス

トを経験的に分析する手法を知る。 

 

Students will cultivate perspective to understand statements, expressed in "words", in social contexts. At the same time, 

students will learn to analyze empirically various texts about words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会における関係性は、人々の理解に応じた形で言語にて表現され、情報として発信される。授業では「ことば」に関する理論の

みならず、日常場面やメディアテクストなどを題材に、具体的なものの言い方、記述表現に焦点を当て分析した事例を通して、情

報がもつ文化的、社会的な意味合いを考察する方法について提示する。 

 

Connections in society are adapted to people’s understanding, expressed in "words", and distributed as information. In this 

class, students will not only learn theories of words, they will use daily scenes and media texts as materials to focus and 

analyze specific expressions and narrative statements. Through these cases, students will learn to analyze cultural and social 

meaning of information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・言説分析とは 

2. 言説分析の歴史と展開１：批判的言説分析 

3. 言説分析の歴史と展開２：構築主義 

4. 政治言説とニュース映像 

5. ニュースメディアの役割 

6. インタビューアー、司会者の客観性 

7. 街頭インタビュー 

8. ワイドショーの構造 

9. ワイドショーにおけるスタジオトーク 

10. 噂にみる生成、発展のプロセス 

11. 広告が提示する価値観 

12. テレビＣＭの訴求効果 

13. 健康被害報道における健康の語られ方 

14. フェイクニュースとは 

 

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

日常生活において情報を取得する際に、さまざまなテクストにおける多様な「言説」に着目し、多角的な視点で捉えられるよう訓練

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(20%)/授業内提出物(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田真文ほか、2009、『プロセスが見えるメディア分析入門』、世界思想社 

2. 三宅和子ほか編、2004～2009、『メディアとことば（1～4 巻）』、ひつじ書房 

3. 伊藤守ほか、2015、『ニュース空間の社会学』、世界思想社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料やプリントなども、適宜活用する。加えて、理解を深めるために必要に応じて実

習（ワークシートなど）を行う予定である。また、学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。

Blackboard の使用が前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE256／ニュースの社会学６ 

(Sociology of News 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドキュメンタリーの多様性と方法論 

担当者名 

（Instructor） 
想田 和弘(SODA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
夏季集中（8 月 1,2,5,6 日） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドキュメンタリー」というと、すぐさま NHK スペシャルなどの「客観・中立」を掲げたジャーナリスティックな作品を思い浮かべる人

が多いかもしれない。しかしドキュメンタリー界には実に多様なアプローチや哲学があり、作家それぞれの「世界との向き合い方」

がある。本講義では、ドキュメンタリー映画作家たちの様々な方法論に着目し、その多様性と豊かさと可能性を概観する。 

 

Whenever "documentaries" are mentioned, many people may think about "objective" and "neutral" journalistic works such as 

"NHK Special". However, there are many approaches and philosophies in "documentaries". Each director has different way to 

face the world. In this lecture, students will focus on various methodologies of documentary film directors and observe their 

diversity, richness, and potential. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師を務める想田和弘は、事前に台本を作らずナレーションや音楽を使わぬ「観察映画」の方法論とスタイルで、ドキュメンタリー

映画を作り続けてきた作家である。方法論を「原因」とするならば、作品は「結果」である。本講義では、世界で作られてきた多様

なドキュメンタリー映画をできるだけ数多く鑑賞し、その方法論と作品との関係を作家の視点で分析する。講義は可能な限りイン

タラクティブに行い、議論への参加を重視する。上映作品の長さに合わせて、臨機応変に講義の区切り（休憩）を設けることに留

意されたい。上映作品は予告なしに変更されることがある。 

 

The professor Kazuhiro Soda do not use script before making a film, and also do not use narration and music. With these 

"Observational Film" methodologies and styles, he continues making documentary films. If methodology is "cause", then work is 

its "result". In this lecture, students will watch as many global documentaries as possible. They will analyze connections among 

their methodologies and works from directors’ perspectives. This lecture emphasizes interactivity and participation in 

discussions. Students should be aware of spontaneous pauses (rests) during lectures depending on film lengths. Professor may 

change these films without first notifying students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション。想田が実践する観察映画の方法論（観察映画の十戒）についてのレクチャーを行う。その上で、岡山の

精神科診療所の世界を描いた映画「精神」（135 分、2008 年、想田和弘監督）を鑑賞する。 

2. 映画「精神」についての質疑やディスカッション。ドキュメンタリーにおける「客観性」とは。「観察」と「参与観察」、そして作家

の「倫理的責任」とは。 

3. 映画の始まりは「ドキュメンタリー」だった。1895 年、世界で初めて撮られた映画として知られる、リュミエール兄弟による短

編数本を鑑賞する。また、ドキュメンタリー映画の父と呼ばれるロバート・フラハティ監督「極北のナヌーク」（78 分、1922 年）

を鑑賞する。 

4. リュミエール兄弟の作品と映画「極北のナヌーク」を素材として、ドキュメンタリー映画の原点について議論する。 

5. 大きく捉えれば「極北のナヌーク」の系譜に連なる文化人類学的ドキュメンタリー映画「リヴァイアサン」（87 分、2012 年、ル

ーシァン・キャステーヌ＝テイラー、ヴェレナ・パラヴェル監督）を鑑賞。小型カメラ１１台を用いた斬新な手法とその効果につ

いて分析・議論する。 

6. 映画「アトミック・カフェ」（87 分、1982 年、ケヴィン・ラファティ、ジェーン・ローダー、ピアース・ラファティ監督）を鑑賞。自分た

ちでは一切撮影せず、ありものの映像素材のみを再編集することで高度な批評性を獲得したアーカイブ・ドキュメンタリーの

傑作を分析することで、編集のパワーについて議論する。 

7. アニメーション・ドキュメンタリー映画「戦場でワルツを」（90 分、2008 年、アリ・フォルマン監督）を鑑賞。アニメーションという

ドキュメンタリーからは最も遠いと思われる手法を用いた本作を分析し、ドキュメンタリーとは何か、フィクションとの境目とは

何か、について考える。 

8. 「リヴァイアサン」「アトミック・カフェ」「戦場でワルツを」の議論の続き。 

9. 映画「ある夏の記録」（85 分、1961 年、ジャン・ルーシュ監督）を鑑賞。文化人類学者のルーシュは、被写体に対して積極的

に働きかけ、時には「共犯関係」となる手法を用いて、シネマ・ヴェリテ運動の騎手となり、その後のドキュメンタリーに大きな

影響を与えた。その記念碑的名作を鑑賞し、作り手と被写体のダイナミックな関係について議論する。 

10. 映画「アクト・オブ・キリング」（2012 年、121 分、ジョシュア・オッペンハイマー監督）を鑑賞。ルーシュに影響を受けたオッペ

ンハイマーは、被写体となった戦争犯罪者たちに犯罪の場面を自ら再現させ、映像に記録した。究極の「共犯関係」には世

界中から賛否両論が巻き起こった。 
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11. 映画「ゆきゆきて、神軍」（1987年、122 分、原一男監督）を鑑賞。「アクション・ドキュメンタリー」を標榜する原一男は、対象

に積極的に働きかけて「共犯関係」を作り出し、これまで口を閉ざしてきた元兵士の証言をほじくり出した。武器としてのカメ

ラが提示する諸問題について考察する。 

12. 「ある夏の記録」「アクト・オブ・キリング」「ゆきゆきて、神軍」の議論の続き。 

13. 対象に働きかける映画とは対象的に、触法精神障害者施設の内部をじーっと観察した映画「チチカット・フォーリーズ」（1967

年、84 分、フレデリック・ワイズマン監督）を鑑賞。想田の「観察映画」は、ワイズマン作品に大きな影響を受けている。 

14. 「チチカット・フォーリーズ」についての議論。ドキュメンタリー界の巨人フレデリック・ワイズマンの手法について考察する。 

 

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

集中講義の期間中、映画館でドキュメンタリー映画を鑑賞し、その方法論について批評する最終レポート課題を出す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での積極的な態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 想田和弘、2009、『精神病とモザイク』、中央法規 (ISBN:978-4-8058-3014-7) 

2. 想田和弘、2015、『カメラを持て、町へ出よう』、集英社インターナショナル (ISBN:978-4-7976-7301-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤真、2009、『〈愛蔵版〉ドキュメンタリー映画の地平』、凱風社 (ISBN:978-4773633139) 

2. 小川紳介、2012、『増補改訂版 映画を獲る』、太田出版 (ISBN:978-4778313159) 

3. シーラ・カーラン・バーナード、2014、『ドキュメンタリー・ストーリーテリング』、フィルムアート社 (ISBN:978-4845914401) 

4. 鉄人社、2013、『観ずに死ねるか ! 傑作ドキュメンタリー88』、鉄人社 (ISBN:978-4904676721) 

5. 想田和弘、2018、『THE BIG HOUSE アメリカを撮る』、岩波書店 (ISBN:978-4000612708) 

6. 想田和弘、2016、『観察する男』、ミシマ社 (ISBN:978-4903908731) 

7. 想田和弘、2011、『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』、講談社現代新書 (ISBN:978-4062881135) 

想田和弘公式サイト https://www.kazuhirosoda.com/ 

ツイッター https://twitter.com/KazuhiroSoda 

フェイスブック https://www.facebook.com/kazuhiro.soda.9 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

日別の開講時限・実施教室は以下の通りです。 

８月１・２・５日⇒２～５限 D501教室 

８月６日⇒４～５限 D501 教室 

 

2019 年 4 月 22 日付 変更（教室変更のため） 

【変更以前の記載内容】  D201教室 

 

注意事項（Notice） 
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■DE257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE257／世論調査論 

(Public Opinion Poll) 

担当者名 

（Instructor） 
中西 啓喜(NAKANISHI 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） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年 7 月 29 日付変更(変更理由：担当者変更のため) 

【変更前の記載内容】担当者：横山 智哉(YOKOYAMA TOMOYA) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世論調査データを題材として、各種調査の分析結果を事例として扱いながら、統計的データをまとめたり分析したりするために必

要な基礎的な統計学的知識を習得する。 

 

Students will use public poll data as materials to convert various survey analysis results into case studies. Students will acquire 

essential and basic statistical knowledge to summarize these data statistically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世論調査の実施、集計、分析のプロセスを各種調査の事例を紹介しながら説明を行う。また、分析に必要な統計的な基礎知識に

ついて、分析結果を交えながら講義を行う。 

 

Students will be introduced to various survey case studies, as well as implementation, aggregation, and analysis processes. In 

addition, in this class students will look at the analysis results and learn basic statistical knowledge required to conduct 

analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世論調査の設計手順 

2. 世論調査に関わるサンプリングの理論 

3. 集計・分析の基礎知識（1）確率論の基礎 

4. 集計・分析の基礎知識（2）データの可視化と基本統計量 

5. 集計・分析の基礎知識（3）クロス表と属性相関係数 

6. 集計・分析の基礎知識（4）相関係数 

7. 集計・分析の基礎知識（5）回帰分析の基礎 

8. 集計・分析の基礎知識（6）偏相関係数と変数のコントロール 

9. 集計・分析の基礎知識（7）正規分布と標準正規分布 

10. 集計・分析の基礎知識（8）標本平均と中心極限定理 

11. 集計・分析の基礎知識（9）母集団の推定 

12. 集計・分析の基礎知識（10）仮説検定の手順 

13. 集計・分析の基礎知識（11）平均や比率の差の検定 

14. 集計・分析の基礎知識（12）独立性の検定 

 

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） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義期間中の課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 津島昌寛・山口洋・田邊浩、2014、『数学嫌いのための社会統計学』、法律文化社 (ISBN:978-4589036193) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義には数学の基礎的な知識が求められる。講義は図解等を併せて進めるが、不得意な履修者は講義前にテキストの当該内

容についての十分な予習が求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ニュースの社会学５ 

(Sociology of News 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ことばとジャーナリズム 

担当者名 

（Instructor） 
石山 玲子(ISHIYAMA REIKO) 

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） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ことば」として表現される言説を、社会的文脈においてどう理解するか、その視点を養うとともに、言説に関するさまざまなテクス

トを経験的に分析する手法を知る。 

 

Students will cultivate perspective to understand statements, expressed in "words", in social contexts. At the same time, 

students will learn to analyze empirically various texts about words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会における関係性は、人々の理解に応じた形で言語にて表現され、情報として発信される。授業では「ことば」に関する理論の

みならず、日常場面やメディアテクストなどを題材に、具体的なものの言い方、記述表現に焦点を当て分析した事例を通して、情

報がもつ文化的、社会的な意味合いを考察する方法について提示する。 

 

Connections in society are adapted to people’s understanding, expressed in "words", and distributed as information. In this 

class, students will not only learn theories of words, they will use daily scenes and media texts as materials to focus and 

analyze specific expressions and narrative statements. Through these cases, students will learn to analyze cultural and social 

meaning of information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・言説分析とは 

2. 言説分析の歴史と展開１：批判的言説分析 

3. 言説分析の歴史と展開２：構築主義 

4. 政治言説とニュース映像 

5. ニュースメディアの役割 

6. インタビューアー、司会者の客観性 

7. 街頭インタビュー 

8. ワイドショーの構造 

9. ワイドショーにおけるスタジオトーク 

10. 噂にみる生成、発展のプロセス 

11. 広告が提示する価値観 

12. テレビＣＭの訴求効果 

13. 健康被害報道における健康の語られ方 

14. フェイクニュースとは 

 

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

日常生活において情報を取得する際に、さまざまなテクストにおける多様な「言説」に着目し、多角的な視点で捉えられるよう訓練

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(20%)/授業内提出物(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田真文ほか、2009、『プロセスが見えるメディア分析入門』、世界思想社 

2. 三宅和子ほか編、2004～2009、『メディアとことば（1～4 巻）』、ひつじ書房 

3. 伊藤守ほか、2015、『ニュース空間の社会学』、世界思想社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料やプリントなども、適宜活用する。加えて、理解を深めるために必要に応じて実

習（ワークシートなど）を行う予定である。また、学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。

Blackboard の使用が前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

１ メディアと国民 

２ ニュー・メディア、オールド・メディア 

３ メディアに抗う 

担当者名 

（Instructor） 
森田 浩之(MORITA HIROYUKI) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

みなさんは、なぜメディア社会学科に在籍しているのですか？ 

これまで何を学び、これから何を学びたいと考えているでしょうか？ 

このゼミでは、メディア社会学の基本文献を読み、それについて語り合うことを通じて、この分野を学ぶ意義を再認識するととも

に、みなさんそれぞれが今後の学びの道筋を見つけることをめざします。 

 

Why did you choose Department of Communication and Media Studies? 

What have you learnt so far and what do you want to learn? 

In this seminar, students will read basic media sociology literatures. Students will discuss about these literatures and once again 

become aware about meaning of studying in this field. Students will discover their future directions in learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

・半期のゼミを、「メディアと国民」「オールド・メディア、ニュー・メディア」「メディアに抗（あらが）う」という３つのセクションに分け、そ

れぞれ関連する文献を扱います。 

・各回に１つの文献を読んでいきます。文献についてのプレゼンテーションとディスカッションの進行は、メンバーが交代で担当し

ます。 

・最後の２週間でメンバー全員が、最終レポートについてその時点でのアイデアをプレゼンします。そこで他のメンバーからもらう

指摘やアドバイスを踏まえて、最終レポートを完成させます。 

・実際にメディアの第一線で仕事をしている方々を、ゲストスピーカーとしてお招きする予定です。文献から学ぶことと現実のメディ

アの問題を照らし合わせて考えるきっかけになればと思います。 

 

・This half of the seminar is divided into 3 sections: Media and citizens; Old media, new media; Resistance against media. 

Students will study relevant literatures in each section. 

・Students will read 1 literature each time. Students will take turn to lead literature presentations and discussions. 

・In the last 2 weeks, all students will present their ideas of final reports at that point of time. Students will consider comments 

and advices from others and complete their final reports. 

・Guest speakers from frontline of media sector are will be invited. Students will have opportunity to compare and think about 

knowledge learnt from literatures and issues found in actual medias. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション──Why Study the Media? 

2. 【セクション １ メディアと国民】 

ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』 

3. ウォルター・リップマン『世論』 

4. ダニエル・ダヤーン、エリユ・カッツ『メディア・イベント』 

5. ゲストスピーカーを招いて（１） 

6. 【セクション ２ オールド・メディア、ニュー・メディア】 

H・キャントリル『火星からの侵入』 

7. イーライ・パリサー『フィルターバブル──インターネットが隠していること』 

8. シェリー・タークル『一緒にいてもスマホ──SNS と FTF』 

9. ゲストスピーカーを招いて（２） 

10. 【セクション ３ メディアに抗う】 

ジョン・スチュワート・ミル『自由論』 

11. エドワード・W・サイード『イスラム報道』 

12. ジョージ・オーウェル『一九八四年』 

13. 最終レポートに向けての発表（１） 

14. 最終レポートに向けての発表（２） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の文献を事前に読み、その「あらすじ」と「感想」をメールで提出します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の課題(30%)/授業への主体的な参加・ディスカッションへの貢献(30%)/プレゼンテーション(20%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回のディスカッションは、４人程度の小グループに分けて行う予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア実践 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディアの果たすべき役割を認識した上で、「自ら考え行動できる人」の要請の基礎を育成する。なお、専門的な文献の講読を通

じて、メディア社会学の基礎的な知識や考え方を学ぶとともに、演習の方法を身につける。 

 

Students will recognize roles medias ought to fulfil. This will form the basis for self-directed thoughts and actions. In addition, 

students will learn basic knowledge and thinking about media sociology by reading specialized literatures, while acquiring seminar 

methodology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今、メディアは“正解のない世界”を迎えている。それを仕事にすることは、大変ではあるが、一方、やりがいにもつながる。実社会

で働くことから逆算して、必要とされるスキル、考え方をフィールドワークやディベートなど具体的な課題とともに育成する。基本的

な文献をきちんと読む能力を高めるとともに、ゼミ形式の演習の中で、レジュメの書き方、発表の仕方、ディスカッションの方法な

ど、今後の研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につける。なお、全クラスで共通テキストを用いる。 

 

Now media is entering a world without correct answer. Working in such sector is challenging but worthwhile. Students will 

acquire essential skills and thoughts to work in the real world, while conducting field works, debates, and other specific 

assignments. Students will improve their ability to read basic literatures. Through seminar learning, students will acquire skills 

required in future researches (learning) such as writing summary, making presentation, and discussing. Universal textbooks will 

be used in all classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 自己紹介発表 

3. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 映像鑑賞 

4. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 ディベート① 

5. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 ディベート② 

6. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 フィールドワーク発表① 

7. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 フィールドワーク発表② 

8. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 個人発表① 

9. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 個人発表② 

10. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 グループ発表① 

11. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 グループ発表② 

12. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 映像鑑賞 

13. 期末レポートの発表、提出 

14. 総括 

 

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

１回目の授業で示す、メディア社会学科「専門演習１」共通素材で該当する文献を予め読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート及び提出物の評価(50%)/ゼミにおける発表・活動状況への評価(50%) 

ただし、全回出席が条件 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 砂川浩慶、2016、『安倍官邸とテレビ』、集英社 (ISBN:4087208303) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献講読および文献調査 

担当者名 

（Instructor） 
池上 賢(IKEGAMI SATORU) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初めに、専門的な文献の講読を通じて、メディア社会学の基礎的な知識や考え方を学ぶとともに、演習の方法を身につける。そ

の上で、いくつかのグループに分かれ、現在のメディアに関する事柄について調査を行う。その際には、共通文献で学習した知見

で対象となる事柄を分析する。それにより、メディア社会学の理論を実際の分析に用いる能力を身に着けることも目標となる。 

 

First, students will read specialized literatures to acquire basic knowledge and thoughts about media sociology, while acquiring 

seminar methodology. Furthermore, students will be divided into several groups to investigate current media occurrences. 

Students will use insights they acquired through universal literatures to analyze these target occurrences. Through this, 

students will acquire ability to apply media sociology theory in actual analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的な文献をきちんと読む能力を高めるとともに、ゼミ形式の演習の中で、レジュメの書き方、発表の仕方、ディスカッションの

方法など、今後の研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につける。なお、全クラスにおいて共通テキストを用いる。 下記の

授業計画は仮のものであり、実際には受講者との調整により決定する。 

 

Students will improve their ability to read basic literatures. Through seminar learning, students will acquire skills required in 

future researches (learning) such as writing summary, making presentation, and discussing. Universal textbooks will be used in 

all classes. The following class planning is draft and may be changed after meeting with students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論に関する講義・実習 

3. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  共通テキスト（１） 

4. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  共通テキスト（２） 

5. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  共通テキスト（３） 

6. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  共通テキスト（４） 

7. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  共通テキスト（５） 

8. グループワーク  テーマ設定 

9. グループワーク  資料収集・中間指導 

10. グループワーク  資料収集 

11. グループワーク 発表準備 

12. プレゼンテーション（１）（２） 

13. プレゼンテーション（３）（４） 

14. プレゼンテーション（５）および総括 

 

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

発表者に限らず、メディア社会学科「専門演習１」共通素材の毎回の文献を予め熟読したうえ、事前に講読した文献の内容につ

いて短いレポートの提出を求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業内課題(40%)/グループワーク・討論への参加意欲(20%) 

授業形態は演習形式を基本とする。テキストの配布等に Spirit Gmail や Blackboardを用いる場合があるので、使えるようにして

おくこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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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■DE284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献講読および学術論文の批判的検討 

担当者名 

（Instructor） 
横山 智哉(YOKOYAMA TOMOYA) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、メディアが人々や社会にどのような影響を与えるのかという問いに対し、主に「社会心理学」に関連した文献や学術

論文に基づき、自らのリサーチクエスチョンを設定することを目標とする。なお、専門的な文献の講読を通じて、メディア社会学の

基礎的な知識や考え方を学ぶとともに、演習の方法を身につける。 

 

In this class, students will study social psychology literatures and academic papers. They will establish research questions about 

media’s impacts on people and society. In addition, students will learn basic knowledge and thinking about media sociology by 

reading specialized literatures, while acquiring seminar methodology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では主に「メディア効果論」として知られている研究史を背景とし、（マス）メディアの影響力を定量的に捉えようと試みてき

た社会心理学の知見を紹介する。そして、基本的な文献をきちんと読む能力を高めるとともに、ゼミ形式の演習の中で、レジュメ

の書き方、発表の仕方、ディスカッションの方法など、今後の研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につける。なお、全クラ

スにおいてメディア社会学科「専門演習１」共通素材を用いる。 

 

In this class, professor will introduce insights of sociopsychology, which attempts to grasp mass media effects quantitatively 

through research history of media effect theory.  Students will improve their ability to read basic literatures. Through seminar 

learning, students will acquire skills required in future researches (learning) such as writing summary, making presentation, and 

discussing. Universal materials of Seminar (2nd year) of Department of Communication and Media Studies will be used in all 

classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論（共通）「火星からの侵入」 

3. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論（共通）「メディア・イベント」 

4. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論（共通）「自由論」 

5. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論（共通）「フィルターバブル」 

6. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論（共通）「ツイッターの心理学」 

7. 中間プレゼンテーション 

8. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論（発展）「メディア・オーディエンスの社会心理学」 

9. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論（発展）「メディア・オーディエンスの社会心理学」 

10. 学術論文の批判的検討および討論 

11. 学術論文の批判的検討および討論 

12. 学術論文の批判的検討および討論 

13. 最終プレゼンテーション 

14. 最終プレゼンテーション 

 

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

次回の授業で紹介する文献を必ず事前に読み、理解を深めると共に、ノートおよび配布資料で各回の講義内容を復習すること。

その際には、自らのメディアとの関わりや、メディアを通じて経験したことに対して、この講義で学んだ知識を当てはめて考察して

みること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業内課題(40%)/討論への参加(20%) 

 

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:4788515172) 
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参考文献（Readings） 

1. 田崎篤郎・児島和人（編）、2003、『マスコミュニケーション効果研究の展開』、北樹出版 (ISBN:4893848976) 

2. 池田謙一・唐沢穣・工藤恵理子・村本由紀子、2010、『社会心理学』、有斐閣 (ISBN:4641053758) 

3. 山田一成・北村英哉・結城雅樹（編）、2007、『よくわかる社会心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623048128) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献講読およびグループディスカッション 

担当者名 

（Instructor） 
川橋 郁子(KAWAHASHI IKUKO) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 専門的な文献の講読を通じて、メディア社会学の基礎的な知識や考え方を学ぶとともに、演習の方法を身につける。また、専門

的な知識に立脚し、現在のメディア環境の変化とその社会的影響を分析し、独自の問いを追求する。 

 

 Students will read specialized literatures to acquire basic knowledge and thoughts about media sociology, while acquiring 

seminar methodology. In addition, students will use their specialized knowledge as foundation to analyze changes in current 

media environment and its social impact, while pursuing their own questions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 インターネットは個人が情報発信者となり、不特定多数の人々とつながることを可能にした。それにより、災害時のボランティア

活動など、社会的問題に対する市民主導の取り組みが活性化している。他方、フェイクニュースやヘイトスピーチの拡散など市民

の協働を困難にする動きも顕在化している。インターネットは「私」と「他者」をどのように結びつけ、社会を動かしていくのだろう

か。社会的リアリティの共有、社会的協働を一つの切り口として文献を講読し、インターネットの社会的影響を検討する。 

 さらに、基本的な文献をきちんと読む能力を高めるとともに、ゼミ形式の演習の中で、レジュメの書き方、発表の仕方、ディスカッ

ションの方法など、今後の研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につけていく。なお、全クラスにおいて共通テキストを用い

る。 

 

 Through internet, individual can distribute information, thus connecting unknown, large number of people. Through this, citizens 

have become more active at solving social issues such as volunteer activity during catastrophe. On the other hand, roadblocks 

preventing cooperation among citizens such as fake news and hate speeches are becoming clearer. How do “I” and “other 

people” connect on internet and run the society? Students will approach their literature reading by focusing on sharing of social 

reality and social collaboration. Students will discuss social impact of internet. 

 Furthermore, students will improve their ability to read basic literatures. Through seminar learning, students will acquire skills 

required in future researches (learning) such as writing summary, making presentation, and discussing. Universal textbooks will 

be used in all classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  池田謙一 『社会のイメージの心理学』 

3. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  H・キャントリル 「火星からの侵入」 

4. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  E・ノエル＝ノイマン 『沈黙の螺旋理論』 

5. グループワーク  問いと仮説の検討 

6. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  イーライ・パリサー 『フィルターバブル』 

7. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  小林哲郎 「ソーシャルメディアと分断化する社会的リアリティ」 

8. グループワーク  問いと仮説の検討 

9. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  J・S・ミル 『自由論』 

10. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  J・S・ミル 『自由論』 

11. グループワークおよび討論  問いと仮説の検討 

12. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  北村・河井・佐々木 『ツイッターの心理学』 

13. グループワーク  本レポートに関する討論 

14. 本レポートの発表と討論 

 

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

メディア社会学科「専門演習１」共通素材の毎回の文献を予め読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(30%)/授業内レポート(30%)/プレゼンテーション(20%)/出席、討論への参加(20%) 
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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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■DE286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献講読およびメディア化される経験の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
酒井 信一郎(SAKAI SHINICHIRO) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門的な文献の講読を通じて、メディア社会学の基礎的な知識や考え方を学ぶとともに、演習の方法を身につける。英語文献を

通読できるようになる。 

 

Students will read specialized literatures to acquire basic knowledge and thoughts about media sociology, while acquiring 

seminar methodology. Students will be able to read English literatures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では従来のマスメディア、後半ではインターネットとソーシャルメディアを対象に、メディア化された記憶や経験の様相を考察

する。英語文献を積極的に講読する。基本的な文献をきちんと読む能力を高めるとともに、ゼミ形式の演習の中で、レジュメの書

き方、発表の仕方、ディスカッションの方法など、今後の研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につける。なお、全クラスに

おいて共通テキストを用いる。 

 

In the first half, students will focus on traditional mass media, and in the second half internet and social media. Based on these, 

students will analyze digitalized memory and experience. Students will actively read English literatures. Students will improve 

their ability to read basic literatures. Through seminar learning, students will acquire skills required in future researches 

(learning) such as writing summary, making presentation, and discussing. Universal textbooks will be used in all classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 キャントリル「火星からの侵入」（1） 

3. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 キャントリル「火星からの侵入」（2） 

4. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 ダヤーン＆カッツ「メディア・イベント」 

5. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 Schudson “Discovering the News” 

6. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 福田充『メディアとテロリズム』（1） 

7. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 福田充『メディアとテロリズム』（2） 

8. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 パリサー「関連性を追求する競争」 

9. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 Tiidenberg & Baym “Learn It, Buy It, Work It: Intensive 

Pregnancy on Instagram” (1) 

10. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 Tiidenberg & Baym “Learn It, Buy It, Work It: Intensive 

Pregnancy on Instagram” (2) 

11. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 Caldwell “Will Tweet for Food: Micoblogging Mobile Food 

Trucks–Online, Offline, and In Line” (1) 

12. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 Caldwell “Will Tweet for Food: Micoblogging Mobile Food 

Trucks–Online, Offline, and In Line” (2) 

13. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 Tham et al., “Social Media in Destination Choice: Distinctive 

Electronic Word-of-mouth dimensions” 

14. 総括 

 

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

メディア社会学科「専門演習１」共通素材の毎回の文献を予め読んでおくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習への参加と貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 福田充、2009、『メディアとテロリズム』、新潮社 (ISBN:4106103249) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストの配布や課題提出に Blackboard を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE287 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分の視点で社会をみる練習をしよう。 

担当者名 

（Instructor） 
黄 允一(HWANG YUNIL) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちを取り巻く社会環境を理解していくうえで必要な古典と呼ばれる書物から今の社会現象を分析した書物に至るまでの様々

な学問的な理論を学ぶことを目標とする。 

 

Students will understand social environment surrounding us. To do that, students will learn various intellectual theories through 

classics and books that analyze current social phenomena. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科で編集・配布されるメディア社会学科「専門演習１」共通素材に基づいて毎回の授業を行うことにする。共通のテキストには

古典から現在に至るまでの多くの学者の多様な理論や社会をみる視点などが詰まっている。それらを学んでいきながら、徐々に

受講者の個々人が自分の視点で楽しく社会をみる練習をしていけるようにする。 

 

Each class will proceed based on universal materials organized and distributed throughout the department, i.e. Seminar (2nd 

year) of Department of Communication and Media Studies. In the universal textbooks, students will find various theories and 

social perspectives from many scholars of past and current eras. Students will read these while enjoying cultivating their 

perspectives of observing the society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション及び各自の自己紹介。 

2. マスメディアの効果論についての概要ー講義 

3. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （１） 

4. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （２） 

5. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （３） 

6. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （４） 

7. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （５） 

8. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （６） 

9. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （７） 

10. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （８） 

11. 【メディア社会学科「専門演習１」共通素材のテキスト】― （９） 

12. ワークショップ―（１） 

13. ワークショップ―（２） 

14. レポート提出及び発表、まとめ 

 

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

最小限でお願い：受講者は【メディア社会学科「専門演習１」共通素材】を毎回読んで熟知してくることです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の出席シート(30%)/課題物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で編集・配布されている【メディア社会学科「専門演習１」共通素材】 

 

参考文献（Readings） 

授業中に必要に応じてその都度お知らせします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欠席が５回目に至ると単位修得できません。理由なき欠席は減点となりますのでご注意下さい。 
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楽しい時間や辛い時間、時には何もしない時間さえもが私たちには必要です。 

結果のみを見て自分を責めず自分を解き放しながら過程も楽しんでください。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE288 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアを支えるテクノロジーの理解とメディアのイノベーションをイメージする 

担当者名 

（Instructor） 
高柳 寛樹(TAKAYANAGI 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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学科が指定する社会学におけるメディア研究の基礎文献（メディア社会学科「専門演習１」共通素材）を輪読しながら特にそれら

が現代のメディア環境においてどの様に私たちのビヘビアに資するかを議論と実践により整理し理解する。 

 

Students will read basic literatures specified by the department for sociology (universal materials for Seminar (2nd year) of 

Department of Communication and Media Studies). Students will discuss and understand through practice how these literatures 

contribute to our behaviors in modern media environment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

メディア社会学科「専門演習１」共通素材の基礎文献のほとんどを輪読するが、それに留まらず、「IT前提経営®️」の提唱者であ

り実業家でもある担当者の経験に端を発した「現代のメディア環境」の争点を共有し整理し理解する。特に、1995 年生まれ以降

のデジタルネイティブがメディアの実践者に存在する中において「メディアテクノロジー」としての情報技術やその「社会化

（socialize）」やイノベーションがどの様に起こっているのか、また、その因子としての「AI（人口知能）」「IoT（モノのインターネット）」

「ビックデータ」をどの様に理解したら良いかを「IT前提経営®️」の文脈で理解する。また「現代のメディア環境」で日々、七転八

倒を繰り返す実務者（メディア産業従事者）をゲストスピーカーとして招聘しゲストスピーチとあわせて議論を行う。また 3 年生以

降の本確定なゼミ活動を前にした準備ゼミとしての位置付けも大切にする。 

 

Students will read most of the universal materials for Seminar (2nd year) of Department of Communication and Media Studies. 

Students will go further – They will share, organize, and understand Modern Media Environment based on experience of 

entrepreneur, manager, and advocate of Tech Driven Management®️. In particular, digital natives born after 1995 are among 

media practitioners. What media technology, information technology, socialization, and innovation will result? Furthermore, how 

should students approach factors of AI, IoT, and big data? Students will understand these through passages found in Tech 

Driven Management®️. Guest speakers working in Modern Media Environment (workers of media industry) have been through 

trials and errors. This class will proceed with their speeches and discussions. Furthermore, these are important preparations for 

students before they attend full-fledged seminars after year 3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介（履修者同士の紹介） 

2. メディア社会学科「専門演習１」共通素材の輪読および発表と議論（１） 

3. メディア社会学科「専門演習１」共通素材の輪読および発表と議論（２） 

4. メディア社会学科「専門演習１」共通素材の輪読および発表と議論（３） 

5. メディア社会学科「専門演習１」共通素材の輪読および発表と議論（４） 

6. メディア社会学科「専門演習１」共通素材の輪読および発表と議論（５） 

7. メディア社会学科「専門演習１」共通素材の輪読および発表と議論（６） 

8. メディア社会学科「専門演習１」共通素材の輪読および発表と議論（７） 

9. ゲストスピーカーのゲストスピーチおよび議論 

10. ゲストスピーチ及び輪読（１）から（７）の関連性構築と議論 

11. 担当者指定テキストの輪読と発表 

12. 「IT前提経営®️」時代の旧マス４媒体と新しいメディアプラットフォームについての整理と理解 

13. 産業論としての「メディア産業（またはメディアビジネス）」理解 

14. メディア実践と総括 

 

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

発表準備など時間を超えた作業が生じる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(40%)/その他の発表とレポート(20%)/授業への参加度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 高柳寛樹、2017、『まったく新しい働き方の実践〜「IT前提経営」による「地方創生」〜』、ハーベスト社 (ISBN:978-4-86339-

086-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義内で適時指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当者プロフィール： 

https://hiroki.st/profile/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DE289 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献講読およびプレゼンテーション・議論の技法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
田辺 龍(TANABE RYOU) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門的な文献の講読を通じて、メディア社会学の基礎的な知識や考え方を学ぶとともに、演習の方法を身につける。 

 

Students will read specialized literatures to acquire basic knowledge and thoughts about media sociology, while acquiring 

seminar methodology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習１では、メディア社会学に関する様々な文献を講読し、メディアを学ぶとはどういうことか、メディア研究にはどのような広

がりがあるのか、メディア研究の方法は何か、といった基礎的な事柄を体系的に学び、自らの問題関心を広げ、深めていく。基本

的な文献をきちんと読む能力を高めるとともに、ゼミ形式の演習の中で、レジュメの書き方、発表の仕方、ディスカッションの方法

など、今後の研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につける。なお、メディア社会学科「専門演習１」共通素材を用いる。 

 

In Seminar (2nd year), students will read various literatures on media sociology to learn basic subjects systematically, broaden 

and deepen their issue awareness. What does it mean to learn about media? What is the breadth of media research? What is the 

method to research media? Students will improve their ability to read basic literatures. Through seminar learning, students will 

acquire skills required in future researches (learning) such as writing summary, making presentation, and discussing. Students 

will use universal materials for Seminar (2nd year) of Department of Communication and Media Studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  

3. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  

4. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  

5. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  

6. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  

7. 中間総括 課題１の説明 講読したいテキストに関する「書評」の作成 

8. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  

9. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 課題１の締め切り 

10. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 課題２「期末レポート」の説明 

11. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 独自テキスト 

12. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 独自テキスト 

13. 期末レポートの発表、提出 

14. 総括 

 

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

メディア社会学科「専門演習１」共通素材の毎回の文献を予め読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業内課題(40%)/出席、討論への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アン・フリードバーグ、2012、『ヴァーチャル・ウィンドウ』、産業図書 

2. キク・アダット、2012、『完璧なイメージ』、早川書房 

3. 長谷正人編、2016、『映像文化の社会学』、有斐閣 

上記は担当者クラスにて近年講読した独自テキストの例。メディア社会学科「専門演習１」共通素材のうちどの文献を読むか、独

自テキストは何を採用するかについては、全員の議論で決定する。 

 

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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■DE290 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

担当者名 

（Instructor） 
兼古 勝史(KANEKO KATSUSHI) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門的な文献の講読を通じて、メディア社会学の基礎的な知識や考え方を学ぶとともに、演習の方法を身につける。 

 

Students will read specialized literatures to acquire basic knowledge and thoughts about media sociology, while acquiring 

seminar methodology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門演習１では、メディア社会学に関する様々な文献を講読し、メディアを学ぶとはどういうことか、メディア研究にはどのような広

がりがあるのか、メディア研究の方法は何か、といった基礎的な事柄を体系的に学び、自らの問題関心を広げ、深めていく。基本

的な文献を精読する能力を高めるとともに、ゼミ形式の演習の中で、レジュメの書き方、発表の仕方、ディベート、ディスカッション

の方法など、今後の研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につける。 

 

In Seminar (2nd year), students will read various literatures on media sociology to learn basic subjects systematically, broaden 

and deepen their issue awareness. What does it mean to learn about media? What is the breadth of media research? What is the 

method to research media? Furthermore, students will improve their ability to read basic literatures. Through seminar learning, 

students will acquire skills required in future researches (learning) such as writing summary, making presentation, debating, and 

discussing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 課題１「中間レポート」、課題２「期末レポート」の説明 

2. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論  

3. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 

4. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 

5. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 

6. メディア社会学科「専門演習１」共通素材講読および討論 課題１ 「中間レポート(個人研究）」の提出 

7. 第 1 回個人研究発表会 

8. 独自文献講読および討論  

9. 独自文献講読および討論  

10. 独自文献講読および討論 

11. 独自文献講読および討論 

12. 独自文献講読および討論  課題２「期末レポート(個人研究）」の提出 

13. 期末個人研究発表  

14. 総括 

 

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

毎回の文献を予め読んでおくこと。 

前半はメディア社会学科「専門演習１」共通素材、後半は本クラス独自の文献を指定する、文献については初回授業時に配布・

指示する。また個人でテーマを決めて発表する機会を中間と後半に設ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業内課題(40%)/出席、討論への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ※H.キャントリル、1985、『火星からの侵入―パニックの社会心理学』、川島書店 (ISBN:978-4761002084) 

2. ※D.ダヤーン、E.カッツ、1996、『メディア・イベント―歴史をつくるメディア・セレモニー』、青弓社 (ISBN:978-4787231154) 

3. ※E.パリサー、2016、『フィルターバブル──インターネットが隠していること』、早川書房 (ISBN:978-4150504595) 

4. J.スターン、2015、『聞こえくる過去―音響再生産の文化的起源―』、インスクリプト (ISBN:978-4900997585) 
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5. 原田健一・水島久光 編著、2018、『手と足と目と耳：地域アーカイブをめぐる実践と研究』、学文社 (ISBN:978-4762027956) 

初回授業時に教員が指示する。上記参考文献の※はメディア社会学科「専門演習１」共通素材に収録。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態は演習形式を基本とする。 

テキストの配布、課題提出等に Blackboard を用いる場合があるので、使えるようにしておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習１ 

(Seminar (2nd year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分の持ち味を活かして文献講読・ディスカッションに対応できるようになろう 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 隆満(HAMANO TAKAMITSU) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

その１：対象となる文書を読み、分からない部分や不明な部分を交えつつも自分なりに整理を図り、理解を顕在化させる術を得よ

う。 

 

その２：「その１」で整理した内容を基に自分としての疑問や意見を発信する事でディスカッションする力、オリジナルのプレゼンテ

ーションを展開する力をつけよう。 

 

その３：「その２」のディスカッションやプレゼンテーションを利用して対象への理解を深めそれを独自に簡潔にまとめる実践的なス

キルをつけよう。 

 

なお、専門的な文献の講読を通じて、メディア社会学の基礎的な知識や考え方を学ぶとともに、演習の方法を身につけます。 

 

1: Students will read specified documents to acquire skills to organize and clarify unclear or incomprehensible parts in self-

directed manner. 

 

2: Students will acquire ability to discuss and make original presentation based on contents organized in 1. Students will achieve 

this by communicating their questions and opinions. 

 

3: Students will deepen their understanding about discussions and presentations of 2. They will acquire practical skill to 

summarize them concisely. 

 

Students will read specialized literatures to acquire basic knowledge and thoughts about media sociology, while acquiring 

seminar methodology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「授業の目標」を念頭に置きつつ、担当教員が産学連携プロジェクトの客員研究員や大学常勤教員、広告代理店での音楽配信

等のコンテンツビジネスのプロデューサーといった「産」と「学」両面を経験していることを踏まえて、受講生の皆さんの今後の進路

で役立つであろうアドバイス等も都度織り交ぜつつ授業を進めたいと思います。 

 スキルアップを図りつつ進めていく必要がありますので、授業進度等は適宜調整をします。昨年度までの授業の様子を振り返っ

てもさほど履修に際し不安がることはまずないと思われます。但し履修状況に応じた展開として担当教員からの方法論等の提

示・解説がありますので欠席してしまった場合は「損をした」と思うことはあったようです。 

 原則としての共通テキストの 6つの章を扱いますが、受講生の希望に応じて別途担当教員が用意した文書から１つ程度を追加

ないし交換も考えてます。これは初回授業にてサンプルを提示して意見を募って決定します。この他に初回授業では課題等に対

するガイダンスに加えて「各章のディスカッションのたたき台となる簡単な発表」を行う「各章の担当の班分け」を行い、いずれかの

章の担当班に必ず参加してもらいます。但し共通テキスト第一章だけは第 13 回と第 14 回に渡って班ではなく全員を対象とした

「第一章を踏まえた上での個人プレゼンテーション」をしてもらいます。 

 共通テキスト等を題材とした授業の他に、担当教員の知人からメデイア関連の現場を知るゲストをお呼びしてディスカッションが

できる授業を１回計画しておりますが、ゲストの方のご都合等により順番が前後したり別課題に変更となる可能性がありますので

ご了承ください。 

 全クラス共通授業内容として、基本的な文献をきちんと読む能力を高めるとともに、ゼミ形式の演習の中で、レジュメの書き方、

発表の仕方、ディスカッションの方法など、今後の研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につけます。なお、全クラスにおい

て共通テキストを用います。 

 

 Students will always bear in mind the goal of this class. Professors of this class have experiences in both industry and 

academia. They include visiting researchers in industry-university projects, university permanent professors, music distributors 

at advertising agencies, and other content business producers. In this class, they will provide students with advices that will 

help them in their future paths. 

 Class progress will be adjusted appropriately as improvement of students’ skills is a necessity. Reviewing class until last year, 

students have not experienced unease in class so far. However, professor may introduce or explain methodology based on class 
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status. Absentees may miss out on these. 

 In general, students will study 6 chapters of the universal textbooks. If students desire, professor may add or switch 1 of them 

with documents prepared separately. Students will comment on and decide these materials after seeing samples in the first 

class. During the first class, professor will give students guidance on subjects. In addition, students will create basic 

presentations to jumpstart discussion of each chapter.  Students will be divided into groups, each handling specific chapter. 

Participation in these chapter groups is obligatory. However, all students will make their presentations on chapter 1 of universal 

textbooks during 13th and 14th classes. 

 In addition to classes based on universal textbooks, professors will invite their associates and guests working in media scenes 

to participate in class discussion for 1 time. Depending on their schedules, class sequences or subjects may be modified. 

 All classes will share the following universal contents. Students will improve their ability to read basic literatures. Through 

seminar learning, students will acquire skills required in future researches (learning) such as writing summary, making 

presentation, and discussing. Universal textbooks will be used in all classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「ガイダンスほか」 履修に向けての説明として出席確認方法や課題、毎週の事前準備の手順説明等をします。 

2. 「第五章：関連性を追求する競争」 担当班が発表しディスカッション等 

3. 「第五章：関連性を追求する競争」 担当班が発表しディスカッション等、まとめの授業 

4. 「第六章：ツイッター上のネットワーク」 担当班が発表しディスカッション等 

5. 「第六章：ツイッター上のネットワーク」 担当班が発表しディスカッション等、まとめの授業 

6. 「第二章：メディア・イベントの定義」 担当班が発表しディスカッション等 

7. 「第二章：メディア・イベントの定義」 担当班が発表しディスカッション等、まとめの授業 

8. 「第三章 b：On Television and Journalism」 担当班が発表しディスカッション等 

9. 「第三章 b：On Television and Journalism」 担当班が発表しディスカッション等、まとめの授業 

10. 「第四章：思想と言論の自由」 担当班が発表しディスカッション等 

11. 「第四章：思想と言論の自由」 担当班が発表しディスカッション等、まとめの授業 

12. 「ゲストをお招きしての講義とディスカッション」 事前にアナウンスはしますがゲストの方のご都合により順番が前

後するかもしれません。状況によっては他の題材を提示しディスカッション等に変更する場合もあります。 

13. 「第一章：火星からの侵入」 第一章を踏まえた上での個人プレゼンテーション等 

14. 「第一章：火星からの侵入」 第一章を踏まえた上での個人プレゼンテーション等、まとめの授業 

 

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

詳細な学習方法等の解説は初回授業時に行いますが、テキストを読んで「分かって」臨むことよりも予習として各回「わからない

点」を洗い出してくることが重要です。復習としては各回自己点検と出席動向確認のためにアンケート形式の「受講ミニレポート」

の提出がありますのでノルマとして取り組むだけでなく各自上手に利用してみましょう。各章が終わった時点で「各章 A4 一枚のま

とめレポート」の提出もありますが、こちらもノルマとして単に文章をまとめるのではなく復習も兼ねて自分で気が付いたことなどを

組み合わせて個人の成果物として作成し活かしていただければと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回「受講ミニレポート」の合計(14%)/「各章 A4 一枚のまとめレポート」の合計(72%)/「第一章を踏まえた上での個人プレゼンテー

ション」(14%) 

詳しくは初回ガイダンスにて説明しますが、「受講ミニレポート」は Blackboardのテスト機能、「各章 A4 一枚のまとめレポート」は

Blackboardの課題機能を使って提出してください。「受講ミニレポート」は出席票も兼ねます。原則として２／３以上の出席を必須

としますが、やむを得ない事情により出席日数が足りなくなってしまった場合は別途検討します。また必須発表として「各章のディ

スカッション等のたたき台となる担当班による簡単な発表」と「第一章を踏まえた上での個人プレゼンテーション」があります。「受

講ミニレポート」は出席回のみの提出となりますが、「各章 A4 一枚のまとめレポート」、「各章のディスカッション等のたたき台とな

る担当班による簡単な発表の資料」、「第一章を踏まえた上での個人プレゼンテーションの資料」は期限外提出期間も設けますの

で必ず提出してください。期限外提出の最終受付は別途提示します。 

 

テキスト（Textbooks） 

原則としてメディア社会学科「専門演習１」共通素材を使いますが、履修状況に応じて別途配布を行う場合があります。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態は演習形式を基本とします。上記の授業計画は標準プランを示したものですので、実際のスケジュールは、担当教員の

指示に従ってください。授業に関連する連絡や資料の配布等に本学の電子メールや Blackboard を用いる場合があるので使える

ようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE295 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Reading Sociology in English 

担当者名 

（Instructor） 
林 怡蕿(LIN I-HSUAN) 

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） 
CMS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の輪読を通して、メディア社会学における基礎的な知識や考え方を学ぶ。英語と日本語のバイリンガルで論理的に考

え、意見を述べられる能力を身につける。 また、本授業は少人数の演習形式で行われる。グループディスカッションやレジュメの

作成と発表のスキールも学んでいく。 

 

Students will read English literatures to acquire basic knowledge and thoughts of media sociology. Students will acquire ability 

to think and express themselves theoretically in both English and Japanese. In addition, this class will be conducted in seminar 

format and small class size. Students will also learn how to discuss in group, create summary, and make presentation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

メディア研究に関する英語の基礎文献を講読し、メディアとはなにか、メディアを学ぶことにはどのような意味があるのか、メディア

研究にはどのような展開がありうるのか、などを中心に学んでいく。また、英文記事などの補足資料を使用し、現代におけるメディ

アの捉え方およびメディア問題の考察を通して、論理的思考力を養う内容で構成する。 

 

Students will read basic English literatures on media researches to learn: What is media? What does it mean to learn about 

media? How are media researches done? In addition, students will supplement these with materials such as English articles. 

Students will cultivate their theoretical thinking skill by analyzing issues and perspective of modern media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読と討論(Content Analysis) 

3. 文献講読と討論(Narratives) 

4. 文献講読と討論(Representation) 

5. 文献講読と討論(Globalization) 

6. 文献講読と討論(Ideology and Discourses) 

7. 今日のメディアを考察する① 

8. 今日のメディアと考察する② 

9. 文献講読と討論(Regulation) 

10. 文献講読と討論(Advertising) 

11. 文献講読と討論(News and its Future) 

12. 文献講読と討論(from Audience to User) 

13. 文献講読と討論(Research Skills and methods) 

14. 全体総括 

 

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

毎回かならず文献を事前に読み、レジュメを作成しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内課題とディスカッション(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gill Branston, Roy Stafford. 2010. The Media Student's Book. Routledge (ISBN:0-415-55842-5) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE381 

 

授業の目標（Course Objectives） 

デジタル・データは、もはやメディア産業、IT産業といった一部の産業で扱われるだけにとどまらず、国家間の外交・諜報活動か

ら、資本主義市場経済、生産・労働・消費、社会におけるコミュニケーションといった領域すべてで利活用され、ますます価値ある

ものになってきている。この授業では、PC で諸々のツールを使って様々なデジタル・データを収集、分析しつつ、それらの作業か

ら情報社会がどこに向かいつつあるかを実践的に学び、今後の情報社会において必要とされる ITスキル、思考法とはどういうも

のかを理解し、それらを身に着けることを目標とする。  

 

Digital data is no longer limited to some industries such as the media industry and the IT industry, but is increasingly being used 

for diverse areas such as foreign diplomacy, intelligence activities, capitalist market economy, labor and consumption. 

In this lecture, we analyze various kinds of data using PC and various tools, learn practically where the information society will 

be heading, and at the same time, what kind of human will be needed in the future information society. The goal is to have a 

vision of what it will be. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、主にデジタル・データ分析（SNSデータ、オープンデータ、Web上のデータなどの分析）を様々な分析ツール

（Pythonなど）を使ってグループ単位で行う。 

春学期は、何のデータを使って何を明らかにするか、そのテーマ設定をグループ単位で行い、報告、発表を何度か繰り返しなが

ら、研究テーマの絞り込みを行っていく。秋学期は、フォーカスされたテーマを、より高度なスキルを用いながら、さらに掘り下げた

上で、最終成果へとつなげる。 

なお、上記のような作業を行うため、基本的に、毎回の授業にパソコンを持参することが望ましい。また、PC スキルがある程度高

い、あるいは PCスキルを磨くことに関心をもっていることが望ましい。 

 

In this lesson, we mainly perform digital data analysis (analysis of SNS data, open data, data on the Web etc.) on a group basis 

by using various analysis tools (such as Python). In the spring semester, we will narrow down the research theme by repeating 

reporting and presentation several times by doing the theme setting in a group unit, considering what kind of data to use and 

what to clarify. In the fall semester, after digging into the focused theme, we will aim for the final result. 

In order to do the above work, basically, it is desirable to bring a personal computer to each lesson. Also, it is desirable that PC 

skills are high to some extent or students have interest in polishing PC skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～このゼミでは何をするのか、データ分析についての説明～ 

2. プロジェクト・グループを決定し、各自の PC で、データ分析をするための環境構築を行う。 

3. ①PC 環境構築を行いながら、グループごとに研究テーマについてディスカッションを行う。 

4. ②PC 環境構築を行いながら、グループごとに研究テーマについてディスカッションを行う。 

5. グループごとに決定した研究テーマに必要なデータの収集を行い、分析を始める。グループ内での分担を決める。 

6. ①グループごとに作業進捗状況報告 

7. ②グループごとに作業進捗状況報告 

8. ブレインストーミング 

9. テーマの再検討（アイデアの結合・整理：問題提起／仮説設定）の確認 

10. テーマの再検討（アイデアの結合・整理：問題提起／仮説設定）の確認 

11. ①グループごとに作業進捗状況報告 

12. ②グループごとに作業進捗状況報告 

13. ①最終研究発表 

14. ②最終研究発表 

15. 総括 

16. 研究テーマの確認／フリーディスカッション 

17. ①データ・論文・文献の収集 

18. ②データ・論文・文献の収集 

19. ①リサーチ・分析作業の進捗状況の報告 

20. ②リサーチ・分析作業の進捗状況の報告 

21. ③リサーチ・分析作業の進捗状況の報告 
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22. ④リサーチ・分析作業の進捗状況の報告 

23. ⑤リサーチ・分析作業の進捗状況の報告 

24. ①研究・調査の発表・プレゼンテーション・ディスカッション 

25. ②研究・調査の発表・プレゼンテーション・ディスカッション 

26. ③研究・調査の発表・プレゼンテーション・ディスカッション 

27. 発表・プレゼンテーション・ディスカッションの総評 

28. 総括 

 

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

Slack を用いて、各自、各班で共同作業を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

進捗状況の報告・プレゼンテーション・発表など作業への貢献(40%)/成果物への貢献(40%)/授業内での発言の積極性(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田伸一郎、2013 年、『国家とインターネット』、講談社選書メチエ (ISBN:4062585502) 

2. 佐藤卓己編、2016 年、『デジタル情報社会の未来（岩波講座 現代 第 9 巻）』、岩波書店 (ISBN:4000113895) 

3. クジラ飛行机、杉山陽一、遠藤俊輔、2018 年、『すぐに使える! 業務で実践できる! Pythonによる AI・機械学習・深層学習アプ

リのつくり方』、ソシム (ISBN:4802611641) 

その他、適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE383 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアと表現 

担当者名 

（Instructor） 

岡田 陽介(OKADA YOSUKE) 

橋本 晃(HASHIMOTO AKIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE383 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新しいメディアテクノロジーとのつき合い方により人間精神は変容するし、表現の際の文体も変わる。一方で、読書体験の減少に

よる即物的、断片的な知の日常化と想像力の減退が、書物と向き合うことで省察、熟考、内面などを深めてきた近代的人間の終

焉につながると危惧する声もある。ハイパーデジタルメディア時代は新しい精神と文体を創造しつつあるのか、理論と実践の双方

から考察を深める。 

 

New media technology will transform human minds and styles of writing. On the other hand, superficialization and fragmentation 

of knowledge, brought about by reading less of books might lead to the end of modern human beings, who have been deepening 

their thoughts through reading books.  This course examines whether the digital media era has been creating new minds and 

styles or not. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献の輪読、記事・小説・映画・映像などの分析により理論的理解を深めていくと同時に、書くことの実践により内在的、実感的な

理解も深めていく。前者では、近代初頭から１８世紀にかけての読書する公衆・知識人の誕生から、２０世紀的大衆社会の誕生と

大衆メディアたるテレビの普及、そして２０世紀末からのデジタルメディア革命と人間の変容について、文献を読み、映画や小説・

記事を分析する。後者では、実際にジャーナリスティック、クリエイティブなどさまざまな文章を書いてみる訓練を重ねて、問題に

対する理解を深める。 

 

This course provides various reading and writing opportunities for students to deepen both theoretical and practical 

understanding.  As for the former, books will be read on the birth of the reading public in early modern Europe, mass society in 

20th century, etc.  Concerning the latter, both journalistic and creative writing will be practiced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献輪読 

3. 文献輪読 

4. 文章表現入門 

5. 映画鑑賞 

6. 映画鑑賞 

7. 文献輪読 

8. 文献輪読 

9. グループ研究 

10. グループ研究 

11. 記事分析 

12. 記事分析 

13. 文章表現 

14. 春学期まとめ 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 個人研究 

17. 個人研究 

18. 文献輪読 

19. 文献輪読 

20. 文章表現 

21. 文章表現 

22. ゲスト 

23. グループ研究 

24. グループ研究 

25. 個人研究 

26. 個人研究 
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27. ゲスト 

28. まとめ 

 

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

本、ウェブサイト等の指定されたものを読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(50%)/文章表現・発表・レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梅田卓夫、2001、『文章表現 四〇〇字からのレッスン』、筑摩書房 (ISBN:4480086129) 

ほかにメディア史、インターネット関連の本など（追って指示する）。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出版社、新聞社はじめメディアの仕事、書き手を目指している人たちに向いています。 

フェイスブック上にグループをつくり資料の共有や議論を行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE384 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化とメディア・コミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 

井上 まどか(INOUE MADOKA) 

是永 論(KORENAGA RON) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE384 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化の観点から，社会におけるメディアとコミュニケーションのあり方について分析する。 

 

Studying media and communication in society from the viewpoint of culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この専門演習は，文化の観点を交えて，社会におけるメディアとコミュニケーションのあり方について考えることを目的としている。 

春学期はメディア・コミュニケーションに関して社会学的な考察を展開しているテキストを講読することで，各自が調査するテーマ

を固めていく。春学期の後半から秋学期にかけて，調査グループを構成して調査テーマを設定し，独自の仮説を立てた上で，そ

れを検証するためのデータをオリジナルに収集しながら，実証的な研究を行なう。秋学期の後半にはグループごとに調査の結果

報告を行い，その内容について議論を行う。分析用のデータを整理するために，エクセルによるデータ入力と操作に慣れておくこ

とがのぞましい。グループごとの作業時間を確保するため，こちらが指定したゼミ後の時間は空けておくこと。 

 

This course provides an opportunity to consider the relationship between media and communication in societies from the 

viewpoint of culture.  

In the first semester, students will consider their own purpose by researching about sociological studies of mediated 

communication. Hence students organize groups to identify research questions and hypotheses and collect data by themselves. 

In the second semester, students discuss the result of each group research. Students are required to use Microsoft Excel to 

input and analysis data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グループ構成・分担 

3. メディアと文化概説 

4. メディア・コミュニケーション論概説 

5. 内容分析概説 

6. メディアと文化１ 

7. メディアと文化２ 

8. コミュニケーション論１ 

9. コミュニケーション論２ 

10. 内容分析１ 

11. 内容分析２ 

12. 調査テーマ発表１ 

13. 調査テーマ発表２ 

14. 調査テーマ発表３ 

15. 調査計画発表１ 

16. 調査計画発表２ 

17. 調査計画発表３ 

18. 調査文献発表１ 

19. 調査文献発表２ 

20. 調査文献発表３ 

21. 調査文献発表４ 

22. 調査中間報告１ 

23. 調査中間報告２ 

24. 調査中間報告３ 

25. 調査結果発表１ 

26. 調査結果発表２ 

27. 調査結果発表３ 

28. 総括討論 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習参加者には，内容分析（テキストマイニング）の手法について習得することを義務づける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート及び提出物の評価(50%)/ゼミにおける発表及び活動状況の評価(50%) 

評価にあたっては，全回出席もしくはそれに代わる手続きを前提とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李光鎬ほか、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） 

1. 戸田山 和久、2012、『新版・論文の教室』、NHK 出版 (ISBN:4140911948) 

2. 藤田真文編、2016 年、『メディアの卒論 第２版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN9784623077199) 

授業にて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室 HP http://www.rikkyo.ne.jp/web/ronkore/ 

3 年次での履修に前提となる条件があるので，選考の際に確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化史 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE385 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディアの歴史を知ることで、現代のメディア文化がどのようにできあがってきたのかを理解し、これからのメディアと社会の関係

を考える能力を高める。 

 

By learning media history, students will understand current position of modern media culture and improve their ability to think 

about relationship between media and society in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この専門演習は「メディア史」のゼミである。2019 年度は「メディア文化史」を演習のテーマとする。戦後日本においてテレビは最

大の娯楽メディアに成長する一方で、人々の社会認識や世論形成に大きな影響力を持ってきた。また、戦後は、テレビ・マンガ・

音楽・広告などがそれぞれに関連し合いながら、全体としてポピュラー・カルチャーを開花させてきた。他方、近年は、インターネッ

ト・SNSが急速に普及し、メディア文化は大きく変貌を遂げている。 

 この演習では、春学期は下記のテキストの講読を通し、日本におけるメディア文化の特性について理解し、今後の方向性につ

いて討論する。 

 春学期の後半からは 6 人程度のグループにわかれ、テーマを選んでそれについての文献講読やデータ収集を行う。そして、夏

合宿や秋学期の演習の場でその内容を発表し、他の参加者と質疑応答を行う。 

 専門演習は、共同作業を通じて、１つのテーマについての理解を深めていく場である。手抜きをすることは、自分のためにならな

いばかりではなく、他人の勉強を妨げることになることを理解して欲しい。 

 

 This advanced seminar is part of Media History. Media Cultural History is 2019 seminar subject. TV has become the largest 

entertainment media in post-war Japan, wielding great influence on people’s social consciousness and formation of public 

sentiments. In addition, TV, comic book, music, and advertisement became intertwined after the war, allowing the overall popular 

culture to blossom. On the other hand, internet and social media have spread rapidly in recent years, changing media culture 

drastically. 

 In this seminar, students will read the following textbooks in spring semester to understand characteristics of media culture in 

Japan and discuss its future direction. 

 In the second half of spring semester, students will be divided into groups of about six. Each group will select a subject for 

literature reading and data collection. Then students will present their findings at summer boarding seminar and autumn-

semester seminar. Students will join other participants in Q&A. 

 In advanced seminar, students will deepen their understanding about 1 subject through communal tasks. Students should 

understand that slacking off will not only harm themselves, but also prevent others from studying. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 図書館情報検索講習会 

3. テキストの講読（１） 

4. テキストの講読（２） 

5. テキストの講読（３） 

6. テキストの講読（４） 

7. テキストの講読（５） 

8. 研究テーマの提案 

9. 研究テーマの決定とグループ分け 

10. グループ作業（先行研究の講読） 

11. グループ作業（先行研究の講読） 

12. グループ作業（研究プランの決定） 

13. 中間発表会 

14. 夏休み中の作業分担の決定 

15. 秋学期の作業分担の確認 

16. グループ作業（調査の企画） 
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17. グループ作業（調査の企画） 

18. グループ作業（調査の実施） 

19. グループ作業（調査の実施） 

20. グループ作業（調査結果の分析） 

21. グループ作業（調査結果の分析） 

22. グループ作業（全体の考察） 

23. グループ作業（最終発表会の準備） 

24. 最終発表会 

25. 報告書の内容の決定 

26. 報告書の執筆内容の確認（１） 

27. 報告書の執筆内容の確認（２） 

28. 報告書の完成 

 

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

ゼミに向けて、個人やグループで、文献を読んでまとめたり、調査を行う必要がある。 

9 月には合宿を行うので、必ず参加のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポートおよび提出物の評価(50%)/ゼミにおける発表および活動状況の評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 辻泉・南田勝也・土橋臣吾編、2018、『メディア社会論』、有斐閣 (ISBN:9784641150553) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、その探し方を含め演習の中で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

知的好奇心が旺盛で、学問をすることにやる気のある学生の履修を希望する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 356 - 

■DE386 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドキュメンタリーとジャーナリズム 

担当者名 

（Instructor） 

林 怡蕿(LIN I-HSUAN) 

田北 康成(TAKITA YASUNARI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE386 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マイノリティ，エスニシティ，ジェンダーなど，多文化主義の視点を含めた文献資料の講読を通して，現代社会とメディアのあり方を

考察し，分析できるようになること。 

 

Students will read literatures containing multicultural perspectives such as minority, ethnicity, gender, and so on. Students will 

be able to think and analyze current state of modern society and media. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミでは多文化主義とマスメディアに関連する主要な文献の講読およびドキュメンタリー作品の視聴を中心に，発表と議論を通し

て認識を深めていく。 

多文化共生，当事者，コミュニティ，地域，ジェンダー，エスニシティ，ディアスポラなどのキーワードから現代日本社会におけるメ

ディアとジャーナリズムのあり方を捉え直すと，どのような課題や可能性が見えてくるのか。ゼミではこれらの問題を中心に議論

し，問題の核心を把握していく。 

秋学期においては受講生がグループを構成して調査活動を行う。各グループでテーマを決め，独自の視点からデータを収集し，

分析と解釈の作業を進める。合宿や演習の場での研究発表会を予定し，議論と質疑応答を行う。学生による研究成果は調査報

告書にまとめることを求める。 

 

In this seminar, students will read major literatures on multiculturalism and mass media, watch documentaries, make 

presentations, and discuss to deepen their awareness. 

Students will explore current state of media and journalism in modern Japanese society through keywords such as multicultural 

coexistence, person involved, community, region, gender, ethnicity, and diaspora. What issues and possibilities will students see? 

Students will discuss about these issues during the seminar and grasp core of the issue. 

In autumn semester, students will form groups and conduct surveys. Each group will decide a subject. Students will collect data 

based on their perspectives, before analyzing and interpreting these data. Students will participate in research presentations in 

boarding school or seminar. Students will join discussion and Q&A. Students will summarize their research results in survey 

reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. マスメディアとジャーナリズム１ 

3. マスメディアとジャーナリズム２ 

4. ナショナリズムとエスニシティ１ 

5. ナショナリズムとエスニシティ２ 

6. 多文化共生１ 

7. 多文化共生２ 

8. ディアスポラとメディア１ 

9. ディアスポラとメディア２ 

10. ジェンダーとメディア１ 

11. ジェンダーとメディア２ 

12. 承認の政治とアイデンティティ１ 

13. 承認の政治とアイデンティティ２ 

14. 講読文献の総括 

15. 調査テーマのリサーチ 

16. 研究計画書の作成と発表１ 

17. 研究計画書の作成と発表２ 

18. 研究調査手法１ 

19. 研究調査手法２ 

20. 調査活動１ 

21. 調査活動２ 
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22. 調査活動３ 

23. 研究調査の中間報告会１ 

24. 研究調査の中間報告会２ 

25. 調査活動４ 

26. 調査結果のまとめと分析１ 

27. 調査結果のまとめと分析２ 

28. 研究成果発表会 

 

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

毎回の指定文献を熟読し，質問や感想をまとめた上でゼミに臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポートを含めた提出物(50%)/授業内発表および授業での発言(50%) 

全回出席が必要条件。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない。指定文献は Blackboardで事前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Young, Iris Marion. 2000. Inclusion and Democracy. NY: Oxford University Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE387 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

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、インターネット社会論 

担当者名 

（Instructor） 
木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE387 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習（ゼミ）は、「メディア・コミュニケーション」を主題としている。ただ、従来のマスメディアではなく、ソーシャルメディアなどの

「インターネットを介したコミュニケーション」（オンラインコミュニケーション）の調査研究が中心である。21 世紀前半の社会は、イン

ターネット、AI、ロボティクスなどの情報通信技術の革新が拡大し、社会は大きく変動することになる。マスメディアは引き続き大き

な役割を果たすが、ソーシャルメディアなどのインターネット・コミュニケーションの果たす役割は一層大きく拡大していく。そこで、

インターネットを中心とした情報通信技術と社会との関係（インターネット社会論）とオンラインコミュニケーションに関する基本的

知識を身につけるともに、オンラインコミュニケーションを中心としたメディア・コミュニケーションについて、専門的な調査研究のリ

サーチデザインを設計、調査研究を遂行し、成果を生み出すための、基本的な概念、方法、理論を学び、卒論への準備と実践を

介して必要とされる能力を養成することを目標とする。 

 

The main theme of this seminar is "Media Communication." By "Media Communication," this seminar mainly focuses on 

Communication via the Internet, e.g., social media, or Online Communication rather than on traditional Mass Communication. In 

the first half of the 21st century, with the explosion of innovations in information and communications technologies such as the 

Internet, AI, and robotics, society has been and will be greatly changed. Mass media will continue to play a major role, but the 

role played by Internet communication, such as social media, will further expand. Therefore, this seminar stimulates students to 

acquire foundational knowledge about Internet studies and online communication studies. In addition, you are required to learn 

basic concepts, methodologies and theories to design your research strategies, to carry out research, to collect evidence and 

to write up your findings and analysis. During the course of learning, you are expected to learn to formulate and conduct 

research for graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の目標にしたがい、春学期は、リサーチデザイン設計方法、メディア・コミュニケーション研究、インターネット社会論に関する

基本的な理論、方法を学びながら、履修者各自が、調査するテーマ（卒論まで発展させることを念頭におく）を固めていく。同時

に、グループ学習の経験と能力を養成するために、複数人で取り組む課題を設定するとともに、メディア・コミュニケーションに関

する社会調査を計画する。春学期の後半から秋学期にかけては、各自のテーマとグループテーマ、社会調査に関して、先行研究

の把握、資料収集、データ収集など調査研究活動を行い、社会調査を実施する。秋学期の後半にはそれぞれの調査の進捗報告

を行いながら、結果をレポートへとまとめながら、プレゼンテーションを行う。なお、年度中、ネット関係、メディア関係者から直接話

を聞く機会も設ける予定である。 

 

In the spring semester, students will study the basic theories and methodologies related to media and communication studies, 

the Internet studies, and research strategies. Each student is also required to articulate research topics and questions, which 

will lead to graduation thesis. At the same time, in order to familiarize yourself with and cultivate the ability of group learning, 

tasks of group activities and discussions will be assigned. 

 In the second half of the spring semester and the fall semester, students are engaged in planning of social survey research on 

media communication among college students. During the course of individual work and group work, you are required to survey 

literature, to search for relevant research and to collect data. 

 In the second half of the fall semester, while making progress reports on individual research and group research, you must 

summarize the results to make a presentation and write an essay which will be the basis of graduation thesis in the next senior 

year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. リサーチデザイン概説（1） 

3. リサーチデザイン概説（2） 

4. メディア・コミュニケーション研究概説（1） 

5. メディア・コミュニケーション研究概説（2） 

6. インターネット社会論概説（1） 

7. インターネット社会論概説（2） 

8. リサーチデザイン中間報告（1） 
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9. リサーチデザイン中間報告（2） 

10. リサーチデザイン中間報告（3） 

11. グループリサーチテーマ、グループ分け 

12. リサーチデザイン発表・社会調査検討（1） 

13. リサーチデザイン発表・社会調査検討（2） 

14. リサーチデザイン発表・社会調査検討（3） 

15. グループリサーチ報告（1） 

16. グループリサーチ報告（2） 

17. 調査研究進捗報告（1） 

18. 調査研究進捗報告（2） 

19. 調査研究進捗報告（3） 

20. 調査研究進捗報告（4） 

21. 社会調査進捗報告（1） 

22. 社会調査進捗報告（2） 

23. 調査研究成果発表（1） 

24. 調査研究成果発表（2） 

25. 調査研究成果発表（3） 

26. 調査研究成果発表（4） 

27. 社会調査成果発表（1） 

28. 社会調査成果発表（2） 

 

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

個別リサーチ、グループリサーチ、社会調査とも、中間報告、進捗報告、成果発表に向けての準備を行うとともに、授業における

フィードバックを受けて、検討しなおし、ブラッシュアップすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/グループリサーチへの貢献(20%)/個別リサーチでの活動状況・ゼミへの貢献(20%)/中間報告、

進捗報告、成果発表時の提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 木村忠正、2012、『デジタルネイティブの時代』、平凡社 (ISBN:4582856608) 

2. 木村忠正、2018、『ハイブリッド・エスノグラフィー』、新曜社 (ISBN:9784788515833) 

その他、授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者の HP も参照すること。 

URL： http://www2.rikkyo.ac.jp/web/tdms/hp.j.html 

 

注意事項（Notice） 
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■DE388 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア実践 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE388 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 メディアの果たすべき役割を認識したうえで，「自ら考え行動できる人」を育成する。 

 

 Students will recognize roles media ought to take, while cultivating independent thinking and action. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会で働くことから逆算して、必要とされるスキル、考え方を具体的に養成する。「本物に触れよう」を合い言葉に、メディアで活

躍しているゲストスピーカーとの議論、ディベート、映像鑑賞、NHK 放送技術研究所見学、テレビ局見学、芝居鑑賞（本を読み、演

者に話しを聞いたうえで）、映像制作、論文要約、世界報道写真展鑑賞など様々な実践を行う。実践したものは感想、ルポルター

ジュなどで他者に伝え、ゼミ生全員で評価する。春学期・秋学期それぞれで自分の関心に基づく個人発表を行う。このような実践

で、主観を客観視できる技量を磨いていく。３泊４日のゼミ合宿は、テーマに従いゼミ生が行き先を決める。それを基に年間テー

マを策定し、年明け早々には他大学とのとの合同発表会を開催している。 

 今，メディアは“正解のない世界”を迎えている。そこに積極的に乗り出す勇気と意欲をもった学生を求める。 

 

 Reverse engineering skills required in workforce, students will cultivate specific, essential skills and thinking. Emphasizing real-

world experience, students will participate in discussions with guest speakers with outstanding media expertise. Students will 

also participate in various activities such as debating, watching films, visiting NHK Science & Technical Research Laboratories, 

visiting TV station, watching plays (after reading books and listening to actors), creating videos, summarize theses, and watching 

World Press Photo exhibition. Students will convey their experience to others through comments and reportages. All students 

will evaluate them. Students will make presentations based on their interests in spring and autumn semesters. Students will 

improve their ability to observe subjects objectively. Students will refer to their subjects when selecting destination for seminar 

boarding school of 3 days 4 nights. Students will select their annual subjects based on that. After new year, students will 

participate in joint presentations with other universities. 

 Media is now facing a world without correct answer. Because of that, students with initiative, courage, and desire are 

demanded. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 自己紹介発表 

3. ディベート（練習） 

4. 春学期個人発表① 

5. 春学期個人発表② 

6. ディベート① 

7. ディベート② 

8. ４年生卒論構想発表会と質疑応答 

9. 映像鑑賞① 

10. 映像鑑賞② 

11. 年間研究テーマ設定① 

12. 年間研究テーマ設定② 

13. 春学期まとめ 

14. ゼミ合宿準備 

15. 夏季課題発表 

16. 秋学期個人発表① 

17. 秋学期個人発表② 

18. 合同ゼミ発表会中間発表 

19. ディベート③ 

20. ディベート④ 

21. ４年生卒論合宿への参加 

22. 映像鑑賞③ 
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23. 映像鑑賞④ 

24. 年間研究テーマ設定③ 

25. 年間研究テーマ設定④ 

26. 年間テーマ発表（合同ゼミ発表会） 

27. 年間報告書作成 

28. 卒論構想発表合宿（年間まとめ） 

 

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

毎回の課題とともに，日々のニュースおよびその背景に常に関心をもって接すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート及び提出物の評価(50%)/ゼミにおける発表及び活動状況の評価(50%) 

ただし，全回出席が条件。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 砂川浩慶、2016、『安倍官邸とテレビ』、集英社 (ISBN:4087208303) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE389 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽社会学研究 

担当者名 

（Instructor） 
日高 良祐(HIDAKA RYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE389 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 様々な文化・社会における音楽現象に注目し，その意味や機能について考察することを通じて，社会学的な視点から対象を論

じるための基礎的な力を養う。また次年度の卒論執筆に向けアカデミックライティングの基本を身につける。 

 

Observing and discussing musical phenomea in various societies in order to cultivate the basic skills of sociological research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は「音楽社会学」のゼミである。受講生は自らの興味・関心に沿って独自テーマを定め，問題提起，仮説設定，資料収

集，先行文献読解，検証，そして報告書執筆に至る一連の課題に取り組む。また作業の進捗に応じて互いに成果を報告し合い，

意見を交わすことで内容のブラッシュアップを図る。 

 授業では，前半の数回を使って既存の学術論文を幾つか読み解き，主要な理論の活用方法を学ぶ。また学術論文を書くことの

意味を理解する。以降は毎回数名の担当者を立て，各自が設定したテーマ，収集した文献，報告書の構成案，調査の結果など

について順次発表を行う。年度末には１年間の成果をまとめた報告書（12,000 字）を提出する。この年度末報告書は次年度の卒

業論文へと発展的に広がっていく核となることが強く期待される。 

 なお，2019 年度は当ゼミ担当者がサバティカル休暇で不在のため，2019 年度に限って担当者が変更となる。 

 

The course will provide basic concepts of sociology of music. Students will be expected to tackle a series of subjects such as 

theme setting, problem identification, establishing a hypothesis, reference collection, verification, and report writing. 

Furthermore, they will be urged to report the results of effort mutually in order to brush up the details. Finally, we will compile 

the report collection at the end of the school year. It is strongly expected that these reports will act as a core of the graduation 

thesis of the following academic year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文の基本構成と文献収集のテクニック 

3. テーマ構想発表１ 

4. テーマ構想発表２ 

5. 論文読解 

6. 理論の援用１ 

7. 理論の援用２ 

8. 理論の援用３ 

9. 理論の援用４ 

10. 文献報告１ 

11. 文献報告２ 

12. 文献報告３ 

13. 文献報告４ 

14. 文献報告５ 

15. 秋学期オリエンテーション 

16. ビブリオバトル１ 

17. ビブリオバトル２ 

18. 構成案報告１ 

19. 構成案報告２ 

20. 構成案報告３ 

21. 構成案報告４ 

22. 構成案報告５ 

23. 研究結果発表１ 

24. 研究結果発表２ 

25. 研究結果発表３ 

26. 研究結果発表４ 
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27. 研究結果発表５ 

28. 総括 

 

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

取り組みたい独自テーマについて，具体的に考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発表および他の発表者へのレスポンス(60%)/年度末報告書(40%) 

出席は評価の対象でなく，その前提とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学教育開発・支援センター『Master of Writing』（リーフレット，非売品） 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE390 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアと社会：グローバル視点から 

担当者名 

（Instructor） 

黄 盛彬(HWANG SEONGBIN) 

酒井 信(SAKAI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE390 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化の深化とデジタル化（インターネットや SNSの急速な普及）は，今の時代の大きな趨勢である。本ゼミでは，変わり

つつあるメディア環境の社会・文化への影響を考察する。先行研究のレビューを通して，「メディアと社会」の関係性について理論

的・方法論的知識を学ぶ。その上で，多様なメディアが相互参照する現代のデジタル・メディア環境における「メディアと社会」の関

係について，小集団による研究に取り組み，研究問題の発見，調査計画の設計および遂行，プレゼンテーションおよび討論，研

究論文の執筆に至る研究の流れを体験しながら，卒論執筆に求められる研究力を磨く。 

 

Progressing globalization and digitalization (rapid popularization of internet and social media) are the trend in this era. In this 

seminar, students will analyze impacts of changing media environment on society and culture. Based on reviews of prior 

researches, students will acquire theoretical and methodological knowledge about relationship between media and society. In 

addition, students will improve their research ability required to write their graduation theses through the subject of media and 

society, notably in digital media environment of modern era where various medias cross-reference each other. Students will do 

this by researching in small groups, discovering research question, designing survey planning, conducting them, making 

presentation, discussing, and writing research theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期では, 社会学，メディア研究，文化研究などの多様なアプローチからの先行研究のレビューを行う。毎回，報告者と討論者

を決め，ワークショップ形式で進める。秋学期では，各自の問題関心に沿って小集団の研究グループに別れ，研究計画の発表, 

先行研究のレビュー，調査の中間報告，研究結果のプレゼンテーション，論文執筆に至る研究の総過程を体験していく。 

 

In spring semester, students will review prior researches based on various approaches including sociology, media research, and 

cultural research. Each time, students responsible for report and discussion will be selected. This class will proceed in workshop 

format. In autumn semester, students will be divided in small research groups based on their interests and questions. Students 

will experience the entire process of presenting research planning, reviewing prior researches, making interim survey reports, 

presenting research results, and writing theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 各自の研究関心の発表, 自己紹介  

3. 研究小グループの構成 

4. 文献輪読１ 

5. 文献輪読２ 

6. 文献輪読３ 

7. 調査計画の発表（各班別） 

8. 調査報告１ 

9. 調査報告２ 

10. 調査報告３ 

11. 文献輪読１ 

12. 文献輪読２ 

13. 文献輪読３ 

14. 春学期の総括 

15. イントロダクション 

16. 各研究グループの研究計画の発表１ 

17. 各研究グループの研究計画の発表２ 

18. 各研究グループの研究計画の発表３ 

19. 先行研究のレビュー発表１ 

20. 先行研究のレビュー発表２ 

21. 先行研究のレビュー発表３ 

22. 調査の中間報告１ 
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23. 調査の中間報告２ 

24. 調査の中間報告３ 

25. 研究結果の発表１ 

26. 研究結果の発表２ 

27. 研究結果の発表３ 

28. 総括 

 

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

毎回，前回までの演習内容を確認し復習しておくこと。輪読論文は必ず授業前に読んでおき, 簡単な要約文を作成することを勧

める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業での発表及び討論(40%)/授業期間内の複数レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ブーアスティン、1964、『幻影の時代：マスコミが製造する事実』、東京創元社 (ISBN:4488006698) 

2. W. リップマン、1987、『世論（上・下）』、岩波書店 (ISBN:400342221X) 

3. E. サイード、2003、『イスラム報道』、みすず書房 (ISBN:4622070324) 

4. ジョン・アーリ、2014、『観光のまなざし』、法政大学出版局 (ISBN:458801014X) 

開講時にコースリーディング（輪読論文集）を配布する。上記のテキスト文献からの一部抜粋を含む。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・アーリ、2015、『モビリティーズ：移動の社会学』、作品社 (ISBN:4861825288) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習２ 

(Seminar(3rd Year) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日米における政治コミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 
生井 英考(IKUI EIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
DE391 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治現象の考察を通して現代の社会とコミュニケーションについての理解を深めること。 

 

Seminar class for undergraduate students on media and political communications. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の政治現象には時代を集約し、象徴する事例が多数みられます。特に 20 世紀に支配的だったリベラリズムの退潮につい

て、アメリカ政治における多くの政治現象が多様な示唆をふくんでいます。これらをコミュニケーションとメディアの観点から考察し

ます。 

 

Discussion of media coverage about the political polarization in the US since the 1990s. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究の企画と進行 

2. 政治と社会についての講義 

3. 文献講読とグループ研究の計画 01 

4. 文献講読とグループ研究の計画 02 

5. 文献講読とグループ研究の計画 03 

6. 文献講読とグループ研究の計画 04 

7. 文献講読とグループ研究の計画 05 

8. グループ研究中間報告 01 

9. グループ研究中間報告 02 

10. グループ研究中間報告 03 

11. グループ研究中間発表 01 

12. グループ研究中間発表 02 

13. グループ研究中間発表 03 

14. 第 2 期総括・合宿準備 

15. 春学期の総括と秋学期の運営体制 

16. グループ研究最終補正 

17. グループ研究最終発表 01 

18. グループ研究最終発表 02 

19. グループ研究最終発表 03 

20. 第 3 期総括・討論 

21. 個人研究フィールドワーク 01 

22. 個人研究フィールドワーク 02 

23. 個人研究フィールドワーク 03 

24. フィールドワーク発表 

25. アイディアプロセス 01 

26. アイディアプロセス 02 

27. アイディアプロセス 03 

28. 第 4 期総括・春ゼミ準備 

 

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

教場での時間以外にゼミ用 SNSを通じての議事録その他の共有を欠かさないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表その他(40%)/授業期間内のレポート等課題(30%)/出席･ゼミ運営への貢献(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 生井英考ほか、2018、『はじまりの社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623081419) 

上記の本の「第 13 章 メディアとコミュニケーション――「民意を問う」とはどういうことか」を使います。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺将人、2016、『アメリカ政治の壁』、岩波新書 (ISBN:4004316162) 

ほかに適宜、論文と著書を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップＡ 

(Internship A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア企業インターンシップ（長期） 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3460 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア企業・団体の現場などで働きながら実務についての知識や経験を積む実践教育科目である。このため、報酬はないが、

キャンパス内の勉学だけでは得られない体験ができ、メディアの現場での広い視野と貴重な体験が可能となる。将来の進路選択

に資する経験・見識をつかむことを目標とする。 

 

Through this practical education course, students will accumulate knowledge and experience in works seen in media industry 

and organization. Although unpaid, students will gain precious experience not available through in-campus study. Students will 

gain important experience and wide perspective at media workplace. Students will aim to acquire experience and insight that will 

contribute to their future career paths. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修手続きの詳細は履修要項参照のこと。インターンシップ A は長期派遣（夏休み以降、原則３カ月）であり、秋学期はゼミ・必

修以外の授業への出席は難しいので、担当教員と相談すること。詳細は受け入れ企業等と詰めたうえで実施する。 

メディアの世界は、一見、華やかであるが、そこで扱う仕事は日々の取材の積み重ねや集団での番組制作、イベント準備など、

地道な努力の積み重ねによって築かれる。インターンシップは、その世界を垣間みることになるが、学生が日常生活における受

け手の視点から脱却し、メディア企業の送り手としての苦労や工夫など、様々な視点と情報を送り出す責任の重さを実感してほし

い。なお、交通費等の費用は自己負担であり、守秘義務など社会でのルールとして守るべき事項も多い。担当教員と相談のう

え、履修を行うこと。 

 

Please refer to course guidebook for details on course registration. Internship A is long-term outbound exchange (after summer 

holiday, 3 months in general). As students will find it difficult to attend classes other than seminars and required subjects in 

autumn semester, they should discuss about it with their professor. Details will be determined after discussion with companies. 

Although media world seems glamorous at first glance, it is built on routine works such as accumulating materials, creating 

shows in groups, and preparing events. Students will be able to observe the world through their internships. Instead of being 

recipients during their daily lives, students will become producers in media companies. They will understand effort and 

perspiration of media company producers, as well as gravity of their responsibilities in information and perspective transmission. 

In addition, students will encounter many social rules such as signing confidentiality agreement and paying transportation from 

their pockets. Students should only enroll after discussing with professor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エントリー 

2. 面接 

3. 面接合格後、事前講習① 

4. 事前講習② 

5. 事前講習③ 

6. 派遣先企業・団体への希望提出 

7. 派遣先企業・団体の決定 

8. 派遣先企業・団体への事前挨拶 

9. インターンシップの実施 

10. 実施期間中の日報・週報の提出 

11. インターンシップ報告会の企画 

12. インターンシップ報告会の実施 

13. インターンシップ報告会の記録作成 

14. 全体の報告書作成 

 

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

過去の実施報告書等を参考に、インターンシップに理解を深めるとともに、メディア企業・団体についても調べておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前研修・研修状況(50%)/研修中および事後の報告書・報告会の企画実施(50%) 

 

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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■DE422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップＢ 

(Internship B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア企業インターンシップ（短期） 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMS3460 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア企業・団体の現場などで働きながら実務についての知識や経験を積む実践教育科目である。このため、報酬はないが、

キャンパス内の勉学だけでは得られない体験ができ、メディアの現場での広い視野と貴重な体験が可能となる。将来の進路選択

に資する経験・見識をつかむことを目標とする。 

 

Through this practical education course, students will accumulate knowledge and experience in works seen in media industry 

and organization. Although unpaid, students will gain precious experience not available through in-campus study. Students will 

gain important experience and wide perspective at media workplace. Students will aim to acquire experience and insight that will 

contribute to their future career paths. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修手続きの詳細は履修要項参照のこと。インターンシップ B は短期派遣（夏休み期間中の２週間～最長１カ月程度）であり、詳

細は受け入れ企業等と詰めたうえで実施する。なお、学科あっ旋型ではなく、公募型のインターンについても担当教員が認めた

場合、単位認定を行う。 

メディアの世界は、一見、華やかであるが、そこで扱う仕事は日々の取材の積み重ねや集団での番組制作、イベント準備など、

地道な努力の積み重ねによって築かれる。インターンシップは、その世界を垣間みることになるが、学生が日常生活における受

け手の視点から脱却し、メディア企業の送り手としての苦労や工夫など、様々な視点と情報を送り出す責任の重さを実感してほし

い。 

 

Please refer to course guidebook for details on course registration. Internship B is short-term outbound exchange (about 2 

weeks to max 1 month during summer holiday). Details will be determined after discussion with companies. Furthermore, 

students will gain course credits not only in internships introduced through university department, but also in publicly 

announced internships, if professor approves them. 

Although media world seems glamorous at first glance, it is built on routine works such as accumulating materials, creating 

shows in groups, and preparing events. Students will be able to observe the world through their internships. Instead of being 

recipients during their daily lives, students will become producers in media companies. They will understand effort and 

perspiration of media company producers, as well as gravity of their responsibilities in information and perspective transmission. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エントリー 

2. 面接 

3. 面接合格後、事前講習① 

4. 事前講習② 

5. 事前講習③ 

6. 派遣先企業・団体への希望提出 

7. 派遣先企業・団体の決定 

8. 派遣先企業・団体への事前挨拶 

9. インターンシップの実施 

10. 実施期間中の日報・週報の提出 

11. インターンシップ報告会の企画 

12. インターンシップ報告会の実施 

13. インターンシップ報告会の記録 

14. 全体の報告書作成 

 

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

過去の実施報告書等を参考に、インターンシップに理解を深めるとともに、メディア企業・団体についても調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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事前研修・研修状況(50%)/研修中および事後の報告書・報告会の企画実施(50%) 

 

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） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■DE431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE431／社会調査法３ 

(Social Research Methods 3) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 摂子(SUGANO SETSUKO) 

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） 
------- 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2011 以前入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的な社会調査法の授業として，数量データの分析法の基礎を扱う。2 変数間の関連の分析に習熟し，分析結果を的確に整

理できるようにする。 

 

This course as a standard class to teach social research methods applies students' knowledge of descriptive, inferential and bi-

variate statistical techniques in analyses of sociological data sets. Using a standard statistical program, students will learn to 

select appropriate procedures, interpret statistical output, and communicate quantitative findings, hypothesis testing and 

statistical inference. 

 

授業の内容（Course Contents） 

度数分布表，比率の推定，クロス集計，χ二乗検定，クラメールの V，クロス表のエラボレーション，代表値（平均値，中央値，最頻

値），平均値の推定，分散，標準偏差，標準得点，相関係数，因果関係と相関関係，統計的資料の整理と提示法について，理解

し，実際にデータを分析してみる。 

 

Students are required to familiarize themselves with the use of Excel and SPSS to learn these statistical procedures in 

analyses of sociological data set: frequency table, ratio estimation, cross tabulation, chi-square test, Kramer's V, cross table 

elaboration, representative value (mean value, median value, mode value), mean value estimation, variance, standard deviation, 

standardization, correlation coefficient, causality and correlation, and so on. In addition, students are instructed to write a paper 

to demonstrate their ability to select appropriate procedures, interpret statistical output, and communicate quantitative findings, 

hypothesis testing and statistical inference. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：質的変数と量的変数 

2. 調査データの点検，コーディング 

3. 度数分布表，代表値（平均値・中央値・最頻値） 

4. 複数の変数間の関係，相関と因果 

5. クロス集計表の分析 

6. χ2 乗検定，クラメールの V 

7. 三重クロス表，疑似相関とエラボレーション 

8. 標本と母集団，統計的検定 

9. 統計的分析の基礎，平均，分散，標準偏差 

10. 平均の差の検定，t検定，分散分析 

11. 共分散，相関係数 

12. 統計資料の整理 度数分布表のグラフ表示 

13. 統計資料の整理 クロス表のグラフ表示 

14. 報告書の読み方・書き方 

 

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

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加(30%)/平常点（随時の宿題および課題レポート）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自のテキストを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷信介ほか、2013、『新・社会調査へのアプローチ――理論と方法』、ミネルヴァ書房 

2. 森岡清志編、2007、『ガイドブック社会調査』、日本評論社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は PC 実習を含め積み上げ型で進むので，欠席をすると遅れを取り戻すのが難しくなる。できる限り出席し，やむを得ず

欠席した場合には，配付テキストを必ず熟読し実習をして，次回授業に臨むこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE436 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE436／ｗｅｂスタディーズ 

(Web Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報行動の変化と情報技術の普及・浸透による社会・経済への影響 

担当者名 

（Instructor） 
中田 雄介(NAKADA YUSUKE) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、ウェブを中心としたインターネットや新たな情報技術が私たちの生活にどのように普及・浸透しているのか各種統計

や国内外の事例を通じて理解を深め、社会・経済（個人／世帯／都市／国家など様々な単位）に生じつつある変化や新たな潮流

について、俯瞰的に考え理解する力を身につけることを目標とする。 

 

In this class, students will deepen their understanding about permeation of internet and new information technologies in our 

lives, focusing on web. To do these, they will study various statistics, Japanese, and overseas cases. With bird-eye view, 

students will learn to think and understand gradual changes and new trends observed in society and economy (individual, 

household, city, country, and other units). 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在、私たちの生活にインターネットは広く・深く浸透しており、2013 年には日本国内のインターネット利用者は１億人を突破し、

2017 年にはインターネットを利用する個人の割合は 10～50 代の各年代で９割を超えている。また、IoT／ビッグデータ／人工知

能／ロボット等の新たな情報技術の導入・普及は、先進諸国のみならずグローバルなトレンドであり、情報社会学では通信網の

上でなされる人々のコミュニケーションやコンテンツ消費だけでなく、ヒトやモノが相互につながる新たな社会インフラの実態、影

響を観察することが求められている。本授業では World Wide Web を中心としたインターネット（ウェブ（WEB））を軸としつつ、IoT や

ロボット、人工知能を用いたデータ利活用等も視野に社会・経済の様々な分野への影響や新たな潮流を俯瞰し、情報技術と社会

との関係について、利用面（ユーザー）／ビジネス面／マクロ面（都市、社会制度）の３つの側面から理解を深めていく。 

 

Now internet has permeated our lives deeply and broadly. In 2013 internet users in Japan broke through 100 million and in 2017, 

percentage of individual users in their 10-50s exceeded 90%. In addition, developed nations and other countries worldwide alike 

introduce and popularize IoT, Bigdata, AI, and robotics. In information sociology, students will observe people’s online 

communications and content consumption. In addition, students will observe conditions and impacts of new society 

infrastructure, in which people and objects are connected. In this class, students will study new trends and impacts of various 

technologies on society, economy, and other sectors. These technologies include internet (web), particularly World Wide Web, 

IoT, robotics, AI-powered data exploitation and usage. Students will deepen their understanding about connection between 

information technology and society from three perspectives, i.e. users, businesses, and macro (city and social system). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. webスタディーズの射程（現代社会の新たなインフラとしての情報技術） 

2. 情報技術の進展と情報行動の変化 

3. 情報行動の変化による影響（１）：対人コミュニケーションや社会的ネットワークの特徴 

4. 情報行動の変化による影響（２）：情報行動や社会的ネットワークを踏まえた新たな調査法 

5. 情報社会における経済活動（１）：データの流通・利活用を前提とした新たなビジネスの台頭 

6. 情報社会における経済活動（２）：プラットフォーム、プラットフォーマーとは何か 

7. 情報社会における経済活動（３）：事例-データ駆動型のビジネスモデル（ロボット、AI） 

8. 情報社会における経済活動とユーザー（１）：技術と社会との関係性（技術決定論） 

9. 情報社会における経済活動とユーザー（２）：新たな技術の社会実装に向けた動き 

10. 情報技術の普及・浸透の影響（１）：新たなテクノロジーと都市課題の解決（短期的な視座） 

11. 情報技術の普及・浸透の影響（２）：新たなテクノロジーと都市課題の解決（中期的な視座） 

12. 情報技術の普及・浸透の影響（３）：雇用、働き方への影響 

13. 情報技術の普及・浸透の影響（４）：急速な変化に対応するための社会制度の設計 

14. まとめ、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） 

講義の参考となる資料は、必要に応じて事前に授業で予告あるいは配布する。 

次回授業に向け、各自資料を読んだ上で参加すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/授業中に提示する小レポート課題(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 木村忠正、2012、『デジタルネイティブの時代』、平凡社 

2. 高橋利枝、2016、『デジタルウィズダムの時代へ』、新曜社 

3. シェリル・タークル、訳．日暮雅通、2017、『一緒にいてもスマホ』、青土社 

4. 日本機械学会、2014、『法工学入門』、丸善出版 

5. 近藤惠嗣、2016、『新技術活用のための法工学』、民事法研究会 

6. 新井紀子、2018、『AIvs 教科書が読めない子どもたち』、東洋経済新報社 

7. エリック・ブリニョルフソン、アンドリュー・マカフィー、訳．村井章子、2015、『ザ・セカンド・マシン・エイジ』、日経 BP社 

中田雄介「情報社会を読み解くモバイルライフログの可能性」 

<https://www.murc.jp/report/rc/column/search_now/sn180831/> 

 

※このほか授業内で適宜参考資料、参考文献を示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE437 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE437／コミュニケーション政策論 

(Information and Communications) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なコミュニケーションに関する政策を学ぶことにより、コミュニケーションとは何かに関して深く考える機会を持ち、コミュニケー

ションの変動が政策をどのように変えているのかを理解する。 

 

By learning about various communication policies, students will have the opportunity to think about the essence of 

communication and impacts of communication change on policies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では放送と通信に関連した政策を様々な角度から眺めることにする。具体的には放送産業の変動と政策の変動、通信産

業の変動と政策の変動、インターネットの登場による放送と通信の融合とそれに関連した政策、SNSなどの個人メディアの登場と

インターネット規制、国際コミュニケーションの観点から見た放送と通信等、多様なコミュニケーション政策を紹介する。特に、外国

に関しては韓国やアメリカの事例を中心に授業を進める。 

 

In this lecture, students will observe various broadcast and transmission policies from multiple angles. Specifically, the professor 

will introduce various communication policies: fluctuations of the broadcasting industry, transmission industry, and related 

policies; integration of transmission and broadcasting after internet appearance; the emergence of individual media such as 

social media; internet regulations; broadcasting and transmission viewed from an international communication perspective. 

Students will focus on American and South Korean cases when analyzing foreign countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要 

2. メディアとは何か 

3. メディア効果研究の流れ 

4. 印刷メディアと出版 

5. 映画(日本と韓国) 

6. 映画(ハリウッドの映画システム) 

7. 放送Ⅰ(歴史と公共放送) 

8. 放送Ⅱ(民放) 

9. 放送Ⅲ(その他の放送サービス・著作権) 

10. 放送Ⅳ(グローバル流通と政策) 

11. ネットワーク社会 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

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

毎回ではないが、次回の授業と関連したレポートを提出することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/レポート(30%)/最終発表(30%)/授業への参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に無し。 

 

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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■DE438 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE438／リスク・コミュニケーション論 

(Risk Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域社会とリスクコミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 
田中 美乃里(TANAKA MINORI) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、日常生活の中や身近な地域社会に存在するリスク・コミュニケーションについて、具体的な事例を参考にしながら学

び、その活かし方や手法についての知識を習得し身につけることを目指す。 

将来的に、行政と住民や企業と顧客、また地域における様々なシーンにおけるリスク・コミュニケーションの場を設計・運用できる

スキルを高められるようにする。 

 

In this course, the aim is for students to learn about "Risk Communication" that exists in everyday life and in familiar 

communities while referring to specific examples, and to learn and acquire methods and how to utilize it. Students will develop 

the skills necessary to design and operate a "Risk Communication" in various scenes in government and citizens, company and 

customers, and in communities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う授業のほかに、参加型のグループワークやミニワークショップを実施する。 

講義では、国内地域で行われているいくつかの事例を紹介する。グループワークやミニワークショップでは、リスク・コミュニケーシ

ョンプロセスで重要な要素である情報共有やナレッジマネジメントについて体験する。 

 

Students will take part in discussions and consider case studies in addition to lecture-style classes. 

 The course will introduce some cases that are being conducted in Japan. In the case studies, students will experience 

information sharing and knowledge management, which are key elements in the "Risk Communication" process. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ■リスクとリスク・コミュニケーション(1) 

・リスクとは／リスク・コミュニケーションとは 

2. ■リスクとリスク・コミュニケーション(2) 

・知識創造理論とナレッジマネジメント ローカルナレッジの考え方 

3. ■事例研究・国レベルでのリスク・コミュニケーション 

高レベル放射性廃棄物の地層処分におけるリスク・コミュニケーション 

4. ■事例研究・地域情報共有とリスク・コミュニケーション 

・不確実要素を扱う地域の情報発信 

5. ■事例研究・地域情報共有とリスク・コミュニケーション 

・SNSを活用した地域コミュニティ運営（価値観の異なる市民が集うオンラインコミュニティにおけるファシリテーション） 

6. ■企画と実践 

・不確実性を含む地域課題解決または新たな価値創造を目的とした、コミュニケーションプラットフォームの設計 

7. ■事例研究 

・グループワーク確定 

・多様な主体による地域課題（リスク）への参加・関与の促進(1) 

8. ■事例研究 

・多様な主体による地域課題（リスク）への参加・関与の促進(2) 

9. ■企画と実践 

グループワーク中間発表 

10. ■企画と実践 

・リスク・コミュニケーションシナリオの検討 

11. ■企画と実践 

・事業評価手法と指標の設定 

12. ■企画と実践 

グループワーク発表 

13. ■ゲストスピーカー（地域での実践者） 

＊日程未定 

14. ■ゲストスピーカー（自治体担当者） 
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＊日程未定 

 

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

グループワーク単位での企画・実践を予定しています。基本的には授業時間内に進めますが、授業時間外にも連絡を取ったり、

作業を進めたりする可能性があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/グループワーク(10%)/授業内ミニレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の順序及び内容は、進捗状況やゲストスピーカーのスケジュールに応じて変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE440 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE440／グローバル・コミュニケーション論 

(Global Communications) 

担当者名 

（Instructor） 
平田 由紀江(HIRATA YUKIE) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化がすすむ現代社会を、メディアとコミュニケーション、そして文化の次元から考察し、グローバルなシチュエーション

における分析力を養っていく。   

 

Students will analyze globalizing modern society from dimensions of media, communication, and culture. They will foster their 

analysis skills in global situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル・コミュニケーション論の基本を整理した上で、メディアやポピュラー文化の領域におけるグローバル化について論じ、

「グローバルな視点」とはどういうことなのかを考えていく。 

 

Students will first conclude the basics of global communication theories before discussing media and popular-culture 

globalization. Students will then think about the essence of the global perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションーキーワード整理 

2. グローバリゼーション考① 

3. グローバリゼーション考② 

4. グローバリゼーション考③ 

5. グローバリゼーション考④ 

6. アジアで/から考える①－越境する「日本」①トランスナショナル・ジャパン 

7. アジアで/から考える②－越境する「日本」②台湾編 

8. アジアで/から考える③－越境する「日本」③インド編 

9. アジアで/から考える④－コリアン・ウェーブと日本 

10. 国境を超えるメディアとその理解に向けて①ゲスト講師（予定） 

11. 国境を超えるメディアとその理解に向けて② 

12. 国境を越えるメディアとその理解に向けて③ゲスト講師（予定） 

13. メディア論の現在① 

14. メディア論の現在② 

 

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

参考文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への参加度、授業内小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. トムリンソン、1997、『文化帝国主義』、青土社 

2. ドルフマンほか、1984、『ドナルドダックを読む』、晶文社 

3. 岩渕功一、2001、『トランスナショナル・ジャパン』、岩波書店 

4. Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture: where old and new media collide. New York University Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE442／出版産業論 

(Publishing Industry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書物の成り立ちと旅立ち――出版の現場から、歴史と現在、未来を考える 

担当者名 

（Instructor） 
米田 綱路(YONEDA KOJI) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

出版産業の実態、その歴史的歩みと展開、書籍編集の現場などを知ることにより、出版メディアについて理解を深める。本をとり

まく環境と読書経験の意味を掘り下げ、出版をとおして各自の文化認識をよりゆたかなものにすることを授業の目標とします。  

 

Students will deepen their understanding about publishing media by studying publishing industry’s condition, history, 

development, and book editing bureau. In this class, students will seek to enrich their cultural knowledge by learning more about 

publishing, meaning of reading experience, and environment surrounding books. 

 

授業の内容（Course Contents） 

出版の実務や編集作業、書籍のつくりかた、流通と販売の実際、書店や図書館など、出版をめぐる世界を紹介し、考察していき

ます。著者、編集者、出版人、出版業界、読者などが創り上げる書物のコミュニティを多面的に例示します。また、近代以降の日

本およびヨーロッパの出版メディアについて、歴史的に解説します。出版と社会との関わりを軸に講義を進めます。  

 

Students will learn about publishing industry, including publishing process, editing task, book making method, logistics, sales, 

bookstore, and library. Professor will show multi-faceted aspects of the communities consisted of authors, editors, publishers, 

publishing industries, and readers. In addition, professor will explain about modern history of Japanese and European publishing 

media. In this class, students will focus on connections between publishing and society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 出版社の業態――１人出版社からマスメディアまで 

3. 著者と編集者  

4. 本作りの現場１  

5. 本作りの現場２ 

6. 活字・印刷・製本・装幀の世界  

7. 出版営業と流通の世界  

8. 書店・古書店・図書館  

9. 書評と読書 

10. 出版の自由と不自由 

11. 近代の出版史と出版人  

12. 戦後の出版史と出版人 

13. 電子書籍の時代と紙の書籍 

14. 総論とまとめ 

 

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

当然ながら日頃読書に親しみ、出版をめぐる全世界、書物や雑誌、活字や印刷、ブックデザインなどに強い関心と興味をもち、書

店や図書館に足繁く通っていることが授業の前提となります。とにかく本に対する関心を強め、問題意識をもって取り組んでくださ

い。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメや資料などを適宜配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩貞るみこ、2012、『青い鳥文庫ができるまで』、講談社 

2. 米田綱路、2010、『ジャーナリズム考』、凱風社 
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『青い鳥文庫ができるまで』は、原稿執筆から出版編集、本づくり、販売までの流れをわかりやすくえがいていますので、事前に目

をとおしてください。講義中も随時参照します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE443／視覚文化論 

(Visual Culture Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争写真論／戦争映画論 

担当者名 

（Instructor） 
生井 英考(IKUI EIKO) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦争と視覚表象の関わりについての知見を得、議論できるようになること。 

 

Lecture class on the philosophical relations between war and visual images. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テロリズムの「戦争化」と「常態化」が進む今日、私たちが知る戦争の「イメージ」は変容しているのか、それとも旧態依然としたま

まなのか。前者ならばどれはどのように？ 後者ならばそれはなぜ？ 戦争の危機感の希薄な現代の日本社会で、あえてこの問

いに取り組もう。履修者による発表課題あり。 

 

Discussing the visual representations of war in the "century of war on terrorism" from an historical perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 20 世紀の戦争と今日の戦争(1) 

3. 20 世紀の戦争と今日の戦争(2) 

4. 「戦争写真」とはなにか 

5. 「戦争映画」とはなにか 

6. 「戦争を写す」ひとびと 歴史編――フェントンからキャパ、スタイケン、沢田へ 

7. 「戦争を写す」ひとびと 現代編――ジェイムズ・ナクトウェイ、スーザン・マイゼラス、アレグザンドラ・ブーラやニーナ・バーマ

ンまで 

8. 戦争映画が描くもの (1)――映画と戦争のかかわり 

9. 戦争映画が描くもの (2)――場面の分析 ＊履修者の発表含む 

10. 戦争映画が描くもの (3)――場面の分析 ＊履修者の発表含む 

11. 戦争映画が描くもの (4)――場面の分析 ＊履修者の発表含む 

12. 戦争・写真・映画 再説(1) 

13. 戦争・写真・映画 再説(2) 

14. 講評とまとめ 

 

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

授業で紹介する写真集、ウェブサイト、映画などの鑑賞は必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の発言、発表、コメント等(30%)/クラス運営への貢献(20%)/その他(10%) 

 

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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■DE444 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／出版産業論 

(Publishing Industry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書物の成り立ちと旅立ち――出版の現場から、歴史と現在、未来を考える 

担当者名 

（Instructor） 
米田 綱路(YONEDA KOJI) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

出版産業の実態、その歴史的歩みと展開、書籍編集の現場などを知ることにより、出版メディアについて理解を深める。本をとり

まく環境と読書経験の意味を掘り下げ、出版をとおして各自の文化認識をよりゆたかなものにすることを授業の目標とします。  

 

Students will deepen their understanding about publishing media by studying publishing industry’s condition, history, 

development, and book editing bureau. In this class, students will seek to enrich their cultural knowledge by learning more about 

publishing, meaning of reading experience, and environment surrounding books. 

 

授業の内容（Course Contents） 

出版の実務や編集作業、書籍のつくりかた、流通と販売の実際、書店や図書館など、出版をめぐる世界を紹介し、考察していき

ます。著者、編集者、出版人、出版業界、読者などが創り上げる書物のコミュニティを多面的に例示します。また、近代以降の日

本およびヨーロッパの出版メディアについて、歴史的に解説します。出版と社会との関わりを軸に講義を進めます。  

 

Students will learn about publishing industry, including publishing process, editing task, book making method, logistics, sales, 

bookstore, and library. Professor will show multi-faceted aspects of the communities consisted of authors, editors, publishers, 

publishing industries, and readers. In addition, professor will explain about modern history of Japanese and European publishing 

media. In this class, students will focus on connections between publishing and society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 出版社の業態――１人出版社からマスメディアまで 

3. 著者と編集者  

4. 本作りの現場１  

5. 本作りの現場２ 

6. 活字・印刷・製本・装幀の世界  

7. 出版営業と流通の世界  

8. 書店・古書店・図書館  

9. 書評と読書 

10. 出版の自由と不自由 

11. 近代の出版史と出版人  

12. 戦後の出版史と出版人 

13. 電子書籍の時代と紙の書籍 

14. 総論とまとめ 

 

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

当然ながら日頃読書に親しみ、出版をめぐる全世界、書物や雑誌、活字や印刷、ブックデザインなどに強い関心と興味をもち、書

店や図書館に足繁く通っていることが授業の前提となります。とにかく本に対する関心を強め、問題意識をもって取り組んでくださ

い。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメや資料などを適宜配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩貞るみこ、2012、『青い鳥文庫ができるまで』、講談社 

2. 米田綱路、2010、『ジャーナリズム考』、凱風社 
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『青い鳥文庫ができるまで』は、原稿執筆から出版編集、本づくり、販売までの流れをわかりやすくえがいていますので、事前に目

をとおしてください。講義中も随時参照します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE451／メディア史 

(Media History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本メディア史 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 則昭(YOSHIDA NORIAKI) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジャーナリズム活動、メディアの動向を、その送り手と受け手の状況に留意しながら、その歴史過程を見ていくことで、歴史理解、

ひいては、受講生のリテラシー獲得に資したい。 

 

Students will pay attention to journalism activity, media trend, conditions of sender and recipient. At the same time, students 

will observe their historical processes. Through this historical understanding, students will improve their literacy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代の通史のスタイルを保ちながら、焦点を絞って個別史でも講義を行う。「歴史とは現代との対話」ともされる。本授業では、

通説を問うこと、私たちの生きている同時代史的意味を問い続けることで、メディア史の最前線を探索したい。今年は平成最後の

年ともされる。その 30 年間の批判的検討も行う。 

 

Professor will preserve and lecture in modern historical timeline styles while narrowing down subjects and lecturing on individual 

history. It is said that history is a dialogue between the present and the past. In this class, students will continue seeking 

historical significances of our era by questioning common knowledge. Through these, students will be able to explore the frontier 

of media history. This year is the last year of Heisei Era. Students will also critically discuss the last 30 years. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義概要 

2. 明治前期：メディアの誕生 

3. 明治中期：さまざまなジャーナリズム活動、日本主義の系譜 

4. 明治後期：日本型中新聞の形成 

5. 大正期：大衆文化の普及とマス化現象 

6. 昭和戦前期：言論弾圧と言論統制 

7. 総力戦体制：メディアの統制・メディア界の再編成 

8. 昭和戦時期：日本メディアのアジア諸国での展開 

9. 占領期後期：メディアの民主化・占領政策の転換 

10. 検閲による「閉ざされた言語空間」 ―戦前と占領期の比較― 

11. 宣伝・広報の戦時起源とその連続性 

12. 1950 年代：テレビ放送の開始とメディアの制度化 

13. ゲストスピーチ 

14. ゲストスピーチ 

 

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

課題図書を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への参加度(20%)/授業コメント(30%) 

毎回、授業コメントを求める。中間課題を２回出題する。 

 

テキスト（Textbooks） 

別途プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田則昭、2010 年、『戦時統制とジャーナリズム』、昭和堂 (ISBN:978-4812210321) 

2. 土屋礼子・井川充雄編、2018年、『近代日本メディア人物誌：ジャーナリスト編』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623074822) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DE452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE452／メディア素養論 

(Media Literacy) 

担当者名 

（Instructor） 
前嶋 和弘(MAESHIMA KAZUHIRO) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治コミュニケーションについての包括的な理解を目指す授業である。特にアメリカの政治コミュニケーションの文脈や今起こって

いる事象を意識して学生とともに考える。 

 

Students will aim to acquire comprehensive understanding about political communication. Students will recognize and think 

about American political communication contexts and current occurrences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的には、まず、コミュニケーションの中のメディアの特徴をとらえ、グローバル化の中の民主主義の装置としてのインターネッ

トの可能性を公共圏についての議論とともに検証する。これに続き、メディアと政策形成について、社会運動やオンラインジャー

ナリズム、オンライン世論形成について分析する。さらに、メディアと選挙についての国際比較についても重点的に取り上げる。特

にアメリカの政治コミュニケーションの文脈を意識し、フェイクニュースなどの近年の問題も取り上げる。さらに、文化形成、国際政

治、安全保障におけるメディアの役割・機能についても学生とともに考えていく。現在の動きに常に注意しながら、具体的に例示

し、基礎的な事項との関連を考察していく。これまでに政治学を体系的に受講していることは望ましい。「講義」というよりも準演習

的な内容であり、毎回のリアクションペーパーなどを通じ、教員と学生、学生相互が双方向で意見を交わす。学生の積極的な参

加が大前提として求められている。議論のきっかけとなるように、ニュース映像なども頻繁に視聴する。 

 

Specifically, students will understand characteristics of media in communication context. Students will discuss potential of 

internet as democracy apparatus amidst globalization, while considering arguments about Public sphere. Following these, 

students will study media and policy formulation by analyzing social movement, online journalism, and formation of public opinion 

online. In addition, students will focus on comparing different countries in terms of media and election. Particularly, students will 

recognize American political communication contexts, while studying fake news and recent issues. Furthermore, students will 

think about media roles and functions in culture formation, international politics, and national security. Students will study 

specific examples and analyzing their connections with basic subjects while pay constant attention to current movement. 

Students should have attended systematic political science course previously. This class is not lecture, but quasi-seminar. Each 

time students will exchange opinions with professor and with each other bilaterally through reaction papers. Students are 

required to actively participate in each class. Students will watch news program frequently to create opportunities for 

discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：政治コミュニケーションとは 

2. 「メディア多元主義」 

3. 公共圏：「新しい公共」を生み出す装置としてのインターネット 

4. メディアと世論 

5. メディア・リテラシー：バイアスとソース、フレーミング 

6. 社会運動とメディア 

7. 変化の中のメディアとインターネット：オンラインジャーナリズム、オルタナティブ・メディア、メディア監視団体 

8. フェイクニュース 

9. メディアと選挙（１）アメリカ 

10. メディアと選挙（２）日本  

11. グローバル化の中のメディア：グローバルコモンズか「オンライン帝国主義」か 

12. インターネットと国際政治、安全保障 

13. インターネットと文化：オンライン文化とソフトパワー 

14. 授業内まとめと確認のためのテスト 

 

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

常に「メディアとは何か」ということを考えてテレビ、新聞、ラジオ、インターネットなどにふれてほしい。それが 2 回分のレポートや

まとめテストの深みにつながるはず。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(15%)/中間レポート(15%)/授業への貢献度（出席度ではなく、「貢献度」）(40%)/授業内まとめと確認の

ためのテスト(30%) 

・レポート（計 30％）：3000 字程度Ｘ計２回 ・授業内まとめのためのテスト（30％）：２つのブックレポート合格者のみ受験可能、授

業の全範囲、論述式。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前嶋和弘、2011、『アメリカ政治とメディア：政治のインフラから政治の主役になるマスメディア』、北樹出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文にあたって、テーマ設定、先行研究のサーベイ、研究対象の焦点化、ディスカッション、対話を繰り返しながら、卒業論文

を構築できるようにする。 

 

We aim to work towards completion of the graduation thesis through repeated discussions about the theme setting, the survey 

of the previous research, the focus of the research, the discussion, and the dialogue. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文にあたって、テーマ設定、先行研究のサーベイ、研究対象の焦点化、ディスカッション、対話を繰り返しながら、卒業論文

執筆ができるよう指導を行なう。 

 

In this course, guidance is given through repeated discussions about the theme setting, the survey of the previous research, the 

focus of the research, the discussion, and the dialogue, so that graduation thesis writing can be done. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマ設定（１） 

3. テーマ設定（2） 

4. 先行研究のサーベイ、報告（1） 

5. 先行研究のサーベイ、報告（2） 

6. 先行研究のサーベイ、報告（3） 

7. 研究対象の明確化（1） 

8. 研究対象の明確化（2） 

9. 研究対象の明確化（3） 

10. 調査・分析の報告（1） 

11. 調査・分析の報告（2） 

12. 調査・分析の報告（3） 

13. 中間報告プレゼンテーション（1） 

14. 中間報告プレゼンテーション（2） 

 

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

Slack を中心に、GoogleDrive、GoogleHangouts などを使って随時、指導、相談を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

定期的な報告、プレゼンテーション(50%)/ディスカッション、面談への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE482 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 陽介(OKADA YOSUKE) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

まず，論文の型を十分に理解し，その上でリサーチクエスチョンの絞り込み，先行研究の探索，研究方法の検討，章立てづくりな

ど，段階的に習得していく。 

 

First, Students will understand thesis templates thoroughly before narrowing down their research questions. Students will learn 

the following skills in multiple stages, i.e., explore prior researches, discuss their methods, and arrange their chapters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学術論文には明確な型がある。まずは，その型を詳しく説明した上で，リサーチクエスチョンの絞り込み，先行研究の探索，研究

方法・一次資料の検討などを指導する。各段階で研究計画書をアップデートしたものを提出してもらい，相互批評しつつ進めてい

く。 

 

An academic paper has a precise template. First, the professor will explain about this template, before students narrow down 

their research questions. Professor will then instruct students on how to explore prior researches and discuss their methods 

and primary data. At each stage, students will submit updated research plans and give feedback to each other. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文の書き方（型，構成）１ 

2. 卒業論文の書き方（型，構成）２ 

3. 卒業論文の書き方（型，構成）３ 

4. トピック，リサーチクエスチョンの絞り込み１ 

5. トピック，リサーチクエスチョンの絞り込み２ 

6. トピック，リサーチクエスチョンの絞り込み３ 

7. 先行研究の探索，研究方法の検討１ 

8. 先行研究の探索，研究方法の検討２ 

9. 先行研究の探索，研究方法の検討３ 

10. 大まかな章立てづくり１ 

11. 大まかな章立てづくり２ 

12. 資料収集１ 

13. 資料収集２ 

14. 資料収集３ 

 

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

ハンドアウトや提出された研究計画書を読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業への参加(50%)/研究計画書などの提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE483 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に関して、問題意識・設定⇒文献調査⇒研究計画立案⇒調査研究実施のプロセスを循環させるとともに、卒業論

文の目次・構成を具体的に考え、実際に卒業論文執筆にとりかかり、1.8 万字程度まで執筆を進めることを目的とする。 

 

In order to facilitate research for the graduation thesis forward, students are required to get engaged in the cycle of articulating 

research questions, surveying literature, designing research strategies and conducting research. You must also develop the 

outline of your graduation thesis and start to write it based on your findings and analysis to reach 18,000 characters in its 

length by the end of the spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文作成に関して、問題意識・設定⇒文献調査⇒研究計画立案⇒調査研究実施のプロセスを循環させるため、文献ノート

作成報告、計画報告を順次行う。さらに、卒業論文の目次・構成を具体的に考え、実際に卒論執筆にとりかかり、順次進捗報告

を作成、報告を行ってもらう。その結果として、1.8 万字程度まで執筆を進めることができるよう取り組む。 

 

In order to facilitate research for the graduation thesis forward, students are required to get engaged with integrity and 

consistency in articulating research questions, surveying literature, designing research strategies and conducting research. In 

practice, students are expected to make more than ten reviews of books and articles relevant to your research based on 

extensive literature survey and also to make a presentation of progress while discussing challenges and problems faced. By the 

end of the spring semester, students are required to write a thesis up to about 18,000 characters. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 計画書報告 

2. 研究計画・進捗報告（1） 

3. 研究計画・進捗報告（2） 

4. 先行文献・関連文献調査報告（1） 

5. 先行文献・関連文献調査報告（2） 

6. 先行文献・関連文献調査報告（3） 

7. 目次・内容検討（1） 

8. 目次・内容検討（2） 

9. 目次・内容検討（3） 

10. 調査研究進捗報告（1） 

11. 調査研究進捗報告（2） 

12. 調査研究進捗報告（3） 

13. 春学期成果プレゼンテーション（1） 

14. 春学期成果プレゼンテーション（2） 

 

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

Blackboard で課題を逐次提示し、遂行を求める。こうした課題遂行をはじめ、オンラインでのやりとりも指導上重要であるため、大

学アドレスのメールは定期的にチェックし、必要な情報を管理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

定期的な指定課題の提出(50%)/ミーティング・面談への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田真文編著、2016、『メディアの卒論（第 2 版）』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623059537) 

必要に応じて指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE484 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 まどか(INOUE MADOKA) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文作成の計画検討およびデータ収集に関する指導。 

 

Professor will instruct students on thesis planning discussion and data collection. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者自身が卒業論文に関するプランを「目次」という形式で作成・検討し、課題にしたがって論文に必要な作業手順を明確化し

ていく方向で指導を行なう。 

担当教員との定期的なミーティングの他に、個人的な打ち合わせを中心に進めていくため、授業時間以外にも作業時間を必要と

する。 

 

Students will organize and discuss their graduation thesis plans in table of contents. Students will follow their problems and 

clarify steps required to write their theses. 

 In addition to regular meetings with professor, students will also participate in private meetings, which students will attend out 

of class hours. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 計画書報告 

2. アウトライン（１） 

3. アウトライン（２） 

4. 先行研究検討（１） 

5. 先行研究検討（２） 

6. 先行研究検討（３） 

7. 目次内容検討（１） 

8. 目次内容検討（２） 

9. 目次内容検討（３） 

10. 調査計画検討（１） 

11. 調査計画検討（２） 

12. 調査計画検討（３） 

13. 全体計画発表（１） 

14. 全体計画発表（２） 

 

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

オンライン上でのやりとりが指導上重要であるため、受講者自身の大学アドレスのメールを常にチェックし、必要な情報を管理し

ておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

定期的な指定課題の提出(50%)/ミーティング・面談への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 戸田山和久、2012、『新版 論文の教室』、NHK ブックス (ISBN:9784140911945) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE485 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成のための前半作業として，テーマの決定と先行研究の検討を行う。 

 

Students will determine their subjects and discuss prior researches in the first half of their thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では，社会学部で学んだことの集大成として，マス・メディアやコミュニケーションに関する卒業論文を書こうとする学生を

指導する。 

論文を書くためには，自分なりの問いをはっきりさせる必要がある。そしてそれを解明するのに最もふさわしい題材を選択するこ

とが要求される。この作業は決して楽なものではないが，演習に参加するメンバーとの討論を通して，明確にしていく。 

また，自分の選択したテーマに関する先行研究を読み込んで，内容や研究方法についての理解を深める。 

 

This seminar will be the final episode of College of Sociology. Students will receive instructions at writing graduation theses on 

mass media and communication. 

To write their theses, students must clarify their questions. In addition, students must select the most appropriate materials to 

solve their questions. Although not easy, students will complete these tasks by discussing with classmates in this seminar. 

Furthermore, students will read prior researches related to their chosen subjects to deepen their understanding about research 

methods and contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 個別テーマの発表 

3. 個別テーマの発表 

4. 個別テーマの発表 

5. 個別テーマの発表 

6. 先行研究の検討 

7. 先行研究の検討 

8. 先行研究の検討 

9. 先行研究の検討 

10. 先行研究の検討 

11. 今後の進め方の指導 

12. 今後の進め方の指導 

13. 今後の進め方の指導 

14. 今後の進め方の指導 

 

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

卒業論文を執筆するためには，かなりの量の先行研究や調査を読み込む必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習時の発表(40%)/演習時の討議(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

自分の卒業論文に必要な文献や資料を探すことが，論文作成の第一歩となる。文献の探し方は演習内で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田真文、2011、『メディアの卒論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623059539) 

2. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623065721) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は少人数の演習形式である。自分自身の卒論作成のために，文献を読み，問題意識を明確にすることはもちろんのこと，
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他の履修者の発表に際しても，積極的に発言することが期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE486 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
林 怡蕿(LIN I-HSUAN) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文テーマの設定をはじめ、調査の仕方および執筆の作法を身につけ、卒業論文の作成を目標とする。 

 

Students will work on their graduation theses by determining their thesis subjects, learning survey methods, and writing 

methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は論文の基礎的な書き方、引用の仕方、先行研究と参考文献をサーベイする方法についての指導を行う。受講生の問題関

心と研究テーマに関連する文献を講読し、発表とディスカッションを通して考えを深めていく。 

後半では受講生による研究計画の作成と発表に入る。研究動機、研究目的、研究方法、仮説の検討と修正作業は授業と個別指

導で行う。受講生は夏休みにフィールドワーク調査の完成および卒論草稿の仕上げが求められる。 

 

In the first half, students will receive instructions on basics of writing theses, as well as how to quote and survey prior 

researches and reference literature. Students will read literatures related to their research subjects and interests. They will 

deepen their thinking through presentation and discussion. 

In the second half, students will create their research plans and presentations. Through classes and private instructions, 

students will work on their research motives, purposes, methods, hypotheses, and corrections. Students should complete their 

field work surveys and thesis drafts by summer holiday. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読＋ディスカッション① 

3. 文献講読＋ディスカッション② 

4. 文献講読＋ディスカッション③ 

5. 文献講読＋ディスカッション④ 

6. 論文作法 

7. 卒業論文の構想発表① 

8. 卒業論文の構想発表② 

9. エスノグラフィー① 

10. エスノグラフィー② 

11. 先行文献① 

12. 先行文献② 

13. 卒論作成計画の発表＋ディスカッション① 

14. 卒論作成計画の発表＋ディスカッション② 

 

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

Blackboard で随時知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況、授業への参加度、卒論作成計画書(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

 

  



 - 399 - 

■DE488 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成の前半の作業として、各自が設定したテーマに沿って先行研究のレビュー、調査方法などを指導する。就職活動と

の並行作業となるが、春学期中に下調べを実施していくことが重要である。 

 

In the first half of writing their graduation theses, students will receive instructions on survey methods and review of prior 

researches based on their chosen subjects. It is important for students to work on their preparations during spring semester, 

even if they are job hunting at the same time. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文は学生生活の総決算であり、自己の問題認識を深め、独力で追究する好機である。専門演習２までに学んだ調査方法

をもとに、テーマを設定し、先行研究や方法を学ぶことが主眼となる。なお、フィールド調査を実施する場合は、夏季休暇前に事

前準備を行い、夏季休暇時に実施することが望ましい。 

 

Graduation theses are conclusions of their student lives. It will be a great opportunity for students will deepen their issue 

awareness and pursue their researches in self-directed manner. Based on survey methods they have learnt until Seminar 2, 

students will focus on determining their subjects and learning about prior researches and methods. In addition, before summer 

holiday students should prepare for their field surveys during summer holiday. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論構想合宿での発表 

2. 全体会合① 

3. 個別指導① 

4. 全体会合② 

5. 個別指導② 

6. 全体会合③ 

7. 個別指導③ 

8. 全体会合④ 

9. 個別指導④ 

10. 専門演習２での発表 

11. 卒業生によるアドバイス 

12. 春学期中のまとめ提出 

13. 夏季休暇時の計画提出 

14. 秋学期に向けての計画提出 

 

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

基礎文献にあたりながら、自分のオリジナリティを探すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席、討議内容、個別指導による達成度などで評価する(100%) 

 

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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■DE489 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 良祐(HIDAKA RYOSUKE) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文執筆の前半段階として、各自が取り組むテーマに沿い調査を進める。また関連文献を収集・精読し、発表を通じて議論

の深化を図る。それらの作業を介し、学士に求められる「発見」「分析」「提言」にかかわる全ての能力の向上を図る。 

 

In the first half of graduation thesis writing, students will work on their surveys based on their chosen subjects. Students will 

improve their discussions by collecting related literatures, reading, and presenting them. Through these processes, students will 

improve all skills required of a bachelor degree, i.e. exploring, analyzing, and commenting. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、担当者が自身の論文について発表し、ゼミ全体でのディスカッションを通じて内容を練り上げていく。文章表現や学術文章

のスタイルについても実践的に学んでいく。さらに授業後半では、中間発表に向けて効率的なプレゼンテーションの方法について

も学ぶ。受講生同士の積極的な切磋琢磨を期待する。 

なお、本年度は例年の当ゼミ担当者がサバティカル制度により不在のため、年度を限って担当者が変更となっている。 

 

Each time, selected students will present their theses. All seminar students will participate in discussions and delve deeper in 

details. Students will also practice and learn essay writing and academic styles. In the second half of this class, students will 

learn efficient presentation methods to prepare for their interim presentations. Students should help each other to improve. 

 The usual seminar professor is on sabbatical this year so different professor will lead this class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「専門演習 2」報告書の検討 1 

3. 「専門演習 2」報告書の検討 2 

4. 「専門演習 2」報告書の検討 3 

5. 「専門演習 2」報告書の検討 4 

6. 「専門演習 2」報告書の検討 5 

7. 「専門演習 2」報告書の検討 6 

8. 「専門演習 2」報告書の検討 7 

9. 「専門演習 2」報告書の検討 8 

10. 「専門演習 2」報告書の検討 9 

11. 「専門演習 2」報告書の検討 10 

12. プレゼンテーション実習 1 

13. プレゼンテーション実習 2 

14. 春学期の総括 

 

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

取り組むべきテーマと具体的な調査方法について予め考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表、および個別の課題がある場合は、その内容に基づいて評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式をとり、毎回担当者が発表を行う。 

出席は評価の対象ではなく、その前提とする。 
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ゼミでの連絡に「Slack」を利用する予定なので、使い方等について簡単に調べておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE490 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
黄 盛彬(HWANG SEONGBIN) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文テーマに関わる先行研究のレビューを行い，関連する理論的・方法論的知識を学ぶ。研究問題の発見，調査計画の設

計および遂行，プレゼンテーションおよび討論，研究論文の執筆に至る研究のプロセスを実践する。 

 

Students will review prior researches related to their graduation thesis subjects to acquire relevant theoretical and 

methodological knowledge. Students will participate in research processes including exploring research questions, plan and 

conduct surveys, make presentations, discuss, and write research theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 年間の勉学の総合的な成果として，受講者各自がそれぞれのテーマを決め，分析を行い，その内容を発表する。テーマについ

ては， 「専門演習 2」で学んだ研究分野のなかから，受講生各自にとって,最も興味があり，卒業論文として発展させることができ

そうなものを選ぶ。具体的な日程については,受講生が分析結果を発表し，その内容について全員で深く討議する。また，個別指

導も行われる。春学期の段階で卒業論文の草稿をまとめることを目標としている。 

 

This will be fruit of their 4-year study. Students will determine their subjects, conduct analysis, and present their contents. 

Students will choose their subjects from research areas learnt in Seminar 2. Students will refer to their interests and potential 

of these subjects at developing their graduation theses. Students will discuss specific schedule after presenting their analysis 

results and discussing with everyone. In addition, students will receive private instructions. Students will aim to finish their 

graduation thesis draft in spring semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究計画の報告 

3. 研究計画の報告 

4. 研究計画の報告 

5. 研究計画の報告 

6. 調査計画 1 

7. 調査計画 2 

8. 調査実施 1 

9. 調査実施 2 

10. 調査実施 3 

11. 中間報告 1 

12. 中間報告 2 

13. 中間報告 3 

14. 総括 

 

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

第一回の授業で提示するスケジュールに従い，計画的に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題(40%)/プレゼンテーション(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方（第 2版）』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623065723) 

2. 井上真琴、2004、『図書館に訊け！』、筑摩書房 (ISBN:448006186X) 

授業内で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE491 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習１ 

(Thesis Writing Seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論文作成：主題の構築とリサーチ 

担当者名 

（Instructor） 
生井 英考(IKUI EIKO) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文でとりあげるに値する主題を確立し、その後の卒論制作に円滑に取り掛かることのできる態勢を完成させること。 

 

This is a seminar class for completing the first stage of work towards the graduation thesis, including establishing a research 

theme and making a concrete plan for further work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 学術論文のテーマは、関心のある素材（事柄）と、それを料理するレセピ（方法論）を組み合わせて初めて「主題」となる。春学期

にはそのための実際的なアイディア・プロセスに十分な時間をかけ、各自の主題を確立する。また先行研究のレヴューを中心に、

テーマの確定を経てリサーチを開始する。卒論は個人作品だが、ゼミでは発表を中心にチーム作業となる。 

 

Every student has his/her own themes, and they need to  elaborate their ideas and concepts. They make presentations and 

discussions with each other to elaborate their ideas.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマのアイデア・プロセス(1) 

2. テーマのアイデア・プロセス(2) 

3. テーマのアイデア・プロセス(3) 

4. テーマのアイデア・プロセス(4) 

5. テーマのアイデア・プロセス(5) 

6. テーマについての発表と討論(1) 

7. テーマについての発表と討論(2) 

8. テーマについての発表と討論(3) 

9. テーマについての発表と討論(4) 

10. テーマについての発表と討論(5) 

11. 卒論プロポーザルの作成と発表(1) 

12. 卒論プロポーザルの作成と発表(2) 

13. 卒論プロポーザルの作成と発表(3) 

14. テーマの春学期最終発表 

 

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

 関心のある素材を「テーマに育てる」ための資料（参考文献、統計データ、記事・写真・動画など） を、日ごろからできるだけ広く

収集すること。手ぶらで漠然と空想するのは不可。ジャーナリストの取材と同じで「現場百遍」で対象に迫ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

春学期末報告書(40%)/平常点（資料作成・発表・質疑・討論など）(40%)/出席(20%) 

 

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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■DE501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE501／情報法 

(Mass Communication and Media Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義社会にとっての表現の自由の大切さを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀美(SUZUKI HIDEMI) 

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） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

なぜ民主主義社会において表現の自由が大切なのかについて、具体的な問題をてがかりに学ぶことが本授業の目標です。 

 

Students will use specific questions as clues to learn about importance of freedom of speech in democratic society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

なぜ民主主義社会において表現の自由が大切なのかという視点から、表現の自由の意味や保障の限界、名誉やプライバシーと

表現の自由の調整の仕方、国家秘密や裁判の公正のための取材・報道に対する制限や、ジャーナリストの憲法上の特別扱いは

どのようなものかについて学びます。授業は、講義形式で、新聞、テレビ、インターネットなどにかかわる具体的な問題を手がかり

として、それがどのように解決されているか、その解決の仕方でよいのかを検討します。 

 

Students will consider importance of freedom of speech in democratic society while learning about various subjects: meaning of 

freedom of speech; limit of this guarantee; balance among reputation, privacy, and freedom of speech; limit on reporting and 

material collection to ensure national secret and fair justice system; special constitutional attention on journalist. This class will 

be in lecture format. Students will use various issues as clues, including news, TV, and internet. They will discuss solutions and 

their appropriateness for these issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報法とは何か－名誉保護と表現の自由を手がかりに 

2. プライバシー保護と表現の自由 

3. 犯罪報道とその限界 

4. 名誉・プライバシー保護のための事前差止めと表現の自由 

5. 取材源の証言強制と取材の自由 

6. 法廷カメラ取材とテレビによる裁判報道 

7. 国家秘密と取材の自由、知る権利 

8. 特定秘密と取材の自由、知る権利 

9. 放送の自由と番組規律 

10. 公共放送の仕組みと役割 

11. 放送の法的規制と自主規制 

12. インターネット上の表現の自由（名誉毀損、検索結果削除など） 

13. プロバイダの責任 

14. 情報公開制度と個人情報保護制度 

 

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ついては、必要に応じて授業の際に別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

2019 年春に刊行されるメディア法の教科書を指定する予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松井茂記、2013、『マス・メディア法入門〔第５版〕』、日本評論社 

2. 長谷部恭男ほか編、2013、『憲法判例百選１〔第６版〕』、有斐閣 

3. 長谷部恭男ほか編、2018、『メディア判例百選〔第２版〕』、有斐閣 

4. 鈴木秀美ほか編、2017、『放送制度概論』、商事法務 

5. 松井茂記ほか編、2015、『インターネット法』、有斐閣 
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6. 鈴木秀美ほか編著、2011、『よくわかるメディア法』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業ではレジュメを配布します。 

授業は法学の基礎知識がないことを前提に行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE502／比較ジャーナリズム史 

(Comparative History of Journalism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較メディア、比較ジャーナリズム、歴史 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 則昭(YOSHIDA NORIAKI) 

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） 
CMS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本におけるジャーナリズム活動とその関連事項を、諸外国との歴史、制度、理論、現状などの比較を通じて考察し、受講生のメ

ディアリテラシーの獲得に資したい。 

 

Theoretical observatins on the journalism in Japan: Its history, institutions, current situations comparing with foreign countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

欧米、アジアなど諸外国のメディア事情との比較対照を通じて、日本のジャーナリズムのありかたを検討する。本授業は日本のジ

ャーナリズム史、マスメディア史の分析を主目的とするため、海外メディア事情について詳しくなる授業ではないことに留意された

い。また、歴史理解のために「現在」のことを話題にすることもあるが、あくまで歴史理解の一助であることに注意されたい。 

 

Compaative studies and discussions on the journalism in Japan and other countries: US, EU, and the Asian districts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義概要 

2. マスコミ四理論の批判的検討。言論の自由の観点から 

3. 比較ジャーナリズム史（１）イギリス新聞史 

4. 比較ジャーナリズム史（２）アメリカ新聞史 

5. 比較ジャーナリズム史（３）放送：公共放送と商業放送 

6. 総力戦と現代化（新聞とラジオ）1920～40 年代 

7. 世界の中の日本（１）：占領政策と戦後のメディア改革 1945～1952 

8. 世界の中の日本（２）：放送制度とテレビの発達 1950 年代～６０年代 

9. 比較ジャーナリズム史（４）東アジア諸国 

10. 戦争とメディア／検閲とプロパガンダ 

11. 欧米メディア企業の 21 世紀における発展過程と現状 

12. オルタナティブ・メディア、オルタナティブ・ジャーナリズム 

13. ゲストスピーチ① 

14. ゲストスピーチ② 

 

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

課題図書を指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への参加度(20%)/授業コメント(30%) 

毎回、授業コメントを提出してもらいます。この他、課題図書を読み、中間課題レポートとして提出。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田則昭、2012 年、『緒方竹虎とＣＩＡ』、平凡社 (ISBN:978-4582856392) 

2. 林香里、2017 年、『メディア不信』、岩波書店 (ISBN:978-4004316855) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard にリンク先を提示。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE503／オーディエンス論 

(Media and Audiences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会のメディア経験を考えるために 

担当者名 

（Instructor） 
池上 賢(IKEGAMI SATORU) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業では、我々の日常生活におけるメディア経験を考察するため、オーディエンス研究の歴史や方法を学ぶ。それにより、多

様化・複雑化しつつある現代社会におけるメディア環境での経験や、それが人々にとって持つ意味を分析する能力を身につけ

る。 

 

 In this class, students will learn about history and method of audience research to analyze media experience in our daily lives. 

Through these, students will be able to analyze meanings of experience for different people in a more diversified and 

complicated media environment of modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 上記の目的を達成するため、第 1 回から第 4 回では、メディアの定義、歴史、技術の発達による日常生活の変化、関連する理

論的視座などについて講義する。第 5 回から第 10 回では、メディア・オーディエンス研究の歴史を、具体的な研究事例を紹介し

ながら講義する。第 11 回からは最新の研究成果を学習する。 

 なお、第 8 回以降は、事前に電子版のレジュメを配布する。受講者は内容を予習し、授業支援システムを通してコメントを行うこ

と。授業では、池上がそれを確認しながら講義を行うものとする。 

 

 To do that, from the 1st to 4th classes students will receive lectures on media definition, history, and changes in daily lives 

due to technological development from theoretical perspective. From the 5th to 10th classes, students will be introduced to 

history of media audience research through specific research cases. From the 11th class, students will learn about the latest 

research findings. 

 In addition, starting from the 8th class, students will receive electronic summary before class. Students will study these 

contents before class and submit their comments on teaching support system. In this class, Professor Ikegami will go through 

these when progressing the lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. なぜ、メディア研究か？―メディアの定義と発達の歴史 

3. メディアの発達がもたらしたもの―日常生活と感覚の変容 

4. メディア・オーディエンスとは何か？ 

5. 効果研究史（１）――弾丸理論・皮下注射論 

6. 効果研究史（２）――限定効果説・利用と満足の研究 

7. 効果研究史（３）――強力効果論 

8. オーディエンス研究史（１）――エンコーディング/ディコーディング 

9. オーディエンス研究史（２）――オーディエンス・エスノグラフィー 

10. オーディエンス研究史（３）――構成主義的視座の登場  

11. オーディエンス研究史（４）――構成主義的研究の実例／体系化への試み 

12. 現在のオーディエンス研究（１）――ファンというオーディエンス 

13. 現在のオーディエンス研究（２）――デジタル・ネイティブを考える 

14. 現在のオーディエンス研究（３）――メディア経験とアイデンティティ 

 

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

受講前に、メディア研究に関する入門的な文献を通読しておくことが望ましい。また、後半の授業では、学生による積極的な授業

参加が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/WEB テスト（2 回分）(20%)/授業へのコメントなど(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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特になし 

 

参考文献（Readings） 

1. Karen Ross and Virginia Nightingal/児島和人・高橋利枝・阿部潔訳、2007、『メディアオーディエンスとは何か』、新曜社 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 410 - 

■DE504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE504／若者とメディア 

(Children, Youths and Media) 

担当者名 

（Instructor） 
宇野 常寛(UNO TSUNEHIRO) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

若者論/メディア論/文化論を横断し、現代社会と文化の全体像を掴む。 

 

Students will attain broad view of youth, media, and culture theories to obtain overview of modern society and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報化以降、あるいは戦後中流文化の解体以降の文化状況の批評を行う。 

 

Students will study to critique cultural conditions after dissolution of post-war, post-digitization midstream culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1.はじめに 

・評価方法とこの授業のルール 

・宇野の自己紹介 

・この授業で扱うこと 

・テキストの紹介 

2. 2．「境界のない世界」をめぐって 

・2016 年の「敗北」ーートランプとブレグジット 

・政治と経済のパワーバランス 

・開く国家と閉ざされる都市 

・グローバリゼーションの功罪ーー「ファクトフルネス」に考える 

・「境界のない世界」は「境界のある世界」飲み込めるか 

・チームラボの挑戦と三つの境界線 

3. 3．戦争と平和の現在形ーーメディア論から考える 

・「映像の世紀」と世界大戦／冷戦 

・テロとインターネット 

・テロリズムは日常性を切断し得るかーーアニメから戦争を考える 

・平和マーケティングの可能性 

4. 4.「昼の世界」から「夜の世界」へ 

・日本的インターネットの歴史ーーi モード、２ちゃんねる、ニコ動、そして衰退 

・ゲーミフィケーションと「中間のもの」 

・日本的想像力と新しい人間性 

・消極性研究から考える 

5. 5.戦後中流からマイルドヤンキー／新しいホワイトカラーへ 

・東京が「西」へ伸びたころーー戦後中流の時代 

・郊外化とマイルドヤンキー／都心回帰とあたらしいホワイトカラー 

・ランナーの視点から都市を考える 

6. 6.「動員の革命」はなぜ失敗したか 

・平成というテレビポピュリズムの時代 

・「アラブの春」と「動員の革命」 

・テレビの従属物と化したインターネット 

・いま必要なのは「もっと遅いインターネット」だ 

7. 7. 映像の世紀とその終わり 

・ハリウッドと「映像の世代」ーースターウォーズと妖怪ウォッチ 

・「笑っていいとも」はなぜ飽きられたのか 

・「映像の世紀」から「ネットワークの世紀」へ 

8. 8.ディズニーと Google のあいだで 

・「情報から体験へ」「他人の物語から自分の物語」へ 

・音楽市場は三世紀の中国大陸 ーーいま、音楽に何が求められているか 

・20 世紀型ディズニー VS 21 世紀型 Google 

・もはや「検索」の時代ではない 
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・ジョン・ハンケと「大きなゲーム」 

9. 9.ネット社会の衣食住 

・インターネットは「食」をどう変えたかー「食べログ」と「クックパッド」 

・ノームコアと五体満足主義 

・なぜ若いサラリーマンはアウトドアウェアで出勤するのか 

・西海岸のギークカルチャーと東京のオタクカルチャー 

・不動産情報サイトと「空き家大国ニッポン」 

10. 10.メイカーズムーブメントとその日本的展開 

・ソニーはなぜ負けたか 

・日本的ものづくりの敗北とメイカーズムーブメント 

・DMM.make AKIBAの挑戦 ーーOpen Share Join 

・ドラえもんはジョブズを超えた？ 

・モータリゼーションの 20 世紀から MASSの 21 世紀へ 

11. 11．地理と文化のシーソーゲーム 

・ストリートが何も生まない時代ーー情報社会の地理と文化 

・国家から都市へーーグローバリゼーションの主役は誰か 

・福岡とグローカル戦略 

・「地方創世」は可能かーーほんとうに「地方が生き残る」とは 

12. 12. 消費社会から情報社会へ 

・國分功一郎「暇と退屈の倫理学」 

・「モノ」から「コト」へーー消費社会から情報社会へ 

・「ほぼ日」の達成とその弱点 

・キッチュであることの意味 

・戦後ロボットアニメと男性的身体 

13. 13. 出版の未来 

・紙の本が終わるとき ーーおぢいさんのランプ 2016 

・幻冬舎と箕輪編集室ーー「本」の変質 

・本と Wikipedia の間のもの 

・日本語の散文はインターネットで変質する？ 

14. 14. TOKYO2020 ーーオリンピック・パラリンピックから考える近未来日本 

・ビジョンなき五輪を取り戻せーー2020 年の挑戦 

・多様性のためのオリンピックーー近代五輪/スポーツを解体せよ 

・レガシーとしての「東京５分割計画」 

 

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

テキスト、参考文献を熟読しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宇野常寛 責任編集、2018、『PLANETS vol.10』、PLANETS／第二次惑星開発委員会 (ISBN:978-4905325116) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宇野常寛 責任編集、2012、『PLANETS vol.8』、PLANETS／第二次惑星開発委員会 (ISBN:978-4905325031) 

2. 宇野常寛 責任編集、2015、『PLANETS vol.9』、PLANETS／第二次惑星開発委員会 (ISBN:978-4905325062) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PLANETS 公式サイト 

http://wakusei2nd.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DE505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE505／音楽社会学 

(Sociology of Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

プロとアマチュアの社会秩序 

 ――歴史・職能・技術・制度―― 

担当者名 

（Instructor） 
梅田 径(UMEDA KEI) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、中世・近世・近代における音楽文化を補助線としつつ、レコード・テレビなどのメディアの登場で変容した私たちの音

楽文化と、インターネットの登場以降の新しい時代の音楽秩序のありようを探求してみたい。 

 

In this lecture, students will use music cultures from middle, modern, and recent ages as supplements to explore music cultures 

and paradigms. Our music cultures have transformed after emergence of recording, TV, and other medias, while our music 

paradigms changed in this new age after internet appearance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

プロとアマチュアという区分を軸に、歴史・文化的に日本における音楽文化の諸相を考察する。論文を読み上げてもらったり、出

席評価を兼ねたポップアップテストなどを行う時や、ゲームをやったりするときに協力してもらうことがある。 

 

Students will focus on differences among professionals and amateurs when analyzing various historical and cultural phenomena 

in Japanese music culture. Students will not only read papers, but also take popup tests that serve as attendance ratings. They 

may also contribute to setting up games. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＼イントロダクション 制度と技術 

2. 音楽をめぐる言説と社会秩序 

3. 「プロ」と「アマチュア」の制度と社会秩序 

4. 中近世における音楽の家と家元制度１ 

5. 中近世における音楽の家と家元制度２ 

6. 近代における音楽制度の再編 

7. 録音再生メディアと演奏 

8. テレビと音楽番組 

9. 再び、アマチュアについて 演劇、音楽、文学 

10. 再び、アマチュアについて 二つのアイドル表象 

11. 「発表会文化」と音楽 

12. インターネットと音楽１  

13. インターネットと音楽２ 

14. 音楽の過去と未来 

 

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

アップロードされた論文やネットの記事などを事前に目を通しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

一定以上の欠席が認められる場合はレポート点を０点とする。レポートは必ず参照した文献を脚注形式で示すこと。剽窃・盗用が

認められた場合も０点とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DE506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE506／災害情報論 

(Disaster Communications) 

担当者名 

（Instructor） 

指田 朝久(SASHIDA TOMOHISA) 

増田 和順(MASUDA KAZUYORI) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

災害情報（防災情報を含む）に関する知識と制度、計画技法、情報技術、リスクコミュニケーション手法を理解し、自治体や住民、

企業、災害ボランティアなどによる、平常時の防災対策や警戒期の避難行動、発災後の応急救護、復旧対策に関する意思決定

を高度化する情報戦略ならびにリスクコミュニケーション戦略について考究する。 

 

Students will understand disaster information (including information for disaster prevention), its system, planning method, 

information technology, and "Risk Communication" method. Students will explore information and "Risk Communication" 

strategies to understand efforts of various organizations to improve disaster prevention at normal time, emergency evacuation, 

post-disaster aid, and recovery plans. These organizations include local governments, residents, corporations, and aid 

volunteers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自治体（市区町村等）による防災対策並びに災害対応における災害情報の活用事例を分析し、その課題と改善方策について検

討する。また、災害情報を使用した平常時における市民による参加型の防災まちづくりの手法、災害時避難行動要支援者に対す

る福祉施設や地域コミュニケーションによる避難誘導、マップやラジオドラマづくりを通じた災害リスクコミュニケーション手法、ポ

ーンデジタル時代における災害デジタルアーカイブスの戦略と方法について検討する。 

 

Students will analyze disaster info case studies such as disaster prevention and relief by local governments (cities and villages). 

Students will then discuss these subjects and improvements. In addition, students will discuss the following: citizens’ use of 

disaster information at normal time to participate in disaster prevention; welfare facilities and evacuation efforts through 

regional communications, designed to evacuate victims requiring special assistance; "Risk Communication" at disaster through 

maps and radio shows; digital disaster archive strategies and methods in this born-digital age. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総説 災害情報をめぐる論点（制度的、社会的、技術的）、近年の災害から 

2. 災害情報に関する理論・制度・情報の体系、信頼性、シングルボイス、パターナリズム、災害広報、報道、メディア、リスク認

知、意思決定、バイアス、パニック等 

3. 事例分析１ 水害（外水氾濫、内水氾濫）避難行動、災害対応タイムライン 

4. 事例分析２ 水害（外水氾濫、内水氾濫）防災まちづくり（土地利用、建築制限など） 

5. 事例分析３ 土砂災害（避難行動、まちづくり） 

6. 事例分析４ 地震・津波（被害想定、避難行動、まちづくり） 

7. 事例分析５ 火山噴火（登山者・観光客、住民の避難行動） 

8. 災害情報をめぐる情報技術・地理空間情報の相互運用、オープンデータ、マッシュアップ、リアルタイム、ナウキャスト、セン

サー、シミュレーション、web ラジオ、スマホ防災アプリなど 

9. 常総市水害を例に、情報技術の活用の実際と課題 

10. 郷土史防災 

11. 防災ラジオドラマ（１） 災害リスクの社会的シミュレーションとリスクコミュニケーション・ハザードマップを題材に 

12. 防災ラジオドラマ（２） 避難行動のシナリオライティング：タイムラインを題材に 

13. 災害デジタルアーカイブスの戦略と方法 

14. 総括：まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内に指示する小レポート（宿題）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし：授業内に必要に応じて資料を配布する。また授業に必要な webサイトを指示する 
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参考文献（Readings） 

1. 長坂俊成、2012、『記憶と記録ー３１１まるごとアーカイブス 叢書震災と社会』、岩波書店 (ISBN:ISBN978-4000285247) 

その他 授業時に必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記の項目を相互に関連付けて理解を深めるために授業計画の順序を変更する場合がある。 

講義は前半（1-7 回）を指田、後半（8-14 回）を増田が担当する 

 

注意事項（Notice） 
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■DE507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE507／映像メディア論 

(Broadcasting & Film) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テレビドキュメンタリーから見える社会 

担当者名 

（Instructor） 
石井 彰(ISHII AKIRA) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会の実像を描き出している、優れたテレビドキュメンタリーを視聴して、現在の社会がどのようになっているのか、どのようにし

ていけばいいのかをを考察して、表現していく。 

 

Students will watch outstanding TV documentaries that depict society’s reality. Students will analyze and express their views 

on optimal modern society and appropriate future direction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東京ではなかなか見ることが出来ない、地方テレビ局が制作したドキュメンタリー番組を毎週視聴して、その感想を書くことでより

考察を深めるだけでなく、自らの観察力や表現力を修得していく。 

 

Each week, students will watch documentaries produced by regional TV stations, which are not easily accessible in Tokyo. 

Students will deepen their analyses by writing their views, while acquiring observation and expression skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業の目的や進め方、評価の基準について説明する。 

2. 働くことの意味 1 ある障がい者の場合 

3. 働くことの意味 2 山奥で暮らすニートの場合 

4. 働くことの意味 3 大企業での過労死 

5. 働くことの意味 4 中小企業が熱中するコマ大会 

6. 働くことの意味 5 零細企業の廃業と再出発 

7. 戦争を知る 1 

8. 戦争を知る 2 

9. 沖縄の基地問題を考える 

10. 原発を考える 1 

11. 原発を考える 2 

12. テレビ報道を考える 1 

13. テレビ報道を考える 2 

14. 最終授業レポート 

 

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

1 毎日全国一般紙を読み、社会の現実を見つめる力をつけていく 

 

2 テレビで放送されているドキュメンタリー番組を見て、何がどのように描かれているのか比較検討して、番組を見る力をつけて

いく 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加(28%)/毎週必ず書く小リポートなどの課題(42%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井彰ほか、2010 年、『日本のドキュメンタリー第 4 巻』、岩波書店 

2. 石井彰ほか、2015 年、『ラジオは真実を報道できるか』、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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■DE508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE508／広告・ＰＲ論 

(Advertising and PR) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーションの本質とは何か。 

担当者名 

（Instructor） 
植村 祐嗣(UEMURA YUUJI) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会ともメディアとも市場経済とも不可分な関係にある 

「広告・ＰＲ」の理論と実践の考察を通して、大学と実社会との橋渡しを目指します。 

 

Advertisement and PR are essential for modern society, media, and market economy. 

 Students will analyze these theories and practices to bridge the chasm between university and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

広告とは企業戦略と大衆心理をつなぐコミュニケーションです。 

「他者とお互いの価値を伝え合うとはどういうことか」という 

「広告的な発想」の体得は、社会学の研究にも、日々の消費行動や 

人間関係にも、あるいは就職活動にも、実践的に有効です。 

 

Advertisement is communication that bridges corporate strategy and crowd psychology. What does it mean to convey our 

values to others bilaterally? This marketing thinking is useful in sociology researches, daily consumer behaviors, human 

relationships, and job hunting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. まずは前提： 大学とは何か、実社会とは何か 

2. そして概論： 広告とは何か、コミュニケーションとは何か 

3. 「I love you」は伝わるのか～「価値提供」 

4. 選ばれるために足りないこと～「差別化」 

5. 相手を知り、己を知る～「相性」 

6. 躍らせるか踊らされるか～「企業の戦略」 

7. 自分を広告してみる～言うは易し行うは難し 

8. 広告業界、広告ビジネスの実際 

9. 百花繚乱＆千差万別～「広告媒体」 

10. まだまだ広告ビジネスの王様～「テレビ広告」 

11. 広告新時代～「ネット広告」 

12. 「ネット広告」の深淵 

13. Ｑ＆Ａ～「大学と社会の架け橋」 

14. この授業を通して体得したこととは 

 

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

「コミュニケーションの本質」を教え、ともに考えるということは、 

大方の予想を裏切るであろう「授業スタイル」自体も教材なので 

毎週の授業のみに集中してください（私語厳禁）。 

 

そうすると、生きている環境すべてが「復習＆予習」にみえてくるでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(40%) 

欠席が 5 回以上の学生は評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

広告もコミュニケーションも「いきもの」です。 

真に役立つ「テキスト＝文字の羅列」など永遠に存在しません。 

生活している状況全てが「テキスト＝学ぶべき原典」です。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

みなさんの人生観（場合によっては人生そのもの）に影響を与えます。 

ご覚悟を。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE509／メディアとジェンダー 

(Media and Gender) 

担当者名 

（Instructor） 
三矢 惠子(MITSUYA KEIKO) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーの視点から，メディアの受け手，内容，送り手について考えることで，メディアと私たちの関係についての理解を深めま

す。 

 

Based on the perspective on the gender issues, the class members discuss the interaction between media senders, receivers, 

and contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェンダー意識の形成に与える影響の大きいメディアについて，世論調査結果，番組内容の分析結果，番組視聴，番組制作者の

話など，可能な限り生きた素材を用いて，受け手の意識や行動の男女差，メディアが表現している内容，番組制作の現状などを

紹介します。 

 

The main concern o this class is the media effects on the gender consciousness. the references are opinion polls, TV contents, 

news room process and others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方（ガイダンス） 

メディアとジェンダー概論１ 

2. メディアとジェンダー概論２ 

3. メディアの受け手(1) 

 日本人の意識の変化 〜「日本人の意識調査」の結果から〜 

4. メディアの受け手(2) 

 生活時間の男女差 〜「国民生活時間調査」の結果から〜 

 テレビ視聴，メディア利用の男女差〜放送やメディアに関する世論調査の結果から〜 

5. メディアの送り手(1) 

 メディアで働く女性 

 編成について 

6. メディアの送り手(2) 

 放送現場の仕事（番組の編成や制作などに携わる人の話） その１ 

7. メディアの送り手(3) 

 放送現場の仕事（番組の編成や制作などに携わる人の話） その２ 

8. メディアの内容(1) 

 報道番組 

9. メディアの内容(2) 

 スポーツ 

10. メディアの内容(3) 

 ドラマ 

11. メディアの内容(4) 

 バラエティ 

 コマーシャル 

12. メディアの内容(5) 

 放送以外のメディアについて 

 放送と社会の変化・人々の意識の変化 

13. まとめ 

14. レポート 

 

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

授業時間外学習として、ミニレポートを提出してもらいます。課題、提出日などの指示は，授業内で行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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毎回提出するミニレポートと授業時間外学習のミニレポート(70%)/最終授業で書くレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は、毎回配付するプリントを用いた講義形式を中心とし、必要に応じて映像資料を視聴します。毎回、その日の授業に関連し

て提示されたテーマでミニレポートを書きます。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE510 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／広告・ＰＲ論 

(Advertising and PR) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーションの本質とは何か。 

担当者名 

（Instructor） 
植村 祐嗣(UEMURA YUUJI) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会ともメディアとも市場経済とも不可分な関係にある 

「広告・ＰＲ」の理論と実践の考察を通して、大学と実社会との橋渡しを目指します。 

 

Advertisement and PR are essential for modern society, media, and market economy. 

 Students will analyze these theories and practices to bridge the chasm between university and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

広告とは企業戦略と大衆心理をつなぐコミュニケーションです。 

「他者とお互いの価値を伝え合うとはどういうことか」という 

「広告的な発想」の体得は、社会学の研究にも、日々の消費行動や 

人間関係にも、あるいは就職活動にも、実践的に有効です。 

 

Advertisement is communication that bridges corporate strategy and crowd psychology. What does it mean to convey our 

values to others bilaterally? This marketing thinking is useful in sociology researches, daily consumer behaviors, human 

relationships, and job hunting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. まずは前提： 大学とは何か、実社会とは何か 

2. そして概論： 広告とは何か、コミュニケーションとは何か 

3. 「I love you」は伝わるのか～「価値提供」 

4. 選ばれるために足りないこと～「差別化」 

5. 相手を知り、己を知る～「相性」 

6. 躍らせるか踊らされるか～「企業の戦略」 

7. 自分を広告してみる～言うは易し行うは難し 

8. 広告業界、広告ビジネスの実際 

9. 百花繚乱＆千差万別～「広告媒体」 

10. まだまだ広告ビジネスの王様～「テレビ広告」 

11. 広告新時代～「ネット広告」 

12. 「ネット広告」の深淵 

13. Ｑ＆Ａ～「大学と社会の架け橋」 

14. この授業を通して体得したこととは 

 

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

「コミュニケーションの本質」を教え、ともに考えるということは、 

大方の予想を裏切るであろう「授業スタイル」自体も教材なので 

毎週の授業のみに集中してください（私語厳禁）。 

 

そうすると、生きている環境すべてが「復習＆予習」にみえてくるでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(40%) 

欠席が 5 回以上の学生は評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

広告もコミュニケーションも「いきもの」です。 

真に役立つ「テキスト＝文字の羅列」など永遠に存在しません。 

生活している状況全てが「テキスト＝学ぶべき原典」です。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

みなさんの人生観（場合によっては人生そのもの）に影響を与えます。 

ご覚悟を。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／若者とメディア 

(Children, Youths and Media) 

担当者名 

（Instructor） 
宇野 常寛(UNO TSUNEHIRO) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

若者論/メディア論/文化論を横断し、現代社会と文化の全体像を掴む。 

 

Students will attain broad view of youth, media, and culture theories to obtain overview of modern society and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報化以降、あるいは戦後中流文化の解体以降の文化状況の批評を行う。 

 

Students will study to critique cultural conditions after dissolution of post-war, post-digitization midstream culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1.はじめに 

・評価方法とこの授業のルール 

・宇野の自己紹介 

・この授業で扱うこと 

・テキストの紹介 

2. 2．「境界のない世界」をめぐって 

・2016 年の「敗北」ーートランプとブレグジット 

・政治と経済のパワーバランス 

・開く国家と閉ざされる都市 

・グローバリゼーションの功罪ーー「ファクトフルネス」に考える 

・「境界のない世界」は「境界のある世界」飲み込めるか 

・チームラボの挑戦と三つの境界線 

3. 3．戦争と平和の現在形ーーメディア論から考える 

・「映像の世紀」と世界大戦／冷戦 

・テロとインターネット 

・テロリズムは日常性を切断し得るかーーアニメから戦争を考える 

・平和マーケティングの可能性 

4. 4.「昼の世界」から「夜の世界」へ 

・日本的インターネットの歴史ーーi モード、２ちゃんねる、ニコ動、そして衰退 

・ゲーミフィケーションと「中間のもの」 

・日本的想像力と新しい人間性 

・消極性研究から考える 

5. 5.戦後中流からマイルドヤンキー／新しいホワイトカラーへ 

・東京が「西」へ伸びたころーー戦後中流の時代 

・郊外化とマイルドヤンキー／都心回帰とあたらしいホワイトカラー 

・ランナーの視点から都市を考える 

6. 6.「動員の革命」はなぜ失敗したか 

・平成というテレビポピュリズムの時代 

・「アラブの春」と「動員の革命」 

・テレビの従属物と化したインターネット 

・いま必要なのは「もっと遅いインターネット」だ 

7. 7. 映像の世紀とその終わり 

・ハリウッドと「映像の世代」ーースターウォーズと妖怪ウォッチ 

・「笑っていいとも」はなぜ飽きられたのか 

・「映像の世紀」から「ネットワークの世紀」へ 

8. 8.ディズニーと Google のあいだで 

・「情報から体験へ」「他人の物語から自分の物語」へ 

・音楽市場は三世紀の中国大陸 ーーいま、音楽に何が求められているか 

・20 世紀型ディズニー VS 21 世紀型 Google 

・もはや「検索」の時代ではない 
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・ジョン・ハンケと「大きなゲーム」 

9. 9.ネット社会の衣食住 

・インターネットは「食」をどう変えたかー「食べログ」と「クックパッド」 

・ノームコアと五体満足主義 

・なぜ若いサラリーマンはアウトドアウェアで出勤するのか 

・西海岸のギークカルチャーと東京のオタクカルチャー 

・不動産情報サイトと「空き家大国ニッポン」 

10. 10.メイカーズムーブメントとその日本的展開 

・ソニーはなぜ負けたか 

・日本的ものづくりの敗北とメイカーズムーブメント 

・DMM.make AKIBAの挑戦 ーーOpen Share Join 

・ドラえもんはジョブズを超えた？ 

・モータリゼーションの 20 世紀から MASSの 21 世紀へ 

11. 11．地理と文化のシーソーゲーム 

・ストリートが何も生まない時代ーー情報社会の地理と文化 

・国家から都市へーーグローバリゼーションの主役は誰か 

・福岡とグローカル戦略 

・「地方創世」は可能かーーほんとうに「地方が生き残る」とは 

12. 12. 消費社会から情報社会へ 

・國分功一郎「暇と退屈の倫理学」 

・「モノ」から「コト」へーー消費社会から情報社会へ 

・「ほぼ日」の達成とその弱点 

・キッチュであることの意味 

・戦後ロボットアニメと男性的身体 

13. 13. 出版の未来 

・紙の本が終わるとき ーーおぢいさんのランプ 2016 

・幻冬舎と箕輪編集室ーー「本」の変質 

・本と Wikipedia の間のもの 

・日本語の散文はインターネットで変質する？ 

14. 14. TOKYO2020 ーーオリンピック・パラリンピックから考える近未来日本 

・ビジョンなき五輪を取り戻せーー2020 年の挑戦 

・多様性のためのオリンピックーー近代五輪/スポーツを解体せよ 

・レガシーとしての「東京５分割計画」 

 

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

テキスト、参考文献を熟読しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宇野常寛 責任編集、2018、『PLANETS vol.10』、PLANETS／第二次惑星開発委員会 (ISBN:978-4905325116) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宇野常寛 責任編集、2012、『PLANETS vol.8』、PLANETS／第二次惑星開発委員会 (ISBN:978-4905325031) 

2. 宇野常寛 責任編集、2015、『PLANETS vol.9』、PLANETS／第二次惑星開発委員会 (ISBN:978-4905325062) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PLANETS 公式サイト 

http://wakusei2nd.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DE512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／音楽社会学 

(Sociology of Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

プロとアマチュアの社会秩序 

 ――歴史・職能・技術・制度―― 

担当者名 

（Instructor） 
梅田 径(UMEDA KEI) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、中世・近世・近代における音楽文化を補助線としつつ、レコード・テレビなどのメディアの登場で変容した私たちの音

楽文化と、インターネットの登場以降の新しい時代の音楽秩序のありようを探求してみたい。 

 

In this lecture, students will use music cultures from middle, modern, and recent ages as supplements to explore music cultures 

and paradigms. Our music cultures have transformed after emergence of recording, TV, and other medias, while our music 

paradigms changed in this new age after internet appearance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

プロとアマチュアという区分を軸に、歴史・文化的に日本における音楽文化の諸相を考察する。論文を読み上げてもらったり、出

席評価を兼ねたポップアップテストなどを行う時や、ゲームをやったりするときに協力してもらうことがある。 

 

Students will focus on differences among professionals and amateurs when analyzing various historical and cultural phenomena 

in Japanese music culture. Students will not only read papers, but also take popup tests that serve as attendance ratings. They 

may also contribute to setting up games. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＼イントロダクション 制度と技術 

2. 音楽をめぐる言説と社会秩序 

3. 「プロ」と「アマチュア」の制度と社会秩序 

4. 中近世における音楽の家と家元制度１ 

5. 中近世における音楽の家と家元制度２ 

6. 近代における音楽制度の再編 

7. 録音再生メディアと演奏 

8. テレビと音楽番組 

9. 再び、アマチュアについて 演劇、音楽、文学 

10. 再び、アマチュアについて 二つのアイドル表象 

11. 「発表会文化」と音楽 

12. インターネットと音楽１  

13. インターネットと音楽２ 

14. 音楽の過去と未来 

 

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

アップロードされた論文やネットの記事などを事前に目を通しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

一定以上の欠席が認められる場合はレポート点を０点とする。レポートは必ず参照した文献を脚注形式で示すこと。剽窃・盗用が

認められた場合も０点とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DE513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像メディア論 

(Broadcasting & Film) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テレビドキュメンタリーから見える社会 

担当者名 

（Instructor） 
石井 彰(ISHII AKIRA) 

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） 
CMS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会の実像を描き出している、優れたテレビドキュメンタリーを視聴して、現在の社会がどのようになっているのか、どのようにし

ていけばいいのかをを考察して、表現していく。 

 

Students will watch outstanding TV documentaries that depict society’s reality. Students will analyze and express their views 

on optimal modern society and appropriate future direction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東京ではなかなか見ることが出来ない、地方テレビ局が制作したドキュメンタリー番組を毎週視聴して、その感想を書くことでより

考察を深めるだけでなく、自らの観察力や表現力を修得していく。 

 

Each week, students will watch documentaries produced by regional TV stations, which are not easily accessible in Tokyo. 

Students will deepen their analyses by writing their views, while acquiring observation and expression skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業の目的や進め方、評価の基準について説明する。 

2. 働くことの意味 1 ある障がい者の場合 

3. 働くことの意味 2 山奥で暮らすニートの場合 

4. 働くことの意味 3 大企業での過労死 

5. 働くことの意味 4 中小企業が熱中するコマ大会 

6. 働くことの意味 5 零細企業の廃業と再出発 

7. 戦争を知る 1 

8. 戦争を知る 2 

9. 沖縄の基地問題を考える 

10. 原発を考える 1 

11. 原発を考える 2 

12. テレビ報道を考える 1 

13. テレビ報道を考える 2 

14. 最終授業レポート 

 

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

1 毎日全国一般紙を読み、社会の現実を見つめる力をつけていく 

 

2 テレビで放送されているドキュメンタリー番組を見て、何がどのように描かれているのか比較検討して、番組を見る力をつけて

いく 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加(28%)/毎週必ず書く小リポートなどの課題(42%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井彰ほか、2010 年、『日本のドキュメンタリー第 4 巻』、岩波書店 

2. 石井彰ほか、2015 年、『ラジオは真実を報道できるか』、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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■DE531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE531／メディア・テクノロジー・社会 

(Media,Thechnology and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア論、社会学、現代思想による「メディア」へのアプローチ。 

担当者名 

（Instructor） 
田辺 龍(TANABE RYOU) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

社会学部学生用 

他学部生は抽選登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「メディア」とは何かについての理解を深めることにより、受講者各自が日々接している各メディアについて、理論的に考察する能

力を身につける。 

 

Students will deepen their understanding about essence of media. They will acquire theoretical skill to analyze various medias 

they encounter daily. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者にとって身近な題材を例に挙げながら、メディア論の諸概念を説明する。今年度は、絵画や写真、映画を題材として、図像

表現の時代的・技術的な変遷を追いながら、受け手にとっての「リアル」とは何かについて、インターネットの状況にも目配りしな

がら考えていく。 

 

The lecturer of this class l use surrounding subjects as examples to explain various media theory concepts. This year, students 

will use materials such as painting, photos, and films, to trace temporal and technological transitions of visual expressions. 

Students will do these while considering reality experienced by recipients and current internet condition. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「集合的記憶」とメディア・テクノロジー 

3. マクルーハンのメディア論：「メディアはメッセージ」 

4. ウォルター・J・オングのメディア論：声と文字、電子メディア 

5. ベンヤミンのメディア論：「複製技術」の登場 

6. 電子メディア時代の「自己」「時間」「空間」 

7. 「想像の共同体」と全国紙・テレビ 

8. 「公共性」とメディア空間 

9. 記号論とメディア論 

10. メディアと「現実」１：疑似イベントについて 

11. メディアと「現実」２：シミュラークルとしてのメディア文化 

12. 言語行為論（１）：メディア空間のスピーチ・アクト 

13. 言語行為論（２）：「エクリチュール」と語る主体 

14. キットラーのメディア論：ドイツ・メディア論の可能性を中心に 

 

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，資料のアップ等，履修登録完了後に履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポートおよび出席点(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に使用せず，主要参考文献は各回の配布資料にて明記する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE532 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DE532／メディア産業論 

(Information Industries) 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大きな変革期にあるメディア産業について、受講生自ら考え、メディアの社会的意義について理解を深める。 

 

Students will think independently about media industry in this revolutionary era to deepen their understanding about social 

significance of media. 

 

授業の内容（Course Contents） 

デジタル化ネットワーク化の進展を踏まえ、メディアの世界は大きく変わろうとしている。本講義では、特にマスメディアの産業的

側面に着目し、解説していく。メディアとは何かをまず考えたうえで、メディア産業の全体像、各メディアの現状、ジャーナリズムな

どメディアの役割、インターネットと既存メディアとの相違、SNS との付き合い方などについて考え理解を深めていきたい。 

 

Media world is undergoing drastic change due to digitalization and transition to online. This class will focus on and explain 

industrial aspect of mass media. First, students will think about what media is. Students will deepen their understanding by 

reflecting on overall picture of media industry, current state of various media, roles of media such as journalism, different among 

internet and existing media, and interaction on social media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. メディアとは何か 

3. メディアの環境変化 

4. メディアの社会的役割 

5. メディア産業の全体像と他産業との比較 

6. インターネットと既存メディア産業の相違 

7. 出版産業 

8. 広告産業 

9. 放送産業 

10. コンテンツ産業 

11. 新聞産業 

12. ネットリテラシー〜“匿名”で自分を壊すな 

13. これからのメディア産業 

14. 授業内レポート 

 

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

社会の動き、メディアの動向などについて、自ら関心を持ち、自主的に学習のうえ、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終授業内レポート(30%)/授業への参加度(14%)/小レポートなど課題(56%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各メディア企業・組織の HP 

 

注意事項（Notice） 
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■DE533 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／メディア・テクノロジー・社会 

(Media,Thechnology and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア論、社会学、現代思想による「メディア」へのアプローチ。 

担当者名 

（Instructor） 
田辺 龍(TANABE RYOU) 

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） 
CMS3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

他学部学生用（人数制限：50 名） 

社会学部生は科目コード登録にて申し込むこと 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「メディア」とは何かについての理解を深めることにより、受講者各自が日々接している各メディアについて、理論的に考察する能

力を身につける。 

 

Students will deepen their understanding about essence of media. They will acquire theoretical skill to analyze various medias 

they encounter daily. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者にとって身近な題材を例に挙げながら、メディア論の諸概念を説明する。今年度は、絵画や写真、映画を題材として、図像

表現の時代的・技術的な変遷を追いながら、受け手にとっての「リアル」とは何かについて、インターネットの状況にも目配りしな

がら考えていく。 

 

The lecturer of this class l use surrounding subjects as examples to explain various media theory concepts. This year, students 

will use materials such as painting, photos, and films, to trace temporal and technological transitions of visual expressions. 

Students will do these while considering reality experienced by recipients and current internet condition. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「集合的記憶」とメディア・テクノロジー 

3. マクルーハンのメディア論：「メディアはメッセージ」 

4. ウォルター・J・オングのメディア論：声と文字、電子メディア 

5. ベンヤミンのメディア論：「複製技術」の登場 

6. 電子メディア時代の「自己」「時間」「空間」 

7. 「想像の共同体」と全国紙・テレビ 

8. 「公共性」とメディア空間 

9. 記号論とメディア論 

10. メディアと「現実」１：疑似イベントについて 

11. メディアと「現実」２：シミュラークルとしてのメディア文化 

12. 言語行為論（１）：メディア空間のスピーチ・アクト 

13. 言語行為論（２）：「エクリチュール」と語る主体 

14. キットラーのメディア論：ドイツ・メディア論の可能性を中心に 

 

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，資料のアップ等，履修登録完了後に履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポートおよび出席点(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に使用せず，主要参考文献は各回の配布資料にて明記する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE581 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文にあたって、テーマ設定、先行研究のサーベイ、研究対象の焦点化、議論の展開の方法の吟味、などについて随時、相

談、ディスカッションを繰り返しながら、最終的に卒業論文を完成する。 

 

This course will aim to prepare students for completing the graduation thesis through repeated consultation and discussion from 

time to time about theme setting, survey of previous research, focusing on research subjects, examination of methods of 

development of discussion, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文にあたって、テーマ設定、先行研究のサーベイ、研究対象の焦点化、議論の展開の方法の吟味、などについて随時、相

談、ディスカッションを繰り返しながら、最終的に卒業論文を完成できるよう指導を行なう。 

 

To complete the graduation thesis writing, we instructs to finally finish their graduation thesis through repeated consultation 

and discussion from time to time about theme setting, survey of previous research, focusing on research subjects, examination 

of methods of development of discussion, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進捗状況の報告（1） 

2. 進捗状況の報告（2） 

3. 進捗状況の報告（3） 

4. 全体の構成の検討（1） 

5. 全体の構成の検討（2） 

6. 議論の組み立て、論理展開の吟味（1） 

7. 議論の組み立て、論理展開の吟味（2） 

8. 議論の組み立て、論理展開の吟味（3） 

9. 最終報告（1） 

10. 最終報告（2） 

11. 完成版の仮提出 

12. 最終面談（1） 

13. 最終面談（2） 

14. 完成版提出 

 

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

Slack を中心に、GoogleDrive、Skypeなどを使って随時、指導、相談を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

完成版提出(50%)/授業内での面談内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE582 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 晃(HASHIMOTO AKIRA) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に作成した研究計画書を実行に移し，具体的な研究調査を行う。研究調査結果は草稿，そして決定稿にまとめていく。 

 

Based upon proposals, students will carry out their own original research.  Results of research will lead to drafts and final 

versions of theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期中に作成した研究計画書に基づき，具体的な研究調査で集めてきた資料や文献類の分析を指導する。次いで，草稿執筆

を発表と絡めつつ，指導する。春学期と同様に，各段階でアップデートした原稿を提出してもらい，相互批評しつつ進めていく。 

 

Students will be encouraged to give presentations on the progress of their research every three weeks.  Discussion among the 

instructor and students should be always fruitful.  Drafts shall be corrected with comments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中間発表１ 春学期中に完成させた研究計画書＝序論をもとに，オリジナルのリサーチの展望を描く 

2. 中間発表２ 春学期中に完成させた研究計画書＝序論をもとに，オリジナルのリサーチの展望を描く 

3. 中間発表３ 春学期中に完成させた研究計画書＝序論をもとに，オリジナルのリサーチの展望を描く 

4. 資料の分析１ オリジナルのリサーチに不可欠の一次資料の分析 

5. 資料の分析２ オリジナルのリサーチに不可欠の一次資料の分析 

6. 資料の分析３ オリジナルのリサーチに不可欠の一次資料の分析 

7. 資料の分析４ オリジナルのリサーチに不可欠の一次資料の分析 

8. 資料の分析５ オリジナルのリサーチに不可欠の一次資料の分析 

9. 草稿づくりと発表１ 

10. 草稿づくりと発表２ 

11. 草稿づくりと発表３ 

12. 草稿づくりと発表４ 

13. サマリーづくり ゼミ報告書に掲載する要約原稿を作成する 

14. 最終発表 

 

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

ハンドアウトや提出された研究計画書を読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業への参加(50%)/研究計画書などの提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE583 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

調査研究主題、仮説、議論の枠組、先行研究・参考文献の吟味、具体的な調査研究内容、議論展開での課題、脆弱性などを、

随時、報告、ディスカッションし、最終的に卒論を完成する。 

 

The entire focus of this seminar is to help students finish writing graduation thesis. Students are required to get engaged with 

integrity and consistency in formulating research questions, surveying literature, conducting research with adjusting research 

strategies, collecting evidence, developing analysis, drawing conclusions and summarizing the results so as to finish writing up 

graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文作成の中盤から終盤であり、調査研究主題、仮説、議論の枠組、先行研究・参考文献の吟味、具体的な調査研究内

容、議論展開での課題、脆弱性などを、随時、報告、ディスカッションし、最終的に卒論を完成できるよう指導を行なう。 

 

The purpose of the seminar is to guide students in the design, research, and writing of graduation thesis. Students are expected 

to make a report of their progress constantly while discussing challenges and problems faced until completion of the thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進捗状況・課題報告（1） 

2. 進捗状況・課題報告（2） 

3. 進捗状況・課題報告（3） 

4. 目次・構成検討（1） 

5. 目次・構成検討（2） 

6. 議論展開詳細検討（1） 

7. 議論展開詳細検討（2） 

8. 議論展開詳細検討（3） 

9. 最終卒論構成・議論展開報告（1） 

10. 最終卒論構成・議論展開報告（2） 

11. 下書き提出・指導 

12. 提出時点での総括 

13. 口頭発表（1） 

14. 口頭発表（2） 

 

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

Blackboard で課題を逐次提示し、遂行を求める。こうした課題遂行をはじめ、オンラインでのやりとりも指導上重要であるため、大

学アドレスのメールは定期的にチェックし、必要な情報を管理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

秋学期計画発表(20%)/下書き提出(50%)/口頭発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 木村忠正、2018、『ハイブリッド・エスノグラフィー』、新曜社 (ISBN:4788515830) 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DE584 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
是永 論(KORENAGA RON) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

データ収集および論文構成・執筆に関する指導。 

 

The purpose is course is to acquire knowledge about how to collect and analyze data in terms of writing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同様に指定したミーティングへの参加に加えて、個別指導を行なう。 

履修者自身が収集したデータの検討を中心としたかたちで指導を進める。そのため、各人による参考文献活用と調査活動の自

主的な遂行が授業の基盤となる。 

 

Students will attend tutorials in addition to class meetings. 

We examine data collected by students, which means they are required to conduct a research review and data collection in 

advance for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期計画発表（１） 

2. 秋学期計画発表（２） 

3. 調査実施（１） 

4. 調査実施（２） 

5. 調査実施（３） 

6. 調査データ検証（１） 

7. 調査データ検証（２） 

8. 調査データ検証（３） 

9. 最終目次（１） 

10. 最終目次（２） 

11. 下書き提出 

12. 提出前面談 

13. 成果報告（１） 

14. 成果報告（２） 

 

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

合宿（秋学期開始前を予定）に参加し、秋学期での進行計画を発表することが履修の条件となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

秋学期計画発表(20%)/下書き提出(50%)/提出前面談(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてオンライン上などで指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてオンライン上などで指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋期休業以降の指定された期間に下書き提出がなされなかった場合、評価上大きな減点となるので、特に注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE585 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の完成に向けて，収集した資料やデータを分析するとともに，それを用いて論文を執筆する。 

 

Students will work on their graduation theses by analyzing collected documents and data. Students will write their theses based 

on these. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文演習２では，自ら設定した問題を，どのような方法で解明していくかを決め，調査を行う。調査には，例えば，新聞の紙

面分析やテレビの内容分析，あるいはメディア利用者の面接調査，質問紙調査などがあるが，自分のテーマに応じて，調査を設

計し，実施する。既存の文献を単につぎはぎしただけのものは，卒業論文として受け取らないので，必ず自分自身で調査した内

容を卒業論文に盛り込むこと。 

論文執筆にあたっては，自分の考えを，決して独りよがりではなく，また他人の受け売りでなく，説得力ある書き方で書くことが必

要である。 

 

In Thesis Writing Seminar 2, students will conduct surveys and choose methods to solve their chosen questions. For example, 

students may conduct surveys by analyzing newspaper and TV contents, interviewing media users, and conducting some 

questionnaire surveys. Students will design and conduct their surveys based on their subjects. Piecing together existing 

literatures will not be accepted as graduation thesis. Students must integrate their research findings in their graduation theses. 

When writing their theses, students should not be too complacent about their ideas, nor should they parrot other people. 

Students should write their theses in persuasive manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進捗状況の発表 

2. 進捗状況の発表 

3. 進捗状況の発表 

4. 進捗状況の発表 

5. 進捗状況の発表 

6. 進捗状況の発表 

7. 完成原稿の発表 

8. 完成原稿の発表 

9. 完成原稿の発表 

10. 完成原稿の発表 

11. 完成原稿の発表 

12. 完成原稿の発表 

13. ゼミ内発表会 

14. ゼミ内発表会 

 

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

卒業論文は，短期間で完成できるものではない。計画的に，調査の実施・分析，論文の執筆を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内での討議(40%)/演習内での発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田真文、2011、『メディアの卒論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623059539) 

2. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623065721) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は少人数の演習形式である。自分自身の卒論作成のために，計画的に執筆を進めることはもちろんのこと，他の履修者

の発表に際しても，積極的に発言することが期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE586 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田北 康成(TAKITA YASUNARI) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期で作成した研究計画と研究調査の結果をもとに、卒業論文の全体構成を固めつつ本格的に執筆段階に入る。卒業論文の

完成を目標とする。 

 

Students will refer to research plans and survey results from spring semester to finalize their graduation theses.The goal is to 

complete the graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文の執筆の指導を行い、論文完成を目指していく。 

受講生は自ら計画した執筆スケジュールに従って、研究調査を行いデータと資料収集を行う。そこで得られたデータと資料の分

析と解釈を繰り返して行い、論文を作成していく。理論枠組みと全体構成の指導はゼミでのディスカッションおよび個別相談によっ

て行っていく。中間発表会と最終発表会でのプレゼンテーションを求める。 

 

Students will follow instructions when writing their graduation theses. They will aim to complete their theses. 

 Students will follow their writing schedules and conduct research surveys to collect data and documents. Students will repeat 

analyses and interpretations of collected data and documents to write their theses. As guidance on their theoretical and overall 

frameworks, students will participate in seminar discussions and private counseling sessions. Students will make presentations 

at interim and final meetings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論構想の発表＋ディスカッション① 

2. 卒論構想の発表＋ディスカッション② 

3. フィールドワーク調査の結果発表＋ディスカッション① 

4. フィールドワーク調査の結果発表＋ディスカッション② 

5. 卒業論文途中発表① 

6. 卒業論文途中発表② 

7. 中間発表会① 

8. 中間発表会② 

9. 卒業論文途中発表③ 

10. 卒業論文途中発表④ 

11. 卒業論文途中発表⑤ 

12. 卒業論文途中発表⑥ 

13. 最終発表会① 

14. 最終発表会② 

 

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

Blackboard で随時知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

個人指導、中間および最終発表、卒業論文の提出(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方（第 2版）』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623065721) 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田真文編、2016、『メディアの卒論[第 2 版]:テーマ・方法・実際』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623077199) 

2. 井上真琴、2004、『図書館に訊け!』、筑摩書房 (ISBN:978-4480061867) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DE588 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文完成に向けて、春学期の構想・調査を踏まえ、執筆を完成させることを目標とする。 

 

Students will consider concepts and surveys from spring semester and aim to complete their graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文は学生生活の総決算である。この完成に向けて指導を行う。履修者による中間発表を全員参加のもとで行う。提出前に

は卒業論文合宿を行い、ブラッシュアップを図る。 

 

Graduation theses are conclusions of their student lives. Students will receive instructions when completing their theses. All 

students will participate in interim presentations. Before submitting their theses, students will participate in boarding school to 

edit their theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 提出までの流れ確認 

2. 全体会合① 

3. 個別指導① 

4. 全体会合② 

5. 個別指導② 

6. 全体会合③ 

7. 個別指導③ 

8. 全体会合④ 

9. 個別指導④ 

10. 中間発表 

11. 卒論合宿への課題提出 

12. 卒論合宿用資料作成 

13. 卒論合宿 

14. ブラッシュアップと提出 

 

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

自分のオリジナリティを出した完成稿を目指すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席、討議内容、個別指導による達成度などで評価する(100%) 

 

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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■DE589 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 良祐(HIDAKA RYOSUKE) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文執筆の後半段階として本文の執筆を進め、期限までに論文を完成させる。その作業を介し、学士に求められる「発見」

「分析」「提言」にかかわる全ての能力の向上を図る。 

 

In the second half, students will work on their graduation theses and complete them by deadline. Through these processes, 

students will improve all skills required of a bachelor degree, i.e. exploring, analyzing, and commenting. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、担当者が自身の論文について発表し、ゼミ全体でのディスカッションを通じて内容を練り上げていく。受講生同士の積極的

な切磋琢磨を期待する。秋学期は個別指導の割合が多くなると思われるが、可能な限りゼミメンバー同士の相互協力体制を維

持したい。 

なお、本年度は例年の当ゼミ担当者がサバティカル制度により不在のため、年度を限って担当者が変更となっている。 

 

Each members gives their own presentations about the projects. Questions, comments, advices and others are required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文中間発表 1 

2. 論文中間発表 2 

3. 論文中間発表 3 

4. 論文中間発表 4 

5. 論文中間発表 5 

6. 論文中間発表 6 

7. 論文中間発表 7 

8. 論文中間発表 8 

9. 論文執筆 1 

10. 論文執筆 2 

11. 論文執筆 3 

12. 論文執筆 4 

13. 論文執筆 5 

14. 論文執筆 6 

 

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

春学期の内容を受け、論文執筆に必要となる作業を各自の判断で進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表、および提出された卒業論文の内容に基づいて評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式をとり、毎回担当者が発表を行う。 

また担当教員との一対一の面談も適宜行う。 

出席は評価の対象ではなく、その前提とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE590 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
黄 盛彬(HWANG SEONGBIN) 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文テーマに関わる先行研究のレビューを行い，関連する理論的・方法論的知識を学ぶ。研究問題の発見，調査計画の設

計および遂行，プレゼンテーションおよび討論，研究論文の執筆に至る研究のプロセスを実践する。一連のプロセスを通して, 問

題の発見，分析，提言の能力を身につける。 

 

Students will review prior researches related to their graduation thesis subjects to acquire relevant theoretical and 

methodological knowledge. Students will participate in research processes including exploring research questions, plan and 

conduct surveys, make presentations, discuss, and write research theses. Through these processes, students will acquire ability 

to explore questions, analyze, and voice their opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，データの収集，分析， 解釈を行いつつ，執筆の段階に入る。研究を進めていくうちに，当初の研究仮説が棄

却され，問題提起のプロセスから繰り返すことになったり，また方法論についても，研究テーマによって様々な方法が考えられる

ので，その都度，指導教員と相談していく必要がある。レジュメによる報告，論文ドラフトによる報告を行い，個別指導を受けなが

ら，論文を完成していく。 

 

Following spring semester, students will collect data, analyze, interpret, and write their theses. When working on their 

researches, students may have to abandon their initial research hypotheses, restart from question statement, and consider 

various methodologies depending on their research subjects. In these cases, students should discuss with their professor. 

Students will report their summaries and thesis drafts. They will complete their theses while receiving private instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 中間報告 

3. 中間報告 

4. 中間報告 

5. 中間報告 

6. 中間報告 

7. ドラフト提出 

8. 論文執筆指導 

9. 論文執筆指導 

10. 論文執筆指導 

11. 論文執筆指導 

12. 論文執筆指導 

13. 論文執筆指導 

14. 総括 

 

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

第一回の授業で提示されるスケジュールにしたがって，計画的に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(60%)/授業内課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DE591 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文演習２ 

(Thesis Writing Seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論文の錬磨と完成 

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） 
CMS4820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期で確立した主題に添って研究内容を深化・精査し、卒業論文として適確な作品を完成させること。 

 

This is a seminar class that supports students' completion of the graduation thesis by focusing on chapter breakdown and 

writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期の前半は先行研究のレヴューを中心に、全体の論理展開を理論的に組み上げて章立てに表す。いわゆる「チャプター・ブ

レイクダウン」である。中盤はひたすら執筆と報告。11 月末ごろの最終発表で OK が出されてから提出する。最終局面では形式

要件のチェック。完成前の最終発表、および完成後の卒業論文発表会は後輩の 3 年生をも対象としておこなう。 

 

Students deal with chapter breakdown, then tie up the loose ends. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 休暇中のリサーチの報告 

2. 先行研究のレヴュー(1) 

3. 先行研究のレヴュー(2) 

4. 論文書法(1) 

5. 論文書法(2) 

6. 論文書法(3) 

7. 論文書法(4) 

8. 最終発表(1) 

9. 最終発表(2) 

10. 執筆改訂 

11. 執筆改訂 

12. 最終チェック 

13. 最終チェック 

14. ゼミ内口頭試問 

 

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

 自分の主題がなんなのかを把握するのは実は容易なことではない。単に興味があること（自分が知りたいと思っていること）と、

卒論で議論できる「主題」は違うからである。 

 主題を確立するためには先行研究のレヴューが論文作成の最も重要な基礎のひとつとなる。春学期末の時点で先行研究の概

要を把握し、休暇中に各自でレヴューの入念な準備をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終発表(40%)/平常点１（授業への参加と貢献）(30%)/平常点２（調査、計画、草稿執筆等）(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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■DE755 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究１ 

(Senior Research 1) 

担当者名 

（Instructor） 

和田 伸一郎(WADA SHIN'ICHIRO) 

砂川 浩慶（SUNAKAWA HIROYOSHI） 

生井 英考(IKUI EIKO) 

林 怡蕿(LIN I-HSUAN) 

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） 
CMS4900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習に属さない者が、メディア社会学科の諸領域を幅広く学習することにより、社会学士として実社会に出るのにふさわしい見識

を獲得することを目指す。  

 

By learning a wide range of fields set by Department of Communication and Media Studies, we aim to gain insights suitable for 

entering the real society as a Bachelor of Sociology who are not part of the seminar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

メディア社会学科から提示された４課題のうち、２つの課題を選択し、その課題について研究を進め、レポートを作成し、口頭試問

に合格することで、単位が認定される。詳細は履修ガイダンスで説明する。締切日は遵守すること。 

 

Of the tasks presented by Department of Communication and Media Studies, choose two tasks, advance research on them, 

achieve the tasks such as preparing reports, and acquire credits by passing. For details, refer to the instruction manual and the 

graduation research guidance document. Be sure to submit reports by the deadline date. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマの設定、今後の進め方について説明 

2. テーマ設定のための文献検索を行い文献リスト作成 

3. テーマ設定のために学術書を読む１ 

4. テーマ設定のために学術書を読む２ 

5. 学術雑誌・専門雑誌掲載の論文を読む１ 

6. 学術雑誌・専門雑誌掲載の論文を読む２ 

7. 仮説の設定、基礎的な調査や分析実態１ 

8. 仮説の設定、基礎的な調査や分析実態２ 

9. 中間提出後に今後の方針を教員と相談 

10. 研究計画の作成（目的、方法、仮説を明確に計画を完成させる） 

11. 分析や調査実態１ 

12. 分析や調査実態２ 

13. 分析結果をもとに考察し、結論を文章化する 

14. 結論として自分が主張したいことを中心に文章をまとめ研究を完成 

 

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

別途提示される課題表を見た上で、２つの課題について最終的にレポート（各 4000 字以上）として提出すること。担当教員と相談

し計画を立て、必要な準備を行うことが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

２つの課題レポートの内容および口頭試問の結果を総合的に評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進め方については履修ガイダンスで説明するので、必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DE855 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業研究２ 

(Graduation Research 2) 

担当者名 

（Instructor） 

橋本 晃(HASHIMOTO AKIRA) 

是永 論(KORENAGA RON) 

黄 盛彬(HWANG SEONGBIN) 

木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

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） 
CMS4900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習に属さない者が、メディア社会学科の諸領域を幅広く学習することにより、社会学士として実社会に出るのにふさわしい見識

を獲得することを目指す。  

 

By learning a wide range of fields set by Department of Communication and Media Studies, we aim to gain insights suitable for 

entering the real society as a Bachelor of Sociology who are not part of the seminar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

メディア社会学科から提示された４課題のうち、２つの課題を選択し、その課題について研究を進め、レポートを作成し、口頭試問

に合格することで、単位が認定される（ただし、「卒業研究１」で選択した課題は「卒業研究２」では選択できない）。詳細は履修ガ

イダンスで説明する。締切日は遵守すること。 

 

Of the tasks presented by Department of Communication and Media Studies, choose two tasks, advance research on them, 

achieve the tasks such as preparing reports, and acquire credits by passing(However, the subject selected in “Graduation 

Research 1” can not be selected in “Graduation Research 2”). For details, refer to the instruction manual and the graduation 

research guidance document. Be sure to submit reports by the deadline date. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマの設定、今後の進め方について説明 

2. テーマ設定のための文献検索を行い文献リスト作成 

3. テーマ設定のために学術書を読む１ 

4. テーマ設定のために学術書を読む２ 

5. 学術雑誌・専門雑誌掲載の論文を読む１ 

6. 学術雑誌・専門雑誌掲載の論文を読む２ 

7. 仮説の設定、基礎的な調査や分析実態１ 

8. 仮説の設定、基礎的な調査や分析実態２ 

9. 中間提出後に今後の方針を教員と相談 

10. 研究計画の作成（目的、方法、仮説を明確に計画を完成させる） 

11. 分析や調査実態１ 

12. 分析や調査実態２ 

13. 分析結果をもとに考察し、結論を文章化する 

14. 結論として自分が主張したいことを中心に文章をまとめ研究を完成 

 

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

別途提示される課題表を見た上で、２つの課題について最終的にレポート（各 4000 字以上）として提出すること。担当教員と相談

し計画を立て、必要な準備を行うことが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

２つの課題レポートの内容および口頭試問の結果を総合的に評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進め方については第１回目の授業で説明するので、必ず出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■DK001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会学原論１ 

(Principles of Sociology 1) 

担当者名 

（Instructor） 

片上 平二郎(KATAKAMI HEIJIRO) 

須永 将史(SUNAGA MASAFUMI) 

生井 英考(IKUI EIKO) 

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） 
SOX1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学の基本的な考え方や概念・方法を，社会学がこれまでなにを問うてきたかを検討することから学び，その特徴を理解する。 

 

We learn the basic ideas, concepts, and methods of sociology from examining what sociology has asked so far and understand 

its characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学とはどのような学問なのだろうか。それはなにを問いの対象とし，他の学問とは異なるどのようなことを明らかにしてきたの

だろう。この講義では，社会学がこれまで展開してきたさまざまな概念や命題について検討し，社会学がもつ独自の思考法を身

につけていく。 

 

What kind of discipline is sociology? What is the subject of the sociological question, and what has been uniquely examined and 

understood within sociology? In this course, we examine various concepts and propositions that sociology has developed so far 

and unique methods of sociological thinking.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会学の発想 

3. 個人と社会① 

4. 個人と社会② 

5. 逸脱 

6. 相互作用① 

7. 相互作用② 

8. 資本と資本主義① 

9. 資本と資本主義② 

10. 資本と資本主義③ 

11. 国家と権力① 

12. 国家と権力② 

13. 国家と公共性 

14. 現代の社会学 

 

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

授業後にレジュメを参照して必ず復習をしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー，出席，小レポート，授業への貢献度など(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007、『社会学』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメの配布等に Blackboardを用いるので，使えるようにしておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会学原論２ 

(Principles of Sociology 2) 

担当者名 

（Instructor） 

李 美淑(LEE MISOOK) 

貞包 英之(SADAKANE HIDEYUKI) 

菅野 摂子(SUGANO SETSUKO) 

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） 
SOX1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会学原論１」を踏まえて，社会学の個別領域の広がりを理解するとともに，主要な領域についての基礎的知識を身につける。 

 

The purpose of this class is to understand the extent of each field in sociology based on the "Essential Sociology 1" and to 

acquire basic knowledge of the especially important fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学はきわめて多様なテーマを問うことができる学問である。現代社会に生起するさまざまな問題を社会学はどのように解明

できるのだろうか。この講義では，社会学が研究するいくつかの個別領域について検討し，現代社会に対する社会学的アプロー

チを身につけていく。 

講義は，労働・消費・環境をめぐる第 1 のパート，家族・ジェンダー・福祉をめぐる第 2 のパート，都市・エスニシティ・宗教をめぐる

第 3 のパート，マスコミュニケーション・ジャーナリズム・メディアをめぐる第 4 のパートからなる。各クラスの授業内容は「共通レジ

ュメ」に基づくが，それぞれのクラスで異なる事例の紹介や解説がなされる場合がある。 

 

Sociology deals with a very broad range of issues. How can sociology solve the various problems that arise in modern society? 

In this course, major areas studied by sociology and sociological approaches related to them are concretely introduced. 

 The lecture consists of the first part on labor, consumption and environment, the second part on family, gender and welfare, 

the third part on city, ethnicity and religion, and the fourth part on mass communication, journalism and media. Though the 

content of each class is based on "common resume", there are cases in which different examples are introduced and explained 

in each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 労働 

3. 消費 

4. 環境 

5. 家族 

6. ジェンダー 

7. 福祉 

8. 都市 

9. エスニシティ 

10. 宗教 

11. マスコミュニケーション 

12. ジャーナリズム 

13. メディア 

14. 総括 

 

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

授業用レジュメを参照し必ず予習・復習をしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー，出席，小レポート，授業への貢献度など(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一, 浜日出夫, 藤村正之, 町村敬志、2007、『社会学』、有斐閣 (ISBN:4641053707) 

2. Anthony Giddens、2009、『社会学（第 5 版）』、而立書房 (ISBN:4880593508) 
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3. 松田健、2008、『テキスト現代社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623049760) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメの配布等に Blackboardを用いるので，使えるようにしておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会調査法１ 

(Social Research Methods 1) 

担当者名 

（Instructor） 

二階堂 晃祐(NIKAIDO KOSUKE) 

脇田 彩(WAKITA AYA) 

横山 智哉(YOKOYAMA TOMOYA) 

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） 
SOX1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の意義と諸類型に関する基本事項を理解し，社会学研究の方法的基礎を身につける。 

 

Acquiring basic knowledge about the meaning of social research and its various types, as well as the methodological foundation 

of sociological research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査史，社会調査の目的，調査方法論，調査倫理，調査の種類と実例，量的調査と質的調査など，資料やデータの収集か

ら分析までの諸過程に関する基礎的な事項を，実例をもとに概説する。 

 

We deal with the fundamentals of the process from data collection to data analysis, such as history of social research, purpose 

of social research, research methodology, research ethics, types and examples of social surveys, quantitative and qualitative 

social research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か（社会学と社会調査，社会調査の目的と意義，社会調査の種類，実例の紹介，量的調査と質的調査，社

会調査士資格など） 

2. 社会調査の歴史（社会調査の始まり，近代化と社会調査，社会変動と社会調査，社会学における社会調査の洗練化，日本

の社会調査の歴史など） 

3. 社会調査の種類（統計調査，事例調査など） 

4. 社会調査の注意点・倫理・プロセス（プライバシーの配慮，ステレオタイプ，調査が現実をつくる，インフォームド・コンセント，

ハラスメントの回避，コンフィデンシャリティ，社会調査のプロセスの説明など） 

5. 情報収集法（社会学的想像力，先行研究を調べることの重要性，図書館やデータベースの活用方法，統計データの調べ

方，過去の調査データの調べ方など） 

6. 「記述的問い」と「説明的問い」（「記述的問い」と「説明的問い」の区別，因果関係，仮説とは何かなど） 

7. 社会測定１（構成概念と操作概念，指標，直接測定と間接測定，デュルケームの『自殺論』，測定モデルなど） 

8. 社会測定２（独立変数と従属変数，理論仮説と操作仮説，ホーソン効果，測定の妥当性など） 

9. 調査設計の 4 類型と尺度水準（横断的調査，パネル調査，繰り返し調査，比較調査，縦断的調査，各類型の具体例の紹

介，回顧法，名義尺度，順序尺度，間隔尺度，比例（比率）尺度など） 

10. 標本抽出１（全数調査[悉皆調査]と標本調査，母集団と標本，無作為抽出法と有意抽出法，アメリカ大統領選と世論調査な

ど） 

11. 標本抽出２と調査票調査（割り当て法，無作為抽出の重要性，標本誤差と非標本誤差，調査票調査の手順，予備調査，プ

リテスト，自記式と他記式など） 

12. 調査票調査の種類（面接調査法，留め置き調査法，郵送調査法，電話調査法，集合調査法，インターネット調査法，どの調

査方法が望ましいかなど） 

13. 質的調査の基本（量的調査と質的調査の特徴，質的データの作成，聞き取り調査，参与観察，ドキュメント分析など） 

14. 質的調査の実際（ベッカー『アウトサイダーズ』，ウィリス『ハマータウンの野郎ども』など） 

 

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

あらかじめ教科書の指定の範囲に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内の課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大谷信介ほか、2013、『新・社会調査へのアプローチ－論理と方法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

 

参考文献（Readings） 

1. 盛山和夫、2004、『社会調査法入門』、有斐閣 (ISBN:978-4641183058) 
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2. 原純輔・海野道郎、2004、『社会調査演習 第 2 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130520195) 

3. 原純輔、2016、『社会調査 : しくみと考え方』、左右社 (ISBN:978-4865281651) 

4. 轟亮・杉野勇、2017、『入門・社会調査法 : 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-4589038173) 

5. W. Lawrence Neuman. 2012. Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches (3rd Edition). Pearson 

(ISBN:978-0205863679) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会調査法２ 

(Social Research Methods 2) 

担当者名 

（Instructor） 

高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

矢吹 康夫(YABKI YASUO) 

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） 
SOX1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査法１の内容を踏まえて、社会調査の設計と実施方法について，質的調査法と量的調査法に分け，調査の企画・設計，デ

ータの収集・整理・分析までを講義する。 

 

This course is the second step of learning social research.The course objective is to understand methods both of survey and 

qualitative research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査の具体的な手順や方法を検討する。質的調査法では，その種類と代表的な作品，テーマの設定，調査対象者との関係

形成，データの整理と分析・解釈をあつかう。量的調査法では，調査票調査の企画・設計・実施方法，調査票の作成，サンプリン

グの意味と方法，実査，エディティング，コーディング，データ・クリーニングについてあつかう。 

 

The course will deal with methods of social research. Students will learn basic ideas, methods and procedures for both survey 

and qualitative research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方と社会調査法 

2. 質的調査法の種類と作品 

3. テーマ設定からフィールドへ 

4. 質的データの収集： フィールドワーク，インタビュー 

5. 質的データの分析・解釈・まとめ方 

6. 調査票調査の企画と設計 

7. 仮説の構成 

8. 調査票の作成（1） 

9. 調査票の作成（２） 

10. サンプリングの理論 

11. サンプリングの方法 

12. 調査票調査の実施 

13. 調査データの整理 

14. 社会調査は何を明らかにしてきたか 

 

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

社会調査法１の内容を十分に理解していることを前提として授業を進める。必要に応じて社会調査法１の復習をすること。また、

各回の授業後はテキストを参照しながら復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(74%)/授業への参加度(26%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大谷信介ほか、2013、『新・社会調査へのアプローチ―理論と方法』、ミネルヴァ書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻・早退をしない、私語をしないなどの受講マナーを守ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会調査法３ 

(Social Research Methods 3) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

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） 
SOX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

標準的な社会調査法の授業として，数量データの分析法の基礎を扱う。2 変数間の関連の分析に習熟し，分析結果を的確に整

理できるようにする。 

 

This course as a standard class to teach social research methods applies students' knowledge of descriptive, inferential and bi-

variate statistical techniques in analyses of sociological data sets. Using a standard statistical program, students will learn to 

select appropriate procedures, interpret statistical output, and communicate quantitative findings, hypothesis testing and 

statistical inference. 

 

授業の内容（Course Contents） 

度数分布表，比率の推定，クロス集計，χ二乗検定，クラメールの V，クロス表のエラボレーション，代表値（平均値，中央値，最頻

値），平均値の推定，分散，標準偏差，標準得点，相関係数，因果関係と相関関係，統計的資料の整理と提示法について，理解

し，実際にデータを分析してみる。 

 

Students are required to familiarize themselves with the use of Excel and SPSS to learn these statistical procedures in 

analyses of sociological data set: frequency table, ratio estimation, cross tabulation, chi-square test, Kramer's V, cross table 

elaboration, representative value (mean value, median value, mode value), mean value estimation, variance, standard deviation, 

standardization, correlation coefficient, causality and correlation, and so on. In addition, students are instructed to write a paper 

to demonstrate their ability to select appropriate procedures, interpret statistical output, and communicate quantitative findings, 

hypothesis testing and statistical inference. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：質的変数と量的変数 

2. 調査データの点検，コーディング 

3. 度数分布表，代表値（平均値・中央値・最頻値） 

4. 複数の変数間の関係，相関と因果 

5. クロス集計表の分析 

6. χ2 乗検定，クラメールの V 

7. 三重クロス表，疑似相関とエラボレーション 

8. 標本と母集団，統計的検定 

9. 統計的分析の基礎，平均，分散，標準偏差 

10. 平均の差の検定，t検定，分散分析 

11. 共分散，相関係数 

12. 統計資料の整理 度数分布表のグラフ表示 

13. 統計資料の整理 クロス表のグラフ表示 

14. 報告書の読み方・書き方 

 

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

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加(30%)/平常点（随時の宿題および課題レポート）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自のテキストを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷信介ほか、2013、『新・社会調査へのアプローチ――理論と方法』、ミネルヴァ書房 

2. 森岡清志編、2007、『ガイドブック社会調査』、日本評論社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は PC 実習を含め積み上げ型で進むので，欠席をすると遅れを取り戻すのが難しくなる。できる限り出席し，やむを得ず

欠席した場合には，配付テキストを必ず熟読し実習をして，次回授業に臨むこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 

(Introductory Seminar for Sociological Research) 

担当者名 

（Instructor） 
社会学部教員が担当 

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） 
SOX1020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラスは春学期末に社会学部掲示板で発表する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢大学で研究すること｣を経験するとともに，その基礎を学ぶ。 

 

Students will acquire research experience in university and learn its basics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学での学びは，自ら問いを立てて，この問いに沿って研究をすすめ，成果をまとめるという過程である。この演習ではこうした一

連の過程を経験するために「PBL（Project Based Learning）」という方式を導入し，自分たちの問題意識に従ってテーマを設定し，

自分たちで仮説を立て，データを集め，なんらかの答えを出して最終レポートにまとめていく。このなかで，レジュメ作成や報告・討

論のしかた，レポート執筆上のルールやマナーなど，研究（学び）のために必要な基礎的能力を身につけていく。 

演習形式の授業は，講義形式のもの以上に毎回の出席と授業への積極的な参加が要求されるので，この点をよく理解して履修

すること。 

なお課題量、クラスの進め方などは、担当教員によって異なる。 

 

Learning in university involves establishing questions, advancing researches based on these questions, and summarize their 

findings. This seminar uses Project Based Learning (PBL) to allow students to experience these processes. Students will 

choose subjects they are interested in, establish their hypotheses, collect data, derive their answers, and compile them in final 

papers. Among these, students will acquire basic ability to research (learn), including creating summary, reporting, discussing, 

and following rules in academic writing. 

Before enrolling, students should understand that seminar-format class has more requirements than lecture-format class. 

Seminar-format class emphasizes attendance and active participation. 

Assignment volume and class advancement differ from professor to professor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション−大学で学ぶということ 

2. テーマ設定について 

3. 仮説の設定について 

4. データ収集について 

5. レジュメ作成について 

6. 報告・討論について 

7. レポート執筆上のルール 

8. レポート執筆上のマナー 

9. テーマ設定とグルーピングについて 

10. フィールド調査について 

11. 発表について 

12. 報告書の作成について（１） 

13. 報告書の作成について（２） 

14. まとめ 

 

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

準備学習も含め，授業に関連する情報を掲示することがあるので，よく注意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席，通常のゼミ時での貢献，最終レポート等によって評価を行う。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

事前に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業で指示する。 



 - 458 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前にテキストを読み、最初の授業でレポートを提出する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Introduction to Sociology A 

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） 
SOX2031 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.Students will learn sociological concepts in English.   

2.Students will develop critical thinking skills. 

3.Students will learn how to write a cohesive and persuasive paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

First, this course promotes students’ critical and creative thinking through reading and discussing introductory textbooks for 

sociology in English. Second, students will be assigned to lead a discussion on social issues in class. Students will also be 

encouraged to participate actively in various discussions on social issues. Third, this course will help equip students with 

academic writing skills.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Academic reading: What is sociology? 

3. Academic reading: Sociological imagination 

4. Academic reading: Sociology as social Sciences 

5. Academic reading: Culture 

6. Academic reading: Culture and Society 

7. Academic presentation and discussion 

8. Academic presentation and discussion 

9. Academic presentation and discussion 

10. Academic presentation and discussion 

11. Academic writing: Logical thinking and writing strategies 

12. Academic writing: Thesis statement and topic sentence writing 

13. Academic writing: Paragraph writing 

14. Wrap- up discussion 

 

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

Students are required to complete all reading assignments before class, and to be ready to play an active role in class by 

contributing to class discussion and activities.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

assignment to lead discussion)(70%)/Final paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A.Giddens, M.Duneier, R.Appelbaum, and D.Carr. 2013. Essentials of Sociology. W.W. Norton: New York (ISBN:9780393918830) 

2. Richard T. Schaefer. 2010. Sociology.. McGraw Hill International Edition: New York (ISBN:9780070172371) 

3. W. Chambliss and D. Eglits. 2014. Discover Sociology.. Sage Publications: Los Angeles (ISBN:9781483300832) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This course is offered only to non-native speakers of English.   

 

注意事項（Notice） 

 

 

■DK102 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Introduction to Sociology B 

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） 
SOX2031 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.Students will learn sociological concepts in English.   

2.Students will develop critical thinking skills. 

3.Students will learn how to write a cohesive and persuasive paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

First, this course promotes students’ critical and creative thinking through reading and discussing introductory textbooks for 

sociology in English. Second, students will be assigned to lead a discussion on social issues in class. Students will also be 

expected to participate actively in various discussions on social issues. Third, this course will help equip students with academic 

writing skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Academic reading: What is inequality? 

3. Academic reading: Social stratification 

4. Academic reading: Social class 

5. Academic reading: Global inequality 

6. Academic reading: How does global inequality affect your life? 

7. Academic presentation and discussion 

8. Academic presentation and discussion 

9. Academic presentation and discussion 

10. Academic presentation and discussion 

11. Academic writing: Logical thinking and writing strategies 

12. Academic writing: Thesis statement and topic sentence writing 

13. Academic writing: Paragraph writing 

14. Wrap- up discussion 

 

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

Students are required to complete all reading assignments before class, and to be ready to play an active role in class by 

contributing to class discussion and activities.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

assignment to lead discussion)(70%)/Final paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A.Giddens, M.Duneier, R.Appelbaum, and D.Carr. 2013. Essentials of Sociology. W.W. Norton: New York (ISBN:9780393918830) 

2. Richard T. Schaefer. 2010. Sociology.. McGraw Hill International Edition: New York (ISBN:9780070172371) 

3. W. Chambliss and D. Eglits. 2014. Discover Sociology.. Sage Publications: Los Angeles (ISBN:9781483300832) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This course is offered only to non-native speakers of English. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

■DK103 

科目コード／科目名 抽選登録／Introduction to Sociology C 
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（Course Code / Course Title） 

担当者名 

（Instructor） 
李 美淑(LEE MISOOK) 

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） 
SOX2031 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is intended as an invitation to think sociologically about the world. The aim of this course is to develop the 

sociological literacy of students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to introduce students to a range of basic sociological principles so that they can develop their own 

sociological imagination. Each class will have a brief lecture on weekly reading material, a student presentation, and student-led 

discussion. Students are required to actively engage in discussion a number of topics such as inequality, (digital) media, public 

sphere, gender, race and ethnicity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: the sociological imagination 

2. Social Action 

3. Social Structures and Power 

4. Social Theory: Social Action and Structure 

5. Social Change and Social Movements 

6. Gender and Feminism 

7. Gender and Social Movement (1)  

8. Gender and Social Movement (2) 

9. Public Sphere and Media 

10. Journalism and Press Freedom 

11. Digital Media and Democracy  

12. Globalization and Immigration 

13. Race and Ethnicity 

14. Wrap-Up Discussion 

 

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

All readings for the course are available for download as PDF files from the Blackboard. Students are required to submit their 

short reading essay (print-out) to the instructor each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(40%)/Student Presentation(30%)/Reading Essay(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2013. Sociology 7th edition. Polity Press 

2. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2017. Essential Concepts in Sociology 2nd edition. Polity Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Lecture & Discussion on Social Issues A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Globalization 

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） 
SOX3131 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.Students will be equipped with the theoretical, conceptual, and empirical tools to analyze and understand the global issues 

that affect us. 

2.Students will learn to engage in logical discussions and advocate their points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course aims to promote students’ understanding of a variety of perspectives on different dimensions of globalization. 

Based on reading assignments, lectures, and student presentations, students will be encouraged to participate actively in 

various discussions on globalization. With regards to intercultural objectives, learning about globalization will provide 

opportunities for students to develop their own ways of dealing with cultural diversity and cultural conflicts in the future.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Conceptualizing Globalization 

3. TED Talk on Global issues 

4. Theories of Globalization 

5. TED Talk on Global issues 

6. Globalization and the World Economy 

7. Debates on global issues 

8. Global Governance 

9. TED Talk on Global issues 

10. Global Information Flows 

11. TED Talk on Global issues 

12. Globalization and Media  

13. Debates on global issues 

14. Wrap-up discussion 

 

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

Students are required to complete all reading assignments before class, and to be ready to play an active role in class by 

contributing to class discussion and activities. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

presentations)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. George Ritzer. 2011. Globalization: The Essentials. Wiley-Blackwell (ISBN:9780470655603) 

2. Frank J. Lechner and John Boli eds. 2012. The Globalization Reader. Fourth edition. Wiley-Blackwell (ISBN:9780470655634) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■DK112 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Lecture & Discussion on Social Issues B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Globalization 

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） 
SOX3131 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.Students will be equipped with the theoretical, conceptual, and empirical tools to analyze and  

 understand the global issues that affect us.  

2.Students will learn to engage in logical discussions and advocate their points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course aims to promote students’ understanding of a variety of perspectives on different dimensions of globalization. 

Based on reading assignments, lectures, and student presentations, students will be encouraged to participate actively in 

various discussions on globalization. With regards to intercultural objectives, learning about globalization will provide 

opportunities for students to develop their own ways of dealing with cultural diversity and cultural conflicts in the future 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Overview: What is globalization?  

3. TED Talk on Global issues 

4. Global Culture and Cultural Flows 

5. TED Talk on Global issues 

6. Debates on global issues 

7. TED Talk on Global issues 

8. Global Flows of Migrants 

9. TED Talk on Global issues 

10. Global Environmental Flows 

11. TED Talk on Global issues 

12. Debates on global issues 

13. TED Talk on Global issues 

14. Wrap-up discussion 

 

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

Students are required to complete all reading assignments before class, and to be ready to play an active role in class by 

contributing to class discussion and activities.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

presentations)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. George Ritzer. 2011. Globalization: The Essentials. Wiley-Blackwel (ISBN:9780470655603) 

2. Frank J. Lechner and John Boli eds. 2012. The Globalization Reader. Fourth edition. Wiley-Blackwell (ISBN:9780470655634) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■DK113 

科目コード／科目名 抽選登録／Lecture & Discussion on Culture A 
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（Course Code / Course Title） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学(Cultural Anthropology) 

担当者名 

（Instructor） 
小村 明子(KOMURA 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） 
SOX3231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The final goals of this course are the acquisition of academic knowledge of cultural anthropology and of active English skills 

through lectures, discussion and assigned presentations in English. 

 

(英語によるレクチャーとディスカッション、最終発表を課すことによって、英語での学識およびアクティブな英語力を習得すること

が最終目標である。) 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is an introduction to cultural anthropology. In class the instructor gives lectures about the topics written in the 

Course Schedule and students discuss the topics. Readings and a short report are assigned for each topic. Students also 

research about their own topic and make a final presentation and submit a final report.  

 

(この授業は英語による文化人類学入門である。授業では、授業計画に記載したテーマについて、講義および学生によるディスカ

ッションを行う。リーディング・アサインメントおよび小レポートを各回の宿題として課す。また学生は各自テーマを決めて研究し、

最終発表を行ってレポートを提出する。) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation/Introduction（オリエンテーション／イントロ） 

2. Introduction to Cultural anthropology（文化人類学入門） 

3. Fieldwork（フィールドワーク） 

4. History of Mankind（人間の歴史） 

5. Culture(1)（文化（１）） 

6. Culture(2)（文化（２）） 

7. Language(1)（言語（１）） 

8. Language(2)（言語（２）） 

9. Love, Marriage and Family（愛と結婚と家族） 

10. Religion（宗教） 

11. Islam（イスラーム） 

12. Japanese culture（日本文化） 

13. Multiculturalism（多文化主義） 

14. Final presentations（最終発表）＋ Final report due (最終リポート締切） 

 

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

Students are required to read the assigned readings in preparation for the class discussion and submit a short report. They are 

also encouraged to work little by little on their own research to prepare a final report.(学生は事前にテーマについてのリーディ

ング教材を読み、ディスカッションの準備を行うこと。また小レポートを提出すること。最終レポートを提出するために、少しずつ調

べていくこと。) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(Class Participation)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/最終発表(Final Presentation)(20%)/ディスカッション

参加（Participation to the class discussion)(15%)/リーディング・アサインメント(Reading assignments)＋小レポート(Short 

Reports)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook used. Reading materials will be provided. 

(テキストは使用しない。リーディング教材を配布する。) 

 

参考文献（Readings） 

To be mentioned as needed.（必要に応じて適宜指示する。） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Lecture & Discussion on Culture B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教人類学(Religious Anthropology) 

担当者名 

（Instructor） 
小村 明子(KOMURA 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） 
SOX3231 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The final goals of this course are the acquisition of academic knowledge of religious anthropology and of active English skills 

through lectures, discussion and assigned presentations in English. 

 

(英語によるレクチャーとディスカッション、最終発表を課すことによって、英語での学識およびアクティブな英語力を習得すること

が最終目標である。) 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is an introduction to religious anthropology. In class the instructor gives lectures about the topics written in the 

Course Schedule and students discuss the topics. Readings and a short report are assigned for each topic. Students also 

research about their own topic and make a final presentation and submit a final report. 

 

 

 (この授業は英語による宗教人類学入門である。授業では、授業計画に記載したテーマについて、講義および学生によるディス

カッションを行う。リーディング・アサインメントおよび小レポートを各回の宿題として課す。また学生は各自テーマを決めて研究し、

最終発表を行ってレポートを提出する。) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation/Introduction（オリエンテーション／イントロ） 

2. What is religion?（宗教とは何か？） 

3. Shintoism（神道） 

4. Buddhism（仏教） 

5. Japanese Buddhism（日本の仏教） 

6. Syncretism in Japanese religion（神仏習合） 

7. Christianity（キリスト教） 

8. Islam（イスラーム） 

9. Shamanism（シャーマニズム） 

10. Japanese New Religions（日本の新宗教） 

11. Anime, Manga and Religion（アニメ、漫画と宗教） 

12. Religious diversity in the U.K.（イギリスにおける宗教の多様性） 

13. Essence of religion（宗教の本質） 

14. Final presentations（最終発表）＋ Final report due (最終レポート締切） 

 

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

Students are required to read the assigned readings in preparation for the class discussion and submit a short report. They are 

also encouraged to work little by little on their own research to prepare a final report.(学生は事前にテーマについてのリーディ

ング教材を読み、ディスカッションの準備を行うこと。また小レポートを提出すること。最終レポートを提出するために、少しずつ調

べていくこと。) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（Class Participation）(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/最終発表（Final Presentation)(20%)/ディスカッショ

ン参加 (Participation to the class discussion)(15%)/リーディング・アサインメント(Reading assignments)＋小レポート(Short 

reports)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook used. Reading materials will be provided. 

(テキストは使用しない。リーディング教材を配布する。) 
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参考文献（Readings） 

To be mentioned as needed.（必要に応じて適宜指示する。） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Lecture & Discussion on Media and Communication A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mass Communication in Digital and Global Age 

担当者名 

（Instructor） 
李 美淑(LEE MISOOK) 

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） 
SOX3331 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this course is to provide students with opportunities to present and discuss topics of media culture in digital and 

global age. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to introduce students to a range of topics pertaining to contemporary media culture so that they can 

develop their own critical approach to the phenomena. Each class will have a brief lecture, a student research presentation 

based on reading material, and class discussion. Students are required to actively engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Class Guidance 

2. Media and Society: Understanding the Media Effects  

3. Media in Digital Age: Understanding the Filter Bubble  

4. Democracy in Digital Age?  

5. Youth Media Usage in Japan and World  

6. Why Press Freedom matters?    

7. Analytical Approach to Media Culture  

8. Media Culture: Animation in Global Age 

9. Media Culture: Popular Music in Global Age  

10. Media Culture: TV Dramas in Global Age 

11. Media Culture: Gender and Media Representation   

12. Media Culture: Media Contents Industry in Global Age  

13. Expression in the Media 

14. General Discussion  

 

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

All readings for the course are available for download as PDF files from the Blackboard. Students are required to submit their 

short reading essay (print-out) to the instructor each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(30%)/Student Presentation(35%)/Reading Essay(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Campbell, Richard, Christopher R. Martian, and Bettina Fabos. 2017. Media & Culture: Mass Communication in Global Age. 

Bedford/St. Martin’s 

2. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2013. Sociology 7th edition. Polity Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Lecture & Discussion on Media and Communication B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Media and Social Construction in Digital Age 

担当者名 

（Instructor） 
李 美淑(LEE MISOOK) 

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） 
SOX3331 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this course is to provide students with opportunities to examine the relationship between media and society, and the 

role of media in global and digital age. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to introduce students to a range of perspectives, issues, and phenomena pertaining to the media in 

digital age so that they can develop their own critical approach to understand the relationship between media and society, and 

the role of media. This course consists of lecture & discussion part and student presentation part. Students are required to 

actively engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Class Guidance 

2. The Development of Media and Media Convergence 

3. Media Effect and Critical Perspective (1)  

4. Media Effect and Critical Perspective (2)  

5. Mass Media and Society: Understanding the role of media (1)  

6. Mass Media and Society: Understanding the role of media (2)  

7. Normative theories of Media (1): News, Journalism and Press Freedom 

8. Normative approach on the role of Media (2): Public sphere and Democracy 

9. Echo chamber and Filter bubble (1)  

10. Echo chamber and Filter bubble (2)  

11. Short Presentation of Group Research Theme  

12. Gender and Democracy in Digital Age 

13. Student research presentation (1) 

14. Student research presentation (2) 

 

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

All readings for the course are available for download as PDF files from the Blackboard. Students are required to submit their 

short reading essay (print-out) to instructor before starting the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(25%)/Reading Essay(25%)/Group Presentation(25%)/Final Term Paper(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Campbell, Richard, Christopher R. Martian, and Bettina Fabos.. 2017. Media & Culture: Mass Communication in Global Age. 

Bedford/St. Martin’s 

2. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2017. Essential Concepts in Sociology 2nd edition. Polity Press 

3. Jürgen Habermas. 1992. The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. 

Polity 

4. Cass R. Sunstein. 2007. Republic.com 2.0. Princeton University Press 

5. Eli Pariser. 2011. Filter Bubble. Penguin Press 

6. Paddy Scannell. 2007. Media and Communication. Sage 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DK121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Writing Academic English A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Culture 

担当者名 

（Instructor） 
楠 浩恵(KUSUNOKI HIROE) 

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） 
SOX3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) Write a research paper in English. 

(2) Learn the skills necessary to write a good research paper in English. 

(3) Read a book written in English. 

(4) Give a presentation.  

 

授業の内容（Course Contents） 

(1) Learn the skills necessary to write a good research paper in English. 

(2) Read a lot. 

(3) Write a lot.  

(4) Work on one's research paper. 

(5) Give a presentation. 

There are plenty of opportunities for students to work independently, with a partner, and with a group. Students can work on 

several different writing activities such as brainstorming, drafting, and editing, as well as other activities such as reading model 

texts, discussing and doing exercises in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Part I. Introduction 

1 Overview 

2. Part I. Introduction 

1 Overview 

3. Part II. Planning & Researching 

2 Initial Planning 

4. Part II. Planning & Researching 

3 Planning & Organizing 

5. Part II. Planning & Researching 

4 Researching 

6. Part III. Writing the Research Paper 

5 Writing the Research Paper: Introduction, Body & Conclusion 

7. Part III. Writing the Research Paper 

5 Writing the Research Paper: Introduction, Body & Conclusion 

8. Part III. Writing the Research Paper 

5 Writing the Research Paper: Introduction, Body & Conclusion 

9. Part III. Writing the Research Paper 

6 Completing the Research Paper 

10. Part III. Writing the Research Paper 

6 Completing the Research Paper 

11. Part III. Writing the Research Paper 

6 Completing the Research Paper 

12. Part III. Writing the Research Paper 

6 Completing the Research Paper 

13. Presentation Preparation  

14. Presentation 

Final Report Due 

 

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

Give instruction as necessary. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Presentation(20%)/Reading Assignment & Report(20%)/Discussion(10%)/Attendance and 

participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉田友子、2008、『アカデミックライティング入門 英語論文作成法』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766422122) 

 

参考文献（Readings） 

Give instruction as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 473 - 

■DK122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Writing Academic English B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Self Improvement 

担当者名 

（Instructor） 
楠 浩恵(KUSUNOKI HIROE) 

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） 
SOX3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) Write an essay in English. 

(2) Learn the skills necessary to write a good essay in English. 

(3) Read a book written in English. 

(4) Give a presentation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1) Learn the skills necessary to write a good essay in English. 

(2) Read a lot. 

(3) Write a lot. 

(4) Work on one's essay. 

(5) Give a presentation. 

There are plenty of opportunities for students to work independently, with a partner, and with a group. Students can work on 

several different writing activities such as brainstorming, drafting, and editing, as well as other activities such as reading model 

texts, discussing and doing exercises in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Process Writing 

2. 1 Pre-Writing: Getting Ready to Write 

3. 2 The Structure of a Paragraph 

4. 3 The Development of a Paragraph 

5. 4 Descriptive Paragraphs 

6. 5 Opinion Paragraphs 

7. 6 Comparison / Contrast Paragraphs 

8. 7 Problem / Solution Paragraphs 

9. 8 The Structure of an Essay 

10. 9 Outlining an Essay 

11. 10 Introductions and Conclusions 

12. 11 Unity and Coherence 

13. Presentations 

14. Presentations 

Final Report (Final Essay) Due 

 

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

Give instruction as necessary. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Presentation(20%)/Reading Assignment & Report(20%)/Discussion(10%)/Attendance & 

Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Zemach, Dorothy E., and Ghulldu, Lisa A.. 2012. Writing Essays from Paragraph to Essay. Macmillan (ISBN:9780230415928) 

 

参考文献（Readings） 

Give instruction as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DK123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Writing Academic English C 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Sociology 

担当者名 

（Instructor） 
楠 浩恵(KUSUNOKI HIROE) 

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） 
SOX3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) Write a research paper in English. 

(2) Learn the skills necessary to write a good research paper in English. 

(3) Read a book written in English. 

(4) Give a presentation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1) Learn the skills necessary to write a good research paper in English. 

(2) Read a lot. 

(3) Write a lot. 

(4) Work on one's research paper. 

(5) Give a presentation. 

There are plenty of opportunities for students to work independently, with a partner, and with a group. Students can work on 

several different writing activities such as brainstroming, drafting, and editing, as well as other activities such as reading model 

texts, discussing and doing exercises in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 1 Review of the Essay 

3. 2 Choosing a Topic  

4. 3 Peer Review 

5. 4 Researching 

6. 5 Outlining 

7. 6 Avoiding Plagiarism 

8. 7 The Language of the Research Paper 

9. 8 Writing the First Draft 

10. 9 In-Text Citations 

11. 10 Academic Language 

12. 11 Editing Your Paper 

13. 12 Presenting Your Research 

14. Final Presentation 

Research Papaer Due 

 

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

Give instruction as necessary. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Presetation(20%)/Reading Assignment & Report(20%)/Discussion(10%)/Attendance & 

Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Dorothy E. Zemach, Lisa A. Ghulldu, Carlos Islam, Robyn Brinks Lockwood. Writing Research Papers. Macmillan 

 

参考文献（Readings） 

Give instruction as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DK125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study Program (Sydney) 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 元宏(KOIZUMI MOTOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX2473 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

人数制限科目（25 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

2019 年 3 月 26 日付変更（変更事由：時間割変更のため） 

変更以前の曜日時限：春学期 (Spring Semester) 火曜日(Tue) ４時限 1104 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル社会学の視点を通じて、これまで気づかなかった都市に生きる人々の生活や、文化的・社会的事象を見出す能力を

身につけること。さらに、英語での発表やビジュアル資料等を用いて、それらを自らの視点から表現していく力を身につけることを

目標とする。 

 

This course consists of a one-month overseas study program and preliminary research in Tokyo. By the end of the course, 

students should: 

1. Develop perspectives in understanding the lifestyles and social issues in different cultures. 

2. Explain own thoughts through presentations and discussions in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本での事前授業では、シドニーでの研修に向けての研究計画や渡航手続き等についての必要な準備を行う他、グループ・フィ

ールドワークやプレゼンテーションなどを行う。現地での英語研修では、日本でのプレイスメントテストの結果に応じたクラスで他

国の学生と一緒に英語の授業を受ける。また、共同リサーチ・プロジェクトにも参加し、現地学生のサポートを受けながらリサーチ

を行う。その他、特別講義や企業訪問、現地でのさまざまなアクティビティにも参加する。以上を踏まえ、これまで自らが見ていな

かった「他者」の「生」を見出し、それを国際的に発信していく力を身につけてほしい。 

 

The program comprises English language classroom instruction in Australia, and lectures on global sociology, including field 

research. Also, during the program, there are opportunities to communicate with the alumni of Rikkyo University, perform 

collaborative research with local students, and other social/cultural activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前授業：イントロダクション 

2. 事前授業：オリエンテーション①（現地プログラムの詳細説明）  

3. 事前授業：グループワーク 

4. 事前授業：グループワーク 

5. 事前授業：グループワーク 

6. 事前授業：英語プレイスメントテスト 

7. 事前授業：オリエンテーション②（渡航前ガイダンス） 

8. 事前授業：グループワーク（プレゼンテーション） 

9. ニューサウスウェールズ大学での研修 

10. ニューサウスウェールズ大学での研修 

11. ニューサウスウェールズ大学での研修 

12. ニューサウスウェールズ大学での研修 

13. ニューサウスウェールズ大学での研修 

14. ニューサウスウェールズ大学での研修（プレゼンテーション） 

 

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

事前授業からニューサウスウェールズ大学での授業・リサーチまで、これまで見てこなかったさまざまな人々の「生」や、文化的・

社会的事象を見ていくために、積極的に授業外での調査研究・および語学学習に取り組んでいくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研修時のプレゼンテーション(20%)/研修時のテーマ研究のレポート(30%)/事前授業への積極的参加と貢献(20%)/研修先での評価

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Principles of Sociology 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Social Construction of Reality 

担当者名 

（Instructor） 
李 美淑(LEE MISOOK) 

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） 
SOX2011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

人数制限科目（10 名） 

2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students are required to comprehend and utilize the primary sociological concepts and theoretical perspectives to apply those 

to their lifeworld. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides students with an overview of the field of sociology. Students will explore the basic sociological concepts, 

primary sociological theoretical perspectives and methodological approaches to interpret everyday lifeworld. In particular, 

students will learn and discuss the role of media in social construction of reality. Each class has a reading material and students 

are required to complete reading the assigned material before the class. Students are strongly encouraged to participate in the 

class discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  Introduction: Class Guidance 

2. Sociological Imagination 

3. Sociological Theories (1) Functionalism and Conflict theory 

4. Sociological Theories (2) Symbolic Interaction and Mass Communication 

5. Relating theoretical perspectives to current issues 

6. Sociological Research and Sociological Methods 

7. Social Construction of Reality (1) 

8. Social Construction of Reality (2) 

9. Conflicts and Media (1) Inquiry into Gender 

10. Conflicts and Media (2) Inquiry into Race/Ethnicity 

11. Culture and Media (1) Political Economy 

12. Culture and Media (2) Cultural Studies 

13. Short Presentation on Research Theme of Final Term Paper  

14. General Discussion 

 

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

All readings for the course are available for download as PDF files from the Blackboard.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(20%)/Reading Essay(30%)/Oral Presentation(20%)/Final Term Paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2013. Sociology 7th edition. Polity Press 

2. Anthony Giddens and Phillp W. Sutton. 2017.  Essential Concepts in Sociology 2nd edition. Polity Press 

3. Campbell, Richard, Christopher R. Martian, and Bettina Fabos. 2017. Media & Culture: Mass Communication in Global Age. 

Bedford/St. Martin’s 

4. Gaye Tuchman. 1980. Making News: A study in the Construction of Reality. Free Press 

5. Peter L. Berger and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. 

Anchor 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DK127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Global City 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 弥香子(SUZUKI MIKAKO) 

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） 
SOX2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

人数制限科目（10 名） 

2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose of this course is (1) to give students a basic understanding of theories concerning global city, (2) to give a broad 

coverage of particular cases in Tokyo as a global city and a comprehensive picture of what is really going on in the global city, 

and (3) to cultivate critical thinking skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The term, ‘global city’ may evoke the image of something positive and bright; however, global cities such as Tokyo, in reality, 

have a bright side and a dark side. With the Tokyo Olympics just around the corner, governmental agencies and media have 

actively engaged in making Tokyo more attractive for global business and tourism. But, such activities often ignore the 

perspectives of the socially disadvantaged and neglect issues such as inequality and poverty. Like other global cities, Tokyo has 

faced many challenges. This course will mainly focus on Tokyo, discuss the particular cases in depth, and depict the various 

aspects.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course guidance 

2. Globalization and Globalism 

3. Global City Theory 

4. Tokyo as a Global City 

5. Global Cities in the World 

6. Gentrifications and Displacement 

7. Social Exclusion and Underclass 

8. Neoliberalism and Social Minorities 

9. Multiculturalism 

10. Ethnic Groups and Transnationalism 

11. Ethnic Business and Everyday Multiculturalism 

12. Cosmopolitanism (1) 

13. Cosmopolitanism (2) 

14. Summary and Conclusions 

 

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

Students are required to read articles or chapters of books suggested during the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Report(40%)/Active participation in discussions(30%)/Reflection paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided during the classes or uploaded on the Blackboard.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／International Relations 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Transnational Politics: Theories and Practices 

担当者名 

（Instructor） 
パーク，Ｃ．(PARK CHRIS HYUNKYU) 

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） 
SOX2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

人数制限科目（10 名） 

2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course explores fundamental political concepts such as power, reconciliation, peace, and coexistence in a range of 

contexts and at a variety of levels. The course encourages dialogue and debate, promoting students the capacity to interpret 

theories and case studies in local and global issues to ensure a transnational perspective. The course offers students to 

develop an in-depth understanding of national, regional, and global dimensions of political relations and interactions by shedding 

particular lights on non-state actors such as human agency, nongovernmental organization, and local dynamics in the global 

politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

What is the concept of transnational politics in the age of globalization? What constitutes the globe intact? Who governs it? Who 

or what are the main actors and how can we understand their approaches and behaviors to resolve the differences? 

Conventional answers to these questions have largely focused on the nation-state as the dominant agent, equating world 

politics with international relations. However, this course begins by highlighting the historical background to past and 

contemporary transnational politics. Then it will explore some of the key concepts and ideas as well as the major theoretical 

approaches to understanding politics beyond the state boundaries. Lastly, the course reconsiders the concepts of 

reconciliation, human rights, economic inequality, development, diaspora, and environmental issues in the context of 

transnational politics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (Interdisciplinary Approach) - Theoretical Perspectives on International Relations, Transnationalism, and 

Globality 

2. Empire, Imperialism, Colonialism and Postcolonialism 

3. Race, Ethnicity, Class, and Diaspora 

4. Cold War to Neoliberalism  

5. Power, Protest, and Social Mobilization  

6. Gender Politics  

7. (Guest Speaker) - TBA 

8. Genocide and Mass Killing 

9. Reconciliation and Reparations: Come to Terms with the Past 

10. Militarization and Demilitarization: Everyday Life in Okinawa, Jeju, and Palestine 

11. Growth and Environment 

12. (Guest Speaker) - TBA 

13. Group Presentation 

14. Final Test 

 

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

Welcome to OW425／International Relations. This course is an interdisciplinary introduction to the core transnational ideas, 

imaginations, and debates concerning non-state agencies over the last two hundred years. It is my sincere hope that each 

student will do well in the course.  

To reach the successful goal, students must do the responsibilities and requirements outlined in the syllabus. 

 

1. Attend Classes.   

2. Participate in creating the class a productive and enjoyable learning experience for all. 

3. Ask questions. 

4. All cell phones and other electronic communication devices are to be turned off during class (Contact the instructor if this is 

a problem and will work this out). 

5. Complete and hand in assignments on time. 

6. Take Test on the date they are scheduled. 
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7. Inform the instructor of any concerns or questions.  

8. Make suggestions on how the course could be improved.  

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Writing Assignments + Group Presentation(20%)/Participation (Quizzes, Class Participation, and etc.)(20%)/最終テスト(Final 

Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John C. Torpey (ed). 2003. Politics and the Past: On Repairing Historical Injustices. Rowman & Littlefield 

2. Jill Vickers and Annette Isaac (eds.). 2012. The Politics of Race: Canada, the United States, and Australia. University of 

Toronto Press 

3. Vera Mackie. 2003. Feminism in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality. Cambridge University Press 

4. Cynthia Enloe. 2014. Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. University of California 

Press 

5. Jeffrey Broadbent. 1998. Environmental Politics in Japan: Networks of Power and Protest. Cambridge University Press 

You are not required to purchase the books on the list. The reading materials will be provided by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／Civil Society Organization (NGO/NPO) and Corporate Social 

Responsibilities 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
NGOs approaches over Business and Human Rights issues. 

担当者名 

（Instructor） 
寺中 誠(TERANAKA MAKOTO) 

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） 
SOX2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

人数制限科目（10 名） 

2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Understanding the Business and Human Rights global trends and their implication on Corporate Social Responsibilities. 

Defining actors on the issue, such as business sectors, NGOs and governments, and how the UN is conceptualising the issue. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both in fields of business ethics and law, Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming an area of huge interest among 

various parts of the community. Firstly initiated over management of environmental issues, the matter of CSR is now expanding 

its scope to corporate governance and human rights issues, globally and locally. the UN and Civil Society Organisations are 

actively taking parts on setting up mechanisms for its respective fields. The course will take up the issue in the larger extent 

with a  knowledge of backgrounds.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The emerge of the CSR perspectives in the civil society and their implications into human rights field. 

2. The basic concept of the legal context on Business and Human Rights. Is this an International Law playground? 

3. "Businesses Under Trial";  How the civil society constituted "Social Problems" by criticising businesses? 

4. "The Empire Strikes Back"- The failure of the "Norms of Responsiblities"; how the UN reform in 2005 killed the hard law 

approach? 

5. "Raggie Framework 2008"; How the civil society reacted on the new soft law approach, ?  

6. "UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011", a landmark progress. 

7. "Human Rights Due Diligence" as a new method to implement CSR, supported by the concept of "Multi-Stakeholders 

Approach". 

8. Conflict Diamond and the Kimberley Process -Case study A. Armed conflict in question with businesses. 

9. Conflict Minerals and the "Dodd-Frank" - Case study B. What is the so-called "conflict economy"? 

10. Coffee and Chocolates - Case study C. The global market is designed to support a global extreme poverty. 

11. Modern Slavery - Case study D. A revised concept of Slavery is applicable to various business scenes. 

12. Managing CSR within the organisation - due diligence, human resource management, defining out "stakeholders" and 

regulating procedures and contracts. 

13. Revisiting "Rights Based Approach", merging up development aids into international human rights instruments.  

14. "No One is Left Behind"to be combined with "Conflict As Our Property"; is the current approach of SDGs appropriate in 

terms of resolving social problems?  

 

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

Students are required to search on respective documents in advance in relation to each topic. 

Take notes during the class, and sum them up after the class. It usually takes an hour for each of pre and post studies. 

Students are also required to present response sheets after the class to reflect their understanding. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Responses given during classes(30%)/Response sheets (in-class points)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Shall indicate during classes as nessesary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Business and Human Rights Resource Centre 

<https://www.business-humanrights.org/> 



 - 485 - 

UN OHCHR Business and Human Rights 

<https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/businessindex.aspx> 

 

注意事項（Notice） 
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■DK131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK131／現代社会論 

(Contemporary Society Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「近代化」から「複数の近代」へ 

担当者名 

（Instructor） 
小山 裕(KOYAMA YUTAKA) 

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） 
SOX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「近代化理論」と呼ばれる思考枠組みの批判的検討を通じ、現代社会の諸問題を精密に把握するための概念と理論を習得す

る。 

 

Through a critical examination of the conceptual framework known as modernization theory, students will acquire concepts and 

theories for grasping the problems of contemporary society with high precision. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会学のみならず、およそすべての人文・社会諸学は「現在」に関わる。このことは、しかし、「現在」だけを観察していればよい

ということを意味しない。むしろ「現在」を理解するためには、「私たちが生きているこの社会はいかにして成立したのか」という問

いへの取り組みが不可欠である。事実、過去の代表的な社会学は、さまざまな観点からこの問題に取り組んできたのである。 

 この講義では社会変動に関する代表的な理論の学習を通じて、社会学の基本的な考え方や理念、基礎概念をより深く理解す

ることを目的とする。同時に「複数の近代」論の立場から、過去の社会理論の批判的検討を通じて、「近代社会とはいかなる社会

か」という問いにも取り組む。事例は政治や経済などの個別分野から社会全体の変容まで幅広く取り上げる。 

 

Nearly all fields of study in culture and the humanities, not only sociology, involves the present day. However, this does not 

imply that observing the present alone is sufficient. Rather, in order to understand the present it is imperative to address the 

question of how the society in which we live came about. In fact, typical sociology in the past has approached this issue from 

various points of view. 

The objective of this course is a deeper understanding of basic thinking, principles, and concepts in sociology, through the study 

of representative theories concerning social change. At the same time, through the critical examination of past social theories 

seen from standpoints of "multiple modernities" theory, the course will address questions of what sort of society our 

contemporary society is. Case studies will broadly examine transformation, from individual fields such as politics and the 

economy to society as a whole. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代化理論の構図 

2. 経済の社会学（１）：産業化 

3. 経済の社会学（２）：資本の論理 

4. 経済の社会学（３）：宗教と経済 

5. 経済の社会学（４）：消費社会 

6. 政治の社会学（１）：民主化 

7. 政治の社会学（２）：法と政治 

8. 政治の社会学（３）：民主主義の変容 

9. 政治の社会学（４）：宗教と政治 

10. 公共性の社会学（１）：公共空間 

11. 公共性の社会学（２）：機能分化社会 

12. 公共性の社会学（３）：公共性の構造転換 

13. 公共性の社会学（４）：自由と尊厳 

14. 近代化論から「複数の近代」論へ 

 

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

事前に配布資料に目を通す（１時間） 

特に関心をもった文献について復習する（２時間） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/講義内でのワーク(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

オリジナル教材を使用する。自分でプリントアウトして持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 見田宗介、1996、『現代社会の理論』、岩波書店 (ISBN:978-4004304654) 

2. シーダ・スコチポル、2007、『失われた民主主義』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766414196) 

3. ナオミ・クライン、2001、『ブランドなんか、いらない』、大月書店 (ISBN:978-4272330614) 

4. ユルゲン・ハーバーマス、1994、『公共性の構造転換』、未來社 (ISBN:978-4624011239) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK132／自己と他者の社会学 

(Sociology of Self and Others) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

さまざまな自己と他者の関係を検討することを通じて、自己という現象に対する社会学

的なアプローチを学び、現代の個人とコミュニケーションをめぐる問題の社会的な奥行き

について想像力を広げる。 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 敏彦(OGURA TOSHIHIKO) 

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） 
SOX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな自己と他者の関係を検討することを通じて、自己という現象に対する社会学的なアプローチを学び、現代の個人とコミ

ュニケーションをめぐる問題の社会的な奥行きについて想像力を広げる。 

 

Students will learn sociological approaches to the phenomenon of the self through examination of the relationships between 

varied "selfs" and others, and will broaden their imagination concerning the social depth of problems surrounding the 

contemporary individual and communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自己に対する社会学的アプローチの特徴は、自己の生成・変容を、他者との関係性において分析するところにある。この講義で

はその切れ味を理解するために、〈私〉の固有性の証と考えられている「個性」や「主体性」や「内面」が、特定の社会関係のなか

で生み出された一種の幻想であることを示していく。現代の自己および自己と他者の関係において起きている問題を根本から考

えるには、こうした発想の転換が必要である。ただし、〈私〉をめぐる観念が幻想であると知ったところで、私たちはその幻想から簡

単に脱け出せるわけではない。私たちはなぜ〈私〉に固執するのか、なぜ他者とのコミュニケーションに悩むのか、その社会学的

／実存的な理由についても考える。 

 

The distinctiveness of the sociological approach to the self lies in analyzing the generation and transformation of the self in 

relation to others. In order to understand its incisiveness, the course will show that “individuality,” “subjectivity,” and “the inner 

side,” considered evidence of the uniqueness of “I,” are types of illusion created within specific social relationships. Such a 

paradigm shift is necessary for fundamental consideration of issues occurring in the contemporary self and in relationships 

between the self and others. However, understanding that the notion of "I" is an illusion does not allow us to easily escape from 

that illusion. The course also considers the sociological/existential reasons for why we adhere to "I" and why we struggle in 

communication with others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 自己／他者のいない世界 

2. 〈私〉のなかの他者（１） G.H.ミード 

3. 〈私〉のなかの他者（２） R.D.レイン 

4. 〈主体性〉の神話（１） R.ジラール 

5. 〈主体性〉の神話（２） 作田啓一 

6. 〈私らしさ〉の上演 E.ゴフマン 

7. 〈心の通じあい〉の逆説（１） G.ベイトソン 

8. 〈心の通じあい〉の逆説（２） N.ルーマン 

9. 〈プライバシー〉の形成 N.エリアス 

10. 〈自律的な個人〉の誕生 M.フーコー 

11. 〈自律的な個人〉の消滅 D.リースマン 

12. 〈親密な関係性〉の変容 A.ギデンズ 

13. 〈独りでいること〉の不安 常時接続化する社会 

14. 〈他者とつながること〉の困難 友愛のための想像力 

 

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

リアクションペーパーと最終レポートを書くために、必要に応じて参考文献を読み、授業のなかで考えたことをメモしておくこと。不

明なところは積極的に質問すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー１(20%)/リアクションペーパー２(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷正人・奥村隆、2009、『コミュニケーションの社会学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12392-2) 

2. 奥村隆、2013、『反コミュニケーション』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-50135-7) 

その他の参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 490 - 

■DK133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK133／成熟社会論 

(Matured Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
超高齢社会／人口減少社会における社会構想 

担当者名 

（Instructor） 
天田 城介(AMADA JOUSUKE) 

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） 
SOX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ポスト経済成長時代」とでも呼ぶべき今日において「超高齢社会／人口減少社会」に立ち現れている諸問題について理解すると

同時に、老いや高齢化をめぐる社会変動の歴史的ダイナミズムを析出したうえで、「成熟」の観点からあるべき社会について構想

する。 

 

While gaining understanding of issues that have emerged in today's highly aged society / depopulating society, an age that could 

be termed the post-economic growth era, students will think about the form society should take after educing the historical 

dynamism of social changes involving old age and aging. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後日本社会において「老い」と「高齢化」をめぐる現象はいかなる変容を遂げたのかを理解するために、ポスト経済成長時代の

超高齢社会／人口減少社会の諸問題を理解したうえで、個人の「老い」への捉え方がいかに変容してきたのかを考察していくと

同時に、社会の「老い＝高齢化」がどのように関係してきたのかを考えていく。こうした考察のもと、「ポスト経済成長時代」におけ

る「超高齢社会／人口減少社会」に求められる新たな社会を構想していく。 

 

In order to understand what kind of changes the phenomena surrounding old age and aging have brought about in postwar 

Japanese society, students will, with an understanding of the problems of the highly aged society / depopulating society in the 

post-economic growth era, consider how the ways in which individuals view "old age" have changed, while also thinking about 

how society’s idea of "old age = aging" has been related. Students will then draw on these considerations to contemplate the 

new society required by the highly aged society / depopulating society of the post-economic growth era. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 超高齢化社会／人口減少社会の社会学・1 

2. 超高齢化社会／人口減少社会の社会学・2 

3. ポスト経済成長時代の超高齢社会／人口減少社会の社会学・1 

4. ポスト経済成長時代の超高齢社会／人口減少社会の社会学・2 

5. 生存の歴史社会学・1――老いの現代史 戦前～戦後 

6. 生存の歴史社会学・2――老いの現代史 戦後～1980 年代 

7. 生存の歴史社会学・2――老いの現代史 1990 年代～現在 

8. 地域間再配分の現在・1――戦後日本型生存保障システムからの脱却 

9. 地域間再配分の現在・2――戦後日本型生存保障システムからの脱却 

10. 世代間関係をめぐる現在――団塊世代の世代間関係を中心に 

11. 「女性の貧困」の歴史社会学 

12. 少子化／人口減少のもとでの社会構想 

13. ポスト経済成長時代の超高齢社会／人口減少社会の社会構想 

14. 総括・まとめ 

 

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

 毎回、授業前にその前の回に配布した資料やレジュメに必ず目を通した上で出席すること。また、授業の最後に提示する課題

に必ず取り組むこと。加えて、授業で紹介した参考文献等も積極的に読み込むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート（授業時間内に複数回実施）(45%)/平常点（授業中に複数回実施するコメントペーパ

ー）(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用しない。毎回、講義資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

その都度、参考文献は授業内で紹介していきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

天田城介のホームページに関連情報があるため、可能であればそちらも参照すること。 

http://www.josukeamada.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DK134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK134／公共性の社会学 

(Sociology of the Public Sphere) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティにおけるガバナンスの国際比較 

担当者名 

（Instructor） 
西山 志保(NISHIYAMA SHIHO) 

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） 
SOX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

欧米やアジアの諸都市で発生しているコミュニティの問題に対して，政府や市場，市民など多様な主体が協力しながら問題解決

に取り組む過程を，ガバナンス(協治)という視点から捉え，そのメカニズムや役割分担を考察する。 

 

Students will analyze community issues in Europe, US, and Asia, as well as problem resolution process involving government, 

market, citizen, and other parties. Students will do these through governance perspective, while analyzing its mechanisms and 

roles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まちづくりや都市再生を促すガバナンスの実態を，都市政策やパートナーシップ政策との関わりや市民セクターの活動実態，行

政との協働などから分析する。とりわけ草の根レベルで活動を担う市民活動団体（NPO／ NGO），社会的企業の具体的なケー

ス・スタディの国際比較から，問題解決能力を身につけることを目指す。 

 

Students will analyze current state of city building and revitalization by referring to relationships between city and partnership 

policies, activity of citizen sector, and collaboration with government. Students will be able to solve issues by comparing 

specific global case studies of social enterprise, NPO, and NGO working in shadow of public spotlight. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 福祉国家の転換とガバナンス論の広がり 

3. ガバナンス型まちづくりとは何か 

4. ガバナンスを担う社会的企業の可能性 

5. パートナーシップ政策とガバナンス(イギリス) 

6. イギリスの事例分析 

7. 新自由主義的ガバナンスの行方(アメリカ) 

8. アートによる地域再生(フランス) 

9. ゲストスピーカーによる講演 

10. アセット・マネジメントとまちづくり 

11. 中心市街地の再生（日本） 

12. 日本の事例（映像） 

13. コミュニティガバナンスの可能性 

14. まとめ 

 

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） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

西山八重子編『分断社会と都市ガバナンス』（日本経済評論社 2011） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

 

  



 - 494 - 

■DK135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK135／現代社会変動論 

(Contemporary Social Change) 

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） 
SOX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代社会の変動を、社会学の基礎知識を用いて、歴史的でグローバルな視点から大づかみに捉えるとともに、社会を構成する

集団・組織・コミュニティの変動について理解する。 

 

The objective of the course is to enable students to see contemporary social change broadly in historical and global 

perspectives and understand how groups, organizations, and communities in which we are involved are changing as parts of the 

society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私たちの生きている社会は、どこから来てどこへ行くのか。私たちは、この変化にどのようにかかわることができるのか。社会学

は、この問いに答えるために生まれてきた。この授業では、「社会学原論」の次の段階として、産業革命以降の社会変動を大づか

みに捉えたうえで、とくに 1970年代以降の先進工業国の社会構造の変化について概説する。 

 講義は大きく二部に分かれる。第一部は「社会変動論の源流」と題して、19 世紀から 20 世紀初頭の社会学者（サンシモン、コ

ント、スペンサー、マルクス、テンニエス、デュルケム、ジンメル、ウェーバー）を取り上げ，市民革命と産業革命が社会変動を扱う

学問として社会学を生みだしたことを理解してもらう。第二部は「現代社会の構造と変動」と題して、現代的視点から資本主義と世

界システムの変動、都市化とコミュニティ、グローバル化と都市、官僚制型組織、労働社会の変貌などを扱う。毎回、レジュメを配

布し、対話型の講義をする。 

 

Where has the society in which we live come from and where will it move on to? How can we engage in changes of the society? 

These are the original questions of sociology from its beginning. The aim of the course is to review the changes of modern 

societies since the industrial revolution and to understand the structure and change of contemporary advanced societies. The 

contents of the course are composed of two parts. The first part, the origins of the conception of social change, introduces 

students to classic theories of sociologists in the 19th and early 20th centuries including Claude Saint-Simon, August Comte, 

Herbert Spencer, Karl Marx, Ferdinand Toennies, Emile Durkheim, Georg Simmel, and Max Weber, illuminating the fact that 

sociology as a discipline dealing with social change was shaped under the impact of bourgeois and industrial revolutions; The 

second part, structure and change of contemporary societies, discusses topics such as social evolution and the change of 

world-system, urbanization and local communities, globalization and urban restructuring, bureaucratization and network 

organization, changing working world and so on. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会の構造と変動――社会変動とは社会構造の変動である 

3. 予見するために見る――サンシモンとコント 

4. 社会進化と資本主義――スペンサーとマルクス 

5. コミュニティの衰退――テンニエスとデュルケム 

6. 近代の悲劇――ジンメルとウェーバー 

7. 資本主義と工業化――世界システムの変動 

8. 都市化とコミュニティ――コミュニティの存続と変容(1) 

9. 都市化とコミュニティ――コミュニティの存続と変容（2） 

10. グローバル化と都市――情報都市・グローバル都市・創造都市 

11. 官僚制という組織――官僚制化のゆくえ 

12. 労働社会の変貌――労働の疎外と柔軟化 

13. 階級構造と社会移動――不平等の構造化と構造再編 

14. まとめ 

 

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

 テキストは準備学習用であり、第 1 回目に配布するレジュメに掲載されている授業単元とテキストとの対照表を参考に準備学習

を進めること。また、授業時に配付するレジュメにも参考文献リストがついているので、各自、関心のある文献を選んで読むことが

望ましい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパーの提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ギデンズ、2009、『社会学 第 5 版』、而立書房 (ISBN:ISBN 978-4-88059-350-0) 

テキストは準備学習用であり、教室に持参する必要はない。授業時に配付するレジュメは授業終了後、Blackboardから取得でき

る。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

質問は、授業終了時およびオフィスアワーで受け付ける。リアクションペーパーによる質問も歓迎するが、全体へのフィードバック

が必要と判断される場合にのみ、次回授業時に回答する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 496 - 

■DK141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／文化の社会理論 

(Social Theory and Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人類学と社会学の交差点から考える 

担当者名 

（Instructor） 
木村 自(KIMURA MIZUKA) 

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） 
SOX2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
現代文化学科１年次（自動登録） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化を分析するための理論や概念を習得することで、日常生活に潜む身近で多様な文化現象を新たな視点から理解する力を獲

得する。 

 

This course explores new perspectives for understanding various cultural phenomena in our daily lives through learning 

analytical theories and concepts of cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちはしばしば、「文化の違い」という言葉を用いて、どこかに「日本文化」や「中国文化」や「ドイツ文化」があるかのように考え

てしまいがちです。でも、「文化の違い」は本当にそれほど明確な境界線で切り分けられているものなのでしょうか。「文化」はどの

ように世代を越えて受け継がれ、どのように私たちの血肉となっていくのでしょうか。近代科学が世界を覆いつくしてしまったら、

「文化の違い」はなくなるのでしょうか。この講義では、（文化）人類学と社会学が相互に影響を与え、共通して探求してきた文化

理論を取り上げて解説します。もちろん理論の話だけではつまらないので、異文化の事例や身近な経験に関して議論し、写真や

映像資料を一緒に見ながら考えます。 

 

We tend to consider that there are tangible entities such as “Japanese culture”, “Chinese culture” or “German culture” and so 

forth by using the phrase “cultural difference”. But do these “cultural differences” really have clear boundaries? How does this 

“culture” transfer through generations? How does it become a part of ourselves? Will these “cultural differences” disappear if 

the modern sciences cover our entire globe? This course explains cultural theories of anthropology and sociology which have 

been trying to answer these questions. In order to make this course engaging, we will discuss various personal experiences of 

different cultures and use image slides and videos. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―社会学と文化人類学 

2. 文化を内側から理解するということ―言葉と文化 

3. 文化を内側から理解するということ―文化と身体技法 

4. 文化を内側から理解するということ―文化と実践知 

5. 家族と親族（１） 

6. 家族と親族（２） 

7. 経済と贈与（１） 

8. 経済と贈与（２） 

9. 儀礼と境界（１） 

10. 儀礼と境界（２） 

11. 病と文化 

12. 自然と文化（１） 

13. 自然と文化（２） 

14. まとめと復習 

 

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

毎回の授業で提示する参考文献を探して、できるだけ読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席およびリアクションペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 山下晋司、2005、『文化人類学入門：古典と現代をつなぐ 20のモデル』、弘文堂 (ISBN:4335561067) 

2. 田辺繁治、2003、『生き方の人類学：実践とは何か』、講談社 (ISBN:4061496557) 

3. 前川啓治ほか、2018、『21 世紀の文化人類学』、新曜社 (ISBN:4788515826) 

4. 太田好信ほか、2005、『メイキング文化人類学』、世界思想社 (ISBN:4790711021) 

その他参考文献は授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業の形式】授業は写真や映像などの視覚資料を多用する。また、授業中に学生に発言を求めることがある。 

【フィードバック】毎回提出されるリアクションペーパーの一部を翌週に配布し、コメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK142／都市社会論 

(Study of Urban Society) 

担当者名 

（Instructor） 
高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

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） 
SOX2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市社会を捉えるための基本的な視点と方法を学ぶことを通して、自らが生きる場としての都市について考える力を養う。 

 

The objective of this course is to introduce key concepts of urban sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市という社会は、どのような特徴を持ち、どのような変化を遂げてきたのか。そしてどこに向かおうとしているのか。このことを捉

えるための視点と方法を、都市社会学が蓄積してきた知見と方法を中心に検討していく。授業計画は以下を予定しているが受講

生の関心などに応じて変更することもある。 

 

What features does urban society have? What kind of change has urban society made, and what is the future of it? The class 

will examine the present and future of urban society from the viewpoint of urban sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 都市とは／都市社会学とは 

3. 都市社会学の始まり：シカゴとシカゴ学派 

4. 都市社会学の基礎(1)：アーバニズム 

5. 都市社会学の基礎(2):社会-空間構造 

6. 都市社会学の基礎(3):地域コミュニティ 

7. 都市社会学の基礎(4):社会的ネットワーク 

8. 都市の現在を捉える(1):都市の発展段階 

9. 都市の現在を捉える(2):情報化・グローバル化と都市 

10. 都市の現在を捉える(3):インナーシティ 

11. 都市の現在を捉える(4):郊外 

12. 都市の現在を捉える(5):市民活動 

13. 都市の現在を捉える(6):都市と災害 

14. まとめ 

 

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

本講義は社会学原論１を履修済みであることを前提とする。必要に応じて社会学の基礎知識を学んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

テキストに記載されているもののほか、授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1)当然のことではあるが遅刻・早退をしないこと、私語をしないことなど、受講マナーを守ること。マナーを守らない受講生につい

ては厳しく対応する。 

2)毎回リアクションペーパーの提出を求める。採点の対象とはしないが、意見・感想・質問などを自由に記入して提出すること。寄

せられた内容については授業内で適宜コメントする。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK143／グローバル社会論 

(Global Society) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 みゆき(HASHIMOTO MIYUKI) 

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） 
SOX2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国境を超えて「移動する」・「つながる」・「帰属する」といった社会現象に、もはや誰も無縁ではいられない。グローバル・マイグレ

ーションが刻々と進展するこの「社会」について、社会学的な分析視点を使って、また従来の認識を修正しながら、具体的・多面

的に理解することができる。 

 

We can no longer stand apart from social phenomena that is ‘migrating’, ‘connecting’ and ‘belonging’ beyond the national border. 

To understand such society, where global migration has more progressed than ever before, we can take in account of concrete 

and multi-faceted methodology from a standpoint of sociological analyses while also modifying conventional perceptions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化が進み、国境を越えた社会の結びつきが一層緊密化・複雑化してきた。従来社会学が取り扱ってきた家族、階層、

労働、福祉、社会運動、教育、アイデンティティなどあらゆる社会現象も、もう一国の枠内で完結しているわけではない。私たちが

いる日本社会の変容を、トランスナショナルの視点から捉えてみよう。 

 

Globalization has progressed, and nexus between each individual community and its national border has become closer and 

more complex. All types of societal phenomena --family, class, labor, welfare, social movements, education, identity, and the like 

-- that conventional sociological frames have no longer applicable, as they no longer play out within the framework of single 

countries. We must try to grasp the transformations of the Japanese society from a transnational perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：現代社会へのトランスナショナルな接近 

2. 国民国家とシティズンシップの変容 

3. トランスナショナルな移民ネットワーク 

4. 労働市場と外国人労働者の受け入れ 

5. 映像資料から考えるグローバルな社会生活 

6. 階層構造のなかの移民，マイノリティ 

7. グローバル化と家族の変容 

8. グローバル化のなかの福祉社会 

9. 移民／外国人の子どもたちと多文化の教育 

10. 人の国際移動とジェンダー 

11. 途上社会の貧困，開発，公正 

12. ゲスト講演：多国籍企業と労働者 

13. 在日朝鮮人一世のジェンダーとアイデンティティ 

14. まとめ 

 

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

・在日外国人や国内外の移民政策などに関する本やニュースに日頃から目を通し、その時々の社会的文脈に置いて考えてみる｡ 

・テキストおよび授業時に紹介する参考文献を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内提出物(10%)/小レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮島・佐藤・小ヶ谷編、2015、『国際社会学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17406-1) 

毎回の授業への持参を求めるものではないが、予習・復習・試験で活用すること。 

テーマごとにレジュメ・資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田・大矢根編、2011、『グローバル社会の国際関係論〔新版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04988-8) 

他は授業時に紹介する｡ 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時事の話題やゲストスピーカーの都合などにより、スケジュールを変更する可能性あり。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK144／環境社会論 

(Environment and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境はどのようにして社会的な価値を獲得してきたか 

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） 
SOX2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「生ける環境」が抽象的・客観的なものとして理解されがちな現在を問い返しながら、環境の社会的な理解について社会学の見

地から理解する。 

 

Students will acquire environmental and social understanding through sociology perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境のグラウンデッドな考え方を時間と空間から考えるとともに、環境社会学の３つの潮流（地域社会学、社会運動論、被害構造

論）から生まれてきた主な理論を理解する。また、近接諸分野の動向にも留意しながら、環境社会学の幅広いテーマを具体的な

事例に即して紹介する。授業では映像を多用する。講義内容は順番を入れ替えることがありうる。 

 

Students will think about environment grounded thinking andl understand major theories born from the 3 main trends in 

environmental sociology . Videos will be used frequently in class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 環境と社会の語り方：見えなくなった web of life とグローバリズム 

3. アイデンティティとしての環境：風景が映し出す人と社会 

4. リスクの逆機能：誰が何をリスクと見なすのか 

5. 「当たり前」が失われる―「当たり前」でなくなるスタンダード 

6. 一方通行の「自然保護」と相互作用としての「自然保護」 

7. ローカルであることとグローバルであること 

8. 「暮らし」から描かれる自然の「遊び」 

9. 資源とエネルギー：片利共生・相利共生からみえる地図 

10. 市民参加という命題 

11. 環境の近代を読み解く１ 

12. 環境の近代を読み解く２ 

13. 環境の近代を読み解く３ 

14. まとめ 

 

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

テキストの事前講読とメモの作成、リアクションペーパーの事後提出など。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

聞くこと、読むこと、書くことを重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関礼子他、2009、『環境の社会学』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK145／現代文化論 

(Contemporary Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代の文化現象を考察するカルチュラルスタディーズの方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
小森 真樹(KOMORI MASAKI) 

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） 
SOX2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）現代社会における文化について基礎的な分析概念によって理解し、言語化できる。 

（2）「文化」という概念について批判的に捉えることができる。 

（3）  授業内容の理解を超えて自ら調査した対象を分析することができる。 

 

(1) Students can understand and verbalize culture in contemporary society through fundamental analytical concepts. 

(2) Students can view concepts of culture critically. 

(3) Students can go beyond an understanding of class content to analyze the subjects of their own investigations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では現代社会の文化現象について、歴史的な背景や地域的な拡がりにも注意深く目をやりながら理解していく。「文化」と

はそもそも何なのかというところから始めて、階層、コミュニケーション、資本、消費社会、植民地主義、ジェンダー、身体、観光、

記憶などの論点を導入しながら多角的に文化を理解する方法を身につける。受講者は「文化理論／文化論／文化研究／カルチ

ュラル・スタディーズ（cultural studies）」と呼ばれる方法の基礎を学ぶことになる。 

 

また、この授業では、「書くこと」と「議論すること」を重視する。毎週 2000 字程度のレポートを提出してもらい、適宜それを元に討

議をする時間も設けて考えを深める。 

 

In this course, students will learn about cultural phenomena in contemporary society while closely observing their historical 

background and regional expansion. Starting from the topic of what "culture" is to begin with, students will learn methods for 

understanding culture from multiple viewpoints, while introducing issues such as hierarchy, communication, capital, consumer 

society, colonialism, gender, the body, tourism, and memory. Course participants will learn the basics of the methods known as 

cultural theory, culture theory, cultural research, and cultural studies. 

The course will also emphasize writing and discussion. Students will be asked to submit a report of about 2,000 characters (in 

Japanese) in length each week, and time will be allocated as required to deepen thinking through discussion based on the 

reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文化とは何か 

3. 文化と階層 

4. コミュニケーションとしての文化 

5. 「文明」と「文化」 

6. 戦後日本の文化 

7. 文化資本論 

8. 消費社会論 

9. 帝国主義論・植民地主義論 

10. ジェンダー論 

11. ネットワーキングする文化 

12. パフォーミングする文化 

13. 観光文化 

14. 文化と記憶 

 

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

・毎週のレポート課題に加えて、授業後には各章に挙げられた参考文献にもあたる癖をつけること。文献は授業内でも適宜紹介

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(20%)/毎週提出するレポート(70%)/コメントシート及び議論への貢献(10%) 

・毎週のレポートは採点基準であるがそれ以上に、書くことによって考えを深めるためのものである。一部は印刷して持参する。

止むを得ない事情で欠席した場合などを考慮して、レポート提出は翌週までであれば加点対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉見俊哉、2018 年、『現代文化論：新しい人文知とは何か』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22076-8) 

・理論的な内容については抽象的な説明も多く、初学者にはやや難解な内容なので注意すること。しかし、指定されたテキストや

配布資料を熟読し、執筆や討議によって考え抜けば決して理解できない内容ではないのでぜひ努力してほしい。 

・「授業計画」に記した内容は変更することがある。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK151／情報社会論 

(Information Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会とデジタル技術 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
SOX2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

概ね 21 世紀以降、本格化したデジタル・メディア時代において、現在進行形である技術革新がどこに向いつつあり、既存の社会

をどのように変容させているかについて、様々な観点から問題化し、理解することを目標とする。 

 

In general, since the 21st century, the digital media era has come. What is the goal of innovation driven by major Tech 

companies, and how are they transforming our society? In this lecture, we aim to study and understand these from various 

viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新デジタル時代における、様々な新分野が孕む諸問題がどこにあるのかについて複眼的に見ていく。 

 

New innovations are occurring one after another in the society of the new digital era. In this course, I will discuss concrete 

cases and think about their theoretical meaning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テック企業と既存産業との対立 

3. インターネットと新自由主義／冷戦終結 

4. 国家・市場・生産・情報社会 

5. ビッグデータとビッグソサエティ 

6. ビッグデータとポストフォーディズム 

7. シリコンバレーのテック企業とアメリカ政府との関係 

8. シリコンバレーのテック企業と EU諸国との対立 

9. ビッグソサエティとシェアリング・エコノミー 

10. 「ハッカー」倫理とは何か 

11. ポスト・スノーデン時代について 

12. ビッグデータと個人情報 

13. AI（人工知能）と新しい雇用 

14. 総括 

 

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） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出欠, リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田伸一郎、2013、『国家とインターネット』、講談社選書メチエ (ISBN:978-4062585507) 

2. 和田伸一郎、2016、『岩波講座現代〈第９巻〉デジタル情報社会の未来  ９巻』（所収、「『新デジタル時代』と新しい資本主

義」）、岩波書店 (ISBN:978-4-00-011389-2) 

その他、適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DK152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／メディア社会学 

(Sociology of Media) 

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） 
SOX2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
メディア社会学科１年次（自動登録） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、メディア社会学を学ぶための学問的基盤を築くことを目的とする。社会の中でのメデイアとコミュニケーションに関わる

さまざまな現象に関する社会学的な諸理論を理解し、「メディアと社会」に関して多角的に考察する力を養う。 

 

In this course, students will aim to acquire intellectual foundation required to learn media sociology. Students will understand 

various sociological theories on wide range of media and communication phenomena in society. Students will think about media 

and society from multiple angles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、「メディアと社会」に関する諸理論を取り上げ、その内容、背景、意義と限界などについて概説する。また、研究者たち

がどのような視角や手法を用いたかについても説明する。履修者は、ただ単にそれらを理解するだけでなく、それを現代のマスコ

ミに応用して考えてほしい。 

 

In this class, professor will select various theories about media and society to explain their content, context, significance, and 

limit. In addition, professor will explain perspectives and methods researchers used. Students will not only understand all of 

these, but also think about how they can apply these to modern mass media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 「なぜメディア研究か？」 

2. メディア史への視点 「メディア」論の成立 

3. マス・コミュニケーションの成立  ｢言論の自由｣論と「印刷革命」論 

4. 近代とマス・メディア 「公共圏」論 

5. ナショナリズムとメディア 「想像の共同体」論 

6. 大衆社会論とメディア 「強力効果」論 

7. 戦争とプロパガンダの理論  

8. 第 2 次世界大戦後の様々なマス・コミュニケーション論 

9. 限定効果論の登場 

10. さまざまな効果論（１）  「議題設定」モデルと「沈黙の螺旋」モデル 

11. さまざまな効果論（２）  「利用と満足」研究と「培養理論」 

12. ｢カルチュラル・スタディーズ｣ の登場 

13. メディア・イベントの展開 

14. まとめ 再び、「なぜメディア研究か？」 

 

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

授業で紹介するのは、各理論のエッセンスに過ぎない。ぜひ、授業中に紹介する文献を実際に読んで、理解を深めて欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内のミニレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない。必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. スタンリー・バラン、デニス・デイビス、2007、『マス・コミュニケーション理論 上』、新曜社 (ISBN:978-4788510500) 

2. スタンリー・バラン、デニス・デイビス、2007、『マス・コミュニケーション理論 下』、新曜社 (ISBN:978-4788510517) 

3. 伊藤守編、2015、『よくわかるメディア・スタディーズ［第２版］』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623072644) 

4. デニス マクウェール、2010、『マス・コミュニケーション研究』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766416664) 

この他、各回、参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 507 - 

本授業は、パワーポイント、板書を用いた講義形式で、映像資料なども適宜用いる。ただし、学生に発言を求めることもある。 

授業内で実施したミニレポートについては、次回授業時に講評を述べることでフィードバックを行う。期末試験については、採点終

了後に、Blackboardを通じてフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK153／メディア・コミュニケーション論 

(Media Communications) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

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） 
SOX2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア・コミュニケーションが歴史的にどのように展開してきたか、そして、現代社会において、私たちの生活にいかに深く組み込

まれているのかを、人文社会科学の多角的視点からアプローチし、ヒトと社会にとってきわめて重要な役割を果たしているメディ

アとコミュニケーションについての理解を深め、メディア・コミュニケーションという観点から現代社会のあり方を批判的に理解する

力を醸成することを目標とする。 

 

This lecture guides students to learn how media communication has historically been developed and how deeply it is embedded 

in our lives in modern society from the multifaceted viewpoint of humanities and social sciences. Its aim is to make students 

deepen their understanding the historical development and socio-cultural significance of media and communication in human 

society and to foster the ability to critically understand the way of modern society from the viewpoint of media communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヒトは、コミュニケーション（情報伝達・意思疎通）を行う際に、多種多様な「シンボル（象徴）」と「メディア」を生み出し、利用してき

た。紙、印刷物、音楽メディア、映像メディア、スマホ、ネットなど、メディアは歴史とともに多層的、複合的に展開し、社会への影響

はきわめて大きい。そこで、本授業では、メディア・コミュニケーションが歴史的にどのように展開してきたか、そして、現代社会に

おいて、私たちの生活にいかに深く組み込まれているのかを、人文社会科学の多角的視点からアプローチする。とくに、現代社

会では、SNSなどのソーシャルメディアをはじめ、多くのコミュニケーションがコンピュータネットワークメディアを媒介するものとな

ってきていることと、メディアを媒介とした人々の活動が織りなす社会的現実＜リアリティ＞が持つ意味に着目し、社会的関係性、

社会的アイデンティティ、国民国家などの形成に関する分析と理解を深めたい。 

 

This lecture guides students to learn how media communication has historically been developed and how deeply it is embedded 

in our lives in modern society from the multifaceted viewpoint of humanities and social sciences. In particular, in our 

contemporary society, more and more communications are mediated by means of computers, i.e., computer-mediated 

communications, such as social media, e.g., SNS. In addition, our activities via media constitutes the social reality more and 

more substantially. This lecture pays careful attention to these societal changes with the expansion of network society and 

explores their significance to lead your deepening understanding on the formation of social relationships, social identity, nation-

states, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーションとメディア 

2. メディア・コミュニケーション研究の地平 

3. コミュニケーションメディアの発展と歴史社会的背景（1）～活字メディア 

4. コミュニケーションメディアの発展と歴史社会的背景（2）～アナログ電子メディア 

5. デジタルメディアによるコミュニケーションの変革 

6. CMC（コンピュータ媒介コミュニケーション）の構造的特質 

7. CMC による社会的現実の構成・自己の変容 

8. 間メディア社会の形成・発展～マスメディアの変容とネットメディア～ 

9. ガバメントとガバナンス～ネットワーク型社会への期待～ 

10. 「つながり」の持つ力～社会的ネットワーク～ 

11. ヒト・モノ・AI～CMC がもたらす社会・コミュニケーションの変革～ 

12. ネット世論～ネットワーク社会における政治的言説の形成～ 

13. デジタルネイティブの時代～技術の展開とライフサイクル～ 

14. デジタルネイティブの時代～メディア・コミュニケーション空間の構造と変容～ 

 

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

講義資料を、事前に授業支援システムにアップする。資料を必ずダウンロードし、閲覧の上、授業に持参すること。また、授業内

容を振り返る機会を授業支援システムで設ける予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業支援システムにおけるリアクション(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 木村忠正、2012、『デジタルネイティブの時代』、平凡社 (ISBN:4582856608) 

2. 木村忠正、2018、『ハイブリッド・エスノグラフィー』、新曜社 (ISBN:4788515830) 

授業内で参考資料、参考文献を示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目担当者の HP も参照すること。 

URL： http://www2.rikkyo.ac.jp/web/tdms/hp.j.html 

 

注意事項（Notice） 
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■DK154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK154／ジャーナリズム論 

(Journalism Study) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
デジタル情報化時代のジャーナリズム 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 晃(HASHIMOTO AKIRA) 

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） 
SOX2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会にはいま、＜メディア批判＞があふれている。人々は三度の食事よりも＜メディア批判＞が好きだ。だが、仔細に見ていくと、

たまたま自分が目にしているところだけ取り出して背景も構造も制約も勘案せぬまま「けしからん」と言っていることが多い。メディ

アとは社会の全体を覆う空気のような存在であり、自分にとっての心理的近さ、「気安さ」がそうさせるのであろうし、その意味で多

くの批判は鏡のように発言者本人に返ってくる。本授業は、こうした＜批判＞からは距離を取り、メディア・ジャーナリズムについ

て深く、内在的かつ実証的に考察していくための基礎を提供することを目標とする。 

 

This course aims to provide a basis for understanding journalism and mass media profoundly and empirically.  Today, 

everywhere in our society, we see a flood of media criticisms.  Everybody loves to criticize the media.  However, the majority 

of such media criticisms refer only to newspaper articles or TV news reports which critics happened to see.  In many cases, 

such criticisms lack analysis of the background, structure and restrictions when news is produced by the mass media.  Keeping 

a distance from these kinds of criticisms, this course trains students who can think deeply about the fundamentals of media and 

journalism.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ジャーナリズムとメディアの違い, デジタル情報化時代のジャーナリズムの現在について概説したのち, いまジャーナリズム活動

を主に担っているメディアを概観, さらにジャーナリズムと密接な関係で発展してきた民主政、自由との関係を辿り, ついで中立, 

プレスの独立, 客観報道などの主要なジャーナリズム理念の生成過程とそれらが孕む問題点を検討, メディア・ジャーナリズムを

めぐる実践と研究についても概観する｡  

 

This course gives an overview of the difference between journalism and mass media, and journalism in the digital era. Then, it 

provides a general account of mass media which play roles in journalistic practice. It also examines democracy which has 

developed in a close relationship with journalism.  Major journalistic ideas including neutrality, freedom of the press, objectivity 

will also be examined.  Finally, it provides an overview of journalistic practices and research on mass media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション デジタル情報化時代のメディアとジャーナリズム 

2. ジャーナリズムのいま 新聞、テレビ、インターネット 

3. ジャーナリズムと民主政、自由① 市民、小さな政府、言論・プレスの自由、新聞 

4. ジャーナリズムと民主政、自由② 大衆、大きな政府、積極的自由、大衆新聞、テレビ 

5. ジャーナリズム諸理念① 中立 

6. ジャーナリズム諸理念② プレスの独立、公共奉仕、権力の監視 

7. ジャーナリズム諸理念③ 客観報道 

8. 社会的構築物としてのニュース① ニュースの生産過程、ニュースバリュー 

9. 社会的構築物としてのニュース② メディアフレーム 

10. メディア・ジャーナリズム研究の実践と研究① マス・コミュニケーション研究、メディア研究 

11. メディア・ジャーナリズム研究の実践と研究② ジャーナリズム教育 

12. グローバル化とジャーナリズム 

13. 戦争と平和のジャーナリズム 

14. まとめ 

 

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

ハンドアウトは講義前に Blackboard にアップするので，それを読んだ上で授業に臨むこと。また，現実のジャーナリズム活動を知

らずして講義だけ聞いても理解できないので，新聞を【必ず】毎日読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席確認を兼ねた小レポート(30%) 
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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 

(ISBN:9784790717157) 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋本晃、2006、『国際紛争のメディア学』、青弓社 (ISBN:978-4-7872-3257-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK161／コミュニケーション論 

(Communication Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーションへの想像力、他者への想像力 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 コミュニケーションとはなにか。コミュニケーションが、この社会に生きることとどう関わっているのか。いま、なぜ、コミュニケーシ

ョンが問題となるのか。コミュニケーションをめぐる根本的課題について、みずからの生き方や他者との関わり方、社会のあり方を

問いなおす問題として捉え、深く考えていくことが本授業の目標である。まちがっても巷にあふれている浅薄な「コミュニケーション

能力」の向上をめざしたものでは「ない」ので注意されたい。 

 

 What is communication? How is communication related to living in this society? Why communication become problem now? 

The goals of this class are to think deeply about and reframe subjects such as foundational issues surrounding communication, 

our lifestyles, our interaction with others, and current state of society. Students should not confuse this with “communication 

skill improvements” that are a dime a dozen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 コミュニケーションとはなにか、コミュニケーションが生きることや社会のあり方とどう関わっているのか、いまなぜコミュニケーシ

ョンが問題となるのかといった問題をめぐって、第二の近代（再帰的近代、リキッドモダニティ）、他者理解と自己理解、ライフスト

ーリーの知／オーラルヒストリーの知、対話と熟議の社会学といった視角から考察し、議論する。とくに後半では、圧倒的な他者

の経験である「原爆体験の継承」というフィールドを通して、私たちを含む非被爆者にとっての〈原爆という経験〉の人間的・社会的

意味について考えていきながら、上述のコミュニケーションをめぐる問題を議論する。 

 他者の他者性と共感、実感のおよぶ範囲を拡げる、トラウマ感情の意味、弱さの力、当事者性とはなにかなど、体験者と非体験

者のコミュニケーションをめぐるトピックが論点となろう。 

 

 What is communication? How is communication related to current state of society and our lifestyles? Why is communication a 

problem now? Students will consider and discuss these issues from perspectives of Reflexive Modernity and Liquid Modernity, 

understanding about self and other, knowledge about life story and oral history, sociology of dialogue and deliberation. In the 

second half, students will think about the passing on of a-bomb victim experiences. Students will think about human and social 

significance of this a-bomb victims experiences for us non-victims, while discussing communication issues mentioned above. 

 Students will discuss communication of Tojisha and non- Tojisha, including meanings of viewing others as “others”, expanding 

experience and area, emotion of trauma, strength of weakness, and meaning of involvement. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニケーションと生きること 

3. いま、なぜ、コミュニケーションが問題になるのか（1） 

4. いま、なぜ、コミュニケーションが問題になるのか（2） 

5. いま、なぜ、コミュニケーションが問題になるのか（3） 

6. コミュニケーションと自己理解／他者理解 

7. 「みんなちがって、みんないい」のその先 

8. 他者の他者性と共感：私はあなたになれないし、あなたは私になれない 

9. ライフストーリーの知／オーラルヒストリーの知：他者の生きられた経験と出会う 

10. 原爆体験の継承の現場から考える（1） 

11. 原爆体験の継承の現場から考える（2） 

12. 原爆体験の継承の現場から考える（3） 

13. 原爆体験の継承の現場から考える（4） 

14. 対話と熟議の社会学 

 

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

 学期全体を通して思考と議論を一回一回積み重ねていく授業展開となるので、断片的な出席や、受身の姿勢で臨むと授業につ

いていけなくなります（グループワークをおこなうこともあります）。 

 出席は当然のこと、前回までの授業で積み重ねてきたこと（流れ）をしっかり把握・確認したうえで、毎回の授業に臨んでくださ
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い。 

 この授業では、主体的に根気づよく考えぬく姿勢が強く求められます。 その心構え（覚悟）をもって履修してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席状況、リアクションペーパー、対話・議論への参加の積極性(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 とくに指定しない。授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小倉康嗣、2006、『高齢化社会と日本人の生き方――岐路に立つ現代中年のライフストーリー』、慶應義塾大学出版会 

(ISBN:4-7664-1320-2) 

2. 松尾浩一郎・根本雅也・小倉康嗣、2018、『原爆をまなざす人びと――広島平和記念公園八月六日のビジュアル・エスノグラフ

ィ』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1585-7) 

 授業時に適宜紹介するが、担当者による基本文献としては、上記文献のほか以下の文献が挙げられる。 

 

小倉康嗣 「生きられた経験へ――社会学を『生きる』ために」岡原正幸編『感情を生きる――パフォーマティブ社会学へ』慶應義

塾大学出版会、2014 年、14-36頁。 

 

 小倉康嗣「当事者研究と社会学的感染力――当事者研究と社会学との出会いのさきに」『三田社会学』第 19 号、 2014 年、55-

69 頁。 

 

 小倉康嗣 「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――ライフストーリーの知の生

成性と調査表現」『日本オーラル・ヒストリー研究』第 7 号、2011年、137-155 頁。 

 

 小倉康嗣 「ライフストーリー――個人の生の全体性に接近する」「生／ライフ――『生き方』を主題化し表現する」藤田結子・北

村文編『ワードマップ 現代エスノグラフィー――新しいフィールドワークの理論と実践』新曜社、2013 年、96-103 頁、172-181 頁。 

 

 小倉康嗣「非被爆者にとっての〈原爆という経験〉――広島市立基町高校『原爆の絵』の取り組みから」『日本オーラル・ヒストリ

ー研究』第 14 号、2018 年、23-41 頁。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 授業は、議論の状況によって時間を延長しておこなう場合があるので注意してください。また授業計画は、受講者の反応や人数

によって有意義な変更をおこなうことがあります。   

 

2019 年 4 月 1 日付変更 【変更事由】参考文献追加のため 

 

注意事項（Notice） 
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■DK162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK162／ジェンダーの社会学 

(Sociology of Gender) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ジェンダーという観点から「社会」や「私」を「見る」ことによって、その相貌はどのように変容するのか、を感じ、考える。 

 ジェンダーが規範であること、つまりジェンダーが人間に対して、拘束的であると同時に相対的であることを、理論的に、また具

体的な社会現象に沿って理解し、「社会」や「私」についての相対的な視点を獲得する。 

 

 Students will observe and think how society and we will change by putting on lenses of gender perspective. 

 Gender is norm. In other words, gender limits human but is relative at the same time. Students will understand this 

theoretically based on specific social phenomena. Students will acquire relative perspective on society and us. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代社会理論にジェンダーという考え方が導入されることによって、性的差異についての捉え方がどのように変化していったか

を概観し、現代社会において性（sex,gender,sexuality）をめぐってさまざまに現象している社会問題に対して、どのような社会学的

説明が可能なのかを考える。 

 まず、ジェンダーが規範であることの意味を、セックス／ジェンダーの関係、ジェンダーの重層性、ジェンダーの政治性などに着

目しながら明らかにし、ジェンダーについての基本的な知識を身につける。次に、現代社会におけるジェンダーの平等とは何かに

照準し、現代社会とジェンダーをめぐる問題(美をめぐる問題、サブカルチャーとジェンダー等)の「現代性」を明らかにする。 

 

 Students will observe how introducing gender into modern social theory changes sexual-gap perceptions. Students will think 

about plausible sociological explanations for modern society social issues surrounding sex, gender, and sexuality. 

 First, students will clarify meanings of gender norm by focusing on relationship between sex and gender, gender superposition, 

and gender politics. Students will acquire basic knowledge about gender. Next, students will focus on meaning of gender equality 

in modern society and clarify “modernity” surrounding modern society and gender issues (issues of beauty, subculture, and 

gender). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジェンダーの社会学――イントロダクション 

2. ジェンダーの重層性――セックスとジェンダー 

3. ジェンダーの拘束性／相対性 

4. ジェンダーの政治性① 

5. ジェンダーの政治性② 

6. ジェンダーの権力① 

7. ジェンダーの権力② 

8. 現代社会とジェンダー① 

9. 現代社会とジェンター② 

10. 現代社会とジェンター③ 

11. 現代社会とジェンター④ 

12. 現代社会とジェンター⑤ 

13. 現代社会とジェンター⑥ 

14. まとめ 

 

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

授業後にレジュメを参照し復習をしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉澤夏子、2012、『「個人的なもの」と想像力』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 
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1. 加藤秀一、2017、『はじめてのジェンダー論』、有斐閣 

2. 吉澤夏子、1997、『女であることの希望』、勁草書房 

3. 吉澤夏子、1993、『フェミニズムの困難』、勁草書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメ、資料等の配布に BlackBoard を用いるので、使えるようにしておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK163／宗教社会学 

(Sociology of Religion) 

担当者名 

（Instructor） 
今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教社会学の古典に触れ、現代社会に見られる宗教に関する問題群について検討するための基礎的教養を身に付けることを目

標とする。 

 

This course aims to touch on the classics of sociology of religion and to instill fundamental education for considering the 

religious issues found in contemporary society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教と社会について学ぶ方法について、授業の前半では宗教社会学の古典や重要な概念について概観する。その上で、中後半

では近現代における主要テーマを通して、今日における宗教の位置付けを検討していく。 

 

As methods for learning about religion and society, the first half of the class will provide an overview of classics and important 

concepts concerning sociology of religion. The latter part of the course will consider the position of religion today, through key 

themes in modern times and the present. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 統計を中心とする現代の宗教状況 

3. 宗教社会学の古典：ウェーバー 

4. 宗教社会学の古典：デュルケム 

5. 宗教社会学の古典：ジンメル 

6. 宗教社会学の諸概念：宗教起源論 

7. 宗教社会学の諸概念：聖俗論 

8. 宗教社会学の諸概念：年中行事と通過儀礼 

9. 宗教社会学の諸概念：他界観と葬送儀礼 

10. 宗教社会学の諸概念：現象学的宗教社会学と世俗化論 

11. 近現代における宗教：新宗教の展開と類型 

12. 近現代における宗教：ニューエイジとスピリチュアリティ 

13. 近現代における宗教：観光と場所の意味づけ 

14. 近現代における宗教：ポピュラーカルチャーと宗教 

 

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

初回以降、ポータルシステム上に掲示された講義資料を確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー兼出席表(30%) 

欠席回数が著しく多い者については、筆記試験の結果にかかわらず評価対象外とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 櫻井義秀・平藤喜久子編、2015、『よくわかる宗教学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623072750) 

上記文献を副読本とする。ほか、講義時に各テーマに沿った参考文献を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK164／地域社会学 

(Regional And Community Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
松元 一明(MATSUMOTO KAZUAKI) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少子化や高齢化，人口減少など急速な社会構造の変化を迎えているわが国では，都市や農村といった特定の地域に限らず，各

コミュニティにおいてさまざまな課題が顕在化している。本講義では，地域コミュニティにおける問題の背景にある社会構造や社

会関係を知り，問題を多角的に捉える視野を身につけ，さらに地域コミュニティの課題を解決するために活動する人びとや組織に

着目し，その取組みについて理解することを目的とする。 

 

In Japan, which is facing a declining birth rate, a declining population, an aging society, and other rapid changes in social 

structure, various issues are emerging in all communities, not only specific areas such as cities and agricultural villages. In this 

course, students will come to know the social structures and social relationships behind problems in local communities. They 

will acquire perspectives for approaching problems from multiple angles, and will focus on people and organizations acting to 

solve problems in local communities, in order to understand those initiatives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に講義形式で実施する。また地域コミュニティの実態や実情を明らかにするために，映像や資料等を利用するとともに，地

域コミュニティで活躍するゲストスピーカーによる特別講演を実施する。必要に応じて授業内でグループワークを実施する。 

 

The format will primarily be lectures. In order to clarify the conditions and circumstances of local communities, the course will 

also use images, materials, etc. and will host special lectures by guest speakers active in local communities. Group work will be 

performed in class as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域社会学の射程（イントロダクション） 

2. 地域・コミュニティとは 

3. コミュニティをめぐる問題① 

4. コミュニティをめぐる問題②（DVD 視聴） 

5. コミュニティの諸組織(自治会・町内会) 

6. 震災とコミュニティ 

7. 基礎自治体と地域政策 

8. 住民運動，市民活動，市民セクター 

9. コミュニティにおけるボランティアと NPO① 

10. コミュニティにおけるボランティアと NPO② 

11. まちづくりの実践 

12. 地域活性化とその事例 

13. コミュニティビジネス，コミュニティデザイン 

14. まとめ 

 

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

授業内で適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパーならびにグループワークへの参加，受講態度(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位取得不可 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 似田貝香門 監修・町村敬志 編、2006、『地域社会学講座１ 地域社会学の視座と方法』、東信堂 (ISBN:978-4887136786) 

2. 上原聡 編著、2017、『魅力創造するマーケティングの知: 地域再生とデザインの視座』、同友館 (ISBN:978-4496052835) 

3. 山崎亮、2012、『コミュニティデザインの時代: 自分たちで「まち」をつくる』、中央公論新社 (ISBN:978-4121021847) 
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4. 地域社会学会編、2011、『キーワード地域社会学』、ハーベスト社 (ISBN:978-4863390287) 

授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の展開により，内容に若干の変更があり得る。 

授業ではグループワークを行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK165／現代社会と政策 

(Contemporary Society and Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 芳明(NORO YOSHIAKI) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の社会生活とそれを様々な側面で支える諸政策の関連性，課題等についての理解を目指す。 

 

Students will understand subjects and relationships among lives in modern society and various policies supporting such lives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの日常の社会生活は，その至る所に様々な政策的関与を見いだすことができる。成熟した社会の一つのイメージは，“繊

細な”政策的関与とそれをいい意味で活用する“自立”した市民が織りなす社会であろう。その方向に向けた現代社会の可能性を

考える。 

 

We will be able to find relationships among various policies and our daily lives in society. One feature of mature society is 

existence of policy “fine strings” and “independent” citizens who capitalize on it to weave fabric of society. Students will think 

about potential of modern society in this direction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション(1) 

2. イントロダクション(2) 

3. 現代日本社会の課題(1) 

4. 現代日本社会の課題(2) 

5. 第 2 次大戦後の経済高度成長と地域開発政策(1) 

6. 第 2 次大戦後の経済高度成長と地域開発政策(2) 

7. 少子高齢化の推移と福祉政策(1) 

8. 少子高齢化の推移と福祉政策(2) 

9. グローバル経済と都市開発政策(1) 

10. グローバル経済と都市開発政策(2) 

11. 国境を越える人々の移動と出入国管理政策(1) 

12. 国境を越える人々の移動と出入国管理政策(2) 

13. まとめ：政策と市民の協働に向けて(1) 

14. まとめ：政策と市民の協働に向けて(2) 

 

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

授業の中では，随時プリント資料を配付する。それを読み込んでおくこと。また授業やプリントで言及する文献資料について，適宜

図書館などで参照することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業中に数回実施するミニ・レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK166／グローバリゼーション論 

(Globalization) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界システムの社会学 

担当者名 

（Instructor） 
山田 信行(YAMADA NOBUYUKI) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 グローバル化のもとで、国際的な社会認識を高めることを目標にして、諸外国の社会事象や世界的な社会問題に言及する。こ

の科目は、教育課程の編成において、社会学部の各学科およびコースにおける領域横断的な科目として位置づけられ、学位授

与方針における「発見・分析・提言」の能力を培う共通科目として設定されている。 

 

 The course touches on overseas social phenomena and global social issues, with the aim of raising international social 

awareness under globalization. In the organization of its curriculum, this subject is positioned as a cross-disciplinary subject of 

the departments and courses of the Faculty of Sociology, and is set within the policy for conferring degrees as a common 

subject that fosters capabilities for discovery, analysis, and advocacy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 グローバル化が現代社会における基本的な趨勢であることが確認されてから久しい。この講義では、社会学においてグローバ

ルな認識枠組を提供してくれる世界システム論の基本的な構成を解説したうえで、それに依拠して世界の問題について検討す

る。 

 

 Globalization has long been recognized as a fundamental trend in contemporary society. This course examines global issues, 

building on an elucidation of the fundamental structure of the world system theory that provides a global recognition framework 

in sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 世界システムの基本構成（１） 

3. 世界システムの基本構成（２） 

4. 開発と発展途上国 

5. 資本主義システムとしての世界システム（１） 

6. 資本主義システムとしての世界システム（２） 

7. 世界システムの現在－新国際分業（１） 

8. 世界システムの現在－新国際分業（２） 

9. グローバル化とポスト新国際分業（１） 

10. グローバル化とポスト新国際分業（２） 

11. 反グローバル化の社会運動（１） 

12. 反グローバル化の社会運動（２） 

13. 世界システムと環境問題 

14. まとめ 

 

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

 日ごろからグローバルな問題について関心を持ち、そうした視野をもって思考する習慣を身につけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(計 3 回)(30%) 

授業内に 1 回あたり 10 点の小テストを 3 回行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山田信行、2012、『世界システムという考え方－批判的入門』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1572-6) 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

しょうがいを持つ学生については、その様態と程度に応じて、履修に支障がない配慮を行いたい。さらに、授業アンケートの結果

に即して、必要に応じた授業改善を行うように努めたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK167／消費社会論 

(Consumer Society) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）消費社会の基本的特徴とそれが引き起こす問題について理論的に理解する。 

２）消費社会の歴史を理解し身につける。 

３）身近な材料を通して消費社会の現在と未来について理解する方法を見につけ、それを他者に伝える技法を磨く。 

 

The goals of this class are as follows. 

1) Understand theoretically the fundamental characteristics of consumer society and the problems it causes. 

2) To understand and acquire knowledge of the history of consumer society. 

3) Learn how to understand the present and future of consumer society through familiar materials, and refine techniques to 

communicate it to other students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私たちはガジェットやファッション、音楽やサブカルチャーなどきらびやかなモノに囲まれ、それを消費することを前提とした社

会、つまり消費社会を生きています。そしてこの消費社会は、労働や、教育、家族にかかわる社会生活のかたちを定める強い力

を及ぼしています。 

 ではこの消費社会はいかに生まれ、現在いかなるかたちで社会を動かし、そしてこれからどうなっていくのでしょうか。。この授

業では、消費社会の過去と現在について社会学的な観点から知ることで、私たちの社会の未来を考える手がかりとしていきま

す。 

 

We live in a society where we are surrounded by glittering things such as gadgets, fashion, music, and subcultures, and we 

consume them. This consumer society has a strong power to define diverse forms of social life such as labor, education, and 

family. So how does this consumer society come into being, how does it operate today, and what will happen in the future? In 

this class, we will learn about the past and present of the consumer society from a sociological perspective, and use this as a 

clue to think about the future of our society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 消費社会の歴史（1）：16 世紀～18 世紀 

3. 消費社会の歴史（2）：19 世紀 

4. 消費社会の歴史（3）：20 世紀初頭 

5. 消費社会の歴史（4）：20 世紀前半 

6. これまでのまとめ 

7. 消費の理論（1）：誇示的消費 

8. 消費の理論（2）：消尽 

9. 消費の理論（3）：記号的消費 

10. 消費の理論（4）：シミュラクル 

11. 消費社会の現在と未来（1） 

12. 消費社会の現在と未来（2） 

13. 消費社会の現在の現在と未来（3） 

14. まとめ 

 

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

 指定されたテクストを読み議論を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 見田宗介、1996、『現代社会の理論』、岩波書店 

2. 内田隆三、1987、『消費社会と権力』、岩波書店 

3. 貞包英之、2015、『消費は誘惑する』、青土社 

4. 貞包英之、2015、『地方都市を考える』、花伝社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK168／文化の社会学 

(Sociology of Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本のサブカルチャー 

担当者名 

（Instructor） 
伊奈 正人(INA MASATO) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・現代日本のサブカルチャーの社会科学的な意味を理解できる。 

・現代日本のサブカルチャーの社会科学的な定義に基づいて現代社会の諸相を理解できる。 

・現代日本のサブカルチャーについてのキートピックについて独自に考察ができる。 

 

・Students will gain understanding of the sociological significance of contemporary Japanese subcultures. 

・Students will gain understanding of various aspects of contemporary society, based on sociological definitions of contemporary 

Japanese subcultures. 

・Students will gain the ability to independently study key topics involving contemporary Japanese subcultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代文化の一側面であるサブカルチャーの様々な事例を検討することによって、多様な文化のありようを考える。マイノリティの

文化としてのサブカルチャー、社会構造の変動と文化の返還と同定、メインとサブの逆転、文化のアイデンティティなどの考え方

を用いて、現代サブカルチャーについての社会学的思考法について学ぶ。まず社会学的な知見の確認からはじめて、現代サブカ

ルチャーについて概説する。いわゆる「サブカル」とは一線を画し、マイノリティの文化という視点から文化の問題を考察する。 

 

This course will consider the state of diverse cultures by examining various cases involving the subcultures that are an aspect 

of contemporary culture. Students will learn methods of sociological thinking concerning contemporary subcultures, using ways 

of thinking about subcultures as minority cultures, changes in social structure and cultural restoration and identification, the 

reversal of main and sub, cultural identity, etc. The course will first survey contemporary subcultures, beginning with an 

affirmation of sociological findings. Drawing a distinction with so-called "subcultures," it considers issues of culture from the 

point of view of minority culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化の社会学の構造的な視点 

マイノリティの文化としてのサブカルチャー、社会構造の変動と文化の返還と同定、メインとサブの逆転、文化のアイデンテ

ィティなどの基本的な観点について、現代社会における安全と自由という観点から解説し主題提示を行う。なぜ今、文化の

社会学なのか。なぜ今、サブカルチャーなのか。グローバル化と社会構造、社会学が突きつけられている問題などを概観

する。その上で、テキスト高野光平他『現代文化への社会学』（北樹出版）選定の理由を説明する。後半は授業の対象とな

る戦後日本社会の時代区分について問題提起を行う。 

文献：本田由紀『社会を結びなおす――教育・仕事・家族の連携へ』岩波書店 

   バウマン『コミュニティ』ちくま学芸文庫 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

なぜ今、文化の社会学なのか。なぜ今、サブカルチャーなのか。 

文献：本田由紀『社会を結びなおす――教育・仕事・家族の連携へ』岩波書店 

2. 文化の社会学の歴史的な視点。 

第一回の議論を踏まえて、90 年代と今を比較する意味について考察する。その上で社会学的な時代区分のいろいろを整

理し、テキストの視点の意義を再確認した上で、安全と自由という観点から時代区分の意味を確認する。後半は、安全と自

由という観点から、携帯について考える意味について問題提起を行う。 

文献：大澤真幸『不可能性の時代』岩波新書 

   見田宗介『社会学入門』岩波新書 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

サブカルチャーをめぐる社会学的な知見 

 サブカルチャーをめぐる社会学説の発端となるシカゴ学派の都市サブカルチャー論、ジンメルの都市文化論を参照し，サ

ブカルチャーの成立について確認する。その上で反戦平和運動，公民権運動の盛り上がり，ウーマンリブとフェミニズム，70
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年代以降の新しい社会運動，90年代以降のポスト・フォーディズム，反グローバリズムのコモンズ論などを概観しながら，カ

ルチュラル・スタディーズが成立した意味，コード論をはじめとするその学説と展開と本授業の関わりについて説明し，変換

と同定という考え方の意味について理解を深める。 

【事前・事後】 

 田村公人『都市の舞台俳優たち』（ハーベスト社），毛利他『カルチュラル・スタディーズ入門』（ちくま新書）などを読んでおく

こと。 

3. 携帯電話と写真 

安全と自由という観点から、現代社会の生きづらさについて確認した上で、携帯電話と写真について、テキストに沿って説

明を行う。授業の前半では、90年代と現在の比較に焦点をおくが、後半では、もう一つの比較のポイントとして 60 年代との

比較、転換点としての 80 年代について問題提起を行う。 

文献：土井隆義『友だち地獄』ちくま新書 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

ロック文化とサブカルチャー 

 60 年代のサブカルチャーは，高級文化→低級な大衆文化という流れとはまったく逆の流れを生み出したとされる。それま

では文化として認められていなかった「黒人文化」に光が当てられ，メジャーな文化としてラジオやテレビというメディアを通

じて伝達され，ブレイクしたのがロックンロールである。しかし，このようなロックンロールはビジネスとして，お金と無縁なも

のではなかった。このようなロックンロールの矛盾とそれを伝えたメディア，そしてロック文化が生み出したメディア文化のあ

り方，とりわけインターネット思想の胚胎などについて，概観する。 

【事前・事後】 

 渡辺潤『アイデンティティの音楽』（世界思想社）を読んでおく。 

4. 動画とテレビ 

今日のモバイルにおいて、通話、写真、テレビ、動画などが統合されていることを確認した上で、過去に遡り、インターネット

の普及前の時代の徴候、そして国民的なコンテンツが存在していた時代なども比較する。後半は、サブカルチャーという観

点の存立について、問題提起を行う。 

文献：山田真茂留「サブカルチャーの対抗的自律性・再考——差異化との戯れの彼方に——」 

『早稲田大学大学院文学研究科紀要』   第 50 輯・第 1 分冊 97-110   2005 年 2 月 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

日本文化論とサブカルチャー論 

文献：鶴見俊輔『思い出部来る』岩波新書 

5. モバイルとプラットフォーム 

前半は、テキストが 3 と 4 をどのように整理しているかを確認し、サブカルチャーは融解消失しているのか？という問いかけ

について考察を行う。後半はテキストのプラットフォームという考え方について、問題提起を行う。 

文献：山田真茂留「若者文化の析出と融解——文化志向の終焉と関係嗜好の高揚——」 

宮島喬（編）『講座社会学７ 文化』東京大学出版会   21-56   2000 年 3 月 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

現代日本のサブカルチャー ６０年代の若者文化 

文献：土井隆義『友だち地獄』ちくま新書 

6. 音楽 

音楽の多様化、多元化について同様の観点から考察を行う。後半は、ロックンロールを基本観点として、対抗文化としての

ロックンロールの現在について考察を行う。 

文献：南田勝也『オルタナティブロックの社会学』花伝社 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

現代日本のポピュラーカルチャー ６０年代 

文献：新井克弥『ディズニーランドの社会学』青弓社 

7. ファッション 

ファッションについて同様の観点から考察を行う。後半は、都市文化とサブカルチャーという観点から問題提起を行う。 

文献：北田暁大『広告都市東京』岩波書店 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

「生きづらさ」の時代とサブカルチャー ９０年代 

文献：土井『友だち地獄』他 

8. UNIQLO、スタバ、サードプレイス 

前回の問題提起を受けて、サードプレイスとしての UNIQLO、スタバについて論じた論考を読む。後半はそれを踏まえて、サ

ブカルチャー論との関わりで考察を加える。 
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文献：ユニクロが Google と競争する理由は「サードプレイス」にある 

鈴木健（ニューバランス ジャパン マーケティング部長） 

『AdverTimes アドタイ』2019 年 5月 30 日  

https://www.advertimes.com/20170525/article250955/3/ 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

「生きづらさ」の時代とポピュラーカルチャー ９０年代 

文献：前回と同じ 

9. ファッションとトレンド 

ジンメルの流行論などに照らしながら、サブカルチャー論の観点について考察する。前半は、古典に則した読解を行い、後

半はその修正を考える。 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

アジール アサイラム アウラ再考 

文献：伊奈正人『サブカルチャーの社会学』世界思想社 

10. マンガ 

マンガについてこれまでと同じように考える。 

文献：テキストの該当章 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

「間」の文化再考 

文献：拙著「間の文化再考」 論文はネットで読めます。 

https://opac.library.twcu.ac.jp/opac/repository/1/1063/KJ00004859142.pdf 

11. ゲーム 

ゲームについてこれまでと同じように考える。 

文献：テキストの該当章 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

インターネット時代と文化 

文献：富田英典ほか『デジタルメディアトレーニング』有斐閣 

12. アート 

アートについてこれまでと同じように考える。 

文献：テキストの該当章 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

文化の変換と作品性の同定について：「引き算芸術」とメディア 

 サティ，ケージ，シェイファーなどの環境音楽，オキーフの絵，日本の水墨画等々を「引き算芸術」として概括する新井満の

考え方を紹介する。こうした考え方は，従来は不足主義として概括され，日本文化の「間」の芸術などとしてくくられてきたも

のであるが，そうした影響がひろがり，メディア文化を生み出しつつあることを考察する。この考え方は，ジャパニメーション

や少年マンガへの少女マンガの影響，今日のマンガ表現などを考える応用力を持っていると考える。 

 新井満『そこはかとなく』（河出書房新社）に目を通しておく。 

13. 都市文化とサブカルチャー 

広告都市論、無印都市論などを参照しながら、サブカルチャー論の現在形について考える。 

文献：近森高明『無印都市の社会学』法律文化社 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

都市文化と文化の変換 

 横浜野毛，吉祥寺，西荻窪，尾道などを例にして，文化の変換について考察する。 

文献：伊奈正司『焼け跡闇市野毛の陽だまり』ハーベスト社 

14. サブカルチャーと現代社会 

マイノリティの文化としてのサブカルチャー、社会構造の変動と文化の返還と同定、メインとサブの逆転、文化のアイデンテ

ィティなどの基本的な観点、人間の安全と自由などの基本概念に照らして授業を総整理する。 

文献：伊奈正人『サブカルチャーの社会学』世界思想社 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

【変更前の記載内容】 

マイノリティの文化と文化の逆転 
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文献：すべての回の文献 

 

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

指示に従い授業計画に示した文献に目を通してくる。おおよその時間の目安、各回１２０分 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高野光平他、2018、『現代文化への社会学――』、北樹出版 (ISBN:9784779305870) 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

 

参考文献（Readings） 

授業計画を参照。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

従来の授業とは大幅にスケジュールが変わっていますのでご注意下さい。 

 

2019.8.6 付変更（変更事由：担当者都合による授業計画の変更のため） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK169／都市とメディア 

(Media and Urbanscapes) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 晴通(YAMADA HARUMICHI) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「都市」と「メディア」をめぐる諸概念を社会科学的観点から理解し，自らの表現の道具として，使いこなせるようになる。 

 

Sociological obserbations on ideas and concepts about media and urban mileau. 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市とメディアは，いずれも人類が集団で生きる中で形成した，自然界にはない人工物である。歴史の様々な時代，様々な地域

の多様な社会において，都市の発展とメディアの発展は，時に対立を孕みつつ連動する現象であった。受講者が現代の現象を，

歴史を踏まえ，主体的に考えられるよう促していく。 

 

Cities and media are artifacts not found in the natural world, created by human beings living in groups. In various historical eras, 

and in varied societies in diverse regions, the development of cities and the development of media have been interlocked 

phenomena that at times incorporate conflict. The course will encourage participants to think independently about 

contemporary phenomena from a grounding in history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「都市とメディア」という問題設定をめぐって（オリエンテーション） 

2. 「メディア」概念の検討 (1) 

3. 「メディア」概念の検討 (2) 

4. 「都市」概念の検討 (1) 

5. 「都市」概念の検討 (2) 

6. 「都市」概念の検討 (3) 

7. 「都市」と「メディア」の交差軸 (1) 

8. 「都市」と「メディア」の交差軸 (2) 

9. 「都市」と「メディア」の交差軸 (3) 

10. 情報化と現代都市 (1) 

11. 情報化と現代都市 (2) 

12. 情報化と現代都市 (3) 

13. 地域情報化政策の批判的検討 (1) 

14. 地域情報化政策の批判的検討 (2) 

 

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

下記の URLを参照のこと。 

http://camp.ff.tku.ac.jp/stpaul.html 

 

 この講義は，社会学部共通科目の講義であり，特段の準備学習を要するものではない。ただし，（１）高校までに習得しておくべ

き基本的なスキルである，国語辞典，英和辞典等，基本的参考資料の使用方法，および，（２）マイクロソフト・オフィス関連の

Word，Excel の基本的な操作，パソコンからのメールの送受信に必要な基本的コンピュータ・リテラシーについては，身に付いて

いることを前提として授業を進めるので，こうした方面で知識が不十分であると自覚する者は，自習を通して基礎力を身につけて

おくこと。  

 通常の授業に臨む際の事前学習としては，予めシラバス等で予告された内容に関するキーワードなどへの理解を深める努力を

ふだんに行なうことに加え，特に指示された予習の作業がある場合にはこれに適切に取り組むことを求める。また，事後学習とし

ては，授業内容に関連する書籍等の資料や，ネット上の情報の渉猟，実際の映像資料の視聴などを含め，必要な復習を行なうと

ともに，おもに復習課題として出される宿題に適切に取り組むことを求める。 

 事前事後学習に要する時間は，1 回の授業に対して概ね 4 時間を目安に設定しているが，それ以上の時間を要する課題が課

される場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中に指示する複数回の提出課題（宿題）の累積によって評価する(100%) 

コメントカードは配布するが，評価の対象とはしない。 
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テキスト（Textbooks） 

教科書は用いない。必要に応じ，授業でテキストとして用いる授業担当者の既発表論文などを，プリントとして配付する。 

 

参考文献（Readings） 

下記の URLを参照のこと。 

http://camp.ff.tku.ac.jp/stpaul.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各テーマについて，それぞれ 1～3 回程度の授業を割り当て，プリントとして配布するテキストの講読を含む授業を行う。 

授業計画は上記の通りであるが，進捗によって各テーマに割り当てる回数が変化する場合がある。また，予定した内容を消化で

きない場合には，必要に応じて補講を行なう場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK170／文化表象論 

(Cultural Representations) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドラマ性の現在 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OTSUBO HIROYUKI) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

表象芸術における「ドラマ性（ドラマツルギー）」の歴史的変遷や現代的意義について、主に現代思想（記号論・現象学・精神分析

など）の方法論を用いて考察する。 

 

The course will consider the historical transitions and contemporary significance of "dramaturgia" in representative art, using 

primarily methodologies of contemporary thought (including semiotics, phenomenology, and psychoanalysis). 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代ギリシャの悲劇や叙事詩を起源に持つ「ドラマ」は 20 世紀以降、映画の誕生以降の演劇において変質し、またマスメディア

の発展やサブカルチャーの隆盛と結びついて、新しい意味を持つに至っている。本授業では現代演劇・映画・美術・ＴＶドラマ・演

芸等におけるドラマ性について、多角的に分析していく。なお多くの量の「哲学・思想」系の文献を読みます。「楽しく」学べる講義

ではないので、そのつもりで。哲学にも文学にも芸術にも興味がない学生が「なんとなく」受講したら、100 分×14 回の講義が全く

の時間の無駄になってしまうので、事前に熟考した上で登録して欲しい。単位が必要な学生は、第一回の講義に必ず出席するこ

と（欠席者は除外します。また、遅刻者は単位を必要としないと見なす）。 

 

Originating in ancient Greek tragedy and epic poetry, drama has undergone transformation in the theater after the birth of film 

in the 20th century, and has taken on new significance in connection with the development of mass media and the flourishing of 

subcultures. This class will analyze the dramatics of contemporary theater, film, art, TV dramas, performances, etc. from 

multiple angles. Students will read a large volume of literature connected with philosophy and thought. The course is not 

intended as one for "fun" learning. Students are advised to consider the course carefully before registering, as those who 

attend casually without an interest in philosophy, literature, or art will find the 14 lectures, at 100 minutes each, a waste of time. 

Students who require credits must attend the first lecture (those who are absent will be excluded, and those who are tardy will 

be considered as not requiring credits). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「一体化」の演劇と映画 ～基礎的考察～ 

3. 演劇的手法を超えていく映画 

4. 演劇と精神分析 

5. 演出の政治性 

6. 現象学的主体と「夢」の舞台 

7. アンリ・グイエの悲劇論 

8. 演劇・舞踊(ダンス)と記号論 

9. ドゥルーズ哲学における演劇のメタファー 

10. 社会的破滅（カタストロフ）としての悲劇 

11. 絵画と（反）演劇性 

12. 演劇のなかの反演劇（１） ～寺山修司・別役実以降～ 

13. コント・漫才・大道芸のドラマ性 

14. 演劇のなかの反演劇（２） ～三谷幸喜・宮藤官九郎まで～ 

 

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

レポートは３２００～４０００字ですが、その内容と形式については随時メールで質問を受け付けます。講義そのものは熟達者のレ

ベルに合わせるが、前準備・復習にはブラックボードやメールを活用してフォローします。講義の内容についての詳しい解説も随

時行うので、やる気と（予習・復習する）時間のある学生は大歓迎。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席と授業態度(25%)/コメントペーパー(25%) 

出席（２/３以上必須）と授業態度２５％＋コメントペーパー２５％＋レポート試験５０％により評価する。言うまでもなく私語厳禁（守
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らない者はＤ判定）。 

 

テキスト（Textbooks） 

ハンドアウトを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 『わかりたいあなたのための現代思想・入門』、ＪＩＣＣ出版局 

2. 岡本裕一郎、2015、『フランス現代思想史 - 構造主義からデリダ以後へ』、中公新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK171／流行論 

(Theory of Fashion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファッションの変遷から流行を紐解く 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 明日香(WATANABE ASUKA) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

流行は、目に見える事象だけでなく、人びとの行動や考え方を規定する社会現象といえます。流行が端的に観察されるファッショ

ンを例に、流行の変遷を理解した上で、理論的・能動的・具体的な考察ができるようになることを目標とします。 

 

Trends can be considered as social phenomena that define not only visible events but also the behavior and thinking of people. 

The aim of this lecture is to enable students to engage in theoretical, active, and concrete consideration based on an 

understanding of transition of trends, taking the example of fashion where trends are viewed straightforwardly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

衣服の起源や記号性、流行理論の系譜を紹介しながら、流行がどう現出してきたかという視点でファッション史を概説します。近

代化とファッション、20 世紀の流行の加速化と循環性、情報化・グローバル化が進展する現状について、数多くの写真や映像、

映画を使い視覚的に講義を行います。 

 

The course outlines the history of fashion from the perspective of how trends have emerged, while introducing the origins and 

symbolism of clothing and the genealogy of trend theory. Using numerous photographs, images, and movies, lectures will be 

conducted in visual format about modernization and fashion, the acceleration and circulation of trends in the 20th century, and 

the present in which computerization and globalization have advanced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス ファッションで社会学する 

授業内容、資料、課題の説明を行います。 

2. ファッションとは何か？を理解する（1）衣服の社会的役割 

衣服は 1.民族性、2.宗教、3.性別、4.所属団体、5.社会的地位など、さまざまな記号を発信しています。人はその人の衣服を

見ながら、知らず知らずのうちに、衣服を一つの記号的情報として受け取り、その人への認識や評価を下しています。今回

の授業では、衣服の社会的象徴性を概説します。 

3. ファッションとは何か？を理解する（2）流行に関する理論の概説と検討 

衣服の流行がなぜ「ファッション」と言われるようになったのか、「ファッション」はいつから始まったのか、その特徴は何かな

どについて考察します。ロラン・バルトは「常にファッションは死ぬこと、廃れることを前提にして作られる」と言っています。新

しさを求めて循環を重ねる「ファッション」の実相を考えます。 

4. 20 世紀ファッションの変遷を知る（1）シャネルと 1920 年代 

19 世紀の貴族的趣味を離れ、20 世紀初頭には、大衆社会を基盤とした、働く女性のための機能的なファッションが台頭し

ます。この礎を築いたシャネルから現代ファッションは幕を開きます。シャネルの波乱万丈の生涯を辿りながら、自立する一

人の女性の姿を考えるとともに、1920 年代にはじまる現代ファッションについて考察します。 

5. 20 世紀ファッションの変遷を知る（2）1930 年代から 1940 年代まで 

ファッションは一定の周期のもとに流行を繰り返します。この授業では、ファッション 20 年周期説を一つの仮定として、20 年

代のシャネル登場以降、30 年代のスキャパレリ、40 年代のミリタリールックなどについて、ファッション・トレンドがどのよう

に変遷したか概観します。 

6. 20 世紀ファッションの変遷を知る（3）欧米化と 1950 年代 

第二次大戦が終結して、女性たちに再び装うことの素晴らしさを呈示したのはディオールのニュー・ルックでした。日本にも

パリモードやアメリカンファッションが流入し、洋装化が着実に進みました。ファッションを伝える媒体として映画が隆盛を極

め、オードリー・ヘップバーンらのシネモードの女優たちがファッションの憧れ対象となりました。今回は 50 年代の落下傘ル

ックやシネモードについてみていきます。 

7. 20 世紀ファッションの変遷を知る（4）若者世代と 1960 年代 

団塊の世代の若者たちを背景にしたマリー・クワント、アンドレ・クレージュらによるミニスカートはファッション革命をもたらし

ました。また、アイビールック、ピーコック革命、モッズ・ルックなど、男性ファッションの革新がみられたのも 60 年代の大きな

特徴です。今回も数多くの映画を見ながら、60 年代ファッションの変遷を、視覚的に検証します。 

8. 20 世紀ファッションの変遷を知る（5）社会運動と 1970 年代 

パリ 5 月革命の後、トップモードの世界では、日本人デザイナーの高田賢三を筆頭に、カルダン、サンローランによるフォー

クロア・ルックが登場し、従来のモードの枠組みを超える提案がみられました。また反戦を背景にしたヒッピー・ルックや若者
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たちによるジーンズ・ファッションは、70 年代を席捲しました。この授業では、時代背景と密接に関わる 70 年代ファッション

について考察します。 

9. 20 世紀ファッションの変遷を知る（6）消費社会と 1980 年代 

川久保玲、山本耀司、三宅一生らの日本人デザイナーが、これまでの西洋服の概念を超えるファッションを提案したことで、

ファッション界に震撼が起こりました。また、下着ルックや両性具有ファッションを提案したジャン＝ポール・ゴルチエ、パンク

の女王、ヴィヴィアン・ウエストウッドなどのアヴァンギャルドなファッションを見てみます。 

10. 20 世紀ファッションの変遷を知る（7）ストリートと 1990 年代 

90 年代以降のファッションは、デザイナーやアパレルメーカーが発信するものだけでなく、ストリートファッションから新しいト

レンドが生まれるようになり、従来の流行と異なる過程を示しました。ストリートファッションのユニークなアイデアは、デザイ

ナーのクリエーションに大きく活かされ、世界中の注目と関心を集めました。今回は、なぜ日本のストリートファッションが注

目を集めたのかについて考察します。 

11. 現代ファッションの特質を知る（1）身体とファッション 

ヘアのカラリングや美白、ネイルやピアス、アンチエイジング化粧品、ダイエット、整形など、まるでファッションのように身体

を可変させる行為が流行しています。理想の身体をめぐるさまざまな試みは、やがて、プリクラに見られる画像の加工、アイ

コラなどの合成写真、バーチャルアイドルなどの流行を生み出し、生身の身体とバーチャルな身体双方のリアリティが問わ

れています。今回は映画やビデオのほか、Youtube 等の動画などを参照しながら身体とファッションの関係を考えます。 

12. 現代ファッションの特質を知る（2）グローバル化とファスト化 

ファッション・ビジネスは素材・合繊メーカーなどの産業から、企画・生産・販売をするアパレル、さらに百貨店・専門店・量販

店・小売店などの流通分野などの広範囲に及び、衣服以外のライフスタイル産業にも進出しています。今回は、既製服産業

（アパレル産業）の歴史を概観し、SPA、セレクトショップ、ブランド、海外ブランドのコングロマリット化など、現在のファッショ

ン・ビジネスについてみてみます。さらに、グローバル化がもたらす両義的な影響を考えるために、ファストファッション台頭

以降の現状を紹介し、グローバル化と流行の関係を捉えます。 

13. 現代ファッションの特質を知る（3）SNS と流行 

2000 年代以降、twitter、LINE、Instagram、facebookなどの SNSの台頭により、個人が発信する媒体が豊富となり、流行が

瞬時に波及し、流行の伝播そのものに変化が生じています。Instagram のビッグデータ分析を行ったマノヴィッチのカルチュ

ラル・アナリティクスなどを紹介しながら、これからのファッション、これからの流行はどのように変わっていくか、自らの経験

と照らし合わせて考えてみます。 

14. 講義の総括 未来の流行・流行の未来 

2000 年代以降、ファッションにまつわる情報の増大に伴い、ファッションの多様化、トレンドの加速化が一層、激しくなってい

ます。ブランドのし烈な競争、グローバル化、着用者の細分化によるファッション・ジャンルの増加、ファストファッションの人

気など、現在ファッションの様相を考察するとともに、私たちはどんなファッションを選択し、享受したらよいのか、ファッション

のこれからを模索してみます。 

 

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

①授業の予習（流行論ノートの該当箇所の予習） 

②授業の復習（学習した内容及び、紹介した書籍や映画作品の視聴） 

③テキスト『ファッションで社会学する』を通読した上で取り組むレポート作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/テキスト内容に関するレポート(20%)/授業内容に関するレポート(20%)/平常点（授業態度・リアクシ

ョンペーパー）(15%) 

単位修得のためには、原則として、2/3 以上の出席を必要とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤田 結子・ 成実弘至・辻泉・渡辺明日香他、2017 年、『ファッションで社会学する』、有斐閣 (ISBN:4641174318) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺明日香、2016 年、『東京ファッションクロニクル』、青幻舎 (ISBN:4861525489) 

2. マガジンハウス編、2016 年、『WHAT'S NEXT? TOKYO CULTURE STORY』、マガジンハウス (ISBN:4838751583) 

3. フレデリック モネイロン、2009 年、『ファッションの社会学』、白水社 (ISBN:4560509336) 

4. 難波功士、2007 年、『族の系譜学 —ユース・サブカルチャーズの戦後史』、青弓社 (ISBN:4787232738c) 

5. エリザベス・L. クライン著・鈴木 素子訳、2014 年、『ファストファッション: クローゼットの中の憂鬱』、春秋社 

(ISBN:4393333322) 

6. レフ・マノヴィッチ著・久保田晃弘・きりとりめでる編集,翻訳、2018 年、『インスタグラムと現代視覚文化論 レフ・マノヴィッチの

カルチュラル・アナリティクスをめぐって』、ビー・エヌ・エヌ新社 (ISBN:4802511019) 

7. アニェス・ロカモラ他編・蘆田裕史監訳、2018 年、『ファッションと哲学』、フィルムアート社 (ISBN:4845917165) 

上記以外の授業に関連した参考文献や映画や動画作品、参考文献や写真集等は各回の授業で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業方式について】パワーポイントを使用した講義形式および、映画などの映像資料を視聴した授業を行います。 

【授業資料について】授業で使用する資料は Blackboard上にアップします。ダウンロードして授業に持参してください。 

【課題提出方法】レポート課題等の提出は、Blackboardを使用します。詳しくは初回の授業で説明します。 
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注意事項（Notice） 
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■DK173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK173／比較社会・文化論 

(Comparative Analysis of Society and Culture) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 正彦(ASANO MASAHIKO) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
4 月 3 日付シラバス変更 【変更事由】開講曜日時限変更のため 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較社会・文化的な観点から各国の政治制度を学ぶ。 

 

Students will study the political systems of countries from comparative social and cultural viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

従来の政治学では「何年に誰が何を行った」といった個別的かつ記述的な研究が一般的でしたが、この授業では「なぜ、その時

にその人がそれをやったのか？」という因果関係を重視します。現代政治学の中で一般化され発達してきたモデルや理論が日本

や欧米民主主義諸国における政治の現実をどの程度まで説明できるのかという実証分析に焦点をあてながら、比較社会・文化

的な観点から、政治学における重要なテーマごとに授業をすすめていく予定です。 

 

While discrete and descriptive studies of the "who did what and when" sort have been common in conventional political 

science, this class will emphasize causal relationships such of the "why did that person do that at the time" sort. This class will 

address important themes in political science from comparative social and cultural viewpoints, focusing on empirical analysis of 

the extent to which models and theories that have been generalized and developed within contemporary political science can 

explain the reality of politics in Japan and Western democratic countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（最先端の政治学） 

2. 政治学は科学なのか?  

3. 大統領制と議員内閣制(1)   

4. 大統領制と議員内閣制(2)  

5. ゲーム理論入門 (1) 

6. ゲーム理論入門 (2) 

7. ゲーム理論入門 (3) 

8. 選挙と投票行動 

9. 選挙制制度（衆議院・参議院） 

10. 選挙制度と政党システム 

11. 選挙制度と連立政権理論 

12. 国会は無能なのか？ 

13. プリンシパル・エージェントモデル   

14. 授業レビュー 

 

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、指定されたテキストを予め読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久米郁男、2013、『原因を推論する』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.asanoucla.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DK174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK174／生命・身体の社会学 

(Sociology of Life and Body) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
私たちはどこへ向かっているのだろう 

担当者名 

（Instructor） 
柄本 三代子(ENOMOTO MIYOKO) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化しリスクにあふれていく社会と，「この私」の生々しい感情や感覚，肉体，経験、生命とがいかに接続しているか，食

べることを中心に具体的事例をとおして考察できるようにする。 

 

This course will enable students to consider how our globalizing, "Risk Society" is connected with the vivid emotions, senses, 

physical body, experiences, and life of "myself," through specific cases with a focus on eating. 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体は主観的感情や感じ方の発露する場であり，他者へ何らかの意味をもたらすメディアであり，政治や科学や日常経験におけ

るさまざまな語りを生み出す場である。この講義では，生命・身体をめぐるさまざまなポリティクス／闘争について，とくに「食」に焦

点をあて考える。身体に関する社会学理論と私たちの日常の身体的経験を結びつけて議論する。履修者は「私のこの生の身体」

と現代社会とのつながりについてコメントペーパーなどをとおして考察し，担当者が応答する。テキストを使用しながら講義をおこ

なう。 

 

The body is a place where subjective emotions and feelings are expressed, a media that brings some sort of meaning to others, 

and a place that produces varied narratives in politics, science, and everyday experiences. This course considers varied politics 

and conflicts surrounding life and the body, with a particular focus on food. In its discussions, it connects the sociological 

theories pertaining to the body with our everyday physical experiences. Students will consider the connections between "this 

body of mine" and contemporary society through reaction papers, etc., to which the course supervisor will respond. A textbook 

will be used in the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／身体を語るということ 

2. 社会学においてなぜ／どのように身体が問題化されてきたのか 

3. リスク社会における生命・身体 

4. 欲望喚起装置としての「健康」 

5. 自己を監視する「よき市民」と，従順な身体 

6. 意味がわからないままに「科学」を食べている 

7. TV コマーシャルにみる身体ポリティクス／言説戦略 

8. 廃棄される生 

9. 「科学的に正しく理解する」ことは可能なのか 

10. 美しさ，あるいは理想身体への執着と不安 

11. リスク“ディス”コミュニケーションと身体 

12. 恐れた＜未来＞が現実になったとき――身体をめぐる闘い 

13. 永遠のゼロリスクと禁断のゼロリスク 

14. 総括／試験問題の提示／評価の主旨説明 

 

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

次回講義テーマとテキストの範囲を予告するので，それについてとくに関心がある人はあらかじめテキストを読んでおくなどして予

習可能である。また必要があれば，講義のさらなる理解のために随時（個別的にでも）可能な限りサポートする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの内容と提出状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柄本三代子、2016、『リスクを食べる』、青弓社 (ISBN:9784787234063) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 柄本三代子、2002、『健康の語られ方』、青弓社 (ISBN:9784787232021) 

2. 柄本三代子、2010、『リスクと日常生活』、学文社 (ISBN:9784762018183) 

そのほか適宜講義の際に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK175／開発・発展の社会学 

(Sociology of Development) 

担当者名 

（Instructor） 
萩原 なつ子(HAGIWARA 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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「開発・発展」とは何かについて基礎的知識を得ること，開発理論の流れについて理解すること，またグローバル化する社会にお

いて，社会的公正な持続可能な社会を目指す「持続可能な開発」のありかたについて学び、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を理

解する。 

 

Students will acquire basic knowledge about meaning of development and expansion, while learning processes of development 

theory. In addition, students will understand Sustainable Development Goals (SDGs), which aims to create socially just and 

sustainable society amidst globalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「開発」の歴史的，理論的アプローチを経済開発，社会開発，人間開発，開発政治の視点から分析する。そして，社会的公正で持

続可能な社会の実現のために，環境問題，貧困問題，ジェンダー問題などの課題の理解とその解決の方法について考えるため

の知識と具体的な実践についてテキスト，配布資料，映像資料，ゲストスピーカーの講義をもとに学ぶ。 

 

Students will analyze historical and theoretical approaches towards development from perspectives of economic, social, human, 

and political developments. Furthermore, students will use textbooks, distributed materials, video materials, and lectures by 

guest speakers. Students will learn and understand specific practices to resolve environment, poverty, and gender issues, as 

well as to achieve socially just and sustainable society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 開発とは何か  

3. 開発理論（１） 

4. 開発理論（２） 

5. 開発理論（３） 

6. 持続可能な開発とは何か 

7. 国際開発と SDGｓ(持続可能な開発目標） 

8. ＳＤＧｓまでの流れ 

9. ＳＤＧｓにおけるゴール・ターゲット ① 貧困問題 

10. ＳＤＧｓにおけるゴール・ターゲット ② 教育、ジェンダー 

11. ＳＤＧｓにおけるゴール・ターゲット ③ 気候変動、生物多様性 

12. ＳＤＧｓにおけるゴール・ターゲット ④ 民間セクターの役割 

13. ＳＤＧｓ達成に向けた ODAの現状と課題 

14. 総括・まとめ 

 

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

テキストおよび予備教材などの指示があった際には，事前に読んでくること。授業時に配布する資料についての復習を十分にお

こなうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席，リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜プリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 勝間靖編著、2014、『テキスト国際開発論』、ミネルヴァ書房 

2. 牧田東一編著、2013、『国際協力レッスン』、学陽書房 

3. マーサＣ．ヌスバウム、2006、『「女性と人間開発」』、岩波書店 

4. 佐藤寛他編著、2015、『開発社会学を学ぶための 60 冊』、明石書店 
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5. 高柳他編、2018、『ＳＤＧｓを学ぶ』、法律文化社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK176／「人間の安全保障」とＮＧＯ 

(Human Security and NGOs) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地球規模の課題と私たちにできること 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間の安全保障」という概念を通じ、国際社会が直面する課題について学ぶと同時に，受講生一人ひとりが、それらの課題を身

近な問題として捉え直し，当事者意識を持つことを目的とします。 

 

Students will learn about issues facing international society through concept of human safety guarantee. At the same time, 

students will approach these subjects through issues surrounding them to acquire awareness of being party involved. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，国際社会の基本的な成り立ちを学んだ後に，「人間の安全保障」という概念・アプローチを通じて，私たちが直面す

る様々な地球規模の課題と，それに対する国際社会全般の対応とともに、市民社会･NGOの活動を学びます。また，「人間の安

全保障」の視点から東日本大震災や課題先進国である日本が抱える諸問題についても考えます。 

 

In this class, students will learn basics of international society establishment. After that, through concept and approach of 

human safety guarantee, students will learn about various global issues we face, overall reactions of international society, and 

activities of citizen society and NGO. In addition, students will use the concept of human safety guarantee to reflect on Tohoku 

Earthquake and various issues facing developed nation of Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【第 1 部】:理論編 

１－１ ガイダンス・国際社会の成り立ち 

2. １－２ 国連憲章を読む（１）～加盟国数の変遷、国際連合の成り立ち、目的と原則 

3. １－３ 国連憲章を読む（２）～国連分担金・安全保障理事会 

4. １－４ 国連憲章を読む（３）～紛争の解決と PKO 

    冷戦構造の終焉と破綻国家の出現 

5. １－５ 「人間の安全保障」概念の登場と保護する責任 

   恐怖からの自由、欠乏からの自由、尊厳をもって生きる自由 

6. １－６ 国際人道法と国際人権法～武力紛争と人権侵害 

7. 【第 2 部】：グローバルイシューズ各論 

２－１ 恐怖からの自由（１）～難民問題・平和構築・小型武器 

8. ２－２ 恐怖からの自由（２）～子ども兵・紛争ダイヤモンド・地雷・クラスター爆弾 

9. ２－３ 関連映画上映：「ホテル・ルワンダ(予定)」（１） 

10. ２－３ 関連映画上映：「ホテル・ルワンダ(予定)」（２） 

11. ２－４ 欠乏からの自由（１）～SDGｓ(持続可能な開発目標）、貧困対策・環境／水問題 

12. ２－５ 欠乏からの自由（２）～HIV/AIDS・感染症対策 

２－６ 尊厳をもって生きる自由～ジェンダー・性暴力・人権・途上国の労働基準 

13. ２－７ 関連映画上映「不都合な真実（予定）」 

    「人間の安全保障」と紛争予防・減災・防災 

14. ２－８ 東日本大震災，日本の諸課題と「人間の安全保障」 

 

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

テキスト講読。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/コメントカード(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長有紀枝、2012、『入門 人間の安全保障 恐怖と欠乏からの自由を求めて』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102195-3) 
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参考文献（Readings） 

1. 長有紀枝、2009、『スレブレニツァ あるジェノサイドをめぐる考察』、東信堂 

2. 人間の安全保障委員会、2003、『安全保障の今日的課題』、朝日新聞社 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK177／紛争と和解・共生 

(Conflicts, Peace and Reconciliation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
紛争の現場と私たちの日常をつなぐ 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 紛争の原因や平和の条件，和解や共生のための試みを多角的に学び，平和に対する視座や歴史感覚を養うことを目的としま

す。 

 

 Students will aim to learn about cause of conflict, condition for peace, reconciliation, and attempt of coexistence from multiple 

angles. Students will cultivate their peace perspective and historical sensitivity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では，現代の暴力や紛争の要因，平和の条件，調停や対話のプロセスを学んだ後に，ジェノサイド（集団殺害）や紛争を

経験した移行期社会の和解と共生，犯罪者を裁く一連の試みの歴史的展開と現状，死刑制度や課題について理論と事例両面か

ら学びます。また調停や和解の手法を、私たちの日常生活に生かす試みについても考えます。 

 

 In this class, based on theories and cases, students will learn about causes of violence and conflict in modern era, condition 

for peace, arbitration, and conversation process. After that, students will learn about reconciliation and coexistence in 

transitioning society after genocide and conflict, attempts of judgement on criminal, its historical development and current state, 

death penalty, and its issues through theories and cases. In addition, students will think about how to apply arbitration and 

reconciliation in our daily lives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，「紛争」｢和解」「共生」をどう定義するか、「移行期社会」「移行期正義」とは何か 

2. 「平和」を定義するヨハン・ガルトゥングの平和理論から 

3. 国際社会の成り立ちと戦争・紛争の歴史，紛争要因と紛争当事者の変遷 

4. 現代の紛争はなぜ起きるのか，だれが起こすのか 

5. 紛争をコントロールする仕組みー紛争違法化の試みと国際人道法・武力紛争法 

6. ヨハン・ガルトゥングの平和理論による、紛争のプロセスと調停のワークショップ 

7. もっとも重大な犯罪・コアクライムとは何か～集団殺害（ジェノサイド）罪とジェノサイド条約，人道に対する罪、戦争犯罪、侵

略犯罪 

8. 関連映画の上映（１）「キリング・フィールド」 

9. 関連映画の上映（２）「キリング・フィールド」と解説 

10. 正義と処罰～国際・混合刑事裁判の歴史、現状と課題 

ニュルンベルク・極東国際軍事裁判所（東京裁判）、旧ユーゴ（ICTY）・ルワンダ(ICTR）国際刑事裁判所、国際刑事裁判所

（ICC）、カンボジア特別法廷（ECCC) ほか 

11. 究極の処罰としての死刑制度を考える 

12. 「アーミッシュの赦し」が問いかけるもの 

13. 移行期社会とダークツーリズム ： 死と悲しみの記憶の継承・風化、記憶の政治化・商品化 

14. 紛争と和解・共生～総論・まとめ 

 

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

テキストおよび配布資料の講読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/コメントカード(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長有紀枝、2012、『入門 人間の安全保障 恐怖と欠乏からの自由を求めて』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102195-3) 

適宜，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. ヨハン・ガルトゥング、1991、『構造的暴力と平和』、中央大学出版部 

2. 長有紀枝、2009、『スレブレニツァ あるジェノサイドをめぐる考察』、東信堂 (104887138857) 

3. クレイビル、2008、『アーミッシュの赦し』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK179／エスノメソドロジー 

(Ethnomethodology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ひとびとの実践から学ぶエスノメソドロジー 

担当者名 

（Instructor） 
須永 将史(SUNAGA MASAFUMI) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人々の相互行為を題材に、エスノメソドロジーが依拠する方法上のアイデアや可能性などについて解説する。 

 

Based on human interaction, we study the ideas and possibilities of methods that ethnomethodology relies on. 

 

授業の内容（Course Contents） 

エスノメソドロジーは従来の社会学とは異なった視点から、社会における人々の行為とその理解の実践について分析することを

目的としている。本講義では、日常生活、社会制度（教育、医療、司法）、またメディア上で展開している人々の実践を題材に、観

察やエスノグラフィーを通じてエスノメソドロジーの特徴を解説する。またとくに、エスノメソドロジーのなかでも発話のやり取りに注

目し分析する会話分析のアイデアなどについて解説する。 

 

Ethnomethodology aims to analyze the social actions and the practice of their understanding from a different point of view than 

traditional sociology. In this course, the characteristics of ethnomethodology will be described through observation and 

ethnography, focusing on the daily life, social organization (education, medical care, justice), and the practices of people in the 

media. In particular, we will discuss ideas of conversation analysis that focus on and analyze talk in interaction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 社会学におけるエスノメソドロジーの潮流 1 

イントロダクションとマックスウェーバー 

3. エスノメソドロジーになにができるか１ 

文字のコミュニケーションをどう分析するのか――新聞・雑誌記事 

4. エスノメソドロジーになにができるか２ 

文字のコミュニケーションをどう分析するのか――新聞・雑誌記事 

5. 社会学におけるエスノメソドロジーの潮流２ 

パーソンズとシュッツ 

6. 社会学におけるエスノメソドロジーの潮流３ 

ハロルド・ガーフィンケル 

7. 社会学におけるエスノメソドロジーの潮流４ 

デュルケームとハーヴィ・サックス 

8. 中間レポート提出と中間レポート解説 

9. 会話分析：順番交替（１） 

10. 会話分析：順番交替（２） 

11. 会話分析：行為連鎖（１） 

12. 会話分析：行為連鎖（２） 

13. 「物語を語ること」 

14. チャールズグッドウィンの「プロフェッショナル・ヴィジョン」 

 

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

課題提出・連絡などにブラックボードを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/授業内の課題提出(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業開始時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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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) 

2. 前田泰樹ほか編、2007、『ワードマップ・エスノメソドロジー』、新曜社 (ISBN:4788510626) 

3. 是永論、2017、『見ること・聞くことのデザイン』、新曜社 (ISBN:9784788515093) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK180／教育社会学 

(Sociology of Education) 

担当者名 

（Instructor） 
荻野 亮吾(OGINO RYOGO) 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，学校・地域・家庭・職場・NPO等，社会の様々な場で行われる教育について、客観的かつ批判的な観点から評価

や判断ができるようになり，課題解決の方策について主体的に考える力を身につけることを目標とします。 

 

In this class, students will gain the ability to perform evaluations and make judgments, from an objective and critical point of 

view, concerning the education conducted in schools, regions, homes, workplaces, NPOs, and other varied locations in society, 

with the objective of instilling the ability to think about policies for resolving issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，実証的データや先進的事例に基づき，社会の様々な場で行われる教育の現状と課題を把握し，課題解決の方策

について自らの意見が述べられることを重視します。 

授業で扱う内容は，（１）学校を中心とした社会の状況，（2）教育における機会均等の問題，（3）学校教育の現代的役割，（4）生涯

学習や成人学習を捉える視点，（5）社会的課題の解決に教育が果たす役割，の５つです。 

 

Drawing on empirical data and advanced cases, this class will assess the current state of, and issues in, the education that 

takes place in various locations in society, with emphasize on students' ability to express their own opinions concerning 

methods of problem resolution. 

Five areas of content are covered in the class: (1) the situation of society centered on schools, (2) equal opportunity and other 

issues in education, (3) the modern role of school education, (4) perspectives for understanding lifelong learning and adult 

learning, and (5) the role of education in resolving societal issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：教育と社会の関係を考える 

2. 学校化する社会の特徴 

3. 学歴社会と生涯学習社会 

4. 教育における機会均等（1）：学力や意欲の階層差 

5. 教育における機会均等（2）：子どもの貧困問題を考える 

6. 教育における機会均等（3）：子どもが育つ家庭環境 

7. 学校教育の現代的役割（1）：学校から職業への移行 

8. 学校教育の現代的役割（2）：市民性教育の可能性 

9. 社会に広がる生涯学習の機会 

10. 成人の教育・学習を捉える視点（1）：成人教育学の考え方 

11. 成人の教育・学習を捉える視点（2）：経験学習論と変容学習論 

12. 成人の教育・学習を捉える視点（3）：職場での学習とワーク・ライフ・バランス 

13. 教育による社会的課題の解決（1）：地域活性化の取り組み 

14. 教育による社会的課題の解決（2）：NPOや社会的企業の取り組み 

 

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

授業時間外の予習・復習に関する指示は，必要に応じて各回の終了時に行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/リアクションペーパー(35%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの代わりに，毎回の授業でパワーポイントのハンドアウトや資料を配付し，これらのプリントに基づいて授業を進めます。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井朗・中村高康・多賀太編、2012、『よくわかる教育社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623062935) 

2. 岩井八郎・近藤博之編、2010、『現代教育社会学』、有斐閣 (ISBN:9784641183827) 
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3. 耳塚寛明編、2014、『教育格差の社会学』、有斐閣 (ISBN:9784641220133) 

4. 苅谷剛彦・濱名陽子・木村涼子・酒井朗、2010、『教育の社会学〔新版〕：〈常識〉の問い方，見直し方』、有斐閣 

(ISBN:9784641124004) 

5. 赤尾勝己編、2004、『生涯学習理論を学ぶ人のために：欧米の成人教育理論，生涯学習の理論と方法』、世界思想社 

(ISBN:9784790710653) 

6. 岡崎友典・夏秋英房、2012、『地域社会の教育的再編：地域教育社会学』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595313301) 

7. 日本教育社会学会編、2018、『教育社会学事典』、丸善出版 (ISBN:9784621302330) 

この他の参考文献については，授業中に示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，パワーポイントを使用した講義形式とし，3〜４回に 1 回程度の割合で映像資料を活用します。 

授業中にパワーポイントのハンドアウトを配布します。配布した資料については，翌週までに，Blackboard 上で参照できる形とし

ます。 

毎回の授業で、リアクションペーパーの記入を求めます。この中で特徴的な意見については，次の回の冒頭にフィードバックを行

います。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK181／青年期の社会学 

(Sociology of Adolescence) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代青年期における幸福と不安をめぐって 

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） 
SOX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本の青年層に特徴的に見受けられる意識の特徴と，そこから派生する諸問題について，後期近代という社会背景から理

解することを目指します。 

 

The objective of this course is to understand the characteristics of the awareness characteristically found in Japanese 

adolescents today, and the problems that arise from this awareness, against the background of recent modernity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会的格差の拡大や失業率の高さなど，現代青年期をとりまく社会状況は非常に厳しい状況にあります。しかし、その一方で彼

らの生活満足度は高く，また幸福感も強まる傾向が見られます。この両者のギャップはどのように理解すればよいのでしょうか。

この授業では，その社会学的な解明を試みます。 

 

The social conditions surrounding modern adolescence, such as widening social disparities and the high unemployment rate, are 

very severe. However, their satisfaction with their lifestyles is conversely high, and their sense of well-being is rising. How 

should the gap between these be understood? This class will attempt a sociological elucidation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プロローグ～いま，青年とは誰のことなのか～ 

2. 青年期の社会的格差（１）～劣化する経済的基盤～ 

3. 青年期の社会的格差（２）～社会制度と格差化～ 

4. 流動化する現代社会（１）～青年期の幸福と不安～ 

5. 流動化する現代社会（２）～人間関係の規制緩和～ 

6. リスク化する人間関係（１）～アノミー化する人間関係～ 

7. リスク化する人間関係（２）～人間関係の新たなジレンマ～ 

8. ポスト近代化の時代（１）～成長社会から成熟社会へ～ 

9. ポスト近代化の時代（２）～フラット化する世界～ 

10. 変貌する承認の構図（１）～世代間格差の変容～ 

11. 変貌する承認の構図（２）～自由から承認へ～ 

12. 青年期の新たな心性（１）～生活圏の内閉化～ 

13. 青年期の新たな心性（２）～新しい幸福観の勃興～ 

14. エピローグ～宿命論的誤謬の超克へ～ 

 

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

時間の余裕があれば，参考文献を読んでおくと授業を理解しやすいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 土井隆義、2008、『友だち地獄』、ちくま新書 

2. 土井隆義、2009、『キャラ化する／される子どもたち』、岩波ブックレット 

3. 土井隆義、2014、『つながりを煽られる子どもたち』、岩波ブックレット 

4. 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』、ハーベスト社 

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

6. デイヴィッド・リースマン、2013、『孤独な群衆（上）』、みすず書房 



 - 549 - 

7. デイヴィッド・リースマン、2013、『孤独な群衆（下）』、みすず書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／職業選択・キャリア形成論 

(Sociological Perspectives on Occupational Choice and Career) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 志穂(KAWANO SHIHO) 

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） 
SOX3460 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（100 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学卒業後の職業選択および初期キャリア形成についての学問的知見を理解し､ その知識をふまえて自らのキャリア形成に対

する意識を高めることを目標とする。 

 

Its objective is to gain an academic understanding of job selection and early career formation following university graduation, 

and, based on this knowledge, to enhance awareness of students' own career formation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学校から職業への移行や初期キャリア形成に関する社会学的な知見について､ いくつかのテーマ､ トピックに分けて紹介する｡ 

これらのテーマ､ トピックに関して､ 学問的視野を獲得するとともに､ その知識を用いて自らのこれからの生き方に関する洞察を

深める｡ 

 

Sociological findings on the transition from school to work and on early career formation are introduced under several themes 

and topics. Students will acquire an academic perspective on these themes and topics, and will use the knowledge to gain 

insights into their future way of living. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：あなたはなぜ大学に進学しましたか？ 

2. 大卒就職の現実と諸理論 (１) ：技術機能主義とスクリーニング理論 

3. 大卒就職の現実と諸理論 (２) ：訓練可能性とシグナリング理論 

4. 大学－職業の接続 (１) ：労働市場の日本的特徴 

5. 大学－職業の接続 (２) ：就職プロセスの変遷 

6. ｢求められる人間像｣ をめぐって (１) ：即戦力って何？ 

7. ｢求められる人間像｣ をめぐって (２) ：自己分析の不思議 

8. グループワーク（１）：職業を知る 

9. グループワーク（２）：職業を知る 

10. 様々な働き方とキャリア形成 (１) ：正規雇用と非正規雇用 

11. 様々な働き方とキャリア形成 (２) ：ジェンダーと労働 

12. 働くことに関わる法律 

13. ゲストスピーカー講演：職業の実際を知る 

14. 働くこととライフスタイル､ アイデンティティ 

 

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（グループ学習の期間は授業外学習の時間が増えると思って

いてください）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー (兼出席票) の内容､ グループ学習の参加状況(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない｡ 必要な文献については授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 苅谷剛彦・本田由紀 （編）、2010、『大卒就職の社会学―データからみる変化』、東京大学出版会 (ISBN:4130511319) 

2. 乾彰夫・本田由紀・中村高康、2017、『危機のなかの若者たち』、東京大学出版会 (ISBN:4130513370) 

そのほかは、授業時に適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

※以上のスケジューリングは、学生の興味関心やゲスト講師の日程都合をもとに変更する場合があります。 

 



 - 551 - 

※パワーポイントを使用した講義を行い、映像資料なども適宜活用します。また、理解を深めるために必要に応じて、グループワ

ークを行う予定です。 

 

※なお「職業を知る」のグループワークでは、企業や業界について調べ、発表資料を作成し、発表を行ってもらう予定です。グル

ープの情報共有の場として、Blackboard を使用する予定です。 

 

※グループワークの回数は受講生の人数によって変化する場合があります。 

 

※本授業は実践的な就職対策講座ではありません。社会学的アプローチをとりますので、個々人に対する適職診断（心理テスト）

等は行いません。 

 

※リアクションペーパーについては、翌回以降の授業でフィードバックをする場合もあります。 

 

※グループ発表については、Blackboard で講評など、フィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK183／現代社会研究Ａ 

(Studies of Contemporary Society A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Sociology of Education 

担当者名 

（Instructor） 
劉 正(LIU JENG) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX3411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To present sociology of education to students in a way that contains both synopsis and a balanced picture of a complex field. In 

this course, students will develop a sociological understanding of education by using both theory and empirical evidence. We will 

investigate questions about the role of schooling, the social structure of schools, stratification processes within and between 

schools, and the outcomes of education. Overall, the purpose of this course is to help students to develop an ability to analyze 

educational processes and practices through a sociological approach that incorporates both individuals and institutions, and the 

emphasis is implicitly comparative. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course is composed of lectures, discussions, and students’ presentation. In the lecture classes, we will first review classic 

literature, discuss key ideas from the readings, and study education from comparative perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Course Description and General Information 

2. Master Scholars of Sociological of Education and Their Thoughts 

3. Status Attainment and Social Mobility 

4. Human, Cultural, and Social Capital 

5. Stratification Between Schools and Resources Inequality 

6. Gender and Education 

7. Race, Ethnicity and Education 

8. From Schools to Work 

9. School Effects on Career Outcomes 

10. Higher Education 

11. Schools in Comparative Perspectives 

12. Students Presentation 

13. Students Presentation 

14. Students Presentation and Evaluation 

 

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

1. Students are required to read the reading(s) which will be discussed in each class. 

2. Students are required to collect data for their comparison of societies. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Attendance and Participation(30%)/Class Presentation(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

Students are expected to participate activity in class, and express their opinions on topics being discussed. Differences of 

opinion often lead to greater understanding even if our individual views are different from others. All students will make an oral 

presentation in English related to a topic in the course content. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Arum, Richard, Irenee R. Beattie, and Karly Ford. 2015. The Structure of Schooling: Readings in the Sociology of Education. 

Sage Press 

 

参考文献（Readings） 

1. Ballantine, Jeanne H. and Joan Z. Spade. 2001. Schools and Society: A Sociological Approach to Education. Sage Press 

Lists of any further readings will be provided in class. Handouts for each class will also be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Plagiarism, in any and all of its forms, will not be tolerated. Please be especially careful in your use of material acquired on the 
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Internet. Any student found to have plagiarized the work of others will be dealt with appropriately. Plagiarism should be avoided 

by correctly citing other authors’ ideas.  

 

Details can be found at the following websites: 

 

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide (for APA reference format) 

http://guides.libraries.psu.edu/apaquickguide/intext (for APA in-text citation format) 

http://www.riosalado.edu/library/tutorials/Pages/avoidingPlagiarism.aspx (on how to avoid plagiarism) 

 

注意事項（Notice） 
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■DK184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK184／現代社会研究Ｂ 

(Studies of Contemporary Society B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Interdisciplinary Approaches to Transnationalism 

担当者名 

（Instructor） 
キム，Ｈ．(KIM HYOJOUNG JACOB) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX3411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Since late 20th century globalization, people across the globe migrates across national borders en masse, resulting in qualitative 

change in the personal, national, and international organization of life. This course is designed to study the structure and 

dynamics of international migration and their personal, social, political, cultural and transnational consequences from 

interdisciplinary perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The central questions that the course is designed to address include: 

・Why do people migrate internationally? 

・Why is immigration so controversial? 

・What theories of migration are there? 

・What is “transnationalism from below” and how is it different from globalization? 

・How to understand transnational social spaces and transnational communities? 

・What are the political consequences of migrant transnationalism? 

・How international migration affects economic development of the sending countries? 

・How transnationalism re-shapes the landscape of political activism? 

・How immigrants and their children are received in the receiving countries? 

・What are the types, causes and consequences of irregular/illegal migration? 

・How the receiving countries regulate and manage international migration? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. I .WHY DO PEOPLE MIGRATE INTERNATIONALLY? 

Session 1. Trends in International Migration 

Readings: 

“International Migration Trends” World Migration Report 2005 (Pp. 379-403). Geneva, Switzerland: International 

Organization of Migration. 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=176 

2. Session 2. Why Do People Migrate Internationally? 

Readings: 

Stalker, Peter (2000). Workers without Frontiers (Pp. 21-34, 117-129). Boulder, Col.: Lynne Rienner. 

Cohen, Jeffrey H. (2004). The Culture of Migration in Southern Mexico (Pp. 124-141). Austin: University of Texas Press. 

3. II. WHY IMMIGRATION SO CONTROVERCIAL? 

Session 3. Economic Effects of International Migration 

Readings: 

Ghosh, Bimal (2005). “Economic Effects of International Migration.” Pp. 163-183 in World Migration Report 2005, Geneva, 

Switzerland: International Organization of Migration.  

4. Session 4. Socio-Cultural Challenges to National Identity 

Readings: 

Huntington, Samuel P. (2004). “The Hispanic Challenge.” Foreign Policy 141: 30-46. 

Citrin, Jack, et al. (2007). “Testing Huntington: Is Hispanic Immigration a Threat to American Identity?” Perspectives on 

Politics 5-1: 31-48. 

Video:  Shadow of Hope (2004) 

5. III. MIGRATION THEORY 

Session 5. Interdisciplinary Overview of Migration Theories 

Readings:  

Brettell C. and J. Hollifield (2000). Migration Theory: Talking Across Disciplines. Rougledge: New York. (Selected Chapters). 

6. IV. Globalization and Transnationalism from Below 

Readings:  

Mobasher, Mohsen, and M. Sadri, (eds.) (2004).Migration, Globalization and Ethnic Relations (Chapter 15, pp. 213-27). 
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Pearson: Upper Saddle River. 

7. Session 7. Transnationalism from Below 

Readings:  

Smith, Michael P., and Luis E. Guarnizo, (eds.) (1998). “Transnationalism From Below”. Comparative Urban & Community 

Research V.6. New Brunswick: Transaction Publishers.   

Levitt, Peggy (2004). “Transnational Migrants: When ‘Home’ Means More than One Country.” Migration Information Source, 

Migration Policy Institute, October 1 

8. V. TRANSNATIONAL SOCIAL SPACES & COMMUNITIES 

Session 8. Transnational Social Spaces 

Readings: 

Faist, Thomas (2000). “Transnationalization in International Migration: Implications for the Study of Citizenship and 

Culture.” Ethnic and Racial Studies 23-2: 189-222.  

Levitt, Peggy (2004) “Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society.” International 

Review V. 38-3: 1002-39. 

9. Session 9. Transnational Communities 

Readings: 

Castles, Stephen (2002). “Migration and Community Formation under Conditions of Globalization.” International Migration 

Review V. 36-4: 1143-68. 

Castles, Thomas (2003). “Transnational Communities: A New Form of Social Relations under Conditions of Globalization?” 

In J. Reitz, (ed.), Host Societies and the Reception of Immigrants, Center for Comparative Immigration Studies, University 

of California, San Diego. 

10. VI. POLITICAL TRANSNATIONALISM 

Session 10. Political Theory of Migrant Transnationalism 

Readings: 

Baubock, Rainer (2003). “Towards a Political Theory of Migrant Transnationalism.” International Migration Review V.37-3: 

700-23. 

11. Session 11. Transnationalism, State, Citizenship 

Readings:  

Smith, Michael Peter. (2003). “Transnationalism, the State, and the Extraterritorial Citizen.” Politics and Society V. 31-4: 

467-502. 

Itzigsohn, Jose (2000). “Immigration and the Boundaries of Citizenship: The Institutions of Immigrants’ Political 

Transnationalism” International Migration Review V. 34-4: 1126-54. 

12. VII. MIGRATION AND DEVELOPMENT 

Session 12. Migration and Development 

Readings:  

Sarah Gammage (2006). “Exporting People and Recruiting Remittances: A Development Strategy for El Salvador?” Latin 

American Perspectives V. 33: 75-100. 

Session 12-1. Migration as Development Strategies? 

Readings:  

De Haas, Hein (2005). “International Migration, remittances and development: Myths and facts.” Third World Quarterly V. 

26-8: 1269-1284. 

Devesh Kapur and Kevin McHale. Give Us Your Best and Brightest: The Global Hunt for Talent and its Impact on the 

Developing World (Chapters 7 & 8). Washington: Center for Global Development. 

13. VIII. TRANSNATIONAL POLITICAL ACTIVISM 

Session 13. Transnational Political Activism 

Readings: 

Guarnizo, Luis Eduardo, et al. (2003). “Assimilation and Transnationalism: Determinants of Transnational Political Action 

among Contemporary Migrants.” American Journal of Sociology V. 108-6: 1211-48. 

14. Session 14. Global Social Movements 

Readings:  

Della Porta, Donatella, and Sidney Tarrow (2005). Transnational Protest and Global Activism (Chapter 10, pp. 227-246). 

Rowman & Littlefield Publishers: Lanham. 

Sarah Wayland. (2004). “Ethnonatonalist Networks and Transnational Opportunities: the Sri Lankan Tamil diaspora.” 

Review of International Studies V. 30: 405-26. 

 

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

This course emphasizes student’s active involvement in learning throughout the class. To achieve this goal, the course is 

organized around the following two formats: 

Lectures: The instructor will provide a brief lecture and key theoretical and/or practical issues involved in each session. This 

lecture will set the basic framework upon which subsequent student-led seminars will develop. 

Seminars: All class sessions will proceed in student-led seminar discussions. Each seminar will proceed in a style of panel 

discussion in which a designed student for assigned readings will lead the seminar with a seminar presentation. His/her 

presentation will be then discussed by designated panel discussants on the strengths and shortcomings of the assigned reading 
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materials and student presentation. After the panel discussion, the classroom discussion will be open to the entire class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/Midterm Test(30%)/Seminar Presentation(20%)/Panel Discussion(10%)/In-class Participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no official textbook or coursepack. All assigned reading materials will be available in electrical files at least one week 

before the class.  

 

参考文献（Readings） 

See the Course Schedule above for detailed reading assignments for each session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Study Required Outside of Class 

 

All students are expected to come to each class, having read all assigned reading materials. 

 

Students who are responsible for seminar presentations should prepare their presentations in Power Point Presentation and 

submit the presentation file to the instructor one day before the presentation day. 

 

注意事項（Notice） 
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■DK185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK185／現代社会研究Ｃ 

(Studies of Contemporary Society C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
We and Others in a Globalized World 

担当者名 

（Instructor） 
ト－サクン ラッタナ－(TOSAKUL RATANA) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX3411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Expected knowledge and abilities that students can acquire from this course are shown in the following. 

1.To help improve reading and writing skills of students for basic academic reading and writing in English. 

2.To introduce students with a variety of anthropological perspectives and approaches to understand and analyze current 

issues of contemporary human society and give them the opportunity to experiment in their own writing in English. 

3.To provide students with the current state of anthropological debate of cultural diversity and cultural conflicts of 

contemporary society.   

4.To help students prepare for their future dealings with cultural diversity, differences, and conflicts of contemporary human 

society by providing them with necessary skills for analytical thinking critically about cultural differences in an increasingly 

globalized world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course aims to equip students with the knowledge of sociocultural anthropology in English. Based on reading key concepts 

and critical ethnographies in anthropology as well as viewing still images, VDOs or film clips, students will be equipped with key 

anthropological concepts and some relevant ethnographies to understand contemporary society in diverse social and cultural 

aspects. Students will learn to actively engage in scholarly discussion and develop arguments logically based on social issues 

raised in class. At the end of the course, students will be able to organize relevant data and information, develop logical 

arguments, and write a scholarly mini-paper in English.     

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course  

2. The concept of culture  

3. Culture and globalization   

4. Global city and urban ways of life   

5. Rural and urban relations 

6. Ethnicity and nationalism  

7. Religion, science and cosmology   

8. Mobile subjects (migrants, refugees, diaspora, travelers and others) and contested identities   

9. Changing family, gender and sexuality   

10. Media technology and popular culture   

11. Environment & natural disaster 

12. Wellness and aging society 

13. Death and dying 

14. Wrap up  

 

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

This is a lecture plus a seminar style course. The class will basically proceed with lecture format, using reading and media 

materials for analysis, such as PowerPoint slide presentation, film clips and still images.  Students are expected to read 

assignments before class and contribute to class discussions actively. Each student selects one issue/topic of her/his own 

interest to do presentation and takes a lead in participating in class discussion weekly. Also, each student is required to submit 

a critical review of two selected issues/ topics outlined in the course schedule before the end of the course.    

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/Written assignments (2 summary reviews)(30%)/Presentation(15%)/Class preparation and active 

participation in class discussion(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbooks used. All reading materials will be provided. 



 - 558 - 

 

参考文献（Readings） 

1. King, Victor T, and William D. Wilder.. 2003. The Modern Anthropology of Southeast Asia: An Introduction. . London & New 

York: Routledge Curzon. 

2. Kondo, Dorinne K.. 1990. Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace. The University 

of Chicago Press. 

3. Martinez, D.P. (ed).. 2001. The Worlds of Japanese Popular Culture: Gender, Shifting  Boundaries and Global Cultures. . 
Third edition. Cambridge University Press. 

4. Ortner, Sherry B.. 2006. Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject. . Durham and London: Duke 

University Press. 

5. Rapport, Nigel.. 2014. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. . Third  edition. London & New York: 

Routledge. 

6. Slack, Jennifer Daryl and J. Macgregor Wise.. 2015. Culture and Technology: A Primer.. Second edition. New York: Peter Lang 

Publishing Inc. 

7. Vincent, Joan (ed).. 2004. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique.. Reprinted. Blackwell 

Publishing. 

Hendry, Joy. (ed). 1998. Interpreting Japanese Society: Anthropological Approach.   Second edition. London& New York: 

Routledge.   

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK186／現代社会研究Ｄ 

(Studies of Contemporary Society D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
East Asian Media and Popular Culture 

担当者名 

（Instructor） 
姜 明求(KANG MYUNGKOO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX3411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose of this class is two-fold: 1) to learn the histories and changes of East Asian media and popular culture, focusing on 

China, Japan, and Korea, 2) how do East Asians receive and consume other popular cultures. Students will learn how East 

Asians understand each other and what kinds of roles popular culture can play in cross-cultural exchanges and understanding.    

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will provide basic concepts of cultural studies such as culture, ideology, habitus, affect, and etc. Then, we will deal 

with the question, “how do we understand the state and civil society; the nation and the citizen; and individuals with identities 

and desire in everyday life?” Furthermore, we will study the contemporary landscape of culture industries, each society's 

definitions and promotions of their traditional cultures, and dualistic perception of class culture in different societies in East 

Asia. Finally, we will examine how East Asians consume other cultures cross-culturally. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Understanding basic theories and concepts of culture 

2. Text and Context 

3. Historical changes of the state and civil society in East Asia 

4. Birth of Individual in East Asia 

5. Globalization and Structural Changes of Culture Industries in East Asia 

6. Contemporary Culture and Contents Industries in Japan, China, and Korea 

7. presentation of mid-term paper 

8. Discourses on Traditional and National Cultures in Japan, China, and Korea 

9. How do we understand the high culture vs. popular culture?; Contemporary  

Landscapes of Class culture in East Asia 

10. Stereotype and representations of others  

11. Reception of Murakami Haruki in Japan, China, and Korea 

12. Traveling and Geographical Imaginaries: How do East Asian imagine East Asia 

13. Understanding and analyzing travel story telling 

14. Presenting final papers and Wrapping up the class  

 

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

Thinking notes: Students should post their comments on the reading materials every week. The thinking notes is not summary, 

but writing on your thoughts and feeling on the readings.  

Mid-term paper: The research question of mid-term paper will be how do Chinese and Korean people receive and consume 

Japanese popular cultures. Students need to select one area (ex. Film, television drama, pop music, animation, manga and etc.) 

among Japanese popular culture. The paper should clearly express the research purposes, research questions, findings, and 

interpretations. 

Final paper: After selecting one area from the class topic, students write an analytical paper.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Thinking Notes(20%)/mid-term paper(30%)/class participation(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading materials will be provided one week in advance in class. 

 

参考文献（Readings） 

To be announced in each class.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DK188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK188／社会学古典文献講読 

(Readings on Sociological Classics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
三原 武司(MIHARA TAKESHI) 

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） 
SOX3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学の古典的な文献を精読し、討論することによって、社会学固有の発想、概念、研究法を習得するとともに、文献を読解する

能力を養うことをめざす。 

 

Through carefully reading and discussion of classic literature in sociology, the course aims to have students acquire ideas, 

concepts, and research methods unique to sociology, as well as cultivate students' ability to comprehend the literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の講読を中心とする。導入として大塚久雄『社会科学の方

法』を扱い、後半には受講生と相談のうえで「近代とはなにか」をテーマに文献を選定し、講読を行う。毎回の授業は、受講生同士

の輪読形式で進める。 

 

Reading is focused on Max Weber's The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. The course will use Shakai kagaku no 

hoho (Methodology of the Social Science) by Hisao Otsuka at the outset. In the second half, it will select literature on the 

theme of "What is the modern age?" through consultation with students, and will conduct readings. Each class will be held in a 

format with the students reading in turn. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ヴェーバーとマルクス 

3. 大塚久雄『社会科学の方法』の輪読（１） 

4. 大塚久雄『社会科学の方法』の輪読（２） 

5. 大塚久雄『社会科学の方法』の輪読（３） 

6. ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の輪読（１） 

7. ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の輪読（２） 

8. ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の輪読（３） 

9. ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の輪読（４） 

10. ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の輪読（５） 

11. ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の輪読（６） 

12. 受講生と選定した文献の輪読（１） 

13. 受講生と選定した文献の輪読（２） 

14. 受講生と選定した文献の輪読（３） 

 

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

受講生は毎回事前に、担当の箇所を読んでくる。報告者は、毎週の担当分に関してレジュメを作成し、人数分を印刷する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当分の報告(35%)/ディスカッションへの参加(35%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マックス・ヴェーバー、1989、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』、岩波書店 (ISBN:4003420934) 

2. 大塚久雄、1966、『社会科学の方法』、岩波書店 (ISBN:4004110629) 

 

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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■DK190 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK190／災害の社会学 

(Sociology of Disaster) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
減災社会構想：マルチステークホルダー参画の復興－防災連繋を考える災害社会学 

担当者名 

（Instructor） 
大矢根 淳(OYANE JUN) 

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） 
SOX3540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀に入って体系化の進みつつある災害社会学の履歴、視角・枠組み、方法論を学びつつ、古今内外の多種多様な被災事

象を解釈して、現代のそして近い将来の被災事象に対峙することができるよう、その認識枠組みを感得する。 

 

Students will learn the history, perspectives, frameworks, and methodologies of disaster sociology, which has continued to 

systematize in the 21st century. Students will gain awareness of the recognition framework for this, so that they will be able to 

cope with modern and near future disaster events by interpreting a wide variety of disaster events, both present and past, 

domestic and overseas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然災害のみならず、古今内外の様々な被災事象について講義する。災害社会学の調査研究と合わせて、その実践的側面を

重視して（研究実践）、その調査方法論を内省的に再考する講義を行う。特に実践的側面については、被災対応の主体たる地区

住民を含めたマルチステークホルダー参画のあり方を取り上げて講義するとともに、受講者には自身の取り組みのあり方につい

て、改めて内省してもらうようにしたい。 

 

The course will cover not only natural disasters but also various disaster accidents in the present and past, domestic and 

overseas. Together with investigative research into disaster sociology, the course will conduct lectures that introspectively 

reconsider the investigation methodology, emphasizing practical aspects (research practice). Regarding practical aspects in 

particular, the course will conduct lectures on means of multi-stakeholder participation with inclusion of the district residents 

who are the main actors in disaster response, and will have students reflect anew on their own approaches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：春学期授業で扱う被災事象の概説、各回授業での配布資料、提示資料等の種類、授業内小レポートの

提出規定、小テスト等を合わせての成績評価法の説明。 

2. （A)被災地調査の社会調査研究方法論：アルメニア地震（1988.12.7） 

3. (A)被災地調査の社会調査方法論：9.11 と池田小事件（2001 年） 

4. (A)被災地調査の社会調査方法論：論点（捕） 

小レポート(1) 

5. (B)フィールド固有のロジック：津浪減災（「稲むらの火」） 

6. (B)フィールド固有のロジック：津浪減災（「津波てんでんこ」） 

7. (B)フィールド固有のロジック：津浪減災（｢安渡町内会津波防災計画」づくり検討会） 

8. 小レポート(2) 

(C)復興－防災連繋：住民主体の復興まちづくり（阪神・淡路大震災：御蔵地区） 

9. (C)復興－防災連繋：住民主体の復興まちづくり（福岡県西方沖地震：玄界島） 

10. (C)復興－防災連繋：住民主体の復興まちづくり（事前復興／防災マップづくり） 

11. (C)復興－防災連繋：住民主体の復興まちづくり（雲仙・普賢岳噴火災害：直接被災地＝上木場復興実行委員会） 

小レポート(3) 

12. 小レポート(3) 

(D)マルチステークホルダー参画の事前復興：原発避難① 

13. (D)マルチステークホルダー参画の事前復興：原発避難② 

14. 小テスト、講評 

 

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

上記「授業計画」に記された単元（A）（B）（C）（D）に入る前に、授業内容に関連するプリントを配布するので、それを読み込んで授

業に参加していただきたい（予習）。毎授業の論点を復習しつつ、それを、上記単元終了時に執筆・提出する「小レポート」に反映

させていただきたい。プリント配布時に、参考文献を紹介するので、予習としてそれに触れておいていただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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小レポート①(25%)/小レポート②(25%)/小レポート③(25%)/最終授業時の小テスト(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定せず、以下の参考文献を示しておきます。また、授業の各単元（A）（B）（C）（D）毎、プリントを配布し、内容を

深めるために授業内でビデオ等を視聴します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大矢根淳他編、2007、『災害社会学入門』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-50102-9) 

2. 浦野正樹他編、2007、『復興コミュニティ論入門』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-50102-9) 

3. 木村周平他編、2014、『災害フィールドワーク論』、古今書院 (ISBN:978-4-7722-7126-4) 

4. 清水展他編著、2015、『新しい人間、新しい社会』、京都大学学術出版会 (ISBN:978-4-87698-899-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義が中心となるが、各単元毎に配布するプリントと、随時視覚教材を用いる。 

授業 3-4 回毎（各単元（A）（B）（C）修了時）、小レポートを執筆・提出していただく。これは「分査レポート」と呼称し、独特の採点方

式を採用するため、この授業を履修する予定のある人は、その執筆・提出・採点方法を了解したところで、履修していただきたい。

初回ガイダンス授業で、このシステムを詳述する。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ダイバーシティとキャリア 

(Diversity and Career) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

この授業は「ダイバーシティとキャリア」をテーマとして、不確実性の高い時代の中で、あ

なたの未来を自分自身で考え、デザインする方法を考えていきます。 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 美乃(TSUCHIYA YOSHINO) 

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） 
SOX3460 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（150 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の働き方・生き方を含めた、「自分らしいキャリア」を考えるうえで「ダイバーシティ」という視点も非常に重要なファクターとなり

ます。現代社会の中で自分らしくいきいきと生きること・働くことを実現するために、ダイバーシティとキャリアをめぐる講義・ワーク

ショップ・ゲストスピーカーによる情報提供等を通し、選択肢や実情を知ったうえで、主体的にキャリアデザインをする知識・意欲・

方法を身につけます。 

 

The perspective of "diversity" is also a very important factor in considering a personally suitable career, including personal way 

of working and way of living. In order to achieve living and working in personally suited ways within contemporary society, 

students will obtain the knowledge, motivation, and methods to engage in independent career design, after learning of options 

and facts through information provided by lectures, workshops, and guest speakers on topics of diversity and careers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今あなたはどんな生き方・働き方をしたいと展望しているでしょうか。 

「ダイバーシティ（Diversity）」とは、直訳すれば「多様性」で、性別、人種、国籍、宗教、年齢、学歴、職歴など多様さを活かし企業

の競争力に繋げる経営上の取組のことを指すこともあります。この授業は「ダイバーシティとキャリア」をテーマとして、不確実性

の高い時代の中で、あなたの未来を自分自身で考え、デザインする方法を考えていきます。 

人生 100 年時代と言われるようになり、一つの会社、一つのスキルだけで一生が終わることのほうが珍しい時代になりました。こ

れが正解という生き方が無くなり、より多様な価値観が共存し情報もあふれている中で、自分自身が何者なのか、自分自身はど

う生きたいのかを考える一つの切り口として「ダイバーシティとキャリア」について深めていきます。 

 授業は３つの要素で構成されます。第一は、「ダイバーシティとキャリア」について現実を知る講義です。第二に、「やりたいこと

ができる」ように変えようとしているゲストスピーカーの話を聞き、ディスカッションを進めます。ここでは、「様々なダイバーシティ」

の考え方、男女のパートナーシップの新しいあり方、先進的企業の取り組み、多様な働き方などのテーマをめぐって、生き方・働

き方についての視野を広げていきます。そして第三に、授業の 1 回目、中盤、最終回で「自分がどんな生き方・働き方をしたいの

か」を形にするワークショップを行い、あなた自身のキャリアを主体的に形成していくためのきっかけにします。 

 

What sort of way of living and way of working do you foresee now? 

Diversity refers to management initiatives that leverage diversity of gender, race, nationality, religion, age, educational 

background, career background, etc. and connect these to a company's competitiveness. Under the theme "Diversity and 

Careers," students in this class will consider how to design their futures on their own and will consider methods for designing 

careers in this era of high uncertainty. 

We are said to be in an era of 100-year lifespans, and it is now rare for people to spend their lives using only one skill in one 

company. Students will deepen their knowledge of "Diversity and Careers" as one approach to thinking about who they 

themselves are and how they wish to live, amid the disappearance of singular "correct" ways of living and the coexistence of 

more diverse values and abundant information. 

 The course is composed of three elements. The first is lectures for learning about "Diversity and Careers." The second is 

listening to guest speakers seeking to effect changes so that people can do what they want to do, followed by discussion. Here, 

the course will broaden perspectives on ways of living and ways of working, covering themes such as the concept of “various 

diversities,” new approaches to gender partnerships, initiatives by advanced companies, and diverse ways of working. As the 

third element, in the first, middle, and final sessions, the class will conduct workshops to give form to students' desired way of 

living and way of working, creating an opportunity for you to independently form your own career. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション＋ワークショップ（１）――キャリアビジョンの描き方、「私」の過去・現在・未来 

「キャリア」とはなにか、「ジェンダー」とはなにか、というイントロダクションのあと、自分がどんな「生き方」「働き方」をしたい

か、授業開始前の「私」がどのようなビジョンをもっているかを自分の過去から現在までを振り返りながらシートにまとめ、グ

ループで話し合うワークショップを行う。この授業が自分のこれからの生き方・働き方を考える場であることを共有するととも

に、自らのビジョンを描くことの難しさを自覚する。 

2. 女性を取り巻くワークとライフの実態――「就業」「結婚」「出産」をめぐるデータから 

現代社会で女性が「働く」ことの実態はどのようなものか。ライフステージごとに、様々なライフイベントがある中で、就業にお
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ける選択肢を知ると同時に、結婚・出産などのライフイベントにまつわる選択・意思決定も自らの意思でしていくために、今

から知っておきたいことを学ぶ。 

3. パートナーシップとキャリア――男女の新しい役割分担、生き方と働き方 

新しいパートナーシップの形、変化する男女の家庭内での関係、生活のパートナーである男女の役割、家事・育児のあり方

などについて、ゲスト（「主夫」「イクメン」「イクボス」などの在り方・意識をもつ）のレクチャーを聴いたうえで、ディスカッション

する。 

4. ワークライフ・バランスから、ワークライフ・インテグレーションへ――仕事と生活の捉え方 

従来のワークライフ・バランスという「仕事」と「生活」を別物として捉える対立概念から、仕事も生活も統合した人生全体の

「キャリア」をどう描くかを、ゲストの体験談を聞き、ディスカッションを通し考える。 

5. 先進的企業の取り組み――中小企業から考える 

女性がいきいきと働いている企業の取り組みについて、ゲスト（中小企業の例などを想定）のレクチャーを聴いたうえで、デ

ィスカッションする。 

6. ワークショップ（2）――わたしの自分らしさとは 

ここまでの授業のまとめ・ワークショップ 

7. 多様な働き方――会社に入らない生き方から考える 

NPO、起業家、フリーランスなど、会社に入らない働き方をしているゲストのレクチャーを聴いたうえで、ディスカッションす

る。 

8. 卒業生によるパネル・ディスカッション――生きる×働く×学ぶ 

さまざまな年代、業種、生き方の学部卒業生を招いて、パネル・ディスカッションを行い、直接の先輩の働き方・生き方を知

るとともに、大学での学び、社会学部での学びがキャリアにどのように活かされているか、大学時代なにをすればいいかに

ついて学ぶ。 

9. インナーダイバーシティの考え方 

自分自信の中でも、様々な役割がある。仕事での役割、家庭での夫・妻・親・子供などの役割、地域社会の中での役割な

ど、自分自身の中でも様々な自分自身がいることがある。どう自分自身のアイデンティティを形成するかを深める。 

10. グローバルダイバーシティの考え方 

人口減少の著しい日本において、海外の人財との協業は必須である。海外の方々とは異なる価値観、同じ価値観などを知

り、日本人としてのアイデンティティを知る。 

11. ジェンダーダイバーシティの考え方 

仕事や家庭において、性差による違いのカタチも緩やかになってきている中で、自分自身のジェンダーと向き合い、自分ら

しさを見つめる切り口とする 

12. 卒業生によるパネル・ディスカッション――生きる×働く×学ぶ 

さまざまな年代、業種、生き方の学部卒業生を招いて、パネル・ディスカッションを行い、直接の先輩の働き方・生き方を知

るとともに、大学での学び、社会学部での学びがキャリアにどのように活かされているか、大学時代なにをすればいいかに

ついて学ぶ。 

13. ワークショップ（３）――「私の未来」をどうつくるか 

自分はどのような「生き方」「働き方」をしたいか、「自分の未来」をどのようなものとしてつくっていきたいか。これまでの授業

を踏まえて、「私」の未来の生き方・働き方をシートに記し、これからの具体的なアクションプランをつくって、グループでディ

スカッションする。 

14. 最終ワークショップ----授業のまとめとアクションプラン 

授業の最終回にレポート提出を通し、自分自身の考えをまとめる。 

 

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

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート１(30%)/中間レポート２(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

株式会社エスキャリア 

https://escareer.co.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DK201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK201／現代史 

(Contemporary History Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人種とジェンダーからみるアメリカ現代史 

担当者名 

（Instructor） 
藤永 康政(FUJINAGA YASUMASA) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) アメリカ社会に関する理解を深める。 

(2) アメリカ現代史について基礎的な知識を持つ。 

(3) 今日の歴史学が進んでいる方向や諸問題について、社会学との関係のうえで理解を深める。 

 

(1) Deepen understanding of American society. 

(2) Gain fundamental knowledge of modern American history. 

(3) Deepen understanding of the directions of today's study of history and its problems, in terms of relationship with sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史学で問われているのは暗記の能力ではなく、事実の背後にある意味を解釈し、過去の人びとの営みが「現在のわたしたちの

社会」といかなる関係にあるのかを確認していく能力です。この授業では、人種とジェンダーに強い関心を払いながら、アメリカ合

衆国の現代史を通じて、問いかける学問としての歴史学の基礎的技術を学んでいきます。２週でひとつのテーマを扱い、それぞ

れの時代にいかなる問題があったのかを、学生との質疑応答を大幅に取り入れつつ考えていきます。受講生には積極的な授業

参加を期待します。なお、高校世界史Ｂ履修者の数など、受講生の既習事情や人数により、各回での授業内容には若干の変更

が加わることがあります。 

 

What is tested in study of history is not the ability to memorize but the ability to interpret the meaning behind facts, and to 

confirm what relationships the actions of people in the past have with "our present-day society". Taking a close interest in 

race and gender, this class will study fundamental techniques as an academic field that poses questions through modern 

American history. Covering one theme over the course of two weeks, it will ask what sort of problems existed in each era, and 

will consider these through wide-ranging question-and-answer with students. Students will be expected to participate actively. 

The content of classes may change somewhat each time, depending on the past study experience and the number of course 

takers, such as the number having taken High School World History B. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 現代アメリカの諸問題① 

3. 現代アメリカの諸問題② 

4. 第一次世界大戦とアメリカ社会① 

5. 第一次世界大戦とアメリカ社会① 

6. 第二次世界大戦から冷戦へ① 

7. 第二次世界大戦から冷戦へ② 

8. 公民権運動の成果と限界① 

9. 公民権運動の成果と限界② 

10. ブラック・パワー運動の功罪① 

11. ブラック・パワー運動の功罪② 

12. ポスト冷戦・グローバリゼーションの時代のアメリカと人種・ジェンダー① 

13. ポスト冷戦・グローバリゼーションの時代のアメリカと人種・ジェンダー② 

14. 総括 

 

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

少なくとも本講義受講中はアメリカ発のニュースに関心を持って下さい。しばしば時事的な問題に言及しますが、関心があるかな

いかで、授業の面白さや理解度がまったく違ったものになります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業での発言等、積極的参加度、出席(20%) 

授業でのリアクション・ペーパーの内容は平常点評価に加えます。また、レポートは、全授業回数の３分の２以上の出席をもって、



 - 568 - 

提出の資格を得るものとします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 有賀夏紀・油井大三郎編、2003 年、『アメリカの歴史：テーマで読む多文化社会の夢と現実』、有斐閣 (ISBN:4641121621) 

2. 有賀夏紀・紀平英作・油井大三郎、2009 年、『アメリカ史研究入門』、山川出版社 (ISBN:463464035X) 

3. 和田光弘編、2014 年、『大学で学ぶアメリカ史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623067165) 

以上に掲げたものは概説書のみです。授業中、特定の問題について、より詳細な参考文献を指示しますが、そちらも適宜参照し

てください。レポートに大きな差がでてきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員への連絡はメールでお願いします。アドレスは、fujinagay@fc.jwu.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■DK202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK202／政治学Ａ（政治学理論） 

(Political Science A (Theories)) 

担当者名 

（Instructor） 
面 一也(OMOTE KAZUYA) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の政治社会は、過去に現れた政治学の諸理論と、現実政治との相互作用のうえに成り立っている。政治の混迷や閉塞が叫

ばれて久しいが、この事態から抜け出すためには、政界の表層的な動きではなく、より深層の根源的問題に関する学問的省察

が、不可欠であると思われる。本授業では、現代世界を築いた政治学の代表的理論を、その成立の背景に遡りつつ概観しなが

ら、そこに見出される政治的諸問題をめぐって、批判的に考察を行なう。授業の性質上、現実政治のアクチュアルな動向にも、で

きるかぎり目を向けていきたい。 

 

Today's political society is founded on the interaction between politics in reality and theories of political science that appeared 

in the past. It has been a long time since calls for political turmoil and blockades, but in order to get out of this situation, 

academic introspection of deeper underlying problems, rather than of surface-level movements in politics, is essential. This 

class will overview the representative theories of political science undergirding the modern world, tracing the background behind 

the theories' formation, and will perform critical examination of the political issues unearthed. By its nature, the class will focus 

as much as possible on actual movements in real politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 現代世界を築いた代表的な政治学理論を、系譜的に習得する。  

2 今日における実践的な政治課題について理解する。 

3 上記の課題に対する応答可能性について、批判的な考察力を養う。 

 

1. Students will genealogically learn the representative political science theories that have built the modern world.  

2. Students will gain an understanding of contemporary practical political issues. 

3. The class will cultivate the ability to critically consider possibilities for responding to the above issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アリストテレス① 目的論的自然観 

3. アリストテレス② 学問体系の整序、古代政治学の誕生 

4. アリストテレス③ 人間観：最高善としての幸福、政治的動物（ゾーン・ポリティコン） 

5. アリストテレス④ 国家観(1)：善く生きるための共同体、現実国家 

6. アリストテレス⑤ 国家観(2)：プラトン批判、理想国家 

7. トマス・ホッブズ① 機械論的自然観、近代政治学の誕生 

8. ホッブズ② 人間観：善＝快楽／悪＝苦痛 

9. ホッブズ③ 自然状態：万人の万人に対する闘争＝戦争状態 

10. ホッブズ④ リヴァイアサン：死の恐怖に基づく絶対国家 

11. フリードリヒ・ニーチェ① キリスト教道徳への批判 

12. ニーチェ② 近代デモクラシーへの批判：人間の価値低落、畜群の緑の牧場の幸福 

13. ニーチェ③ 末人と超人、大いなる正午 

14. ニーチェ④ 大いなる政治：近代社会を超えて 

 

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

とくに予習を課す予定はない。ただし、復習は次回授業の重要な土台になるため、予習の意味を兼ねて、次回授業までに復習を

済ませること。復習の際には、ノートや資料を見返しながら、授業の全体的な流れをまず把握して、総論から各論の確認へ向かう

とよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に配布する引用資料を主に用いる。 
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参考文献（Readings） 

1. 藤原保信、2005 年、『西洋政治理論史（上）』、新評論 (ISBN:4794806736) 

2. 藤原保信、2005 年、『西洋政治理論史（下）』、新評論 (ISBN:4794806833) 

参考文献の購入は必須ではないので、購入するかどうかは、第１回授業時の説明後に、各自で判断すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK203／政治学Ｂ（現代政治） 

(Political Science B (Contemporary Politics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政府の役割、現代日本政治 

担当者名 

（Instructor） 
川橋 郁子(KAWAHASHI IKUKO) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 さまざまなアクターが交錯する政治過程を、分析し理解する力・スキルの習得を目指す。日本の政治制度に関する基礎的な知

識や、制度の果たす役割について理解を深める。 

 

The objective of this course is the acquisition of ability and skills for analyzing and understanding the political processes in 

which various actors mingle. Students will gain an understanding of the basic knowledge of Japan's political systems and the 

roles that the systems play. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  テレビや新聞が伝える政治は、さまざまな個人や団体が交錯する複雑な事象のように見えます。また、国会議員や官僚など

限られた人間によって独占され、一般市民の日常生活からは乖離した世界のように感じられるかもしれません。本講義では、こう

した複雑な政治を分析し理解する力・スキルの習得を目指します。最終目標は、皆さんが政治について自ら問題を設定し、分析、

議論できるようになることです。 

 一般に、複雑な事象を理解するためには、簡単な分析枠組みから出発することが有効です。そこで本講義では、国を構成する

「国民」と、統治を担う「政府」に注目して政治を整理し議論を進めます。講義の前半では、政府と国民の関係を中心に、政府の役

割や政策決定の過程を説明していきます。後半では、政府を構成する政治家や官僚など具体的アクターに焦点をあて、アクター

間の力関係や、そうした関係を規定する制度について検討します。 

 

The politics represented on television and in newspapers appear as complicated incidents involving a variety of individuals and 

groups. In addition, it may seem a world monopolized by a limited cast of Diet members, bureaucrats, and other persons, 

removed from the daily lives of the common people. This course aims to instill the abilities and skills to analyze and understand 

these complex politics. Its ultimate goal is that students will be able to set, analyze, and discuss political issues on their own.  

In general, in order to understand complex events, it is useful to begin from a simple analytical framework. Accordingly, this 

course will progress by ordering and discussing politics with attention to the citizens who make up the country and the 

government that governs it. The first half of the course will explain the role of government and the processes for determining 

policy, with a focus on the relationship between the government and citizens. The second half of the course will place the 

spotlight on specific actors such as the politicians and bureaucrats that make up the government, and will examine the power 

relationships among the actors and the systems that define these relationships. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 授業の概要、方針 

2. 市場の失敗、政府の役割 

3. 政府の失敗 

4. 利益団体・団体政治①  集合行為問題 

5. 利益団体・団体政治②  多元主義、ネオ・コーポラティズム 

6. 選挙・選挙制度 

7. 中間テストとその解説 

8. 議会・政党 

9. 官僚 

10. 政官関係 

11. 内閣制度・首相のリーダーシップ 

12. 中央地方関係 

13. 地方政治 

14. 現代日本政治の争点 

 

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

レジュメ、および、授業時に提示する文献を読むこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

中間テスト、期末試験（筆記試験）の双方を受験した学生のみ成績評価の対象とする。履修者は必ず、両試験を受験すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 北山・久米・真渕、2009、『はじめて出会う政治学 構造改革の向こうに』、有斐閣 (ISBN:4641123683) 

2. 砂原・稗田・多湖、2015、『政治学の第一歩』、有斐閣 (ISBN:4641150257) 

3. 久米・古城・真渕・川出・田中、2011、『ニュー・リベラル・アーツ・セレクション 政治学』、有斐閣 (ISBN:4641053774) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK204／現代経済 

(Contemporary Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニュースから経済を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
軽部 謙介(KARUBE KENSUKE) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済現象や経済政策についてニュース報道という材料を使って概要を理解する。 

 

Through the medium of news reports, students will gain a general understanding of economic phenomena and economic policies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

われわれが日常的に接するメディア報道から題材をとり、経済とは何なのかを具体的に考えていく。 

 

The course will take material from the media coverage that we encounter daily to concretely consider the nature of the 

economy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概論  

この授業の対象範囲や授業の進め方について説明します。 

2. 日本経済は今どこにいるのか 

戦後日本経済の歴史を概説的に振り返り、今日本経済がどのようになっているのかを歴史的に考えます。 

3. 金利とは何なのか 

日銀が続ける「異次元緩和政策」の影響などを材料に、ニュース報道をもとに金融政策について考えます。 

4. 財政とは何なのか 

国家財政に関して、赤字とか黒字とはどういう意味をもつのかなどについて、具体的な事案にそって検討します。 

5. 金融とは何なのか 

経済の血液といわれる金融機能について、この２０年間の出来事も踏まえながら考察していきます。 

6. 通商摩擦とは何か 

戦後日米経済の大きな課題だった通商摩擦に関して、具体的な事例やその報道に即してフォローしてみます。 

7. 世界経済はどう動いているのか その１ 

アメリカ、中国、欧州、中東などから入ってくるニュースを題材にとり、その地域の経済がどのようになっているのかを観察し

ます。 

8. 同上 その２ 

9. 世界経済の秩序とは何なのか 

グローバル化の進んだ現在の世界経済はどうやってマネージメントしていけばいいのか、ブレトンウッズ体制以降の歴史を

考えます。 

10. 同上 その２ 

11. 日本経済の問題とは何なのか 

今の日本にとって経済政策とはどう位置づけられるのか。何をどう解決しようとしているのかなどについて、解説的な論考を

材料に考えてみます。 

12. 経済政策議論 

リフレ対反リフレ、分配か成長か、規制か自由化か、など経済思想を反映した政策論議がどのような意味を有しているのか

を検討します。 

13. 貧困と格差 

なぜ貧困は減らず、非正規は増えるのか。具体的なニュースを使って考えて見ましょう。 

14. 経済報道 

経済現象や経済政策を伝える報道の現状と課題について考察します。 

 

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

授業時間に指示する形で、一定の予習・復習をしてもらいます。また毎回授業終了後にレポートを提出してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業でのレポートなど(30%)/出席を含む授業態度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示するが、新聞（朝日や日経など）の経済面は毎日必ず目を通すこと。授業中に「今日の紙面にはどのようなニュー

スが掲載されていたのか」について質問することがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK205／国際関係論 

(International Relations) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化と反グローバル化が衝突する国際環境に目を向け、国家や個人、そしてグローバル市民社会の役割を意識し、今

日の地球規模の諸問題について考察し分析することを目標とします。地球社会で活躍するために必要な「社会学的想像力」を、

日本の国際関係を客観的に検証することで養いましょう。 

 

Its objective is to turn an eye to the international environment in which globalization and anti-globalization clash, to become 

aware of the roles of nations, individuals, and global civil society, and to examine and analyze today's global-scale issues. By 

objectively examining Japan's international relations, the course will cultivate the "sociological imagination" that is necessary 

for taking action in a global society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「グローバリゼーションとは、何か」について改めて検証し、今日複雑化する国際問題について、毎回の授業で問題提起し、ディス

カッションを行います。また、国際関係論の基礎概念と現代国際政治の変動や転換を学び、日本国内の社会問題解決にも、グロ

ーバルな視野が不可欠であることを再確認します。海外に一歩出れば、一個人は草の根レベルの外交官でもあることにも気づ

き、地球社会の諸問題について自ら考え行動するための基礎力の習得も目指します。身近な出来事にも「グローバル」な視野で

クリティカル・シンキングを働かせ、問題意識を持つ練習を授業中に実施します。 

 

This course will examine anew the question of "what is globalization." In every class, it will raise questions and hold discussions 

concerning today's increasingly complex international issues. In addition, students will learn basic concepts of theories of 

international relations and about changes and transformations in contemporary international politics, and will reaffirm that a 

global perspective is essential to solving social problems in Japan. The objective of this course is for students to realize that, 

when going abroad, the individual also becomes a grassroots diplomat. Students will also acquire basic abilities to think and act 

on various issues in global society. The course will also put critical thinking from a global perspective to work on close-at-hand 

events, and during classes will conduct training aimed at an awareness of issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際関係論はどのような学問なのか 

2. 20 世紀の国際関係をどう理解するのか 

3. 今日の国際関係をどう読むのか 

4. グローバリゼーションの時代をどう読むのか 

5. 現代の安全保障をどう読むのか 

6. 北東アジアの政治と国際関係をどう読むのか 

7. 国際社会における日本の位置づけをどう読むのか 

8. 世界観と国際関係理論の構築 

9. 国際レジーム論とグローバルガヴァナンス論とはなにか 

10. リージョナリズムと欧州統合の現状と課題 

11. 南北問題をどう解決するのか 

12. 地球環境問題をどう解決するのか 

13. 国際紛争・国内紛争をどう解決するのか 

14. 総括・まとめ 

 

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

テキストの章立てに沿って授業を進めるので、該当箇所を読んで授業に臨んで下さい。 

また、授業開始時に実施するディスカッションに参加するためにも、国際問題に興味を持ち、海外で発信されるニュースを積極的

に入手するようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/平常点（出席点、授業参加度、リアクションペーパーの内容を含む）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 佐渡友哲・信夫隆司編、2018、『国際関係論』、弘文堂 (ISBN:9784335002335) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小川浩之・板橋巧巳・青野利彦、2018、『国際政治史』、有斐閣 (ISBN:9784641150522) 

2. Joseph Nye, Jr.. 2004. Soft Power. Public Affairs (ISBN:9781586483067) 

3. 中西寛 石田淳 田所昌幸、2013、『国際政治学』、有斐閣 (ISBN:9784641053786) 

4. 井上寿一、2014、『日本外交史講義 新版』、岩波テキストブックス (ISBN:9784000289115) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK206／社会心理学 

(Social Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会的認知、情報の伝播、対人関係の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
山下 玲子(YAMASHITA REIKO) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学の研究領域のうち、社会的認知領域（人が他者、社会現象、社会集団をどのように認知し、それに基づき判断するの

か）を中心に学習する。また、今年度も、社会集団の中に伝わる情報の伝播について、インターネット上でのうわさやデマ、

Twitter でのＲＴ、フェイクニュースやＳＮＳ上での炎上などもに言及し、そのメカニズムとオンライン世界とオフライン世界での相違

点についても学習する。さらに、対人関係について、親密な対人関係の構築と維持・崩壊までのプロセスを中心に学ぶ。 

 

Of areas within social psychology research, the course will focus on areas of social cognition (how people perceive – and, based 

on that, how people judge – other people, social phenomena, and social groups). Concerning the transmission of information 

within social groups, this academic year, too, the course will touch on Internet rumors and hoaxes, retweets on Twitter, fake 

news and virality on social media, etc., and will study the mechanisms of these and the points of difference between the online 

and offline worlds. Studies will further focus on the processes of interpersonal relationships, including construction, 

maintenance, and the collapse of close relationships. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、対人認知、社会的推論、うわさを含む、現実世界とインターネット上での情報拡散、親密な対人関係（特に恋愛関

係を中心）についての社会心理学的知見を学習する。授業では、実際の研究方法を体験しつつ、そのメカニズムを学習する。さら

に、それらの実生活での応用方法を模索する。 

 

In this course, students will learn about social psychological findings on interpersonal cognition, social reasoning, dissemination 

of information (including rumors) in the real world and on the Internet, and close interpersonal relationships (with a focus on 

love relationships). In class, students will experience actual research methods and learn about their mechanisms. Furthermore, 

the course will explore techniques for applying these to real life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 対人認知 1：印象形成の古典的理論および重視される手掛かり、対人記憶、記憶の精緻化、厭世的記憶 

2. 対人認知 2：印象形成の歪み、ステレオタイプ、印象形成における 2 過程モデル、対人認知の個人差、歪みの解決法（そも

そも歪みとは？） 

3. 社会的推論 1：原因帰属とその心理学理論、特性推論 

4. 社会的推論 2：推論のエラーとバイアス、ヒューリスティクス 

5. 社会的推論 3：原因帰属と責任帰属、公正世界仮説、素朴な現実主義 

6. 社会的推論 4：推論の誤りがもたらすもの、推論の歪みは修正可能？ 

7. 情報伝播の社会心理学 1：情報としてのうわさを研究するとは？～人、内容、状況、うわさの公式 

8. 情報伝播の社会心理学 2：企業の不祥事とうわさ、その対処法、マーケティングにおける口コミの重要性 

9. 情報伝播の社会心理学 3：インターネット時代を生き残るうわさやデマ、Ｔｗｉｔｔｅｒ上での大量リツイート現象、ネット時代のチ

ェーンメール、フェイクニュースへの対処法 

10. 集団と個人 1：他者存在の影響（社会的促進と抑制、社会的インパクト理論） 

11. 集団と個人 2：集団ダイナミクス、同調、逸脱 

12. 集団と個人 3：社会的ジレンマ、集団間関係（集団間葛藤、集団間差別）、差別の解消は可能なのか？ 

13. 人と付き合う 1：対人魅力とは、対人魅力を高める要因、親密な関係の維持と崩壊 

14. 人と付き合う 2：親密な対人関係の諸相、恋愛の類型、全体のまとめ 

 

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

授業の前日までに、レジュメを Blackboard にアップします。 

そちらを j事前に一読し、プリントアウト、またはタブレット等で持参のうえ、授業に臨んでください。 

学期途中に課される中間レポートに備え、各授業回終了後、授業内容をまとめるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席時のリアクションペーパーの内容(10%)/ミニレポート(20%)/その他授業内活動(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 池上知子・遠藤由美、2008、『グラフィック社会心理学(第 2 版)』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1191-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 市川 伸一、1996、『認知心理学 ４  思考』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-015104-7) 

2. 川上 善郎、1997、『うわさが走る』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-0840-3) 

3. 山田 一成・北村 英哉・結城 雅樹、2007、『よくわかる社会心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623048120) 

4. 北村英哉・内田由紀子、2016、『社会心理学概論』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-1059-5) 

5. 池田謙一・唐沢穣・工藤恵理子・村本由紀子、2010、『社会心理学』、有斐閣 (ISBN:978-464-1053755) 

その他、随時、授業内で紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK207／文化人類学 

(Cultural Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書かない人類学：アート、イメージ、ミュージアム、アクティヴィズム 

担当者名 

（Instructor） 
小森 真樹(KOMORI MASAKI) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）文化人類学の基礎的な概念について理解する。 

（2）芸術や映像制作等と人類学の関わりについて具体的に把握する。 

（3）紹介された事例を理解するだけでなく、自ら調査してそれを言語化することができる。 

 

(1) Students will gain understanding of the fundamental concepts of cultural anthropology. 

(2) Students will concretely understand the relationship of art, video production, etc. and anthropology. 

(3) Students will gain the ability to not only understand the cases presented, but also investigate and verbalize cases on their 

own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、文化人類学について次の四つのテーマ――アート、イメージ、ミュージアム、アクティヴィズムから考えていく。伝統

的な文化人類学の民族誌とは「書かれる」ものであるが、近年では、映像や展示という別の方法で「作られる」ことが前景化してき

てもいる。或る文化・社会や他者について「書かない」で表現するこうした方法を、文化人類学が採用することにはどのような意味

があるのか。またそれらは必ずしも文化人類学者の手によるものではなく、ここで挙げた四つの領域は相互に絡み合ってもいる

が、表現者たちはどのような実践を行なっているのか。本講義では、これらの「書かない人類学」について考えていく。 

 

This lecture will consider the following four themes in cultural anthropology: art, images, museums, and activism. Ethnography in 

traditional cultural anthropology is something that is "written." In recent years, however, ethnography "created" through 

separate methods such as images and displays has come to the foreground. What does it mean for cultural anthropology to 

adopt such a way of expressing a given culture, society, or person "without writing"? Moreover, these are not necessarily 

created by the hands of cultural anthropologists, and the four domains previously noted are intertwined with each other. What 

kinds of practices are “persons who express” carrying out? This lecture will consider such "unwritten anthropology." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化人類学を「書くこと」について 

2. アートと人類学（１） 

3. アートと人類学（２） 

4. アートと人類学（３） 

5. ミュージアムと人類学（１） 

6. ミュージアムと人類学（２） 

7. ミュージアムと人類学（３） 

8. イメージの人類学（１） 

9. イメージの人類学（２） 

10. イメージの人類学（３） 

11. アクティヴィズムの人類学（１） 

12. アクティヴィズムの人類学（２） 

13. アクティヴィズムの人類学（３） 

14. 総括 

 

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

授業後には適宜紹介する参考文献にもあたる癖をつけること。また気になる作品や展示は各自で積極的に鑑賞するように心が

けてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントシート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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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■DK208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK208／社会言語学 

(Sociolinguistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会と言語の関係、言語の中に見える社会 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 祐子(IWATA YUKO) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会言語学とは、言語が実際の社会において具体的にどう使われているかを探求する言語研究である。この授業では、言語が

社会の中でどのような位置を占めているのか、特に言語の多様性が社会に密接に関係していることを理解することを目的とす

る。また、言語構造や言語行動が社会構造に影響を及ぼす、社会構造が言語構造や言語行動に影響を及ぼす、言語構造と社

会構造が互いに影響しあうという３つの観点から、言語と社会の関係を考察する。様々な言語の姿に焦点を当て、人間の言語能

力が社会でどのように表れているか、その複雑な関係を明らかにすることを試みる。 

 

Sociolinguistics is a field of linguistic research that explores specifically how languages are used in actual society. The purpose 

of this class is to understand the position that language occupies in society, particularly the fact that language diversity has a 

close relationship with society. In addition, it will examine the relationship between language and society from three 

perspectives: language structure and language behavior affect social structure; social structure affects language structure and 

language behavior; and language structure and social structure affect each other. Focusing on various forms of language, the 

course will attempt to clarify the complex relationships in how humans' language capabilities appear within society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会的属性（年齢・ジェンダー・社会階層・地域・民族など）によって人々の言語使用にどのような多様性が見られるか、コンテク

スト（言語を使用する状況、例、フォーマルとインフォーマル）に応じて人々はどのように言語を使い分けるのか、多言語社会にお

ける言語選択の意味は何かなどについて、英語や日本語の具体例・会話例を検証しながら考察する。また異文化コミュニケーシ

ョンの難しさを言語と文化・社会の観点から考察する。ジェンダー、パワー、アイデンティティやイデオロギー（考えや信条）が言語

使用の中でどのように構築されるのかについても考察する。 

 

While examining specific examples and conversation in English and Japanese, the course will explore questions including what 

sort of diversity is seen in people's language use according to social attributes (age, gender, social class, area, ethnicity, etc.), 

how people use language according to context (i.e., the situations in which they use language, e.g. formal and informal), and what 

meaning language choice holds in a multilingual society. It will also consider the difficulty of intercultural communication from 

the standpoint of language, culture, and society. The course will also consider how gender, power, identity, and ideology 

(thoughts and beliefs) are built up within the use of language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義についてのガイダンス： 社会言語学の定義と意義の説明、言語と社会との関係をとらえる研究方法の紹介、全講

義のアウトラインの説明 

2. 第１章  「社会言語学とは」 社会言語学とは何かを紹介する。 

第２章  「言語と地域」 言語と地域との関係、標準語と非標準語（方言）について考察する。 

3. 第３章  「言語と社会階層」 

社会階層と言語との関係について考察する。 

4. 第４章  「言語と民族」 

民族の違いによる言語変種を考察する。AAVE(アフリカ系アメリカ人の日常英語）の特徴を考察する。 

5. 第５章  「言語とジェンダー」 

女言葉、男言葉、性差別用語などについて考察する。言語とジェンダーについての本質主義的アプローチと構築主義的ア

プローチの特徴を分析する。 

6. 第１７章 「言語とイデオロギー」 日常に隠れていて簡単には見えないが、私たちの考え方や行動に大きく影響を与えてい

る信条、感情を含む考え方の総体をイデオロギーという。イデオロギーが、「言葉を使うという実践」の中で形成され、維持さ

れていく様を分析する。 

7. 第６章  「言語と年齢」 

若者言葉、シルバー言葉など、言語と年齢の関係を考察する。また若い人たちに見られる「方言のコスプレ化」について考

察する。 

8. 第７章  「言語の選択」 

多言語社会の特徴やバイリンガリズム・マルティリンガリズムについて考察する。また多言語社会における言語選択の意味

を分析する。 
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9. 第９章  「ポライトネス」 

人間関係を調整する言語手段であるポライトネス・ストラテジーを考察する。日本語と英語におけるポライトネス・ストラテジ

ーの違いを分析する。 

10. 第１０章  「会話のしくみ」 

社会学から生まれた会話分析の手法で、専門職のトーク、仕事の場におけるトーク、政治的なスピーチ、メディアのジャンル

のトーク（例、視聴者参加型ラジオ番組のトーク）などの相互作用のトークを分析する。 

11. 第 11 章 「コミュニケーションの民族誌」 

文化人類学から生まれたコミュニケーションの民族誌の手法で、言語と社会・文化との関係を考察する。 

12. 第１２章 「会話という相互行為」 発話を行う際に、コンテクストがその場にすでにあるのではなく、会話を行っている参加者

たちが、その場その場でお互いのやり取り(interaction)を通じてコンテクストを生み出し、意味を作り出していると考える相互

行為的言語学の研究を考察する。 

13. 第１３章 「社会言語学と異文化コミュニケーション」 

異文化コミュニケーションの難しさを言語と社会・文化の観点から考察する 

14. 第１９章 「社会言語学からの貢献」 

英語教育・異文化コミュニケーション・法言語学（裁判）などの分野における社会言語学からの貢献を考察する。 

 

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

準備学習の指示は、毎回授業時に履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席・クラスへの参加度・毎回のリアクションペーパー(30%) 

授業への積極的な参加が必須なので、出席は非常に重視する。２０分以上の遅刻は認めない。 遅刻３回で欠席１回と換算す

る。単位修得のためには、３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩田祐子他、2013、『概説 社会言語学』、ひつじ書房 (ISBN:978-4-89476-637-2) 

毎回、教科書以外に PPTやハンドアウトを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 583 - 

■DK209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK209／科学技術論 

(Sociology of Science and Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
持続可能な社会のための科学技術とは 

担当者名 

（Instructor） 
福井 智紀(FUKUI TOMONORI) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

科学技術について幅広い観点から理解するとともに、これからの科学技術のあり方や、社会および自分自身との関わり方につい

て、自分なりの考えを持つ。 

 

Students will gain understanding of science and technology from a broad perspective, and form their own ideas concerning the 

future of science and technology, and the relationship between these and society and the self. 

 

授業の内容（Course Contents） 

科学技術論の基礎的事項について幅広く講義する。まず、科学技術とは何かを考えるため、科学・技術・科学技術の歴史と現状

について、その要点を解説する。次に、日本の科学技術政策の概要について解説したうえで、近年の新しい動向について、海外

の事例も含めて紹介する。さらに、科学技術社会における教育のあり方を考察し、実際の科学教育プログラムを紹介する。 

 

The lecture will broadly cover fundamental matters in theories of science and technology. First, in order to consider what 

science and technology are, the course will explain key points in the history and current state of science and technology. Next, 

after overviewing Japan's science and technology policy, the course will introduce new trends in recent years, incorporating 

cases from overseas. The course will further consider models for education in a science and technology society, and will 

introduce actual science education programs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 科学技術のイメージ（1）：コミック・アニメ・映画のなかの科学技術 

2. 科学技術のイメージ（2）：空想から現実へ：宇宙開発とロボット開発を例に 

3. 科学とは何か：その定義／科学の各分野の特徴／CUDOS と PLACE 

4. 科学のあゆみ（1）：科学の源流／科学の継承と発展／科学革命 

5. 科学のあゆみ（2）：近代科学の成立／「科学」の完成と「科学者」の登場 

6. 技術とは何か：その定義／技術の誕生と発展／産業革命と技術革新 

7. 科学技術の誕生：科学と技術の接近／科学と技術の融合／科学技術の発展 

8. 科学技術と戦争：伝統技術と戦争／世界大戦と科学技術／軍事科学技術／未来の戦争 

9. 科学技術のリスクと安全・安心：科学技術の光と影／リスクの特徴と種類／安全と安心 

10. 科学技術と倫理：科学者・技術者に求められる倫理／科学技術の利用における倫理問題 

11. 科学技術政策：科学技術政策の概要／科学技術の意思決定／科学的合理性と社会的合理性 

12. 科学技術と社会：科学技術ガバナンス／科学技術コミュニケーション／市民参加型手法 

13. 科学技術と教育：高度科学技術社会に必要な能力／ＳＴＳ教育／開発教材の紹介 

14. まとめ：各回のまとめ／持続可能な社会のための科学技術とは 

 

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

・科学技術が関わるニュース・新聞記事等に日頃から関心を持ち、気になるものを保管（スクラップ・録画・メモ等）する。 

・SF（サイエンス・フィクション）分野の小説・コミック・アニメ・映画作品等を鑑賞し、現代および未来の科学技術利用のあり方につ

いて考察する。 

・講義内に紹介された参考文献を読み、内容や感想をまとめる。 

・指定された図書から１冊を選び、読書レポートを作成する。 

・最終レポートに関して、あらかじめ予告された課題については、その回答を事前に準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席テスト（最終回を除く毎回）(40%)/読書レポート(20%)/最終レポート（最終回に作成）(40%) 

2/3 以上出席していない場合には成績評価の対象としない（正当な理由がある場合は個別に考慮する）。受講希望者は、正当な

理由がある場合を除き、初回から出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島秀人、2008、『社会の中の科学』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595308130) 

2. 村上陽一郎、1999、『科学・技術と社会』、光村教育図書 (ISBN:978-4895725088) 

3. 福井智紀・佐藤真久編、2017、『大都市圏の環境教育・ESD』、筑波書房 (ISBN:978-4811905211) 

上記の他、講義内容に関する参考文献（書籍・コミック・アニメ・映像作品等）を毎回紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

最終授業時に、全体に対するフィードバックを行う。 

担当者のウェブサイト http://fukuilab.sakura.ne.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DK210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK210／数理科学 

(Mathematical Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数学の言葉で世界を見る 

担当者名 

（Instructor） 
津留 竜馬(TSURU RYOUMA) 

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） 
SOX2710 

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、数学とはどのようなものであり、これが現実世界とどのように関わっているのか、という点についてたしかな理

解をもってもらうことである。 

 

The objective of this class is to instill a sure understanding of what mathematics is, and how mathematics relates to the real 

world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では教科書として、大栗博司著『数学の言葉で世界を見たら』（幻冬舎）という本を使います。毎回授業では、これをプリ

ントしたものを配布して、みなでともに読んでいきます。数学的事項が出てくるので、こちらではそれを説明します。成績は授業時

間中に行う小テストによって評価します。小テストでは数学の問題を解いてもらうことになります。 

 

As a textbook, the class will use the book Suugaku no kotoba de sekai wo mitara (Gentosha) by Hiroshi Oguri. In each class, 

participants will read a distributed printout from the text. Mathematical issues will be explained as they come up. Grades will be 

assessed through quizzes conducted during class hours. The quizzes will ask class participants to solve math problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（父から娘に贈る数学） 

2. 第１話：不確実な情報から判断する。 

3. 第２話：基本原理に立ち戻ってみる。 

4. 第３話：大きな数だって怖くない。 

5. 第１話から第３話のまとめ。 

6. 第４話：素数はふしぎ。 

7. 第５話：無限世界と不完全性定理。 

8. 第６話：宇宙のかたちを測る。 

9. 第４話から第６話のまとめ。 

10. 第７話：微積は積分から。 

11. 第８話：本当にあった「空想の数」。 

12. 第９話：「難しさ」「美しさ」を測る。 

13. 第７話から第９話のまとめ。 

14. 『数学の言葉で世界を見たら』全体について。 

 

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

授業中に配布したプリントは捨てずに保管しておいて、教科書中に出てきた数学的事項については復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(1)(33%)/小テスト(2)(33%)/小テスト(3)(34%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大栗博司、『数学の言葉で世界を見たら』、幻冬舎 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK212／国際政治 

(International Politics) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際政治を理解する上で必要な基礎知識を習得し、山積するグローバル問題の解決方法を自ら考える基礎能力を身につけるこ

とを目標とします。 

 

The objective is the acquisition of the basic knowledge required to understand international politics, along with basic capabilities 

to consider solutions to mounting global problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、国際政治の理解に不可欠な歴史を概観し、国際社会の変動や転換を理解します。そして国際政治の権力構造の変遷や主

要アクターの多様化を学ぶことによって、外交の役割や手段の重要性を確認します。また、日本外交の歴史や諸問題を取り上

げ、国際社会における日本の立場と日本の外交力を検証します。 

 

The course will first review the history essential to an understanding of international politics, and will instill understanding of 

changes and transformations in the international community. By learning about transitions in the power structures of 

international politics and about the diversification of major actors, the class will affirm the role of diplomacy and the importance 

of its methods. It will also take up the history and issues surrounding Japan's diplomacy, and examine Japan's position and 

diplomatic power within the international community. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際政治学とは何か 

2. 主権国家の誕生 

3. ２つの世界大戦 

4. 冷戦 

5. パワーと国益 

6. 安全保障 

7. 国際規範と制度 

8. 国際政治経済 

9. 政治体制と外交交渉 

10. 国際連合・国際法 

11. 地域主義 （欧州連合・ASEAN） 

12. 南北問題 

13. 地球環境問題 

14. 総括・まとめ 

 

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

テキストの章立てに沿って授業を進めるので、該当箇所を読んで授業に臨んで下さい。  

また 国際問題に興味を持ち、海外で発信されるニュースも積極的に入手するようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業最後の提出する小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村田晃嗣・君塚直隆・石川卓・来栖薫子・秋山信将、2015 年、『国際政治学をつかむ 新版』、有斐閣 (ISBN:9784641177222) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中西寛・石田淳・田所昌幸、2013 年、『国際政治学』、有斐閣 (ISBN:9784641053786) 

2. 小川浩之・板橋巧巳・青野利彦、2018 年、『国際政治史』、有斐閣 (ISBN:9784641150522) 

3. 井上寿一、2014 年、『日本外交史講義 新版』、岩波テキストボックス (ISBN:9784000289115) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■DK213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK213／社会認識と哲学 

(Social Epistemology and Philosophy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「哲学入門」――「認識」・「存在」・「言語」をめぐる哲学の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
小平 健太(KODAIRA KENTA) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学をめぐる問題とそれに対する思考法をさまざまな哲学者・思想家から学び、哲学史の基礎を知るとともに、最終的にみずから

哲学的に考える力を身に付けることを目指す。授業を通じて知識・理論をただ学ぶだけではなく、同時にそれを実践する術を身に

付けることによって、各個人が興味をもつさまざまな文化的事象に自ら問いを立て解決するための基礎体力を養う。 

 

The course aims to study problems involving philosophy and ways of thinking about these from a variety of philosophers and 

thinkers, as well as to learn about the basics of philosophical history and finally instill the ability to think philosophically on one's 

own. By not only acquiring knowledge and theory through classes but also instilling techniques for practicing these, the course 

will cultivate the basic capability in individuals to pose and solve questions in response to cultural events of personal interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は哲学・思想を扱います。哲学という学問の固有性は、さまざまな文化的事象を考える、その「考え方」そのものを真正面

から取り扱うことにあります。そこに、哲学の重要な特徴があると言えるでしょう。私たちにとって「善く生きる」とはどういうことでし

ょうか。物事の「真理」、「本質」とは何でしょうか。何かを「美しい」と感じるのは、なぜでしょうか。他者を理解するとは、どういうこと

でしょうか。そもそも、「学問」とはどういう営みでしょうか――こうした問題を前に、私たちもこれまでの哲学者・研究者たちの言語

に耳を傾けながら、多くの文化的事象についてさまざまな角度から哲学的に考察していきます。 

こうした観点のもと本講義は、哲学が私たちの生きる社会においてそれぞれ機能する瞬間にともに立ち会うことで、哲学的思考が

もつ意義の射程について検討します。また、その過程で限られた範囲ではあるものの、哲学史についての基礎的な知識を習得

し、実際に私たちが出くわす社会的状況に照らし合わせることで応用的思考を試みます。各人が今を生きる上で抱える疑問や問

題意識を具体的に思考し実践する場として、主体的に授業に取り組むことを期待します。 

 

This lecture will take up philosophy and thought. The uniqueness of the academic discipline of philosophy is that, in considering 

diverse cultural events, it directly addresses the matter of "how to think" itself. This can be considered an important 

characteristic of philosophy. What does it mean for us to "live well"? What are the "truth" and the "essence" of things? Why 

do we feel that something is "beautiful"? What does it mean to understand others? What sort of endeavor is "scholarship" in 

the first place? Tackling such questions, we will listen to the words of past philosophers and researchers, and philosophically 

consider numerous cultural events from a variety of angles. 

Based on such perspectives, this lecture will examine the range of the significance of philosophical thinking by together 

witnessing the moments when philosophy demonstrates its functions in our society. Despite the limits of its scope, the course 

will also attempt to instill fundamental knowledge about the history of philosophy, and engage in applied thinking through 

comparisons with the social situations that we actually encounter. Students will be expected to engage independently in the 

class as a place for concretely thinking about and practicing an awareness of issues and questions that people hold in living. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――授業の狙いと進め方 ・ これまで哲学とは何を問題としてきたのか 

2. 「善く」生きるとはどういうことか――古代ギリシャ哲学から現代哲学へ 

3. 理論と実践――論理的な〈正しさ〉／実践的な〈正しさ〉 

4. 物事の「真理」とは何か――プラトン・デカルト・カント・ハイデガー 

5. 人文科学と自然科学――文系／理系科目の区分／事象を〈理解〉すること・〈説明〉すること 

6. 個と全体――事象を分析すること／総合すること 

7. 美と芸術の問題――「美しい」とはどういうことか 

8. 趣味判断と認識判断――「趣味」とは何であるか 

9. 主観と客観――認識の「仕組み」について考える 

10. 自己と他者――自分を知るとはどういうことか／他人を理解するとはどういうことか 

11. 〈ことば〉の「内」と「外」――言語を通じて〈思考する〉／言語を用いて〈表現する〉 

12. 〈ことば〉の社会的機能――共同体における合意の可能性／不可能性 

13. 〈ある〉／〈ない〉とはどういうことか？――「存在」について考える 

14. 哲学の諸問題――「認識」・「存在」・「言語」 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に各主題に即した参考文献を適宜挙げるので、その都度該当箇所を読んでおくこと。 

毎回の授業においてスライド・板書した内容を復習し、次回の授業に備えること。 

 

またこの他の授業時間外の学習に関する具体的な指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(30%)/授業内に指示した提出物(30%)/最終レポート(40%) 

授業のはじめにリアクションペーパーを配布し、終了後に回収します。内容に応じて評価の対象とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度、資料とレジュメを配布します。 

授業の内容に直接関連する一次文献は、その都度授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村井則夫、2016、『人文学の可能性――言語・歴史・形象』、知泉書館 (ISBN:9784862852328) 

2. 齋藤元紀、2012、『存在の解釈学――『存在と時間』の構造・転回・反復』、法政大学出版局 (ISBN:9784588150647) 

3. 塚本正明、1995、『現代の解釈学的哲学――ディルタイおよびそれ以後の新展開』、世界思想社 (ISBN:4790705765) 

4. 岩城見一、1997、『感性論 : 認識機械論としての「美学」の今日的課題』、晃洋書房 (ISBN:4771009198) 

5. 木前利秋、2006、『メタ構想力――ヴィーコ・マルクス・アーレント』、ポイエーシス叢書 (ISBN:9784624932572) 

6. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争――戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (ISBN:9784883033447) 

その他の文献については、その都度授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は配布資料、スライドを参照しつつ、適宜板書も行います。各自、必要に応じてノート等を用意してください（授業への PC

の持ち込みと使用は可）。 

講義の目的は、必ずしもひとつの答え、またその答えの客観性を得ることではありません。各講義のはじめに、前回提出してもら

ったリアクションペーパーの中からいくつかご紹介します。毎回テーマとなっている事象を自由に捉え、また他の学生がどのように

考えているのか、事象を捉えるさまざまな視野そのものを身に付けるよう、意識して講義に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK214／情報社会と倫理 

(Information Society and Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

メディアを通して社会を理解するということ 

自ら責任ある表現者になり、社会に参加するということ 

担当者名 

（Instructor） 
田北 康成(TAKITA YASUNARI) 

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） 
SOX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア技術の開発やコミュニケーションの高度化によって私たちの社会生活は豊かになり、インターネットやスマホの利用で、人

のつながりが、広範囲に、密接になったかのように感じられると思いますが、果たしてそうでしょうか。また、メディアの情報が「偏

っていて信じられない」と感じるのはなぜでしょうか。 

私たちは社会を知る手がかりとしてさまざまなメディアを利用しますが、そのメディアで起きている社会現象は、決して新しいこと

ばかりではありません。道具としてメディアも日々新しいものが出現していますが、その原理をたどると、すでに語り尽くされ、古く

さく感じるマス・メディア論/マス・コミュニケーション論にゆきつくものもあります。 

私たちは情報を入手するときに、そうしたメディア特性を理解しないままに接してしまい、社会にたいする誤った認識を得てしまう

ことがあります。それらの特性を理解した上で、利用していく能力を身につけることで自ら表現者になり、積極的な情報発信によっ

て社会に参加できる能力を蓄えることを目指していきます。 

 

Our social lives are enriched by the development of media technology and the advance of communications, and connections 

among people seem to have become both wider and closer through use of the Internet and smartphones. But is this truly the 

case? In addition, why do people feel that information in the media is “biased and unbelievable”? 

We use various media as clues for learning about society, but the social phenomena occurring in the media are not all new. New 

media are also emerging day by day as tools. Tracing their principles, however, one finds things that are already talked-out, and 

one arrives seemingly-outdated mass media theory / mass communication theory. 

When we obtain information, we may come up against it without an understanding of the characteristics of the media, and gain 

false perceptions of society. By understanding those characteristics and acquiring the capability to make use of them, the 

course aims to have students themselves become “persons who express,” and build up the ability to participate in society 

through active dissemination of information. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全体的には、社会を知るための道具としてのメディアの特性を理解し、社会に関心を持っていただくことを主眼に置きますが、前

半ではとくに情報の伝わりにくさやコミュニケーションの困難さを理解していただきます。それらをふまえて後半では、社会を知る

ための情報入手で気をつけなければならないことなどを理解した上で、自ら情報発信をするための手がかりをつかんでいただき

ます。授業では問題提起を中心にしていきますので、自らの好奇心と問題意識で、授業後に発展的な学習を進めていくことを求

めます。 

 

Overall, the course will have students understand the characteristics of media as tools for learning about society. While its main 

purpose will be getting students to take an interest in society, the first half in particular will have students learn about the 

difficulties in transmitting information and communicating. Based on these, in the second half of the course, students will 

understand the need for care in obtaining information for learning about society, etc., and will find their own clues for 

disseminating information themselves. As classes will focus on raising issues, the course will ask students to advance their 

developmental learning after class through their own curiosity and awareness of issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 道具としてのメディア特性をしる 

3. コミュニケーションの困難さと情報のバイアス① 

4. コミュニケーションの困難さと情報のバイアス② 

5. コミュニケーションの困難さと情報のバイアス③ 

6. コミュニケーションの困難さと情報のバイアス④ 

7. 道具としての「ことば」をしる① 

8. 道具としての「ことば」をしる② 

9. 社会の観察と構成された現実① 

10. 社会の観察と構成された現実② 

11. 表現をするということの自由とその責任・倫理① 

12. 表現をするということの自由とその責任・倫理② 
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13. 表現をするということの自由とその責任・倫理③ 

14. まとめ：メディアを通して社会を理解するということ 

 

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

インターネット・スマホだけに頼らず、社会状況を広く把握してください。事前の準備はほとんど必要ありませんが、講義内容をさら

に深く理解するために、授業内で提示された書籍や雑誌、番組、映画、施設等で興味を持ったものについて、積極的にアクセス

するようにしてください。また、板書や映像教材を複合的に用いますので､予習･復習のために創意工夫されたノートを各自作成し

て下さい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験は論述式とします。講義内での問題提起を受けて、自らの問題設定による発展的学習がなされているかどうかが評価

のポイントです。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しません 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷正人、2016、『映像文化の社会学』、有斐閣 (ISBN:9784641174245) 

2. キャス・サンスティーン、2003、『インターネットは民主主義の敵か』、毎日新聞社 (ISBN:4620316601) 

3. スタンリー・J・バランほか、2007、『マス・コミュニケーション理論 : メディア・文化・社会 （上）』、新陽社 (ISBN:9784788510500) 

4. スタンリー・J・バランほか、2007、『マス・コミュニケーション理論 : メディア・文化・社会 （下）』、新陽社 (ISBN:9784788510517) 

5. クリス・アンダーソン、2009、『ロングテール（アップデート版） : 「売れない商品」を宝の山に変える新戦略』、早川書房 

(ISBN:9784153200043) 

6. Ｇ．Ｗ．オルポート、Ｌ.ポストマン、1952/2008、『デマの心理学』、岩波書店 (ISBN:9784000271578) 

7. 鈴木秀美編、2011、『よくわかるメディア法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623058501) 

これ以外にも、適宜、参考文献、資料を講義内で提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内容の正確な伝達のために、体調不良等によるやむを得ない場合を除き、授業途中の入退室は認めません。また、私語も

厳禁です。出欠席は成績評価としては一切考慮しません。  

 

注意事項（Notice） 
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■DK222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

自然と文化資源の持続可能な利用のための環境教育/社会-生態システムの捉え方を

学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
永石 文明(NAGAISHI FUMIAKI) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK222 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

持続可能な地域社会、つまり、人と自然が共生する社会とは何かを、社会学的かつ生態学的な視点で学ぶことをめざします。 

 

This course aims to have students learn from sociological and ecological perspective what sustainable communities – that is, 

societies in which people and nature coexist – really are. 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市や里山、里川の「社会-生態システム調査」の実習を行います。都市環境として立教大学池袋キャンパス及びその周辺を対

象に、樹木の花や果実、鳥、蝶を観察し、特に植物の生物季節（フェノロジー）の学び方を学びます。里山や里川については日曜

フィールドワークで、高尾山や所沢市の「さいたま緑の森博物館」で、雑木林を知り、伝統的な文化を観察し、里山の未来を読み

解き、集落のキーパーソンに文化的な恵みのヒアリングを通して、社会-生態システムを把握します。日程があえば 1 泊 2 日（あ

るいは 2泊 3 日）で調査実習合宿として関東圏内あるいは沖縄県国頭村（学生と旅費や期日の相談の上、決定）の里山のトレッ

キングやヒアリングを通して里山の社会-生態システム調査を行う予定です。 

 

Students will perform practical work in surveying socioecological systems in urban areas and in forest and river areas bordering 

communities. Students will observe tree blossoms and fruits, birds, and butterflies in the urban environment of the Rikkyo 

University Ikebukuro Campus and its surroundings, and will learn how to study plant phenology in particular. Regarding forests 

and rivers that border communities, students will learn about mixed forests at Mt. Takao and the Saitama Midori no Mori Nature 

Park in Tokorozawa during Sunday field work. They will observe traditional culture, decipher the future of forests bordering 

communities, and come to understand socioecological systems through interviews with key persons in villages about cultural 

blessings. If the schedule allows, the course will conduct a socioecological systems survey of community-bordering forests 

through interviews and trekking in the Kanto region or the forest bordering the village of Kunigami, Okinawa, as part of a 2-day, 

1-night (or 3-day, 2-night) survey practice camp (to be decided through consultation with students on travel expenses and 

dates). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（社会-生態システム論）。池袋キャンパス内散策（生物季節と緑地の見方）。 

2. 室内講義（生態系サービスと人間との関係）。学内でのフィールドワーク（10 月上旬の生物季節の記録） 

3. 室内講義（人の暮らしと緑地との関係）。大学周辺でのフィールドワーク（10 月上旬の生物季節の記録） 

4. 室内講義（鳥の暮らしと緑地との関係）。学内でのフィールドワーク（10 月中旬の生物季節の記録） 

5. 室内講義（蝶の暮らしと緑地との関係）。大学周辺でのフィールドワーク（10 月中旬の生物季節の記録） 

6. 室内講義（環境教育論）。学内でのフィールドワーク（10 月下旬の生物季節の記録） 

7. 室内講義（生物多様性論）。大学周辺でのフィールドワーク（10月下旬の生物季節の記録） 

8. 室内講義（コミュニティ論）。学内でのフィールドワーク（11 月上旬の生物季節の記録） 

9. 室内講義（コモンズ論）。大学周辺でのフィールドワーク（11 月上旬の生物季節の記録） 

10. 室内講義（伝統的知識論）。学内でのフィールドワーク（11 月中旬の生物季節の記録） 

11. 室内講義（伝統的技能論）。大学周辺でのフィールドワーク（11月中旬の生物季節の記録） 

12. 室内講義（自然保護文化論）。学内でのフィールドワーク（12 月上旬の生物季節の記録） 

13. 室内講義（パートナーシップ論）。生物季節の整理とプレゼンテーション。 

14. 室内講義（自然再生論）。社会-生態システム調査のまとめとプレゼンテーション。 

 

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

課外学習として、里山環境では、埼玉県所沢市にある、県立さいたま緑の森博物館での自然観察や生物多様性モニタリング（生

物や社会システムの調査実習）を行います（計 2 回）。日曜日フィールドワークでは、高尾山と狭山丘陵、黒目川や落合川などの

散策、観察を行います（計 4，5回）。いずれも各々最低 1 回は参加を願います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学内講義のリアクションレポート(40%)/学内での講義および活動参加度(30%)/課外活動参加度(30%) 
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室内講義の内容については、課外実習時にも適宜実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Millennium Ecosystem Assesment、2007、『生態系サービスと人類の未来』、オーム社 (978-4-274-20380-0C3050) 

2. 鷲谷いづみ、2007、『自然再生のための生物多様性モニタリング』、東京大学出版会 (978-4-13-066157-7C3045) 

3. 後藤俊彦・園田綾子監修、2009、『サステナビリティと本質的 CSR』、三和書籍 (978-4-86251-062-4C3030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワークにおけるインタビュー調査（＝質的調査）のノウハウを獲得する。 

担当者名 

（Instructor） 
江島 尚俊(EJIMA NAOTOSHI) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK223 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学における重要な調査方法の１つ「インタビュー調査（＝質的調査）」を実際に体験するのが本授業 

の目標です。 

 

①フィールドワークの基礎的トレーニングを行うこと 

②自身で設定した対象に質的調査（インタビュー調査）を実施すること 

 

この２つを念頭に置きながら、学生が主体となってインタビュー調査を企画・実施することで、社会学的なインタビュー調査を実体

験してもらうとともに、フィールドワークとは何か？を学んでもらうことに重きをおいています。 

 

This class aims to provide experience in interview surveys (i.e., qualitative surveys), an important survey method in sociology. 

  

(1) Carry out basic training for field work 

(2) Perform qualitative survey of subjects chosen by students (interview surveys) 

 

With these two activities in mind, the course will place the emphasis on students taking the lead in planning and conducting 

interview surveys, to gain real experience in sociological interview surveys and to learn what field work really is.   

 

授業の内容（Course Contents） 

3～4 人のグループを作り、グループ毎に東京近郊の調査対象を選定した上で、 

 

１．事前の文献等調査 

２．質的調査についてのレクチャー（電話や書面などでのアプローチ法、質問用紙の作り方、お礼状の書き方など） 

３．対象施設へのアプローチ 

４．実際の調査 

５．調査の報告・発表 

 

を行います。 

 

これまでの調査実績として、靖国神社、動物愛護団体、サウジアラビア大使館、ゴスペルサークル、横浜市役所観光課などの団

体・施設を訪問し、インタビュー調査を行いました。いずれも学生主体で選定を行ってもらいました。 

普段はなかなか訪問できない場所にインタビュー調査として訪問できるのもこの授業の特色です。 

 

After students form groups of 3-4 persons, each group will select survey topics in the Tokyo area and will perform the following: 

 

1. Preliminary literature survey 

2. Lectures on qualitative survey (methods of approach by telephone, writing, etc.; how to create questionnaires; how to write 

thank-you letters; etc.) 

3. Approaches to facilities 

4. Actual surveys 

5. Reporting and presentation of surveys 

 

Surveys so far have involved visits to and interviews with groups and facilities including Yasukuni Shrine, animal welfare groups, 

the Embassy of Saudi Arabia, gospel choirs, and the tourism section of Yokohama City Hall. All of these were selected by 

students. 

The possibility to conduct interview surveys in places that are normally difficult to visit is another feature of the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション－授業の趣旨説明 



 - 595 - 

2. 教員による講義－質的調査の社会学的な方法、およびメリット・デメリットとは何か。 

3. 調査の目的および調査対象を学生間でディスカッション 

4. 調査対象に関する事前調査①－図書館での作業 

5. 調査対象に関する事前調査②－図書館での作業 

6. 電話アポ、依頼状郵送のための準備 

7. ゼミ内ロールプレイング－インタビューや発話の仕方、言葉遣いについてトレーニング 

8. 調査対象および調査目的をゼミ内で発表 

9. 実際に現地を訪問しインタビュー調査を実施① 

10. 実際に現地を訪問しインタビュー調査を実施② 

11. 調査終了後における御礼状発送、インタビュー文字起こし、調査報告発表会の準備 

12. 調査報告発表会の準備 

13. 調査報告発表会① 

14. 調査報告発表会② 

 

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

自分が関心をもつ対象や出来事について事前に考えておいてください（漠然としていてもＯＫ）。 

授業外の学習および課題に関する指示は、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加姿勢(30%)/提示課題への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。必要な文献資料等は授業中に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 盛山和夫、2004、『社会調査法入門』、有斐閣 (ISBN:4641183058) 

2. 櫻井 義秀・三木 英、2007、『よくわかる宗教社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623049965) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
核と現代／アトミック・カフェの世界 

担当者名 

（Instructor） 
市田 真理(ICHIDA MARI) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK224 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

核実験、核のボタン、核なき世界をめざす国際ＮＧＯ等、核をめぐるキーワードの背後にある世界情勢を理解し、アメリカの水爆

実験により被災した木造船が保存展示される都立第五福竜丸展示館・学芸員と共に、核におおわれた世界と、そこに関わる人び

とから考える。 

 

Students will learn about the world situation behind keywords such as nuclear testing, the nuclear button, and international 

NGOs aiming for a world without nuclear weapons. Together with specialists at the Daigo Fukuryu Maru Exhibition Hall, which 

preserves and displays a wooden boat damaged by U.S. hydrogen bomb testing, they will think about a world under nuclear 

threat and the people involved in it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教室での座学とフィールワーク（関連施設の見学、作業、インタビュー）で構成する。フィールド実習の日時については、開講後に

実習先の都合等で調整するため、土日に行う場合もある。第五福竜丸展示館資料室での資料調査、元乗組員へのインタビュー

を軸に、核を描いた世界（文学・芸術・ポピュラーカルチャー）の担い手と文化施設、核と向き合う関連企業、ＮＧＯ、行政機関、報

道機関等を訪問し、現状と課題を学ぶ。訪問先は開講後希望を募って分担する。調査結果をレポートや映像等でまとめるなど成

果物を作成することも念頭におくものとする。 

 

The course consists of classroom lectures and field work (visits to related facilities, work, and interviews). Field training may be 

performed on weekends to adjust to the circumstances of the training destination after the start of the course. With a focus on 

the materials room of the Daigo Fukuryu Maru Exhibition Hall and interviews with former crew members, students will visit 

leading actors of the nuclear world (in literature, art, and popular culture), cultural facilities, nuclear-related companies, NGOs, 

government organizations, media bodies, and more, to learn about the current situation and issues. The destinations for visits 

will be shared after the start of the course according to students' wishes. Students should also keep in mind that they will 

create deliverables, summarizing survey results in forms such as reports or video. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 核問題とは ― 米ソ核開発競争と第五福竜丸の被ばく 

2. 核を目撃した人びと 世界の核被害と報道 

3. 核をめぐる表象 文学・芸術・ポピュラーカルチャー 

4. 第五福竜丸展示館での資料調査① 報道資料 

5. 第五福竜丸展示館での資料調査② 公文書 

6. 第五福竜丸展示館での聞き取り調査 スタッフ・ボランティアへのインタビュー 

7. 表現された「核」をみつける① 美術館等訪問  

8. 表現された「核」をみつける② 映像調査 

9. 表現された「核」をみつける③ アート関係者へのインタビュー 

10. 第五福竜丸乗組員調査① 子どもたちへの講話 

11. 第五福竜丸乗組員調査② 手記 

12. 第五福竜丸乗組員調査③ 大石又七氏のインタビュー 

13. 核被害と教育 

14. 実習のまとめ  アトミック・カフェ 

 

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

あらかじめ参考文献を読み、インタビューすべき項目を整理する。 

実習後に文献等を調査し、レポートお呼び報告成果物を作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と実習レポート(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 第五福竜丸平和協会、2014、『第五福竜丸は航海中』、現代企画室 (ISBN:978-4-7738-1403-3) 

2. 大石又七、2003、『ビキニ事件の真実』、みすず書房 (ISBN:4-622-07042-0) 

3. 大石又七、2007、『これだけは伝えておきたいビキニ事件の表と裏』、かもがわ出版 (ISBN:978-4-7803-0095-6) 

4. 山下正寿、2012、『核の海の証言』、新日本出版社 (ISBN:978-4-406-05619-9) 

5. 岡村幸宣、2013、『非核芸術案内』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-270887-4) 

6. いちだまり、2011、『ポケットのなかの平和』、平和文化 (ISBN:978-4-89488-049-8) 

7. 川口隆行、2017、『＜原爆＞を読む文化事典』、青弓社 (ISBN:978-4-7872-3426-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 598 - 

■DK225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市の現在 ～変化と維持～ 

担当者名 

（Instructor） 
柳 信寛(YANAGI NOBUHIRO) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK225 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・大都市の変化や維持をテーマとして聞き取り調査を中心に街の変化を探求する。 

・特に行政や地域組織、そして住民がどのような思惑で地域の開発や維持・再生に取り組んでいるかを、歴史的経緯や都市構造

から立体的に把握することを目的とする。 

 

・The class will explore changes in neighborhoods, centering on interview surveys on the themes of change and maintenance in 

large cities. 

・In particular, the course aims for three-dimensional understanding, based on historical background and urban structure, of the 

sort of expectations under which government, regional organizations, and residents undertake regional development, 

maintenance, and revitalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

・何組かの調査グループに分かれて東京 23 区内のいくつかの地点をターゲットにして調査を行う。 

・行政、民間ディベロッパー、地域住民などへの聞き取りが中心となるが、そのほとんどを受講生自らが実施する。 

・したがって報告書作成はもちろんのこと、対象者とのアポイントメントの取り付けや調査票作成、礼状の発送など実践的な調査

技術の習得を目指す。 

 

・The students will be divided into survey groups, and the surveys will target a number of locations in the 23 wards of Tokyo. 

・While the focus will be on interviews with government, private sector developers, and local residents, most of these will be 

conducted by the students themselves. 

・Accordingly, the course aims to instill practical survey skills such as securing appointments with survey subjects, creation of 

questionnaires, and sending of letters of thanks, as well as report preparation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・調査地の検討 

2. 調査地の検討・グループの編成 

3. 街歩き体験による調査地と大まかなテーマの確定 

4. 調査地の現況データ・歴史的経緯の把握 

5. 調査地の現況データ・歴史的経緯の把握 

6. 文献・資料収集の検討 

7. 調査および進捗状況の報告 

8. 調査および進捗状況の報告 

9. 調査および進捗状況の報告 

10. 調査および進捗状況の報告 

11. 調査および進捗状況の報告 

12. 報告書の検討 

13. 報告書の検討 

14. 報告書の検討 

 

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

・授業初回から希望する調査地の検討に入るので、それまでにいくつかの街歩きや情報収集をしておくこと。 

・また、受講生の希望により調査地をいくつか設定するが必ずしも希望する調査地となるとは限らない。調査地や調査テーマに関

して複数の希望を用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作業への積極的参加・報告書作成(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

これまでに取り上げた地域・テーマは、スカイツリー近辺、外国人に向けての浅草、神田老舗街、渋谷バスケットストリート、代官

山、日本橋室町、月島、神楽坂、高円寺古着文化、谷中カフェ文化、青山表参道、東京駅、ハッピーロード大山商店街、自由が

丘、下北沢、谷中銀座、秋葉原高架下、池袋文化政策、日暮里繊維街、十条銀座、清澄白河、神田古書街、西荻窪、中野駅前

再開発、大塚、巣鴨地蔵通商店街、霜降銀座、谷中へび道、上野コリアンタウン、北池袋チャイナタウン、荒川遊園、京島であ

る。参考にされたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費社会における豊かさと生活の満足度 

担当者名 

（Instructor） 
中溝 一仁(NAKAMIZO KAZUHITO) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK226 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「格差の拡大」などの様々な課題を包摂する現代社会において、人々が生活の満足感を高めていく可能性について検討を行

う。「消費社会」「生活の満足度」「豊かさ」というキーワードと共に、「生活の満足感を高めるためにはどのような活動が効果的か」

などの仮説を立てた上でフィールドワークを実施する。 

 また、特に社会学部の学生に求められる「可視化されない層」や「自分と異なった環境に生きる他者」に対して眼差しを向けられ

るようになることも本授業の大切な目標とする。 

 人生を通したライフサイクルや仕事、余暇の意味にも着目し、理論と実践を織り交ぜて学習する。社会学におけるフィールドワ

ークの基礎を学びつつ、その面白さ、楽しさと共に難しさを体験する。 

 

 In modern society that incorporates issues such as widening disparities, the course will examine the potential for people to 

enhance their satisfaction with life.  Under the keywords "consumer society," "satisfaction with life," and "abundance," 

students will establish hypotheses for questions such as "what kind of activities are effective in enhancing satisfaction with 

life," and will conduct field work. 

 Important objectives of the course include enabling students to turn their gaze to un-visualized social demographics and 

persons living in environments different from oneself, abilities that are particularly demanded of students in the Faculty of 

Sociology. 

 Students will focus on the significance of life cycles, work, and leisure time throughout life, and will learn through an 

intermingling of theory and practice. While learning the basics of field work in sociology, students will experience the interest 

and enjoyment found in the field, as well as the difficulties. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 最初に実習に必要な学習と準備を行う。その後、受講者数に応じていくつかのグループに分けた上でフィールドワークを実施す

る。フィールドワークは数回程度を想定している。後半では実習の成果をまとめ、グループごとに報告のプレゼンテーションを行

う。なお、授業計画は受講者数やその興味、調査の進捗状況によって適宜柔軟に変更する。 

 

【参考】昨年度は 2 回のフィールドワークを実施。1 回は 80 歳代の男女 3 名に話を聴き、もう 1回は現役世代の社会人を対象に

インタビュー調査を行った。今後の人生で活かせるようよう、ふだん学生が接する機会の少ない会社経営者や管理職、士業、高

齢者を中心に話を聞き、それをまとめた上でグループ毎にプレゼンテーションを行った。また、ゲストスピーカーの招聘や街歩きも

実施した。 

 

 Students will first undertake the learning and preparation necessary for training. Subsequently, students will be divided into 

several groups according to the number of course takers, and field work will be conducted. Several sessions of field work are 

envisioned. In the second half of the course, students will summarize the results of their practical training, and each group will 

conduct a presentation. Class plans will be changed flexibly according to the number of students, their interests, and the 

progress of the surveys. 

 

Reference: Field work was performed two times in the previous year. The first time, students listened to three men and women 

in their 80s; the second time, students performed an interview survey of working persons. To put experiences to use in later life, 

students will listen primarily to company managers, administrators, professionals, and senior citizens with whom students 

normally have little opportunity for contact, after which each group will summarize the discussions and conduct a presentation. 

Invited speakers and walks around neighborhoods will also be part of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方と目標について 

2. 「豊かな社会」における課題とは 「消費社会」と「余暇活動」について 

3. テキストにみる「消費社会」と「生活の満足度」 1 

4. テキストにみる「消費社会」と「生活の満足度」 2 

5. テキストにみる「消費社会」と「生活の満足度」 3 

6. テキストにみる「消費社会」と「生活の満足度」 4 
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7. インタビュー調査準備 

8. インタビュー調査 

9. 「選択」に関する DVD の視聴と、それに関するディスカッション 

10. ゲストスピーカー招聘 

11. フィールドワーク準備 

12. フィールドワーク 

13. プレゼンテーション 1 

14. プレゼンテーション 2 

 

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） 

実習活動とその準備に対する積極的な取り組み(40%)/感想記入シートの提出(40%)/プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 間々田孝夫、2005、『消費社会のゆくえ』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-17315-X) 

テキストは担当教員が用意。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

意欲を持ち、仲間と共に楽しく学びたい学生の履修が望まれる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 602 - 

■DK227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境とエコロジー 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 淳子(SAKUMA JUNKO) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK227 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献を読み込み要約・考察するだけではなく、実際に現場を訪ね、インタビューをしたりすることによって、調査対象をより深く理

解することができる。当講座ではそのために必要なノウハウを確認しながら、フィールド調査を体験し、楽しさも感じられるようにな

ることを目指す。 

 

Students will not only read, summarize, and consider literature but will also make on-site visits and conduct interviews to gain a 

deeper understanding of the interview subjects. The course aims to let students experience field surveys and the enjoyment of 

these, while affirming the necessary know-how. 

 

授業の内容（Course Contents） 

食をキーワードに、持続可能な漁業を射程にいれつつ、フィールド調査の経験を積む。 

フィールドは、東京や近郊の卸売市場の水産部（豊洲、船橋）や築地場外、漁港（船橋、柴）など。 

漁業者や、仲卸業者や利用者（飲食店経営者や一般客）、周辺の小売店などを含め、事前に把握した情報と生の情報の差異を

意識しつつ、自分なりに分析し、レポートする。 

「美味しいもの」の背景をどこまで多角的に捉えられるか、積極的に踏み込んでいってほしい。 

 

Students will build up experience in field surveys while focusing on sustainable fishing, with food as the keyword. 

The fields will include the marine products sections of wholesale markets in Tokyo and its environs (Toyosu, Funabashi), the 

outside of Tsukiji, and fishing ports (Funabashi, Shiba). 

Students will analyze and report in their own way, keeping in mind the differences between raw information and information 

obtained in advance, including from fishermen, intermediate wholesalers and users (restaurant operators and general 

customers), and nearby retail stores. 

Students are invited to actively investigate how multifaceted the background is behind foods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、日程調整 

2. オンラインデータベース講習（図書館講習室） 

3. 文献調査１ 

4. 文献調査２ 

5. ドキュメンタリー映画「築地ワンダーランド」鑑賞 

6. インタビュー、アポイント、メールと手紙・電話の基礎 

7. フィールド調査（1-1） 

8. フィールド調査(1-2） 

9. フィールド調査（2-1） 

10. フィールド調査（2-2） 

11. フィールド調査（3-1） 

12. フィールド調査（3-1） 

13. レポート初稿提出、推敲 

14. 最終提出、講評 まとめ 

 

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

１．新聞報道に常に目をとおし、漁業資源・豊洲市場移転問題に関する記事を読んでおく。 

２．ドキュメンタリー映画・番組を、取材手法に注目して見る。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーションの内容(30%)/授業への積極的な参加態度(30%) 

単位修得のためには 70％以上の出席を必要とする。フィールド調査を欠席した場合は、レポートを指示する。指示に従ってレポ

ートを提出する。 
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テキスト（Textbooks） 

1. レイ・ ヒルボーン、2015、『乱獲: 漁業資源の今とこれから』、東海大学出版 (ISBN:978-4486020806) 

2. テオドル・ベスター、2007、『築地』、木楽舎 (ISBN:978-4907818883) 

3. 勝川俊雄、2016、『魚が食べられなくなる日』、小学館 (ISBN:978-4098252787) 

4. 鈴木 智彦、2018、『サカナとヤクザ』、小学館 (ISBN:9784093801041) 

5. 片野歩、2016、『日本の漁業が崩壊する本当の理由』、ウェッジ (ISBN:978-4-86310-172-2) 

他、新聞記事など文献を逐次配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 永野一郎、 片野歩、2014、『魚を獲り尽くす日本人』、ウェッジ (ASIN: B00O4R1M3O) 

2. 井田徹治、2007、『ウナギ―地球環境を語る魚』、岩波書店 (ISBN:4004310903) 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

農林水産省 統計情報（水産業）http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kensaku/bunya6.html 

国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1 

 

注意事項（Notice） 
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■DK230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア・オーディエンスに対するインタビュー調査の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
池上 賢(IKEGAMI SATORU) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK230 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業では、メディア研究の方法の一つとして、メディア・オーディエンスに対するインタビュー調査の知識と倫理、実践する能力

を身につけることを目標とする。 

 

 In this class, students will acquire knowledge, ethics, and practical ability to conduct media research, i.e. interview survey on 

media audience. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 はじめに講義形式で、メディア研究で実際に行われた調査事例について学習する。そして、インタビュー調査の種類や、倫理的

な配慮などを学ぶ。その後、複数のグループに分かれ、それぞれの問題意識に基づき、インタビュー調査を実践し調査報告を作

成する。必要に応じ、調査手法や報告書の執筆などについてミニ講義も実施する。テーマはメディアに関する事柄であれば限定

はしない。ＳＮＳや動画サイトの利用のほか、マンガ読者やテレビドラマの視聴者の分析などが考えられる。 

 

 First, in lecture-format, students will learn about survey cases conducted in actual media researches. Then students will learn 

about types of interview surveys and ethical considerations. After that, students will be divided into multiple groups. Each group 

will conduct interview survey and create survey reports based on their issue awareness. If required, students will participate in 

mini-lecture on how to conduct surveys and write reports. There is no limit on subjects, as long as it is related to media. 

Students will analyze usage of social medias and video sites, comic book readers, and TV show audiences. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. メディア研究における質的調査の役割と概観 

3. 社会調査におけるインタビューの位置づけと倫理的配慮 

4. グループ編成と問題関心の析出 

5. 資料の収集と問題意識の設定 

6. プレゼンテーション（１）――問題意識の報告 

7. 調査計画の検討 

8. プレゼンテーション（２）――調査の目的と設計 

9. 調査実施と分析（１） 

10. 調査実施と分析（２） 

11. プレゼンテーション（３）――調査内容の報告 

12. 調査報告作成（１） 

13. 調査報告作成（２） 

14. 最終プレゼンテーション 

 

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

参考文献を事前に講読しておくことが望ましい。また、各自の関心に基づいた事柄について事前に資料を収集しておくことが望ま

しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワークへの貢献度(50%)/プレゼンテーション（3 回分）の完成度(20%)/報告書の完成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桜井厚/小林多寿子、2005、『ライフストーリー・インタビュー――質的研究入門』、せりか書房 

2. Ｓ・ヴォーン/Ｊ・Ｓ・シューム/Ｊ・シナグブ/井上理他訳、1999、『グループ・インタビューの技法』、慶応大学出版会 
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3. 水野節夫、2000、『事例分析への挑戦――”個人”現象への事例媒介的アプローチの試み』、東信堂 

4. カレン・ロス/バージニア・ナイチンゲール、2007、『メディアオーディエンスとは何か』、新曜社 

5. R・シルバーストーン、2003、『なぜメディア研究か――経験・テクスト・他者』、せりか書房 

その他、各グループの関心に応じて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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■DK232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「江戸・東京」の表象に関するメディア社会学 

担当者名 

（Instructor） 
田辺 龍(TANABE RYOU) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK232 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸期から蓄積されている現在の豊島区に関するコンテンツを分析するとともに、実地に赴いて検証することにより、メディア社

会学的な理論およびフィールドワークの技法を習得する。 

 

By analyzing contents accumulated from the Edo period related to present-day Toshima Ward and by going on-site to perform 

verification, students will learn media sociological theory and fieldwork techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「東京」に関わる現象として、たとえば「メディア・ノスタルジー」と「街歩き」をあげれば、いわゆる現実／仮想の双方を包含する広

い射程を持つことが分かる。テーマ全体の理解を実証的な問題の検証につなげていくために、前半では前年度調査を参照して

（フィールドは雑司が谷・池袋を中心とした豊島区全域）、フィールドワークの準備として、テーマの絞り込みを全員での議論を通し

て行う。後半では、各自またはグループでフィールドとテーマを選定し、メディア表象の分析と当該都市・地域を経験するさまざま

な対象者への調査を実施、その成果をレポートにまとめる。 

 

As an example, if "media and nostalgia" and "neighborhood walks" are mentioned as phenomena related to Tokyo, it can be 

understood that these cover a wide range encompassing both the so-called real and virtual. In order to connect understanding 

of the theme overall to verification of the empirical problem, the first half of the course will prepare for field work by narrowing 

down the theme through discussion by all participants, with reference to the previous year's survey (in which the field consisted 

of all areas of Toshima Ward, centered on Zoshigaya and Ikebukuro). In the second half of the course, students will select fields 

and themes individually or as groups, analyze media representation, conduct surveys of subjects who experience the city or 

region, and summarize the results in a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：自己紹介およびゼミ運営について 

2. 前年度調査（メインフィールド：雑司が谷，池袋）について 

3. 豊島区の歴史を学ぶ（１） 

4. フィールドワーク（全体） 

5. 調査テーマ決定とグループ分け 

6. 先行研究サーベイ報告（１） 

7. 先行研究サーベイ報告（２） 

8. 豊島区の歴史を学ぶ（２） 

9. グループ別進行状況発表（１） 

10. グループ別進行状況発表（２） 

11. フィールドワーク（グループ別） 

12. グループ別進行状況発表（３） 

13. グループ別進行状況発表（４） 

14. まとめ 

 

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

指定した文献・資料を必ず読んでくることはもちろん、調査が始まってからは、正規時間外の調査と発表資料作成，文献講読が求

められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

調査・議論への参加度(40%)/発表・報告(30%)/レポート（報告書原稿）作成(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回～第 5 回までに決定する。 
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参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

前年度調査にご協力いただいた各団体の HP。 

豊島区立郷土資料館 http://www.city.toshima.lg.jp/bunka/bunka/shiryokan/ 

雑司が谷 案内処 https://www.toshima-mirai.jp/zoshigaya/ 

自由学園明日館 http://www.jiyu.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■DK233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「当事者」の語りを聞き取る 

担当者名 

（Instructor） 
矢吹 康夫(YABKI YASUO) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK233 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「当事者」と呼ばれる人びとの経験・生活・人生を理解するためにフィールドワークやインタビュー調査を行い、報告書を作成して

調査協力者に還元することを目標にする。その際には、質的調査の技法を単に身につけるだけでなく、質的調査が要請されてき

た社会（学）的な背景や調査倫理の問題なども学ぶ。 

 差別や社会問題の「当事者」というと、なにかとても「特殊」であり、自分とはまったく異なる存在だと思うかもしれない。しかし、ど

んな経験をして、どんな人生を歩んできたかを理解しようとする過程で、彼／彼女たちもまた同じ社会を生きている自分と地続き

の存在であることに気づかされることになると思う。 

 

 Students will conduct field works and interview surveys to understand parties involved, their experiences, lives, and lifetimes. 

Students will create reports and return favors to those who collaborated with their surveys. Students will not only acquire 

qualitative survey skill, but also learn about survey ethical issues and social (intellectual) contexts, where demands for 

qualitative surveys are increasing. 

 Students may think discriminated people and parties involved in social problems as “special” and different from themselves. 

However, by understanding their experiences and lifetimes, students will realize that they are beings right beside them living in 

the same society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業ではまず、各自の興味関心をもとに少人数のグループに分かれて調査対象を絞り込んでいく。また、他大学や近郊の自治

体で開催されるヒューマンライブラリーにも全員で足を運ぶ予定である。文献資料で対象について事前学習をするほか、必要に

応じてセルフヘルプグループなどでのフィールドワークも行う。調査での役割分担やアポイントのとり方などのテクニカルな準備を

するだけでなく、調査倫理についても十分に理解したうえで調査を実践できるようにする。えられたデータは文字起こしして、それ

をもとエスノグラフィーや聞き書き、ライフストーリー作品としてまとめる。それを授業内検討会でブラッシュアップし、最後に報告書

として印刷したものを調査でお世話になったフィールドの方々に還元する。 

 

 In this class, students will first be divided into small groups based on their interests to narrow their survey subjects. 

Furthermore, students will travel to visit Human Library events organized by other universities and nearby governments. In 

addition to studying literatures on target subjects before class, students will also join in field works such as self-help groups if 

necessary. In addition to technical preparations such as assigning responsibilities in surveys and requesting appointments, 

students will also be able to understand survey ethics thoroughly and conduct surveys. Students will transcribe collected data 

and summarize them in ethnography, transcription, or life story. Students will improve their works during in-class discussions. 

Finally, students will print their reports and distribute them to people who had helped them in their surveys. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介、実習の進め方について 

2. 調査対象の選定とグループ分け 

3. 文献・資料の収集と検討 

4. 文献・資料のレビュー 

5. 調査倫理について 

6. 調査の準備１：問いの設定、質問項目の検討 

7. 調査の準備２：役割分担、フィールドへのアプローチ 

8. 調査の実施１：経過報告 

9. 調査の実施２：結果報告 

10. データ入力、文字起こし 

11. データの分析・考察 

12. エスノグラフィー、聞き書き、ライフストーリー作品の作成 

13. 授業内検討会 

14. フィールドへの還元 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 全体で行くヒューマンライブラリーや各自の調査だけでなく、図書館での文献・資料収集、グループごとの打ち合わせなど、授業

時間外にもやることは多い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業・調査への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 好井裕明、2006、『「あたりまえ」を疑う社会学：質的調査のセンス』、光文社 (ISBN:978-4334033439) 

2. 宮本常一・安渓遊地、2008、『調査されるという迷惑：フィールドに出る前に読んでおく本』、みずのわ出版 (ISBN:978-

4944173549) 

3. 前田拓也・秋谷直矩・朴沙羅・木下衆編、2016、『最強の社会調査入門：これから質的調査をはじめる人のために』、ナカニシ

ヤ出版 (ISBN:978-4779510793) 

4. 矢吹康夫、2017、『私がアルビノについて調べ考えて書いた本：当事者から始める社会学』、生活書院 (ISBN:978-

4865000733) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

担当者名 

（Instructor） 
田北 康成(TAKITA YASUNARI) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK234 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化によって街づくりが大きく変わることがあるが，フィールド調査を実施して，読み取ることができるものとそうでないものを把握

し，そこにはどのような意味があるのかを学ぶことを目標とする。 

 

While urban development may vary greatly according to culture, this course aims to have students conduct field surveys to 

understand what can be read and what can not, and what meanings are inherent in the field. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「韓流」文化の中心地である「新大久保」をメインのフィールドとして調査を実施する。街の地理や歴史調査をした上で，現在の「新

大久保」の有り様を，食，生活用品，映画／ドラマ，音楽（K-POP）などを手がかりに調べる。そして，そこから知覚できるものと、

そうでないものが何であるか，他の「コリアンタウン」との比較から明らかにしていく。 

 

Surveys will have Shin-Okubo, the center of "Korean wave" culture, as their main field. The course will survey the geography 

and history of the neighborhood, then examine the conditions of Shin-Okubo through food, household goods, movies/dramas, 

music (K-Pop), etc. Through comparisons with other "Korean towns," the course will clarify what can be perceived from the 

survey and what cannot. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 実習の進め方の説明 

2. 調査方法について（その１） 

3. 調査方法について（その２） 

4. 問題意識の形成（その１） 

5. 問題意識の形成（その２） 

6. フィールド調査（プレ・第１回） 

7. フィールド調査報告 

8. フィールド調査（プレ・第２回） 

9. フィールド調査報告 

10. フィールド調査（プレ・第３回） 

11. フィールド調査報告 

12. フィールド調査（本調査第１回） 

13. フィールド調査（本調査第２回） 

14. フィールド調査報告 

 

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%)/中間報告(40%)/授業への参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 赤瀬川原平、1993、『路上観察学入門』、筑摩書房 (ISBN:978-4480028181) 

2. 今和次郎、1987、『考現学入門』、筑摩書房 (ISBN:978-4480021151) 

 

参考文献（Readings） 

1. 赤瀬川原平、1987、『超芸術トマソン』、筑摩書房 (ISBN:4480021892) 

2. 山下清海、2010、『池袋チャイナタウン : 都内最大の新華僑街の実像に迫る』、洋泉社 (ISBN:9784862485854) 

3. 江東・在日朝鮮人の歴史を記録する会編、2004、『東京のコリアン・タウン : 枝川物語』、星雲社 (ISBN:4434047280) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第二外国語の「朝鮮語」の履修を必須とはしない。フィールド実習の都合上，時間延長があり得るので履修日の時限以後を，毎
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回，必ず空けておくこと。調査にかかる時間については、履修生と相談の上で調整する。また，履修生の希望を聴いての調査も

あり得る。なお、調査に関連するものの，自らに還元される部分については，社会通念上の一部費用負担を了解してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フィールド実習 

(Fieldwork Practice) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商店街のフィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
新 雅史(ARATA MASAFUMI) 

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） 
SOX2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

DK235 人数制限科目（20 名） 

2012 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

商店街をフィールドにして、「まち」の記述にどのような方法があるかを、具体的に知る。 

 

With the shopping district as the field, students will learn concretely what methods exist for describing a town. 

 

授業の内容（Course Contents） 

商店街は、わたしたちにとって身近な存在な割には、それがどのような歴史をもっているか、どのように運営されていて、その空

間の具体的な課題（や可能性）が何であるかが、あまり知られていない。この実習では、商店街を実際に歩いて調べることで、 

「まち」の記述の方法について学び、商店街活動の実態や店舗経営の実際について把握したい。なお、調査地は、受講者と相談

をしながら決めたい。 

 

Despite the familiarity of shopping streets to us, what sort of history they have, how they are operated, and the specific 

challenges (or possibilities) facing these spaces are not well known. This class is intended to let students learn methods for 

describing towns by actually walking around and investigating shopping district, and understand the nature of shopping district 

activities and the reality of shop management. The survey locations will be decided in consultation with the course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. フィールドワークとは何か：じっさいのレポートを読んでみる 

3. 商店街の来歴をよみとく 

4. 調査対象の商店街の情報を集めてみる 

5. とりあえず歩いてみる 

6. プレ調査 

7. プレ調査の結果をＫＪ法で整理する 

8. 行政調査などから商店街の情報を整理する 

9. 分析テーマを決める 

10. フィールドノーツを整理する 

11. インタビュー調査をまとめる 

12. レポート内容の発表と講評① 

13. レポート内容の発表と講評② 

14. 最終プレゼンテーション 

 

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

本実習の前にできるだけテキストを読んでおくこと。また、実習で提出された課題を、次週までにおこなうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業参加および最終レポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 新雅史、2012、『商店街はなぜ滅びるのか』、光文社 (ISBN:978-4334036850) 

2. 吉見俊哉、2008、『都市のドラマトゥルギー』、河出文庫 (ISBN:978-4309409375) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジェイン・ジェイコブズ、2010、『アメリカ大都市の死と生』、鹿島出版会 (ISBN:978-4306072749) 

2. シャロン・ズーキン、2013、『都市はなぜ魂を失ったか』、講談社 (ISBN:978-4061573017) 

3. 長坂泰之・齋藤一成、2012、『100 円商店街・バル・まちゼミ――お店が儲かるまちづくり』、学芸出版社 (ISBN:978-

4761525422) 

4. 梶田真他、2007、『地域調査ことはじめ――あるく・みる・かく』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779501326) 
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5. 西村幸夫、野澤康、2010、『まちの見方・調べ方――地域づくりのための調査法入門』、朝倉書店 (ISBN:978-4254266375) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK241／社会統計学 

(Social Statistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学の基本的理解 

担当者名 

（Instructor） 
杉野 勇(SUGINO ISAMU) 

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） 
SOX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）推測統計の基本的な考え方を身につけること，（2）社会学などを学び，研究していく過程で，さまざまな研究課題を解決する

ための道具として統計的手法を使いこなせるようになること，を目標とする。統計的データの集計・分析に必要な基礎的な統計知

識，世論調査や社会統計などの結果や報告を正しく読み取れる為のメディア・リテラシー，リサーチ・リテラシーが主題である。 

 

The objectives of this course are (1) to understand basic concepts of inferential statistics, and (2) to gain the ability to use 

statistical methods as tools for resolving a variety of research issues in the process of studying sociology. Subjects are basic 

statistical knowledge necessary for collecting and analyzing social survey data; media literacy and research literacy for precise 

comprehension of the results of opinion polls and reports on official/societal statistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 算術平均や分散などの基本統計量，確率論の基礎，標本抽出の理論，検定・推定の基礎，共分散と相関係数，クロス表に関す

る連関係数と独立性についてのカイ二乗検定，母平均と母比率の区間推定，分散分析・単回帰分析，偏相関係数と交絡変数の

統制，重回帰分析などについて解説する。 

 

This course explains the statistical concepts and theories such as arithmetic mean and variance, basics of probability, sampling 

theory, essence of statistical testing and estimation, covariance and correlation, chi-squared test and coefficient of association 

for contingency tables, interval estimation of population mean and population ratio, analysis of variance and simple regression 

analysis, partial correlation coefficient and controlling of confounding variables, and multiple regression analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データの記述（基本統計量：代表値，散布度） 

2. 正規分布・標準正規分布と標準化 

3. 二つの数量変数の標本共分散と標本相関係数 

4. 二つのカテゴリカル変数の分割表（クロス表），連関係数，第三変数の統制 

5. 確率論の基礎 

6. 標本抽出の理論（母集団と標本，推測統計学） 

7. 標本抽出分布と標準誤差 

8. 母平均の区間推定 

9. 統計的検定の理論，t分布 

10. 母相関係数の検定と推定 

11. 独立性についてのカイ二乗検定 

12. 母平均の差の検定 

13. 母比率の区間推定，母比率の差の検定 

14. 単回帰分析，F検定．偏相関係数，重回帰分析 

 

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

「場合の数（組合せの数）」や「階乗」，和・合計の演算記号であるΣについて復習または予習しておく事（参考書『入門・社会調査

法』〔第 3 版〕の「数学付録」にも必要な知識が纏めてある）。 

算術平均，分散，共分散と相関係数などの，現在は高校数学で必修となっている記述統計学の基礎についても復習（予習）して

おく。 

統計分析ソフト R の使い方も合わせて習得し，R を使いながら統計学の予習・復習・自習を行う事が望ましい。参考ウェブサイト

を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/学期中の提出課題もしくはテスト課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 杉野勇、2017、『入門・社会統計学』、法律文化社 (ISBN:978-4589038463) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田剛史・杉澤武俊・村井潤一郎、2008、『Rによるやさしい統計学』、オーム社 (ISBN:978-4274067105) 

2. 轟亮・杉野勇、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕』、法律文化社 (ISBN:978-4589038173) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

統計分布などの授業資料 

http://sgn.sakura.ne.jp/R/Rscript.html 

http://www.li.ocha.ac.jp/hss/socio/sugino/material.html 

 

注意事項（Notice） 
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■DK242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK242／社会統計学 

(Social Statistics) 

担当者名 

（Instructor） 
廣瀬 毅士(HIROSE TSUYOSHI) 

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） 
SOX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会について考え課題を解決する道具として社会調査データ分析を位置づけ、確率論や推測統計学の基本的な考え方を身につ

ける。データを用いて推論や仮説を検証するための手法を習得する。 

 

The course positions social survey data analysis as a tool for considering society and resolving issues, and will instill basic 

concepts of probability theory and inferential statistics. Students will acquire methods to test inferences and hypotheses using 

data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計的社会調査データの集計・分析に必要な統計学の基礎知識を前提として、推定や検定などの考え方、母平均の差の検定、

分散分析、クロス表の独立性検定、相関と回帰などについて学ぶ。 

 

Drawing on the fundamental knowledge of statistics necessary for aggregating and analyzing statistical social survey data, 

students will learn about concepts including testing and estimation, as well as testing for differences in population mean, 

analysis of variance, testing for independence in cross-tabulation tables, and correlation and regression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 記述統計学と推測統計学 

2. 標本抽出（1）：無作為標本抽出の考え方 

3. 確率の基礎：基本的な概念と用語、基礎的な計算 

4. 確率変数と確率分布 

5. 標本抽出（2）：標本分布、標本統計量の変化、中心極限定理 

6. 統計的推定（1）：点推定と区間推定、標本統計量と母数、母平均の推定 

7. 統計的推定（2）：母比率の推定、標本サイズの決め方 

8. 統計的検定（1）：統計的検定の基本的な考え方、統計的検定の手順 

9. 統計的検定（2）：第一種の過誤・第二種の過誤、検定の方法、統計的有意の意味 

10. 母平均の差の検定：ｔ分布、小標本の場合の検定の手順 

11. 分散分析：考え方と手順、多重比較の考え方 

12. クロス表の 2 変数の独立性の検定：統計的独立と連関、期待度数、ピアソンのカイ二乗値 

13. 相関と回帰：相関係数、無相関検定、回帰分析の基礎、回帰係数の検定 

14. まとめ 

 

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

高度な数学的知識は前提としないが、社会学部で必修の基礎統計学科目（「社会調査法３」など）の内容は各自復習しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業期間内の小テストあるいは課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（資料を配付する）。ただし、授業期間に参考文献をテキストとして指定する場合がある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 豊田利久ほか、2010、『基本統計学［第 3 版］』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4-492-47083-1) 

2. 篠崎信雄・竹内秀一、2009、『統計解析入門［第 2 版］』、サイエンス社 (ISBN:978-4-781-91230-1) 

3. 杉野勇、2017、『入門・社会統計学―2 ステップで基礎から〔Rで〕学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03846-3) 

4. 浅川達人、2011、『ひとりで学べる社会統計学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06005-4) 

5. 津島昌博ほか編、2014、『数学嫌いのための社会統計学〔第 2 版〕』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03619-3) 

6. ボーンシュテット＆ノーキ、1992、『社会統計学―社会調査のためのデータ分析入門』、ハーベスト社 (ISBN:978-4-938-

55112-4) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／多変量解析 

(Multivariate Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学で特に有効な統計分析手法の効率良い把握を目指して 

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） 
SOX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（70 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学の視点から、量的な社会調査データの分析を行う術を学ぶことが目的である。複数の変数の関係を、統計学的な裏付け

があり、また社会学的に有益となる手法での解析を目指す。基本的には、下級年次科目で扱う基礎的なデータ処理・データ分析

の知識が既にある事を前提としている。授業では、実際に分析をすすめる際に必要なソフトウェアの操作についても解説する。 

 

The objective is to learn techniques for performing analysis of quantitative social survey data from a sociological perspective. 

This course aims to elucidate the relationships of multiple variables through methods that are statistically supported and 

sociologically useful. It is assumed that students already have the fundamental data processing and data analysis knowledge 

covered in underclassman subjects. In the class, the use of software necessary for conducting analysis will also be explained. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習を一体的に組み合わせて行う。講義内容は概念的な各分析手法の説明と、分析の実践に必要となる作業の流れの

双方を含む。毎回、コンピュータルームでの作業のため、授業で紹介した内容はすぐに統計分析ソフト SPSSを使用して試す事

が出来る。なお必要となるデータは講師が用意する予定。 

 

The course will proceed through the integration of lectures and practical training. The lecture content includes both 

explanations of conceptual analysis methods and work flows required for the practice of analysis. For work in the computer 

room, the content introduced in every class can be immediately tried out using SPSS statistical analysis software. The 

necessary data will be prepared by the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査データの多変量解析：データ構造の理解、各分析手法の概念的な整理 

2. （１）社会学で質の高い量的データを得るために、（２）統計分析ソフト「SPSS」の紹介と基本的な操作法、データ操作や新変

数の作成方法 

3. データ処理と分析の基礎：基本統計量や関連の強さ、確率論の概要復習、因果関係と相関関係の違いについて、数値の

統計学的な意味と社会学的な重要性の違いについて 

4. 単回帰分析：予測モデルの考え方、回帰式の意味、係数の解釈 

5. 重回帰分析(1)：変数制御の考え方、ダミー変数の意味合いと使用方法 

6. 重回帰分析(2)：交互作用効果、モデル選択 

7. 重回帰分析(3)：回帰診断、基礎的なパス解析入門 

8. 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、オッズ比の考え方と結果の解釈、オッズと確率の関係につ

いて 

9. ロジスティック回帰分析(2)：多変量のロジスティック回帰分析、独立変数としての質的変数利用について、ロジスティク回帰

分析におけるモデル選択 

10. ログリニアモデル概要：基本的な考え方と解釈の仕方 

11. ログリニア分析とクロス表分析の関係：クロス表とエラボレーション、クロス表や相関の強さ、クロス表やオッズ比を社会学的

に解釈するために 

12. 更なる質的変数分析の応用：多項ロジスティック回帰分析、ログリニア分析における変数の相関の強さの探索等 

13. コレスポンデンス分析と数量化分析：質的データをビジュアルに理解する分析法 

14. まとめと総復習、今後の更なる量的分析手法の学習について 

 

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

該当する教科書の頁を読了する事が前提。ただし講義と教科書の併用はお互いで欠ける内容を補佐する事も意図しており、講

義自体は必ずしもテキストに沿わない点には注意。また、配布するプリントや資料の復習も必要。なお２回行うレポートは双方とも

に、授業時間外でのレポート形式となる。 

 

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%)/出席点と授業参加、コメントカード(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士（編）、2007、『SPSSによる多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4-274-06626-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習系の授業ではよくある事だが、各回における履修者の理解度や作業のスムーズさなどにもより、進行速度が影響される事は

ありうる。そのため後半部分の一部の内容は省かれる事はありうるが、ただ全体としては出来る限り遅れがないように進められる

事を目指す。 

 

注意事項（Notice） 
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■DK244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会調査演習 

(Social Research Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

有権者の政治意識・社会的価値観に関する計量的研究： 

問いの設定から報告論文の執筆までを実践的に習得する 

担当者名 

（Instructor） 

横山 智哉(YOKOYAMA TOMOYA) 

明戸 隆浩(AKEDO TAKAHIRO) 

中西 啓喜(NAKANISHI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX3540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

人数制限科目（40 名） 

 

2019 年 7 月 29 日付変更（変更事由：担当者追加のため） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査法や統計調査分析の技法を駆使し、統計調査分析と、それをもとにした報告書論文の執筆を実践的に習得することが、

社会調査演習の目的である。 

 

As their goals in this social research seminar, students will use social survey and statistical survey analysis methods. They will 

learn and practice conducting statistical survey analyses and writing report theses based on these analysis results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査演習では、具体的に以下の過程を実践的に習得する。 

・調査テーマの設定 ・問いをたてる ・仮説をたてる ・調査票を作成する ・標本を抽出する 

・調査票を配布する ・調査票を回収する ・データ入力をおこなう（エディティング、コーディング、クリーニング）  

・データの集計と分析をおこなう ・報告書を執筆する  

 

Specifically, in social research seminar, students will learn and practice through the following processes. 

・Determine survey subjects ・Establish questions ・Establish hypotheses ・Create survey sheets ・Extract samples 

・Distribute survey sheets ・Collect survey sheets ・Input data (editing, coding, and cleaning)  

・Aggregate and analyze data ・Write reports  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――本授業の目的と概要について説明する 

2. 調査設計①――問いを決める・仮説をたてる  

3. 調査設計②――調査企画書の提出とディスカッションをおこなう  

4. 調査票の作成①――質問項目を決める  

5. 調査票の作成②――質問文をつくる  

6. 調査票の作成③――ワーディング  

7. 調査票の作成④――ワーディング  

8. 標本抽出①――標本抽出の準備をおこなう  

9. 標本抽出②――標本抽出の準備をおこなう  

10. 標本抽出③――標本抽出の結果について報告する  

11. 実査の準備――依頼状の作成をおこなう  

12. 実査をおこなう――依頼状の発送をおこなう 

13. 調査票を回収する――回収率の確認と、感謝状・督促状を発送する 

14. データセットの準備――エディティング・コーディング・クリーニングをおこなう 

15. データ分析をおこなう①――単純集計表を出力する・クロス集計表を出力する  

16. データ分析をおこなう②――カイ自乗検定、分散分析・重回帰分析などを用い、調査結果の傾向をみいだす 

17. データ分析をおこなう③――カイ自乗検定、分散分析・重回帰分析などを用い、調査結果の傾向をみいだす  

18. オリジナル研究報告・研究指導①――履修者が、分析結果をもとに、報告書論文執筆のための研究報告をおこなう  

19. オリジナル研究報告・研究指導② 

――履修者が、分析結果をもとに、報告書論文執筆のための研究報告をおこなう  

20. オリジナル研究報告・研究指導③ 

――履修者が、分析結果をもとに、報告書論文執筆のための研究報告をおこなう  

21. オリジナル研究報告・研究指導④ 

――履修者が、分析結果をもとに、報告書論文執筆のための研究報告をおこなう  

22. 報告書論文を完成させる① 

――論文の要旨をもとに、考察を深めた研究報告をおこなう 

23. 報告書論文を完成させる② 

――論文の要旨をもとに、考察を深めた研究報告をおこなう  
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24. 報告書論文を完成させる③ 

――論文の要旨をもとに、考察を深めた研究報告をおこなう  

25. 報告書論文を完成させる④ 

――論文の要旨をもとに、考察を深めた研究報告をおこなう 

26. 報告書の編集作業をおこなう① 

――公表できる研究成果物として、報告書の完成度を高める  

27. 報告書の編集作業をおこなう② 

――公表できる研究成果物として、報告書の完成度を高める  

28. 報告書を完成させる 

――公表できる研究成果物として、完成度を高めた報告書を完成させる 

 

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

・２種類の教科書を用いて、次回に該当する箇所を事前に読んでおくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

調査票作成・標本抽出への貢献度(25%)/データ集計・分析への貢献度(25%)/研究報告のクオリティ(25%)/研究報告書論文のクオ

リティ(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大谷 信介・後藤 範章・小松 洋・木下 栄二、2013、『新・社会調査へのアプローチ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

2. 村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士 共編、2007、『SPSS による多変量解析』、オーム社 (ISBN:978-4274066269) 

上記 2 点の著書を随時使用するので、必ず各自購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会調査演習 

(Social Research Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

立教大学卒業生の市民活動に関わる意識調査 

―問いの設定から報告論文の執筆までを実践的に習得する―― 

担当者名 

（Instructor） 

須永 将史(SUNAGA MASAFUMI) 

曹 慶鎬(CHO KYONGHO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX3540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（40 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査法や統計調査分析の技法を駆使し，統計調査分析と，それをもとにした報告書論文の執筆を実践的に習得すること

が、，社会調査演習の目的である． 

 

The purpose of this social survey course is to acquire the skills of statistical research analysis and report writing, making full 

use of the social research methods and statistical research analysis techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査演習では、具体的に以下の過程を実践的に習得する。 

・調査テーマの設定 ・問いをたてる ・仮説をたてる ・調査票を作成する ・標本を抽出する 

・調査票を配布する ・調査票を回収する ・データ入力をおこなう（エディティング、コーディング、クリーニング） ・データの集計と

分析をおこなう ・報告書を執筆する。 

 

In the social research exercise, we will acquire the following process practically. 

Setting of research theme, Question, Hypothesis, Creating questionnaire, Extracting sample, Distribute questionnaires, Collect 

questionnaires, Input data (editing, coding, cleaning), Collect and analyze data, Writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――本授業の目的と概要について説明する。 

2. 調査設計①――問いを決める・仮説をたてる  

3. 調査設計②――調査企画書の提出とディスカッションをおこなう  

4. 調査票の作成①――質問項目を決める  

5. 調査票の作成②――質問文をつくる  

6. 調査票の作成③――ワーディング  

7. 調査票の作成④――ワーディング  

8. 標本抽出①――標本抽出の準備をおこなう  

9. 標本抽出②――標本抽出の準備をおこなう  

10. 標本抽出③――標本抽出の結果について報告する  

11. 実査の準備――依頼状の作成をおこなう  

12. 実査をおこなう――依頼状の発送をおこなう 

13. 調査票を回収する――回収率の確認と、感謝状・督促状を発送する 

14. データセットの準備――エディティング・コーディング・クリーニングをおこなう 

15. データ分析をおこなう①――単純集計表を出力する・クロス集計表を出力する  

16. データ分析をおこなう②――カイ自乗検定、分散分析・重回帰分析などを用い、調査結果の傾向をみいだす 

17. データ分析をおこなう③――カイ自乗検定、分散分析・重回帰分析などを用い、調査結果の傾向をみいだす  

18. オリジナル研究報告・研究指導①――履修者が、分析結果をもとに、報告書論文執筆のための研究報告をおこなう  

19. オリジナル研究報告・研究指導② 

――履修者が、分析結果をもとに、報告書論文執筆のための研究報告をおこなう 

20. オリジナル研究報告・研究指導③ 

――履修者が、分析結果をもとに、報告書論文執筆のための研究報告をおこなう 

21. オリジナル研究報告・研究指導④ 

――履修者が、分析結果をもとに、報告書論文執筆のための研究報告をおこなう 

22. 報告書論文を完成させる① 

――論文の要旨をもとに、考察を深めた研究報告をおこなう 

23. 報告書論文を完成させる② 

――論文の要旨をもとに、考察を深めた研究報告をおこなう 

24. 報告書論文を完成させる③ 

――論文の要旨をもとに、考察を深めた研究報告をおこなう 

25. 報告書論文を完成させる④ 
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――論文の要旨をもとに、考察を深めた研究報告をおこなう 

26. 報告書の編集作業をおこなう① 

――公表できる研究成果物として、報告書の完成度を高める 

27. 報告書の編集作業をおこなう② 

――公表できる研究成果物として、報告書の完成度を高める 

28. 報告書を完成させる 

――公表できる研究成果物として、完成度を高めた報告書を完成させる 

 

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

・3 種類の教科書を用いて、次回に該当する箇所を事前に読んでおくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

調査票作成・標本抽出への貢献度(25%)/データ集計・分析への貢献度(25%)/研究報告のクオリティ(25%)/研究報告書論文のクオ

リティ(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士 共編、2007、『SPSS による多変量解析』、オーム社 (13ー978-4274066269) 

上記 3 点の著書を随時使用するので、必ず各自購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森岡清志、2009、『ガイドブック社会調査 第 2 版』、日本評論社 (13-978-4535582460) 

2. 原純輔・海野道郎、2004、『社会調査演習―第 2 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130520195) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK246／質的調査法 

(Qualitative Survey Methods) 

担当者名 

（Instructor） 
高山 真(TAKAYAMA MAKOTO) 

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） 
SOX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、 「社会調査法 2」 をふまえて、 質的調査法に関する基礎的な考え方と技法について学ぶことを目標とする。 

 

The objective of this class is to teach fundamental ideas and techniques related to qualitative survey methods, based on 

"Social Survey Method 2." 

 

授業の内容（Course Contents） 

ライフストーリー・インタビューの実施、インタビュー・テクストの解釈、ライフストーリーの作成について、具体的な事例をまじえて

解説する。あわせて、フィールドワークの方法について検討する。これをふまえて、ライフストーリー・インタビューとの関係で、日

記や自分史のドキュメント分析、メディア言説の分析について検討し、質的調査法の基本的な考え方の理解を深める。 

 

The course will perform life story interviews, interpret interview texts, and explain the creation of life stories, incorporating 

specific examples. It will also examine methods of field work. Based on this, the course will examine the analysis of diaries and 

personal history documents and the analysis of media discourse in relation to life stories and interviews, and will deepen 

understanding of basic concepts of qualitative survey methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ライフストーリー・インタビューをはじめる（１） 調査研究テーマはどのようにきまるか 

3. ライフストーリー・インタビューをはじめる（２） 調査をはじめるにあたっての倫理的な問題 

4. ライフストーリー・インタビューをはじめる（３） 語り手の選択とリアリティのとらえかた 

5. ライフストーリー・インタビューをおこなう（１） 語り手との出会い 

6. ライフストーリー・インタビューをおこなう（２） 相互行為としてのインタビュー 

7. インタビュー・テクストを解釈する（１） 口述記録から文字記録へ 

8. インタビュー・テクストを解釈する（２） 社会的コンテクスト 

9. インタビュー・テクストを解釈する（３） 語りのダイナミズム 

10. ライフストーリーを書く（１） ライフストーリーを語るということ 

11. ライフストーリーを書く（２） エスノグラフィーとしてのライフストーリー 

12. ドキュメント分析（日記、自分史について） 

13. 言説分析について 

14. 総括 

 

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

ライフストーリー・インタビューもしくは、質的研究に関する文献調査を課す場合がある。 

その他の準備学習については授業内に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクション・ペーパーを含む授業内レポート(40%) 

平常点は、各回のリアクションペーパー、出席状況、及び質的調査法に関連するレポート課題等により総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桜井厚・小林多寿子編著、2005、『ライフストーリー・インタビュー 質的研究入門』、せりか書房 (ISBN:4-7967-0268-7) 

2. 藤田結子・北村文編、2013、『現代エスノグラフィー 新しいフィールドワークの理論と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1328-

0) 

3. 高山真、2016、『〈被爆者〉になる 変容する〈わたし〉のライフストーリー・インタビュー』、せりか書房 (ISBN:978-4-7967-0353-

6) 

適宜、紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理１（入門） 

(Information Processing 1) 

担当者名 

（Instructor） 

田靡 裕祐(TANABIKI YUSUKE) 

中溝 一仁(NAKAMIZO KAZUHITO) 

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） 
SOX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（140 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 大学での論文・レポートや報告レジュメの作成に必須の情報リテラシーについて学ぶ。PC を利用したデータの基礎的な処理

や、情報発信のスキルを習得する。 

 

 Students will become proficient in information required to create thesis, and report summary in university. Students will 

acquire basic data processing and transmitting skills on PC. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 スマートフォンの普及により、学生の PC リテラシーの低下が懸念されている。PC の基本操作から社会学部の学生として必要

な最低限のエクセル操作、また現代における情報発信や情報セキュリティなど、PC リテラシー全般の向上を図るため、実習形式

で授業を進める。 

 具体的には、Microsoft Windows の操作から情報検索の方法にはじまり、Microsoft Office の操作、特に Wordによるレポート

作成や、Excel によるデータ管理・分析の基本、PowerPointの作成・報告方法について進めていく。また、情報倫理やセキュリティ

といった、情報メディアの利用者としての基本的な心構えについても解説する。 

 なお、履修者の PC スキルを見て、初・中級／上級にクラスを分けて授業を行う。クラスの状況やレベルによって、講義順序や

内容等を入れ替える場合がある。 

 

 It is concerning that popularization of smartphones causes students’ PC literacy to decline. In this class, students will learn 

through practice. They will learn basic PC operation and minimum excel operations required for College of Sociology students. 

In addition, students will improve their overall PC literacy including information transmission in modern age and data security. 

 Specifically, students will learn how to operate Microsoft Windows, search for information, operate Microsoft Office, 

particularly create reports with Word, manage and analyze data with Excel, create PowerPoint, and report. In addition, professor 

will explain about basic mental preparations as data media users, including data ethic and security. 

 Furthermore, students will be divided into beginner, intermediate, and advanced classed based on their PC skills. Depending on 

class status and level, professor may change class sequence or content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体ガイダンス、プレイスメント・テスト 

2. クラスの説明、情報倫理、情報セキュリティ 

3. Microsoft Windows の仕組みと基本操作、Microsoft Office について 

4. Wordによる文書作成入門（1） 

5. Wordによる文書作成入門（2） 

6. Wordによる文書作成入門（3） 

7. Excelによる基礎的なデータ処理入門（1） 

8. Excelによる基礎的なデータ処理入門（2） 

9. Excelによる基礎的なデータ処理入門（3） 

10. PowerPointによるプレゼンテーション入門（1） 

11. PowerPointによるプレゼンテーション入門（2） 

12. 総合演習（1） 

13. 総合演習（2） 

14. 総合演習（3） 

 

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

授業中に行う実習で終わらなかった課題等は、指定する期日までに作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終課題(30%)/小テスト・課題(40%)/実習への積極的な取り組み(30%) 

単位修得のためには、3 分の 2以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 草薙信照・植松康祐、2019、『文科系のためのコンピュータリテラシー』（第 7 版）、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1439-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理２（アプリケーション） 

(Information Processing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
藤永 智士(FUJINAGA SATOSHI) 

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） 
SOX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（70 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

GIS（Geographic Information System：地理情報システム）を使用し、地域に関する様々な統計データを「地図」として表現・分析す

るための技術を習得すると共に、地図を基にした議論の方法を習得する。 

 

Students will use GIS (Geographic Information Systems) to acquire techniques to express and analyze various statistical data 

concerning regions in the form of maps, and will learn methods of discourse drawing on maps. 

 

授業の内容（Course Contents） 

GIS（Geographic Information System：地理情報システム）を使用し、地域に関する様々な統計データを「地図」として表現・分析す

るための技術を習得すると共に、地図を基にした議論の方法を習得する。 

 

Students will use GIS (Geographic Information Systems) to acquire techniques to express and analyze various statistical data 

concerning regions in the form of maps, and will learn methods of discourse drawing on maps. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（データの図化について） 

2. データ図化サービスの紹介 

3. データ図化サービスを使って簡単な調査と分析 

4. データ図化ツール（GIS「MANDARA」）の紹介 

5. MANDARAの使い方 (属性データの編集) 

6. MANDARAの使い方 (属性データの編集 2) 

7. MANDARAの使い方 (属性データの地図化) 

8. MANDARAの使い方 (点オブジェクトのマッピング) 

9. MANDARAの使い方 (地図データの取得と操作) 

10. データ集計ツールの使い方 

11. 取得できるデータの整理とレポートテーマ検討 

12. 中間発表 

13. 発表準備作業日 

14. 最終発表 

 

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

授業で紹介する e-stat等の調査結果を入手できるサイトにどんなデータが揃っているかについて、各自で調べてもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/中間レポート(30%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 谷 謙二、2011、『フリーGIS ソフト MANDARAパーフェクトマスター』、古今書院 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

◎GIS ソフト MANDARA 

http://ktgis.net/mandara/  

 

注意事項（Notice） 
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■DK250 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理３（プログラミング） 

(Information Processing 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

社会学におけるシミュレーション・モデルとモデルのプログラミング（コンピュータによるシ

ミュレーション） 

担当者名 

（Instructor） 
池 周一郎(IKE SYUICHIRO) 

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） 
SOX3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（70 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コンピュータを用いたそれなりに高度なシミュレーション・モデルの構築をテーマにします。この授業の過程で、受講者は社会科学

におけるモデル構築についての感覚を身に着け、同時に Excelに関しては VBA（Visual Basic for Application）を操作するという

ビジネスの実践に十分な中級以上の技量を身に付けることができます。 

 

The theme of the course is the construction of a reasonably advanced simulation model using computers. During the class, 

students will acquire sensibilities for model construction in the social sciences, while also acquiring an intermediate or higher 

level of skill sufficient for the practice of business, i.e., VBA (Visual Basic for Application) for Excel. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 最初は，モンテカルロ法を用いた確率論的なシミュレーション・モデルを扱います。Excel を用いた iteration（繰り返し計算）の要

領を学びます。まず確率過程であるマルコフ過程を応用して、シェアの推移をシミュレートします。次に確率論のベイズの定理を

学び、有名なモンティ・ホール・パラドクスをモンテカルロ法でシミュレーションしてみます。 

 そしてデータ分析で使用する統計学で現れる確率変数をシミュレートします。次に微分方程式系へ移行し、ロトカ・ボルテラ捕食

系という連立微分方程式モデルを考察します。 

 最後に（将来）人口投影（推計という用語は本来正しくありません。）の手法を解説して、地域将来人口のシミュレーションを行い

ます。時間が余れば，VBAを勉強するという趣旨でちょっとしたゲームも作成してみます。 

 

 Initially, the course will cover stochastic simulation models using the Monte Carlo method. Students will learn key points of 

iteration using Excel. First, they will simulate share transition by applying the Markov process, a stochastic process. Next, 

students will learn Bayes' theorem of probability theory, and will simulate the famous Monty Hall paradox using the Monte Carlo 

method. 

 They will then simulate stochastic variables that appear in statistics used in data analysis. Next, students will move on to 

differential equation systems, and will consider the simultaneous differential equation model called Lotka-Volterra predation. 

 Finally, the course will explain methods of (future) population projection (the term "estimate" is not originally correct), and will 

simulate future population in the region. If there is time, students will try to create a small game as a means of studying VBA. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. モデル構築とシミュレーションの概説 

2. VBAによるモンテカルロ・シミュレーション πの推定，誕生日が同じ人がクラスにいる確率 

3. マルコフ過程によるシェアの推移モデル 

4. ﾍﾞｲｽﾞの定理とモンテカルロ・シミュレーション 

5. モンティ・ホール・パラドクス 

6. 擬似乱数の生成―正規分布に従う確率変数等の生成 

7. 確率変数のシミュレーション 

8. χ2 乗検定のプログラムを作る―その 2 

9. ロトカ－ボルテラ捕食系（連立微分方程式系） 

10. コラッツ予想 その拡張問題 

11. 人口投影モデルの構築 

12. 人口投影の実施 

13. 人口投影マクロの作成 

14. 課題発表とレポート提出 

 

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

授業時間内で完成しなかったプログラムの完成が時間外学習となることがあります。Excel VBAでシミュレーション・プログラムを

作る宿題が出ることがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(30%)/課題処理能力（授業ごとに出されるプログラミング課題に 関して、シミュレーションそのものを問

題として理解し、アルゴリズムを理解して 動作するプログラムを自分で書けること）(70%) 

最終レポートは、VBAによるシミュレーション・プログラムです。Blackboard に提出します。 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■DK271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／自主講座 

(Self-chair) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東日本大震災の「震災のフィールドワーク」を受け継ぐ 

担当者名 

（Instructor） 

田北 康成(TAKITA YASUNARI) 

矢吹 康夫(YABKI YASUO) 

須永 将史(SUNAGA MASAFUMI) 

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） 
SOX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
人数制限科目（20 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東日本大震災をめぐるフィールドワークをおこない、ライフストーリー・インタビューという経験を通して、被災した人びと・そこに関

わる人びとの生活世界から震災の現実を理解します。と同時に、私たちがいかに震災経験に関わっていけるのか、そしてそれを

どのように継承していけるのかを、支援と絡めながら考えていきます。  

 

Students will conduct field works on Tohoku Earthquake. Students will understand reality of the disaster through life story 

interview experiences, lives of victims and parties involved. At the same time, students will think about how they are related to 

the disaster experience, how they can inherit the legacy, and how they can support.  

 

授業の内容（Course Contents） 

東日本大震災という経験について、岩手県上閉伊郡大槌町をフィールドワークし、被災した人びとや現地で活動をしている人たち

と関係をつくりながら、その経験の語り＝ライフストーリーをききとっていきます。そして履修者各自の問題意識をふまえた報告レ

ポートを作成します。 

 現地でのフィールドワークは、開講以後、履修者と相談のうえ実施します。（このフィールドワークへの参加は必須ですので、参

加できない場合は、履修は認められません）。なお、旅費・宿泊費は一定程度補助される予定です。   

 

Students will conduct field works at Kamihei-gun Otsuchi-cho of Iwate Prefecture to study Tohoku Earthquake experience. 

Students will interact with victims and local workers to listen to their experiences (life stories). Students will consider their 

issue awareness and create reports. 

 Onsite field works will be conducted after start of class and discussion with students. (Participation in this field work is 

compulsory. Students will not be allowed to register if they cannot participate.) Students will receive certain amount of aids for 

their travel and accommodation expenses.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 履修者各自の問題意識を探る① 

3. 履修者各自の問題意識を探る② 

4. 過去のフィールドワークの経験から① 

5. 過去のフィールドワークの経験から② 

6. フィールドワークの技法を学ぶ① 

7. フィールドワークの技法を学ぶ② 

8. フィールドワークに向けた事前学習① 

9. フィールドワークに向けた事前学習② 

10. フィールドワークの企画・準備① 

11. フィールドワークの企画・準備② 

12. フィールドワークの結果報告と報告レポート① 

13. フィールドワークの結果報告と報告レポート② 

14. 報告レポート提出と報告書の作成 

 

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

授業への参加だけではなく、履修生が自主的に、フィールドワークの準備・実施および終了後の作業、報告書作成のためのレポ

ート作成と編集作業等をおこなうことになります。授業時間は延長される場合がありますが、フィールドワークを通して、なかなか

できない貴重な経験を得られます。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワークおよび関連作業への貢献と出席(50%)/レポートと報告書の作成(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮本常一・安渓遊地、2008、『調査されるという迷惑：フィールドに出る前に読んでおく本』、みずのわ出版 (ISBN:978-

4944173549) 

2. 前田拓也・秋谷直矩・朴沙羅・木下衆編、2016、『最強の社会調査入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510793) 

3. 佐藤郁哉、2015、『社会調査の考え方 上』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130520263) 

4. 佐藤郁哉、2015、『社会調査の考え方 下』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130520270) 

5. 藤田結子・北村文編、2013、『現代エスノグラフィー：新しいフィールドワークの理論と実践』、新曜社 (ISBN:978-4788513280) 

そのほか、フィールドにかんする参考文献は適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）履修申請時の履修動機（教務事務センターで配布される履修申込書に記入、1200 字程度）によって、履修者（上限 20 名）が

選抜されます。履修申込書提出期間は「3 月 20 日（水）～4月 3日（水）17 時」となっているので注意してください。上限に満たな

かった場合は、追加募集をする可能性があります。課題内容は以下の通りです。 

 

①この授業の受講を希望する理由。また、この授業に何を期待するか。 

②あなた自身は東日本大震災をどう受けとめたか／受けとめているか（正直ベースで）。 

③これまでの震災被災者への支援や関わりなど（もしあれば。なくてもよい）。 

 

2）本講座は、内容の性質上、授業時間を延長することがしばしばあります。 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


