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■MB041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB041／社会学基礎論 

(Foundations of Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 康(MATSUMOTO YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

る。 

 

The objective of this course is to introduce students to basic understanding of sociological theories required at the graduate 

level. It enables those who address empirical research, as well as those interested in theoretical issues, to consider individual 

study theoretically. The course also gives instruction on research ethics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

学派の 3 つの系譜によって整理する。 

 

Sociology was shaped during the late 18th and early 19th centuries with bourgeois and industrial revolutions as backdrop and 

has prominently developed in the 20th century in the US. This course introduces students to sociological thoughts in the early 

days (Saint-Simon, August Comte, and Herbert Spencer), followed by conflict theory (Karl Marx), interactionism (Georg Simmel), 

and interpretive sociology (Max Weber) developed during the 19th and early 20th centuries in Europe, and describes trends of 

American sociology in the 20th century focusing on the Chicago School, structural functionalism, and the Columbia School of 

Quantitative Sociology; all three are the starting points of contemporary sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 草創期の社会学：サンシモン、コント、スペンサー 

3. 闘争理論の源流：カール・マルクス 

4. 社会学的実証主義：エミール・デュルケム 

5. 相互作用と社会化の諸形式：ゲオルク・ジンメル 

6. 討論：マルクス、デュルケム、ジンメル 

7. 都市と社会改革：ロバート・パークとシカゴ学派 

8. 理解社会学：マックス・ヴェーバー 

9. 構造機能主義(1)：タルコット・パーソンズ 

10. 討論：シカゴ学派、ヴェーバー、パーソンズ 

11. 構造機能主義(2)：マートンとスメルサー 

12. 計量社会学：ラザースフェルドとコロンビア学派 

13. シンボリック相互作用論と現象学的社会学 

14. 討論：マートン、ラザースフェルド、ブルーマー 

 

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート 10 回分(70%)/授業へのリアクション(30%) 

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメを配布する。リーディング・アサインメントの教材は Blackboad上でも利用できる。 
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参考文献（Readings） 

1. C.W.ミルズ、2017 年、『社会学的想像力』、筑摩書房 (ISBN:4480097813) 

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

3. デュルケム、1978 年、『社会学的方法の規準』、岩波書店 (ISBN:4003421434) 

4. 松本康編、2011 年、『都市社会学セレクション 1 近代アーバニズム』、日本評論社 (ISBN:453558592X) 

5. マックス・ヴェーバー、1972 年、『社会学の根本概念』、岩波書店 (ISBN:4003420969) 

6. タルコット・パーソンズ、1974年、『社会体系論』、青木書店 (ISBN:425074017X) 

7. ロバート・Ｋ・マートン、1961年、『社会理論と社会構造』、みすず書房 (ISBN:4622017059) 

8．ラザースフェルド他『ピープルズ・チョイス』芦書房、1987 年 

9．ハーバート・ブルーマー『シンボリック相互作用論』勁草書房、1991 年 

翻訳については、他の版を使用してもかまわないし、外国語訳を使用してもかまわない。入手不可能なものは、図書館を利用す

ること。詳細は第 1 回目に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小レポート及び eL CoRE修了証の提出は原則として Blackboardを使用する。小レポートのフィードバックは、討論の回に実施す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB051／現代社会学理論 

(Modern Sociological Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代の社会学理論を読む 

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） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講読によって海外における現代社会学理論の潮流を知る。 

 

This course purposes is to learn about the current trends in contemporary sociological theory by reading texts in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は現代社会学理論の潮流を知るために、主に英語で理論的文献を読んでいく授業である（ただし、非英語によって書か

れた原著が存在する場合、そちらも参照することが望ましいと考えている）。 

 

The course is composed of readings and discussions. Students learn the current trends in contemporary sociological theory 

through the reading of sociological texts in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 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. 文献講読 

 

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

講読の授業であるため、予習として、参加者全員がテキストの該当部を毎回事前に読んでいることを前提として授業を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表と討論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Andreas Reckwitz. 2020. Society of Singularities. Polity (B087NYHRSB) 

2. Hartmut Rosa, Stephan Lessenich, Klaus Doerre. 2015. Sociology, Capitalism, Critique . Verso (ISBN:1781689326) 

3. Henrik Kaare Nielsen. 2020. Aesthetics and Political Culture in Modern Society. Routledge (ISBN:036759207X) 

4. Ivan Krastev. 2020. Is It Tomorrow Yet?: Paradoxes of the Pandemic. Allen Lane (ISBN:024148345X) 

5. Yuk Hui. 2019. Recursivity and Contingency. Rowman & Littlefield International (ISBN:1786600536) 

上述にあげたものは候補であり、実際には受講生との相談の上、読んでいく書物を決めたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. Hartmut Rosa. 2019. Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung . Suhrkamp (ISBN:3518298720) 

2. Hartmut Rosa. 2012. Beschleunigung: Die Veraenderung der Zeitstrukturen in der Moderne  . Suhrkamp (ISBN:3518293605) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB052／相互行為論 

(Social Interactionl Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
相互行為論の基本的な考え方 

担当者名 

（Instructor） 
前田 泰樹(MAEDA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学における相互行為論の基本的な考え方を理解する。  

 

The purpose of this class is to understand the basic ideas of social interactions in sociology.   

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、現在の相互行為研究の潮流である、E.ゴフマンの著作およびエスノメソドロジー・会話分析について検討する。ま

た、参加者の関心に従って、具体的な事例分析の検討を行う機会を設ける予定である。 

 

In this class, we will explore contemporary directions of studies of social interactions, including E. Goffman's work, 

Ethnomethodology and conversation analysis.  We will also set up opportunities for case analysis according to the participants' 

interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献の報告・事例の検討 

3. 文献の報告・事例の検討 

4. 文献の報告・事例の検討 

5. 文献の報告・事例の検討 

6. 文献の報告・事例の検討 

7. 文献の報告・事例の検討 

8. 文献の報告・事例の検討 

9. 文献の報告・事例の検討 

10. 文献の報告・事例の検討 

11. 文献の報告・事例の検討 

12. 文献の報告・事例の検討 

13. 文献の報告・事例の検討 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB053／社会階層論 

(Social Stratification) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会階層と移動研究の課題と展開 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 哲(MIWA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、社会階層研究にかかわる理論・方法・成果を学ぶ。そのうえ、社会階層研究に適したデータへのアクセスや、分析

技法の習得も試みる。そして、受講者自身が社会階層研究を遂行できるような基礎能力の涵養をめざす。 

 

The purpose of this course is to study theories, methods, and findings of social stratification research. Besides, students learn 

how to access available datasets, and how to analyze. In the end, students get enough skill and knowledge to conduct their own 

research about social stratification. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、講義と演習により構成される。基本的な社会階層の理論および方法、古典から近年のものまでの階層研究の重要

知見については講義により知識が授けられる。演習では、受講者各自が分担して文献を講読して発表するほか、ソフトウェアを用

いて分析課題を解くことに挑む。最終的には、各自が社会階層研究のなかで独自にテーマ設定し、研究レポートを執筆する。 

 

This course is comprised of lecture and seminar. In the lecture, students study basic concepts and theories, methodologies, and 

important empirical findings (from traditional one to recent one) of social stratification research. In the seminar, students make 

presentations for summarizing and criticizing prior researches, also attempt to analyze the datasets using statistical software. 

Finally, students write a term paper based on their own research question in social stratification research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会階層の概念と射程 

2. 社会階層の基礎理論 

3. 社会階層の測定とデータ 

4. 社会階層と教育機会 

5. 文献講読１ 

6. 学校から職場への移行 

7. 文献講読２ 

8. 世代内移動と世代間移動 

9. 文献講読３ 

10. 社会階層と家族 

11. 文献講読４ 

12. 社会階層と社会意識 

13. 文献講読５ 

14. まとめ 

 

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

必要な予備知識を授業中に示すので、学部レベルの社会調査、統計学の知識は予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の課題(30%)/授業内の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤嘉倫・尾嶋史章編、2011、『現代の階層社会 1 格差と多様性』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-055131-1) 

2. 石田浩・近藤博之・中尾啓子編、2011、『現代の階層社会 2 階層と移動の構造』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-055132-

8) 

3. 斎藤友里子・三隅一人編、2011、『現代の階層社会 3 流動化のなかの社会意識』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-
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055133-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB054／ジェンダーとセクシュアリティ 

(Gender and Sexuality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
吉澤 夏子(YOSHIZAWA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アリティの在り方について主題化する。 

 

Students will read literatures to understand insights on modern society, gender, and sexuality theories. Students will focus on 

subject of gender structure in modern society and current state of sexuality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

の授業時に説明する。 

 

Modern society is facing problem of blurring separation between private and public. Students will think about characteristics of 

private aspects through their understanding about privacy. Students will further deepen their understanding about importance of 

keeping private aspects private. Private aspects are not only spaces made up of intimate connection, they are also umbrella 

concepts that include spiritually free spaces. In addition, students will study gender history in Japan by focusing on acceptance, 

permeation, and crumbling of romantic love ideology. 

This class will advance based on basic literature reading and students’ research reports. Professor will explain about textbooks 

and class progress in the beginning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究報告・文献の講読 

3. 研究報告・文献の講読 

4. 研究報告・文献の講読 

5. 研究報告・文献の講読 

6. 研究報告・文献の講読 

7. 研究報告・文献の講読 

8. 研究報告・文献の講読 

9. 研究報告・文献の講読 

10. 研究報告・文献の講読 

11. 研究報告・文献の講読 

12. 研究報告・文献の講読 

13. 研究報告・文献の講読 

14. 研究報告・文献の講読 

 

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

講読する文献は必ず精読し、それに対する疑問、意見をまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告のプレゼンテーション、議論への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 吉澤夏子、2012、『「個人的なもの」と想像力』、勁草書房 

2. 吉澤夏子、1993、『フェミニズムの困難』、勁草書房 

3. 大口勇次郎・成田龍一・服藤早苗編、2014、『新体系日本史 9 ジェンダー史』、山川出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB055／人種とエスニシティ 

(Race and Ethnicity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人種・エスニシティをめぐる社会学(人類学）理論を学ぶ 

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） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

かすことができる視座を発見することを、本授業の目標とする。  

 

Students will deepen their understanding of arguments about human race and ethnicity by analyzing specific cases and studying 

textbooks. Students will aim to discover perspective useful for their master theses.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

理論について掘り下げて学んでいく。  

 

Professor will select suitable and enough theses depending on students’ master thesis subjects and number of students. 

Students will dig deeper into major sociology and anthropology theories surrounding globalization.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（１） 

2. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（２） 

3. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（３） 

4. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（４） 

5. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（５） 

6. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（６） 

7. 履修者による論文発表 １ 

8. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（７） 

9. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（８） 

10. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（９） 

11. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（10） 

12. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（11） 

13. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（12） 

14. 履修者による論文発表 ２ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・報告内容・ディスカッションへの貢献度によって、総合的に評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業で履修者の専門を確認のうえ、指定する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業のなかで提示していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB056／社会老年学 

(Social Gerontology) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 康仁(KINOSHITA YASUHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「高齢社会における高齢者」の理解を中心に据え、社会老年学とはどういう学問であるのかを、自分の研究課題や問題意識と関

連させて理解する。 

 

Students will focus on understanding senior citizens living in aging society. Students will understand social gerontology by linking 

it with their research subjects and issue awareness. 

 

授業の内容（Course Contents） 

後期近代の到達点としての超高齢社会という視座からアプローチしていく。社会老年学の古典の批判的検討ー（構造機能主義の

離脱理論(Cumming & Henry)、高齢者の社会的統合理論(Rosow)、老年期の発達理論(E.H.Erikson および Tormstamの「老年的

超越」)ー、高齢者の社会運動、社会史や文化人類学および民俗学における老いなどの文献を取り上げる。具体的文献の選択は

履修生と協議し初回授業で決定する。 

 

Students will read carefully social gerontology classics. They will revisit these subjects based on perspectives of hyper-aging 

society as a phenomenon of the late modern age. Students will study various social history, cultural anthropology, and 

folkloristics literatures: functionalist disengagement theory (Cumming & Henry), social integration of elderly (Rosow), old age 

psychosocial development (gerotranscendence by E. H. Erikson and Tormstam). Professor will discuss with students in the first 

class to determine literature reading list. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 指定文献の発表とディスカッション 

3. 指定文献の発表とディスカッション 

4. 指定文献の発表とディスカッション 

5. 指定文献の発表とディスカッション 

6. 指定文献の発表とディスカッション 

7. 指定文献の発表とディスカッション 

8. 指定文献の発表とディスカッション 

9. 指定文献の発表とディスカッション 

10. 指定文献の発表とディスカッション 

11. 指定文献の発表とディスカッション 

12. 指定文献の発表とディスカッション 

13. 指定文献の発表とディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

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

英語の文献も扱う。レジュメによる発表に基づきディスカッションを行うので担当者は議論すべき論点を整理してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当課題の準備と発表内容(30%)/ディスカッションへの参加度(40%)/まとめのレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。文献リストを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB057／家族社会学 

(Sociology of Family) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代家族の多様化と社会的包摂 

担当者名 

（Instructor） 
岩間 暁子(IWAMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

講読を通じて，多様化する日本の家族のあり方を理解・分析するために必要となる知識の習得を目指す。 

 

By reading recent articles and books in the field of sociology of the family, this course helps students develop knowledge about 

increased diversity in family structure and family life in Japan as well as that in Western countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化による人口構成の多民族・多国籍化，少子高齢化，未婚化・晩婚化，労働市場の変容などが進むなか，家族のあり

方が多様化するとともに，個人・家族を支える社会的経済的基盤は脆弱化している。こうした問題に関する新しい先行研究（英語

文献も取り上げる可能性あり）の講読・ディスカッションを進める。 

 

Under globalization, a transformation of the industry structure and changes in the labor market, changes in family structure and 

family life have increased. We read recent major articles and books about increasing family diversity written in Japanese and 

English, and discuss causes and effects of family diversity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

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） 

次回の授業で取り上げる文献を読むことは必須であり，レポーターやコメンテーターを担当する際にはレジュメも作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

毎回の授業でレポーター（内容をまとめたレジュメ作成と報告）とコメンテーター（ディスカッションの論点をレジュメにまとめて提示

する）をたてる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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) 

2. 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) 

3. 藤崎宏子・池岡義孝編著、2017、『現代日本の家族社会学を問うー多様化のなかの対話』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-
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4623081196) 

4. 田間泰子編著、2020、『リスク社会の家族変動』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595321948) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回数対面実施予定だが，来日できない受講生がいる場合や新型コロナウイルスの感染が収まっていない場合

には Zoomを利用したオンラインとする。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB058 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB058／宗教社会学 

(Sociology of Religion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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

「宗教社会学演習」「宗教社会学研究」の３科目があるので注意すること） 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

Students will study current state of religion and society by reading basic literatures on modern sociology of religion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

検討する。映像資料を見る回も設ける。 

 

In the classical sociology, religion represented a vanishing pre-modern order, and thus was at the center of sociological interest. 

In this class, as an introductory course, we will examine the sociological perspective of religion in contemporary society through 

readings and discussions. Students will also review video materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 学生による発表１ 

3. 学生による発表２ 

4. 学生による発表３ 

5. 映像資料１ 

6. 輪読１ 

7. 輪読２ 

8. 輪読３ 

9. 映像資料２ 

10. 輪読４ 

11. 輪読５ 

12. 輪読６ 

13. 映像資料３ 

14. まとめ 

 

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

課題文献の読み込み等。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は「対面」となっているが、場合によっては初回からオンラインでおこなったり、また、クラスのほとんどをオンラインで開

催する可能性もある。開講形式について立教時間などで告知する場合があるので、必ず授業前にチェックしておくこと。 
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その他の諸注意： 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

注意事項（Notice） 
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■MB059 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB059／政治社会学 

(Political Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
不平等な社会、公正な社会を社会学的に考える 

担当者名 

（Instructor） 
本田 量久(HONDA KAZUHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀以降、欧米諸国や日本などの先進国では、人種・エスニシティやジェンダーなどの属性に基づく差別を禁じ、平等な権利

保障の実現を目指す法律や政策を推進してきた。しかし、マイノリティを取り巻く不公正な構造によって、雇用や所得、教育達成

における不平等な結果がもたらされることは少なくない。本授業は、個人の能力や努力を超える構造的な不平等の解決を図る民

主的な国家介入について社会学的に考察することを目的とする。 

 

Many nations, such as the United States, European countries, and Japan, prohibit discrimination based on race/ethnicity and 

sex/gender, and have advanced policy for legal equality in political participation, employment, education, welfare and social 

security, and so on. However, many cases show that the undemocratic structure, visible and invisible, prevents minority groups 

from enjoying these rights. This course will provide a sociological analysis of (1) the structural inequality that goes far beyond 

individual efforts and actions, and (2) the state intervention that plays an important role in the process of democratization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、ギデンズ、ロールズ、ブルデューらによる議論を踏まえながら、(1)個人の能力や努力を超える不平等な構造とその再

生産、(2)公正な社会の実現を目指す人々の実践と社会運動、(3)民主的な国家介入（社会保障やアファーマティブ・アクションな

ど）について社会学的に議論する。具体的には、人種・エスニシティやジェンダーなどを事例として、不平等な構造の再生産と民

主化の力学について考察する。 

 

Based on social theory of A. Giddens, U. Beck, J. Rawls, P. Bourdieu, among others, this course will show a sociological 

understanding of (1) the structure of inequality and its reproduction, (2) actors' pratique and social movement that contribute to 

the foundation of democratic society, (3) the state intervention for democratization like welfare, affirmative action, and so on, in 

order to analyze the dynamics of democratic change to overcome racial/ethnic and gender discrimination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【イントロダクション】 

授業概要、「公正」概念、テキストに関する説明 

2. 【レジュメ報告】序章 公正への社会学的問い 

【文献講読】テキスト 9-32 頁 

3. 【レジュメ報告】序章 公正への社会学的問い 

【文献講読】テキスト 9-32 頁 

4. 【レジュメ報告】第 1 章 現代福祉国家のゆくえと公正 

【文献講読】テキスト 34-55 頁 

5. 【レジュメ報告】第 1 章 現代福祉国家のゆくえと公正 

【文献講読】テキスト 34-55 頁 

6. 【レジュメ報告】第 3 章 個人化社会における再生産 

【文献講読】テキスト 78-97 頁 

7. 【レジュメ報告】第 3 章 個人化社会における再生産 

【文献講読】テキスト 78-97 頁 

8. 【レジュメ報告】人種的公正の観点からみたアメリカ公民権政策 

【文献講読】テキスト 160-179頁 

9. 【レジュメ報告】人種的公正の観点からみたアメリカ公民権政策 

【文献講読】テキスト 160-179頁 

10. 【レジュメ報告】アイデンティティの形成と「本国」イメージの問題 

【文献講読】テキスト 199-217頁 

11. 【レジュメ報告】アイデンティティの形成と「本国」イメージの問題 

【文献講読】テキスト 199-217頁 

12. 【レジュメ報告】ニューカマー永住外国人と新たな市民権 

【文献講読】テキスト 218-237頁 
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13. 【レジュメ報告】ニューカマー永住外国人と新たな市民権 

【文献講読】テキスト 218-237頁 

14. 【総括】公正な社会を実現するための条件に関する議論 

 

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

あらかじめテキストの指定箇所を読んでいることを前提に担当教員が講義をする。講義内容とテキストをもとにして履修者と教員

で議論をする。関連文献を紹介するので、履修者は幅広い文献を講読する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において高 度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮島喬・杉原名穂子・本田量久 編著、2012、『公正な社会とは――教育、ジェンダー、エスニシティの視点から』、人文書院 

(ISBN:978-4409230503) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB060 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB060／産業・労働社会学 

(Sociology of Work) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の産業・労働社会学分野における諸研究で展開されている諸議論を検討し，理解する。 

 

Students will review and understand the latest studies as well as classical ones of the industrial and labor sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

産業・労働社会学において議論されている諸テーマ，すなわち雇用形態の多様化，非典型労働，労働市場における流動性と転

職、働き方における柔軟性，長時間労働とワーク・ライフ・バランス問題，仕事の自律性と裁量労働，成果主義とモチベーション，

サービス労働、感情労働、仕事におけるジェンダー不平等問題，若者の労働志向，外国人労働者、非正規労働者の労働運動，

社会運動ユニオニズムなどについて議論し，理解を深める。授業では，これらのテーマに関する諸文献を講読し，議論する。講読

文献は，初回で参加者と相談して決める。 

 

Studies of the industrial and labor sociology have dealt with many topics, for example, motivation to work,  autonomy and 

control at work, internal labor market system, industrial relations, emotional labor, irregular types of employment, performance-

based pay system, flexible work system, overwork problem and work-life balance, gender inequality at work, foreign workers 

problem, social movement unionism  and so on. Students will read and discuss studies which examines some of above-

mentioned topics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction：講読文献の紹介 

2. 文献講読及びディスカッション 

3. 文献講読及びディスカッション 

4. 文献講読及びディスカッション 

5. 文献講読及びディスカッション 

6. 文献講読及びディスカッション 

7. 文献講読及びディスカッション 

8. 文献講読及びディスカッション 

9. 文献講読及びディスカッション 

10. 文献講読及びディスカッション 

11. 文献講読及びディスカッション 

12. 受講生の研究発表 

13. 受講生の研究発表 

14. 講読諸文献に関する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） 

毎回の授業で講読予定の文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/授業内発表(50%)/研究発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB061／都市社会学 

(Urban Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部での社会学的思考力を前提にし、大学院レベルにおいて都市社会学に関する基本的な視座・理論・方法についての知識を

得る。 

 

The purpose of this course is to introduce key concepts of urban sociology and to examine contemporary urban issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市社会学の基本的な視座・理論・方法について、講義および基礎的文献の講読を通して学ぶとともに、ディスカッションやプレ

ゼンなどを通して、現代都市の問題への理解を深めることを目指す。参加者の関心により、様々な現代都市の諸問題について取

り上げる。 

 

The course will discuss basic concepts of urban sociology to understand urban society and urban life. Also, this course will read 

articles related to contemporary urban issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義(1)  

3. 講義(2)  

4. 文献講読とディスカッション(1) 

5. 文献講読とディスカッション(2) 

6. 文献講読とディスカッション(3) 

7. 映像分析 

8. ゲストスピーカー 

9. 文献講読とディスカッション(4) 

10. 文献講読とディスカッション(5) 

11. 文献講読とディスカッション(6) 

12. 文献講読とディスカッション(7) 

13. 講義（３）  

14. まとめ 

 

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

指定された文献のほか、必要な都市社会学およびその周辺領域の文献を積極的に講読すること、また授業のディスカッションに

積極的参加して、発言することが求められる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況および中間レポートの総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業時に、受講生の状況および希望を勘案して決定する。基本的には日本語文献を選択する予定であるが、場合によっ

ては英語文献とすることもありうる。 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB062／環境社会学 

(Environmental Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境社会学の諸理論 

担当者名 

（Instructor） 
関 礼子(SEKI REIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

Students will study temporal context that gave birth to environment sociology. In addition, students will familiarize themselves 

with progress of environmental policies and catalyst theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境社会学を生み出していく時代を読む。 

前半は読書マラソン的に内容を確認しながら、そこに注釈を加えていく形式となる。 

受講生の課題としているテーマ報告をはさみつつ、環境関連課題に基づく文献検索を行い、環境を巡る議論を理論的におさえて

いく。 

 

Students will read about the era that gave birth to environment sociology. Students will study thoroughly textbooks and papers 

on environment. 

In the first half, students will go through the contents in marathon style, while annotating them. 

Before and after their assignment subject reports, students will research literatures based on environmental topics and discuss 

theoretically about environment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

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. テーマ報告１ 

7. テーマ報告２ 

8. テーマ報告３ 

9. 課題報告１ 

10. 課題報告２ 

11. 課題報告３ 

12. 課題報告４ 

13. 課題報告５ 

14. まとめ 

 

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

毎回の文献の講読とメモの作成、課題に基づくレジュメの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

追って指示する。 

 

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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■MB063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB063／メディア社会学 

(Sociology of Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア・オーディエンス論 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

Students will understand research trends of media audience theory while acquiring basic knowledge about media sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

は，これから行う自分の研究の基礎を築いていってほしい。 

 

In recent years, media has developed rapidly thanks to technological progress, spreading its influence in various aspects of 

people’s lives. What researches have been conducted on media audience amidst these phenomena? In this class, students will 

gain bird-eye view of media audience research findings until now. Students will acquire basic concepts used in these studies. 

In this class, students will learn about media audience research trends by reading textbooks. Through these, students will build 

the foundation of the future researches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１） 

3. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（２） 

4. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（３） 

5. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（４） 

6. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（５） 

7. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（６） 

8. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（７） 

9. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（８） 

10. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（９） 

11. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１０） 

12. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１１） 

13. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１２） 

14. 総括 

 

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

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

である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の発表(60%)/授業内の討論(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

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

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

 

注意事項（Notice） 
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■MB064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB064／文化人類学 

(Cultural Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学的理論を詳しく理解し、人類学的視点の基礎を習得する。 

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） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人類学的に文化を理解するための基礎理論を習得する。 

 

Students will learn basic theories to understand anthropological cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

分野における研究史の通時的理解を深めます。 

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

内容を議論し、文化人類学についての総合的な理解を深めます。 

 

In this class, students will study and discuss arguments and researches with great impact on cultural anthropology theory 

development. Students will follow and study research history in relevant fields. 

In this class, students will make presentations on specified papers, relevant concepts, and theories each time. All students will 

then discuss the presentations to deepen their cultural anthropology understanding comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化人類学における基本的な諸概念の整理 

3. 文化の原初をめぐる議論―フレイザー 

4. 人類学の萌芽―マリノフスキー 

5. 人類による神話の創造①―レヴィ＝ストロース 

6. 人類による神話の創造②―レヴィ＝ストロース 

7. 家族の形、夫婦の形①―プリチャード 

8. 家族の形、夫婦の形②―プリチャード 

9. 「語り」に耳を傾ける①―クラパンザーノ 

10. 「語り」に耳を傾ける②―クラパンザーノ 

11. 外から見る日本①―ベネディクト 

12. 外から見る日本②―ベネディクト 

13. 国家の姿とは？①―アンダーソン 

14. 国家の姿とは？②―アンダーソン 

 

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

各回使用する課題は必ず熟読し授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(100%) 

発表内容に関する議論にも積極的に参加しましょう。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

2. ルース・ベネディクト、2008、『菊と刀』、光文社 

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

授業で扱う箇所を配布します。 

 

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

・履修人数などによって、発表スケジュールを変更することがあります。発表スケジュールは初回授業で決定します。 

・本授業はオンライン形式で行います。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 27 - 

■MB065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB065／カルチュラルスタディーズ 

(Cultural Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化に対する批判的研究と、実践のために 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 元宏(KOIZUMI MOTOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化研究（カルチュラルスタディーズ）に関する理論的研究と文化実践を、大学院レベルでおこなっていくための基礎的視座を得

ること。 

 

This course provides an opportunity to study basic theories and have practical experiences of Cultural Studies at postgraduate 

level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

実施する。 

 

This course consists of: 

- reading bibliographical materials of critical theories and cultural sociology 

- analysing texts and discussions 

- field research, practical projects 

- research presentations 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究紹介、グループメンタリング 

3. 研究紹介、グループメンタリング 

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. プロジェクト／フィールドワーク 

8. 文献講読・ディスカッション 

9. 文献講読・ディスカッション 

10. 文献講読・ディスカッション 

11. プロジェクト／フィールドワーク 

12. 研究発表、グループメンタリング 

13. 研究発表、グループメンタリング 

14. 研究発表、グループメンタリング 

 

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加（文献講読・研究発表・ディスカッションへの参加ほか）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者の関心に合わせ、指定する。なお英語文献が含まれることもある。 

 

参考文献（Readings） 

都度、紹介する。 

 

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

 

 

  



 - 29 - 

■MB066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB066／科学技術社会論 

(Science and Technology Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
綾部 広則(AYABE HIRONORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

科学技術と社会を考えるための基本的知識を身につける。 

 

Students will acquire basic knowledge to think about scientific technology and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

科学技術と社会に関する講義と基本文献の講読を行う。受講者数にもよるが、最初の数回程度は、科学技術社会論の概略を講

義し、その上で、残りを基本文献の輪読にあてる予定（文献についてはオリエンテーションの折に相談して決める）。なお、科学技

術と銘打っているが、自然科学・工学に関する予備知識は必要としないので、安心して受講してください。 

 

Students will attend lectures and read basic literatures on scientific technology and society(STS). Depending on number of 

students, professor will lecture of STS in the first a few classes. Students will spend remaining time reading basic literatures 

(professor will decide literature reading list with students during orientation). Although the course is called science and 

technology, students can attend even without prior knowledge in natural science and engineering. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 科学技術社会論とは何か（１） 

3. 科学技術社会論とは何か（２） 

4. 科学技術社会論とは何か（３） 

5. 科学技術社会論とは何か（４） 

6. 科学技術社会論とは何か（５） 

7. 文献講読（１） 

8. 文献講読（２） 

9. 文献講読（３） 

10. 文献講読（４） 

11. 文献講読（５） 

12. 文献講読（６） 

13. 文献講読（７） 

14. まとめ 

 

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

その回で扱う文献について事前に熟読し、論点をまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討議への貢献度(50%)/割り当てられた文献に関する報告(50%) 

2021 年 4 月 17 日付変更 【変更前の記載内容】平常点 100％（平常点(50%) 、割り当てられた文献に関する報告(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） 
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■MB071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB071／調査計画法 

(Research Design) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会調査入門 

担当者名 

（Instructor） 
高木 恒一(TAKAGI KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査を実施する際の基本的な事項を理解し、実査に活用できるようにする。専門社会調査士科目（H）に該当する。 

 

The purpose of this class is to provide students with an understanding of the basics of social research so that they can apply 

them in actual research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

理，集計・分析、調査結果のまとめに至る方法を取得する。あわせて調査倫理についても学ぶ。先行研究や学説を考慮した上で

適切な調査を企画・実施できるようになることを目標とする。 

 

Participants will learn the basic concepts of social research and the characteristics of various research methods.  Also, 

students will acquire methods for constructing hypotheses, planning and designing surveys, collecting and organizing data, 

analyzing and summarizing survey results. The goal is to be able to plan and conduct appropriate surveys in consideration of 

previous research and theories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 社会調査とは(1) 

3. 社会調査とは(2) 

4. 調査企画 

5. 仮説構築 

6. 調査票調査の実際(1)：調査票の設計とワーディング 

7. 調査票調査の実際（2)：サンプリング 

8. 調査票調査の実際(3)：データの整理・入力・データクリーニング 

9. 調査票調査の実際(4)：データ集計・整理 

10. ヒアリング調査の実際(1)：調査項目の整理、対象者の選定と関係形成 

11. ヒアリング調査の実際(2)：データの整理 

12. 調査データから論文へ 

13. 調査倫理について 

14. まとめ 

 

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

質的・量的調査を問わず、社会調査データを用いた優れた先行研究を多数読んでおくこと。文献は授業内でも適宜紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内提出物(30%)/講義への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森岡清志編、2007、『ガイドブック社会調査第２版』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業時に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB073／量的分析法 

(Statistical Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
二階堂 晃祐(NIKAIDO KOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

／執筆出来るレベルに相当する統計分析技能を身に付ける事を目的とする。 

 

This course aims to cultivate mastery on the part of the students of a series of quantitative methods of data analysis that are 

typically used in sociology, generally at the level of understanding that would be needed to comprehend, and hopefully write, 

research papers in sociology centered on the use of such quantitative methods. Prior knowledge of basic statistical concepts 

having to do with inference, hypothesis testing, and so on, would be assumed.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

における応用である。つまり、数値データをもとにして「社会学的な想像力」を働かせる能力を向上させられるよう、意識してもらい

たい。授業の具体的な内容としては、社会学的な観点からのデータの扱い方や解釈、実際にソフトウェア「SPSS」を使用した実習

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

主要要素となる。 

 

Students should in general be aware that the greatest focus in this class would be application, rather than pure theory or 

concepts, of the series of quantitive methods covered. That is, given that this is a course in sociology, while a firm grasp of the 

conceptual and mathematical elements behind the statistical methods are most certainly helpful, an even more important aspect 

for the purpose of this course is the ability to exercise "sociological imagination", so to say, from data that are just, at the face 

value, a very large chunk of numbers. With this in mind, the substance of the course would be devoted to practice of analyzing 

real-life, larger-scale data sets in sociology, such as the GSS dataset. The software "SPSS" will be used throughout the 

course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の概要と考え方 

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

習 

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

データに持たせるために必要な事項の考察、また SPSS操作法の復習継続 

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

5. 重回帰分析（２）：交互作用効果の様々な使用法 

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

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

意味合い 

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

方法 

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

切な使用法 

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

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

12. 更なる質的変数の分析について：ロジスティック回帰分析、クロス集計表の分析、ログリニア分析の使い分けと役割分担、

ログリニア分析における変数の相関の強さの探索 

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

の考え方と使用法について 

14. 因子分析とクラスター分析：多くの変数の情報をまとめ簡素化を目指す考え方、社会学における応用の可能性 

 

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



 - 33 - 

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB075／質的分析法 

(Qualitative Research) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 多寿子(KOBAYASHI TAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

Students will trace qualitative researches to understand overall qualitative sociology . To acquire basic and practical qualitative  

research skills, students will learn its methods and analyses through specific case studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

Students will focus on society sociological research, trace qualitative researches, and study recent qualitative research findings. 

They will learn various qualitative methods through these cases. Based on various literatures, students will discuss social 

research processes, including collecting, analyzing, interpreting, and writing papers on field works’ qualitative data. Recently 

research ethic has become essential in social research, so students will also discuss possibilities of researching party involved 

and relationships between researcher and research collaborators. Based on life story research  methods, students will focus on 

discussing and analyzing various methods, including field work, interview, narrative theory, and ethnography writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方 

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

3. 質的調査の系譜：社会学における質的調査への道 

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

5. 質的調査の技法：フィールドワークの方法 

6. 質的調査の技法：多様なインタビュー法―相互行為としてのインタビュー 

7. 質的調査の技法：「人生」へのアプローチ―ライフヒストリー/ライフストーリーの考え方 

8. 質的調査の技法：アーカイヴ調査とアーカイヴ資料の可能性 

9. 質的データの分析・解釈：フィールドノートとトランスクリプト 

10. 質的データの分析・解釈：語りの社会的・文化的文脈 

11. 質的データの分析・解釈：「分厚い記述」と生活世界へのまなざし 

12. 調査実践と調査倫理の諸問題 

13. 受講生による調査計画と調査方法：リサーチデザインと成果の呈示 

14. 全体のふりかえりと質的調査の課題 

 

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

基礎的な関連文献を読むこと、各自の研究テーマを深めること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林多寿子編、2010、『ライフストーリー・ガイドブック』、嵯峨野書院 (ISBN:978-4-7823-0509-6) 

 

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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■MB081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB081／プロジェクト研究Ａ１ 

(Research Project A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

国際的な人の移動と交流/日本とフィリピン・バングラデシュ間の事例 

(Global Migration and Transnational Relations: A Case of Japan and Philippines/ 

Bangladesh) 

担当者名 

（Instructor） 

野呂 芳明(NORO YOSHIAKI) 

水上 徹男(MIZUKAMI TETSUO) 

太田 麻希子(OTA MAKIKO) 

中山 由佳(NAKAYAMA YUKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

 

This project, entitled “Global Migration and Transnational Networks,” is focused upon Japan- Bangladesh, Japan-Philippines 

relations, and supported from the “Asian People’s Friendship Society”, the so-called APFS (non-profit organizations). This is a 

pioneering type of graduate program integrating research by professional sociologists and graduate students’ training in 

sociology. We will examine the international migration trends relating to Japanese society, and characteristics of contemporary 

ethnic communities. Additionally, we also undertake some research into the impact on the host society as well as on the 

migrants’ country of origin.  Thus the research covers the network formation, that is the case of returning to homeland after 

staying foreign lands for a certain period of time. Our stance is from empirical research, gathering data from actual society. 

Students are expected to improve their skills in survey planning and quantitative and qualitative data analyses for completing 

research reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本プロジェクト授業は、日本の大都市で形成されたエスニック・コミュニティの変貌やホスト社会への影響などを調べる。とくに国内

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

海外の都市をつなぐような活動をしている組織等、例えば外国人居住者支援にかかわる NGOを通じて、聞き取り調査や国内で

のフィールドワークを実施する。外部予算の獲得等、条件が整えば、マニラあるいはダッカでのフィールドワークも計画する。日本

における多様なタイプの定住形態の類型化や、日本からの帰還者がいかに日本とかかわるか等、実証データの収集を試みる。 

 

Contemporary metropolises have become embedded with various types of migrants, and current debate of “transnational 

migrants” emphasizes that migrants live in the interconnections with more than one nation state, or continuously keep their 

links with homelands, while living in the foreign host community. Our focus of the research is Japan-Bangladesh, Japan-

Philippines relations, gathering data by conducting intensive interviews with migrants from Bangladesh and Philippines as well as 

returnees from Japan. Each student studies Sociological theories and methods from the topic of global migration and resultant 

settlement patterns.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読 I: 対象となる地域やエスニック社会にかんする文献を講読 

3. 文献講読 II 

4. 文献講読 III 

5. 文献講読 IV: インタビュー等の方法論を学ぶ 

6. 文献講読 V 

7. 中間発表 I 

8. 中間発表 II 

9. 調査企画 I: 先行研究のまとめとそれぞれの調査計画を設定する 

10. 調査企画 II 

11. 調査企画 III 

12. 調査企画 IV 
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13. 中間報告 I 

14. 中間報告 II 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

現代人文社 

2. 吉成勝男・水上徹男、2018、『移民政策と多文化コミュニティへの道のり―APFSの外国人住民支援活動の軌跡―』、現代人

文社 

3. International Organization for Migration (IOM). 2013. Country Migration Report: The Philippines. IOM 

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

5. OECD. 2018. International Migration Outlook 2020. OECD 

適宜指示する。また、授業内でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Smillie, Ian. 2009. Freedom from Want. Kumarian Press 

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

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

適宜指示する。また、授業内でプリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面での授業を原則とするが、コロナ感染の広がり等を考慮し、随時オンライン授業に切り替えて実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB082／プロジェクト研究Ａ２ 

(Research Project A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

国際的な人の移動と交流/日本とフィリピン・バングラデシュ間の事例 

(Global Migration and Transnational Relations: A Case of Japan and Philippines/ 

Bangladesh) 

担当者名 

（Instructor） 

野呂 芳明(NORO YOSHIAKI) 

水上 徹男(MIZUKAMI TETSUO) 

中山 由佳(NAKAYAMA YUKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

 

This project, entitled “Global Migration and Transnational Networks,” is focused upon Japan- Bangladesh, Japan-Philippines 

relations, and supported from the “Asian People’s Friendship Society”, the so-called APFS (non-profit organizations). This is a 

pioneering type of graduate program integrating research by professional sociologists and graduate students’ training in 

sociology. We will examine the international migration trends relating to Japanese society, and characteristics of contemporary 

ethnic communities. Additionally, we also undertake some research into the impact on the host society as well as on the 

migrants’ country of origin.  Thus the research covers the network formation, that is the case of returning to homeland after 

staying foreign lands for a certain period of time. Our stance is from empirical research, gathering data from actual society. 

Students are expected to improve their skills in survey planning and quantitative and qualitative data analyses for completing 

research reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本プロジェクト授業は、日本の大都市で形成されたエスニック・コミュニティの変貌やホスト社会への影響などを調べる。とくに国内

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

海外の都市をつなぐような活動をしている組織等、例えば外国人居住者支援にかかわる NGOを通じて、聞き取り調査や国内で

のフィールドワークを実施する。外部予算の獲得等、条件が整えば、マニラあるいはダッカでのフィールドワークも計画する。日本

における多様なタイプの定住形態の類型化や、日本からの帰還者がいかに日本とかかわるか等、実証データの収集を行う。 

 

Contemporary metropolises have become embedded with various types of migrants, and current debate of “transnational 

migrants” emphasizes that migrants live in the interconnections with more than one nation state, or continuously keep their 

links with homelands, while living in the foreign host community. Our focus of the research is Japan-Bangladesh, Japan-

Philippines relations, gathering data by conducting intensive interviews with migrants from Bangladesh and Philippines as well as 

returnees from Japan. Each student studies Sociological theories and methods from the topic of global migration and resultant 

settlement patterns.  

 

授業計画（Course Schedule） 

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

2. インタビューおよび質問票調査の検討Ｉ 

3. インタビューおよび質問票調査の検討ＩＩ 

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

5. 実地調査（国内）ＩＩ 

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

7. 実地調査（バングラデシュ）ＩＩ 

8. データ検証Ｉ 

9. データ検証ＩＩ 

10. データ検証ＩＩＩ 

11. 中間報告 I 

12. 中間報告 II 

13. 報告書作成Ｉ 
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14. 報告書作成ＩＩ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

プロジェクト研究Ａ１参照。 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

プロジェクト研究Ａ1 参照。 

適宜指示する。また、授業内でプリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プロジェクト研究Ａ１を履修・修得していること。 

対面での授業を原則とするが、コロナ感染の広がり等を考慮し、随時オンライン授業に切り替えて実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB083／プロジェクト研究Ｂ１ 

(Research Project B1) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 

木村 忠正(KIMURA TADAMASA) 

川畑 泰子(KAWAHATA YASUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

分析方法とともに探索的に考察することを目的とする。 

 

With the deep penetration of social media into daily life and the expansive generation of big data with the information network 

absorbing our contemporary society at large, the field called "digital sociology" is emerging. This project research seminar 

requires students to explore the way we could design research strategies with a wide variety of analytical methods as "digital 

sociology," in a situation where the data available for social research are diversifying both in quantitative data and qualitative 

one. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

的な側面と大量のログデータへの多変量解析を用いた方法論の学習を中心とする。 

 

Students will learn how to analyze large-scale, feature-rich data dealing with actual social media log data. The spring semester 

mainly focuses on theoretical aspects of digital sociology and fosters your acquisition of foundational methods and strategies of 

big data analysis using actual log data set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読（1）デジタル社会学について 

3. 文献講読（2）ハイブリッド・メソッドについて 

4. 文献講読（3）ビッグデータ、ビジネスインテリジェンスについて 

5. ビッグデータ解析方法論（1）ソーシャルメディアログデータ 

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

7. ビッグデータ解析方法論（3）多変量解析の基礎 

8. ビッグデータ解析実践（1） 

9. ビッグデータ解析実践（2） 

10. ビッグデータ解析実践（3） 

11. 分析報告とディスカッション（1） 

12. 分析報告とディスカッション（2） 

13. 分析報告とディスカッション（3） 

14. 春学期総括と秋学期作業に向けての検討 

 

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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) 

授業内で指示する。 
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参考文献（Readings） 

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

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

そのほかは授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB084／プロジェクト研究Ｂ２ 

(Research Project B2) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 

和田 伸一郎(WADA SHIN'ICHIRO) 

川畑 泰子(KAWAHATA YASUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

分析方法とともに探索的に考察することを目的とする。 

 

With the deep penetration of social media into daily life and the expansive generation of big data with the information network 

absorbing our contemporary society at large, the field called "digital sociology" is emerging. This project research seminar 

requires students to explore the way we could design research strategies with a wide variety of analytical methods as "digital 

sociology," in a situation where the data available for social research are diversifying both in quantitative data and qualitative 

one. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ソーシャルメディア・ログデータをもとに、大規模でかつ豊富な特徴を備えたデータの分析方法について学ぶ。理論的な側面と分

析例と方法論の学習を中心とする。 

 

Students will learn how to analyze large-scale, feature-rich data dealing with actual social media log data. The spring semester 

mainly focuses on theoretical aspects of digital sociology and fosters your acquisition of foundational methods and strategies of 

big data analysis using actual log data set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読（1）デジタル社会学について 

3. 文献講読（2）ハイブリッド・メソッドについて 

4. 文献講読（3）ビッグデータ、ビジネスインテリジェンスについて 

5. ビッグデータ解析方法論（1）ソーシャルメディアログデータ 

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

7. ビッグデータ解析方法論（3）テキスト・データの分析 

8. ビッグデータ解析実践（1） 

9. ビッグデータ解析実践（2） 

10. ビッグデータ解析実践（3） 

11. 分析報告とディスカッション（1） 

12. 分析報告とディスカッション（2） 

13. 分析報告とディスカッション（3） 

14. 春学期総括と秋学期作業に向けての検討 

 

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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) 

授業内で指示する。 
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参考文献（Readings） 

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

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

そのほかは授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB085／プロジェクト研究Ｃ１ 

(Research Project C1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化の社会学：消費社会における物質文化と身体技術 

担当者名 

（Instructor） 

貞包 英之(SADAKANE HIDEYUKI) 

是永 論(KORENAGA RON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

消費社会における物質文化について考察するとともに、それを前提として主に趣味活動の中で行われる身体的なコミュニケーシ

ョンの技術について分析する。 

 

This course aims to study material culture in coｎsuming society in order to analyze embodied communication skills mainly in 

hobbyist activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、物質文化についての既存の分析について学ぶとともに、それが消費社会論や社会学に貢献する可能性を探求する。後

半はそれを前提にして、各自、それぞれ具体的なモノについての予備的な分析を行う。 

 

In the first half of the course, we will learn about existing analyses of material culture and explore their possible contributions to 

consumer society theory and sociology. In the second half, each of us will conduct a preliminary analysis of a specific object, 

based on the analysis of the first half. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 消費社会論・物質文化に関する文献の分析１ 

3. 消費社会論・物質文化に関する文献の分析２ 

4. 消費社会論・物質文化に関する文献の分析３ 

5. 消費社会論・物質文化に関する文献の分析４ 

6. 消費社会論・物質文化に関する文献の分析５ 

7. 消費社会論・物質文化に関する調査法の分析１ 

8. 消費社会論・物質文化に関する調査法の分析２ 

9. 消費社会論・物質文化に関する調査法の分析３ 

10. 各自の調査・発表１ 

11. 各自の調査・発表２ 

12. 各自の調査・発表３ 

13. 各自の調査・発表４ 

14. 総括 

 

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

履修者には、文献の購読と、各自の調査・分析を義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出物の評価(40%)/ゼミにおける発表及び活動状況の評価(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daniel miller. 2013. CONSUMPTION AND ITS CONSEQUENCES. Polity (ISBN:978-0745661070) 

2. 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 (ISBN:978-4314011167) 

英語圏の文献を中心に、授業にて適宜指示する（論文・書籍の一部をオンラインで共有の予定）。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョルダン・サンド、2015、『帝国日本の生活空間』、岩波書店 (ISBN:978-4000240499) 

2. 貞包英之、2015、『消費は誘惑する』、青土社 

授業にて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 45 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB086／プロジェクト研究Ｃ２ 

(Research Project C2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化の社会学：消費社会における物質文化と身体技術 

担当者名 

（Instructor） 

貞包 英之(SADAKANE HIDEYUKI) 

是永 論(KORENAGA RON) 

酒井 信一郎(SAKAI SHIN'ICHIRO) 

岡沢 亮（OKAZAWA RYO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

消費社会における物質文化について考察するとともに、それを前提として主に趣味活動の中で行われる身体的なコミュニケーシ

ョンの技術について分析する。 

 

This course aims to study material culture in coｎsuming society in order to analyze embodied communication skills mainly in 

hobbyist activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シリアス・レジャーなどとも呼ばれる形で一定の知識や技術を要する、スポーツや工芸・芸能などの趣味的な文化活動について，

量的な分析方法も含む既存の社会学における趣味活動へのアプローチを概観するとともに、エスノメソドロジーとコミュニケーショ

ンの観点から考える。データに志向した研究の方法について検討するために、履修者自身がデータ収集と分析を行う。 

 

In addition to conventional sociological approaches, this course will accord students the opportunity to study hobbyist or 

“serious leisure” activities through the lens of ethnomethodology and communication. Students will also have to collect data 

and analyze them by themselves to consider data-oriented methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文化活動研究概説 

3. 文化活動研究１ 

4. 文化活動研究２ 

5. 趣味活動のエスノメソドロジー１ 

6. 趣味活動のエスノメソドロジー２ 

7. 趣味活動のエスノメソドロジー３ 

8. データセッション１ 

9. データセッション２ 

10. データセッション３ 

11. データセッション４ 

12. データセッション５ 

13. データセッション６ 

14. 総括 

 

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

履修者には，ビデオ分析・内容分析（テキストマイニング）の手法について，ソフトウェアを用いた実習への参加を義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出物の評価(40%)/ゼミにおける発表及び活動状況の評価(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tolmie,P. & Rouncefield,M. (eds). 2013. Ethnomethodology at Play. Ashgate (ISBN:978-1409437550) 

英語圏の文献を中心に、授業にて適宜指示する（論文・書籍の一部をオンラインで共有の予定）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 北田暁大・解体研編、2017、『社会にとって趣味とは何か』、河出書房新社 (ISBN:4309625037) 

2. 神野由紀ほか編、2019、『趣味とジェンダー』、青弓社 (ISBN:978-4787234520) 
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3. 片岡 栄美、2019、『趣味の社会学』、青弓社 (ISBN:978-4787234568) 

4. 浅野 智彦、2011、『趣味縁からはじまる社会参加』、岩波書店 (ISBN:978-4000284554) 

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/ 

 

注意事項（Notice） 
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■MB087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB087／プロジェクト研究Ｄ１ 

(Research Project D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計的社会調査の計量分析と国際比較 

担当者名 

（Instructor） 

村瀬 洋一(MURASE YOICHI) 

中澤 渉(NAKAZAWA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計量社会学と統計的社会調査について理解することが主な目的である。各国における社会構造や具体的な社会変動について，

最新の研究動向を把握しつつ，計量手法を用いた実証的な社会学研究の考え方を理解する。その上で，各自が何らかの調査デ

ータを用いてデータ分析を行い，実証研究を進める基礎的能力を身につける。  

 

The purpose of this course is to understand quantitative sociology and statistical social survey methodology. Understand the 

latest research trends on social structures and social changes in each country. Then, understand the concept of empirical 

sociological research using quantitative methods. Next, students will acquire the basic ability to conduct empirical research by 

quantitative data analysis with using some survey data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

の結果をもとにした討論も行う。データファイルは教員が持っている物の他，各種のデータアーカイブで入手可能である。自分で

独自の実証研究を行うための訓練は重要である。無作為抽出を伴う本格的な社会調査と，不平等に関する実証研究の意義を理

解し，データ分析により研究成果を出すための学問的方法の習得を重視する。多変量解析の実習を中心に行う。 

 

First, we will read the previous research, and we will have presentations and will discuss empirical research of inequality and 

social stratification. Students learn about recent research trends and analysis, particularly on empirical research of social 

stratification, social networks in society. Next, students analyze data files of international surveys, and discuss the results. 

Students can use data files provided by the professor and those from various data archives. Training for conducting their 

original empirical research is important. Emphasis will also be placed on understanding the significance of large-scale social 

survey research with random sampling, and empirical research on inequality. The acquisition of academic methods to produce 

research results by data analysis is also important. The main content is practice of the multivariate analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会からデータをとる方法とデータ分析法の基礎 

2. 計量社会学と実証分析の問題点 

3. コウディングと職業分類 

4. 尺度構成法、調査票の作成 

5. 社会移動と階層意識 

6. データ分析について１ 

7. データ分析について２ 

8. 多変量解析１ 

9. 分析結果の中間発表 

10. 多変量解析２ 

11. 多変量解析３ 

12. 多変量解析４ 

13. 学術論文の発表 

14. 分析結果の発表会 

 

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

テキスト 2 冊の第１章は講義開始前に読んでおくこと。毎回，十分に準備し復習すること。また，学部レベルの基礎的な社会統計

学や社会調査法に関しては，事前に各自の自主的努力により習得しておくことが重要。また，講義開始後に指定された『社会調

査演習』各章の，作業と問題をやってくること。 

 

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%) 
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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:978-4130520195) 

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

 

参考文献（Readings） 

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

(ISBN:978-4768702840) 

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

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

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

5. 数土 直紀 編、2018、『格差社会の中の自己イメージ』、勁草書房 (ISBN:978-4326603046) 

6. 新 睦人・盛山 和夫 編、2008、『社会調査ゼミナール』、有斐閣 (ISBN:978-4641173484) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

村瀬研究室ホームページに情報を掲載する。 

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

 

注意事項（Notice） 
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■MB088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB088／プロジェクト研究Ｄ２ 

(Research Project D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計的社会調査の計量分析と国際比較 

担当者名 

（Instructor） 

村瀬 洋一(MURASE YOICHI) 

中澤 渉(NAKAZAWA WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計量社会学と統計的社会調査の方法と，国際比較の問題点について理解する。春学期よりも高度な分析法に取り組み，その上

で，各自が何らかの調査データを用いてデータ分析を行い，何らかの調査実習も行う。その上で，各自が分析結果をもとに実証

研究を進める基礎的能力を身につける。 

 

The purpose of this course is to understand the methods of quantitative sociology and statistical social survey methodology, 

and the problems of international comparison. Students will study hire level analysis than in the previous semester. Students will 

then use social survey data to analyze the data. Students will also exercise survey research. Finally, students will learn the 

basic ability to carry out empirical research based on the statistical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずデータ分析実習を行い，統計的な社会調査の実習も行う。次に，実際に ISSP調査など国際調査のデータファイルを分析し，

その結果をもとにした討論も行う。建設的な批判的精神を持ち，真実とは何か自分で判断できる能力を修得することが大切。ま

た，分析結果をもとに， 独自の成果を発表する能力を習得する。明確な目的と仮説を作った上で，結論部にて，独自の発見を主

張することが大切である。理論と実証の往復を実践する。 

 

First, students will practice data analysis and then practice statistical social survey research. Next, we will analyze the data files 

of the international social survey such as ISSP, and will discuss based on the results. It is important for students to have a 

constructive critical mind and to have the ability to judge what the truth is. Students will also acquire the ability to present their 

own outcomes based on the analysis results. It is important for students to make clear research purposes and hypotheses, and 

then present their own findings in the conclusion section. In this course, we will practice a round trip between theory and 

empirical research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会からデータをとる方法について 

2. 無作為抽出法 

3. 多変量解析１ 

4. 多変量解析２ 

5. 構造方程式モデル１ 

6. 構造方程式モデル２ 

7. 分析結果の中間発表 

8. 因果推論について１ 

9. 因果推論について２ 

10. 統計的社会調査について１ 

11. 統計的社会調査について２ 

12. 学術論文の発表 

13. 分析結果をもとに討論１ 

14. 分析結果をもとに討論２ 

 

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

毎回，テキストをよく読んでくること。『社会調査演習』各章の，指定された部分の作業と問題をやってくること。 

 

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. 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) 

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

1. 田辺 俊介編著、2019、『日本人は右傾化したのか―データ分析で実像を読み解く』、勁草書房 

2. 土場 学他、2004、『社会を“モデル”でみる―数理社会学への招待』、勁草書房 

3. 盛山 和夫、2011、『経済成長は不可能なのか―少子化と財政難を克服する条件』、中央公論新社 

4. 蒲島 郁夫・竹中 佳彦、2012、『現代政治学叢書 8 イデオロギー』、東京大学出版会 

5. 辻 竜平他、2014、『ソーシャル・キャピタルと格差社会―幸福の計量社会学』、東京大学出版会 

6. 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 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

村瀬研究室ホームページ参照 

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

 

注意事項（Notice） 
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■MB431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB431／リサーチ英語演習Ａ 

(Research English A) 

担当者名 

（Instructor） 
王 川菲(WANG CHUANFEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6021 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will be able to distinguish academic from other types of writing. They will acquire skills of writing a full academic essay 

in English from preparing to completing. The requirements and process involved in publishing an academic writing will also be 

practiced.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course helps students to acquire academic English writing skills. Students will practice a full process of writing a research 

essay in English throughout the semester. Peer-review and presentation will also be practiced at the end of the course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course orientation and welcome 

2. How to write a lot? 

3. What is academic writing? 

4. How to write literature review?  

5. Components of an academic paper/thesis 

6. In-class writing workshop: drafting your paper 

7. How to edit? 

8. Ready for publishing 

9. Writing beyond academy 

10. Stories about your research 

11. What type is your writing? 

12. In-class writing workshop: editing your paper  

13. In-class writing workshop: Students’ in-class work on peer-review report  

14. Students’ presentation of peer-review result 

 

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

Students are required to read assigned chapters before class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/In-class discussions(36%)/Peer-review report(14%)/Teamwork performance(10%)/Presentation 

of peer-review result(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Students do not need to purchase textbooks. All the assigned readings will be provided by the instructor in the electronic form.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB432／リサーチ英語演習Ｂ 

(Research English B) 

担当者名 

（Instructor） 
王 川菲(WANG CHUANFEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6021 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will be able to distinguish academic from other types of writing. They will acquire skills of writing a full academic essay 

in English from preparing to completing. The requirements and process involved in publishing an academic writing will also be 

practiced.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course helps students to acquire academic English writing skills. Students will practice a full process of writing a research 

essay in English throughout the semester. Peer-review and presentation will also be practiced at the end of the course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course orientation and welcome 

2. How to write a lot? 

3. What is academic writing? 

4. How to write literature review?  

5. Components of an academic paper/thesis 

6. In-class writing workshop: drafting your paper 

7. How to edit? 

8. Ready for publishing 

9. Writing beyond academy 

10. Stories about your research 

11. What type is your writing? 

12. In-class writing workshop: editing your paper  

13. In-class writing workshop: Students’ in-class work on peer-review report  

14. Students’ presentation of peer-review result 

 

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

Students are required to read assigned chapters before class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/In-class discussions(36%)/Peer-review report(14%)/Teamwork performance(10%)/Presentation 

of peer-review result(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Students do not need to purchase textbooks. All the assigned readings will be provided by the instructor in the electronic form.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB461／学術論文の技法 

(Academic Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
岡田 陽介(OKADA YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学術論文の形式や作法について学び、適切な形式・表現を用いて履修者自身で論文を執筆できるようになることを目指

す。 

 

Students will learn structures and methods of Japanese academic papers. Students will learn to write theses with appropriate 

forms and expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学術論文の形式や作法について学ぶ。各回では基本的な事項の解説の後、履修者自身が用意した文章や小論文を教材

として履修者同士で添削を行う。履修者の相互添削を通して、日本語学術論文の形式や作法の理解を深め、履修者自身が適切

な形式の学術論文の技法を身につける。 

 

Students will learn structures and methods of Japanese academic papers. Each time, after professor explains basic matters, 

students edit their own passages or short essays with each other. Through this collaborated editing, students will deepen their 

understanding about structures and methods of Japanese academic papers. Students will acquire appropriate forms and 

academic paper techniques. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の狙いと各回の説明・授業を行う上での注意事項の説明 

2. 日本語学術論文の形式（１）：論文の構成（問いと仮説） 

3. 日本語学術論文の形式（２）：論文の構成（問いと仮説） 

4. 日本語学術論文の形式（３）：先行研究の整理の仕方 1 

5. 日本語学術論文の形式（４）：先行研究の整理の仕方 2 

6. 日本語学術論文の作法（１）：記述上の約束事／注 

7. 日本語学術論文の作法（２）：引用・文献リスト 

8. 日本語学術論文の作法（３）：図表の注意事項 

9. 日本語学術論文の作法（４）：校正 

10. 小論文の相互添削（１） 

11. 小論文の相互添削（２） 

12. 小論文の相互添削（３） 

13. 小論文の相互添削（４） 

14. 小論文の相互添削（５） 

 

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

各回の主たる教材は授業時間外に各自が執筆した文章や小論文となる。従って、各回で指示する授業時間外の課題に取り組む

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)(40%)/各回課題の提出状況(30%)/授業への貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

日本社会学会『社会学評論 スタイルガイド』（https://jss-sociology.org/bulletin/guide/） 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB709／ライフストーリー研究 

(Research: Life Story Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ていけるようにすること。 

 

 Students will understand approaches of life-story researches, their significances, and practices. Students will then apply these 

on their researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

いと考えている。 

 特に今年度は、〈ライフストーリーの知〉について論じた文献とともに、戦争体験や災害体験あるいはトラウマ記憶や死者の記憶

など、圧倒的な他者の経験と向きあい、関わり、継承していくことについて論じた文献をとりあげてみたい。 

 

 What is life story? What knowledge does it bring? How does it work on human and society? Students will understand the 

fundamental significance and core thinking of life-story interviews and researches, while discussing their methods and practices. 

 First, students will understand interactively their issue awareness from dimension of the original issue. Then, students will add 

in literatures describing perspective, thinking, or practice of life-story researches. They will also refer to their survey experience 

and issue awareness (including confusion and trouble). Students will discuss various survey and research issues they face 

during these dialogues and discussions. Students will actively give and receive advices. 

 Particularly this year, in addition to literatures on life-story knowledge, students will study literatures about approaching, 

relating, and inheriting overwhelming experiences of others. These include war, catastrophe, trauma experience, or memory 

about death. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 対話的自己紹介 

3. 対話的自己紹介 

4. 対話的自己紹介 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 実践報告 

13. 実践報告 

14. 実践報告 

 

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

 必要に応じて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

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（編）、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) 

3. 蘭信三・小倉康嗣・今野日出晴（編）、2021、『なぜ戦争体験を継承するのか――ポスト体験時代の歴史実践』、みずき書林 

(ISBN:978-4-909710-14-7) 

 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 「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「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 「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「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、23-41 頁。 

 

 小倉康嗣「高校生が描く原爆の絵とエンパワーの連鎖――トラウマ的な感情の継承をめぐって」岡原正幸編『アート・ライフ・社

会学――エンパワーするアートベース・リサーチ』晃洋書房、2020 年、207-257 頁。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB710／ライフストーリー演習 

(Seminar: Life Story Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
小倉 康嗣(OGURA YASUTSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ていけるようにすること。 

 

 Students will understand approaches of life-story researches, their significances, and practices. Students will then apply these 

on their researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

いと考えている。 

 特に秋学期の「ライフストーリー演習」では、受講者の調査研究報告が中心となるので注意されたい。 

 

 What is life story? What knowledge does it bring? How does it work on human and society? Students will understand the 

fundamental significance and core thinking of life-story interviews and researches, while discussing their methods and practices. 

 First, students will understand interactiveiy their issue awareness from dimension of the original issue. Then, students will add 

in literatures describing perspective, thinking, or practice of life-story researches. They will also refer to their survey experience 

and issue awareness (including confusion and trouble). Students will discuss various survey and research issues they face 

during these dialogues and discussions. Students will actively give and receive advices. 

 In autumn semester Seminar: Life Story Studies, students will focus on discussions related to their research reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 対話的自己紹介 

3. 対話的自己紹介 

4. 受講者の調査研究報告（もしくは基本文献報告） 

5. 受講者の調査研究報告（もしくは基本文献報告） 

6. 受講者の調査研究報告（もしくは基本文献報告） 

7. 受講者の調査研究報告 

8. 受講者の調査研究報告 

9. 受講者の調査研究報告 

10. 受講者の調査研究報告 

11. 受講者の調査研究報告 

12. 受講者の調査研究報告 

13. 受講者の調査研究報告 

14. ふり返りと総括 

 

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

 必要があれば授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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 必要に応じて授業時に指示する。 

 

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（編）、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) 

3. 蘭信三・小倉康嗣・今野日出晴（編）、2021、『なぜ戦争体験を継承するのか――ポスト体験時代の歴史実践』、みずき書林 

(ISBN:978-4-909710-14-7) 

 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 「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「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 「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「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、23-41 頁。 

 

 小倉康嗣「高校生が描く原爆の絵とエンパワーの連鎖――トラウマ的な感情の継承をめぐって」岡原正幸編『アート・ライフ・社

会学――エンパワーするアートベース・リサーチ』晃洋書房、2020 年、207-257 頁。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB712／エスノメソドロジー演習 

(Seminar: Ethnomethodology) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
前田 泰樹(MAEDA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The purpose of this class is to obtain a grasp of basic ideas and analytical skills of ethnomethodology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

者の関心に従って、具体的な事例の分析的検討を行う機会を設ける予定である。 

 

We will explore contemporary directions of the ethnomethodological studies, including studies of work and conversation analysis. 

We will also conduct “data sessions” according to the participants' interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献の報告・事例の検討 

3. 文献の報告・事例の検討 

4. 文献の報告・事例の検討 

5. 文献の報告・事例の検討 

6. 文献の報告・事例の検討 

7. 文献の報告・事例の検討 

8. 文献の報告・事例の検討 

9. 文献の報告・事例の検討 

10. 文献の報告・事例の検討 

11. 文献の報告・事例の検討 

12. 文献の報告・事例の検討 

13. 文献の報告・事例の検討 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB713／弱者・マイノリティ研究 

(Minority Issues in Contemporary Societies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイノリティと弱者の社会的包摂に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
岩間 暁子(IWAMA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国連や国際人権法などにおける「マイノリティ」と「弱者」の区別を踏まえたうえで，こうした人々の社会的排除の問題と社会的包

摂策に関するヨーロッパや韓国の取り組みについて理解を深めるとともに，日本の近現代における諸問題を社会的排除論の観

点から批判的に検討する。 

 

Focusing on a distinction of “minorities” between “the vulnerable” based on definitions respectively in the UN and international 

human rights law, this course helps students acquire a deeper understanding of minority issues in Japan, South Korea and 

Europe from the comparative perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

貧困，社会的排除，社会的包摂，EUの政策，韓国の政策などに関する代表的な先行研究（英語文献も扱う可能性がある）を取り

上げ、文献講読とディスカッションをおこなう。 

 

We read recent major articles and books about minority issues in social exclusion and social inclusion studies written in 

Japanese and English, and discuss from the comparative perspectives.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（マイノリティと弱者の概念整理についての説明を含む） 

2. 文献購読とディスカッション１ 

3. 文献購読とディスカッション２ 

4. 文献購読とディスカッション３ 

5. 文献購読とディスカッション４ 

6. 文献購読とディスカッション５ 

7. 文献購読とディスカッション６ 

8. 文献購読とディスカッション７ 

9. 文献購読とディスカッション８ 

10. 文献購読とディスカッション９ 

11. 文献購読とディスカッション１０ 

12. 文献購読とディスカッション１１ 

13. 文献購読とディスカッション１２ 

14. 文献購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） 

次回の授業で取り上げる文献を読むことは必須であり，レポーターやコメンテーターを担当する際にはレジュメも作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

毎回の授業でレポーター（内容をまとめたレジュメ作成と報告）とコメンテーター（ディスカッションの論点をレジュメにまとめて提示

する）をたてる 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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 (978-462304872) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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原則として全授業回数対面実施予定だが，来日できない受講生がいる場合や新型コロナウイルスの感染が収まっていない場合

には Zoomを利用したオンラインとする。オンラインで実施する場合には Zoomのリンクを Blackboard で事前に告知する。また，

他研究科も含め，履修を希望する院生は必ず一回目の授業に出席し，授業運営の方針や授業内容などに関する担当教員の説

明を理解したうえで履修すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB720／産業・労働社会学演習 

(Seminar: Sociology of Work and Employment) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏ジャーナルの労働研究理解 

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） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語圏ジャーナルにおける経済・経営システム，労働，雇用，労使関係に関する最新の議論を検討・理解する。 

 

Students will review and understand the latest studies on topics such as new economy and management system, employment, 

and industrial relations which are discussed in English journals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済・経営システム，労働，雇用，労使関係に関する英語圏ジャーナルの論文を講読し，最新の議論や論点を検討する。以下の

ジャーナルから最近の論文を選定し，講読する。 

American Journal of Sociology, 

American Sociological Review, 

British Journal of Industrial Relation, 

Capital and Class, 

Economic and Industrial Democracy, 

Labor Studies Journal, 

Work, Employment and Societyなど。 

授業では，英語圏ジャーナルにおける最新の議論の理解のみならず，日本の経済・経営システム，労働・雇用状況に照らし合わ

せ，その議論の適用可能性や意味合いについても議論していきたい。 

 

Students will review and understand the latest studies on topics such as economy and management system, employment, and 

labor-management relations which are discussed in English journals. Students will read the latest papers from the following 

journals. 

American Journal of Sociology, 

American Sociological Review, 

British Journal of Industrial Relation, 

Capital and Class, 

Economic and Industrial Democracy, 

Labor Studies Journal, 

Work, Employment and Society, etc. 

In this class, students are able to understand the latest arguments discussed in English-speaking countries and areas and also 

to consider implications of these arguments for Japanese economy, society, and workers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction:講読諸論文の紹介 

2. 論文講読及びディスカッション 

3. 論文講読及びディスカッション 

4. 論文講読及びディスカッション 

5. 論文講読及びディスカッション 

6. 論文講読及びディスカッション 

7. 論文講読及びディスカッション 

8. 論文講読及びディスカッション 

9. 論文講読及びディスカッション 

10. 論文講読及びディスカッション 

11. 論文講読及びディスカッション 

12. 受講生の研究発表及びディスカッション 

13. 受講生の研究発表及びディスカッション 

14. 講読諸論文に関する総括ディスカッション 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で講読予定の英語論文を授業前までに読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(50%)/研究発表(20%)/ディスカッションへの参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業にて提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB724／都市と空間の社会学演習 

(Seminar: Sociology of City and Space) 

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） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大都市の社会構造の特質と転換について考察を深める 

 

The purpose of this course is to understand the nature and transformation of social structures in metropolis today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、近年の大都市における構造転換についての文献（日本語・英語）を講読し議論することを通して理解を深める。合

わせて、パンデミックが大都市の社会構造に与えている影響についても、文献をフォローして考察していきたい。なお、授業の後

半では受講生各自のオリジナル研究を報告する機会も設ける。 

文献についてはさしあたり以下のものを候補とするが、最終的には受講生と相談のうえ決定する。 

 

Loretta Lees, Hyun Bang Shin, Ernesto López-Morales, 2016, Planetary Gentrification , Wiley. 

町村敬志,2020,『都市に聴け：アーバン・スタディーズから読み解く東京』有斐閣。 

Rossi, U., 2018, Cities in Global Capitalism , Polity. 

Watt, P and Smets, P, eds., 2017, Social Housing and UrbanRenewal: A Cross-National Perspective , Emerald Publishing. 

 

In this class, we will review and discuss the recent literature (in Japanese and English) on structural transformation in major 

cities.  We will also examine the impact of pandemics on the social structure of large metropolises by following the literature. In 

the latter half of the class, students will have an opportunity to report on their original research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

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. 受講生による研究報告(1) 

12. 受講生による研究報告(2) 

13. 受講生による研究報告(3) 

14. まとめ 

 

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

都市社会学に関する基本的知識を予め学んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席、授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

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） 

 

 

  



 - 67 - 

■MB725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB725／地域社会学研究 

(Urban and Regional Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティ・デザインとまちづくり 

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） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化の中で大きく変容する都市社会の構造や都市政策形成について，最新の研究動向を把握し，実証的な社会学的研

究の考えを身につけることを目指す。 

 

Structures of urban society and formation of city policies are changing drastically amidst globalization. Students will grasp the 

latest research trends of these and acquire the empirical methods for sociological research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本でも，人口減少が現実のものとなり，年金，社会保障，都市交通など，これまでの社会システム自体の再構築が求められて

いる。長期にわたる経済的低迷のために，国家も地方自治体も深刻な財政危機に陥り，積極的な事業展開は難しい。本講義で

は，欧米で注目されている shrinking city(縮小)論や創造都市論などの都市政策の議論を検討すると同時に，新たなコミュニティ

づくりの可能性について、コミュニティ・デザインなどの視点から考察する。 

 

In Japan, declining population is a fact. Reconstruction of existing social system is necessary, including pension, social security, 

and city transport. Due to long-term economic underperformance, the country and local governments are facing deep financial 

crisis, making proactive business expansion difficult. In this class, students will discuss city policies such as shrinking city and 

creative city currently under spotlight in Europe and US. Students will study potential of community creation through 

perspective of community design. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読（１） 

3. 文献講読（２） 

4. 文献講読（３） 

5. 文献講読（４） 

6. 文献講読（５） 

7. 文献講読（６） 

8. 中間討議 

9. 文献講読（７） 

10. 文献講読（８） 

11. 文献講読（９） 

12. 文献講読（１０） 

13. 文献講読（１１） 

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） 

ゼミ報告、発言、積極的関与(60%)/小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義内で適宜相談 

 

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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■MB732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB732／国際社会学演習 

(Seminar: Sociology of Transnational Social Spaces) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「越境」を問い直す 

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） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では、グローバリゼーションとマルチカルチュラリズム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を目標としています。 

 

 Specifically, the course aims to achieve: Students will understand typical theories on globalization and multicultural 

coexistence (immigration, multicultural coexistence, tourism, local culture, the transition to multicultural family, the context of 

the refugee issue, etc.), 

 

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。 

 

 Globalization compresses time and space, connecting diverse people living across the globe and making them neighbours. 

However, we are facing new problems at the same time. In this class, students will learn about globalization structure from 

perspective of border and ethnicity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期ガイダンス 

2. 文献講読＋グループ・ディスカッション 1 

3. 文献講読＋グループ・ディスカッション 2 

4. 文献講読＋グループ・ディスカッション 3 

5. フィールド授業 

6. 文献講読＋グループ・ディスカッション 4 

7. 文献講読＋グループ・ディスカッション 5 

8. 文献講読＋グループ・ディスカッション 6 

9. フィールド授業 

10. 文献講読＋グループ・ディスカッション 7 

11. 文献講読＋グループ・ディスカッション 8 

12. 文献講読＋グループ・ディスカッション 9 

13. フィールド授業 

14. 文献講読＋グループ・ディスカッション 10 

 

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

フィールドワーク・シンポジウムなどへの参加を課すこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/議論への参加(40%)/その他提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、授業の中で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

  適宜、授業のなかで提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB733／環境社会学研究 

(Research: Environmental Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域被害の語りを聞き取る 

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） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

福島原発事故や公害裁判について文献を調査・収集・読み解き、調査・ヒアリングを行いながら、現場重視の環境社会学の研究

手法を学ぶ。 

 

This course aims to apprise students about methods of environmental sociology research emphasizing local sites. Students will 

need to collect, examine, and critically analyze literature describing the Fukushima nuclear accident and subsequent pollution 

trials.  

 

授業の内容（Course Contents） 

福島原発事故や公害裁判の事例研究を行い、加害・被害の構造と司法による社会的価値の再構築という文脈を交えながら、環

境社会学における社会問題研究について学び、あわせてフィールドでの聞き取り調査を実施する。 

 

Students will investigate the Fukushima nuclear disaster and the various pollution trials with reference to the structures of 

inflicting damage and being afflicted as well as the judicial reconstruction of social values. Additionally, students will conduct 

field interviews and surveys and understand the various social issues associated with research in environmental sociology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

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. テーマを深める：方法論的検討１ 

8. テーマを深める：方法論的検討２ 

9. 調査１ 

10. 調査２ 

11. 調査３ 

12. 調査４ 

13. 理論とデータに基づく社会問題の理解１ 

14. 理論とデータに基づく社会問題の理解２ 

 

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

文献紹介とレジュメ作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と議論(60%) 

調査費用は自己負担になります。希望者のみ参加とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関礼子編、2015、『”生きる”時間のパラダイム』、日本評論社 

図書館データベースの資料を適宜、使用します。 

その他、資料を配布します。 

 

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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■MB739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB739／ジャーナリズムスタディーズ研究 

(Journalism Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧米ジャーナリズム史 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 晃(HASHIMOTO AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

諸理念、文法、記事のスタイル（文体）など、近現代ジャーナリズムはその多くをイギリス、アメリカがつくり上げてきた。本授業は

とりわけ、アメリカにおけるジャーナリズムの発展史を通じて、ジャーナリズムについて理解を深める。 

 

Much of journalism, such as ideas, grammar and style, has been created in the United States and the United Kingdom.  This 

course deepens the understanding of journalism through the historical development of journalism in the United States. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マイケル・エメリーらによる包括的なアメリカジャーナリズムの通史のテキストの輪読を行う。本テキストはジャーナリズムの変化、

発展をアメリカ社会の変化、発展との関係から理解しようとしたもので、それ以前のアメリカジャーナリズム史とは一線を画すもの

である。 

 

This course performs careful reading in turns of the comprehensive history of American journalism by Emery et al. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 植民地時代から独立革命へ 

3. ペニープレスの革命 

4. 南北戦争とメディア 

5. 革新主義とプロフェッション 

6. イエロージャーナリズム 

7. 第一次世界大戦とメディア 

8. 両大戦間期のメディア 

9. 第二次世界大戦とメディア 

10. 赤狩りと客観報道 

11. 大衆社会のメディア 

12. ヴェトナム戦争とニュージャーナリズム 

13. アメリカジャーナリズムの光と影 

14. まとめ 

 

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

教科書の指定された章を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. エメリーら著、大井眞二ら訳、2016、『アメリカ報道史』、松柏社 (ISBN:978-4775402382) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB740／ジャーナリズムスタディーズ演習 

(Seminar: Journalism Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ネット時代の米日欧ジャーナリズム 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 晃(HASHIMOTO AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

ズム・社会の現在・近未来をトータルに把握する。 

 

Media are containers in which information is poured, whereas journalism produces information contents which are indispensable 

for development of our society. In the digital information era, containers of information are dramatically changing, but as for 

contents, what is changing and what is unchanging?  This course examines the present and future of journalism and media. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

 

In the heyday of the Internet and social media, 

in the United States, alternative online media play a significant role, whereas in Japan, we have no equivalent alternative media. 

Journalism provides public information and opinion which are indispensable for the existence and development of our 

society.  But, in our country, no online media provide such public information. Only technology and economy tend to be 

emphasized in the digital information revolution in this country.  This course focuses upon the present and near future of public 

communication, examining the past and present of journalism in the United States, Japan and Europe. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. メディア化時代のジャーナリズム 

3. ジャーナリズム教育 

4. 情報源 

5. ゲートキーピング、スピン 

6. プロフェッショナリズムと客観性 

7. メディアとジェンダー 

8. ニュースバリュー 

9. メディアフレーム 

10. オルタナティブジャーナリズム 

11. グローバル化とジャーナリズム 

12. 戦争と平和のジャーナリズム 

13. ジャーナリズム研究 

14. まとめ 

 

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

教科書の指定された章を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大井眞二、田村紀雄、鈴木雄雅、2018、『現代ジャーナリズムを学ぶ人のために 第２版』、世界思想社 
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(ISBN:9784790717157) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB741／映像メディア研究 

(Visual Media Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テレビと規制 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

く。 

 

Japanese TV started its broadcasting in 1953. It has more than 60 years of history. Students will explore TV and regulations by 

referring to TV history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

わせて、適宜、アレンジしていく。 

 

Constitution of Japan Article 21 covers freedom of speech, prohibition of censorship, and confidentiality of communication. 

Individual laws govern various media regulations. On the other hand, media sector adopts self-restraint to secure their 

independence under Article 21. Students will think about regulatory and self-imposed restraints on TV, as well as media in the 

future. In addition, professor may prepare different contents depending on students’ research subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テレビの媒体特性 

2. テレビ史 

3. 世界のテレビ比較 

4. NHK 

5. 民放 

6. 衛星放送 

7. 日本国憲法とメディア 

8. 公的規制 

9. 自主規制 

10. 日本民間連盟放送基準 

11. BPO 

12. 番組審議会 

13. 免許制度 

14. まとめ 

 

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

テレビの制度・産業について予め調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題等の提出・理解度等総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてその都度指定する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB742／映像メディア演習 

(Seminar: Visual Media Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インターネットと規制 

担当者名 

（Instructor） 
砂川 浩慶(SUNAKAWA HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期の「テレビと規制」を踏まえ、「インターネットと規制」を考え、今後のメディア規制について考察していく。 

 

Based on "television and regulations" in the spring semester, we will consider "Internet and regulations" and consider future 

media regulations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

インターネット規制を考える上で、必要とされる、①インターネットの歴史、②インターネットの媒体特性、③諸外国でのインターネ

ット規制の取り組み、④日本でのインターネット規制の動向、⑤GAFA との関係などを考察し、あるべき「自主規制と法的規制」を

提示していく。 

 

Considering (1) the history of the Internet, (2) the media characteristics of the Internet, (3) efforts for Internet regulation in 

other countries, (4) trends in Internet regulation in Japan, and (5) the relationship with GAFA, which are necessary when 

considering Internet regulation. , We will present the ideal "self-regulation and legal regulation". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インターネットの歴史（１） 

2. インターネットの歴史（２） 

3. インターネットの媒体特性（１） 

4. インターネットの媒体特性（２） 

5. 諸外国でのインターネット規制の取り組み（１） 

6. 諸外国でのインターネット規制の取り組み（２） 

7. 諸外国でのインターネット規制の取り組み（３） 

8. 諸外国でのインターネット規制の取り組み（４） 

9. 日本でのインターネット規制の動向（１） 

10. 日本でのインターネット規制の動向（２） 

11. 日本でのインターネット規制の動向（３） 

12. あるべき”自主規制” 

13. あるべき”法的規制” 

14. まとめ 

 

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

日本のみならず世界的な動向についても関心をもって調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/平常点(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じ、参考文献・テキスト等を指定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB743／質的メディア研究 

(Qualitative Media Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
黄 盛彬(SEONGBIN HWANG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

究調査を設計し、実践できるようになる。 

 

Students will understand the theories, basics, and methods used in media qualitative research surveys and data analysis. 

Students will design and practice their researches and surveys. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

Students will understand theories, basics, and methods used in media qualitative research survey and data analysis. They will 

focus on analysis of critique and statement. They will study theses written based on various qualitative survey methodologies 

such as narrative analysis, interview survey, and video material. After that, students will design their research surveys and 

collect data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インドロダクション 

2. 質的研究の原理 

3. 質的研究の基礎 

4. 質的研究の方法 その１ 

5. 質的研究の方法 その２ 

6. 質的研究の方法 その３ 

7. 質的メディア研究の事例   

8. 質的メディア研究の事例  

9. 質的メディア研究の事例  

10. 質的メディア研究の事例  

11. 質的メディア研究の事例  

12. 質的メディア研究の事例  

13. 受講生による研究・調査計画の発表 

14. 受講生による研究・調査計画の発表 

 

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

課題文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

初回の授業で輪読文献のリストを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Entman, Robert. 2003. Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy. University of Chicago 

Press (ISBN:0226210723) 

2. Entman, Robert. 2001. The Black Image In the White Mind. University of Chicago Press (ISBN:0226210766) 

3. Altheide, David L.. 2013. Qualitative Media Analysis. Sage (ISBN:1452230056) 

4. Norman Fairclough. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. Routledge (ISBN:0415258936) 
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5. 景山佳代子、2010、『性・メディア・風俗―週刊誌『アサヒ芸能』からみる風俗としての性』、ハーベスト社 (ISBN:4863390246) 

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

 その他、主にメディア報道を対象に質的な分析方法を用いた学術論文を取り上げる予定である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB746／オルタナティブ・メディア演習 

(Seminar: Alternative Media Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
林 怡蕿(LIN I-HSUAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オルタナティブ・メディアとはなにか。主な英語文献の購読及びディスカッションを通して、英語圏で流通している定義を把握し、関

連概念を考察して行く。また、事例研究も取り入れて、アジアにおけるオルタナティブ・メディアの意味とその実践の可能性と限界

への理解を深める。 

 

What is alternative media? In this seminar we will discuss its meaning by reading English literatures on the real practices of 

alternative media and discuss about other related concepts. Besides, we will also elaborate the meaning of alternative media in 

most Asian counties, learning to understanding its social meaning and possibilities, also including its limitations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

などの人々が置かれている社会的位置、そして主流社会との関わりといった三つの視点から考察し、オルタナティブ・メディアのも

つ現代的意味を見出す。 

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

カ、アジア、アフリカなどの事例講読を中心に、世界的動向を把握していく。毎回一名の受講生が文献講読を担当し、レジュメなど

の事前準備を行う。受講生全員が事前に文献を熟読し、ディスカッションに積極的に参加することが義務付けられる。 

 

In order to understand the meaning of alternative media, we will start by exploring some concepts suich as coomunity, 

immigration, diaspora, and intersectionality. By looking at the relations between majority and minority groups in a society, we will 

try to focus on the location of alternative media in modern socities. In this seminar we will look at media practies in Europe, 

America, Asia and Africa. Each student is required to present one literature, preparing resume and leading the discussion. Every 

student should read the appointed literature before class and join discussion in a proactive manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introdcution 

2. Alternative Journalism around the world 

3. Digital media and news 

4. Listening to the voiceless 

5. Haiti grassroots watch 

6. The rise of citizen photojournalism 

7. Independent citizen journalism and terrorism 

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

9. Community and alternative media 

10. Media Participatory 

11. Diasporic media in multicultual societies 

12. Occupy and social movement communication 

13. Techonological struggles in community media 

14. Social media and activist communication 

 

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

コーラスで随時知らせる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 83 - 

■MB751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB751／現代文化社会論 

(Contemporary Culture and Society) 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 元宏(KOIZUMI MOTOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代文化と社会の関係性に関する理論研究やフィールド調査研究、実践プロジェクト、研究発表などへの参加を通じて、自らの

研究を発展させていくことを目標とする。 

 

This course provides an opportunity to study theories and practices of the relationship between contemporary culture and 

society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、第一に、現代文化と社会的諸主体・制度・権力との関係性などに関する、文化批評理論や文化社会学、文化政策研

究などの分野の理論研究を行っていく。さらに、履修者各自の問題意識やテーマ設定に基づいた研究発表およびディスカッション

を実施する。その他、履修者の関心に基づきながら、随時、実践プロジェクトやフィールドワークへの参加を行う場合もある。 

 

This course consists of: 

- reading bibliographical materials of critical theories and cultural sociology 

- analysing texts and discussions 

- research presentations 

- field research, practical projects 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. プロジェクト／フィールドワーク 

6. 研究発表 

7. 研究発表 

8. 研究発表 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. プロジェクト／フィールドワーク 

12. 研究発表 

13. 研究発表 

14. 研究発表 

 

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

文献講読ならびに研究発表では、事前の発表準備等を行うことが必須となる。また、研究発表に関しては、自ら事前・追加調査

研究を行うことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加（文献講読、研究発表、ディスカッションへの参加 ほか）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者の関心に合わせ、指定する。 

 

参考文献（Readings） 

都度、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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■MB757 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB757／音楽社会学研究 

(Sociology of Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽社会学研究の理論的潮流 

担当者名 

（Instructor） 
井手口 彰典(IDEGUCHI AKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

を理解する。 

 

In this class, the instructor treat a basic theory which is needed when advancing sociology-of-music research.  Students will 

be expected to understand the circumstances where sociology-of-music was established, and study its up-to-date problems.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽社会学の広がりと具体的な研究手法を、既存の文献の読解を通じて学ぶ。文献には基本的に日本語のものを用いるが、毎

回多くの文章を読むため、受講者には十分な日本語の読解力が求められる。 

 

Students will read important documents every week. Documents are written in Japanese basically. Students are required to 

have sufficient reading skills of Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 A1 

3. 文献講読 A2 

4. 理論の応用 A1 

5. 理論の応用 A2 

6. 文献講読 B1 

7. 文献講読 B2 

8. 理論の応用 B1 

9. 理論の応用 B2 

10. 文献講読 C1 

11. 文献講読 C2 

12. 理論の応用 C1 

13. 理論の応用 C2 

14. 総括 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発表および課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 根岸一美（他編）、2003、『音楽学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790710335) 

2. ジョン・シェパード（他編 ）、2005、『ポピュラー・ミュージック・スタディズ : 人社学際の最前線』、音楽之友社 

(ISBN:4276230020) 

3. マーティン・クレイトン（他編）、2011、『音楽のカルチュラル・スタディーズ』、アルテスパブリッシング (ISBN:9784903951409) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プリント類の輪読をベースとするが、適宜音例なども用いる。予め担当を決めて発表を求めることもある。文献の選択については

ある程度学生の興味・関心も反映させる予定である。 
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注意事項（Notice） 
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■MB765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB765／経済社会学 

(Economic sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「埋め込みアプローチ」の展開 

担当者名 

（Instructor） 
大倉 季久(OKURA SUEHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済現象を捉える基本的な視点として、「埋め込みアプローチ」の特徴を理解すること、および「埋め込みアプローチ」を通して今

日起こっている経済現象の背後に存在するさまざまな問題の様相を社会学的に認識すること。 

 

Understanding the notion of embeddedness as a basic perspective on economic phenomena, and sociologically recognizing the 

various problems behind the economic phenomena that are occurring today through the notion of  embeddedness. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、1980 年代後半以降、アメリカを中心に発展してきた「新しい経済社会学」の潮流をもとに、経済現象を社会学的に

考える視点と方法について概説する。とくに市場メカニズムの現代的な特徴の解明に焦点を据えて、経済現象を読み解く視点と

しての「埋め込みアプローチ」の特色について紹介していく。 

 

This course is an introduction to sustainability studies. We will outline the viewpoints and methods of sociologically thinking 

about economic phenomena, based on the trend of "new economic sociology" that has developed mainly in the United States 

since the latter half of the 1980s. Focusing on the the modern characteristics of the market mechanism, we will introduce the 

notion of embeddedness as a perspective of understanding economic phenomena. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―経済学と経済社会学 

2. 埋め込みアプローチの基礎（1）市場の時代としての現代社会 

3. 埋め込みアプローチの基礎（2）ネットワーク理論①弱い紐帯の強さ 

4. 埋め込みアプローチの基礎（3）ネットワーク理論②ネットワークの開放性と閉鎖性 

5. ビジネスの日常へ（1）市場の中のネットワーク 

6. ビジネスの日常へ（2）企業の秩序としての業界 

7. ビジネスの日常へ（3）経済と権力 

8. 世界経済のグローバル・シフトは何をもたらしているのか 

9. 転職とキャリア 

10. 仕事と家族 

11. 荒れる森林の謎（1）ローカル・マーケットの危機としての森林問題 

12. 荒れる森林の謎（2）グローバル化という閉塞 

13. 荒れる森林の謎（3）市場に問いかける人びと 

14. まとめとふりかえり 

 

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

本授業は経済社会学の理論的な枠組みの概説が中心となる。具体的な事例について、日ごろから新聞の経済関連の記事に目

を通していくことが理解を深める早道である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/ディスカッションへの参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回の内容に合わせて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺深、2002、『経済社会学のすすめ』、八千代出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■MB766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB766／経済社会学演習 

(Seminar: Economic sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済社会学の現在 

担当者名 

（Instructor） 
大倉 季久(OKURA SUEHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済社会学の基本的な理論と視点に関する理解を前提として、世界的な潮流もふまえながら、経済社会学の近年の新たな展開

を、文献講読を通して理解を深める。 

 

To deepen the understanding of recent new developments in economic sociology through reading literature, taking into account 

not only Japanese but also global trends, Based on an understanding of the basic theory of economic sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、経済社会学のアプローチについて、マーク・グラノヴェター（Mark Granoivetter）の諸理論を中心に、主に文献講読

を通して検討する。グラノヴェターの業績は多岐にわたるが、この授業では最も新しい研究に関する検討から始めて、時間を遡り

ながら議論を深めていきたいと思っている。それにあたってまず最初に、『社会と経済―枠組みと原則』（Society And Economy: 

Framework and Principles）を文献として指定し、読み進めていくこととする。 

 

This course examines the approach of economic sociology, focusing on Mark Granoveter's theories, through reading the 

literature. Granoveter's achievements are diverse, but in this class we would like to start with his recent research and go back 

in time to deepen the discussion   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 経済社会学の学説史に関するレクチャー 

3. 文献講読とディスカッション 

4. 文献講読とディスカッション 

5. 文献講読とディスカッション 

6. 文献講読とディスカッション 

7. 文献講読とディスカッション 

8. 文献講読とディスカッション 

9. 文献講読とディスカッション 

10. 文献講読とディスカッション 

11. 文献講読とディスカッション 

12. 文献講読とディスカッション 

13. 文献講読とディスカッション 

14. まとめとふりかえり 

 

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

週ごとに指定される文献の指定箇所（1 章程度）を必ず読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/ディスカッションへの参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マーク・グラノヴェター、2019、『社会と経済―枠組みと原則』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623087387) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野沢慎司編、2006、『リーディングス・ネットワーク論』、勁草書房 

2. 渡辺深、2002、『経済社会学のすすめ』、八千代出版 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB772／社会学特殊研究Ｂ 

(Special Study on Sociology B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言説の社会学的分析の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
仁平 典宏(NIHEI NORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・言説を社会学的に分析する上で、いかなる方法的立場があるか理解する 

・それぞれの方法には、どのような前提と課題があるのか理解する 

 

The aim of the class is to gain a basic understanding of what sorts of sociological methodologies of analysis of discourse there 

are and what presumption and limit each one has. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学において言説や文字データを用いた研究は多いが、それが依拠する方法論／理論は、構築主義やフーコー的言説分析

から、自然言語処理を用いたテキストマイニングに至るまで、多岐にわたっている。その中で、知見の新規性はもちろん、分析の

手続きの妥当性や、言説／社会の関係に関する存在論・認識論的な前提が厳しく問われることもある。 

本授業では、言説を対象とする研究にはどのような方法的立場があり、それぞれいかなる前提と課題を有しているのか、基本的

な視座を習得することをめざす。基礎的な文献を講読した上で議論し、部分的にはワークも活用しながら理解を深めていきたい。 

なお受講者は言説研究の経験の有無を問わない。 

 

It has been produced a lot of sociological studies on discourses, which are based on a variety of theories and methodologies 

including social constructionism, Foucauldian discourse analysis, and text-mining using natural linguistic processing. Each study 

can be reviewed not only its originality but also the validity of analytical procedure and the ontological/epistemological 

assumption about the relationship between discourse and society.  

The aim of the class is to gain a basic understanding of what sorts of sociological methodologies of analysis of discourse there 

are and what presumption and limit each one has. Participants are supposed to read designated texts, to take part in 

discussions on them actively, and to engage in a trial work. 

Participants are not required an experience of studying discourses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会学における言説研究の動向 

3. 文献 1 の検討 

4. 文献 2 の検討 

5. 文献 3 の検討 

6. 文献 4 の検討 

7. 文献 5 の検討 

8. 文献 6 の検討 

9. 文献 7 の検討 

10. 文献 8 の検討 

11. 文献 9 の検討 

12. 言説の社会学的分析の実際 1（KH コーダーを用いた分析） 

13. 言説の社会学的分析の実際 2（KH コーダーを用いた分析） 

14. 総括討論 

 

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

全員、購読箇所を批判的に精読し、議論の利点と問題点について検討しておく。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての報告(40%)/毎回の議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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初回に連絡する｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤俊樹・友枝敏雄編、『⾔説分析の可能性―社会学的⽅法の迷宮から』、東信堂 

2. スペクター, J.I. ＆キッセ, M.B.、『社会問題の構築―ラベリング理論を超えて』、マルジュ社 

3. 中河伸俊・⾚川学編、『方法としての構築主義』、勁草書房 

4. 酒井泰⽃他編、『概念分析の社会学─社会的経験と⼈間の科学』、ナカニシヤ出版 

5. 樋⼝耕⼀、『社会調査のための計量テキスト分析―内容分析の継承と発展を⽬指して』、ナカニシヤ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/nihenori/(担当者の HP) 

 

注意事項（Notice） 
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■MB774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB774／社会学特殊研究Ｄ 

(Special Study on Sociology D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
支援の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 恵(SATO KEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 困難を抱える当事者とそれをサポートする支援者の経験について、支援と「支え合い」のテーマ(とりわけ、震災復興支援、障害

者支援、犯罪被害者支援）に関する視点・発想をふまえた上で、具体的事例の検討を通して、理解を深めていきます。 

 なお、関連するテーマとして、以下を設定します。 

 

 ＊排除／包摂 

 ＊排除された人々の抵抗やアイデンティティ・マネジメントとその支援 

 ＊異質性への対処／異文化共生 

 ＊ボランティア／NPO 

 ＊ピア・サポート／セルフヘルプ・グループ  等 

 

Students will study party involved and burdened by hardships, as well as benefactor experience from perspective of unilateral 

and mutual support. Students will deepen their understanding by discussing specific cases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「授業の目標」に記した、支援と「支え合い」のテーマ、および関連テーマに関する文献を講読し、基本的な視点・発想を共有した

上で、参加者各自が関心を持つ具体的事例についてプレゼンテーションを行い、それをもとにしたディスカッションを通して、互い

の問題意識の明確化、社会学的考察の深化を図ります。 

 

Students will read texts on unilateral and mutual support. They will share their basic perspectives and ideas. After that, they will 

select specific cases they are interested in and make presentations. By participating in subject discussions, they will clarify 

their issue awareness and deepen their sociological analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

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. 参加者によるプレゼンテーション（自由報告）とディスカッション（１） 

9. 参加者によるプレゼンテーション（自由報告）とディスカッション（２） 

10. 参加者によるプレゼンテーション（自由報告）とディスカッション（３） 

11. 参加者によるプレゼンテーション（自由報告）とディスカッション（４） 

12. 参加者によるプレゼンテーション（自由報告）とディスカッション（５） 

13. 参加者によるプレゼンテーション（自由報告）とディスカッション（６） 

14. まとめ・総括 

 

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

 「授業の目標」に記した、支援と「支え合い」を中心とする各テーマについて、自分の関心のある具体的事例を取り上げ、適宜、

資料を収集しつつ、各回の授業で学んだ視点・発想を応用する練習をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献講読、プレゼンテーション(50%)/ディスカッションへの参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しません。 
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参考文献（Readings） 

1. 崎山・伊藤・佐藤・三井 編、2008、『〈支援〉の社会学：現場に向き合う思考』、青弓社 (ISBN:ISBN978-4-7872-3291-5) 

2. 伊藤智樹 編、2013、『ピア・サポートの社会学：ALS、認知症介護、依存症、自死遺児、犯罪被害者の物語を聴く』、晃洋書房 

(ISBN:ISBN978-4-7710-2481-6) 

3. 佐藤恵、2010、『自立と支援の社会学：阪神大震災とボランティア』、東信堂 (ISBN:ISBN978-4-88713-949-7) 

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

5. 栗原彬 編、1997、『共生の方へ：講座 差別の社会学 第 4 巻』、弘文堂 (ISBN:ISBN4-335-50154-4) 

6. 奥村隆、1998、『他者といる技法：コミュニケーションの社会学』、日本評論社 (ISBN:ISBN4-535-56068-4) 

7. 梶原景昭 他、1997、『異文化の共存：岩波講座 文化人類学 第 8 巻』、岩波書店 (ISBN:ISBN4-00-010748-8) 

 上記以外にも、授業中に随時、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 対面科目ですが、初回は Zoomによるオンライン授業とし、以後の対面実施／オンライン実施の割合については、参加者との

相談により決定します。 

 なお、教材 PDFの配布や、オンライン授業時の Zoom ミーティング ID／パスコードの連絡などに Blackboard を使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■MB775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB775／社会学特殊研究Ｅ 

(Special Study on Sociology E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
後期近代における社会心性を考える 

担当者名 

（Instructor） 
土井 隆義(DOI TAKAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

から「排除型の社会」への移行が加速しているともいわれます。その諸相を支える社会心性と，その社会的背景について，社会

学の概念を応用しながら検討していきます。 

 

In modern Japan, we are moving rapidly from object to communication consumption. We can also say that society is moving 

from inclusion to exclusion. Students will apply sociology concepts when discussing social contexts and psychologies that have 

supported these phenomena. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

ことが求められます。 

 

First, students will read Jock Young’s The Exclusive Society, which discusses various problems in governing modern society. 

Students will organize their arguments from late modern-age perspective and discuss their sociological significances. Next, 

students will refer to various literatures about the late modern-age to study unique phenomena taking place in modern Japan. 

Students will select specific cases as materials and discuss their sociological significances. Students will not only make 

literature reports, they will also select and research specific social phenomena, and create reports on their findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通文献の輪読をおこなう（１） 

2. 共通文献の輪読をおこなう（２） 

3. 共通文献の輪読をおこなう（３） 

4. 共通文献の輪読をおこなう（４） 

5. 各自が関心のある社会現象を選択し，その概要について報告する（１） 

6. 各自が関心のある社会現象を選択し，その概要について報告する（２） 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョック・ヤング、2007、『排除型社会』、洛北出版 (ISBN:9784903127040) 
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参考文献（Readings） 

1. ジョック・ヤング、2016、『後期近代の眩暈』、青土社 

2. デボラ・チェンバース、2015、『友情化する社会』、岩波書店 

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

4. ジークムント・バウマン、2001、『リキッド・モダニティ』、大月書店 (ISBN:4272430572) 

5. ウルリヒ・ベック、1998、『危険社会』、法政大学出版局 

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

7. 土井隆義、2012、『少年犯罪〈減少〉のパラドクス』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■MB776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

MB776／社会学特殊研究Ｆ 

(Special Study on Sociology F) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
持続可能な社会に向けた地域社会学―社会問題・環境問題の経験から何を学ぶか 

担当者名 

（Instructor） 
松村 正治(MATSUMURA MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1) 持続可能な地域社会づくりを念頭に置き、食・エネルギー、自然資源、公害・地域環境問題、地域づくりなどをテーマに社会学

的な問題を設定し、フィールドワークに基づく経験的なデータを用いて分析・考察できるようになること。  

2) 人びとが問題に直面し、その中を生きた経験から、私たちは何を学べるのか、それをどう生かせるのかについて、考えられる

ようになること。 

 

1) To be able to set up sociological problems on themes such as food and energy, natural resources, pollution and local 

environmental problems, and regional revitalization, with the creation of sustainable communities in mind, and analyze and 

discuss them using empirical data based on fieldwork. 

2) To be able to think about what we can learn from people's experiences of facing and living through problems, and how we can 

make the most of them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

おもに社会問題・環境問題を扱ったフィールドワークに基づく社会学の文献を読み、ディスカッションを通して理論や方法を批判的

に検討し、その可能性と限界について考えます。 

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

とは何かについて深く考えることを求めます。 

 

We will read the literature on sociology based on fieldwork that mainly deals with social and environmental issues, critically 

examine theories and methods through discussions, and consider the possibilities and limitations. 

We will not only describe specific social phenomena, but also consider how to handle the data to make it interesting. Therefore, 

we seek to think deeply about what is academically interesting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・授業計画の検討 

2. ワークショップ(1)―人新世・SDGs 時代の社会 

3. 話題提供（1）―私たちの未来社会：成長か脱成長か反貧困か 

4. 発表（コメント）とディスカッション(1)  

5. 発表（コメント）とディスカッション(2)  

6. 発表（コメント）とディスカッション(3)  

7. ゲストスピーカーとの対話 

8. ワークショップ(2)―現代の社会運動・環境運動 

9. 話題提供（2）―スケールの重層性（（ローカル-ナショナル-グローバル）と地域社会 

10. 発表（コメント）とディスカッション(4)  

11. 発表（コメント）とディスカッション(5)  

12. 発表（コメント）とディスカッション(6)  

13. ゲストスピーカーとの対話 

14. 総合討論・まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/ディスカッションへの貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しません。 
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参考文献（Readings） 

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

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

(ISBN:4004315492) 

3. 長谷川公一編、2020、『社会運動の現在―市民社会の声』、有斐閣 (ISBN:4641174539) 

4. 渡辺一史、2011、『北の無人駅から』、北海道新聞社 (ISBN:4894536218) 

5. 小熊英二、2015、『生きて帰ってきた男―ある日本兵の戦争と戦後』、岩波書店 (ISBN:4004315492) 

6. 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 (ISBN:4907239289) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX101／社会学基礎論 

(Foundations of Sociology) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 康(MATSUMOTO YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

学派の 3 つの系譜によって整理する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 草創期の社会学：サンシモン、コント、スペンサー 

3. 闘争理論の源流：カール・マルクス 

4. 社会学的実証主義：エミール・デュルケム 

5. 相互作用と社会化の諸形式：ゲオルク・ジンメル 

6. 討論：マルクス、デュルケム、ジンメル 

7. 都市と社会改革：ロバート・パークとシカゴ学派 

8. 理解社会学：マックス・ヴェーバー 

9. 構造機能主義(1)：タルコット・パーソンズ 

10. 討論：シカゴ学派、ヴェーバー、パーソンズ 

11. 構造機能主義(2)：マートンとスメルサー 

12. 計量社会学：ラザースフェルドとコロンビア学派 

13. シンボリック相互作用論と現象学的社会学 

14. 討論：マートン、ラザースフェルド、ブルーマー 

 

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

リーディング・アサインメントにもとづく小レポート課題（1600 字）を授業期間中 10 回課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート 10 回分(50%)/授業へのリアクション(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメを配布する。リーディング・アサインメントの教材は Blackboad上でも利用できる。 

 

参考文献（Readings） 

1. C.W.ミルズ、2017 年、『社会学的想像力』、筑摩書房 (ISBN:4480097813) 

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

3. デュルケム、1978 年、『社会学的方法の規準』、岩波書店 (ISBN:4003421434) 

4. 松本康編、2011 年、『都市社会学セレクション 1 近代アーバニズム』、日本評論社 (ISBN:453558592X) 

5. マックス・ヴェーバー、1972 年、『社会学の根本概念』、岩波書店 (ISBN:4003420969) 

6. タルコット・パーソンズ、1974年、『社会体系論』、青木書店 (ISBN:425074017X) 

7. ロバート・Ｋ・マートン、1961年、『社会理論と社会構造』、みすず書房 (ISBN:4622017059) 

8．ラザースフェルド他『ピープルズ・チョイス』芦書房、1987 年 

9．ハーバート・ブルーマー『シンボリック相互作用論』勁草書房、1991 年 

翻訳については、他の版を使用してもかまわないし、外国語訳を使用してもかまわない。入手不可能なものは、図書館を利用す

ること。詳細は第 1 回目に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小レポートの提出は原則として Blackboard を使用する。小レポートのフィードバックは、討論の回に実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■SX102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX102／現代社会学理論 

(Modern Sociological Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代の社会学理論を読む 

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） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講読によって海外における現代社会学理論の潮流を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は現代社会学理論の潮流を知るために、主に英語で理論的文献を読んでいく授業である（ただし、非英語によって書か

れた原著が存在する場合、そちらも参照することが望ましいと考えている）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 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. 文献講読 

 

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

講読の授業であるため、予習として、参加者全員がテキストの該当部を毎回事前に読んでいることを前提として授業を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表と討論(100%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Andreas Reckwitz. 2020. Society of Singularities. Polity (B087NYHRSB) 

2. Hartmut Rosa, Stephan Lessenich, Klaus Doerre. 2015. Sociology, Capitalism, Critique . Verso (ISBN:1781689326) 

3. Henrik Kaare Nielsen. 2020. Aesthetics and Political Culture in Modern Society. Routledge (ISBN:036759207X) 

4. Ivan Krastev. 2020. Is It Tomorrow Yet?: Paradoxes of the Pandemic. Allen Lane (ISBN:024148345X) 

5. Yuk Hui. 2019. Recursivity and Contingency. Rowman & Littlefield International (ISBN:1786600536) 

上述にあげたものは候補であり、実際には受講生との相談の上、読んでいく書物を決めたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. Hartmut Rosa. 2019. Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung . Suhrkamp (ISBN:3518298720) 

2. Hartmut Rosa. 2012. Beschleunigung: Die Veraenderung der Zeitstrukturen in der Moderne  . Suhrkamp (ISBN:3518293605) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

■SX103 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX103／相互行為論 

(Social Interaction) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
相互行為論の基本的な考え方・分析の態度 

担当者名 

（Instructor） 
前田 泰樹(MAEDA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学における相互行為論の基本的な考え方を理解し、事例分析の能力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、現在の相互行為研究の潮流である、E.ゴフマンの著作およびエスノメソドロジー・会話分析について検討する。ま

た、参加者の関心に従って、具体的な事例分析の検討を行う機会を設ける予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献の報告・事例の検討 

3. 文献の報告・事例の検討 

4. 文献の報告・事例の検討 

5. 文献の報告・事例の検討 

6. 文献の報告・事例の検討 

7. 文献の報告・事例の検討 

8. 文献の報告・事例の検討 

9. 文献の報告・事例の検討 

10. 文献の報告・事例の検討 

11. 文献の報告・事例の検討 

12. 文献の報告・事例の検討 

13. 文献の報告・事例の検討 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加の積極性(50%)/報告・発表内容（事例分析にかかわる高水準の報告を含む）(50%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX104／社会階層論 

(Social Stratification) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会階層と移動研究の課題と展開 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 哲(MIWA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、社会階層研究にかかわる理論・方法・成果を学ぶ。そのうえ、社会階層研究に適したデータへのアクセスや、分析

技法の習得も試みる。そして、受講者自身が社会階層研究を遂行できるような基礎能力の涵養をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、講義と演習により構成される。基本的な社会階層の理論および方法、古典から近年のものまでの階層研究の重要

知見については講義により知識が授けられる。演習では、受講者各自が分担して文献を講読して発表するほか、ソフトウェアを用

いて分析課題を解くことに挑む。最終的には、各自が社会階層研究のなかで独自にテーマ設定し、研究レポートを執筆する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会階層の概念と射程 

2. 社会階層の基礎理論 

3. 社会階層の測定とデータ 

4. 社会階層と教育機会 

5. 文献講読１ 

6. 学校から職場への移行 

7. 文献講読２ 

8. 世代内移動と世代間移動 

9. 文献講読３ 

10. 社会階層と家族 

11. 文献講読４ 

12. 社会階層と社会意識 

13. 文献講読５ 

14. まとめ 

 

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

必要な予備知識を授業中に示すので、学部レベルの社会調査、統計学の知識は予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の課題(30%)/授業内の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤嘉倫・尾嶋史章編、2011、『現代の階層社会 1 格差と多様性』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-055131-1) 

2. 石田浩・近藤博之・中尾啓子編、2011、『現代の階層社会 2 階層と移動の構造』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-055132-

8) 

3. 斎藤友里子・三隅一人編、2011、『現代の階層社会 3 流動化のなかの社会意識』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-

055133-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX105／ジェンダーとセクシュアリティ 

(Gender and Sexuality) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
吉澤 夏子(YOSHIZAWA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アリティの在り方について主題化する。 受講者には授業で得た知見を自らの研究テーマとどのように接合するかについて明らか

にすることが求められる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

の授業時に説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究報告・文献の講読 

3. 研究報告・文献の講読 

4. 研究報告・文献の講読 

5. 研究報告・文献の講読 

6. 研究報告・文献の講読 

7. 研究報告・文献の講読 

8. 研究報告・文献の講読 

9. 研究報告・文献の講読 

10. 研究報告・文献の講読 

11. 研究報告・文献の講読 

12. 研究報告・文献の講読 

13. 研究報告・文献の講読 

14. 研究報告・文献の講読 

 

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

講読する文献は必ず精読し、それに対する疑問、意見をまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告のプレゼンテーション、議論への参加度(100%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉澤夏子、2012、『「個人的なもの」と想像力』、勁草書房 

2. 吉澤夏子、1993、『フェミニズムの困難』、勁草書房 

3. 大口勇次郎・成田龍一・服藤早苗編、2014、『新体系日本史 9 ジェンダー史』、山川出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■SX106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX106／人種とエスニシティ 

(Race and Ethnicity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人種・エスニシティをめぐる社会学(人類学）理論を学ぶ 

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） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

かすことができる視座を発見することを、本授業の目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

理論について掘り下げて学んでいく。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（１） 

2. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（２） 

3. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（３） 

4. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（４） 

5. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（５） 

6. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（６） 

7. 履修者による論文発表 １ 

8. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（７） 

9. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（８） 

10. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（９） 

11. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（10） 

12. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（11） 

13. 人種とエスニシティに関する文献講読とディスカッション（12） 

14. 履修者による論文発表 ２ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・報告内容・ディスカッションへの貢献度によって、総合的に評価する(100%) 

全ての評価方法において高 度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業で履修者の専門を確認のうえ、指定する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業のなかで提示していく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX107／社会老年学 

(Social Gerontology) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 康仁(KINOSHITA YASUHITO) 

学期 

（Semester） 
未定 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「高齢社会における高齢者」の理解を中心に据え、社会老年学とはどういう学問であるのかを、自分の研究課題や問題意識と関

連させて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

後期近代の到達点としての超高齢社会の視座からアプローチする。社会老年学の古典の批判的検討―構造機能主義の離脱理

論(Cumming & Henry)、高齢者の社会的統合理論(Rosow)、老年期の発達理論(E.H.Erikson および Tormstam の「老年的超越」)

などー、高齢者の社会運動、社会史や文化人類学および民俗学における老いなどの文献を取り上げる予定であるが、具体的文

献は履修生と協議し初回授業で決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 指定文献の発表とディスカッション 

3. 指定文献の発表とディスカッション 

4. 指定文献の発表とディスカッション 

5. 指定文献の発表とディスカッション 

6. 指定文献の発表とディスカッション 

7. 指定文献の発表とディスカッション 

8. 指定文献の発表とディスカッション 

9. 指定文献の発表とディスカッション 

10. 指定文献の発表とディスカッション 

11. 指定文献の発表とディスカッション 

12. 指定文献の発表とディスカッション 

13. 指定文献の発表とディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

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

英語の文献も扱う。レジュメによる発表に基づきディスカッションを行うので担当者は議論すべき論点を整理してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当課題の準備と発表内容(30%)/ディスカッションへの参加度(40%)/まとめのレポート(30%) 

全ての評価方法において高 度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。文献リストを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

後期課程の学生は授業でのディスカッションをリードできるよう、積極的に参加すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■SX108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX108／家族社会学 

(Sociology of Family) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代家族の多様化と社会的包摂 

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） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

講読を通じて，多様化する日本の家族のあり方を理解・分析するために必要となる知識の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化による人口構成の多民族・多国籍化，少子高齢化，未婚化・晩婚化，労働市場の変容などが進むなか，家族のあり

方が多様化するとともに，個人・家族を支える社会的経済的基盤は脆弱化している。こうした問題に関する新しい先行研究（英語

文献も取り上げる可能性あり）の講読・ディスカッションを進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

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） 

次回の授業で取り上げる文献を読むことは必須であり，レポーターやコメンテーターを担当する際にはレジュメも作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

毎回の授業でレポーター（内容をまとめたレジュメ作成と報告）とコメンテーター（ディスカッションの論点をレジュメにまとめて提示

する）をたてる。全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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) 

2. 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) 

3. 藤崎宏子・池岡義孝編著、2017、『現代日本の家族社会学を問うー多様化のなかの対話』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-

4623081196) 

4. 田間泰子編著、2020、『リスク社会の家族変動』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595321948) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回数対面実施予定だが，来日できない受講生がいる場合や新型コロナウイルスの感染が収まっていない場合

には Zoomを利用したオンラインとする。 
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注意事項（Notice） 
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■SX109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX109／宗教社会学 

(Sociology of Religion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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

「宗教社会学演習」「宗教社会学研究」の３科目があるので注意すること） 

担当者名 

（Instructor） 
小池 靖(KOIKE YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

検討する。映像資料を見る回も設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 学生による発表１ 

3. 学生による発表２ 

4. 学生による発表３ 

5. 映像資料１ 

6. 輪読１ 

7. 輪読２ 

8. 輪読３ 

9. 映像資料２ 

10. 輪読４ 

11. 輪読５ 

12. 輪読６ 

13. 映像資料３ 

14. まとめ 

 

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

課題文献の読み込み等。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は「対面」となっているが、場合によっては初回からオンラインでおこなったり、また、クラスのほとんどをオンラインで開

催する可能性もある。開講形式について立教時間などで告知する場合があるので、必ず授業前にチェックしておくこと。 

 

その他の諸注意： 

https://ykoike.hatenablog.com/entry/2018/09/12/232738 

 

注意事項（Notice） 
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■SX110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX110／政治社会学 

(Political Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
不平等な社会、公正な社会を社会学的に考える 

担当者名 

（Instructor） 
本田 量久(HONDA KAZUHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀以降、欧米諸国や日本などの先進国では、人種・エスニシティやジェンダーなどの属性に基づく差別を禁じ、平等な権利

保障の実現を目指す法律や政策を推進してきた。しかし、マイノリティを取り巻く不公正な構造によって、雇用や所得、教育達成

における不平等な結果がもたらされることは少なくない。本授業は、個人の能力や努力を超える構造的な不平等の解決を図る民

主的な国家介入について社会学的に考察することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、ギデンズ、ロールズ、ブルデューらによる議論を踏まえながら、(1)個人の能力や努力を超える不平等な構造とその再

生産、(2)公正な社会の実現を目指す人々の実践と社会運動、(3)民主的な国家介入（社会保障やアファーマティブ・アクションな

ど）について社会学的に議論する。具体的には、人種・エスニシティやジェンダーなどを事例として、不平等な構造の再生産と民

主化の力学について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【イントロダクション】 

授業概要、「公正」概念、テキストに関する説明 

2. 【レジュメ報告】序章 公正への社会学的問い 

【文献講読】テキスト 9-32 頁 

3. 【レジュメ報告】序章 公正への社会学的問い 

【文献講読】テキスト 9-32 頁 

4. 【レジュメ報告】第 1 章 現代福祉国家のゆくえと公正 

【文献講読】テキスト 34-55 頁 

5. 【レジュメ報告】第 1 章 現代福祉国家のゆくえと公正 

【文献講読】テキスト 34-55 頁 

6. 【レジュメ報告】第 3 章 個人化社会における再生産 

【文献講読】テキスト 78-97 頁 

7. 【レジュメ報告】第 3 章 個人化社会における再生産 

【文献講読】テキスト 78-97 頁 

8. 【レジュメ報告】人種的公正の観点からみたアメリカ公民権政策 

【文献講読】テキスト 160-179頁 

9. 【レジュメ報告】人種的公正の観点からみたアメリカ公民権政策 

【文献講読】テキスト 160-179頁 

10. 【レジュメ報告】アイデンティティの形成と「本国」イメージの問題 

【文献講読】テキスト 199-217頁 

11. 【レジュメ報告】アイデンティティの形成と「本国」イメージの問題 

【文献講読】テキスト 199-217頁 

12. 【レジュメ報告】ニューカマー永住外国人と新たな市民権 

【文献講読】テキスト 218-237頁 

13. 【レジュメ報告】ニューカマー永住外国人と新たな市民権 

【文献講読】テキスト 218-237頁 

14. 【総括】公正な社会を実現するための条件に関する議論 

 

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

あらかじめテキストの指定箇所を読んでいることを前提に担当教員が講義をする。講義内容とテキストをもとにして履修者と教員

で議論をする。関連文献を紹介するので、履修者は幅広い文献を講読する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において高 度な達成水準を要求する。 



 - 112 - 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮島喬・杉原名穂子・本田量久 編著、2012、『公正な社会とは――教育、ジェンダー、エスニシティの視点から』、人文書院 

(ISBN:978-4409230503) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX111／産業・労働社会学 

(Sociology of Work) 

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） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

産業・労働社会学分野における諸研究で展開されている諸議論を検討し，理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

産業・労働社会学において議論されている諸テーマ，すなわち雇用形態の多様化，非典型労働，労働市場における流動性と転

職、働き方における柔軟性，長時間労働とワーク・ライフ・バランス問題，仕事の自律性と裁量労働，成果主義とモチベーション，

サービス労働、感情労働、仕事におけるジェンダー不平等問題，若者の労働志向，外国人労働者、非正規労働者の労働運動，

社会運動ユニオニズムなどについて議論し，理解を深める。授業では，これらのテーマに関する諸文献を講読し，議論する。講読

文献は，初回で参加者と相談して決める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction：講読文献の紹介 

2. 文献講読及びディスカッション 

3. 文献講読及びディスカッション 

4. 文献講読及びディスカッション 

5. 文献講読及びディスカッション 

6. 文献講読及びディスカッション 

7. 文献講読及びディスカッション 

8. 文献講読及びディスカッション 

9. 文献講読及びディスカッション 

10. 文献講読及びディスカッション 

11. 文献講読及びディスカッション 

12. 受講生の研究発表 

13. 受講生の研究発表 

14. 講読諸文献に関する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） 

毎回の授業で講読予定の文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/授業内発表(50%)/研究発表(20%) 

いずれの項目についても博士前期課程よりも高い達成基準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

初回で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX112／都市社会学 

(Urban Sociology) 

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） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部での社会学的思考力を前提にし、大学院レベルにおいて都市社会学に関する基本的な視座・理論・方法についての知識を

得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市社会学の基本的な視座・理論・方法について、講義および基礎的文献の講読を通して学ぶとともに、ディスカッションやプレ

ゼンなどを通して、現代都市の問題への理解を深めることを目指す。参加者の関心により、様々な現代都市の諸問題について取

り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義(1)  

3. 講義(2)  

4. 文献講読とディスカッション(1) 

5. 文献講読とディスカッション(2) 

6. 文献講読とディスカッション(3) 

7. 映像分析 

8. ゲストスピーカー 

9. 文献講読とディスカッション(4) 

10. 文献講読とディスカッション(5) 

11. 文献講読とディスカッション(6) 

12. 文献講読とディスカッション(7) 

13. 講義（３）  

14. まとめ 

 

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

指定された文献のほか、必要な都市社会学およびその周辺領域の文献を積極的に講読すること、また授業のディスカッションに

積極的参加して、発言することが求められる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況および中間レポートの総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業時に、受講生の状況および希望を勘案して決定する。基本的には日本語文献を選択する予定であるが、場合によっ

ては英語文献とすることもありうる。 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX113／環境社会学 

(Environmental Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境社会学の諸理論 

担当者名 

（Instructor） 
関 礼子(SEKI REIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

環境社会学を生み出していく時代を読む。 

前半は読書マラソン的に内容を確認しながら、そこに注釈を加えていく形式となる。 

受講生の課題としているテーマ報告をはさみつつ、環境関連課題に基づく文献検索を行い、環境を巡る議論を理論的におさえて

いく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読１ 

3. 文献講読２ 

4. 文献講読３ 

5. 文献講読４ 

6. テーマ報告１ 

7. テーマ報告２ 

8. テーマ報告３ 

9. 課題報告１ 

10. 課題報告２ 

11. 課題報告３ 

12. 課題報告４ 

13. 課題報告５ 

14. まとめ 

 

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

毎回の文献の講読とメモの作成、課題に基づくレジュメの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

いずれの項目についても博士前期課程よりも高い達成基準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

追って指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX114／メディア社会学 

(Sociology of Media) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア・オーディエンス論 

担当者名 

（Instructor） 
井川 充雄(IKAWA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

は，これから行う自分の研究の基礎を築いていってほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１） 

3. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（２） 

4. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（３） 

5. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（４） 

6. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（５） 

7. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（６） 

8. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（７） 

9. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（８） 

10. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（９） 

11. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１０） 

12. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１１） 

13. 『メディア・オーディエンスの社会心理学』（１２） 

14. 総括 

 

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

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

である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の発表(60%)/授業内の討論(40%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■SX115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX115／文化人類学 

(Cultural Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学的理論を詳しく理解し、人類学的視点の基礎を習得する。 

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） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人類学的に文化を理解するための基礎理論を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

分野における研究史の通時的理解を深めます。 

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

内容を議論し、文化人類学についての総合的な理解を深めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化人類学における基本的な諸概念の整理 

3. 文化の原初をめぐる議論―フレイザー 

4. 人類学の萌芽―マリノフスキー 

5. 人類による神話の創造①―レヴィ＝ストロース 

6. 人類による神話の創造②―レヴィ＝ストロース 

7. 家族の形、夫婦の形①―プリチャード 

8. 家族の形、夫婦の形②―プリチャード 

9. 「語り」に耳を傾ける①―クラパンザーノ 

10. 「語り」に耳を傾ける②―クラパンザーノ 

11. 外から見る日本①―ベネディクト 

12. 外から見る日本②―ベネディクト 

13. 国家の姿とは？①―アンダーソン 

14. 国家の姿とは？②―アンダーソン 

 

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

各回使用する課題は必ず熟読し授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の複数回による発表(100%) 

発表内容に関する議論にも積極的に参加しましょう。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

2. ルース・ベネディクト、2008、『菊と刀』、光文社 

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

授業で扱う箇所を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修人数などによって、発表スケジュールを変更することがあります。発表スケージュールは初回授業で決定します。 

・本授業はオンライン形式で行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■SX116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX116／カルチュラルスタディーズ 

(Cultural Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化に対する批判的研究と、実践のために 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 元宏(KOIZUMI MOTOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化研究（カルチュラルスタディーズ）に関する理論的研究・文化実践の基礎の確認を踏まえ、自身の研究課題への応用を図る

こと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究紹介、グループメンタリング 

3. 研究紹介、グループメンタリング 

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. プロジェクト／フィールドワーク 

8. 文献講読・ディスカッション 

9. 文献講読・ディスカッション 

10. 文献講読・ディスカッション 

11. プロジェクト／フィールドワーク 

12. 研究発表、グループメンタリング 

13. 研究発表、グループメンタリング 

14. 研究発表、グループメンタリング 

 

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加（文献講読・研究発表・ディスカッションへの参加と、授業を通じて得た視座の自身の研究への応用ほか）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者の関心に合わせ、指定する。なお英語文献が含まれることもある。 

 

参考文献（Readings） 

都度、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX117／科学技術社会論 

(Science and Technology Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
綾部 広則(AYABE HIRONORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自身の研究テーマと関連づけながら科学技術社会論の基本的な考え方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

科学技術と社会に関する講義と基本文献の講読を行う。受講者数にもよるが、最初の数回程度は、科学技術社会論の概略を講

義し、その上で、残りを基本文献の輪読にあてる予定（文献についてはオリエンテーションの折に相談して決める）。なお、科学技

術と銘打っているが、自然科学・工学に関する予備知識は必要としないので、安心して受講してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 科学技術社会論とは何か（１） 

3. 科学技術社会論とは何か（２） 

4. 科学技術社会論とは何か（３） 

5. 科学技術社会論とは何か（４） 

6. 科学技術社会論とは何か（５） 

7. 文献講読（１） 

8. 文献講読（２） 

9. 文献講読（３） 

10. 文献講読（４） 

11. 文献講読（５） 

12. 文献講読（６） 

13. 文献講読（７） 

14. まとめ 

 

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

その回で扱う文献について事前に熟読し、論点をまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討議への貢献度(50%)/割り当てられた文献に関する報告(50%) 

いずれの項目についても博士前期課程よりも高い達成基準を要求する。                      2021 年 4 月 17 日付

変更 【変更前の記載内容】平常点 100％（平常点(50%) 、割り当てられた文献に関する報告(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） 
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■SX118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX118／調査計画法 

(Research Design) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会調査入門 

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） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査を実施する際の基本的な事項を理解し、実査に活用できるようにする。専門社会調査士科目（H）に該当する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

理，集計・分析、調査結果のまとめに至る方法を取得する。あわせて調査倫理についても学ぶ。先行研究や学説を考慮した上で

高度な調査を企画・実施できるようになることを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 社会調査とは(1) 

3. 社会調査とは(2) 

4. 調査企画 

5. 仮説構築 

6. 調査票調査の実際(1)：調査票の設計とワーディング 

7. 調査票調査の実際（2)：サンプリング 

8. 調査票調査の実際(3)：データの整理・入力・データクリーニング 

9. 調査票調査の実際(4)：データ集計・整理 

10. ヒアリング調査の実際(1)：調査項目の整理、対象者の選定と関係形成 

11. ヒアリング調査の実際(2)：データの整理 

12. 調査データから論文へ 

13. 調査倫理について 

14. まとめ 

 

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

質的・量的調査を問わず、社会調査データを用いた優れた先行研究を多数読んでおくこと。文献は授業内でも適宜紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内提出物(30%)/講義への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森岡清志編、2007、『ガイドブック社会調査第２版』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業時に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX119／量的分析法 

(Statistical Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
二階堂 晃祐(NIKAIDO KOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

／執筆出来るレベルに相当する統計分析技能を身に付ける事を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

における応用である。つまり、数値データをもとにして「社会学的な想像力」を働かせる能力を向上させられるよう、意識してもらい

たい。授業の具体的な内容としては、社会学的な観点からのデータの扱い方や解釈、実際にソフトウェア「SPSS」を使用した実習

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

主要要素となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の概要と考え方 

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

習 

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

データに持たせるために必要な事項の考察、また SPSS操作法の復習継続 

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

5. 重回帰分析（２）：交互作用効果の様々な使用法 

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

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

意味合い 

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

方法 

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

切な使用法 

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

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

12. 更なる質的変数の分析について：ロジスティック回帰分析、クロス集計表の分析、ログリニア分析の使い分けと役割分担、

ログリニア分析における変数の相関の強さの探索 

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

の考え方と使用法について 

14. 因子分析とクラスター分析：多くの変数の情報をまとめ簡素化を目指す考え方、社会学における応用の可能性 

 

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

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■SX120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

SX120／質的分析法 

(Qualitative Research) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 多寿子(KOBAYASHI TAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOC7010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方 

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

3. 質的調査の系譜：社会学における質的調査への道 

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

5. 質的調査の技法：フィールドワークの方法 

6. 質的調査の技法：多様なインタビュー法―相互行為としてのインタビュー 

7. 質的調査の技法：「人生」へのアプローチ―ライフヒストリー/ライフストーリーの考え方 

8. 質的調査の技法：アーカイヴ調査とアーカイヴ資料の可能性 

9. 質的データの分析・解釈：フィールドノートとトランスクリプト 

10. 質的データの分析・解釈：語りの社会的・文化的文脈 

11. 質的データの分析・解釈：「分厚い記述」と生活世界へのまなざし 

12. 調査実践と調査倫理の諸問題 

13. 受講生による調査計画と調査方法：リサーチデザインと成果の呈示 

14. 全体のふりかえりと質的調査の課題 

 

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

基礎的な関連文献を読むこと、各自の研究テーマを深めること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林多寿子編、2010、『ライフストーリー・ガイドブック』、嵯峨野書院 (ISBN:978-4-7823-0509-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


