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授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の理論を概観するとともに、仮説の構築や質問紙の設計など、社会調査の技法を理解する。調査の企画・設計からデ

ータの収集・分析に関する具体的な方法などを身につけ、量的調査をはじめとした科学的な社会調査の理論と方法について理解

することで、独力で適切な調査のデザインができるようになることを目標とする。各自の研究活動の基礎となる事実認識のための

データ収集の技術を身につけ、調査リテラシーを身につけることをねらいとする。 

 

To give an outline of the theory of social research and for students to understand the social research techniques such as the 

construction of hypotheses and design of questionnaires. The objective of this course is for students to acquire practical 

methods of data collection and analysis from the planning and design of the survey, and to understand the theory and methods 

of the scientific social research, including of quantitative surveys, so that students can independently design surveys. The goal 

is to acquire investigation literacy by acquiring the technique of data collection for fact recognition which is the basis of each 

research activity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生が授業を通じて得た知識をもとに社会調査の一連の流れを経験する。各自の研究テーマについて、実際に調査の企画・

実施をし、集めたデータを元に簡単な分析を行う。基本的には技法に関する解説が中心となるものの，受講人数の多寡に応じて

適宜質疑応答やディスカッションなども交える。 

 

In this class students will experience the flow of social research based on the knowledge they have acquired. Each student will 

actually plan and implement their research theme and conduct a simple analysis based on the collected data. Explanation of the 

technique is the main part, questions and answers and discussions, etc. are also included depending on the size of the number 

of participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か：概説，目的，歴史 

2. 社会調査の類型と一般的手順 

3. 研究と調査課題：仮説の作り方 

4. 受講生による調査プラン発表（中間報告） 

5. 標本調査の理論と実際：設計と抽出方法 

6. 質問紙調査の方法：質問紙の構成とフロー 

7. 質問紙調査の方法：質問のワーディング 

8. 質問紙調査の方法：選択肢の設け方 

9. 調査の実施方法 

10. データの作成・集計・分析：基礎的集計，統計的な分析の基礎，結果のまとめ方 

11. 質的な調査：意義と方法，種類と事例，記述と説明 

12. インタビュー法：類型，実施方法，結果の整理 

13. さまざまなフィールドワーク：類型と事例，記述・説明・解釈 

14. 受講生による調査プラン発表 

15. コーディングガイドの作成     

16. エディティング     

17. データ入力     

18. 統計ソフトの利用／データハンドリング     

19. 統計分析の確認と実践（１） 記述統計     

20. 統計分析の確認と実践（２） クロス集計表とカイ二乗分析     

21. 統計分析の確認と実践（３） 平均値の差の検定     

22. 統計分析の確認と実践（４） 相関分析と多変量解析     

23. 統計分析の確認と実践（５） 重回帰分析     

24. 報告書の作成（１） 統計データのまとめ方        

25. 報告書の作成（２） プレゼン資料の作成     

26. 報告書の作成（３） プレゼンテーションの実施１     



27. 報告書の作成（４） プレゼンテーションの実施２     

28. 報告書の作成（５） 調査報告書の作成     

 

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

調査や統計についてのニュースや記事に日常的に触れることが望ましい。その際には、用語の定義、調査対象、収集方法、デー

タの提示方法に特に注意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小提出課題(30%)/プレゼンテーション／ディスカッション(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2021、『入門・社会調査法〔第 4 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-4-

589-04141-8) 

2. 松本渉、2021、『社会調査の方法論』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-30631-4) 

3. 鈴木淳子、2016、『質問紙デザインの技法[第 2 版]』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510755) 

4. 林雄亮・石田賢示、2017、『基礎から学ぶ社会調査と計量分析』、北樹出版 (ISBN:978-4779305351) 

5. 安藤明之、2021、『初めてでもできる社会調査・アンケート調査とデータ解析〔第 3 版〕』、日本評論社 (ISBN:978-4535587601) 

社会調査全体の設計とその過程で生じる問題点に関心がある学生は『社会調査における非標本誤差』を参考にすること。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は社会調査士科目 Gに対応している。詳しくは立教大学社会情報教育研究センターのホームページ

（https://spirit.rikkyo.ac.jp/csi/shakai/SitePages/about.aspx）を参照すること。 

 

注意事項（Notice） 

 


