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授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、 

 

①社会学および宗教社会学がどのような背景をもって誕生したのかを学ぶ。 

②社会学的かつ宗教社会学的な「見方」（＝発想）を身につける。 

③宗教社会学的の立場から、現代社会を理解する。 

 

の３つ。 

これらを通して、社会学の基礎をトレーニングしていきます。 

 

Class Objectives 

 

(1) Students will learn contexts in which classical sociology and sociology of religion were born. 

(2) Students will acquire sociological perspectives (of religion). 

(3) Students will understand modern society through a sociological viewpoint of religion. 

 

Through these, students will practice basics of sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私は、専門演習１の初回授業に「社会学って、どんな学問？」と質問させてもらっています。 

 

社会学部生にとって、当たり前な「社会学」という学問。それをゼミ形式で、しっかりと改めて学んでいくのがこの授業の内容となり

ますが、その際、教員の専門でもある「宗教社会学」も一緒に学んでもらうことを計画しています。 

 

本授業は、４つのパートで構成されています。 

 

１）社会学の特徴（何を、どのように研究する学問なのか）を、他の学問の特徴と比較しながら学ぶ。 

２）社会学および宗教社会学がもつ独自の「見方」（＝何を見て、何を見ないのか）を理解する。 

３）要約文の書き方、レジュメ作成および発表の手順・方法を身につける。 

４）自身が関心を抱くテーマについて発表する。 

 

特に、３）については大学卒業後にも役に立つスキルですので、しっかりとトレーニングしてもらう予定です。 

 

I will ask students “What is sociology?” in the first class. 

 

Sociology seems obvious for College of Sociology students. In this seminar, students will relearn thoroughly it and sociology of 

religion, which is the professor’s specialization. 

 

This class is divided into 4 parts. 

 

1) Students will learn and compare characteristics of sociology with other studies. (What does sociology research and how?) 

2) Students will understand sociology and sociology-of-religion’s unique perspectives (=What are and are not observed?) 

3) Students will learn to write a summary, as well as process and method to create presentation. 

4) Students will make presentations on subjects they are interested in. 

 

In particular, students will use skill 3) even after university graduation, so they should practice it thoroughly. 

 



授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「見方」を身につける意義とは？ 

2. 教員による講義①―社会学は何を見て、何を見ないのか。 

3. 教員による講義②―要約文の書き方、レジュメ作成および発表の手順・方法 

4. テキスト輪読①―近代化と宗教 

テーマ：「ウェーバーやデュルケームの近代化理論」 

5. テキスト輪読②―観光と宗教 

テーマ：「伝統的な聖地、現代的な聖地、そして世界遺産としての聖地」 

6. テキスト輪読③―医療と宗教 

テーマ：「いのちは誰のものか―出生前診断と延命治療」 

7. テキスト輪読④―テロと宗教 

テーマ：「テロ、暴力、戦争の背景に宗教は存在するのか」 

8. テキスト輪読⑤―AI と宗教 

テーマ：「超スマート社会は宗教に変容をもたらすか」 

9. 学生による発表（１）－発表テーマは学生自身が設定 

10. 学生による発表（２）－発表テーマは学生自身が設定 

11. 学生による発表（３）－発表テーマは学生自身が設定 

12. 学生による発表（４）－発表テーマは学生自身が設定 

13. 学生による発表（５）－発表テーマは学生自身が設定 

14. 総括－現代社会を宗教から再考する 

 

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

自分が関心をもつ対象や出来事について事前に考えておいてください（漠然としていてもＯＫ）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/学生による発表(30%)/出席点・参加姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし、授業中にすべてプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 櫻井義秀・三木英編、2007、『よくわかる宗教社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623049965) 

2. 井上順孝編、1994、『現代日本の宗教社会学』、世界思想社 (ISBN:4790705145) 

3. 堀江宗正編、2018、『現代日本の宗教事情〈国内編Ｉ〉 (いま宗教に向きあう 第 1 巻)』、岩波書店 (ISBN:4000265075) 

4. 西村明編、2018、『隠される宗教，顕れる宗教 〈国内編 II〉 (いま宗教に向きあう 第 2 巻)』、岩波書店 (ISBN:4000265083) 

5. 藤原聖子編、2018、『世俗化後のグローバル宗教事情 〈世界編 I〉 (いま宗教に向きあう 第 3 巻) 』、岩波書店 

(ISBN:4000265091) 

6. 池澤優編、2018、『政治化する宗教,宗教化する政治 〈世界編 II〉 (いま宗教に向きあう 第 4 巻) 』、岩波書店 

(ISBN:4000265105) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


