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授業の目標（Course Objectives） 

 教育格差に関する文献を講読・報告・議論することを通じて教育を社会学的に考察する見方を獲得し、教育（特に、学校教育）

が社会で果たす役割や意義について理解する。 

 

   Students will acquire sociological perspectives on education by reading, reporting, and discussing pieces of literature on 

educational disparities, then understanding the roles of education, especially schooling in our society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教育は人びとの社会経済的地位（職業・所得など）を左右する重要な要因です。学校教育は「優秀な人」を社会の中から選抜

し、そうした人材を社会経済的地位に配分します。しかし、実際にはそうした教育の機会は決して平等ではありません。見える形

であれ、見えない形であれ教育格差が存在するのに、教育というフィルターを通すと社会における格差・不平等は正当化されてし

まいます。たとえば高学歴な家庭の子どもほど学業成績や高校ランクは高い傾向にあるし、そもそも家庭の経済的資源が豊かで

なければ大学に進学することも難しいのに、そうした「生まれ」による格差・不平等は子どもの高い学歴に変換されることで正当

化・隠蔽されてしまいます。 

 この授業では、社会階層論に基づく教育社会学について理解を深めます。具体的には、新書レベルの 4 つの文献を購読し、

「誰もが努力すればイイ高校・イイ大学に入学できるし、公平な競争が行われているはずだ！」と人びとが信じている学校教育に

はどのような格差・不平等が伴っているのかを客観的に考察し、教育（特に、学校教育）が社会で果たしている役割や意義につい

てディスカッションします。 

 履修者全員が Blackboard の掲示板にコメント（疑問点・批判・感想など）を簡単にまとめて毎週投稿することが求められます。

初回には文献の報告担当者を決めます。報告担当者は、担当回にはブラックボードに書き込む代わりに担当箇所を要約した報

告レジュメを作成し、報告することが期待されます。 

 

   Education is an important factor in determining people's socioeconomic status (occupations, income, etc.). In the 

educational system, talented people are selected from society and then allocated to socioeconomic status. In reality, however, 

such educational opportunities are by no means equal. In spite of the existence of educational disparities in both visible and 

invisible forms, social disparities and inequalities are justified through the filter of education. For example, children's academic 

achievement scores and the ranking of high school tend to be higher when their parents have graduated from university, and to 

begin with, it is difficult for children to go on to university unless their families have sufficient financial resources. Inequalities 

resulting from "birth" can be justified and concealed by being converted into children's education. 

   In this seminar, students deepen their understanding of the sociology of education based on social stratification research. 

Specifically, students will read four pieces of literature, examining what disparities and inequalities exist in schooling, which is 

believed to be a place where everyone can enter famous high school and prestigious university if they make efforts, and where 

there is fair competition. Then, students will discuss the role and significance of education in society. 

   All students are required to post a brief summary of comments (questions, criticism, comments, etc.) on the Blackboard 

each week. In the first class, students are assigned to which parts of the literature they have to report. Students in charge of 

reporting are expected to prepare and report a brief summary report.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自己紹介とレジュメ担当者決め 

2. 『学校の役割ってなんだろう』（１）：１章・２章 

3. 『学校の役割ってなんだろう』（２）：３章・４章 

4. 『学校の役割ってなんだろう』（３）：５章・６章・終章 

5. 『教育格差―階層・地域・学歴』（１）：１章・２章・３章 

6. 『教育格差―階層・地域・学歴』（２）：４章・５章 

7. 『教育格差―階層・地域・学歴』（３）：６章・７章 

8. 『子どもの貧困―日本の不公平を考える』（１）：１章・２章 

9. 『子どもの貧困―日本の不公平を考える』（２）：３章・４章 

10. 『子どもの貧困―日本の不公平を考える』（３）：５章・６章・７章 



11. 『教育論の新常識―格差・学力・政策・未来』（１）：第１部〈格差〉 

12. 『教育論の新常識―格差・学力・政策・未来』（２）：第２部〈学力〉 

13. 『教育論の新常識―格差・学力・政策・未来』（３）：第３部〈政策〉 

14. 『教育論の新常識―格差・学力・政策・未来』（４）：第４部〈未来〉 

 

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

 毎授業前に指定された文献を読み、ブラックボードの掲示板にコメント（疑問点・批判・感想など）を簡単にまとめて投稿して下さ

い。また報告担当者は、担当回には講読文献を要約した報告レジュメを作成・持参して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の講読コメント(50%)/議論の積極性と報告内容(50%) 

４分の３以上の出席を必須とします。そのかわりに最終レポートなどはありません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中澤渉、2021、『学校の役割ってなんだろう』、筑摩書房 (ISBN:978-4480684080) 

2. 松岡亮二、2019、『教育格差：階層・地域・学歴』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-07237-5) 

3. 阿部彩、2008、『子どもの貧困：日本の不公平を考える』、岩波書店 (ISBN:978-4004311577) 

4. 松岡亮二、2021、『教育論の新常識：格差・学力・政策・未来』、中央公論新社 (ISBN:978-4121507402) 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


