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授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化の社会学的象徴が国境を超える人のダイナミックな移動である。このような国際移動は、出身国と同時に目的地の

政治、経済、文化に大きな影響を与える要因となっている。本クラスは、特に学位授与の方針における「発見」を学ぶための科目

であり、人の移動に関する国際的なものの見方と政策的対応について理解し、考え方の基本を身につけることを目的としている。 

 

Sociology in a globalizing world is symbolized by dynamic population flow across borders. Such international flows of people 

have great impacts on both sending and receiving countries in terms of politics, economy, and culture. The purpose of this class 

is to acquire exploring skills as defined in the laureation guidelines. Students will learn basic theories and acquire analytical 

perspectives to study international migration and policy options. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず人の移動の歴史と人の移動を分析する理論的枠組みについて学ぶ。次に各国の移民政策について学ぶ。最

後に、グローバル化する日本社会における移民問題について具体的に学ぶとともに、今後の日本の「多文化共生政策」と「移民

政策」について考察する。 

 

In this lecture, students will first learn history of international migration and theoretical frameworks by which to analyze 

international migration. Next, students will learn about immigration policies in various countries. Finally, students will learn 

specific immigration issues in Japan and analyze what policy to adopt in the face of increasing multicultural diversity in Japan at 

present and in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―なぜ人の移動が重要か。 

Why is migration important? 

2. 移動理論入門 

Introduction to the theory of migration 

3. 国際人口移動の加速化と多様化 1 

Acceleration and diversification of international migration 1 

4. 国際人口移動の加速化と多様化 2 

Acceleration and diversification of international migration 2 

5. 移民政策―アメリカ 

Migration policy:  US 

6. 移民政策―ヨーロッパ 

Migration policy:  Europe 

7. 同化理論と多文化社会 

Concept of assimilation and multicultural society 

8. 多文化社会の問題点―移民と政治 

Migration politics 

9. 多文化社会の問題点―移民の子どもたち 

Children of immigrants 

10. 日本社会と移民―統計的現状 

Migration in Japan: Statistical overview 

11. 日本社会と移民―戦前～1980末 

Migration in Japan: from prewar period to the 1980s 

12. 日本社会と移民―1990～2010 

Migration in Japan: 1990～2010 

13. 日本社会と移民―現状と将来への課題 

Migration in Japan:  current status and future prospect 

14. 残された課題 



Remaining issues 

 

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

テキスト等の指定された箇所について、あらかじめ予習してきてください。授業内容・配付資料を基に要点を整理し「立教時間」に

コメントを書くことで、毎回の授業内容の復習をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(20%)/小テスト・課題(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 樽本英樹、2016、『よくわかる国際社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623075911) 

 

参考文献（Readings） 

1. 移民政策学会、2018、『移民政策のフロンティア』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4652-6) 

2. 水上徹男、野呂芳明、吉成勝男編著、2015、『市民が提案するこれからの移民政策』、現代人文社 (ISBN:978-4877986087) 

3. バート・バートベック、2014、『トランスナショナリズム』、日本評論社 (ISBN:978-4535586574) 

以上に加え、授業の中で関連する文献、HP、データなどを適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教時間上に毎回レジュメおよび関連資料をアップロードします。授業の進行に合わせて小テストもしくはレポート課題を課しま

す。受講者人数によっては，グループに分け，ディスカッションと発表を行います。授業中にできなかった質問は「立教時間」に投

稿してください。「立教時間」を通じて、また授業の中でフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 

 


