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授業の目標（Course Objectives） 

個人に対して高い「コミュニケーション能力」を求めるような社会に生きる私たちにとってコミュニケーションは、個人的な問題であ

るようにも、また、社会的な問題であるようにも感じられます。そこで本授業ではまず、そうしたコミュニケーションをめぐる現代の

日本社会の状況を社会学の観点から捉え直すことを目指します。それから、これまで社会学がコミュニケーションをどのように論

じてきたのかについて読み解くとともに、そうした社会学の枠組みを用いることによって現代の日本社会においてコミュニケーショ

ンがどのように行われているのかについて解き明かすことを目指します。そして、それらを通して本授業では、私たちが生きる現

代の日本社会についてコミュニケーションという側面から考えるための力を身につけることを目標とします。 

 

We live in a modern society that demands that individuals have “communication skills.” Communication issues seem to be both 

personal and social in our society. Thus, in this class, we will first aim to understand modern Japanese society that emphasizes 

"communication skills" from the viewpoint of sociology. After that, we will aim to understand how sociology has historically dealt 

with communication issues and how people practice communication in modern Japanese society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちは、毎日の生活の中で、他者に対して何かを語ること、そして、他者によって語られた何かを聞くことを実践しながら生きて

います。そのため、そうしたコミュニケーションという行為は私たちの生活の中で日常的なものとなっていますが、その一方で、コミ

ュニケーションを苦手と感じている人も少なくありません。それでは、コミュニケーションはどのように成立しているのでしょうか？そ

もそも、他者によって語られたことを聞いてその内容を正確に理解するなどということは本当に可能なのでしょうか？本授業では、

そのような根本的な問いをもとに、コミュニケーションについて社会学的に考えてみたいと思います。特に、前半では、現代のコミ

ュニケーションについて考えるための理論的な枠組みを取り上げ、後半では、現代の日本社会におけるコミュニケーションの具体

的な事例を取り上げます。 

 

We live our daily lives practicing how to tell others something and listen to others tell us something. Therefore, communication 

is a daily occurrence in our lives. However, many people feel that they are not good at communication. Then, how is 

communication possible? Is it really possible to hear what others say and understand it in the first place? In this class, we will 

think about communication sociologically based on such fundamental questions. In particular, in the first half, we will adopt a 

theoretical framework for thinking about modern communication. In the latter half, we will study concrete examples of 

communication from modern Japanese society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・イントロダクション：「コミュニケーション能力」が求められる時代 

2. コミュニケーションという相互行為：いかにしてコミュニケーションは可能なのか？ 

3. コミュニケーションの社会的な枠組み：人びとは誰に対して何をどのように語るのか？ 

4. コミュニケーション能力・再考：人びとはどのようにして何かを語れるようになるのか？ 

5. コミュニケーションとしてのインタビュー調査：人びとのあいだの対話を社会学する手法 

6. 日常の中の語り（１）：日常の会話を成り立たせている社会―他者との関係性と語りの形式 

7. 日常の中の語り（２）：既知と秘密―他者との対話の中で語られること／語られないこと 

8. 個人の人生の語り（１）：個人の人生が語られる社会―世代の中で生きることと人生の語り 

9. 個人の人生の語り（２）：ライフヒストリー―人生を語ることと他者の人生を理解すること 

10. 過去の経験の語り（１）：過去の記憶が語られる社会―世代間コミュニケーションの可能性 

11. 過去の経験の語り（２）：ライフストーリー―経験をめぐる対話と経験を分かち合うこと 

12. 〈いま〉の語り（１）：デジタルで語られる社会―いまここにはいない誰かと共に語り合う 

13. 〈いま〉の語り（２）：スマホを手放せない社会？―他者とコミュニケーションし続ける 

14. 全体のふりかえり 

 

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

・授業前には、事前に配布する資料を通読するとともに、必要に応じて資料内で提示されている課題を行なっておいてください。 

・授業後には、授業の内容を整理するとともに、リアクションシートの課題として授業中に提示される「今日の問い」に対する回答



を期日までに「立教時間」から提出してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題・リアクションシート(45%)/小課題レポート(20%)/学期末課題レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。毎回、授業で使用する資料を事前に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥村隆、2013、『反コミュニケーション（現代社会学ライブラリー 11）』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-50135-7) 

2. 長谷正人・奥村隆編、2009、『コミュニケーションの社会学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12392-2) 

3. サーサス, G.・サックス, H.・ガーフィンケル, H.・シェグロフ, E.、1997、『日常性の解剖学―知と会話』、マルジュ社 (ISBN:978-

4896160987) 

4. Goffman, E.. 1981. Forms of Talk (Conduct and Communication). University of Pennsylvania Press (ISBN:978-0812211122) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

・本授業では、講義を基本としつつも、可能な範囲でディスカッションやワークショップなどを取り入れた双方向型の授業を行いま

す。そのため、受講者には授業への積極的な参加が求められます。 

・受講者には、授業時間外学習（復習）として、毎回リアクションシートを記入して提出することが求められますが、その中で記載し

た内容が次回以降の授業の中で取り上げられることがあります。 

・リアクションシートは必ず授業に出席した上で提出するようにしてください（授業を欠席した場合、リアクションシートを提出して

も、成績には反映されません）。また、リアクションシートは必ず期日までに提出するようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 

 


