
■DK187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DK187／現代社会研究Ｅ 

(Studies of Contemporary Society E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「親ガチャ」の教育社会学：教育格差について考える 

担当者名 

（Instructor） 
豊永 耕平(TOYONAGA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SOX3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会階層論に基づいた教育社会学が議論してきた教育格差に関する知見を学修することを通じ、教育を社会学的に考察する

見方を身につけ、学校教育が社会で果たす役割や意義について説明できるようになることを目指します。 

 

   Students will acquire sociological perspectives on education by learning the knowledge of educational disparities that have 

been discussed in the sociology of education based on social stratification and mobility research, then be able to explain the 

role and significance of 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。そして人びとは「誰もが努力すればイイ高校や

イイ大学に入学でき、公平な競争が行われているはずだ！」と学校教育の公平性を信じています。しかし、そうした前提は本当な

のでしょうか。実際には、子ども本人には変えることができない家庭環境の違いという「生まれ」によって子どもの学力・高校偏差

値や最終学歴などには格差が生じているという現実があります。たとえば高学歴な家庭の子どもほど恵まれた学習環境にあり、

学力や高校偏差値も高い傾向にあります。さらに高卒や中卒の人の中には家庭の経済状況から進学を断念した人もいるのに、

大学に進学しなかった人に対する世間の眼差しは「どうして努力しなかったの？」と厳しいでしょう。近年では「親ガチャ」という言

葉が注目されていますが、どのような親のもとに生まれ育ったかという出自による格差・不平等は教育というフィルターを通すこと

で隠蔽・正当化されています。 

 この授業では、教育格差と不平等について議論してきた社会階層論に基づく教育社会学の知見を紹介します。そのことを通じ

て学校教育には何ができて何ができないのか、学校教育が社会で果たす役割や意義は何なのかを客観的に考察します。履修者

は当該週の講義を受講した後に、グーグルフォームを用いた確認問題に取り組み、授業コメントを記入することが求められます。

みんなで教育格差について考えることを重視しているため、翌週の講義ではいくつかの授業コメントを匿名で紹介し、教員からフ

ィードバックを行います。さらに教員が提示する教育格差についてのトピックを履修者間でディスカッションする機会を設けることも

予定しています。 

 

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

in "Everyone can get into famous high schools and prestigious universities if they make an effort, and we have a fair educational 

system! ". But is this belief true? In fact, there is a reality that there is a gap in children's academic ability, high school ranking, 

and educational attainment due to "social origin," which is a difference in the family environment that cannot be changed by the 

child. For example, children from well-educated families tend to have more favorable learning environments and higher academic 

ability and are likely to enroll in famous high schools. On the other hand, there are high school graduates and junior high 

graduates who have given up going on to higher education because of their family's financial situation, but the public view that 

"Why didn't you make an effort?" is harsh for them. In recent years, the term "Oya-gacha" has attracted attention, but 

disparities and inequalities based on the type of parents who were born and raised can be concealed and justified through the 

filter of education. 

   In this lecture, I will introduce the findings of educational sociology based on social stratification and mobility research, 

which has discussed educational disparities and inequalities. Through this process, we consider objectively what school 

education can and cannot do when it comes to educational disparities, and what role and significance it plays in our society. 

After attending each class, students are required to address the simple questions using Google Forms and to complete lecture 

comments. Because of the emphasis on thinking about educational disparities, every lecture will feature several anonymous 

lecture comments and give students feedback from the teacher. I also plan to provide opportunities for students to discuss 

topics related to educational disparities presented by the teacher. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：学校は何のためにある？ 

2. 格差社会の中の学校教育：学校教育が格差・不平等を隠蔽する？ 

3. 社会階層と教育（１）：学歴階層の再生産 

4. 社会階層と教育（２）：学力と学習意欲の階層差 

5. 社会階層と教育（３）：制度が隔離する高校生活 



6. 社会階層と教育（４）：教育格差は遺伝子のせい？ 

7. 教育と労働市場（１）：学歴分断社会 

8. 教育と労働市場（２）：教育と職業のリンケージ 

9. 教育と労働市場（３）：日本的雇用慣行とキャリア 

10. 学校教育と不平等（１）：ジェンダーによる不平等 

11. 学校教育と不平等（２）：エスニシティによる不平等 

12. 学校教育と不平等（３）：学校教育の諸問題 

13. 教育社会学の課題（１）：みんなで教育格差について考える Part 1 

14. 教育社会学の課題（２）：みんなで教育格差について考える Part 2 

 

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

 授業終了後に BlackBoard にアップロードされるグーグルフォームにアクセスし、確認問題および授業コメント記入に取り組む必

要があります。毎週の確認問題は 5 問程度の 5 点満点で、正誤問題や四択問題から構成されています。毎週日曜日 23:59 を提

出〆切とするので、当該週の授業資料をよく復習しながらじっくり取り組んで下さい。なお、第 13・14 回目は提示される教育格差

に関連したトピックについて自分の意見を書いてきてもらい、全体で共有しながらディスカッションを行うことを予定しています。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

確認問題(30%)/リアクションペーパー(30%)/議論の積極性(10%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用せず、講義資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村高康・松岡亮二、2021、『現場で使える教育社会学：教職のための「教育格差」入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-

4623092604) 

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. 耳塚寛明・中西裕子・上田智子、2019、『平等の教育社会学：現代教育の診断と処方箋』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-

25133-9) 

4. 平沢和司、2014、『格差の社会学入門：学歴と階層から考える』、北海道大学出版会 (ISBN:978-4832967960) 

上記以外にも、必要に応じて書籍や論文を授業内で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

注）履修人数によっては、上述の授業形式を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 

 


