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社会学研究科へようこそ
社会学研究科長

貴堂 嘉之

一橋大学大学院社会学研究科へのご入学、おめでとうございます。
この小冊子は社会学研究科に所属する大学院学生が、何をどのように学び、研究していったらよいか、
学修の案内をするために作られています。よく読み、併せてガイダンスや先輩たちの話しも聞き、大学
院生活に役立てていただきたいと思います。
この導入の文章では、私の視点から、社会学研究科での学修について皆さんに理解してほしいことを
お伝えしたいと思います。

●社会学研究科という場について
一橋大学の大学院社会学研究科（1953年設置）は、すでに半世紀以上にわたり、社会科学・人文科学の
幅広い諸分野を横断する教育と研究の拠点として、その歴史を紡いできています。社会学、哲学・思想、
歴史学、教育学、政治学、人類学、社会心理学など多様な学問分野のほか、社会政策、グローバリゼー
ション、ジェンダー、スポーツなど、領域横断的アプローチによる研究にもいち早く取り組んできまし
た。社会学研究科のユニークな特徴、それは、個別の学問分野を大切にしながら、同時に多領域にわた
る教育・研究活動が有機的に関連し合うようにこころがけ、これが成果を重ねてきたことにあります。
社会学研究科は毎年、修士課程に90名（総合社会科学専攻70名、地球社会研究専攻20名）、博士後期課
程に41名（総合35名、地球６名）の新入生をお迎えします。迎える方の教職員は専任教員50名程度のほか、
助手、職員が各々10名程度です。そこで新しい出会いがあり、新しい活動が始まります。皆さんと教職
員とで協力して、社会学研究科を益々発展させていきたいと考えています。

●修士課程で学ぶこと
大学院の修士課程で必要な単位数は２年間で30単位です。ゼミ（第一演習）を除けば22単位（科目数で
いえば11）だけです。学部と比べて取る単位数は少ないのですが、大学院生は教室以外でも自主的・自
律的に学ぶことが必要です。例えば、学外でのフィールドワークや史資料の調査、図書館などでの情報
収集、学会大会や研究会への参加などです。日頃から本や論文を読むことは当然ですし、レポートや論
文を書いては推敲する作業も大切です。こういった学修・研究活動をしながら、学部の時よりも長時間
の予習・復習が必要な授業科目の履修をすることになります。
総合社会科学専攻では、特定の研究分野、特定の教員の下で、関連の学問分野を学んでいくことが学
修の基盤になります。修士課程では「社会科学研究の基礎」が選択必修です。修士課程入学者の学部時代
の専門はきわめて多様ですので、この科目などにより、それぞれ社会科学的研究の基礎力を身につけて
いただきたいと思います。これを１年次に履修し、２年次にはリサーチワークショップ（RW）を履修す
ることが必須です。RWでは、修士論文の研究発表会が年に３回（構想発表会、中間発表会、最終試験）
実施されます。これらの発表会は同じ研究分野の修士２年生と教員が一堂に会して実施されますので、
指導教員以外の多様な視点からも自分の研究を批判的に捉え直す機会になります。
地球社会研究専攻では、現実のグローバル課題に焦点をあて、その解決を志向する学びを進めます。
１つの学問分野や１つのゼミに必ずしもとらわれない新しいタイプの大学院です。基幹講義群には、グ
ローバルな課題に関わる多彩な内容の科目が用意されています。実践科目群には、現実的・実践的なア
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プローチと技法を学ぶ科目が用意されています。その中には、連携機関や外国からの客員教授が担当す
る科目や、インターンシップの科目もあります。また、院生それぞれの独立した研究を単位化すること
ができるリサーチ演習や、ワークショップなどでの成果公開を支援するプロジェクト演習もあります。
専攻全体が一堂に会する中間発表会と最終試験での発表を経て修士論文研究を完成させる点は、総合社
会科学と同様です。

●ゼミで学ぶ
一橋大学の教育研究においては、伝統的に「ゼミ」が重要な役割を果たしています。日頃のゼミ（第一
演習）のクラスは、多くの場合英語で言うセミナー（研究集会）として開かれます。しかし、ゼミは教員
を中心とした教育研究の共同体としても機能することが多く、相互に啓発しあいながら切磋琢磨する集
団となります。後者では、学部生を含む共同体である場合もあります。新入学の院生は、入試時に申請
した研究分野から、もっとも自分の研究内容に近い教員に指導を求め、受け入れられればそのゼミに所
属することになります。
ゼミの活動は、指導教員の学問分野や個性によって、また構成メンバーによって多様です。多くのゼ
ミは、最先端の研究に従事して、その成果によって学問世界に貢献しようとします。と同時に、近年で
は、着実な方法論のもとで研究に従事する経験を通じて、専門的な職業人として社会に貢献できる人材
を育成することにも力を入れています。実際、研究者を志望する者は修士課程の院生の半数であり、他
の半数は職業人を志望しています。社会学研究科ではこれらの院生を専攻等で区分せずに、共通のゼミ
で一緒に学ぶことによって、どちらの志望者にも望ましい効果が生まれるように考えています。

●高度職業人養成科目を学ぶ
社会学研究科は、大学院修了者が高度の専門性をもった職業人として多方面で活躍していけるよう、
さまざまな専門的キャリア支援につながる科目の充実にもいち早く取り組んできています。
社会学研究科のカリキュラムには「研究科共通科目」が設定されており、「研究基礎科目」のほか、「高
度職業人養成科目」と「先端社会科学」の科目が設置されています。これらには、例えば「発信英語力」、
「教
育技法の実践」
、
「アーカイブズ資源研究」といった、職業人としての技術や技能を学ぶ科目が置かれて
います。皆さんは、自分の現状と将来の希望に基づいて、これらスキル系の授業で専門的な能力を身に
つけることができます。

●博士後期課程の学修と博士論文
博士後期課程に進学すると、大学院ですべきことはゼミへの参加と、博士論文作成のための作業とに
なります。必要な単位数は14単位で、ゼミ（３年で12単位）以外には２単位の科目を履修すればよいだけ
です。だからといって、博士後期課程の勉学生活が楽なわけではありません。専門的な研究内容はどん
どん高度になりますし、学会などで他の研究者と渡り合いながら国内外の学界に貢献していく力が求め
られるようになります。他人から教えてもらうのではなく、進んで研究の世界を切り拓いていく意欲と
覚悟が必要です。もちろん、ゼミの仲間や指導教員からの示唆や議論は、大いに役立つでしょう。社会
学研究科では、博士後期課程の院生の皆さんが、できるだけ正規の３年間（と少しのプラスアルファ）で
博士号を取得して修了できるよう、教育環境を整備し、指導を綿密にするよう努めています。
以上、研究科長としてのメッセージを述べました。皆さんが社会学研究科で学び、修士号、博士号を
得て実社会に出て、広く世の中のため人々のために貢献できる人材となることを期待しています。
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社会学研究科とは

どういう研究科か？

社会学研究科のめざすところ
21世紀を迎えた日本と世界が直面している多くの複雑な課題に立ち向かっていくためには、豊かな教
養、高い倫理性、高度の専門的知識を身につけ、確かな批判力、豊かな構想力と問題の分析・解決能力
のある研究者、職業人が欠かせません。そうした認識のもとに、半世紀にわたり総合的な社会諸科学の
教育研究拠点としての歴史を刻んできた社会学研究科は、新しい時代に向けて、総合性・専門性・人間
性・国際性という基盤的能力を備えた大学院生の育成をめざしています。
「総合性」とは、社会、文化、歴史、自然に関する豊かな教養に基づき、複眼的な視野から解決すべき
問題を発見し、それを自らと他者との間の多元的な関係の中に位置づけ、分析し解決していく力を備え
ていることです。
「専門性」とは、専門的知識と深い思索によって裏打ちされた論理的思考と分析能力に基づいて、問題
の分析・解決にあたる力を備えていることです。
「人間性」とは、民主主義と人権の意識・感覚、それを支える高い倫理性を身につけ、対話のなかで新
しい価値を生み出していく価値創造的なコミュニケーション能力を身につけていることです。
「国際性」とは、多文化・多言語世界の現実と歴史を学び、地球市民として生きていることの自覚を持
ち、そのために必要な教養を備えていることです。

社会学研究科の構成
社会学研究科は、総合社会科学専攻と地球社会研究専攻との２専攻で構成されています。
総合社会科学専攻は、2000年４月に従来の３専攻（社会学専攻、社会問題・政策専攻、地域社会研究専攻）
を統合して生まれた専攻で、社会動態研究、社会文化研究、人間行動研究、人間・社会形成研究、総合
政策研究、歴史社会研究の６つの研究分野で構成されています。総合社会科学専攻の大学院生は、いず
れかの研究分野に所属し、少人数の演習（ゼミナール）を基盤に、それぞれの指導教員のもとで学修・研
究を進め、自身の研究テーマを深く専門的に学んでいきます。修士課程２年次には研究分野を単位に「リ
サーチ・ワークショップ」がおこなわれ、それを足場として修士論文を作成し、その成果を発表してい
きます。総合社会科学専攻では、社会学、哲学、人類学、政治学、歴史学など、個別の学問領域（ディ
シプリン）について深く確実な知識と研究の方法を系統的に修得するとともに、他の学問領域にも通じ
る総合的で広い視野と多元的思考を身につけることをめざしています。
地球社会研究専攻は1997年に新設された専攻で、学際的専門性の実践的強化をその教育理念として
います。具体的には、
（1）問題に焦点を当てて考えていくこと（issue-focused approach）、（2）現実
的な解決を志向すること（solution-oriented approach）、（3）西洋中心の思想から脱却すること（deEurocentric approach）、という３つの教育研究目標に沿った取り組みをおこなっています。

修士課程と博士後期課程
社会学研究科の入学定員は、総合社会科学専攻―修士課程70名・博士後期課程35名、地球社会研究
専攻―修士課程20名、博士後期課程６名です。どちらの専攻でも修士課程修了後は、社会学研究科及
び他大学大学院の博士後期課程に進学するか、マスコミ、調査会社、製造業、サービス業、公務員、教
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員などの職に就くか、いずれかの進路を選んでいます。社会学研究科においては、進学も就職もともに
重視し、それぞれにふさわしい高度な知識の修得と調査・研究能力の育成につとめています。
博士後期課程においては、博士論文を提出し、博士（社会学）の学位を取得して修了したのち、ほとん
どの場合、研究職への就職をめざすことになります。具体的には、大学教員、研究機関等の研究員、社
会学研究科のジュニアフェロー（任期つき契約教員）などです。

社会学研究科
総合社会科学専攻

地球社会研究専攻

（6つの研究分野）

社会学、社会調査、国際社会学、
難民・強制移住学、ジェンダー研究
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文化、越境、平和、メディア、環境、
地球社会研究

社会動態研究分野

社会哲学、社会思想、文芸思想、
文化研究、言語社会学

社会心理学、社会人類学、社会地理学

社会文化研究分野

人間行動研究分野

社会政策研究、雇用労働研究、
社会組織研究

教育社会学、政治学、スポーツ社会学

総合政策研究分野

社会史日本、社会史アジア、
社会史ヨーロッパ、社会史アメリカ

人間・社会形成研究分野

歴史社会研究分野
（代表的な研究領域）

社会学研究科の構成

キャリアデザインの場としての大学院
本研究科のもう一つの大きな特色は、多様な背景をもつ院生の皆さんが、それぞれ自ら学びを深め、
そのキャリアをデザインしていく場としての大学院のあり方を組織として真剣に考え、その可能性をよ
り拡大していくため、さまざまな努力を重ねてきているところにあります。
そのため、各専攻の科目群のほか、基本的に両専攻の皆さんに開かれた「研究科共通科目群」が用意さ
れています。「研究科共通科目群」は「研究基礎科目」
「高度職業人養成科目」
「先端社会科学」の３つの領域
から成り立っています。

総合社会科学専攻
の科目群

地球社会研究専攻
の科目群

研究科共通科目群

研 究 基 礎 科 目

先 端 社 会 科 学

高度職業人養成科目

社会学研究科のカリキュラム

このうち、「研究基礎科目」には、多様な背景をもつ大学院生の皆さんが社会科学研究の基礎を身につ
けていくことを目標とする「社会科学研究の基礎」などの科目が含まれます。また「先端社会科学」には、
学際的研究プロジェクトと連動した「先端課題研究」という科目が、毎年、具体的テーマを定めて複数開
講されています。
また、「高度職業人養成科目」は、アカデミック・キャリア志望者、ノンアカデミック・キャリア志望
者を問わず、大学院修了者に必要な基盤的教育と専門応用的教育の場を用意し、かつ先端的で実践的な
スキル訓練の機会を提供しようという科目群です。
以上のもう少し詳しい内容は、本履修ガイドの次の章で紹介されます。
これらのプログラムを通じて、社会学研究科は次のような発想で教育を進めようとしています。
（１）
院生自身が主体の「キャリアデザインの場」という新たな発想
従来、大学院教育の主体はもっぱら教員でした。これを院生自身が主体の「キャリアデザインの場」と
いう新しい発想に切り替えています。院生には、産官民学間の職業的流動化がいっそう進む21世紀社会
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に十分適応し、そこでリーダーシップを発揮しうる研究者・高度職業人として、自らを育ててもらわね
ばなりません。院生自身が大学院での研究活動を自律的に構想・立案して実施し、それを完遂して成果
を出すトレーニングが肝心です。
（２）
入口・中身・出口を一貫して捉える教育プログラムの提示
大学院は、キャリアデザインの場です。このことを、修士課程・博士後期課程のすべての入学者にま
ず自覚してもらう必要があります。それが入口です。そして、授業科目や演習、論文執筆という中身が
あり、就職・進学という出口へと続きます。これらを一貫して捉えて初めて、大学院教育は実質を伴う
と私たちは考えています。
（３）
院生によるキャリアデザインの支援
研究者養成は時間がかかるものとされ、修士課程修了者のキャリアデザインにはこれまで十分な配慮
がなされてきませんでした。しかし現在、教育研究機関だけでなく、産官民に関わる多くの機関が、高
度な学術能力（基盤力＋専門応用力）を備えた人文社会系院生に大きな期待を寄せるようになっていま
す。その期待に応え、院生のキャリア意識を高め、院生と社会や企業の連携をはかるため、2009年度ま
で外部資金を得て、本研究科はさまざまな取り組みを行ってきました。これらの成果と経験を踏まえ、
2020年度も高度職業人養成科目および先端社会科学の科目として発信英語力強化、教育技能強化、情報
技術とコンテンツ作成等の授業を提供します。

研究拠点としての社会学研究科
以上、教育・学修の場としての社会学研究科について紹介をしてきました。しかし、言うまでもあり
ませんが、一橋大学そして本研究科は、社会科学・人文科学の領域における日本有数の研究機関でもあ
ります。研究科の教員が関わる数多くの研究プロジェクトが、教員個人ベースで、また学内・学外にわ
たる研究グループを基盤として、展開しています。これらには、多数の大学院生が共同研究者や研究協
力者として、またリサーチ・アシスタント（RA）として参加しているほか、大学院教育の内容とも密接
に連携しています。
社会学研究科にはまた、研究科独自の研究教育拠点として、「ジェンダー社会科学研究センター」
「平
和と和解の研究センター」
「市民社会研究センター」が設置されています。各センターはそれぞれ、独自
の研究プロジェクトやセミナー、研究会などを開催しています。詳細は、社会学研究科ホームページに
もリンクが用意された各センターのウェブサイトをご覧下さい。
このほか、社会学研究科には、毎年多数の外国人客員研究員や、日本学術振興会特別研究員などのポ
スドク研究員が滞在し、また国内外の多くの訪問研究者によるセミナーなどが開催されています。他研
究科等で開催されるワークショップ・セミナーなどとあわせ、つねに情報のアンテナを張り巡らせてい
ることによって、多くの機会に出会うことができるのも、本学・本研究科で学ぶ大きなメリットです。
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カリキュラムと学修の概要
１ 社会学研究科での学修と学位取得
講義や演習（ゼミナール）への参加と自主的な学修を通じて一定数の単位を修得し、また自らの研究テ
ーマを深めてゆくことによって学位論文を執筆し、最終試験に合格して学位を取得する―大学院生活
のもっとも基本的な流れはこのようになります。この大学院での研究活動においては、学術研究を遂行
する上での正しい手続き、研究倫理を身につけ、それらを遵守することが求められます。研究活動にお
いて剽窃や盗用など不正行為があれば、それは科学への信頼を揺るがし、そのような科学への背信行為
は、
研究者の存在意義を自ら否定することを意味します。ホームページに掲載されている本研究科の「大
学院生研究倫理規範」を必ずご覧ください。本章では、こうした大学院での学修面に関わる基本的なル
ールや留意点を紹介します。すでに見たように、社会学研究科は、総合社会科学専攻と地球社会研究専
攻の２つの専攻からなっており、また大学院は修士課程と博士後期課程の２つの課程から構成されてい
ます。以下の記述では、これらに共通の内容と、個々に異なる内容が含まれていますが、異なる内容に
ついてはその都度それと分かるように示すことにします。
社会学研究科のカリキュラムの最も大きな特徴は、社会科学を中心に、人文科学や自然科学関連のも
のも含めて実に多様な授業科目が、社会と人間、社会と文化の関わりについての今日的な問題への関心
を共通の核として、幅広く用意されているという点にあります。大学院での学修は、おのずといずれか
の学問（いわゆるディシプリン）に足場を置いて行われることになります。しかしそれとともに、今日で
は多かれ少なかれ学問横断的で学際的なアプローチを取ることが常識となっています。とりわけイッシ
ュー中心的な課題追求をめざす地球社会研究専攻においては、こうした学際性は当然の前提となってい
ますし、また他にも先端課題研究（後述）のように、専門分野を越境しつつ問題を追求するプログラムが
用意されています。社会学研究科では、自らの研究課題と問題関心にしたがって、主体的に独自のカリ
キュラムをつくってゆくことが可能であり、それが実りある成果をあげる鍵となります。個々の分野で
の具体的な履修モデルや履修のヒントについては、次章の各専攻の諸分野ごとの記述を参照して下さい。
以下では、科目履修や学位論文の作成にあたっての基本的な注意点について述べます（履修規則等の詳
細については、大学院学生便覧「社会学研究科授業要綱」以下を参照して下さい）。

２ 第一演習と指導教員
社会学研究科では、出願時に、志願する専攻、および総合社会科学専攻にあっては、志望する
「研究分野」
（社会動態研究、社会文化研究、人間行動研究、人間・社会形成研究、総合政策研究、歴史社会研究の６分野）
がどれかを明確にすることになっています。院生は入学後すぐに、志望した専攻および研究分野に属す
る教員の中から、ディシプリンや研究テーマとの兼ね合いで指導教員を選び、了承が得られれば、その
教員の演習
（ゼミナール）
に参加することになります。この指導教員の演習を
「第一演習」
と呼びます。
第一演習の運営のしかたは教員によってさまざまですが、基本的にはゼミナールに所属する院生が一
堂に集まって相互の研究発表を検討し、討議し合う場です。第一演習は、ゆるやかな学問共同体のよう
な性格をもっており、教員のみならず先輩の院生からの学問や院生生活についての助言（ときには苦言）
は、非常に参考になり、励みにもなります。第一演習は、教員と院生の全員の協同的努力によって形づ
くられるものですから、積極的な態度でコミットしてゆくことが重要です。いずれにしても、この第一
演習が、院生生活の基本的な足場となります。
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３ 第二演習の履修
第一演習のほかに、もうひとつの演習を第二演習として履修することができます。第二演習は必修で
はなく、各院生が自らの学修と研究のために必要であると考える場合に、自発的に選択し、履修するも
のです。特に複数のディシプリンや研究分野にまたがる研究課題を追求している院生には、第二演習の
履修が非常に有益です。また第一演習と異なり、第二演習は専攻や研究分野、さらには研究科を超えた
自由な選択が可能です。ただし、あらかじめ参加が可能かどうかを当該教員に確認する必要があります。
また第二演習は、半期ごとに変更することも、特定の学期にのみ履修することも可能です。第二演習は
このように、一般の講義のような形で履修することができますが、演習としての積極的なコミットメン
トが求められますので、熟慮のうえ選択するように心掛けて下さい。

４ 講義の履修
演習とともに学修の土台となるのが、講義への出席です。社会学研究科の授業科目の多彩さについて
はすでに触れたとおりですが、社会学研究科の履修規定の特徴は、その自由度にあります。総合社会科
学専攻で言えば、講義には、大学院在学者のみが出席する講義（講義Ｂ）と、学部３、４年生と共通の「共
修科目」
（講義Ａ）がありますが、自らの属する研究分野に縛られることなく、専攻全体の講義を自由に
選択することができます。この点は地球社会研究専攻も同様です。両専攻の履修規定には、以下の第６
項で見るように相違がありますが、いずれの専攻においても、他専攻・他研究科の講義も一定程度修了
要件として認められています。社会学研究科の講義は多人数のものもありますが、少人数で双方向的な
形式で行われるものも多く、演習と同様に積極的な参加が不可欠です。各専攻・研究分野ごとの講義履
修のモデル等については、次章の記述を参考にしてください。
両専攻の科目群のほか、院生全体に共通する「研究科共通科目」が設置されています。この中には「研
究基礎科目」があって、総合社会科学専攻の修士院生は全員「社会科学研究の基礎Ⅰ～Ⅴ」のいずれか１
つを選択して履修することが必須となっています。また、社会人特別選考による入学者のために「社会
科学研究の技法」
（２単位必修）が開講されています。これらは多様な背景をもった大学院生に、社会科
学研究の基礎となる能力を身につけてもらう科目です。

５ 特色あるプログラム
演習と講義に加えて、社会学研究科には次のような特色ある授業プログラムがあります。

先端課題研究

現代社会で生起している具体的な問題をテーマに設定し、１テーマ毎に３年間の研

究期間を設け、研究分野の枠を超えた教員（５～10名程度）と院生とが共同で行う学際的研究プロジェク
トです。これは授業科目として実施されるので、単位修得も可能です。通常は月に１回の研究会という
形で行われ、教員と院生が交互に成果を発表したり、外部からゲストスピーカーを招いたり、またテー
マによっては全員でフィールド調査に出かけたりします。複数の先端課題プロジェクトが同時進行して
おり、専攻や研究分野を問わず、社会学研究科の大学院生はいずれのプロジェクトにも自由に参加する
ことができます。特定年度のみの参加も可能です。このプロジェクトでは、様々な領域の先端的な研究
成果に触れることができるだけでなく、問題志向的・課題志向的な研究の進め方、リサーチ・ワークや
プレゼンテーションの方法などを、実践的に学ぶことができます。
ちなみに本年度は、新たに開始するプロジェクトとして「質的研究アプローチの再検討」と「人文・社
会科学における平和・和解研究の現在と教育の構築」が用意されています。個々のプロジェクトには、
年度ごとに関連する内容をテーマとした「プロジェクト関連講義」も設けられており、当該のテーマをよ
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り深く追求することができます。毎年度複数のプロジェクトが立ち上げられていますので、在学中に自
らの研究課題や研究関心に関わるプロジェクトが行われている場合は、積極的に参加してください。

高度職業人養成科目

「研究科共通科目」には「高度職業人養成科目」と呼ばれる科目群が用意され

ています。これは、進路が何であれ、大学院修了者に必要な基盤的教育と専門応用的教育の場を用意し、
かつ先端的で実践的なスキル訓練の機会を提供することをめざして社会学研究科が創設した科目です。
そしてこれまで、同じねらいをもった科目が、全学対象を含め、さまざまな形で開講されてきました。
アーカイブズ関連科目を中心に、教育技法の強化、調査法についての科目が履修可能です。発信英語力
の強化に関わる科目も引き続き開講する方向で調整しています。アーカイブズ関連科目は、国文学研究
資料館と連携して、アーカイブズ・カレッジを単位認定しています。
◆

地球社会研究専攻の基幹講義群・実践科目群

地球社会研究専攻には、基幹講義群と実践科目

群があります。とくに実践科目群では、院生が自分の研究課題を深めてダイナミックに展開していくた
めの科目を数多くそろえています。まず、地球社会研究専攻が連携協定を結んでいる三菱総合研究所、
国際交流基金、国際協力機構（JICA）から招聘する客員教員による実践的テーマの講義では、大学研究
機関ではない組織や専門家の取り組みや思考を学修することができます。講義型の演習「地球社会特別
演習Ⅰ・Ⅱ」は、地球社会研究専攻が選りすぐった世界の第一線で活躍する外国人研究者による講義で
す。外国語（主として英語）による少人数制の講義は、世界のトップクラスの大学の講義と同等の内容と
形式です。希望すれば、チュートリアルも受けることができます。ぜひ積極的に履修してほしい科目で
す。また、地球社会研究専攻には、学生が在籍しながら実地調査や文献収集等の多様な研究目的を持っ
て短期に大学を離れて行う独立研究を単位として認める「リサーチ演習Ⅰ・Ⅱ」があります。その他、地
球社会研究専攻にはインターンシップ制度もあり、毎年三菱総合研究所が提示するプロジェクトに関心
がある学生が応募し、インターンとして経験を積みます。その他、国際交流基金でのインターンシップ
や、一定の基準を満たせば、他機関でのインターンシップも単位化が可能です。また、一定基準をもう
けて、地球社会研究専攻が主催する「地球セミナー」や教員の指導のもとに学生が自主的に行う「ワーク
ショップ」、その他の教育・研究活動を単位として認める「プロジェクト演習」も開講しています。基幹
講義群での理論的学修にくわえ、多彩な実践科目群をぜひ活用してください。
◆

取得可能な資格

社会学研究科の授業科目に基づき、全学にもひらかれた資格取得プログラムとし

て、社会調査士（学部卒業者向け）・専門社会調査士（修士修了者向け）のプログラムがあります。これに
ついては、次章の社会動態研究分野の項で詳しく説明されているので、参照して下さい。また、中学社
会と高校地歴、高校公民の専修免許を取得することも可能です。さらに言語社会研究科を拠点として、
やはり全学にひらかれた形で、学芸員資格取得のプログラムが提供されています。これについては、大
学院学生便覧の言語社会研究科の該当箇所を参照して下さい。
社会学研究科に入学された皆さんは、まずなによりも皆さん自身で、修士課程および博士後期課程修
了後の進路を思い描き、自分の目標とその実現のための計画をしっかりと立てたうえで、こうした両専
攻の特色ある科目を最大限に活用し、目標の実現へと歩んでいっていただきたいと思います。

６ 修了要件
大学院の課程を終えるためには、主体的に立てた履修計画にもとづき、単位を修得していかなければ
なりませんが、修了には一定の要件があります。
まず修士課程について説明します。修士課程に入学する際に、修士修了後、社会に出るか、あるいは
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博士後期課程に進学するか、いずれかの希望を表明されたことと思います。修士課程は定員が90名、博
士後期課程は定員が41名ですので、修士入学者の半数は、修士修了後、社会に出ていくことになります。
修士課程は、修了希望者・進学希望者別にコースに分かれているわけではありません。また修了ないし
進学の希望は、途中で変えることもできます。しかし就職活動の始まる修士１年の冬までに、進路につ
いて意思決定することが望ましいでしょう。進路決定にあたっては、先輩や指導教員とも十分に話し合
うことが必要です。
修士課程総合社会科学専攻の修了要件は、講義・第二演習・研究科共通科目のうちから18単位以上、
第一演習８単位以上、「社会科学研究の基礎」２単位、リサーチ・ワークショップ２単位、合計30単位以
上の修得です。また総合社会科学専攻科目及び研究科共通科目の講義Ｂのうちから、10単位以上を修得
しなければなりません。しかしこの10単位以外は、地球社会研究専攻や他の研究科の授業科目を履修す
ることもできます。また、社会人特別選考により入学した院生は、講義・第二演習・研究科共通科目の
うちから16単位以上、社会人特別プログラム必修科目２単位以上、第一演習８単位以上、「社会科学研
究の基礎」２単位、リサーチ・ワークショップ２単位、合計30単位以上の修得が、修了要件となります。
なお、社会人特別プログラム必修科目とは、研究科共通科目の「社会科学研究の技法」のことです。
修士課程地球社会研究専攻の修了要件は、講義・第二演習・研究科共通科目のうちから20単位以上、
第一演習８単位以上、「地球社会研究Ⅰ」２単位、合計30単位以上の修得です。その際、地球社会研究専
攻科目のうちから、10単位以上を修得しなければなりません。「地球社会研究Ⅰ」はこの10単位に含める
ことができます。ただし、２つ以上履修した場合は、２単位までしか含めることができません。また、
総合社会科学専攻科目、他の研究科の授業科目、学部の学科または部門におかれる学部発展科目を履修
することができます。ただし、学部発展科目を履修する場合には、６単位を超えることはできません。
なお、修士課程に在学する外国人留学生（外国人特別選考によって入学した院生や日本語を母語とし
ない院生等）は、第一演習の指導教員および国際教育センターの教員の承認を得て、「日本語科目及び日
本事情に関する科目」を履修することができます。詳しくは、大学院学生便覧を参照して下さい。
◆
修士課程を終えて、博士後期課程に進学した院生は、研究者としての一歩を踏み出したことになりま
す。博士後期課程の目的は、何よりも博士論文を完成させることにあります。従って修了要件は、修士
課程よりもむしろ少なくなっています。
博士後期課程総合社会科学専攻の修了要件は、講義・第二演習のうちから２単位以上、第一演習12単
位以上、合計14単位以上の修得です。ただし総合社会科学専攻科目の講義Ｂのうちから、必ず２単位以
上を修得しなければなりません。また博士後期課程地球社会研究専攻の修了要件は、講義・第二演習の
うちから２単位以上、第一演習12単位以上、合計14単位以上の修得です。ただし、地球社会研究専攻科
目のうちから、必ず２単位以上を修得しなければなりません。
このように、博士後期課程の履修要件は決して過大なものではありませんが、これは最後の第８項で述
べるように、博士後期課程では学会、研究会等の学外での活動の比重が高まってくることにもよります。
とはいえ、自らの学修と研究課題の遂行のために必要と思われる場合には、修了要件を超える授業や、学
部の諸科目・語学科目等、修了要件には換算されない単位外の科目についても、積極的に履修することを
おすすめします。これは修士課程の院生についても当てはまります。
（なお本項に書いた総合社会科学専
攻の修士課程の修了要件は2015年４月入学者より、地球社会研究専攻の修士課程の修了要件は2013年４月
入学者より適用されるものです。それ以前の年度の入学生は、大学院学生便覧の授業要綱を見て下さい。
）

７ 学位論文の作成
大学院の課程は、要件を満たすかたちで単位を修得するのみでなく、学位論文の作成・提出と、その
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審査である最終試験に合格することによって修了となります。修士論文と博士論文は、大学院のそれぞ
れの課程での学修の集大成です。それと同時に学位論文は、本学の図書館に（博士論文は国会図書館に
も）収められ、一般の書籍と同様に閲覧に供せられる公的な性格のものでもあります。また、博士論文
の場合は2013年度より原則としてウェブで公開されることになりました。従って、学位論文は決して独
り善がりなものであってはならず、教員の指導と自らの学修、さらに大学の内外でのさまざまな討議を
ふまえ、国内外の学界の動向なども十分に把握したうえで、執筆されるべきものです。学位論文作成に
あたっては、本研究科の定める「大学院生研究倫理規範」を遵守することが大切です。2016年度からは、
学位論文提出時にこの倫理規範を遵守したことの誓約書を提出してもらうよう手続きが変更されました
ので、注意してください。
個々の研究分野や領域によって、学位論文作成の準備や執筆スケジュールなどには、多少の差があり
ますが、これについては、次章の各専攻・各分野での記述を参照して下さい。以下に、論文作成にあた
っての共通項となるポイントを記しておきます。

修士論文
総合社会科学専攻では、個々の第一演習およびリサーチ・ワークショップという授業科目が、修士論
文作成のための足場となります。リサーチ・ワークショップは、修士論文の作成と発表の場です。つま
り修士論文の作成を、各研究分野に所属する全教員の指導の下で進めるプログラムです。リサーチ・ワ
ークショップは、修士課程２年次生の必修科目で、６つの研究分野ごとに運営されています。修士論文
を執筆する大学院生は、通常の第一演習での研究報告に加えて、このリサーチ・ワークショップで、各
研究分野の全教員の出席のもとで、修士論文に関する発表を行い、そこでの質疑応答等を参考にして自
らの研究を捉え直し、論文の完成に取り組むこととなります。各研究分野には、複数の研究領域のスタ
ッフがいますので、このプログラムにより、指導教員の個別指導に加え、自分の研究領域を超えた多面的・
組織的な指導を受けることができます。４月のオリエンテーションに加えて、６月および９月、そして
最終試験を兼ねた２月、と全体で３回のワークショップが開かれることになります。最終試験は、主査・
副査をつとめる教員と論文執筆者との質疑応答を中心として進められます。なお自らの所属する研究分
野のリサーチ・ワークショップには、学年の区別なく院生はオブザーバーとして参加できます。
地球社会研究専攻では、修士論文を執筆する修士２年生を対象に、９月に修士論文中間報告会があり
ます。修士論文提出予定者には、この会での報告が義務づけられています。そこでは一定の時間の中で、
論文で明らかにしたいこと、問題と方法について簡潔にまとめプレゼンテーションを行った後、指導教
員およびその他の地球社会研究専攻の教員からの質問に対して応答を行います。報告会でえられたコメ
ントや気づいた点を論文に反映させながら、翌年１月提出にむけて論文執筆を進め、完成させていきま
す。修士論文提出後の２月中旬には修士課程最終試験があります。最終試験では、本人と主査および副
査の教員が中心になって質疑応答が行われます。他の教員が質問することもあります。中間報告会と最
終試験は社会学研究科内ではオープンとし、地球社会研究専攻の院生全員の参加が要求されます。とく
に修士課程１年次の院生は報告会と最終試験に参加することにより、修士論文での問題の立て方、議論
の組み方やアプローチの方法、またプレゼンテーションのやり方など、多くを学修してください。２年
次での修士論文作成にむけての大事な準備となります。

博士論文
博士後期課程に進学ないし編入学した院生は、博士論文の完成を最終目標として、さらに学修を進め
てゆくことになります。博士論文は、原則として３年間で執筆することになりますので、早い時期から
具体的な作成計画を立てることが必要です。また留学や調査などが必要な場合は、その準備と遂行を適
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切な時期に行い、博士論文の作成スケジュールとの齟齬がないように努めて下さい。
2022年４月入学者より、博士後期課程の院生に対して「論文指導委員会」を設置します（それ以前の年
度の入学生は、大学院学生便覧の授業要綱を見て下さい）。論文指導委員会は第一演習指導教員及び副
指導教員の２名で構成されます。院生は、指導教員および副指導教員を内諾した教員計２名の記載され
た承諾書を、１年次７月末日までに社会学研究科事務室に提出してください。論文指導委員会の役割は、
後述する学位論文計画書とリサーチ・コロキアムの報告内容を審査し、学位請求論文の作成を指導する
ことです。院生は、演習等への参加を通じて論文指導委員から指導を受けてください。また地球社会研
究専攻では、院生が発表やディスカッションを通じてスムーズに論文を作成できるよう、「地球社会博
士特論」の科目を設けています。
博士後期課程の院生は、原則として１年次１月末日までに、「学位論文計画書」を指導教員・副指導教
員に提出します。学位論文計画書は、論文題目、研究の位置づけ、研究目的・方法・内容、研究の独自
性、文献目録等を含むものとします。学位論文計画書の審査の合格が、次に述べるリサーチ・コロキア
ム参加の条件となります。
「リサーチ・コロキアム」とは、博士後期課程２年次の１月に開催される学内研究会です。院生はここ
で学位請求論文の概要を報告し、審査を受けます。報告ペーパーは開催１週間前までに指導教員・副指
導教員に送付してください。当日は大学院生と教員の前で報告と質疑を行います。論文指導委員会が報
告内容の審査を行い、その合格が学位請求論文提出の条件となります。
学位請求論文の提出時期は、早ければ３年次の10月ですが、それ以降は１月、３月、６月、10月各末
日の年４回となります。最終試験もこれに応じて年４回行われます。学位請求論文の審査及び最終試験
は、論文指導委員２名および他の教員１名の計３名の審査員によって行われます。
なお、修士論文・博士論文とも、日本語のみならず英語で執筆することが可能です。博士学位請求論
文作成の詳細については、社会学研究科ホームページ上の「社会学研究科博士後期課程在学者の学位論
文提出方法等について」を参照して下さい。またこれまでの学位論文の題目についても、研究科のホー
ムページに掲載されていますので、参考にして下さい。

博士学位取得に至る流れ
１

年

次

２

年

次

３

年

（３月）
博士号取得

（ 月末）
学位請求論文提出

（１月末）
リサーチ・コロキアム

（１月末）
学位論文計画書の提出

（７月まで）
指導教員・副指導教員
の決定
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次

８ 授業外での学修
ここまで、研究科で準備しているカリキュラムおよび論文指導等について説明してきました。もうお
気づきと思いますが、大学院では「学習」ではなく「学修」という用語を使用するように、まず一人一人が
将来の目的をそれぞれに掲げ、その実現に向けて、独自性をもった高度な研究活動を行うことが要求さ
れます。大学院でのカリキュラム等はそれへの手がかりを提供しますが、なによりも皆さんが独自に授
業外の環境やネットワークを活用し、情報を集め、吟味し、発信していくことが極めて重要です。この
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ことは研究の展開や深化のみならず、皆さんのキャリアを将来に描く職業へと結実させていくうえでも
不可欠です。
一橋大学の図書館も今や日本や世界の図書館とリンクしています。図書館の優れたシステムを熟知し、
最大限に活用することはもとより、情報基盤センターや国際教育センター（留学生だけでなく、海外留
学を希望する学生への情報提供や支援も行っています）、キャリア支援室などの学内の諸々の諸機関へ
も自分でコンタクトをもち、情報を収集することも大切です。また学内で多く開かれているセミナーや
講演会、研究会に参加することも、最新の研究動向を知り、刺激を受け、新たな発想や方向性を見つけ
るよいきっかけとなります。一橋大学で行っている大型研究プロジェクトの活動の中には、院生が参加
できるものが多くあり、また限られた人数ですが、賛助研究員として参加する機会もあります。こうし
た情報は西キャンパス正門の掲示板や大学のホームページ等で、随時チェックしてください。
また、大学院生が学外での研究会や学会に積極的に参加し、報告を行っていくことも重要です。とく
に博士後期課程の院生は、博士論文の執筆の傍ら、学会や研究会での報告を積極的に行っていくことに
より、プレゼンテーションの能力が養われるだけでなく、自分の研究や取り組みを学術界に知らせ、ま
た専門家からのアドバイスやコメントを得ることができます。さらにこうした報告は業績としても評価
されていきます。国内だけでなく、海外の研究動向にも十分に目配りをすることは、研究者として当然
のことです。機会があれば積極的に海外の研究者や諸機関と連絡をとり、自分の研究を知ってもらい、
相手の研究内容を知るという、アカデミックな交流を試みることも、貴重な経験となるでしょう。
学内・学外でのこうした活動を通じて、学位論文執筆だけでなく、学術論文を研究誌や学会誌に発表
していくことも大事です。社会学研究科では

2006年度から学術雑誌『一橋社会科学』を刊行しています。

2009年からは電子版での刊行に重点を移したことにより、従来よりも柔軟に成果を刊行することが可能
になりました。院生が修士論文や博士論文をもとに雑誌論文として投稿することもできます。研究や調
査を論文執筆と公表にむけていくことは、大学院生として不可欠です。
大学院生が研究室に閉じこもり、閉鎖的な人間関係や学問的進捗に悩むこともままあることです。積
極的に学外にでて、学生であることの環境を十分に生かした社会的経験や貢献を行っていくことも、社
会性と人間性を培い、広い視野にたって物事を現実から離れずに把握する力を養うために重要なことで
す。高い学識も深い人間洞察や社会の問題把握力があってこそ、初めて生きた学問となります。
最後に、皆さんの学内・学外での活動が、一橋大学と私たちの社会学研究科への大きな貢献ともなる
ことを忘れないで頂きたいと思います。一橋大学社会学研究科は、教員、職員、そして大学院生の皆さ
んで、ともに作り上げていく教育・研究組織です。
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一橋大学大学院社会学研究科
大学院生研究倫理規範


2015.11.11

●はじめに
本研究科において研究活動を行う大学院生はみな、学術研究を遂行する上での正しい手続き、研究倫理を身に
つけて、それらを遵守することが求められます。学術研究は、真実の探求を積み重ね、新たな知を創造する科学
的な営みです。研究活動において不正行為があれば、それは科学への信頼を揺るがし、そのような科学への背信
行為は、研究者の存在意義を自ら否定することを意味します。
「一橋大学における研究活動に係る行動規範」
および、本研究倫理規範を遵守しない者に対して、本研究科は厳
格に対処します。

●研究活動における不正行為の禁止
研究活動において、以下のような不正行為をしてはいけません。
（論文作成にあたって）
●剽窃・盗用…正当な引用を行わずに、他の研究者の文章、アイディア、図版、分析方法、データなどを自分の
文章の中に含めること。
●捏造…存在しないデータ、研究結果などを作成すること。
●改ざん…研究資料・機器・過程を変更する操作を行って、データや研究結果などを真正ではないものに加工す
ること。
（研究活動全般にあたって）
●虚偽記載…申請書や報告書などの作成時に、実際には存在しない業績などを記載すること。
●重複投稿…規定に反して、複数の学術誌などに、同じ内容の論文を投稿すること。
●研究助成金の不正使用…研究助成金の規定に沿わないかたちで助成金を使用すること。

●研究活動における倫理規範
学術研究の成果は、公開されることにより、人類共有の財産として蓄積され活用されるものです。研究者各人
は、学術研究が信頼性の上に構築されるものであることを常に自覚し、高い倫理観をもって研究活動に当たらな
ければいけません。
研究活動には守るべき倫理規範があり、以下のような点に配慮をしなければいけません。
●研究調査の社会的・倫理的妥当性への配慮 ●国内外の関係法令の遵守 ●人権・プライバシーの保護
●研究協力者への十分な説明と同意
●差別の排除
●危険の回避と安全の確保
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各分野の履修ガイド
総合社会科学専攻
社会動態研究分野
社会文化研究分野
人間行動研究分野
人間・社会形成研究分野
総合政策研究分野
歴史社会研究分野
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総 合 社 会 科 学 専 攻

社会動態研究分野
【社会動態研究分野とは】
現代社会の動態（ダイナミクス）を多面的にかつ総合的に研究し、その成果を大学院・学部の教育へと
有機的に結びつけ、かつ現代的な新たな課題にも柔軟に対応していける開放的で相互媒介的な研究・教
育ユニット、それが「社会動態研究分野」です。

●研究分野の構成
社会動態研究分野は、社会学、社会調査、国際社会学、難民・強制移住学、ジェンダー研究の５つの
研究領域をカバーしています。本分野に関わる教員の専門分野は、社会学理論、社会学史・学説、社会
調査法、階級・階層、社会移動、ジェンダー、エスニシティ・レイシズム、情報、ネットワーク、社会
運動、環境、都市・地域、文化、生活史、政治と政策、歴史社会、移動と移民、難民と強制移動、観光、
開発、そしてグローバリゼーションなど多岐にわたります。
本分野に関わるスタッフを指導教員として選択した院生は、各指導教員のゼミを中心に学修を進め、
論文指導を受けることになります。ただし、修士論文執筆のためのリサーチワークショップは分野に関
わる全スタッフの密接な協力の下で実施されます。

●３つのリンクをめざして
研究・教育の詳細は各研究領域をご覧下さい。ただし、それらの違いを超えて、本分野では次の３つ
のリンクを重視しています。
【ミクロとマクロのリンク】
あらゆる変化は「細部」に宿っています。身近な世界の変化を感じ取ることのできない研究が、大きな
変化について語ることはできません。しかし、細部にこだわるばかりで、そこから抜け出す回路を作れ
ない研究は、結局自己満足に終わるだけです。システム・レベルのマクロな動態と日常生活レベルのミ
クロな動態を理論的・方法論的に接合していく視点を重視します。
【理論と調査のリンク】
豊かな知的好奇心と柔軟な想像力もまた、しっかりとした理論的裏付けと方法論的基礎なしには十分
な成果を生み出すことが出来ません。本分野では、それぞれの専門分野の中で、理論と方法・調査を結
びつけていく努力を重視しています。
【批判と創造のリンク】
本分野に関わるスタッフは、研究・教育の現場において、現代の社会・文化とつねに接点を持つこと
を心がけています。大学院教育においても、時代の流れに呑み込まれない批判的精神をもちつつ、さま
ざまな分野で一歩先の社会を見据えた創造的実践に取り組むことの可能な人物の育成を目標としてい
ます。

（かっこは現在の専門領域・研究テーマ）
●本研究分野科目を担当している専任教員一覧
飯

尾

真貴子（国際社会学、国際移民論、移民政策）

菊

谷

和

宏（社会学、社会学史・学説）
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小井土

彰

宏（国際社会学、国際移民論、移民政策、多国籍企業と途上国、産業再編成と労働、
国境・境界の社会学）

佐

藤

圭

一（社会学、環境社会学、政治社会学、ネットワーク分析、量的調査法）

佐

藤

文

香（ジェンダー研究、軍事・戦争とジェンダーの社会学）

数

土

直

紀（社会学、数理社会学・計量社会学、社会意識論、階層意識研究）

多

田

田

中

亜以子（ジェンダー研究、性や恋愛の歴史社会学、ジェンダー・アイデンティティの歴史社会学）

橋

本

直

治（社会学、現代社会理論、文化研究、沖縄研究、観光研究）
子（強制移住学、難民・移民政策、国際難民法、国際機構論、政策決定過程論）

【社会学】
●一橋大学の社会学
社会学sociologyは、幅広い社会現象を人間生活の共同という視角から研究する社会科学の一分野で
す。一橋大学は、日本で唯一「社会学部」を有する国立大学として、社会学の研究・教育においても大き
な役割を果たしてきています。
一橋の社会学の特色は、次の４点に要約できます。大学院の研究・教育においても、一橋社会学のも
つこうした特徴が生かされています。
１）
社会科学としての社会学の探究
理論・方法・歴史・文化に関する幅広い学識によって基礎づけられるとともに、現実社会との接点
を忘れない社会科学としての社会学を探究することを目差しています。このことは、以下の３つの特
徴によって具体化されています。
２）
境界横断的な知の生産の場として
他の社会学系大学院と比較したとき、本研究科がもつ大きな特色とは、社会学分野が社会思想、歴
史学、社会人類学、社会心理学、総合政策、教育学、スポーツ研究、政治学、地球社会研究など他の
研究分野とも密接な交流を有することにあります。社会学研究者は他研究分野にも多数いるほか（社
会心理学、教育社会学、スポーツ社会学ほか）、社会動態に在籍する院生が他研究分野のゼミ・講義
を履修することもごく一般的に行われています。
３）
多様な調査手法を駆使した研究の場として
本研究科には、量的・質的研究手法を用いた理論的・経験的研究を行うスタッフが揃い、これらの
調査手法を学ぶ科目が体系的に整備されています。院生はこれらの科目を履修し、自身の得意とする
研究手法の習熟を進めるだけではなく、量的・質的研究のいずれにも深い知見を持つことが求められ
ます。ゼミにおいても、スタッフや院生が手法の垣根を越えて、社会的現実の総合的な理解を進める
よう議論が行われています。
４）
国際的な研究拠点として
スタッフはいずれも国際的な研究ネットワークの一員として共同研究・情報発信を行っています。
大学院生にも、国際的研究者の来日やウェビナーなどによる研究交流に際して、積極的に質疑に参加
し、外国語による研究報告・論文執筆などが奨励されています。

●履修モデル
大学院では基本的に、各院生が研究テーマを決め、それに基づいた履修・研究の計画を自主的に立て
それを実行していくことが期待されます。一橋大学大学院で社会学を学ぶ場合、そのテーマは大きく、
「理
論・学史」、「理論と実証（現状分析）」、「理論と実証（歴史・文化分析）」に分けられるでしょう。別表に、
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別表
科

目

履修科目の一覧
主な専攻テーマ分野

理論・学史

理論と実証
（現状分析）

理論と実証（歴史・文化分析）

大学院・社会学研究科の開講科目

社会動態研究

社会学の各分野

「社会学」
（Ｂ）
（複数開講、複数・重複履修が可能）
「社会の構造と変動」
（Ａ）
、
「社会ネットワーク分析」
（Ａ）

社会調査

「社会調査Ⅰ」
（Ｂ）
、
「社会調査Ⅱ」
（Ｂ）
、
「質的研究と方法」
（Ｂ）
「質的調査研究」
（Ａ）
、
「量的データ解析法Ⅱ」
（Ａ）

関連分野

「国際社会学特論」
（Ｂ）
、
「国際社会の課題」
（Ａ）

リサーチワークショップ※

社会動態研究の全教員
（修士課程２年次）

演習（主ゼミ）※

社会動態研究の教員から選択

第二演習（副ゼミ）

社会動態研究の教員または総合社会科学専攻のその他の研究分野・地球社会研究専攻の
教員、他研究科の教員から選択
総合社会科学専攻・地球社会研究専攻教員による講義科目

他分野・他専攻による
大学院講義科目

「社会科学研究の基礎」
（修士課程選択必修、１年次推奨）
※
社会学関連科目（例「セミナーシリーズ（Political Sociology Seminar）
」
、
「ジェンダー
論」、「社会心理学」
、
「相互行為論」
、
「社会心理学研究法」
ほか）
例：社会人類学、教育社会
例： 社 会 思 想・ 社 会 哲 学、
学、政治学、総合政策分野
社会心理学分野ほか
ほか

先端課題研究

各年度３つ程度開講

高度職業人養成科目

各自、目標と希望に応じて履修

例：歴史社会分野、社会人
類学、社会文化分野ほか

その他の開講科目
その他

他研究科開講科目

社会学部「発展科目」
（学部共修科目を除く）
「基礎科目」
（社会学の基礎・発展に関する科
その他
（大学院修了単位としては認定不可） 目、「社会調査士」
資格要件科目など）
※：必修（社会人入試による入学者には別途必修科目があります）
（Ａ）：学部共修科目、（Ｂ）：大学院在籍者のみ履修する科目

社会学分野専攻の大学院生が履修することの多い科目群をまとめておきました。各自のテーマに応じて、
次の３つの科目群を適切に組み合わせながら学ぶことが求められます。
１）社会学的思考法の歴史、理論的基礎に関する学修
２）各自が関心をもつテーマ・分野に関する学修（テーマに必要な外国語学修を含む）
３）フィールドワーク、統計分析、テクスト分析を含む社会分析・社会調査の方法学修
※この他、修士課程では専門研究書を読みこなせるだけの英語力を、博士課程では口頭や論文による
発表が可能な水準の英語力を、それぞれ修得することが望ましいでしょう。
定められた科目を履修することによって、「社会調査士」
「専門社会調査士」資格を取得することも可能
です。詳しくは、次の【社会調査】分野をご覧下さい。

●論文執筆と学修計画について
社会学分野の場合、研究テーマや分析の方法にはかなりの幅があります。しかし、いずれの場合でも、
理論的・方法論的な研究学修に加え、 自分自身の研究フィールド（耕す畑）をもつことが求められます。
およその研究フィールドは入学時に決まっていることと思います。選択した主ゼミ教員・副ゼミ教員と
も相談しながら、具体的な研究テーマをなるべく早く決めていって下さい。
社会学の場合、修士論文執筆は、１）専門分野における一定水準以上の学術論文を執筆する作業であ
るとともに、２）自分の専攻する専門領域を確定するという意味ももっています。そして博士課程進学
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希望の場合には、３）博士課程におけるより専門的研究の基盤づくり、就職希望の場合には、４）専門的
職業人に求められる研究企画・分析・表現能力を獲得する機会、といった意味ももっています。
最近の具体的な論文題目は、下記をご覧下さい。また、それぞれの研究分野に関する国内外の研究動
向に目を配ることも重要です。たとえば、社会学関連の国内外の学術雑誌・各種学会における研究発表
を各サイトなどでチェックすることが役立ちます。
修士論文執筆までの道のりにはテーマや個人による差がありますが、おおよそ表のような過程が想定
されます。このほか、各ゼミでは論文報告・検討の機会がもたれています。テーマによっては、国内外
で調査や資料収集を行うケースもあるでしょう。通常修士１年の春休みか修士２年の夏休みに集中して
実施するケースが多いようですが、いずれにせよ十分な事前準備が欠かせません。また、１年に１度し
か観察・参加できないような事象を扱う場合には、とくに計画性が必要です。

●修士論文
最近提出された修士論文には次のような題目が含まれます。
―東京臨海副都心における「空気感」の研究

―感覚から浮かび上がる都市空間のありようをめぐって―

―市民の郷愁からみる中国における歴史的街区の現在

―武漢市・中山大道歴史的街区を事例に―

―ダルクにおける薬物依存からの「回復」と就労に伴う困難への対処

―元ダルク入所者へのインタビュ

ーから―
―理想と事実の転倒

―エミール・デュルケム「集合的沸騰」の考察から―

―観光体験とオーセンティシティの多面性
―大原幽学のムラを読みなおす

―横浜中華街における中国人観光客の事例から―

―千葉県旭市長部地区を事例に―

―象徴的体験の獲得のためのバックパッカー旅行
―大都市東京における地方政治家の誕生過程

―日本人の若者・学生を事例に―

―東京都議会議員選挙の後援会における支持構造を手掛

かりに―
―中国仏教の近代化と民衆的仏教信仰の変化
―生の躍動とカテゴリー
―
「社会人」の系譜学

―近現代中国の真言密教の布教をめぐって

―マックス・シュティルナーにおける「唯一者」概念―

―「他者」に目を向けるために―

―ルイ・デュモン「ヒエラルキー」概念の検討
―学生映画祭とは何か？

―差異と共同性の両立を目指して―

―「学生」性から考える映画祭のゆくえ―

―福島県旧警戒区域における動物保護活動から見た動物倫理観
―氏神鎮守のなかの地域空間

―現代東京近郊からみる地域の編み込み―

―高齢出所者の「社会復帰」は何を意味するのか

―近接性と社会関係資本をめぐる考察―

―ロベール・ブレッソンにおける「宗教的なもの」
―越境する「個人」の選択する「神」 ―Ulrich Beckの「コスモポリタンな宗教的規範」における「個人」と
「神」概念の再考―
―都市空間はいかにして維持されるのか

―シンガポールのコミュニティガーデンを支える構造とガー

デナーたちの実践―
―地域の共同性から生まれる小さな公共性

―茨城県大洗町におけるアニメとの連携―

―教団に踏み入るスピリチュアリストたち

―修験教団信者へのインタビューから―

―J.バトラーの主体論を読み直す

―「男でも女でもない」と「沈黙」―

―地域・観光から見る自衛隊
―朝鮮学校「に訪れる」人々

―朝鮮学校における「よそ者」研究―
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時

期

想定される作業

修士１年

春夏～秋冬学期

専門分野についての学修
（演習・講義等）

夏学期末

論文テーマの方向性を決定。研究に必要な専門学修、技法習得、文献資料探索、現地
調査の計画を立て、以後随時実行に移していく

夏休み～秋冬学期

論文執筆に向けた準備作業

冬学期末～春休み

論文テーマの決定
論文構想
（プロポーザル）
の作成

（春休み～

就職活動―必要に応じて全体スケジュールに余裕をもたせること）

修士２年

春学期

論文執筆準備への本格的着手

６月頃

リサーチワークショップ報告

９～10月頃

リサーチワークショップ報告

秋学期

執筆への本格的着手

１月中旬

論文提出
（進学希望の場合は、博士後期課程の願書提出）

２月上旬

リサーチワークショップ報告
（最終試験）

２月中旬

博士後期進学試験
（進学希望者のみ）

【社会調査】
●社会科学研究と社会調査
社会科学研究において社会調査は、社会認識にとって不可欠の方法であり、社会理論と社会調査は車
の両輪の関係にあります。したがって社会調査は、単なる技法ではなく、社会と人間を経験的・実証的
に解明しようとするときに踏まえるべき方法として、それ自体、研究史が蓄積されています。実証的研
究に欠かすことができない社会調査に関する知見を幅広く獲得し、これを駆使する力を身につけること
は重要な課題です。また社会調査の実践方法、とりわけ調査対象との距離感、信頼関係の構築など、社
会調査をとりおこなう際に求められるリテラシーを幅広く身につけておくことも重視されなければなり
ません。リサーチ・デザイン、質問紙の作成、フィールドワーク、インタビュー、得られたデータの整
理・集計とその分析にいたるまでの一連のプロセス、およびこれにもとづいて理論化へと進んでいく道
筋に関する知識を修得することは、各々の研究テーマに実証的に接近するために不可欠な能力を養成す
ることになるでしょう。
また、社会調査にとって大切なのは、社会に関する貴重なデータを収集することにとどまるわけでは
ありません。データを収集すれば、今度はそのデータを適切に分析することが大切になってきます。ど
んなに貴重なデータでも、それを正しく活用できなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。だから
こそ、データを正しく分析し、そこから意味のある知見を引き出すための知識や技法を学習することが
大切になります。
もしきちんとしたデータ分析能力を身につけることができれば、その能力は皆さんがこの先経験する
様々な場面で役立てることができます。現代社会では様々な情報が溢れ、そういった意味では分析のた
めのデータに事欠きません。しかしどんなに豊富な情報をもっていても、そこから意味ある知見を引き
出すためには、データの収集／分析についての、一定レベル以上の社会調査に関する専門的知識が必要
になるのです。

●履修モデルケース
社会現象が多様である以上、調査という方法を通じての社会現象への接近もまたマルチメソッドなも
のである必要があることは言うまでもありません。既存の統計的データの吟味と活用についてと同様に、
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自らの手と足で企画した調査活動を遂行し、歴史的・社会的に意義ある資料をつけ加えていくことに習
熟することは、実証研究を志す場合には欠かすことができません。とりわけ大きな変動期にある現代社
会に解析のメスを入れようとすれば、量的調査と質的調査を組み合わせ、両者の方法を統合する、バラ
ンスのとれた方法が求められているのです。
また社会が変われば、社会調査の考え方も方法もそれとともに変わっていく必要があります。たとえ
ば、インターネットが私たちの社会に普及したことによって社会調査をめぐる環境はいやおうなく変化
しました。また社会調査によって収集されるデータの複雑さが増したことで、データを分析する手法も
高度になりました。したがって、これらの変化に対応しつつ社会の今の姿を明らかにするためには、大
学院において社会調査に関する専門的な知識・技法の学習をさらに進めていく必要があります。
こうした観点から履修モデルを考える際に、「専門社会調査士」の資格取得を念頭におくとよいでしょ
う。社会調査に関わる専門教育を受けた人が申請できる「社会調査士」
「専門社会調査士」の資格制度があ
ります。最近では、データサイエンスが重視されるようになった一方で、データサイエンスをきちんと
理解できる人材の不足も明らかになってきています。そうした流れの中で、専門社会調査士を取得して
いることは、データの収集／分析について高度な専門知識をもっていることの証となります。加えて、
社会調査教育に力を入れる大学／大学院が増えたことで、大学教員の公募要件に専門社会調査士の資格
を含める例も見受けられるようになりました。もし専門社会調査士の資格を取得していれば、このよう
な公募にも問題なく対応できます。専門社会調査士資格の取得は、本学の大学院生にとって十分にメリ
ットのある資格だといえます。社会学部、社会学研究科では、社会調査に必要な科目を多面的に学び、
かつ専門社会調査士資格を取得できるカリキュラムを用意しています。これらの科目を系統的に学んで
各々の研究に生かすとともに、それが結果として資格取得につながればと考えています。なおこの資格
取得について詳しくは、本学社会調査士／専門社会調査士資格制度ホームページ（https://www.soc.
hit-u.ac.jp/~hccsr/）
、および一般社団法人社会調査協会ホームページ（https://jasr.or.jp/）を参照
してください。
一般社団法人社会調査協会が定めている専門社会調査士の「標準カリキュラム」
（Ｈ・Ｉ・Ｊ）と、2022
年度、社会学研究科で開講する科目との対応関係はつぎのようになります。（科目認定申請の結果は追
って開示）。
社会調査Ⅰ

Ｈ．調査企画・設計に関する演習（実習）科目

（春夏・対面）

社会調査Ⅱ

Ｉ．多変量解析に関する演習（実習）科目

（秋冬・対面）

教育の研究方法論Ａ

Ｊ．質的調査法に関する演習（実習）科目

（春夏・対面）

なお大学院で取得できる
「専門社会調査士」の資格は、学部生が取得できる「社会調査士」の取得が要件
になっていますので、対応する学部科目を下記に記載しておきます。
社会調査論

Ａ．社会調査の基本的事項に関する科目

（春夏・対面）

〃

社会調査法Ⅰ

Ｂ．調査設計と実施方法に関する科目

（春夏・オンデマンド）

〃

社会調査法Ⅱ

Ｃ．基本的な資料とデータの分析に関する科目

（秋冬・オンデマンド）

〃

量的データ解析法Ⅰ

Ｄ．社会調査に必要な統計学に関する科目

（秋冬・オンデマンド）

学部発展科目

量的データ解析法Ⅱ

Ｅ．多変量解析の方法に関する科目

（秋冬・対面）

質的調査研究

Ｆ．質的な調査と分析の方法に関する科目

（秋冬・対面）

Ｇ．社会調査を実際に経験し学習する科目

（通年・対面）

学部基礎科目

〃

ゼミナール（３年）
（赤嶺・石居・尾崎・佐藤（圭）・数土・堂免・山田ゼミ）
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＊
「量的データ解析法Ⅱ」と「質的調査研究」は大学院との共修科目。
＊専門社会調査士資格と社会調査士資格を同時申請する場合は、社会調査データを用いた修士論文を
執筆し、上記Ｈ、Ｉ、Ｊ科目の単位を修得していれば、院生はＧ科目が免除される。
基礎科目と発展科目の配置、ならびに各科目の開講予定（毎年開講されるものと１年おきに開講され
るもの、特定の年度のみ開講されるものがある）を考慮しながら、履修計画を立ててみるとよいでしょう。

●修士論文
これまでの修士論文のなかには、家族社会学、労働社会学、文化社会学などの各々の研究ジャンルに
おいて社会調査を駆使したすぐれたものが多数書かれてきました。
＊最近の修士論文テーマの例
―介護経験の政治学：障害者当事者による自立生活支援団体を事例に
―ソーシャルメディアにおける創作のゆくえ：小説投稿サイト上の執筆活動を事例に
―きょうだい支援ボランティアとは誰か：参加・継続要因の検討
―パワースポット・ブームにみられる宗教の持続と変容の考察
―
「社会起業家」という生き方はいかに実現されるのか：
〈新しい世代の社会起業家〉のライフストーリーに見る個人と社会
―フラッシュモブの生成と多様化：「劇場型」の興隆と脱公共空間
―
「酔っぱらい」とは誰か：酩酊の概念分析
―現代日本女性の化粧と身体：働く女性の日常的化粧経験から
―演劇のリアリティと俳優：リアルとフィクションをめぐる俳優の役作りの過程から
―自殺と自己物語：自殺企図者の問題経験の語りから
―台湾ホモナショナリズムをめぐるアンビバレンス：
「先進的な我が台湾＝LGBTユートピア」における「非規範的とされる性／生を生きるわたし（たち）」の生存を求めて
―ジェンダー視点から見る在日ベトナム人技能実習生：女性技能実習生を中心に
―Web会議システム上の円滑なコミュニケーションの実現に向けて：
システムの特性と多様化する用途の可能性

【国際社会学】
●国際社会学研究の現状
国際社会学は、社会学の一分野であると共に、その境界を超えた多様な社会科学の分野と連動しなが
ら研究が近年急速に展開しています。長く社会学は国民社会を自明の単位として展開してきました。し
かし、現代では国境を越える社会的なプロセスが進行し、また社会の単位そのものが変動してきたこと
は明白です。このような一連の変化は、一方で国民社会を前提とする社会学の転換を求めるとともに、
単に国民国家間の交渉を分析する国際政治学・国際関係論という既存の国際問題の研究アプローチを超
えることを要求しています。国際社会学は、このような状況の中で、越境するプロセスの社会的なイン
パクト、国家を超えて形成されつつある社会を焦点として、過去35年ほどの間に日本の社会学の研究領
域として次第に確立し、社会学会内でも最も急速に発展している分野です。
実は、この状況は海外の社会学と大きな差をもっています。すなわち、日本以外の国々では、移民問題、

22

人種・エスニック関係、国際投資と社会発展などの研究は、それぞれの分野でかなり以前から進められ
確立してきましたが、逆に国際社会学という独自のまとまりは存在せず、多様な分野の連携をもって進
められてきました。これに対して、日本では逆に80年代以降国民国家型の発展の行き着く果てに、加速
度的に多様な領域での越境的な影響が共時的に拡大しました。この結果として日本における社会学の大
きな空白部分が明らかになり、国際社会学が一つの分野として比較的まとまった形で形成されてきたと
いえます。この成立の背景は、またこの分野で研究を始める若い人々にとっては注意しておくべき社会
的文脈でもあり、また日本における国際社会学の大きなメリットでもあります。
まず、国際社会学は、日本の植民地支配の歴史をふまえた旧植民地出身者の経験、80年代以降拡大す
る日本国内の外国人・移民をめぐる課題、他の国での民族紛争など具体的でますます多様になるイッシ
ューへの関心を持つ研究者たちによって担われてきました。したがって、これらを深めていくには、社
会学の範囲を超えて、国際政治学、人類学、歴史学、地域研究area studiesにおける学際的な超国家的
な地域（例えば、拡大EU研究、ラテンアメリカ研究、イスラム社会研究）等の理解が不可欠です。その
意味では、社会学の他の分野以上に、学際的interdisciplinaryな連携が重要な分野といえるでしょう。
この結果として、国際社会学的な研究は、テーマ・理論・方法の上で多様かつ豊かな可能性をもつ一方、
強い遠心力が働く傾向があります。
しかし、同時に、国際社会学という領域が形成されたことは、社会学の蓄積してきた様々なツールを
積極的に活用することで、この多様な研究を促進させるだけでなく、多様な研究間の相互連携を高め、
これらの研究の成果を逆に社会学の理論にフィードバックしていく積極的な可能性も与えています。し
かしながら、未だ日本における国際社会学研究は、この相互の媒介や理論への貢献という点では、その
可能性を十分に生かしているとはいえません。今後は、アイデンティティ、集団間紛争、家族・ジェン
ダー、社会的不平等と階級・階層構造等のこれまで社会学が蓄積した概念や理論を、単なる具体的な研
究への応用を超え、その概念の精緻化や組み換えを目指すような越境的な社会の明確な戦略性をもった
研究、たとえば超国家的に統合された地域間での差と共通性を明確化する比較研究などが、これからの
国際社会学の大きな課題といえます。

●一橋における国際社会学研究
本学社会学研究科における国際社会学の大きな特徴は、
（複数の）専任担当教員だけでなく、他分野にお
ける教員との連携をふまえたカリキュラムの充実にあります。専任教員の飯尾講師は、国際移住が途上国
の開発にもたらす影響への関心から、移民受入国だけでなく移民送出国を射程に入れたトランスナショナ
ル視角に着目してきました。さらに、近年の世界的に拡大する移民規制の厳格化がもたらす深刻な社会的
現実をふまえて、国家による管理と排除が移民と家族、そして移民コミュニティに及ぼす影響について、
移民送出国を含めたトランスナショナル視角を用いて検討してきました。特に、アメリカ合衆国における
オバマ政権期のもとで拡大した歴史的に類を見ない大規模な強制送還政策を可能にする構造的メカニズム
とその越境空間への影響についての分析を、米国だけでなくメキシコ都市部および農村部における多地点
フィールドワークにもとづいて博士論文研究として完成させました。今後は、ポスト・トランプ時代へと
移行した米国の移民政策がもたらす影響について、引き続き越境的な視座からの考察を続けていきます。
また、小井土特任教授は、アメリカ合衆国とメキシコの間の国境をめぐり、①多国籍企業の投資によ
る生産拠点の集積と地域開発と途上国労働市場の分析、②国境を非合法で越えて移動する多数のメキシ
コ・中南米移民のアメリカ合衆国の経済と社会への組み込みの構造分析、の二つの側面について分析を
進めてきました。1990年代以降は、合衆国内部での移民への社会的排除に重心を移し、特に2001年の
９・11同時多発テロ事件以降は、移民政策における安全保障の観点がいかに移民を体系的に管理してき
たかを分析してきました。他方、日本における移民受入れ政策の出遅れと一貫性のない制度形成の問題
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を、各地域レベルでの調査を繰り返すことで現場から分析を進めています。さらに、同じ後発的な移民
国であるスペインが急速に移民受け入れ、特に社会統合政策を体系的かつ柔軟に進めてきたことに注目
して、後発国の国際比較を進めています。これらの研究を踏まえ、これまで他の専任教員と協力し、北
米、EU、と日本・アジアとの交流をシンポジウムや国際調査を通じて推進し、移民の国際比較研究の
拠点を構築してきました。
また、本研究の社会動態分野の新たな領域として「強制移住学」が設けられ、難民／強制移住を専門と
する橋本直子准教授が担当します。越境的な人の移動を扱う近接した専門領域が連携することで、
「難民」
に特に関心を持つ学生の学びの場が広がるとともに、国際社会学との様々な相乗効果が期待されます。
これに加えて、本研究科の社会動態研究分野には、フェミニスト国際関係論にも理解のある佐藤（文）教
授、さらにエスニシティ・人種や移民に関連した多数の研究者が歴史、人類学、グローバルスタディー
ズなどの各分野に在籍しており、国際社会学を専門的に学ぶ大学院生には、多様な選択肢や組み合わせ
が提供されています。また、本学の国際社会学プログラムが立ち上がってからすでに30年近くが経過し、
その中で本プログラムの修了生である飯尾講師をはじめとして、多くの博士課程修了者が若手研究者と
して巣立ってきました。こうした国内外で活躍する修了生のネットワークもまた本プログラムの強みと
いえるでしょう。また、2023年度からは、国際社会学・都市社会学に関連した専任教員の増員が予定さ
れており、今後本プログラムはさらに充実していくでしょう。その意味では、プログラムのコア部分は
小規模ながらも、現在日本の中での国際社会学のプログラムとしては相対的に充実したものであり、先
の項であげた研究上の課題を乗り越えていく努力を可能にするものと考えられます。

●履修上のヒント
以上の説明から、一橋で国際社会学を学ぼうと志望した段階で、すでにさまざまな選択肢と組み合わ
せを自分で考えられていると思われますが、一応以下のような「モデルケース」が考えられるでしょう。
演習：飯尾ゼミを主ゼミとして、例えば移動と社会階層の関係に関心があり、社会階層の理解につい
て深めたければ数土ゼミ、教育に関心があれば太田ゼミ、アメリカ移民研究なら中野ゼミ・貴堂ゼ
ミ等、といったパターンで副ゼミナールを選定する。また、難民／強制移住研究に関心のある学生
は、主ゼミを橋本ゼミ、副ゼミを飯尾ゼミとすることもできる。
国際社会学特論：毎年開講されるので履修することが望ましい。
他の社会学研究科大学院科目：外国人労働者論では総合政策研究分野の科目、アメリカ移民では歴史
社会研究分野の科目、グローバル化や途上国援助論なら地球社会研究専攻の科目を履修するといっ
たことによる他分野への関心の展開を図る。
高度職業人養成科目：英語のアカデミックなコミュニケーション力を高めるために発信英語力の諸科
目を履修することを強く推奨する。
学部講義：共修科目「国際社会の課題」をなるべく履修。また、国際社会学の基礎的な勉強が欠けてい
ると考える人は「国際社会学Ⅰ・Ⅱ」のいずれかを履修することが望ましい。さらに、社会学のバッ
クグラウンドを持たない人は、「社会学理論」の履修も役に立つだろう。
他研究科：研究テーマによっては、例えば国際・公共政策大学院における国際政治学・国際政治経済
論等の国際的なフレームワークをめぐる講義も必要でしょう。

●修士論文研究のガイド
１．最近の修士論文のテーマ例
―モロッコ・スペイン領セウタ間の越境的なインフォーマル経済への国家の介入の功罪
―メキシコ都市部における移民1.5世代の若者たちの「帰国」と労働市場への参入プロセス
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―エスニック帰還移民としてとらえなおす中国帰国者３世の経験
―移民のインターカルチュラルな統合と地域
―フィリピンにルーツをもつ1.5世代青年の進路意識の形成
―在日コリアンの若者はヘイトスピーチをいかに経験するか
―日本における非正規滞在者の経験と帰国後の生活・就労実態
―インドIT技術者の海外就労と仮想就労の構造的連関
―ヨルダンにおけるシリア難民のカテゴリー化
―日比婚外子とフィリピン人母親による市民権闘争
―フランス郊外における社会的排除と「経験の共同体」
―日本における定住外国人第二世代の強制送還の法社会学的研究―ペルー人帰国者の事例から―
―在日ヴェトナム系住民の社会的上昇をめぐるディレンマ
なお、修士論文一覧はこちらからご覧ください。
→https://www.soc.hit-u.ac.jp/~trans_soci/graduate2.html
２．修士論文の必要条件
修士論文のテーマ設定に関しては、エスニシティの理論、市民権、国際移動の説明、グローバル化
の中の発展等における理論上の争点を軸に構成する方向と、逆に特定の具体的集団、国、地域、イッ
シューに関する論争点や現象上の疑問に焦点を当てて解明する方向とがありえます。もちろん理想的
にはこの両者が結合したテーマ設定が望まれます。実際の修士論文テーマは多くは具体的な対象を設
定したものですが、重要なことは、その国や地域の具体的な対象に関心がない人々にも、その研究の
意義がわかるようなかたちで、そこでの発見を一般化する努力です。このためにも、ぜひ社会学の古
典の学習や理論に結びついた現状分析の外国語論文・研究書をＭ１・２年のうちに意識的に学習して
いくことが大切だと思います。
３．修士論文のための調査
たとえば日本国内の移民・外国人集団や政策の研究のためには、ある程度現地における調査が望ま
しいでしょう。また、国外に研究対象がある場合、Ｍ１年のうちにそれに関連する先行研究を集中的に
調べることで、研究状況を把握し、海外での関連研究機関の広がり、特に直接テーマに関連する研究
者の洗い出しは重要です。その上で、資料の収集、研究機関とのコンタクト、さらには限定された規模
でのフィールドワークをＭ１年の春休み、より発展したフィールドワークをＭ２年の夏休みに実行して
いくのがひとつのやり方ですが、この具体的な手順は指導教員と相談していくのがのぞましいでしょう。
一橋で国際社会学を研究する好条件の一つは、関連の図書資料の充実です。附属図書館の有効活用
はもちろんですが、国際社会学共同研究室には故梶田教授の蔵書を含む国際社会学関係の洋書・和書
の関連文献が別途集められ、経済研究所資料室にも関連する貴重な文献が所蔵されています。また、
図書館にはEU資料室があり、ヨーロッパの研究を志す人はぜひ積極的に活用してください。さらに、電
子ジャーナルによる論文のダウンロードはこの分野の場合特に研究の効率化を進めることになると思い
ますし、図書館に導入された、学問的なジャーナルや海外のメディア検索用エンジンの積極的な活用は
海外の研究動向だけでなく、世論・政策論争の最新動向や時系列的な分析に大いに役立つでしょう。
（図
書館レファレンスに問い合わせるか、
関連解説資料を参照すること）
。２年間の中で、
着実な文献研究と、
限られた資源と機会を有効活用したフィールドワークを結びつけた計画的な研究が望まれます。
海外の研究機関・シンクタンクの発表する報告書・論文の電子ファイルの収集分析もこの分野での
研究の基礎的な作業であり、指導教員や先輩と相談しながら是非進めて下さい。
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４．博士論文をもとに刊行された書籍（写真右より順番に下記の著者・タイトル）
●工藤晴子、
『難民とセクシュアリティ―アメリカにおける性的マイノリティの包摂と排除』明石書店、
2022年
●惠羅さとみ、
『建設労働と移民―日米における産業再編成と技能―』
名古屋大学出版会、2021年
●ヤマグチ・アナ・エリーザ、
『変容する在日ブラジル人の家族構成と移動形態 分散型／集住型移住
コミュニティの比較研究』
世織書房、2021年
●藤波海、
『沖縄ディアスポ
ラ・ネットワーク―グロー
バル化のなかで邂逅を果た
すウチナーンチュ』明石書
店、2020年

米連邦議会前で強制送還の停止を求める移民団体：
2000年代以降、特にオバマ政権のもとで拡大してきた大
規模な強制送還政策が送り出し国に及ぼす影響も近年の国
際社会学研究の大きな課題の一つといえる。

惠羅 さとみさん

C O L U M N

自らの目と足で他者とのつながりを解明する。

（法政大学・社会学部・准教授；総合社会科学専攻 2008年9月博士課程単位取得退学、東北大学大
学院文学研究科グローバルCOEフェローとして転出、2018年論文博士を本研究科から取得）
私はグローバルな産業変動と移動する労働者をめぐる社会動態に関心を持ち、これまで日本とアメリカ合衆国、そして最近
ではベトナムやフィリピンなどでフィールド調査を重ねてきました。なぜ移民労働者は脆弱性とスティグマに直面するのか、
就労現場の実態やそれを取り巻く労働・産業構造の変容はどのようなものか、そこに形成される社会関係やアイデンティティ
はどのような特徴を持っているのか、そして、地域や運動においていかに連帯とヘゲモニーの転換は可能となるのか、など労
働を取り巻く多元的な側面を考える上で、国際社会学のプログラムから得た発想はとても大きかったと思います。
入学当初は日本国内の問題に主な関心がありました。しかし、産業・労働をテーマにした調査研究は、私がもう一つの軸足
を置く労働社会学でも、どうしても国民国家を前提とした歴史的・制度的特徴を枠組みとする傾向にあり、それだけではグロ
ーバルな変動を捉えきれないと感じるようになりました。その点、国際社会学プログラムには、理論的にも実証的にも多様な
地域・国・領域に関心を抱く教員・院生が集まっており、常に他の領域にも目を向ける機会を与えられる一方で、自分の狭い
関心を突き放して見る視点、そしてそれらを通じて研究の意義を一般化する努力がシビアに求められます。それらの環境から
刺激を受けて、自分も自然と国際比較研究や海外でのフィールド調査に目を向けるようになりました。国内調査でも労働運動
の領域に深くコミットしていた私にとって、海外ではコミュニティに広がりをもった労働運動の新たな概念が生まれているこ
とを知り、実際に運動団体を対象とした調査研究に取り組んだことは、国内外における調査研究スキルの習得はもちろん、人
と人のつながり方や、問いの立て方そのものについて、深く考えるきっかけになりました。
修士課程修了後も、博士課程を経て他大のグローバルプログラムのフェローや米国大学の客員研究員として海外調査や在外
研究を行う機会があり、ポスドク研究員として研究センターの運営・企画に従事しながら、フィールド対象をアジアに広げて
調査研究を続けることで国際フィールドワーカーとしての基盤をつくれました。新たな関心と発見は尽きません。社会現象に
関心を抱き、常識を疑い、自らの目と足で他者との繋がりを解明したいという欲求を抱いている学生に、国際社会学プログラ
ムを履修してもらいたいと思います。（博士論文は上掲『建設労働と移民』として出版された。）
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C O L U M N

工藤 晴子さん

（神戸大学大学院国際文化学研究科 講師；総合社会科学専攻 2019年3月博士課程修了）
私はアメリカでの修士課程（社会学）を修了したのち日本のNGOでの勤務を経て、国際社会学プログラムの博士課程を開始
しました。入学当初から人の移動とジェンダー／セクシュアリティの関係に関心を持ち、アメリカをフィールドに性的マイノ
リティの難民認定申請者の経験について調査を実施してきました。国際社会学プログラムという高い水準が求められる場所で
様々な領域や手法に目を向けて学び、専攻・大学の枠にとらわれない国内外の研究者との交流の機会や研究報告の場、博士課
程在学中にイギリスの修士課程（難民・強制移動学）への留学などを支援してもらい、最終的には研究課題を難民保護レジーム
の歴史、外交、国家の性のポリティクスのなかにおける包摂と排除の問題へと展開することが可能となりました。（博士論文
は前掲書『難民とセクシュアリティ』として公刊）
国際社会学プログラムには異なる地域・国・領域に関心を抱き、多様な背景を持って研究に携わる教員・院生が集まってい
ますが、研究と現場の実践のつながりや差別・排除の構造を理解することの重要性などが問題意識として広く共有されていま
す。こうした環境で研究するうちに、私は難民支援の現場を理解することの必要性を強く感じ、在学中に国連難民高等弁務官
事務所（UNHCR）で勤務を開始しました。エジプトとトルコの事務所にてシリアやアフリカ諸国出身の難民の人々の保護、特
に性暴力や性的マイノリティに対する差別・暴力の問題に取り組んできました。学位取得後もトルコで働いていましたが、改
めて研究に軸足を置こうと考え、現在は神戸大学大学院国際文化学研究科の講師として教育にも携わりながら、強制移動とセ
クシュアリティの研究を続けています。
自分自身の問いを何度も立て直しながら研究とフィールドとを往復をしたい、一見寄り道のようにみえる選択肢にも積極的
に挑戦したい、という学生を国際社会学プログラムは応援してくれると思います。

工藤晴子さん

国境の壁はすでにある：
アメリカ―メキシコ国境の壁を「建設」する大統領令を発表したトラ
私はアメリカでの修士課程（社会学）を修了したのち日本の NGO での勤務を経て、国際社
した。⼊学当初から人の移動とジェンダー／セクシュアリティの関係に関心を持ち、アメリカ
ンプ政権のもとでその注目が集まってきたが、1990年代以来、既
⺠認定申請者の経験について調査を実施してきました。国際社会学プログラムという高い水準
に目を向けて学び、専攻・大学の枠にとらわれない国内外の研究者との交流の機会や研究保報
に国境の壁は拡大し続けてきた。物理的国境とその地域だけではな
修士課程（難⺠・強制移動学）への留学などを⽀援してもらい、最終的には研究課題を難⺠保
ポリティクスのなかにおける包摂と排除の問題へと展開することが可能となりました。
く、このような象徴的な境界の再設定をめぐる権力作用と政治過程
国際社会学プログラムには異なる地域・国・領域に関心を抱き、多様な背景を持って研究に携
について考察するのも国際社会学の一大課題だ。
研究と現場の実践のつながりや差別・排除の構造を理解することの重要性などが問題意識とし

境で研究するうちに、私は難⺠⽀援の現場を理解することの必要性を強く感じ、在学中に国連
勤務を開始しました。エジプトとトルコの事務所にてシリアやアフリカ諸国出身の難⺠の人々
ィに対する差別・暴力の問題に取り組んできました。学位取得後もトルコで働いていましたが
現在は神⼾大学大学院国際文化学研究科の講師として教育にも携わりながら、強制移動とセク

⾃分⾃身の問いを何度も立て直しながら研究とフィールドとを往復をしたい、一見寄り道の
したい、という学生を国際社会学プログラム応援してくれると思います。

米連邦議会前で強制送還

2000年代以降、特にオ

規模な強制送還政策が送

【難民・強制移住学】
●難民・強制移住学の現状

際社会学研究の大きな課

国境の壁はすでにある：

「難民・強制移住学」とは、移住研究の中でもとりわけ非自発的に家や出身地を逃れなければならない

アメリカˌメキシコ国境の壁

領令を発表したトランプ政権

人々や国を持たない人々などに焦点を当てて、その原因、結果、解決策などを学際的に分析する研究領

集まってきたが、1990年代

域です。

ではなく、このような象徴的

は拡大し続けてきた。物理的

ぐる権力作用と政治過程につ

世界には2020年末の段階で把握されているだけでも8,000万人以上の強制移住者（難民、避難民、国内
避難民など）がおり、その数は年々増加し続けています。量の増加だけでなく質的にも、人の移動と国

27

際社会学の一大課題だ。

際社会、国際政治、国際法が相互に重大かつ複雑な影響を与え合うことは世界各地における昨今の情勢
をみても明らかです。難民・強制移住イシューは、学術においても実務においても、今日の世界におけ
る重大分野の一つとなってきています。
欧米では、難民学・強制移動研究は既に1980年代初頭に一つの学術領域として確立し、昨今の世界情
勢を受けその重要性はますます高まっています。世界トップクラスの社会科学系の大学（院）ではその多
くにおいて、（強制）移住問題に関する研究センターや学科・専攻・コースが既に設けられています。そ
の多くは特定の学術領域分野に組織的には所属しつつも、実質的内容は、社会学、社会人類学、地理学、
開発学、政治学、グローバル・スタディーズ、心理学、歴史学、平和学、哲学、宗教学、教育学、メデ
ィア研究、ジェンダー研究、国際関係学、国際法学、経済学などを含み、きわめて学際的な調査研究が
繰り広げられています。
一方で、日本を含むアジアにおいては、難民・強制移動研究は萌芽期にあり、まだ幅広い伸びしろが
ある状態です。換言すれば、研究者を目指す院生にとっては、「先駆的」
「画期的」と見做されうる研究の
余地がまだ沢山ある領域とも言えるでしょう。

●一橋における難民・強制移住研究
本研究科では、これまでの歴代の教員たちが、日本における幅広い意味での「国際移動研究の代表的
拠点」としての地位を築き上げてきました。現役の教員としては、国際移動研究の専門家として小井土
彰宏特任教授が国際社会学分野の研究・教育を長年担い、2021年度より飯尾真貴子講師が専任教員とな
りました。2022年度から新たに、難民・庇護政策の実践的研究を専門とする橋本直子准教授が着任した
ことで、国際移動研究をさらに多角的・重層的・学際的に発展させる態勢が拡充された状態にありま
す。また難民・強制移住研究は、本研究科の教員が長年牽引してきたその他の学術領域（例えば、歴史
学、国際関係史、哲学・倫理・思想、政治学・政治過程論、比較政治、ジェンダー、社会福祉、社会政
策、社会人類学、人権・人道、グローバリゼーション、言語文化論、メディア研究、人口学など）と密
接にかかわる分野でもあり、学際的な研究を実践しやすい環境も整っています。
橋本直子准教授は、政治学・国際関係学、国際難民法・人権法・人道法・刑事法を学術領域的な背景とし、
地域的には主に日本や北東アジアを中心に国際的な難民・強制移住研究を行ってきました。またアカデ
ミアに移る前は15年近く、日本政府や国際機関（外務省、法務省、国連難民高等弁務官事務所、国際移
住機関を含む）で実務家として勤務していたため、実践的な政策研究の指導を行うこともできます。更に、
難民・移住研究分野で世界トップクラスにある研究機関との国際的なネットワークも生かし、海外の大
学院で学ぶ院生や若手研究者を交えた合同セミナーも開催する予定です。
なお、日本を研究の排他的地理的フィールドとする場合を除き、ほぼ全ての参考文献は英語のものを
使用し、英語での修士論文執筆という選択肢も視野に入れますので、専門的な英語力向上を目指す環境
も整えていきます。

●履修モデル
難民・強制移住研究を志すには、①理論、②方法論、③イシュー、④地理的フィールドの４つの支点
を定めていく必要があります。このうち③のイシューについては、難民・強制移住研究（橋本直子准教授）
や国際社会学・移民研究（飯尾真貴子講師）のゼミで焦点を絞っていくことができますが、①理論、②方
法論、④地理的フィールドについては、他の講義を通じて各自で学修しなくてはなりません。上記の観
点から、例として以下のようなモデルケースが考えられるでしょう。（ただし開講科目名は、各学年度
のガイドブックを参照・確認して下さい。）
演習：橋本ゼミを主ゼミとし、飯尾ゼミを副ゼミとする（その逆も可）
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「難民・移民政策論」
（院生用講義）
：毎年開講されるので履修することが望ましい
他の社会学研究科大学院科目：各自が志向する研究課題に照らして、様々な組み合わせが考えられ
る。例えば、「国際社会の課題Ａ・Ｂ」、「国際社会学特論」、「ジェンダー論」、「社会思想」、「社会
哲学Ａ」、
「社会心理学」、
「社会人類学Ⅰ・Ⅱ」、
「国際開発論Ａ・Ｂ」、
「政治学Ａ・Ｂ」、
「比較政治」、
「政
治過程論」、「社会政策特論」、「アジア社会史Ⅱ」、「アメリカ研究」、「ヨーロッパ社会史」、「地球社
会研究」、「Media Research Methods」、「社会調査Ⅰ・Ⅱ」、「質的研究と方法」など。
学部との共修科目：例えば「Refugee and Forced Migration Studies」
（毎年開講されるので履修す
ることが望ましい）。
高度職業人養成科目：英語のアカデミックなコミュニケーション力を高めるため「発信英語力」の諸科
目を履修することを強く推奨。研究対象となる地理的フィールドによって必要であれば、英語以外
の外国語の習得も進める。
他の研究科：各自が志向する研究課題に照らし、例えば国際・公共政策大学院や法学研究科における
理論関連の講義など。

●修士論文研究のガイド
学術的な論文には必ず「具体的かつ説明を要する中核的な問い」がなくてはならず、その問いは「なぜ
（Why）」、または「どのようにして（How）」、または「どの程度（To what extent）」といったクリティカ
ルな視点である必要があります。これらの点が、ジャーナリズム、政策提言、報告書とは決定的に異な
る特徴です。このリサーチ・クエスチョンを練る作業は、修士号取得後のキャリア・プランにかかわら
ず全ての院生にとって決定的に重要になります。その上で、研究者を志望する大学院生にとって修士論
文は博士後期課程の前哨戦といった意味合いもありますので、修士一年目の間に先行研究文献の調査を
進めつつ、上記の履修モデルで強調した通り理論と方法論の専門的学修を深めていきます。また多くの
場合、ケース・スタディとしての地理的フィールドも定めなければなりません。高度職業人・実務家を
目指す院生にとっても基本的な枠組みは変わりませんが、方法論や外国語をより幅広く学んだり、政府
関連機関やNGOなどでのインターンシップを行いつつ修士論文を執筆することで、修了後の可能性を
広げることも考えられるでしょう。

2015年10月、ギリシアのレスボス島に到着した
シリアとイラク人。ボートピープル対応は古くて
新しい問題だ。
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【ジェンダー研究】
●一橋大学におけるジェンダー研究
ジェンダー研究は、男性を人間の「標準」とする学問に異議を申し立てた女性学から出発した学問です。
男性が「標準」とされるということは、社会のなかに存在する性差が不可視化され、またジェンダーを生
み出す社会構造やイデオロギー、思想、歴史的文脈が問われてこなかったことを意味します。これを問
題にするのがジェンダー研究であり、その対象は、すべての学問分野に及ぶといっても過言ではありま
せん。逆にいうと、その対象の広さゆえに、多くのジェンダー研究者は、社会学、歴史学、文学、政治学、
哲学など、従来の学問的ディシプリンのなかで活動しており、日本では「ジェンダー研究」を専門として
打ち出している研究者はまだまだ少ないのが現状です。一方で、ジェンダーという鍵概念の登場ととも
に、従来の学問の分類とは異なる形でのネットワーキングや知の産出方法が求められてきました。これ
に伴い、1990年代以降、ジェンダー視点をもつ研究者を領域横断的に集めた研究拠点を有する大学も次
第に増えてきました。学問分野は不動のものではなく、解決すべき課題の変容とともにつくりかえられ
てきたのです。一橋大学社会学研究科が「ジェンダー研究」を一つの領域として掲げていることは、その
ような知のフロンティアをつくりあげていこうとする姿勢のあらわれに他なりません。
ジェンダー社会科学研究センター（CGraSS）に集う教員たちの専門もまた、あらゆる学問分野にまた
がっていますが（http://gender.soc.hit-u.ac.jp/）、社会動態研究分野で「ジェンダー研究」を担当して
いる教員２名は、社会学および歴史社会学（ジェンダー史）の方法を用いた研究を行っています。ジェン
ダー研究は女性学から出発し、これを受けて男性の立場からの省察をはじめた男性学、異性愛中心主義
への批判と対抗のために登場したセクシュアリティ研究、さらに男／女や異性愛／同性愛といった二項
対立そのものを脱構築しようと発展したクィア研究等を緩やかに包摂しつつ、時に緊張関係を孕みなが
ら発展してきました。多様な方法論のもとに蓄積されてきた研究の成果を吸収しつつ、自分がどのよう
な方法によって学位論文を執筆するのかを意識して学修をすすめていってもらいたいと思います。

●履修モデル
入学後は、指導教員の演習に所属し、ジェンダー論や社会学、歴史社会学の方法について学びを深め
ていきます。第二演習の受講も推奨しますが、必ずしもジェンダー研究の教員を主・副の指導教員とす
る必要はありません。ジェンダー研究の学際性に鑑みて、各自の研究テーマや研究方法に近い教員の第
二演習を受講することもできますので、指導教員とも相談の上、副ゼミの選択をするようにしてくださ
い。以下では、ジェンダー論を学ぶ上での必須科目を紹介します。
◎社会科学のなかのジェンダー（貴堂嘉之教授・佐藤文香教授・田中亜以子講師）
ジェンダー研究の切り拓く学際的な方法論と研究テーマの可能性を探るオムニバス形式の授業で
す。担当教員の最新の研究成果を聴きながら、各自が研究をすすめる上で、社会科学・人文科学の研
究のなかにジェンダー視角を導入するための基盤をつくりだしていきます。
◎ジェンダー論（佐藤文香教授）
ジェンダー論の基礎概念や歴史を学び、国内外で蓄積されてきたフェミニズムの争点をとりあげな
がら、その見解の不一致を理論的立場の相違として考察します。ジェンダー研究を生み出す母体とな
った第二波フェミニズムの諸理論が、ジェンダー関係の何を問題とし、どのような議論を積み重ねて
きたのかを学んでいきます。
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◎社会学／平和とジェンダー（佐藤文香教授）
国内外のジェンダー研究の重要文献を輪読し、ディスカッションを行う授業です。フェミニスト国
際関係論による平和に対するアプローチの独自性やその課題を探究し、インターセクショナリティを
はじめとするフェミニストの方法論についても議論します。
◎ジェンダー史特論（田中亜以子講師）
ジェンダー研究のなかでも特に歴史的なアプローチによってジェンダーを探求する「ジェンダー史」
の領域を学びます。ジェンダー史という領域が成立していった背景を論じるとともに、担当教員の現
在の研究テーマである日本における「性別」観念の歴史的変容について詳しく議論します。研究を進め
ていく上でこれまで突き当たった方法論上の壁やその打開策についても語りたいと思います。
◎Topics of Modern and Contemporary History A（田中亜以子講師）
「ジェンダー史」の重要先行研究を英語で輪読し、ディスカッションを行う授業です。ジェンダー史
研究は、ジェンダー分析を行う上での重要な枠組みや理論を多く産出してきました。原典に直接ふれ、
ジェンダー分析について考えを深める機会を提供します。

●修士論文
最近提出された修士論文には、以下のような題目が含まれます。
―韓国女性軍人に関する研究

―軍隊にとどまる・離れる要因を中心に

―台湾における未婚女性の語られ方について

―「負け犬」言説の変容

―どのようにピルユーザーになっていくのか

―主体化＝服従化理論を手掛かりに

―男性化された「遊び」に見える男女間のジェンダー戦略

―「サバイバルゲーム」を通した「快楽的な男

性性」の再検討
―沖縄の基地従業員女性からみた在日米軍
―
〈家庭〉を描く日常世界

―子どもたちの経験と語り

―異性愛主義とコミュニティのあいだで
―日本の労働における男女格差

―ゲイ男性・バイセクシュアル男性のライフ・ポリティクス

―性的・性別にかんするハラスメントを組み込んだ検討

―中国人の不妊と関わりのある女性から語られる不妊および不妊治療
―子育て支援のジェンダー構造

―男性保育者による実践の課題と可能性

―男性にたいするCRSV（紛争に関係する性暴力）はいかに問題化されるか

―クレイム申し立て活動の

言説分析
―性暴力と「性の二重基準」 ―新聞・雑誌メディアの言説分析から
―ムスリム女性の「生きられた経験」 ―日本における若者ムスリム女性の葛藤と交渉
修士課程の修了生の中には、博士課程に進学し、日本学術振興会特別研究員や一橋大学特任講師（ジ
ュニアフェロー）を経て大学で教鞭をとっている人々、大学の男女共同参画センターやジェンダー研究
所で専門的な知識を活かしている人々がいます。
また、民間の政策シンクタンクやコンサルティング会社、出版社等で大学院での学びをもとに活躍し
ている人々、高校教員や日本語学校講師、公務員になった方もいます。

●メッセージ
ジェンダー研究は当事者研究としてはじまりましたので、
「ステレオタイプな男女観」への疑問や、
「セ
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クシュアル・マイノリティの生きがたさ」に対する痛覚を大切にします。同時に、研究に際してはあな
た自身の苦しみや痛みをいったん脇におくことが必要になることもあるでしょう。
また、ジェンダー研究は男女の差異に注目することから出発しましたが、人間の差異は性自認、性的
指向の差異や、人種・民族・階級・年齢・障害の有無など多岐にわたります。それらの差異が相互にど
のような関係を切り結んでいるのか（インターセクショナリティ）に注意を払うことが求められます。自
らと異なる世界（観）を生きる他者に対する想像力と知的好奇心をもちながら、ジェンダー研究のフロン
ティアを共につくりあげていきましょう。
←1855年に出版された畑銀鶏による性の奇談集『和漢奇事変生
男子之説』には、生殖器が女性から男性に変化した人物のエピソ
ードが掲載されています。左の図は、
当時配布されたという錦絵で、
文中には「女子の男子に変ぜしは、いと／＼目出度ことなれとて、
日ごろ懇意にせし人々より、羽織、股引、足袋、せつたなど、祝
ひくれ候よし。当人も甚穏にて、
あつぱれの若イ者となりぬること、
奇中の奇なり」
とあります。
「性別」
そのものへの考え方も、時代と
ともに変容してきたのです。

アメリカのバージニア州アーリントン国立墓地近くにはWomen In Military
Service For America Memorialがあります。さまざまな展示品に囲まれたこ
の場所は、アメリカ建国以来、国防に貢献してきた女性たちの
「我々、女性たち
はいつもそこにいた」という力強い声であふれていました。こうした記念館は、
女性がなした軍事的貢献を文化的に喪失するプロセスに抗して建立されたもの
ですが、軍事化は女性兵士の創出にとどまらないさまざまな役割を女性に割り
ふりながら進行していきます。→

前之園 和喜さん

C O L U M N

研究職志望でなくても大学院へ！

（株式会社日経リサーチ；総合社会科学専攻

修士課程

2021年3月修了）

ジェンダー研究を志したきっかけ
大学（院）の専攻を聞かれて「ジェンダーです」と答えると、「なんで男なのに？」と不信感をもって聞き返されますが、きっか
けを話すとだいたい納得してもらえます。小さいころから「規範的な男らしさ」に合致できないことにコンプレックスを持って
いました。小学校のころから、男は外でドッジボールをするものとされ、教室で折り紙遊びをする私は軟弱とか「女々しい」と
か言われてきました。高校でも相変わらず「男らしさ」との折り合いがつかないままでしたが、現代社会の授業で「ジェンダー」
概念に出会いました。「『男らしさ』は社会的・文化的に作られたものに過ぎない」と知り、救われたような気持ちになった―
これがジェンダー研究に興味を持ったきっかけです。
大学院進学へ
学部３年生のときに佐藤文香先生のゼミに入り、頼もしい仲間と議論しながら研究することの奥深さに触れました。もとも
と大学院への進学は考えていなかったのですが、研究を２年間で終わらせてしまうのはもったいないと思い、方針転換を決め
ました。修士課程では、「メディアにおける性暴力にかんする語り」の分析を行いました。メディアの性暴力言説が加害者を威
勢よく批判する一方、どのように自分たちを性暴力と無関係な存在であると語っているか研究しました。光栄なことに修士論
文を出版する機会に恵まれ、仕事の傍ら改稿を進めています。
仕事と研究のつながり
研究は非常に面白く、博士課程に進学するか就職するかで大いに悩みましたが、いったんアカデミアを離れてみる決意を固
めました。現在は民間の調査会社に入社し、調査の企画立案などに従事しています。専攻の知識を活かし、アンケート調査の
「性別欄」についての検討を行いました。さらに、クライアントが気づかない課題に先回りし、それを調査の企画に反映させる
など、大学院で学んだ様々な力が活用できているのではないかと思っています。
受験を考えている人へのメッセージ
大学院は研究者になる人が行く場所だと思っている人も多いでしょう。私もその一人でした。しかし、修士課程修了後に民
間会社や公的機関に勤める人もたくさんいます。大学院はこうした人と研究者をめざす人とが活発な議論を通して切磋琢磨し
合う空間です。研究に少しでも興味があるなら入学を考えてみることをおすすめします。
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総 合 社 会 科 学 専 攻

社会文化研究分野
１．社会文化研究分野はどんな学問領域を含むか？
社会文化研究分野は、人間の精神活動によって築かれたさまざまな文化事象のうち、特に、広い意味
で言語によって表現された人間の知的・精神的営みの分析を中心的な研究テーマとしています。本分野
は多様なディシプリンによって構成されていますが、大きく二つの柱に分けることができます。ひとつ
は哲学・社会思想のグループであり、もう一方は文芸・言語・民族文化研究のグループです。これらふ
たつのグループを含む本分野は従って、広い学問領域をカバーする分野であり、各領域のアプローチも
それぞれの伝統に従ってさまざまですが、いずれの領域においても、言語を媒体とした知的営為を検討
することが主たる目的であるという点は共通しています。従って学生に対しても、自ら設定したテーマ
に関して、原典や一次資料を徹底的に読み込み、分析することを基本的な研究姿勢として要求していま
す。そのため、どの領域においても、自分が取り組む専門にとくに必要な言語を習得することが、何よ
りも強く求められるところに特徴があります。
このように本研究分野を構成するスタッフは、その専門領域によってふたつのグループに分かれてい
ますが、問題意識や研究アプローチ、教育方針などを共有し、担当科目も共同で運営しています。
表１．各教員の専門領域、研究指導においてカバーするテーマ、担当科目一覧
教員名

専門分野

研究テーマ・領域

担当科目
（学部）

担当科目
（大学院）

森

村

敏

己

社会思想史

18世紀フランスの思想と歴史

社会思想、
社会思想史

社会思想、社会思想史
原典講読 共

井

頭

昌

彦

分析哲学、
科学哲学

分析哲学における認識論および存
在論、科学哲学、メタ哲学

哲学概論
社会哲学

社会哲学
社会科学研究の技法

吉

沢

文

武

価値論、倫理学
形而上学

生殖の倫理および死の形而上学

倫理学概論
社会倫理学

社会哲学

中

野

知

律

フランス文芸思想

マルセル・プルースト研究、
フランス近代の言語文化表象

社会と文化

文芸思想研究、ヨーロ
ッパ思想史、社会思想
史原典講読 共

久

保

哲

司

近現代ドイツ語
圏文学・芸術・ ヴァルター・ベンヤミン
思想

社会と文化

文芸思想研究、ヨーロ
ッパ思想史、社会文化
論原典講読 共

井

川

ちとせ

文芸思想研究

イギリス文学、
イギリス社会文化論

社会と文化

文芸思想研究、
社会文化論原典講読 共

郁

如

社会史・社会文
化論

台湾史・台湾社会文化論、
ジェンダー研究

社会と文化

文化生成研究、
社会文化論原典講読 共

智

史

言語社会学

言語多様性継承論、マイノリティ
言語保全運動史（イベリア、中南
米、
アフリカ等）
、分類思想と限界

ことばと社会

言語と人権、
音声学概論 共

洪

寺

尾

共 は学部共修科目です。
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２．研究内容、および講義概要
２.１ 哲学・社会思想グループの研究内容、および講義概要
このグループは、人間の文化的実践を理論的・根源的な観点から分析する哲学と、より歴史的、社会
的な視点を重視する社会思想とに区分されています。現在、わが国では哲学・思想に専門的に取り組む
講座を持つ大学が少なくなってきているという状況もあり、各スタッフは自分の専門分野をベースにし
た教育・研究を行いながらも、幅広い問題に対応するための努力を続けています。ここでは、古典的な
哲学作品を丁寧に読み進め、解釈を深めていくことはもちろん、対象とする過去の社会の知的・精神的
ありようを学ぶために当時のテキストを幅広く探索することも、さらには極めて現代的な問題意識から
出発して、哲学的思考を訓練することによって自らの問題関心をより鍛え上げていくことも可能です。
少なくともわたしたちスタッフは、ここで学ぼうとする院生に対してこのような場を提供することを理
想としています。
過去の知的営為を学ぶことの目的は、単にそこで展開される内容を理論的側面からのみ把握すること
に尽きるわけではありません。そうした議論が成立し、意義を持つことを可能にしている歴史的条件を
考察することもまた、重要なアプローチのひとつです。それによってわたしたちは、自分たちが生きる
社会とは異なる社会をより深く理解することができるだけでなく、現代社会が抱える問題を別の角度か
ら眺めることも可能になるのです。他者を認識することは間接的に自己を認識することにつながります。
本分野で学ぶ皆さんには、それらを生み出した社会―歴史的に条件づけられた存在としての社会―
を意識しながら、哲学や思想を研究し、社会とその中で繰り広げられる知的営為とがどのように関わり
合っているのかを考察することが期待されています。
本分野での社会思想研究グループの大学院講義は「社会哲学」および「社会思想」が専門講義の柱となっ
ています。これらふたつの科目では、年度ごとに異なるテーマを設定し、それぞれのテーマについてテ
キストの精読や議論を通じて知識と理解を深めていくことが目的とされています。このほかに、学部学
生との共修科目として「社会哲学原典講読」、「社会思想史原典講読」、「哲学特論」および「倫理学特論」が
開講されています。このうちふたつの「原典講読」は、後述する「社会文化論原典講読」とならんで、主と
して言語活動によって表明された人間の知的・精神的営為の探求という、本研究分野の目的に沿って設
置された講義です。ここでは設定されたテーマの対応した原典を少人数の授業で精緻に読み込み、正確
に解釈するための訓練が行われ、テーマの深い理解だけでなく語学力の向上に役立つことが意識されて
います。

２.２ 文芸・言語・民族文化研究グループの研究内容、および講義概要
本分野を構成するもうひとつのグループは、人間の豊かな想像力が生み出したさまざまな言語芸術、
とりわけ文芸や文化論等を主な研究対象とするスタッフと、言語学を専門とするスタッフ、および民族
文化研究をフィールドとするスタッフから構成されています。本グループの特徴は、メンバー各自がそ
れぞれ特定の学問領域における一般的・理論的ディシプリンの研究に携わると同時に、おのおのがとり
わけ深く関わる特定の地域および言語をもっていることです。現在、このグループに所属する５名のス
タッフはそれぞれ、イギリスを中心とする英語圏の文芸思想、フランス語圏の文芸思想、ドイツ語圏の
文芸思想、台湾を中心とした中国語圏の民族文化研究、イベリア半島・中南米を中心としたマイノリテ
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ィ言語継承方法論を専門としていますが、それに留まらず、こうした専門領域での研究をベースにそれ
らと日本における文化事象との比較・対象的観点からの研究にも携わり、院生の指導にも当たってい
ます。
文芸や言語を対象とした研究というと、文学部での研究を思い浮かべる人も多いかもしれません。も
ちろん、スタッフには文学研究における訓練を積み、その分野の専門家である研究者も含まれています。
ですが、社会文化研究分野という名称が示唆するように、文学であれ言語活動であれ、それらが文化と
いう側面から見た社会的機能の一種であることが重視されています。いいかえれば、言語を主要な媒体
とする文化活動は社会においてどのような役割を果たしているのか、あるいはどういった社会的状況が
言語による文化活動を条件付けているのかといった問題にも強い関心を寄せています。ここで学ぼうと
する皆さんにもこうした観点を共有し、研究を進めて欲しいと考えています。
文芸・言語・民族文化研究グループの大学院講義では、文芸思想スタッフによる「文芸思想研究」と、
言語研究および民族文化研究のスタッフによる「文化生成研究」を専門科目の大きな柱としています。い
ずれの講義においても、その年度のテーマとして掲げられている言語・文化活動を、その背景となる社
会の中に位置づけながら理解することが目的とされています。また、学部共修科目である「社会文化論
原典講読」は、すでに述べた「社会哲学原典講読」および「社会思想史原典講読」と同じく、少人数授業の
特性をいかし、原典や一次資料を時間をかけて丹念に読み解く姿勢を養うためのトレーニングの場とし
て設置されています。
表２．各教員が担当する講義の内容例（2018年度～2020年度）
大学院専門科目
社会哲学

井

頭

昌

彦

論文集の講読
（社会科学の哲学／歴史学の哲学／真理論）

社会思想

森

村

敏

己

18世紀フランスにおける商業論

久

保

哲

司

シラー
『メアリー・スチュアート』

中

野

知

律

近代フランスにおける
「正統的」
文化の形成

井

川

ちとせ

批評理論における近年の転回を批判的に検討する

郁

如

ジェンダー研究の現状：台湾の社会学文献を読む

文芸思想研究

文化生成研究

洪

学部共修科目
社会哲学原典講読

井

頭

昌

彦

メタ哲学の日本語文献（『概念工作宣言！』）を用いたディスカッション

森

村

敏

己

18世紀フランスにおける習俗論

中

野

知

律

バルザック
『ジャーナリストの生理学』
を読む

郁

如

台湾の社会変動と
「中国要素」

哲

司

ルーマン
『愛』
を読む

社会思想史原典講読

洪
社会文化論原典講読
久

保
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３．科目選択のヒント、および履修モデル
科目の選択に際しては、上述のような研究のグループに応じて、表２．の大学院専門科目を中心にして
履修計画を立ててください。これらの科目は原則として毎年開講されます。自分の研究にとって中心とな
る科目のほかは、その研究にとくに関係する領域や、関係する地域、および研究に必要な言語を考慮して
選択してください。学部との共修科目は、各教員が担当科目をローテーションで開講することがあるため、
毎年必ず開講されないものもあります。また、一部の科目では、半年の授業を連続して一年間ひとつの文
献の講読に取り組むかたちになっています。以下にいくつかの履修モデルを紹介します。
科目履修のモデル
Ａ.

思想・倫理学研究

１年次

２年次

社会思想

森

村

敏

己

社会思想史原典講読

森

村

敏

己

文芸思想研究

中

野

知

律

文芸思想研究

久

保

哲

司

社会思想史原典講読

中

野

知

律

社会哲学

井

頭

昌

彦

社会文化論原典講読

井

川

ちとせ

アメリカ研究
（歴史社会）

中

野

聡

Ｂ.

英米思想・文芸研究

１年次
文芸思想研究
ヨーロッパ社会史Ⅰ（歴史社会）

Ｃ.

２年次
井

川

未

ちとせ
定

文芸理論研究

１年次

２年次

文芸思想研究

久

保

哲

司

文芸思想研究

井

川

ちとせ

社会思想

森

村

敏

己

社会文化論原典講読

久

保

哲

司

文芸思想研究

中

野

知

律

社会文化論原典講読

洪

郁

如

社会文化論原典講読

井

川

ちとせ

昌

彦

郁

如

智

史

Ｄ.

言語文化研究

１年次

２年次

Media Research Methods（地球社会研究専攻） ジョナサン・ルイス 社会哲学

井

社会調査Ⅰ（社会動態）

数

土

直

紀

文化生成研究

洪

音声学概論

寺

尾

智

史

言語と人権

寺
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頭

尾

４．学位論文テーマの紹介、研究に際して心がけること
本研究分野はひとつの分野として共通の教育目標をもっていますが、教員の専門領域や研究教育上カ
バーする諸領域を含めると、非常にバラエティに富んだ研究活動が行われているといえます。ここでは
2020年度までに提出された修士学位論文のテーマをいくつか以下に紹介します（順不同）。
こうした一覧からも、本分野の多彩な性格が窺えると思います。従って、本分野での研究は、同じ指
導教員の下でも決して単一の目標に向けて行われるものではなく、学生ひとりひとりが自分の真に探求
したい問題、関心のある領域を各自十分に見定めることが重要です。その問題を探求するためにはどの
ような方法がふさわしいか、どのような文献の読解や資料の収集、基礎学習が必要か、などといった研
究方法については、教員の指導を仰ぐ必要がありますが、それはあくまでも学生の研究の手助けをする
ためのものです。
表３. 修士学位論文テーマ例（2018年度～2020年度）
2020年度
情報・機能・説明―目的論的機能主義の新展開―
非難の不合理性と決定論
2019年度
バスク語諸方言の系統的下位分類
障害現象と規範性：社会モデルからの批判的考察
岐路に立つ国家論：フランシスコ・デ・ビトリアの
『政治権力について』
とその理論的、歴史的文脈
画像における情動表出
2018年度
『存在と時間』における死の実存論的概念と他者の死
主観的現在における知覚経験の成立―映画モデルの批判的検討―
帝国植民地における次世代教育―在台日本人の幼稚園に関する一考察―
分析形而上学における標準的アプローチと代替アプローチ
19世紀末から20世紀初頭フランスにおけるナショナリズム―モーリス・バレスの
「自我」
から―
マルクスの価値論と資金論―労働の価格とその規制の理論的位置づけ―
アーレント『人間の条件』における誕生性と約束―未来を現在であるかのように扱う行為について―
価値形態論の素材的側面―初版から第二版への改稿課程の検討を通して―
ショーペンハウアーの意思概念とその働き―
『根拠律』
における
「活動する意思」
からの再考―
『ドイツ・イデオロギー』における「土台・上部構造』
論の基礎
単称思想概念の分析
「実体（substantia）と「実体的なもの（substantiale）
」
―バウムガルテンによるデカルト及びスピノザの
（批判的）
継承の解明に向けて―
初期ニーチェの文化思想における認識の重要性の推移―『反時代的考察』
第１篇における認識と批判の考察―
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総 合 社 会 科 学 専 攻

人間行動研究分野
人間行動研究分野は、主として社会心理学、社会人類学、社会地理学から構成され、人々が日常に繰
り返すふるまい（実践）とその所産を、社会的・文化的・地理的な文脈に照らしながら探求していくユニ
ットです。このユニットには、社会心理学、社会人類学、社会地理学、あるいは理科の研究室に所属す
る教員がいて、大学院生の指導にあたります。研究のテーマもアプローチも多彩ですが、建設的な議論
を通じて相互に啓発し合っています。また、東キャンパスの東本館にそれぞれの研究室、共同研究室が
あって、地理的に近接している点も特徴です。

【社会心理学】
人間行動研究分野の社会心理学は「心理的分野」
「社会的分野」
「マスコミュニケーション分野」の３つに
分けられます。

１. 心理的分野
心理的分野の社会心理学では、心理学的アプローチによる社会的認知研究を実施しています。私たち
は社会の中で、他者とやりとりしながらさまざまに行動していますが、その背後には自己や他者に関す
る認識の社会的プロセスを想定することができます。そうした社会的認知の助けを借りながら、他者の
特徴やこころの状態を読み取ったり、自己や他者の将来の行動やその結末を予想したりしています。こ
の社会的認知のあり方と、それが思考、感情、行動へ与える影響を、主として実験的手法を用いて実証
的に研究していきます。
社会的認知のなかでも、とりわけ焦点を当てているのが、集団に所属することにかかわる研究です。
自己や他者が所属する集団の性質によって、どのように自己や他者についての考え方や感じ方が異なっ
ているかを、実験や調査によって検証しています。例えば、ある集団の成員がとった違反行動に対し
て、同じ集団内の別の成員が罪悪感を持ったり、責任を問われたりするのはどのような場合か、また複
数の集団に属することが自己の精神健康にどのような影響を与えるかといった、幅広い研究が行われて
います。
さらにこの分野では、こころの社会的プロセスとして、こころの文化的差異にかかわる研究（文化心
理学）にも焦点を置いています。こころの文化的基盤にかかわる経験的、理論的な考察・検討を進め、個々
の具体的テーマ、例えば、感情と認知をめぐる文化的差異とその健康への含意、心理過程に対する文化
と社会的階層構造の多元的影響、文化間相互作用の効果、といったテーマについて、多岐にわたる文化
心理学研究プロジェクトがあります。このような文化の影響過程について、質問紙、行動指標、生理指
標といった様々な指標を用いた調査や実験が行われています。
なお、仮説的構成概念である「こころ」を探求するための論理（実験に関する方法論）、「こころ」に関す
る仮説を生み出すための理論的知識、そして実験研究を実施して成果をまとめた経験がないと、大学院
で研究活動を続けていくことは困難です。とりわけデータをもとにした実証的な分析を行うためには、
数学や統計的手法といった基礎的能力とトレーニングが不可欠です。また、心理学的アプローチによる
社会心理学研究は特に北米において精力的に行われており、その最先端を知るためには英語論文を読む
ことが重要です。Journal of Personality and Social Psychologyといった専門的な学術雑誌の論文
が読める英語読解力をつけていく必要があります。さらに、社会心理学の他の分野、人間行動研究分野、
さらには社会学研究科の多彩な学問分野を学ぶことを通じて、人間と社会・文化に対する幅広い視点を
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身につけるのも大事なことです。他の研究科も含め一橋大学の各所で行なわれている社会心理学の応用
領域的研究にも広く関心をもっていただきたいと思います。

２. 社会的分野
社会的分野の社会心理学とは、ここでは社会学的パースペクティヴのもとに遂行される社会心理学を
意味します。すなわち、シンボリック・インタラクショニズム、感覚の社会学、言説心理学、社会的実
践
（practice）論、リフレクティヴ社会学、等々を踏まえながら進められる、日常生活世界のミクロ社会
学的探究のことです。人々は自らの生活世界をどのように経験し生きているか、人々の私的な世界がい
かに社会的に構成されているか、人々の実践を通じて社会的現実がどのように立ち現われ、またそのこ
とが人々の生活をいかに条件づけているか―これらの検討課題に対して、理論的分析・考察に重きを
おいた探究の取り組みがなされます。
具体的なテーマや題材は絶えず変化していきます。ここ数年重ねられてきた議論の多くは、感覚と情
感（affection）をめぐるものでした。関連して、被服、身体、ダンス、音楽、ミュージアム、等々が話
題に上りました。感覚と情感が近年様々な研究分野で注目されるテーマだということもあって、ゼミや
関連授業では、多様なアプローチと研究成果が領域横断的に参照され、検討されてきました。現象学と
雰囲気論、非表象論的（non-representational）アプローチ、パフォーマティヴ社会科学、アート・ベ
イスド・リサーチ、モノ文化論もしくは非ヒト（non-human）論、等々です。また、インタヴュー、ナ
ラティヴ分析、自叙エスノグラフィ、感覚エスノグラフィ、ヴィジュアル・スタディ、等々、質的（定
性的）アプローチが様々に言及され、いっそう構成主義的で複相・事象指向的な方法論の編成を目指し
た考察が繰り返されてきました。
参加者には、こうした議論と営みに積極的、実質的に関わりながら、複眼的で再帰的なアプローチを
旨とした熱心な取り組みをそれぞれに続けていっていただきたいと願います。

３. マスコミュニケーション分野
マスコミュニケーション分野の社会心理学では、主として実証的なアプローチによるメディアコミュ
ニケーション研究をおこなっています。「マスコミュニケーション」という名称が見出しにはついていま
すが、研究の対象はマスコミュニケーションに限られることなく、メディアコミュニケーション一般へ
と広がっています。メディアなしの生活を考えることができないほど、メディアはわれわれの生活に浸
透しています。ただ、メディアがわれわれの生活に与える影響やその過程について実証的な研究が十分
に積み重ねられているかというとそうでもありません。このようなメディアの影響過程について世論調
査、実験、内容分析といった手法を用いて研究を進めています。
メディアコミュニケーションに対して、社会心理学に基づいた実証的アプローチをおこなうためには、
メディアコミュニケーション自体に関する基本的な知識だけではなく、世論調査、実験、内容分析とい
った方法論についても基礎的な知識をもっておくとよいでしょう。近年では、これらのうち一つだけで
なく、複数の手法を組み合わせた研究も増えてきています。研究のテーマに応じて適切な手法を適用す
るためには、複数の手法を身につけることが必要となってきます。また、収集したデータを分析するた
めの統計学やコンピュータの知識も必要となります。さらに、この分野で最先端の研究を知るためには、
英語の論文に接することも欠かせません。
このコースの参加者には、常に変化を続けているメディアや社会の状況に対処できる旺盛な好奇心と
意欲が必要です。また、一方でデータの収集や処理に関わる地道な努力にも耐えうる根気強さも求めら
れます。
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【社会人類学】
●人類学の学問上の性格
人類学を特色づけるのは、具体の研究対象への強いこだわりです。人類学はどんな対象でも理論でも
受け入れます。たとえば、対象は人間でなくモノ、現在でなく過去にまつわる事象でも結構ですし、理
論が社会学や哲学や科学技術論にかぎりなく近くても問題ありません。寛容を旨とする人類学が絶対に
拒むこと―それは対象の細部や周辺や背景へのこだわりを捨て去ることです。人類学では他の科学のよ
うに、事例が理論を立証する道具になるのでなく、むしろ理論が事例を演出します。分析者が高みから
事例の真相をあばくのでなく、事例と水平に並んで、事例にシンクロナイズするように思考を展開します。
こんな特色に何か意義があるのでしょうか？

人類学は決して細部にこだわるだけの学問ではありま

せん。この学問はどんな民主主義よりもラディカルに既成の序列を疑い、序列化からの脱却に現実を批
判し再構築する可能性を賭けています。事例と理論をめぐる人類学の姿勢は、そうした既成の序列に対
する何重もの挑戦の表明です。分析対象と分析者、事例と法則、人間と非人間、細部と全体、問題と解
決といった二項の間の序列が、ここには含まれています。だから人類学の実践では、分析者が対象によ
って自分を分析したり、人間が非人間の同類として人間になり直したり、全体が細部によって別の相貌
をあらわしたり、問題が矮小な解決を圧倒してあたらしい地平を切り拓いたりすることが起きるのです。
一橋大学大学院社会学研究科は人類学をこのように理解して、総合社会科学専攻人間行動研究に所属
する三教員（社会人類学研究室所属）が、地球社会研究専攻で人類学を専門とする複数の教員と協力しあ
いつつ、教育と研究の体制を整えています。

●科目の種類と特徴
①毎年開講の科目
「社会人類学Ⅰ」
「社会人類学Ⅱ」
（春夏または秋冬・各２単位）：
社会（文化）人類学の特定のトピックについて、講義形式またはゼミ形式で授業をおこなう。近年と
りあげられたトピックの例として、「人類学の可能性：認識論から存在論へ」
「科学の人類学」
「人間
概念の人類学」
「『再帰的』思考と実践の多型性」など。なお、本講義は、毎年度二名の教員が平行し
て二種類の講義を提供している。
「民族誌論」
（春夏または秋冬・２単位）：
民族誌論の特定のトピックについて、講義形式またはゼミ形式で授業をおこなう。近年とりあげら
れたトピックの例として「人類学的モダニティ論再考」
「『比較』再考」
「医療と身体」
「生殖と知財権」
など。
「比較民族誌研究」
（通年・４単位）：
最近の民族誌の形式・内容・表現媒体の多様化に呼応し、その先端的民族誌技法を実地で学ぶ。講
義形式・ゼミ形式・実習形式を併用する。
「大杉高司ゼミナール」
「久保明教ゼミナール」
（各通年・４単位）：
それぞれ、独自のテーマについて、輪読・研究発表・論文執筆指導・チュートリアルなどをおこな
う。なお、全教員が合同で論文合評ゼミを開催する場合もある。
②隔年開講の科目
「周辺状況の諸問題」
（夏または冬学期・２単位）：
植民地主義、グローバル資本主義、自然と文化の分断などによって周辺化されてきた状況について、
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「周辺化」という概念自体の再検討を含め、講義形式で授業をおこなう。
「人類学特講Ⅰ」
（夏学期・２単位）、「人類学特講Ⅱ」
（冬学期・２単位）：
現代人類学の特定のトピックについて、ゼミ形式と講義形式で授業をおこなう。近年とりあげられ
たトピックの例として「人類学と『他者性』の歴史」
「科学と呪術」
「アイロニーの翻訳」など。
③社会人類学と緊密に関連する科目
地球社会研究専攻の教員が担当する「文化関係論」
「文化と国家」
「文化と政策」
「文明と周辺社会」
「平和
社会論」
「地球社会と紛争」
「地球社会と生命」
「足羽與志子ゼミナール」
「宮地尚子ゼミナール」など。
④履修科目とは別に「一橋人類学セミナー」、「合評ゼミ」、「リーディング・ゼミ」が月一回程度開かれる。
これらは学内・学外から招かれた研究者による研究発表や、論文構想やドラフトの発表、現代人類学
を代表する最重要文献にもとづく議論の場である。

●科目選択にあたって留意すべき点
現代人類学は、研究領域と理論双方の幅の広さを特徴としている。学生は意識して人類学の多様な潮
流に触れ、そのなかで新たな研究領域を切り開き、独自の理論的立場を磨き上げていく必要がある。そ
のためにも、早い時期からできるだけ多様な科目を履修していくことが望ましい。ゼミナールに関して
も、指導教員の主ゼミナールに加えて、副ゼミナールを履修することを強く推奨する。
なお、社会人類学共同研究室に所属する教員が提供する科目（①と②に相当）のうち、ゼミナールを除
く全科目は、年度ごとに担当教員が変わるので、同じ科目名の講義を繰り返し履修してもその都度異な
る講義を受けることができ、知識を深めることができる。また、学部時代に人類学の教育を充分にうけ
ることのできなかった学生は、学部生向け科目（「人類学」、「社会人類学総論」、「現代人類学特論」、「エ
スノグラフィ」）を履修し、人類学の基礎を身に付けることができる。

●学位論文執筆にむけて留意すべき点
人類学の学問上の性質から、博士論文執筆のためには、比較的長期（おおむね二年程度）の集中的フィ
ールドワークを実施することが必須となる。フィールドワークの実施にむけて、研究の面ではもちろん
のこと、外部からの資金調達や学籍上の身分にかかわる手続きなどを含めて、早い段階から長期の計画
を立て準備していく必要がある。この点が、他の分野の研究を志す場合ともっとも異なる点なので、留
意されたい。また、フィールドワーク実施後には、上述の論文合評ゼミやチュートリアルなどをペース
メーカーとして活用し、複数の教員の多様な観点からの指導をうけながら、博士論文執筆にとりくむこ
とが期待されている。
一方、修士論文執筆にあたっては、先行研究を渉猟して問題を定め、必要な場合は比較的短期のフィ
ールドワークを実施し、その成果にもとづいて修士論文を執筆することになる。ただし、フィールドワ
ークにもとづいた修士論文を執筆する場合、博士課程学生の場合以上に早い段階からの計画立案が必要
なので、その点留意すること。修士論文執筆のペースメーカーとしては、一年次修了時に提出を課すＭ
１論文とその合評会、二年次に履修するリサーチ・ワークショップを活用すること。
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【社会地理学】
●基本的な特徴
本学の社会地理学は、地域研究、開発研究、人間―環境研究を重視しています。多少具体的に表現す
れば、発展途上国の政治・経済・社会、貧困・資源・環境、一次産品のバリューチェーン、国際開発・
協力の制度や主体（ODA実施機関、企業のCSR、市民社会組織…）の振る舞いなどが、主なテーマです。
こうした研究は、ヒト・モノ・カネ・情報のグローバルな流れによって結びついている先進国や新興国
の側から行うこともできますし、途上国の場を用いて先進国由来の「社会」理論を相対化することに関心
をもって取り組むことも可能です。とくに重視しているのは、食文化や環境保護思想のように価値観や
異文化理解などと密接にかかわり、人と資源・環境についての社会の通念を根底から問い直すようなテ
ーマ設定です。
これに加えて、日本ほかの各地域についての人文・社会地理学的な研究も守備範囲にあります。個人・
企業等の立地・分布、移動・近接性、場所イメージなど、人々の行為や認知の空間的側面の研究や、「空
間」が「社会」とどのように相互作用して「社会問題」を生みだすのかを理解する社会地理学的な研究を行
うことができます。こうしたテーマに取り組みたい人も、具体的な調査と分析の経験を積むことができ
ます。

●科目のリストと履修モデル
・
「地域研究の理論」
地域研究は学際的な学問であり、地域研究を行うためには地理学、政治学、経済学、社会学等の基本
的な理論について一定の知識が必要となる。この授業では、地域研究の来歴・特徴、批判的地域研究を
含む近年の動向、アフリカを中心とする途上国の世帯や共同性を地域研究の立場から研究する際に必要
な諸理論を学ぶことを目的としている。できれば修士１年の時に履修することが望ましい。
・
「相関地域研究論」
地域概念と、諸地域の比較方法を検討し、また地域研究における政治、経済、社会の要因の相互作用
や関係について考察する。地域研究では、ある特定の地域について網羅的な知識を持つことだけではな
く、その地域を他地域と「比較」することが重要な意味を持つ。この授業では、さまざまな地域概念と「比
較」
のしかたを学ぶことを目的としている。
・
「国際開発論Ａ・Ｂ」、「社会開発論Ａ・Ｂ」
この２つの科目は、学部学生との共修科目で、例年受講生は大学院生よりも学部学生の方が多い。「国
際開発論」は、各種の開発論や理論の説明、開発や国際協力についての具体的事例の考察を行う。「社会
開発論」は、社会開発についての各種理論や発展途上国の社会についての講義である。
地域研究も開発学も学際的なアプローチを用いるため、履修モデルはさまざまなかたちのものが考え
られる。すでにNGOなどで活動したことがあり、地域研究や開発学について一通りのことは知ってい
るという場合は、授業は地域研究や開発学よりも周辺関連分野のものを中心にとることも考えられる。
たとえば、開発とジェンダーに関心があるのであれば、社会地理分野以外の教員が担当しているジェン
ダーに関する科目を履修したり、開発と教育に関心があるのであれば、教育学の教員が担当している科
目を履修することが望ましいであろう。その場合は、地域研究や開発学についての勉強は社会地理に所
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属する教員が担当する大学院ゼミに参加することによって進めることもできよう。
逆に、地域研究や開発学についての基礎知識を固める必要がまだあると考える人の場合には、修士１
年次に、「地域研究の理論」や「相関地域研究」をとるだけでなく、「国際開発論Ａ・Ｂ」や「社会開発論Ａ・
Ｂ」
、さらには社会地理学の分野で学部学生向けに開設されている「地球社会の課題Ａ・Ｂ」、「地域研究
Ａ・Ｂ」も履修するとよいであろう。
修士１年の間に理論的な基礎を固めると同時に、修士論文のテーマを絞り込んでいく必要がある。社
会地理分野では、修士論文の執筆に当たっては、実際に途上国で調査を行い、その調査結果に基づいて
修士論文を書く人が多い。その場合、どれくらいの期間途上国で調査を行うかは人によって大きな違い
がある。修士１年の時に研究助成金に応募して合格し、その助成金を使って、１年間途上国に滞在する
人も少なくない。または２年生の夏休みに２ヶ月くらい途上国に滞在して調査をするという人もいるし、
調査は数週間で行うという人もいる。またテーマによっては、現地でのフィールド調査は行わず、主に
文献に基づいて論文を書く人もいる。しかしその場合も、文献収集のために、調査対象とする地域を訪
問する人が多い。
地域研究に力を入れる場合には、研究対象とする国の言葉を修得することが必要となるので、大学院
進学時にすでにその言語を修得していない場合は、大学院に入学してからその言語を修得しなければな
らない。言語を修得するためには、その国に住むのが一番効率的であるので、地域研究を志すものの、
まだ研究対象の地域の言語を修得していない人の場合は、修士２年目に１年間研究対象とする国に滞在
し、修士課程は３年かけて修了するというケースも少なくない。
地域研究よりも開発学に重点を置く場合には、現地語の修得は目指さず、英語を用いてインタビュー
を行ったり、英語を解する人に通訳を依頼するなどして調査を行うことが多い。
フィールド調査は行わず、主に文献に基づいて論文を書く場合でも、現地語や英語で書かれた文献を
主に用いることになる場合がほとんどである。
社会地理分野に所属する大学院生が最近執筆した修士論文のタイトルには以下のようなものがある。
・
「都市自助集団の複合・選択的生計戦略：ケニア中都市における苗木生産グループ構成員の事例から」
・
「中国人商人の対アフリカ輸出ビジネスモデル：浙江省義烏市と周辺地域に発する雑貨貿易の事例」
・
「ケニアにおける分権化：Devolutionはケニア社会にどのような効果をもたらしたか」
・
「冷戦後アフリカにおける個人支配の特徴について：カガメ政権「独裁」説の再検討」
・
「アフリカーナー・ナショナリズムの論理：アパルトヘイトとの関連性」
・
「世帯の食糧供給と女性の経済的自律性：ガンビアにおけるマンディンカの農村部を事例として」
・
「地域社会自然資源管理における軋轢に関する一考察：ガーナ森林保護プロジェクトを事例に」
・
「過去にどう向き合うか：南アフリカ真実和解委員会の事例から」
・
「ボツワナのHIV／AIDS政策と市民社会セクター：ウガンダとの比較を中心として」
・
「HIV／AIDSに付随する社会的排除とその克服の試み：ケニア・ニャンザ州農村部における住民
組織と社会関係を中心に」
・
「政府の介入と社会関係資本の『強化・構築可能性』に関する再考察」
・
「ドイモイ以降のベトナムにおける農民の組織化と流通活動の変化：ハノイ近郊『安全野菜』栽培農
村の比較調査を通して」
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・
「住民参加型森林管理と資源の所有形態についての一考察：ベトナム北部のヌン族居住村を事例として」
・
「水資源管理をめぐる住民組織の変容：北タイの農民による主体的灌漑管理を事例として」
・
「北タイ農村部におけるマイクロファイナンスの検討」
・
「タイにおける障害者リハビリテーション：Community Based Rehabilitationの現在と今後」

岡田 彩さん

C O L U M N

地に足のついた学際的アプローチ

（東北大学大学院情報科学研究科・准教授；地球社会研究専攻修士課程

2005年3月修了）

「途上国」と呼ばれる国々で、厳しい生活を強いられている人々の生活を変えるために、日本人である自分には何ができるの
か。学部時代、ワークキャンプや国際協力NGOでの活動を通して見つけた答えは、「日本で暮らす人々にこの問題を伝え、関
心を持ってアクションを起こしてもらえるよう、働きかけること」でした。実際にNGOでそうした活動に従事する中で、人々
に伝える内容は自明ではなく、NGOや担当者による恣意的な情報や背景にある価値の取捨選択により形成されていると考え
るようになりました。どのような国際協力の見せ方が望ましいのか。なぜ、ある一定の見せ方が採用される傾向にあるのか。
考えれば考えるほど、答えの見つからない疑問が出てきました。開発の問題でありながら、教育とも関わり、またNPO・
NGO論や広報・マーケティング論とも密接な関連を持つ問いを追求するに当たり、「問題に焦点をあてて考えていくこと」
「現
実的な解決を志向すること」を重視する地球社会専攻は、私にとって非常に魅力的なプログラムでした。
入学当初から、このように自分の問題関心を明快に説明できたわけではありません。地球社会専攻で、教育社会学と開発社
会学を学び、自分の問題意識を学術的に捉える術と言葉、スキルを身に付けながら、自分が何を疑問と思っているのか、何を
知りたいと考えているのかを、はっきりと理解できるようになりました。その過程で、日本ではあまり展開されていない研究
アプローチが海外で行われていることを知り、博士課程進学後、米国大学院への留学を決意し、結果的にはそちらでPhDを
取得しました。
現実的な問題の解決を志向する研究の多くは、ともすると「学際的」という表面的な言葉で括られてしまいがちです。しかし
地球社会専攻では、「地に足のついた学際的アプローチ」を体得することができました。私は「政策学」と呼ばれる分野でPhD
を取得しましたが、「社会学に根ざした政策学」が専門であると自信を持って言えるのも、地球社会専攻でのトレーニングのお
かげだと考えています。
現在は、大学教員として、日本で学ぶ学生とともに、NPOやNGO、寄付やボランティアをはじめとする社会貢献行動の意
義や可能性、課題について考えながら、研究を継続しています。様々な形でNPOの実践に携わる機会にも恵まれ、大きなや
りがいを感じる毎日です。
今、目の前にある社会問題をどうにか解決していきたいと考えている方。現在の政策や解決アプローチでは不十分だと考え
ている方。自分が知りたいと思うことが、「○○学」の何に属するのか明確に分からない方。そんな方に、地球社会専攻をお勧
めします。
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総 合 社 会 科 学 専 攻

人間・社会形成研究分野
人間・社会形成研究分野は、教育社会学、スポーツ社会学、政治学という相互に独立した３つの研究
領域からなる研究分野ですが、歴史的アプローチを重視するという点では、共通する性格をもってい
ます。
まず、この研究分野を構成する教員名・専門分野・研究領域・関連テーマ・担当科目を紹介し、その
あと、３つの研究領域について具体的に説明することにします。
別表
教員名

専門分野

人間・社会形成研究教員一覧
研究領域

関連するテーマ

担当科目

元

教育社会学

教育社会史、ペダゴジー研究

教育と社会研究、
学校接続研究

教育の社会史

康

彦

教育社会学

教育法制、教育行政、
学校経営

政策過程分析

教育計画Ｂ、教育
の研究方法論Ｂ

田

哲

也

教育社会学

教育社会学

エスノグラフィー、
教育問題の社会学、
教育改革の社会学

教育の研究方法論
Ａ、教育計画Ａ

太

田

美

幸

教育社会学

比較教育学、学習社会論

ノンフォーマル教育、
成人教育、社会運動と教育、
北欧の教育

教育の社会史

尾

崎

正

峰

スポーツ社会学

スポーツ政策、
オーストラリアスポーツ研究

社会教育・生涯学習論、
多文化主義

地域スポーツ論

なつこ

スポーツ社会学

スポーツ文化論、
アイルランドスポーツ研究

ノルベルト・エリアス研究

国際スポーツ論

木

村

中

田

山

坂

坂

上

康

博

スポーツ社会学

日本近現代を中心としたスポー
ツ史、社会史、スポーツ文化論

メディア史、政治史、
大衆文化論

国際スポーツ論

鈴

木

直

文

スポーツ社会学

スポーツと
「開発」

社会調査、NGO

スポーツと開発

中

北

浩

爾

政治学

日本政治外交史、
現代日本政治論

労働政治

政治学Ａ、
政治過程論

田

中

拓

道

政治学

政治理論、比較政治経済学

福祉国家論、
日欧の比較政治

政治学Ｂ、
比較政治

【教育社会学】
１. 教育社会学とはどういう学問か
一橋大学で学ぶ教育社会学とは、社会科学の歴史の中で登場してきた教育社会学を継承しますが、世
にいう「教育社会学」を示すものではありません。通常の教育社会学＝Sociology of Educationを含み
つつ、それに限定されない、教育諸学の共同によって教育と社会との関連を問うていく広義の〈教育と
社会〉学をめざしています。一橋大学で学ぶ〈教育と社会〉学とは、歴史的現実のただなかを生きる力の
形成という教育や人間形成という営み自体が社会的に規定されているという事実を看過し、社会から切
り離して研究するものではないのです。子ども・青年の発達問題のみならず、成人の生き方の問い直し
をも射程に入れ、労働・生活のあり方と結びついたかたちで考えようとしています。
それは、社会変動のもとで教育と社会の関係の調整をはかる営みをどう解き明かすかという課題に取
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り組むことでもあります。すなわち、教育のあるべき姿から像を描こうとする目的的規定と、教育の生
きられた現実から像を描こうとする社会的規定の相克をどう解くか、ということといえるでしょう。

２. 領域体系モデル
地 球 市 民 の 形 成
多文化教育関係論

政 治 学・ 政 治 史

教育社会学

教育計画
教育政策・
法制研究

教育の社会史

教育の
研究方法論

ス ポ ー ツ 社 会 学

環境・比較
教育学

歴

史

学

研

究

３. 履修の方向性
Sociologyもその領域の一つとして組み込みつつ独自な体系で構成されています。その特徴を一言で
いうと教育と社会の学の研究です。
具体的には、教育の社会史、教育社会学や教育法制を含む教育計画、環境教育などを含むグローバル
な教育イシュー研究から構成されています。
（１）
教育の社会史
教育の社会史研究は、人々が教育というものとどのように向き合ってきたかを明らかにしながら教
育の歴史的な性格を解明する研究領域です。
教育はその社会の歴史的・社会的な性格に基づいてその内容をさだめています。特に、近年、教育
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が近代的な所産であるという視点での研究が進展するなかで、近代社会と教育の特殊性の検討に焦点
があてられています。ただし教育は、世代交代を調整しスムーズに成し遂げていく技を原型としたも
のでもあります。世代交代は生物にとって、それ自体が自然過程であり、命を賭して次世代にその生
命を繋ぎ渡す行為です。そうした生物レベルでの位相を踏まえながら、一方でその社会、政治、経済
による規定関係を押さえる認識にたちます。市場、国家、人々の生活といった相互に関連しながらも
次元を異に構成された社会の全体性の上に生きられた教育の歴史的展開を捉えていくということが求
められています。
そのためには、国家による管理の制度と意図の歴史だけではない、匿名の人々によって生きられて
きた歴史過程に注目する必要があります。その際、子どもの社会化と人間の自立のさまを制度や意識
の水面下に沈んで見えにくくなっている位相にまでさかのぼって照らし出すことが必要であり、さら
には「教え－学ぶ」という対象だけではなく、「産み・育てる」など、人間形成全体のなかに教育のシス
テムを位置づけることが求められます。それをふまえながら、世界と日本における教育の成立と解体
と再生の過程を探るものです。
教育の歴史研究は制度史・思想史・実践史といった個別の領域で蓄積を遂げてきましたが、本研究
エリアではそれらを教育の社会史研究という枠組みで組み替えて統一的に捉え、新しい局面をえがき、
ひいては未来への展望を読み解こうとしています。
そのために、教育史が教育史として閉じられたり、制度史として閉じられたりすることに批判を加
えています。それをふまえたアプローチのうちから二つをあげておきましょう。
ａ）人々の発達の地域比較的な検討という比較発達社会史的な作業として、地域の社会過程を克明に
おいながら、そのなかでの若い世代の発達課題を検討すること。
ｂ）制度化された教育の世界とフォークペダゴジーとの関係の検討として、生活を背負って学校に通
う子どもが制度化された教育機関である学校とどのような距離をとり、あるいは利用関係を作り上
げてきたか、制度化された学校の実態と共に描き出すこと。
その他、人々の生きた諸相での教育を描き出す様々な課題が設定されるでしょう。
（２）
教育計画
人間形成が社会からいかなる影響を受けてきたのか、その歴史的な変化と特徴を社会学的に解明す
るのが教育の社会史だとすれば、もう一つの流れは人間形成に影響を与える社会諸力の調整を計画的
に図ろうとするのが教育計画です。
教育計画といえば、社会発展に寄与する政策＝技術の学だ、という考え方があります。それを全面
的に否定する必要はないのですが、教育計画とは技術の学がすべてではありません。そうした認識を
ふまえたアプローチを二つあげておきましょう。
ａ）教育計画の前提には、社会状況を正確に把握し、克服すべき課題を自覚することが大前提となり
ます。それは家族・地域・学校制度そのほかのさまざまな社会集団・社会メカニズム―たとえば
社会階層、教育制度の競争的性格や教育当事者にみられる独特な文化―が子どもの発達や人間形
成をめぐってどのような影響力や潜在的効果をもっているのか、あるいは教育と人間形成の社会
過程の産物がどのような社会的性格をもつようになっているのかを見極めることです。Sociology
of Education＝狭義の教育社会学と呼ばれる学問領域がこれに相当しますが、こうした社会過程
の顕在的・潜在的影響を明らかにし、現代的に再編成をするような、改革の理論と実践の探求をす
ることが一つの探求課題です。
ｂ）他方で、国家によって組織化・計画化された主体形成も存在します。個々の教育と人間形成の営
みは、このような権力に裏づけられた意図的な営みとしての教育政策と一定の緊張関係をもって行
われます。そこで、教育政策や教育行政が教育という社会的営みとどういう構造的位置にたつの
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か、その歴史的・社会的根拠と性格・機能を解明することが必要となります。このように、教育と
社会の関係を反映している基礎概念として教育政策や教育行政を位置づけ、政策の形成・実施の過
程を分析すること―一般には教育政策・教育法制研究と呼ばれている領域―がもう一つの探求課
題です。
（３）
グローバルな教育課題
政治・経済・文化などさまざまな次元でのグローバル化が進む中、教育課題の新たな潮流が生まれ
つつあります。こうした社会の変化と教育思想・実践のエコロジカルな連関や、異文化間の対話を促
進する教育のあり方と人間形成といったことが研究対象となりえます。
さまざまな環境教育論が流通する中、本学での環境教育学がめざすところは環境権認識の確立にあ
ります。それは環境破壊の現実や、開発と教育が切り結ぶ現場において、世界史的現実を自らの地域
課題とつなげて考えようという発想です。そこには官製の教育とは異なる民間在野のエトスと民衆的
理性の中から教育をつくりあげようという意識が底流にあります。
個人のアイデンティティ形成と社会秩序形成は深い関係をもちます。アイデンティティ形成に必要
な資源のえやすさは社会秩序の中の個人の位置に規定されます。アイデンティティ獲得の場が多様に
なれば、そこで組み立てられる個人にも幅が生まれ、社会のパラダイム転換の可能性が生み出されま
す。地球社会研究専攻で育まれるこうした問題意識を、総合社会科学専攻における教育社会学は共有
し、これを人間形成という視点からみようとします。

【スポーツ社会学】
１. 一橋大学におけるスポーツ社会学
一橋大学におけるスポーツ社会学とは、世にいうスポーツ社会学＝Sociology of Sportではありま
せん。「スポーツと社会の関連を問う」という意味で、スポーツ社会学という名称を使っていますが、そ
の内容はより広く、社会学はもとより歴史学、教育学、文化研究、政策研究、開発研究、地域研究、福
祉研究などを含み込んだスポーツの社会科学＝Social Sciences of Sportを意味しています。
各スタッフの研究領域も、別表（45ページ）に記載されているように多様で国際的な広がりをもってお
り、所属しているスポーツ関係の学会も、スポーツ社会学会、スポーツ史学会、体育史学会、スポーツ
人類学会、スポーツ政策学会、スポーツ法学会、スポーツ産業学会、スポーツ教育学会、体育学会、武
道学会などと多岐にわたっています。これだけの領域を含み込んでいるのです。
イギリスを中心として成立したスポーツは、同じルールの下に、国境や民族を超えて誰もが勝敗を競
え合えるユニバーサルな文化として、20世紀を通して地球的規模で普及し、発展を遂げました。そして
現在、世界最大級のメガイベントとして人々を熱狂させているオリンピックやサッカー・ワールドカッ
プに示されているように、スポーツは経済、政治、文化、メディア、教育等々との結びつきをますます
深めています。また、近代社会がもたらした運動不足やストレスの増大、あるいは自己実現や人間らし
い生き方の追求などを背景にして、人々のスポーツをする・観る・読む・聞く等の要求もかつてなく高
まりつつあります。
こうしてスポーツは、現代社会を読み解くひとつの重要な領域として、また、持続可能な人間と社会
経済開発を促し、さらに恒久平和の構築のためのアイテムとしても脚光を浴びるようになってきました。
そして、それらを総合的にとらえるスポーツの社会科学的研究が切望されるようになってきています。
一橋大学におけるスポーツ社会学は、こうしたニーズに応えるべく設置された、全国的にも他に類をみ
ないユニークな研究ユニットなのです。
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（演習）
（講義）
２. ゼミナール
と開講科目
について
１）
ゼミナール（演習）
入学後は、指導教員のゼミナールに所属し、その指導の下で修士論文や博士論文を執筆していくこ
とになります。また、上記のような学会に所属し、学会発表を行なったり、学会誌に論文を投稿する
などの研究活動を進めていくことになります。
４名のスタッフが担当するゼミナールのテーマは、下記のとおりです。
ゼ

ミ

テ

ー

マ

尾崎正峰ゼミ

スポーツ政策の現状分析と国際比較

坂なつこゼミ

スポーツ／レジャー社会学、Ｎ.エリアスの理論研究、アイルランド・スポーツ
研究

坂上康博ゼミ

日本の近現代を中心としたスポーツの社会史

鈴木直文ゼミ

社会的排除・包摂、貧困削減、都市・地域再生など社会諸課題への対応策として
のスポーツに関する批判的検討

なお、商学研究科には「スポーツマネジメント」をテーマとする岡本純也ゼミと中村英仁ゼミが開講
されています。
２）
修士論文・博士論文のテーマ紹介
最近提出されたものや現在執筆中の修士論文・博士論文の中から、いくつか紹介しておきます。
・「戦後イギリスの都市におけるスポーツ政策の変容―シェフィールド市の事例―」
・「体育・スポーツの戦時編成とジェンダー」
・「日本におけるスポーツ施設産業の展開に関する社会学的研究
―1960年代半ばから70年代初頭のボウリング場産業に着目して―」
・「日本の余暇政策における２つの余暇善用論
―福祉的観点からの余暇環境整備と新たな産業としての注目―」
・「スポーツ活動を可能とさせる要因とは何か―障害者のスポーツ活動実践から―」
・「スケートリンクの公共性」
・「日本におけるアメリカンフットボールの受容過程」
・「スポーツファンの世界
―スポーツ自転車実践者と「ツール・ド・フランス」視聴者に焦点を当てて―」
・「「組織」による社会的包摂の可能性
―ホームレスサッカープログラム「野武士ジャパン」の事例から―」
３）
開講科目について
以下の３つの講義科目が開講されています。テーマは、担当スタッフによって内容が異なりますが、
2019～20年度のテーマを例示すれば下記のとおりです。
科

目

開講年度

テ

ー

マ

国際スポーツ論

2020年度

都市文化としてのスポーツの実相を探索する

地域スポーツ論

2019年度

地域におけるスポーツについて、歴史社会的、国際的な視点からと
らえる

スポーツと開発

2020年度

スポーツと人間・社会開発、メガイベントと都市開発

なお、商学研究科の講義科目として「スポーツマネジメント」が開講されています。
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３. 履修にあたって
入学後は、指導教員のゼミナールに軸足を置いて、修士論文または博士論文の執筆などを行なってい
きますが、その他にも修了に必要な単位を修得するために、個々人の問題関心と研究上の必要性にした
がって、いくつかの科目を選択し履修しなければなりません。
①指導教員のゼミナール（４単位）
②副ゼミナール（４単位）
③講義(各２単位)
大学院での授業は、大別すると上記の３種類に分かれますが、自分の問題関心に沿って研究を進めて
いくためには、②のスポーツ社会学関係の他のゼミナールや③の講義科目の履修だけでなく、隣接分野
の研究成果を積極的に吸収することも重要です。社会学研究科では、自らの研究テーマをより豊かによ
り深く追究していくために必要な隣接分野、たとえば歴史学、社会思想、政治学、教育社会学、人類学、
社会調査、地域研究、都市論等々に関するゼミナールや講義も自由に履修することができる体制・カリ
キュラムを備えています。ぜひこうした環境をフル活用しながら、研究を進めていってほしいと思い
ます。
なお、スポーツ社会学のスタッフは、社会学部の専門科目である「スポーツ社会学の基礎」
「スポーツ
文化論」
「スポーツと開発」
「スポーツ政策論」
「スポーツの歴史」、そして全学共通教育科目の「現代社会と
スポーツ」
「スポーツと文化」
「地域社会とスポーツ」も担当しています。また、商学部の専門科目として
「スポーツビジネス論」も開講されています。大学院での単位修得にはなりませんが、こうした講義を聴
講することも、大学院で研究を進める上で、あるいは、スポーツに対する多様な視点や知見を身につけ
る上で、一つの選択肢として考えられると思います。

【政治学】
１. 一橋大学における政治学
一橋大学では、社会学研究科に政治学が配置されています。ただし、通常、政治学の下位領域とされ
る国際関係論や行政学は、本学の場合、法学研究科および国際・公共政策大学院で開講されています。
そのなかには社会学研究科では履修できない科目もありますから、注意してください。
これは、戦前「キャプテン・オブ・インダストリー」を輩出した東京商科大学が、戦後に一橋大学と名
を変え「社会科学の総合大学」として再発足するにあたって、商学部・経済学部とともにいったん法学・
社会学部がつくられ、そこから法学部と社会学部が分離したという一橋大学の沿革と関連しています。
日本の政治学は、明治以来、ドイツの大学システムと国法学・国家学の影響を強く受け、憲法・行政
法から分岐して法学部の片隅に置かれ、天皇制国家の官僚養成のための学問として生まれ育ちました。
戦後の日本国憲法の下で、丸山真男らにより「科学としての政治学」が提唱され、再建された後も、国立
大学を中心に政治学を法学部の一部とする伝統が残りました。
ところが、もともと「官学」でありながら「民間」に多くの人材を送り出してきた一橋大学では、政治を
「官」
ではなく「民」の視点で学んでいくため、国際関係論や外交史は法学部に置きながら、政治学を社会
学・哲学・歴史学・社会政策論などとともに、「社会科学の総合学部」としての社会学部で教育すること
にしました。社会学研究科の政治学は、この伝統を踏襲しています。
このように一橋大学の政治学は、近接する社会科学の諸分野と緊密な関係を持ち、政治史や政治思想
を基礎に置きつつ現状を分析する伝統を築いてきました。また、政治家や官僚を養成するための「国家
学としての政治学」ではなく、主権者である市民に不可欠な総合的教養たる「市民社会の政治学」を志向
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し、一橋リベラリズムの一翼を担ってきました。現在、教育社会学およびスポーツ社会学と一緒に人間・
社会形成研究分野を構成しているのも、そうした理念に基づいています。

（演習）
２. ゼミ
と研究テーマ
入学後は、指導教員のゼミ（第一演習）に所属します。許可を得れば、副ゼミ（第二演習）を履修するこ
ともできます。ゼミなどで、教員の指導を受け、あるいは他の院生の助言を得ながら、修士論文や博士
論文の執筆を進めていきます。
指導教員の選択は、大学院で研究を行う上で決定的に重要です。テーマが全く重なる必要はありませ
んが、希望する教員の本や論文を読み、自らの関心と何らかの接点があるか、確かめておくべきでしょ
う。個別に面談を行うことも可能です。
二人の教員の具体的な指導テーマは以下の通りです。
中

北

浩

爾

日本政治外交史および現代日本政治論に関するテーマ全般、民主主義論、政党論、労働政治論。

田

中

拓

道

比較政治、特に現代福祉国家の再編、福祉国家の形成史、ヨーロッパ政治と社会政策。現代政
治理論（平等論、連帯論、正義論、社会民主主義、シティズンシップ論）
、資本主義・国家・市
民社会の理論的考察など。

なお、修士課程の２年目には、リサーチ・ワークショップで報告して、修士論文の執筆を進めていく
ことになります。リサーチ・ワークショップは、人間・社会形成研究分野として開講され、政治学の教
員はもちろん、教育社会学やスポーツ社会学の教員を含め、集団指導が行われます。狭い対象に限定さ
れがちな関心を、広い視野から捉え直す機会になっています。
過去２～３年で提出された修士論文の例として以下のようなものがあります。
・
「政治分野のクオータ制に関する日台比較研究」
・
「何が『赤旗』の拡大を支えたのか―戦後共産党における組織的基盤の実態」
・
「党組織における日本社会党から民主党への段階的変化―ポスト配分に焦点を当てて」
・
「雇用制度と家族政策との制度補完性による性別役割分担の平等化―先進15か国の制度・政策効果
検証と日本の過程追跡」
・
「現代フランス共和主義に基づく社会的統合―ドミニク・シュナペールの市民権論」
・
「高齢者ケアはなぜ多様なのか―不安定ケア労働と脱家族化で探るケアレジーム」
・
「生活保護制度における「自立」言説の形成と特徴」

３. 講義科目など
演習と並んで重要なのが講義です。大学院在籍者のみが出席する講義科目としては、
「政治学Ａ」、
「政
治学Ｂ」、「政治史」が開講されています。「政治学Ａ」は現代政治学の理論と方法を、「政治学Ｂ」は政治
経済学や政治理論を主に扱います。「政治史Ⅰ、Ⅱ」では資料読解や歴史研究の方法を学びます。年度に
よって扱う内容が変わりますので、シラバスをよく確認した上で履修してください。また、社会学部の
３・４年生と共通の「共修科目」として、「比較政治」
「政治過程論」があります。その他、専攻を横断した
プロジェクト型講義として「先端課題研究」が各年度３つ程度開講されており、キャリア支援を目的とし
た
「高度職業人養成科目」もあります。
政治学の履修モデルは以下の通りです。
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１

年

２

年

第一演習（主ゼミ）
第二演習（副ゼミ）

研究指導

リサーチ・ワークショップ
政治過程論

共修の
講義科目

現代の日本政治

比較政治
現代の欧米政治

政治学Ａ
政治学の理論と方法

大学院の
講義科目

政治学Ｂ
政治経済学、政治理論

政治史Ⅰ、Ⅱ
資料読解、歴史研究

先端課題研究

その他

高度職業人養成科目
他専攻、他研究科の関連科目

政治学部門は、ウェブサイトを開設しています。教員に関する詳しい紹介、研究プロジェクト、大学
院の在籍者と研究テーマ、過去の博士論文のタイトル、研究支援や生活支援を含む入学案内、卒業生か
らのメッセージなどを読むことができます。

https://www.soc.hit-u.ac.jp/~politics/index.html
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総 合 社 会 科 学 専 攻

総合政策研究分野
１ 総合政策研究分野へようこそ
総合政策研究分野では、主に社会政策・労働政策・医療政策・社会福祉政策・地域政策の諸分野およ
びこれらを横断する課題に関する社会科学的研究を行っています。
今日の日本社会は、少子化・高齢化の進展、経済停滞、地域社会の弱体化などの結果として、これま
でに経験したことのない新たな局面に立ち至っています。このような状況において真に必要とされるの
は、対症療法的改善策や、諸外国の経験の無批判な導入ではなく、政策を導く「羅針盤」としての展望的
知識です。そして、このような知識の産出こそ、本来政策の社会科学に求められているものであり、当
研究分野が目指しているものです。
そして、今日我々の社会が直面する問題は、ある特定の専門分野を超えた総合的な性格を帯びている
ことから、研究者には一つの分野に精通することと同時に、諸分野を越境する識見も必要となります。
そこで、当研究分野では、指導教員制度や、分野教員全員による修士論文指導制度（リサーチワークシ
ョップ）
、政策の社会科学研究のための土台作りに資するような講義・演習の設定を通じて、学生のニ
ーズに対応すべく教育体制の整備に努めています。

２ 科学的アプローチの重要性
当研究分野では、政策に求められる展望的知識を生み出す政策の社会科学を標榜していますが、そこ
から派生する特徴として、科学的アプローチに対する姿勢があります。以下、この点について、二点述
べておきます。
第一には、当研究分野が、政策提案に対するテクニカルなアプローチよりも、政策課題の根源にある
事象の本質や社会構造の存在を突き止めるという、科学的＝記述的アプローチを重視しているというこ
とです。もちろん、政策の社会科学を志すにあたって、何らかの社会問題や社会的課題を解決したいと
いう実践的動機が存在していることは自然なことです。だが、その動機を、問題の現象についての深い
洞察のないまま解決法や政策提案へと結びつけようとしても、表層的な提案に留まるしかありません。
対象たる現象をとことん深く洞察し記述することで、究極的に最も有効な政策提案に到達できると私た
ちは考えています。
第二には、科学的アプローチによって、特定のイデオロギーや思想に囚われ、結果として誤った政策
立案に固執してしまうことを避けるという姿勢を、当研究分野が重視しているということです。科学的
アプローチは、自分の世界観からすれば、認めたくない現象であっても、それが事実であるなら、事実
として自分の世界観に取り込むことを要求します。このような研究姿勢には、絶えず自らの思い込みや
独善を事実に基づき正すことによって、自分の世界観を磨き上げることができると同時に、誤った事実
認識に基づく政策提案の危険を排除することができるという二つの大きな効果があります。ときに、自
らの信念を実現する方法を研究しようとして大学院に進学してくる人がいますが、本研究分野の教員は、
その方法の研究の前に、その人の「信念」がどのような事実に立脚しているのかを検証することを求めま
す。それは、上に述べた本研究分野の科学的アプローチに関する基本的姿勢に由来しています。

３ 修士課程の目的
当研究分野の修士課程の主要な目的は、修士論文作成のプロセスを通じて知識を生み出すことおよび
その意義を理解することです。
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修士論文は、既存の知識を吸収したり、評価したりするだけでは書き上げることはできません。そこ
では、何らかの知識を生み出すということが求められます。知識を生み出すということがいかなること
なのかを知ることが、学生が受ける最大の利益であるかもしれません。総合政策研究分野における修士
課程プログラムには、講義・セミナー・研究会などがありますが、それらはいずれも、学生が知識を生
み出す存在となるための活動を、さまざまな角度から支援することを目的として提供されています。

４ 修士課程における２年間のイメージ
【修士課程１年】
総合政策研究分野の院生の多くは、修士課程の最初の１年を、修士論文にふさわしい問いを見出す
ことに費やしています。本研究科に進学するにあたって、研究計画の提出が義務づけられていますが、
この研究計画がそのまま修士論文へと結びつく学生は少ないのが実態です。実際、「良い問い」を見つ
けることが、修士論文作成において一番の難所であり、教員の側としても、それを修士課程に進学し
た時点でクリアできることを求めてはいません。教員たちは、最初の１年間でじっくり専門分野につ
いての見識を高めてもらうことで、修士論文で、政策の社会科学にとってより意味のある「良い問い」
を発見し、それに本格的に取り組むことができるようになってもらいたいと望んでいます。
指導教員の主催する講義やゼミ（副ゼミも含め）を中心として、幅広く勉強するとよいと思います。
いずれにしても、政策の社会科学においては、指導教員や当研究分野教員だけが教えを請うべき「先生」
ではありません。自分の専門分野において、なにがしかの大切なことを知っている人はすべて「先生」
と心得て、教えを受けるべきです。その際、指導教員や当研究分野教員への気兼ねは一切無用です。
なお、当研究分野では、修士課程１年生にも、２年生向けのリサーチワークショップ計４回への参
加を強く奨励しています。それによって、修士課程１年が終了した段階で、求められる修士論文の水
準や、大まかなスケジュールについて理解することができると思います。
【修士課程２年】
２年生向けのリサーチワークショップは、修士２年生全員に義務づけられているもので、これに参
加しなければ、修士論文を提出することはできません。
当研究分野では、１）当研究分野所属教員全員による指導の実現、２）積極的な修士論文作成への動
機付け、３）
「壁」に当たっている修士２年生に対する支援の観点から、独自の方式を採用しています。
当研究分野の院生にとって特に目標となるのが例年６月下旬に実施される第２回リサーチワークショ
ップであり、このときまでに、修士論文にふさわしいリサーチクエスチョンの提示が求められます。
順調にゆけば、９月の第３回リサーチワークショップを経て、１月に修士論文提出の運びとなりま
す。２月に開催される第４回リサーチワークショップは、提出された修士論文の発表の場であると同
時に、修士最終試験の場でもあります。
当研究分野への進学を志す方々には、くれぐれも踏まえておいていただきたいことがあります。そ
れは、多くの場合、修士論文がただちに革新的な研究成果となることはないということです。院生た
ちには、優れた研究成果を生み出そうという野心をもって挑んでいただきたいのですが、本研究分野
教員がより現実的に期待しているのは、知識を生み出すことを経験するとともにその意義を理解する
ことです。知識を生み出すことの意義を良く理解することができた学生は、博士後期課程に進んだ場
合、修士論文における視野をより拡げて、真に革新的な研究へと進むことが期待できますし、修士課
程で卒業した場合でも、それぞれのキャリアの中で、知識を生み出しながら仕事のできる創造的な人
材となることが期待できます。その意味からいえば、一番もったいないのは、修士号を取得すること
それ自体を目標として、修士論文の審査を最低限の努力でクリアしようとすることかもしれません。
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５ 修士論文・博士論文のテーマについて
総合政策領域に進学した人がどのような研究に従事しているかをみることで、この領域についてより
イメージしやすくなるかもしれません。そこで、近年の修士論文・博士論文のタイトルを例示しておき
ましょう。インタビューなどによる質的調査やアンケートなどによる量的調査を活用したフィールドワ
ークに基づく論文が多いのが特徴ですが、歴史研究や理論研究を組み込んで書かれることもあります。
方法的な幅のみならずテーマの幅も大きいこともこの領域の特徴です。
〈最近の修士論文タイトル例〉
社会政策・社会福祉政策・医療政策領域
•終末期医療における宗教的援助の困難性―日本仏教と緩和ケアの歴史的特性に注目して―
•教育と福祉の境界としての保健室登校
•日本における幼児教育・保育制度と福祉
•地域若者サポートステーションが利用中断層を生む原因に関する研究
―支援者へのインタビュー調査に基づく支援内容についての分析―
•知的障害者の雇用―包摂の条件と変遷―

「生きる」
ことをめぐって―
•路上生活者が路上に留まる理由に関する考察―路上で
•地域社会における子ども食堂の受容に関する研究
地域政策領域
•日本の過疎対策における市町村の画一的な取り組みに関する研究―奈良県の過疎市町村を事例として―
•多様な利用の可能性を受け入れるルールの自発的形成の条件
―ボール遊びを許可している公園を事例として―

•農村社会における生活者間の社会的葛藤に移住促進施策が与える影響の研究
―長野県池田町Ａ地区での「移動者」
と
「地元住民」
への調査から―
労働政策領域
•日本における高学歴外国人女性労働者の定着と移動の意思決定過程に関する研究
•日本のIT産業における外国人技能者の就労実態

ウクライナ人労働者を事例として

•教師の働きすぎに関する研究―コロナ禍での教師の働き方に着目して―
•日本におけるサービス職留学生労働者の就労状況―混合法的アプローチを中心に―
•日本的人事労務管理とテレワークの活用：新型コロナウイルスの流行がテレワークの普及にどのように影響したか

〈最近の博士論文タイトル例〉
•情報サービス産業における労働過程の編成とマネジメントに関する実証研究
―労働者の労働過程への「関わり」
と自律性に着目して―

•アニメ作画スタジオにおける経済活動と空間的秩序―職場のモラル・エコノミーの社会学的研究―
•戦後日本における知的障害者処遇
•戦後日本における病床偏重の高齢者処遇―コミュニティケア発展の困難の観点から―
•戦後日本における薬剤師職能の変容―医薬分業の発達史の観点から―
•日本における精神病床入院の研究―３類型の制度形成と財政的変遷―
•災害が若者の就職に及ぼす影響―コロナウィルスパンデミック下における留学生の就労を中心に―
•行政による生活困難支援の限界―現場レベルにおける支援をめぐる規範と意思決定の社会学的分析―
•なぜ戦後日本で保護司制度が存続したのか
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歴史社会研究分野
「歴史社会研究分野」の所属教員は、日本・東アジア（朝鮮・中国）・ヨーロッパ・北アメリカの歴史を
専攻しています。まず、この研究分野を構成する教員名・専門分野・研究領域・現在の研究テーマを紹
介し、以下、この社会史日本、社会史アジア、社会史ヨーロッパ、社会史アメリカの４つの研究分野で
の研究の特徴と履修モデルを示すことにします。
歴史社会研究分野教員一覧
教員名

専門分野

研究領域

現在の研究テーマ
近世の人々の思想形成の研究
「書物・出版と社会変容」
研究

若

尾

政

希

社会史日本

日本近世史・思想史

石

居

人

也

社会史日本

日本近現代史

生老病死をめぐる社会意識・規範の研究
都市と郊外の地域社会史

佐

藤

仁

史

社会史アジア

清代・中国近現代社会史

近現代中国の基層社会研究、
近現代東北アジア史研究

加

藤

圭

木

社会史アジア

朝鮮近現代史

近代における朝鮮東北部の社会変容
植民地期の地域社会史

森

村

敏

己

社会史ヨーロッパ

近世フランス史・思想史

奢侈論、商業社会論

秋

山

晋

吾

社会史ヨーロッパ

東ヨーロッパ近世・近代史

中欧・バルカン農村史

中

野

聡

社会史アメリカ

国際関係史

アジア太平洋国際史、米比日関係史、
第２次世界大戦とその記憶

貴

堂

之

社会史アメリカ

アメリカ合衆国史

アメリカ移民史、人種研究、優生学運動史、
風刺画研究

嘉

【社会史日本】
日本史研究とは、主として日本列島をフィールドとしてそこに生起してきた歴史的事象を対象とする
歴史研究をいいます。対象とする時代は、日本列島が形成され人が住むようになった原始の時代から現
代まで長期にわたりますが、「歴史社会研究分野」に属する日本史の教員は、16世紀以降、時代区分でい
えば
「近世」以降を専攻しています。よって各教員が行うゼミでは、教員の専門に応じて、「近世」あるい
は
「近現代」を扱います。大学院に入学（進学）した皆さんは、「歴史社会研究分野」の教員のゼミを一つ履
修し（これを主ゼミといいます）
、各教員から個別指導を受けることになります。また、主ゼミの他に、
副ゼミを履修することも可能です。たとえば、近世史のゼミは二つ開設されておりますので、一方を主
ゼミ、他方を副ゼミとして、両方を履修する院生が多くいます。この他、経済学研究科等、他研究科に
属する教員のゼミを履修する院生もいます。研究の方法を学んだり、視野を広げたりするためにも、複
数のゼミを履修することをお勧めします。
日本史に関わる講義には、大学院講義Ｂとして日本社会史Ⅰ、同Ⅱ、同Ⅲ、日本思想史、学部との共
修の大学院講義Ａとして日本思想史特論、日本社会史特論があります。このうち、年度により３～５の
講義が開設され、毎年、講義題目も異なります。よって皆さんは、WEB上のシラバスを読んで、興味
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を持った講義を受講することになります。
日本史研究に限らず歴史研究の基本は、史料を批判し読解する能力を身につけることにあります。こ
うした点に不安がある人はもちろん、自信がある人も（単位を取得するかどうかに関わりなく）、学部生
対象の歴史学の講義（たとえば社会史史料講読（日本））に出ることもお勧めします。基本を再確認するこ
とができるだけでなく、将来、自分が教える立場になったときにも役立つと思います。また、余裕があ
れば、日本史だけでなく、アジア・ヨーロッパ・アメリカ史の講義をも適宜受講して、視野を広げてお
くことも大切でしょう。
学位論文（修士論文・博士論文）はゼミ中に輪番で行う研究報告（ゼミ報告）やオフィスアワー等を利用
して、他のゼミ生と切磋琢磨したり教員の指導・助言を受けたりして、書き上げていくことになります。

【社会史アジア】
◎社会史アジアとは
社会史アジアは、中国近現代史、朝鮮近現代史を専攻とする教員で構成されており、これらの分野に
ついては高度の知識と研究方法を修得することができます。東アジアの近現代史を中心としているのが、
本学のアジア史の特徴です。
歴史学の研究は史料を広く調査・収集し、丹念に読解・分析することを基礎としていますが、アジア
史については、大学院入学時に中級程度の中国語または朝鮮語の読解力、あるいは漢文の読解力がどう
しても必要です。そのため、修士課程入学試験の二次試験、博士後期課程編入学・進学試験においては、
中国語・朝鮮語・漢文史料のいずれかについて読解力を問う問題を課しています。

◎社会史アジアにおける履修
修士課程に入学して、社会史アジア担当の教員を指導教員としましたら、指導教員と相談して、修士
課程における研究課題を定め、研究計画を具体的に立て、それに沿って関連した先行研究を探索して読
破・検討していく一方、研究課題に即した史料をできるだけ広く調査・収集し、読解し分析していく作
業を重ね、その成果を修士論文にまとめていきます。それに役立つように設定されているのが、社会史
アジア関係の演習と大学院講義Ｂです。以上の研究活動と社会史アジア関係の授業科目の履修によって、
専攻分野に関する高度の知識と研究方法の修得をめざします。
それと同時に、社会史アジアの関連分野について広く学修する必要があります。社会史アジアと関連
が深い分野は、社会史日本、政治学などですが、設定した研究課題によってさらに多様になります。ど
ういう関連分野を履修したらよいかは、指導教員と具体的に相談するようにして下さい。
社会史アジアを専攻とした場合に、履修すべき科目は指導教員の演習、歴史社会研究分野のリサーチ
ワークショップであり、履修した方がよい科目は社会史アジアや関連分野の大学院講義Ｂ、大学院講義
Ａです。また、単位にはなりませんが、社会学部において開設されている社会史史料講読や社会史アジ
ア関係の発展科目を履修した方がよい場合があります（これに関しては、指導教員と相談して下さい）。
博士後期課程については、指導教員の演習の他に、指導教員と相談して、自己の研究能力をどのよう
に成長させるかをよく考えた履修計画を立て、それに沿った形で大学院講義Ｂの科目をできるだけ広く
履修するようにして下さい。

◎学位論文の執筆について
修士論文・博士論文とも、適切な研究課題を設定するために、関連した研究の現状、史料の存在状況
について、できるだけ早く知る必要があります。幅の広い学修は、専攻すべき対象を適切に決定するの
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に役立つと言うことができます。指導教員とよく相談して、積極的に広く学修し、そのなかで自己の研
究課題をいっそう明確にしていくことを心がけて下さい。
また、文章表現力、史料の扱い方は修練が必要であり、謙虚な態度で先行研究や史料に接することが
肝要です。

【社会史ヨーロッパ】
通常「ヨーロッパ史」という場合、古代から現代までを含むと考えられているのに対し、当研究分野に
所属する教員は、中世から、おおむね20世紀初頭までのヨーロッパの歴史を研究対象としています。「社
会史ヨーロッパ」と銘打っていますが、いわゆる社会史のみならず、経済史、国制史、思想史、文化史など、
さまざまな力点の置き方をしつつ研究が進められており、他研究科・図書館なども含めてそれを支援し
可能にする態勢・環境が整っていることがいちばんの特色と思われます。
歴史学に共通する基本的なものの見方や考え方を身につけるために、まず、ヨーロッパ社会史特論、
ヨーロッパ思想史特論をはじめとする、各史特論の授業を履修することが望ましいです。さらに、ヨー
ロッパ社会史Ⅰ・Ⅱをはじめとする各社会史や社会思想を履修することが考えられます。
また、英語に加えて、史料および二次資料（研究文献）を読むために必要な外国語に習熟することが不
可欠です。ドイツ語、フランス語、ロシア語、ラテン語など、研究対象とする地域・時代により必要な
言語はそれぞれ異なり、社会学研究科で開講されている講義・ゼミナールのみならず、社会学部や他研
究科のものにも広く目を向けて履修する必要が出てくる場合も多いです。
修士２年次のリサーチワークショップに限らず、つね日頃から複数の教員にゼミナールでの指導を受
けることが好ましいので、副ゼミナール（第二演習）を履修することを勧めます。選択の可能性について
は、研究対象をヨーロッパ史に限定するならば、指導教員以外の社会史ヨーロッパ担当教員のほか、他
の研究分野、さらには他研究科のゼミナールも履修可能なので、経済学研究科の大月康弘（ビザンツ）、
森宜人（近代ドイツ）、法学研究科の屋敷二郎（近代ドイツ）各氏のゼミナールなどが考えられます。研究
対象・手法によっては、ヨーロッパ以外の地域の歴史や他の研究分野のゼミナールを選択することも考
えられます。

【社会史アメリカ】
日本国内においてアメリカを対象とする学問は、地域研究（アメリカ研究 American Studies）の枠
組みで研究・教育が行われているところが多いのですが、社会学研究科の〈社会史アメリカ〉は、歴史学
のディシプリンでアメリカ史を専門的に学べる、日本でも数少ない研究・教育の場です。かつて本学で
教鞭をとられた黒人史の本田創造氏や辻内鏡人氏らが目指した、歴史を社会の底辺から問い直す“From
the Bottom Up”の社会史のまなざしを継承し、アメリカ史学の新たな展開をめざしています。
本学には日本アメリカ史学会（旧アメリカ史研究会）の事務局が置かれており、国内外のアメリカ史研
究者のネットワーク拠点としても機能しています。アメリカ史関連の基本図書や国内外の専門雑誌が充
実しており、とくに南北戦争・再建期や公民権運動関連の貴重なマイクロフィルムを所蔵していて、研
究環境としても恵まれているといえます。（本学所蔵のアメリカ関連資料については、https://www.
soc.hit-u.ac.jp/~amstud/で全リストをみることができます。）
現在、教員は中野聡と貴堂嘉之の２名で、国内史（建国期から現代まで）から外交史・国際関係史まで
幅広い研究領域の院生が学んでいます。院生の多くは、両教員の大学院ゼミを中心に履修プランをたて、
アメリカ研究やアメリカ社会史特論の講義を受講します。また、院生の研究領域にしたがって、個別に
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隣接領域のヨーロッパ史や日本近代史、国際社会学、ジェンダー論などのゼミや講義を履修しています。
修士課程では、さまざまなディシプリンに触れ、研究の広がりの可能性をみつけることが大切ですので、
いろいろな授業に積極的に参加することが期待されます。〈社会史アメリカ〉の院生は、修士課程修了後、
多くが博士課程に進学し、博士論文の執筆に取り組みます。
（最近の研究テーマ）
（1）
「共和国の母」論、
（2）奴隷制廃止運動と再建期解放民教育、
（3）サンフランシスコの中国人移民排斥、
都市秩序論、（4）南部白人リベラルに関する考察、（5）シカゴ・フリーダム・ムーブメント、（6）日本
人移民の排斥問題、（7）人種論、黒人思想史、（8）インディアン研究、教育史、（9）チカーノと国際労
働力移動、（10）Ｐ.Ｔ.バーナム研究、（11）ヴェトナム戦争とアメリカ・ナショナリズム、（12）アイル
ランド系女性移民とホワイトネス研究、（13）NY失業者対策の福祉史、（14）ハワイ日本人移民と日米
両国の徴兵問題、（15）退役軍人政策の歴史など。

◎アーカイブズ学とアーキビスト養成
歴史研究をおこなううえで、史料そのものを扱うスキルはいうまでもなく重要です。また、在学中や
修了後に、史料を扱う専門的な職業に就くこともあるでしょう。そのようなとき、アーカイブズに関す
る総合的・体系的な知識や、アーキビスト（公文書等を扱う専門職）としての素養などが、しばしば求め
られることとなります。
2011年度から施行された「公文書等の管理に関する法律」と、2012年度からはじまった「日本アーカイ
ブズ学会登録アーキビスト」資格認定制度とによって、アーカイブズをめぐる議論は、近年ますます活
発になってきました。アーキビストへの社会的な要請が高まるなか、社会学研究科では、国文学研究資
料館の協力のもと、アーカイブズ関連科目を開講しているほか、連携プログラム（アーカイブズ・カレ
ッジ）も実施しています。これらの履修をとおして、アーカイブズに関する理論・実践両面での理解を
深めるとともに、希望者はアーキビスト資格の認定に必要な単位の修得ができるようになっています（最
終的な資格の認定には、一定の実務経験が必要となります）。また、教員と大学院生との共同研究プロ
ジェクト（先端課題研究）や、各ゼミ・有志での活動のなかで、随時アーカイブズの見学や活用のあり方
の検討などをおこなっていますので、そうした活動にも積極的に参加してみるとよいでしょう。
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地球社会研究専攻
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1997年に設立された地球社会研究専攻（Institute for the Study of Global Issues）は、専任の教員
をそろえたグローバルスタディの独立専攻としては、世界の大学においても初めての組織です。
現代の世界が直面する課題は、いずれも地球規模の視点と発想を要求しています。絶え間なく発生す
る紛争と新しい形態の〈戦争〉、発展途上国の貧困と開発、さらには豊かな国にも共通する貧困、地球
環境の破壊と保存、地球規模で拡大する情報ネットワーク、生命の安全をもとめて故郷を離れる人び
と、そして豊かな生活を夢見て国境を越える人びと……、差別と差異、せめぎあう価値、力の論理と共
生の理想。
地球社会研究専攻は、これらを地球規模の問題群としてとらえ、問題の渦中に生きる人びとの声に耳
を傾け、解決の方途を探求しています。そのためには、従来の社会科学の分野の境を越え、さらには文
理融合を求める発想とアプローチが必要とされているのです。
本専攻は学生一人一人が探求する課題について教員が助言をしながら、学生とともに作り上げていく
専攻です。学生は本専攻で準備しているカリキュラムを中心に、必要に応じて総合社会科学専攻および
他の研究科の授業やゼミを受けることや、学外での活動を研究にとりこむことも可能です。地球社会研
究専攻は、地球規模の問題群に積極的に取り組もうとする人たちに開かれた大学院です。

１. 私たちには何が求められているのか
これまでの社会科学や人文科学には、欧米諸国が問題領域や研究枠組みを設定・発信し、他地域の研
究者もそれを受け入れて課題解決に取り組むという、世界的な知の階層性がありました。グローバル化
が進展する現代世界では、欧米諸国が生み出す問題関心の共有化が各国でますます進んでいます。非欧
米諸国出身者にしても、また非欧米地域を対象とする研究者にしても、その多くは欧米諸国で教育を受
けてきました。そして、そこでの問題関心を持ち帰ることにより、欧米中心の知的体制の基盤作りに参
画してきました。こうして欧米諸国で開発された分析枠組みは一層の普遍性を獲得し、それぞれの学問
領域で国際的な特権的位置を占めるにいたっています。
このような欧米中心の知的状況が、非欧米諸国の研究者間における問題関心の共有、同時代的課題に
ついての対話の促進等を可能にしてきたことは否定できません。しかし、このような知的状況下におい
て今われわれに求められているのは、知の世界的共有が重要であることを十分に認識しつつ、欧米の大
学等を中心とする知や情報の生産様式に対し、批判的なスタンスを維持することであると、地球社会研
究専攻は考えます。

２. 現状認識から教育研究現場へ
本専攻は、上記の現状認識を次のような形に組み替えて教育研究の場に投じます。
2.1. 批判的スタンスの維持
ユーロセントリックな枠組みだけで研究関心を分析・理解する欲望を抑えること。
2.2. オルタナティヴの模索
現代における課題や問題枠組み、方法に関する非欧米的視点の獲得に努めること。
2.3. 世界への発信
それを世界に対し説得的に発信するため、共同研究の場の構築を目指すこと。

３. 地球社会研究専攻 独自のコンセプト・教育研究目標
本専攻は、それをさらに次の３つの教育研究目標として具体化しています。
3.1. 問題に焦点をあてて考えていくこと（issue-focusedなアプローチ）
社会科学は、政治学、経済学、社会学のような個々のディシプリンに分岐することで学問を深化さ
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せてきました。しかし、現代世界の諸問題を個別の学問領域の枠組みだけで読み解くことは容易では
ありません。そこで本専攻では、発想を逆転させます。すなわち、個別ディシプリンで問題に近づく
のではなく、目の前にある問題全体を把握してその複雑な文脈を解きほぐし、そこから社会科学の諸
領域に検討課題を下ろし、問題解決のフレームワークを構築するという認識方法です。
3.2. 現実的な解決を志向すること（solution-orientedなアプローチ）
今日の地球規模の問題群は、社会科学のためにあるのではありません。問題に直面する人びとから
眼をそらさず、彼らの声に耳をふさがず、問題の軽減もしくは解決を図っていくことこそ社会科学に
課された使命のはずです。本専攻では、机上の理論的解決ではなく、実現可能な解決策を模索し提示
する方途を考えます。
3.3. 西欧中心の思想から脱却すること（de-Eurocentricなアプローチ）
グローバル化した世界人口の大部分は、西洋文明を取り入れつつも地元の文化を生きる人びとです。
アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ等非西洋圏で発生する諸問題の解決にあたっては、西洋世
界が当然としてきた原理や思想、発想の押しつけにならないよう注意すべきです。本専攻では、近代
西洋型教育を受けてきた私たちには容易ではない、しかしグローバル時代に必要な、西欧中心の思想
の問い直しに取り組みます。
これらの基本方針のもとに、次の四点、1. Security
（安心・安全） 2. Sustainability（持続可能性）

3. Creativity（創造性） 4. Identity（アイデンティティ） を研究と教育の中心におき、地球社会と人
びとの生活の質の向上を追求します。

４. 基幹講義群・実践科目群・演習
上記の教育研究目標を達成するために、本専攻は基幹講義群・実践科目群・演習（ゼミ）から成るカリ
キュラムを提供しています。
基幹講義群では、文化、越境、平和、メディア、環境を５つの重点領域として、地球規模の諸課題に
理論面から取り組みます。実践科目群では、それらの課題の解決に向けた現実的なアプローチ、および
メディア技術等を学びます。演習は、教員の講義を軸とする科目群とは異なり、教員の指導のもと履修
者が発表・コメント・討議を積み重ねていく共同トレーニングの場です。
同じゼミに所属していても、研究テーマが近いとはかぎりません。ですから、予備知識は少なくとも
発表者から学ぼうとする仲間に対し、いかに自分の研究内容をうまく説明し、問題意識の共有可能性を
論理的に語るかが大切になります。演習とは、このような論理的提示・共感的批判の場であり、履修者
の積極的参加が不可欠な相互学習の場であると心得てください。

５. 連携協定機関からの客員教授
本専攻は、三菱総合研究所、国際交流基金、JICA（国際協力機構）、日本国際問題研究所と連携協定
を結び、教育や研究に活かしています。本専攻の院生は、これらの研究機関からの客員教授・准教授と
して招聘される、第一線で活躍する研究者や責任者から刺激ある講義を受けるだけではなく、連携機関
が行うシンポジウムやプロジェクト企画等の情報を得て、参加することにより、社会における実践知の
組み立て方を学び、研究やキャリア形成に役立てていくことができます。

６. 海外から招く客員教授
本専攻は、毎年度１－２名の客員Ⅲ種教授を海外の研究機関から招聘しています。これまで、ロシア、
タイ、ベトナム、オーストラリア、イギリス、メキシコ、インド、ドイツ、米国、トルコ、フランス、
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フィリピン、韓国、スペイン等から、第一線の研究者30名以上が、本専攻で教育に当たってきました。
本年度も、Kristín Ingvarsdóttir準教授（アイスランド）とKarl Ian Cheng Chua教授（フィリピン）が着
任します。最先端の講義を受け履修単位を得るという貴重な経験に挑戦してください。

７. 実践科目群の客員教授
実践科目群では、連携協定機関から招聘した客員教授の講義の他に、社会科学の統計をはじめ、地球
社会研究専攻でとくに重視している電子メディアや映像技術の能力を高めるための、専門家による講義
も準備しています。この講義には、映像作成の「技術」だけではなく、その技法を使って新たな活動やキ
ャリアを実践して新しい分野を切り開き、組織や個人として独自に展開している実践者を招聘し、その
知見を十全に学生に伝えるとともに、受講生とともに、問題意識を開拓することを行います。

８. 三菱総合研究所でのインターンシップ
本専攻は、日本有数の民間シンクタンク（株）三菱総合研究所でインターンシップを実施しています。
参加できるのは本専攻所属の院生だけです。三菱総合研究所の実際の調査・研究業務、コンサルティン
グ業務に参画することにより、ダイナミックな経済活動の中での社会問題の捉え方、解決方策を導き出
すシナリオ作り等、生の現場での調査・研究の進め方を身に付けることができます。参加希望の院生は、
実践科目群の「インターンシップⅠ」
「インターンシップⅡ」を履修登録してください。研究テーマの擦り
合わせ、応募者の研究計画書に基づく選考、成果報告会等のステップを踏むことで、実質的な効果をあ
げられるよう工夫しています（11.参照）。実施成果には評価が下され、合格の場合は成績と単位が認定
されます（11.5.参照）
。その他、国際交流基金等のインターンシップも一定条件のもとに単位化が可能
ですので、希望者は指導教員に相談ください。

９. 独立研究を単位化するリサーチ演習
本専攻の院生は、休学せずに一定期間大学を離れ、フィールドワークや文書館等での資料調査等の独
立的研究を進めることができます。希望する院生は、
「リサーチ演習Ⅰ」
「リサーチ演習Ⅱ」を履修登録し、
研究計画について指導教員の指導を受けます。実施成果には評価が下され、合格の場合は成績と単位が
認定されます（11.6.参照）。

10. 成果公開を支援するプロジェクト演習
本専攻では、教員の指導のもと、在籍院生が教育目的に合致したワークショップやセミナーを企画運
営し、国際会議等で研究発表を行うことを履修面で応援しています。このような実践的経験に意欲ある
院生は、「プロジェクト演習」を４月に履修登録してください。実施成果には評価が下され、合格の場合
は成績と単位が認定されます（11.6.参照）。

11. リサーチ演習・ インターンシップ・プロジェクト演習の諸手続
８. ～10.で述べたインターンシップ、リサーチ演習、プロジェクト演習の履修および単位認定を希
望する本専攻の院生は、以下の手順に従ってください。
11.1. インターンシップⅠ・Ⅱ、リサーチ演習Ⅰ・Ⅱの開講日は水曜日１限、プロジェクト演習の開講
日は月曜日１限です。履修を計画する院生は、必ずこの時間帯に履修登録をしてください。なお、こ
の時間帯には、他の地球社会研究専攻の授業は開講されません。
11.2. インターンシップⅠ・Ⅱ、リサーチ演習Ⅰ・Ⅱは学期ごとに開講され、学期あたり２単位です。
プロジェクト演習は春夏学期開講２単位です。インターンシップ、リサーチ演習は、同じ学期に同時
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インターンシップⅠ・Ⅱ

履修できません。プロジェクト
演習は４月から指導教員を通じ
て専攻に提出できます。
11.3. インターンシップⅠ・Ⅱに

４月（10月） 履修申告 →事務室

⬇

５月

11.4. リサーチ演習Ⅰ・Ⅱ、プロ
ジェクト演習に関しては、計画
段階から指導教員と十分に話し
合い、申請様式に従って計画書
を作成し、指導教員に提出して
ください。
11.5. インターンシップⅠ・Ⅱは、
研究発表あるいはそれに代わる

履修申告 →事務室

インターンシップ実施要領公表（三菱総研）

ついては、手続き規定が別途あ
ります。それに従ってください。

リサーチ演習Ⅰ・Ⅱ
プロジェクト演習

応

⬇
募

⬇

随時

⬇

リサーチ演習・プロジェクト演習申請 →共同研究室

マッチング

⬇

インターンシップ実施

⬇

発表会等・成績評価

⬇

⬇

承認
（共同研究室会議）

⬇

リサーチ・プロジェクト実施

⬇

レポート提出・成績評価 →全教員

⬇

単 位 認 定（ 共 同 研 究 室 会 議 ）

成果の発表をもとに成績評価され、共同研究室会議において単位が認定されます。成績はＡ＋ＡＢＣ
評価です。
11.6. リサーチ演習Ⅰ・Ⅱ履修者は、リサーチ終了後、和文10,000―20,000字のレポートを指導教員に
提出してください（指導教員の判断で英文等も可）。指導教員はレポートに基づいて成績を決定し、共
同研究室会議で単位が認定されます。科目名上は演習ですが、成績はＡ＋ＡＢＣ評価です。プロジェ
クト演習については、個々の履修者の履修状況および成果を見て指導教員が成績を決定し、共同研究
室会議で単位が認定されます。科目名上は演習ですが、成績はＡ＋ＡＢＣ評価です。
11.7. ８月10日まで、ならびに２月末までに上記手続きをすべて終えたものに関しては、その学期に成
績評価をします。８月10日以降、３月１日以降に終えたものについては、在籍する次学期の履修単位
として扱われます。

12. 地球セミナー
本専攻は、各界で活躍する方を講演に招き、参加者が自由に議論するという公開の「地球セミナー」を
年に４回ほど、これまでに80回以上、開催してきました。地球セミナーには、他専攻や他研究科からも
教員や院生が参加します。地球セミナーは履修単位にはなりませんが、地球社会の現状や展望をさまざ
まな角度から見直す機会、刺激と活気を得る場として院生に提供されています。また、本専攻の院生が
とくに招聘したい研究者がいれば、その旨を指導教員に伝えてください。場合によっては他のプログラ
ム等とあわせて、教員とともに実現していくことも可能です。
このほか、社会学研究科には「ジェンダー社会科学研究センター」
「平和と和解の研究センター」などの、
特定のテーマのもとに学際的な研究と教育を目的にしたセンターがあり、また、両専攻の共通科目に「先
端課題研究」があります。そこでの活動に院生が積極的に参加し、自らの企画を立てたり、また研究報
告の場とすることも可能です。

13. キャリア・ディベロップメント
修士課程修了後に就職を希望する院生は、就職情報室等を活用し、入学時から就職活動を始めてくだ
さい。修了後のキャリアを近視眼的にではなく中長期的に考え、必要な能力、資格、経験等を身につけ
てください。２年次には就職活動と修士論文作成の両輪生活になりますから、リサーチ演習やインター
ンシップの履修時期は慎重に考えてください。
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14. 修士論文の作成
修士院生は、修士論文提出年度９月の「修士論文中間発表会」で、論文計画の進行状況について教員や
院生と質疑応答を行う必要があります（主ゼミの単位取得要件）。中間発表会は本専攻内では公開です。
修士１年生も出席し、計画の立て方、効果的なプレゼンテーション、質疑応答の進め方等を体験的に学
習します。
修士論文提出は１月中旬、修士課程最終試験は２月初旬です。最終試験も公開ですが、試験ですので
発言は教員に限られます。他の院生はオブザーバーとして参加し、修士論文の評価のされ方、最終試験
での質疑応答等を学んでください。
博士課程への進学を希望する修了予定者には、この最終試験が博士課程入学試験の第一次試験の一部
になります。修士論文は博士論文への萌芽を示すものであり、その評価は博士課程入学試験の審査項目
のひとつであるからです。

15. 博士論文の作成
博士課程に入学した院生は、３年間で博士号を取得するのが原則です。各院生は、長期的な視野に立
つとともに、博士論文執筆という近い将来の目的を達成するために、今なすべきことを明確に意識し、
研究計画を具体的に立案してください。調査や留学が必要であれば、奨学金やフェローシップの情報を
収集し、現実的な計画を早めに立ててください。
博士論文提出のチャンスは、１月、３月、６月、10月の年４回です。論文が提出されると１～２ヶ月
後に論文試験委員による公開口頭審査があります。この審査では、博士論文について審査委員と提出者
のあいだで、２時間ちかい質疑応答が繰り広げられます。質問者は審査委員に限られますが、院生はオ
ブザーバーとして参加し、最終学位である博士号が生まれる場に立ち会うことができます。

16. これまでの学位論文
本専攻に提出された過去の修士論文や博士論文のタイトルは、本専攻のウェブサイト（http://isgi.
soc.hit-u.ac.jp）で見ることができます。

17. 博士課程院生への注意
とくに修士課程まで他大学で学んでのち本専攻博士課程に入学した院生の場合、できるだけ指導教員
以外の教員の授業や演習にも参加し、地球セミナー等の活動にも積極的に顔を出して学問の幅を広げる
努力をしてください。ゼミ指導教員のほかに「地球社会博士特論」の履修や、博士論文指導教員のゼミや
授業に参加することも重要です。そこで得た知識や知己は、将来きっと役に立ちます。指導教員以外の
教員や他の院生との接触が少ないと、せっかくの多面的なプログラムが生かされず、本専攻の教育研究
目的が十分に達成されない可能性があります。
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客員教員の紹介
教員名

連携先／現職

研究・専門領域

担当科目

田野中

新 （株）三菱総合研究所

サステナビリティ研究、水資源ビジネス論

環境をめぐる問題と実践

本

田

修 独立行政法人

国際文化交流、文化政策

文化交流の技法と実践

松

本

坂

上

勝

国際交流基金

男

独立行政法人 国際協力機構

国際協力、開発問題

国際協力の実務と方法

香

ドキュメンタリー映像作家、
特定非営利活動法人out of frame代表理事

ドキュメンタリー映像制作、脱暴力のアプ
ローチ、エンパワーメントとしてのアート

デジタルメディアの実践Ⅰ、Ⅱ

日本・アイスランド史、日本研究

Topics in Global Studies ⅡA
地球社会特別演習Ⅰ

東南アジア地域研究、日本研究

Topics in Global Studies ⅡB
地球社会特別演習Ⅱ

Kristín Ingvarsdóttir アイスランド大学助教授

Karl Chua

アテネオ デ マニラ大学

山本 訓子さん

C O L U M N

地球社会研究専攻で学んだこと

（独立行政法人国際交流基金

経理部会計課；地球社会研究専攻

修士課程

2005年3月修了）

地球社会研究専攻に入学した理由
小さな頃から外国語や、海外・日本を含む文化に興味をもっていましたが、高校生のとき旧ユーゴ紛争のニュースを見て、
文化の差異が要因となって紛争が起きることに衝撃を受けました。以来、異なる文化的背景をもつ人びとが共存するにはどう
すればよいのかに関心を持つようになりました。大学では国際政治学を学びましたが、もう少し実際に生きている人びとの視
点から多文化共存の問題を考えてみたいと思い、大学院進学を選びました。地球社会研究専攻を選んだのは、自分の関心に近
い分野の先生方がいらっしゃったことに加え、いずれは実務の世界で働きたいと考えていましたので、理論だけでなく実践を
重視する本専攻に魅力を感じたからです。
地球社会研究専攻で学んだこと
私は、オランダの移民社会を事例に、移民の社会統合政策及びその実態について研究しました。指導教官や演習を通じて学
んだことは、何よりも学問的な思考の方法だったと思います。問題の所在はどこか、方法論は妥当なのかといった問いと常に
向き合っていました。また、特定の理論やディシプリンにこだわらずに問題を考えようとしていたので悩みは多かったのです
が、そこから、物事を多角的に眺めようとする姿勢ができたように思います。一方で、オランダでのフィールドワークの経験
は、実際に行動することやコミュニケーションすること、つまり実践することの重要性にあらためて気づかせてくれました。
現在の仕事にどのようにつながったか
独立行政法人国際交流基金は日本と諸外国との文化交流を推進する各種事業を行っています。私は2011年から4年間、米
国ニューヨーク事務所に駐在し、日本研究やグローバルな課題に対する共同研究・交流事業、市民交流への支援を行いました。
業務の多くは大学やNPO等への助成ですが、助成事業では、どこにニーズがあり、意義や価値があるかを、専門家の協力も
得ながら見極めること、そして主催者をサポートしながらともに事業を作り上げていく姿勢が必要となります。こうしたとこ
ろに、在籍中に培った視点や行動力が活きていると感じます。
受験を考えている人へのメッセージ
地球社会研究専攻は、グローバルな課題を学際的に扱い、経験豊富な先生方が教鞭をとり、個性豊かな学生が集まる場所だ
と思います。修士課程の二年間は極めて短いものですが、焦らず長期的な思いで、ご自身の道を切り開いていってもらえれば
と思います。
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社会学研究科教員一覧
氏

名

職位

専門分野・研究領域

主に担当する大学院科目

総合社会科学専攻
社会動態研究分野
菊

谷

和

宏

教授

社会学、社会学史・学説

社会学

社会の構造と変動Ａ

佐

藤

圭

一

講師

社会学・社会調査

社会学 社会の構造と変動Ｃ
社会ネットワーク分析 社会調査Ⅱ

数

土

直

紀

教授

社会学・社会調査

社会学

多

田

治

教授

社会学

社会学

宏

特任教授

国際社会学

講師

国際社会学

国際社会学特論

難民・強制移住学

難民移民政策論
Refugee and Forced Migration Studies

社会調査Ⅰ 社会の構造と変動Ｅ

小井土

彰

飯

尾

真貴子

橋

本

直

子

准教授

佐

藤

文

香

教授

ジェンダー研究

社会学

田

中

亜以子

講師

ジェンダー研究

Topics of Modern and Contemporary History A
ジェンダー史特論

ジェンダー論

平和とジェンダー

社会文化研究分野
森

村

敏

己

教授

社会思想史、18世紀フランス史

社会思想

社会思想史原典講読Ａ

井

頭

昌

彦

教授

分析哲学、科学哲学

社会哲学

社会科学研究の技法

吉

沢

文

武

講師

価値論、倫理学、形而上学

社会哲学

井

川

ちとせ

教授

英語圏文芸思想

文芸思想研究

社会文化論原典講読Ｂ

久

保

哲

司

特任教授

独語圏文芸思想

文芸思想研究

社会文化論原典講読Ｄ

中

野

知

律

特任教授

仏語圏文芸思想

文芸思想研究

社会思想史原典講読Ｂ

郁

如

教授

台湾史・台湾社会文化論

文化生成研究

社会文化論原典講読Ｃ

智

史

教授

言語社会学、知識社会学、マイノリティ言語
保全運動史（イベリア・中南米・アフリカ等）

音声学概論

洪
寺

尾

言語と人権

人間行動研究分野
宮

本

百

合

教授

社会心理学、文化心理学

Cultural Psychology

後

藤

伸

彦

講師

社会心理学

Social Psychological Perspectives on Health
社会心理学

安

川

一

特任教授

社会心理学、視覚社会学

相互行為論

稲

葉

哲

郎

教授

社会心理学、政治コミュニケーション

ジャーナリズム実践論Ⅰ

大

杉

高

司

教授

社会人類学、
ラテンアメリカ・カリブ海地域研究

社会人類学Ⅰ・Ⅱ

民族誌論

久

保

明

教

准教授

社会人類学、科学技術の人類学

社会人類学Ⅰ・Ⅱ

周辺状況の諸問題

上

田

元

教授

社会地理学、アフリカ地域研究

国際開発論Ａ
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社会心理学

社会心理学
社会情報論

地域研究の理論

氏

名

職位

専門分野・研究領域

主に担当する大学院科目

大

坪

俊

通

教授

地球科学、宇宙測地学

宇宙・地球・人間

大

瀧

友里奈

教授

環境科学

環境研究の自然科学的基礎

人間・社会形成研究分野
木

村

元

特任教授

教育社会学

教育研究法Ｃ

中

田

山

康

彦

教授

教育社会学

教育の研究方法論Ｂ
教育政策

田

哲

也

教授

教育社会学

教育研究法Ａ 教育計画Ａ
教育社会学特論

太

田

美

幸

教授

教育社会学

比較・国際教育学

尾

崎

正

峰

特任教授

スポーツ社会学

地域スポーツ論

坂

上

康

博

特任教授

スポーツ社会学

国際スポーツ論

なつこ

教授

スポーツ社会学

国際スポーツ論

坂

教育の社会史
教育計画Ｂ

教育の社会史

鈴

木

直

文

教授

スポーツ社会学

スポーツと開発

中

北

浩

爾

教授

政治学

政治学Ａ

政治過程論

田

中

拓

道

教授

政治学

政治学Ｂ

比較政治

総合政策研究分野
猪

飼

周

平

教授

社会政策・ヘルスケア政策研究

社会政策特論 地域政策Ⅰ
地球社会と地域政策

白

瀬

由美香

教授

社会福祉研究

社会福祉

西

野

史

子

教授

雇用労働研究

雇用政策

堂

免

隆

浩

教授

社会組織研究、都市・地域政策

都市・地域政策特論

福祉政策研究

歴史社会研究分野
若

尾

政

希

教授

社会史日本

日本思想史 日本社会史Ⅰ
（前近代）
アーカイブズ管理研究Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

石

居

人

也

教授

社会史日本

日本社会史Ⅲ
（現代） アーカイブズ総論
アーカイブズ資源研究 インターンシップ

佐

藤

仁

史

教授

社会史アジア

アジア社会史特論Ｂ
アジア社会史Ⅱ
（前近代）

加

藤

圭

木

准教授

社会史アジア

アジア社会史Ⅱ
（近現代）

秋

山

晋

吾

教授

社会史ヨーロッパ

ヨーロッパ社会史Ⅱ
（近代）

森

村

敏

己

教授

社会史ヨーロッパ

社会文化研究分野との兼任

中

野

聡

教授

社会史アメリカ

貴

堂

之

教授

社会史アメリカ

嘉

アメリカ研究

社会科学の中のジェンダー

地球社会研究専攻
赤

嶺

淳

足

羽

與志子

教授
特任教授

食生活誌学、モノ研究

文化の受容と編成

文化人類学
平和と和解、表象と制度、文化政策、民族
紛争

地球社会文化論 平和の思想
価値生成論 文化表象論
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地球環境と地域社会

氏

名

職位

専門分野・研究領域

主に担当する大学院科目

太

田

美

幸

教授

比較・国際教育学、教育社会学
ノンフォーマル教育、社会運動と教育、北
欧成人教育

グローバル化と教育
多文化社会の人間形成

大

瀧

友里奈

教授

環境科学、水環境学、水リテラシー研究

環境研究の自然科学的基礎

大

坪

俊

通

教授

地球科学、宇宙科学
宇宙測地学、人工衛星軌道決定

宇宙・地球・人間

貴

堂

嘉

之

教授

グローバル・ヒストリー、人の移動史、
レイシズム研究

未定

多

田

治

教授

社会学
地球情報論、現代社会理論、文化研究、沖
縄研究

グローバル化と移動社会
グローバル・メディア論

福

富

満

久

教授

国際政治学、国際関係論、比較政治経済学、
国際正義論
グローバリゼーション（G-Zero World）研究

宮

地

尚

子

教授

文化精神医学
トラウマと文化・社会

トラウマと地球社会

ジョナサン ルイス

教授

政治学、社会学
オンラインコミュニティー、オープンソー
スソフトウェア、ニューメディア

Online Media Studies
Media Research Methods

地球社会研究Ⅱ

留学生・グローバル教育関連科目担当
橋

本

直

子

田

中

亜以子

貴

堂

嘉

之

難民・強制移住学

難民・移民政策論
Refugee and Forced Migration Studies

講師

ジェンダー研究

Topics of Modern and Contemporary History A
ジェンダー史特論

教授

社会史アメリカ

アメリカ研究

准教授

菊池 信輝さん

社会科学の中のジェンダー

C O L U M N

常に社会と接点を

（都留文科大学文学部比較文化学科・教授；

社会問題・政策専攻博士課程

2004年3月修了、博士
（社会学））

私は1992年に大学を卒業後、4年間、民間と官庁系のシンクタンクに務めてから大学院に入学しました。結婚して子ども
もおり、妻が育休明けで職場復帰した後は、ひたすら研究と子育て、そして家事（半分でしたが）に苦しむ毎日でした。その意
味では、当時としてはかなり変わった大学院生で、周囲にそれなりの影響を与えていたようです。
社会人経験があること、保育園で同世代の親御さんたちと接することが多かったことは、もちろん私の研究にも大きな影響
を与えています。研究テーマは日本の財界と政治について通史を描く、というマクロなものだったのですが、常に現代と比較
した当時の社会状況に思いを馳せることで、より実態に近い分析が可能になったと思うのです。例えば、ノルマ社会の中で労
働者が政治に無関心になっていくプロセス、戦後の自由主義政策に上乗せされた新自由主義の元での少子化の加速、そしてそ
んな中でも企業の成長による経済の低迷打開を支持する（そしてその期待を裏切られ続ける！）都市住民の心性、そうしたもの
を私は自身の研究に取り込めたと考えています。
また、意外なことでしたが、大学に就職した後も、社会人経験は役に立っています。とりわけ、独立行政法人化で国公立大
学でも経営的な要素が求められる昨今、「前垂れ精神」というのでしょうか、顧客のニーズに対する敏感さと、合理的な思考力
を持っている人は重宝されるようです。
一橋の大学院は、当時にも増していろいろな国からの留学生、社会人を経験したシニア層等、多様な方がいらっしゃるよう
です。研究科間の壁も低く、いろいろな専門性を持った人とも触れ合うことができます。社会人経験者の方はもちろん、直接
大学院に来られた方も、そうした方々と交流するとともに、常に一般社会と接点を持ち続け、是非「使える大学人」を目指して
がんばって下さい。
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