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関西大学 社会学部 ©大和礼子 

    

基礎研究基礎研究基礎研究基礎研究（（（（基礎基礎基礎基礎ゼミゼミゼミゼミ））））のすすめのすすめのすすめのすすめ方方方方    

――――――――『『『『基礎社会学基礎社会学基礎社会学基礎社会学』（』（』（』（世界思想社世界思想社世界思想社世界思想社））））をををを使使使使ったったったった授業授業授業授業のののの資料資料資料資料――――――――    

    

第第第第 1111 回回回回        ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス 

    

１１１１    ルールルールルールルール    

＜出席＞ 

（略） 

 

 

＜レポート・発表・ディスカッション＞ 

（略） 

 

 

＜連絡＞ 

（略） 

 

 

 

２２２２    大学大学大学大学でででで勉強勉強勉強勉強するするするする＝＝＝＝図書館図書館図書館図書館をををを使使使使いこなすいこなすいこなすいこなす    

図書のパソコン検索（KOALA）ができるようにしておく。 

 

 

３３３３    このこのこのこの授業授業授業授業のののの目標目標目標目標    

① 「「「「発表力発表力発表力発表力」「」「」「」「質問力質問力質問力質問力」「」「」「」「課題発見力課題発見力課題発見力課題発見力」」」」を身につける 

＊「課題発見力」を身につける方法＝「「「「比較比較比較比較」」」」 

・「比較」は科学の最も基本的な方法である。 

・「比較」によって、自分（自分が生きている社会）を知ることができる。 

・社会学の教科書や論文も、「比較」によって書かれている。 

・授業のレポートや卒論も「比較」によって書くことができる。 

②「「「「社会学社会学社会学社会学のののの概念概念概念概念」」」」を使って身の回りの社会現象を分析する。 

  例：ゲマインシャフト、アノミー、ラベリング、他人指向型、逸脱 
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４４４４    授業予定授業予定授業予定授業予定    

 

授業は大きく分けて３つの部分からなります。 

 

①①①①ググググループループループループ・・・・ワークワークワークワーク：社会学の文献を読む：『基礎社会学』を使って 

    出席・ミニレポート(個人)提出 10 分 

      ＊ミニレポートは提出前にグループ討論のためのコピーをとっておく 

    グループ討論＋その結果の板書 30 分 

    グループ発表         5 分×6班＝30 分 

    質問・解説          20 分 

②②②②個個個個人発表人発表人発表人発表ＡＡＡＡ：社会学の概念による社会現象の分析 

③③③③個個個個人発表人発表人発表人発表ＢＢＢＢ：比較による研究 

    出席（5 分）＋発表（     分×    人＝   分）＋質問    分 

    レジュメ：B4サイズで 1枚 

------------------------------------------------------------------ 

 

1 回 イントロダクション 1班 

   ・班分け、個人発表の発表順の割り当て 

・ミニレポートを書くための練習問題 

2 回 文献検索の説明 

3 回 グループワーク：14 章「ジェンダー論の基礎」 

4 回 グループワーク：9章「近代社会とアノミー」 

5 回 グループワーク：8章「社会の病理」 

6 回 個人発表のしかたの説明 

7 回 個人発表Ａ：14 章「ジェンダー論の基礎」 

8 回   〃  ：9 章「近代社会とアノミー」 

9 回   〃  ：8 章「社会の病理」 

10 回  個人発表Ｂ：時間の比較 

11 回    〃  ：空間の比較 

12 回   〃  ：カテゴリーの比較 

13 回   〃  ：時間・空間・カテゴリーのうち、どれかの比較 

14 回  これまでに学んだことの復習・ディスカッション 

 

 

５５５５    提出物提出物提出物提出物 グループワークの授業のはじめ：ミニレポート 

      個人発表の授業の終わり   ：発表に対するコメントペーパー 

 

 

６６６６    成績成績成績成績のののの評価評価評価評価 （略） 
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第第第第 3333 回回回回    第第第第 14141414 章章章章「「「「ジェンダージェンダージェンダージェンダー論論論論のののの基礎基礎基礎基礎」」」」    ＊＊＊＊＊＊＊＊グループワークグループワークグループワークグループワーク＊＊＊＊＊＊＊＊    

    

①①①①    社会学社会学社会学社会学のののの論文論文論文論文はははは、、、、時代時代時代時代、、、、空間空間空間空間、、、、カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー、、、、考考考考ええええ方方方方((((理論理論理論理論))))のののの比較比較比較比較でででで書書書書かれているかれているかれているかれている！！！！    

②②②②    比較比較比較比較したしたしたした結果結果結果結果をををを「「「「キャッチキャッチキャッチキャッチフレーズフレーズフレーズフレーズ」」」」のようにまとめのようにまとめのようにまとめのようにまとめようようようよう。。。。    

「「「「短短短短くくくく、、、、印象的印象的印象的印象的にににに」」」」自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを人人人人にににに伝伝伝伝えるえるえるえるテクニックテクニックテクニックテクニックをををを磨磨磨磨こうこうこうこう。。。。    

    

ミニレポートミニレポートミニレポートミニレポートのののの課題課題課題課題    

１１１１．．．．時代時代時代時代のののの比較比較比較比較をををを探探探探そうそうそうそう！（！（！（！（１１１１、、、、２２２２班班班班））））    

 14 章を読み、時代の比較が行われている部分をすべて探し、ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ化しなさい。 

２２２２．．．．空間空間空間空間のののの比較比較比較比較をををを探探探探そうそうそうそう！（！（！（！（３３３３、、、、４４４４班班班班））））    

 14 章を読み、時代の比較が行われている部分をすべて探し、ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ化しなさい。 

３３３３．．．．カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーのののの比較比較比較比較をををを探探探探そうそうそうそう！（！（！（！（５５５５、、、、６６６６班班班班））））    

 14 章を読み、時代の比較が行われている部分をすべて探し、ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ化しなさい。 

 

練練練練習習習習        時代の比較 『基礎社会学』p.179 

「男らしさ・女らしさは何によって決まるか」について： 

 （昔） ～～～～～～～～～～～～ という考え方 

 （最近）……………………………… という考え方 

                    ＊＊＊＊教科書教科書教科書教科書のののの文章文章文章文章をそのままをそのままをそのままをそのまま写写写写すのではなくすのではなくすのではなくすのではなく、、、、教科書教科書教科書教科書のののの言葉言葉言葉言葉をををを参考参考参考参考にしつつにしつつにしつつにしつつ、、、、    

あなたなりのあなたなりのあなたなりのあなたなりの方法方法方法方法でででで、「、「、「、「キャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズ化化化化」」」」しなさいしなさいしなさいしなさい。。。。 

 

＊＊＊＊ミニレポートミニレポートミニレポートミニレポートやややや黒板黒板黒板黒板のののの書書書書きききき方方方方        

（（（（時代時代時代時代のののの比較比較比較比較））））    

○○について： 

    (戦前) ～～～～ 

 (戦後) ………… 

 

××について： 

 (1960 年代) ～～～ 

 (1990 年代) ……… 

 

 （（（（空間空間空間空間のののの比較比較比較比較））））    

○○について： 

    (日本) ～～～～ 

 (欧米) ………… 

 

××について： 

(日本) ～～～～ 

 (欧米) ………… 

    （（（（カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーのののの比較比較比較比較））））    

○○について： 

    (豊かな層) ～～～～ 

 (豊かでない層) ……… 

 

××について： 

(女性) ～～～～ 

 (男性) ………    

（（（（注意注意注意注意））））～～～～、～～～～、～～～～、～～～～、…………………………………………のののの部分部分部分部分はははは、、、、必必必必ずずずずキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズ化化化化することすることすることすること！！！！！！！！！！！！    

    

時代によって

どう違うか 

高度成長期の○○ vs. 低成長期の○○ 

1970年代 vs. 1980年代 vs. 1990年代 

古代 vs. 中世 vs. 近世（まとめて前近代）vs. 近代 

明治 vs. 大正 vs. 昭和戦前（まとめて戦前） vs. 昭和戦後 

空間によって

どう違うか 

国別比較（例：日本の○○ vs. アメリカの○○） 

先進国 vs. 発展途上国、 農業社会 vs. サラリーマン社会、 

欧米 vs. アジア、    キリスト教社会 vs. 儒教社会、 

大都市 vs. 中･小都市 vs. 郡部 

 
 
○○○○○○○○についてについてについてについて    

比較比較比較比較するときするときするときするとき、、、、

何何何何とととと何何何何をををを    

比比比比べるかべるかべるかべるか（（（（例例例例）））） 

カテゴリー 

によって 

どう違うか 

社会学の 3大カテゴリーは①性別 ②年齢 ③階級・階層 

体育会所属 vs. サークル所属、  恋人あり vs. なし 

野球ファン vs. サッカーファン、 ＪＪ読者 vs. non-no読者 
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第第第第 7777 回回回回    第第第第 14141414 章章章章「「「「ジェンダージェンダージェンダージェンダー論論論論のののの基礎基礎基礎基礎」」」」    ＊＊＊＊＊＊＊＊個人発表個人発表個人発表個人発表Ａ＊＊Ａ＊＊Ａ＊＊Ａ＊＊    

    

（１） 

「役割」は社会学の重要概念の 1 つです。「性役割」の他にも、「教員/学生」「恋

人/結婚相手」「ツッコミ/ボケ」「いじめっ子/いじめられっ子」等々、様々な人

間の行動や人間関係について、「役割」という概念を用いて考察することができ

ます。    

①「役割期待」という概念を社会学の入門書で調べ、わかりやすく説明しなさい。 

②「役割期待」という概念を用いて、身の回りの社会現象を、比較という方法を

使って、考察しなさい。 

 （昨年までの学生の発表例） 

・結婚相手に望むこと（結婚相手への役割期待）は、男女によってどう違う

か、それはなぜか。 

・親の子どもに対する役割期待という点からみると、兄弟姉妹の出生順位は、

性格にどう影響するか。 

・「ウルトラマン」（子どものヒーローという役割）に人々が求めるものは時

代によってどう変わったか。 

 

（２） 

自分をとりまく世界をフレーミングするしかたが「独立重視か、親和重視か」と

いう概念を使って、身の回りの社会現象を、比較という方法で考察しなさい。 

（昨年までの学生の発表例） 

 ・人との付き合い方は、お父さんとお母さんではどう違うか、それはなぜか。 

 ・自殺の手段は、男女によってどう違うか、それはなぜか。 

 ・日本の教育とアメリカの教育はどう違うか、それはなぜか。 

 

（３） 

家庭における男女の関係（家事の分担や、望まない性・生殖など）は、以前は「私

的なこと＝社会的に考える必要がないこと」と考えられていました。しかしフェ

ミニズム運動第 2の波によってしだいに「公的なこと＝社会的に考えていく必要

があること」と考えられるようになりました。（もちろん今でも、家庭における

男女関係は私的なことで、社会的にどうこうする必要などないと考える人もいま

す）。このように、何が「私的」で何が「公的」かは、時代や国によって異なる

し、カテゴリーによっても異なります。 

①身の回りの社会現象を１つ取り上げて、それが「私的なもの」と考えられてい

るのか「公的なもの」と考えられているのかという観点から、時代、空間、カ

テゴリーの比較のうちどれか 1つの比較をしなさい。 

 （昨年までの学生の発表例） ・子どもの虐待 

・喫煙 

・高齢者の介護 

②その社会現象が「私的なこと」とされることの良い点は何か、逆に「公的なこ

と」とされることの良い点は何か、それぞれあげなさい。    
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第第第第 4444 回回回回        第第第第 9999 章章章章「「「「近代社会近代社会近代社会近代社会ととととアノミーアノミーアノミーアノミー」」」」    ＊＊＊＊＊＊＊＊グループワークグループワークグループワークグループワーク＊＊＊＊＊＊＊＊    

    

ミニレポートミニレポートミニレポートミニレポートのののの課題課題課題課題            

    

１１１１．．．．時間時間時間時間のののの比較比較比較比較（（（（３３３３、、、、４４４４班班班班））））    

① ｢個人｣と｢所属集団｣の関係について：前近代社会と近代社会を比較しなさい。 

② 個人のアイデンティティについて：具体例を考えて、前近代社会と近代社会

を比較しなさい。 

③「ゲマインシャフト」「ゲゼルシャフト」について社会学の入門書で調べ、そ

れぞれの例をあげて、それぞれがなぜ「ゲマインシャフト」「ゲゼルシャフト」

といえるのかについて、高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく説明しなさい。 

    

２２２２．．．．空間空間空間空間・・・・カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーのののの比較比較比較比較（（（（５５５５、、、、６６６６班班班班））））    

①上の①の答えやフロムの考えに従って、なぜ近代社会においては、個人は孤独

を感じがちなのか、高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく説明しなさい。 

②自由を与えられた時に人々がとった行動を、フロムやリースマンの考えを参考

にして、3つのタイプに分け、それぞれの行動をキャッチフレーズ化し、その

意味をわかりやすく説明しなさい。【チャート式社会学の概念】p.15-6 も参考

にしなさい。 

フロムの考え：  Ａタイプ＝ 

Ｂタイプ＝ 

リースマン考え：Ｃタイプ＝ 

③「大学生になって大きな自由が与えられた場合」の「若者の行動」を例にして、

Ａ、Ｂ、Ｃタイプはそれぞれどのような行動にあたるのか、わかりやすい例

をあげなさい。 

    

３３３３．．．．社会学社会学社会学社会学のののの概念概念概念概念のののの説明説明説明説明「「「「アノミーアノミーアノミーアノミー」（」（」（」（１１１１、、、、２２２２班班班班）））） 

アノミーとは、多くの人々が社会規範（＝社会のルール）からはずれた行動（＝

逸脱行動）をするようにかりたてられる（プレッシャーがかかる）状態をいいま

す。 

① マートンはどのような場合に、社会がアノミーになりやすいと考えましたか。

教科書の例を用いて、高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく説明しなさい。

【チャート式社会学の概念】p.15-6 も参考にしなさい。 

②アノミーという概念を理解するためには、「（ア）文化体系が、パーソナリティ

のなかに十分内面化される」「（イ）文化体系が、社会体系の中に十分制度化

されない」ということの意味がわかることが重要です。（ア）（イ）それぞれの

意味を、①と同じ例を使って、高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく説明しな

さい。 
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第第第第 8888 回回回回    第第第第 9999 章章章章「「「「近代社会近代社会近代社会近代社会ととととアノミーアノミーアノミーアノミー」」」」    ＊＊＊＊＊＊＊＊個人発表個人発表個人発表個人発表Ａ＊＊Ａ＊＊Ａ＊＊Ａ＊＊    

    

（１） 

①1節で述べられているような現象は、「私化」と呼ばれます。「私化」という概

念を、社会学の入門書などで調べ、高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく説明

しなさい。 

（＊「私化」ではなく、「私事化」「プライヴァタイゼーション privatization」

「私生活化」「私秘化」としてのっている本もあります。）    

②「私化」という概念を用いて、身の回りの社会現象を、時代の比較という方法

を使って、考察しなさい。【チャート式社会学の概念】p.15-6 も参考にしなさ

い。 

（昨年までの学生の発表例） 

・化粧の歴史 

・飲酒の歴史 

・結婚の歴史 

  

（２） 

下の□の中からどれか 1つ（1 組）の概念を選び、その概念について、次の問い

に答えなさい。 

①社会学の入門書などでその概念を調べ、高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく

説明しなさい。 

②身の回りの社会現象を１つ取り上げて、その概念を使って説明しなさい。 

 

(a)「伝統指向型 / 内部指向型 / ｢他人指向型｣ 

    注意：ミニレポートでやったように、「１つの場合」（ミニレポート

の例では「大学生になって大きな自由が与えられた場合」）

を例にして、伝統 / 内部 / 他人指向型の３つの行動パター

ンを考えなさい。【チャート式社会学の概念】p.15-6 も参考

にしなさい。 

(b)「自由からの逃走」 

 

 

（３） 

①マートンのアノミーについての考え方を、高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやす

く説明しなさい。【チャート式社会学の概念】p.15-6 も参考にしなさい。 

②マートンのアノミー論を使って、身の回りの社会現象を分析しなさい。 

（昨年までの学生の発表例） 

・なぜ大学への裏口入学が起るのか。 

・なぜ中高年の男性の自殺が増えているのか（出世や家族を養うという文化

的価値と、経済状況の変化との関連で）。 

・なぜ結婚しない人が増えているのか（結婚相手についての文化的価値と、

女性の高学歴化や経済状況の変化との関連で）。 

山田昌弘, 1999『パラサイト・シングルの時代』筑摩書房（特に第 2章）. 
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第第第第 5555 回回回回    第第第第 8888 章章章章「「「「社会社会社会社会のののの病理病理病理病理」」」」    ＊＊＊＊＊＊＊＊グループワークグループワークグループワークグループワーク＊＊＊＊＊＊＊＊    

社会問題社会問題社会問題社会問題のののの見方見方見方見方 inininin 社会学社会学社会学社会学    ・・・・常識的常識的常識的常識的なななな〈〈〈〈正常正常正常正常－－－－異常異常異常異常〉〈〉〈〉〈〉〈善善善善－－－－悪悪悪悪〉〉〉〉のののの枠組枠組枠組枠組みをみをみをみを疑疑疑疑うううう    

                                                    ・・・・個人個人個人個人ではなくではなくではなくではなく、、、、社会社会社会社会をををを見見見見るるるる    

    

ミニレポートミニレポートミニレポートミニレポートのののの課題課題課題課題    

１１１１．．．．（（（（５５５５、、、、６６６６班班班班）））） 

①デュルケームは、なぜ「犯罪は正常な社会現象である」と考えたのでしょうか。

高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく説明しなさい。 

②犯罪（あるいは社会規範から逸脱した行動）にはどのような社会的有用性があ

りますか。2つにまとめて、例をあげながら、わかりやすく説明しなさい。 

  １． 

  ２． 

③常識的な考え方と、「犯罪の社会的有用性」という考え方では、「犯罪」のとら

え方がどう違うのかを、わかりやすく説明しなさい。 

・常識的な考え方における「犯罪」： ??? 

・「犯罪の社会的有用性」における「犯罪」： ???    

    

２２２２．（．（．（．（１１１１、、、、２２２２班班班班））））    

犯罪や逸脱についての常識的考え方は、「「「「行為行為行為行為→→→→レッテルレッテルレッテルレッテル貼貼貼貼りりりり」」」」というものです。

それに対して社会学では、「「「「レッテルレッテルレッテルレッテル貼貼貼貼りりりり→→→→（社会的に認知される）行為行為行為行為」」」」とい

うこともあると考えます。    

①教科書の「予言の自己成就」の例で、「「「「レッテルレッテルレッテルレッテル貼貼貼貼りりりり→→→→（社会的に認知される）

行為行為行為行為」」」」が起こることを、Ａ・Ｂ君それぞれについてわかりやすく説明しなさい。 

②同じようなことをしていても、ある議員は議員を辞職せざるを得なくなったの

に、同じようなことをしている（と思われる）他の議員は、辞職しないでいる、

というような現象がなぜ起こるのかについて、ラベリング理論を使って、高校高校高校高校

生生生生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく説明しなさい。【チャート式社会学の概念】

p.15-6も参考にしなさい。 

 

３３３３．（．（．（．（３３３３、、、、４４４４班班班班））））    

社会学では〈〈〈〈現象現象現象現象のののの増加増加増加増加→→→→レッテルレッテルレッテルレッテルのののの成立成立成立成立〉〉〉〉という方向だけではなく、〈〈〈〈レッテレッテレッテレッテ

ルルルルのののの成立成立成立成立→→→→（社会的に認知される）現象現象現象現象のののの増加増加増加増加〉〉〉〉という方向も重要だと考えます。 

①「社会問題の構築主義」の考え方に従うと、ある現象が「社会問題」になるの

はどのような場合ですか。逆に同じ現象が、実態はなんら変わらないのに「社

会問題」でなくなるのは、どのような場合ですか。例をあげて、誰が、どのよ

うな「クレイム申し立て活動」をし、それがどのように社会に受け入れられた

か（拒否されたか）という点から高校生高校生高校生高校生にもわかるようににもわかるようににもわかるようににもわかるようにわかりやすく説明し

なさい。【チャート式社会学の概念】p.15-6も参考にしなさい。 

②常識的な考え方における〈社会問題がある状態〉と、「社会問題の構築主義」

という考え方における〈社会問題がある状態〉はどう違うのかを、わかりやす

く説明しなさい。 

・常識的な考え方における〈社会問題がある〉：社会に害がもたらされている 

・「社会問題の構築主義」における〈社会問題がある〉： ??? 
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第第第第 9999 回回回回    第第第第 8888 章章章章「「「「社会社会社会社会のののの病理病理病理病理」」」」    ＊＊＊＊＊＊＊＊個人発表個人発表個人発表個人発表Ａ＊＊Ａ＊＊Ａ＊＊Ａ＊＊    

    

（１） 

①「顕在的機能」「潜在的機能」という概念を、社会学の入門書で調べ、高校生高校生高校生高校生

にもわかるようにもわかるようにもわかるようにもわかるようわかりやすく説明しなさい。    

②「犯罪の社会的有用性」という考え方は、どちらの機能にあたるのかをわかり

やすく説明しなさい。 

③身の回りの社会現象を 1 つ取り上げ、「顕在的機能」「潜在的機能」という概念

を使って分析しなさい。【チャート式社会学の概念】p.15-6 も参考にしなさい。 

  （昨年までの学生の発表例）・雨乞いの儀式の顕在的機能と潜在的機能 

・ペットの顕在的機能と潜在的機能 

・子どもをもつことの顕在的機能と潜在的機能 

   

（２） 

下の□の中からどれか 1つ（1 組）の概念を選び、その概念について、次の問い

に答えなさい。 

①社会学の入門書でその概念を調べ、高校生高校生高校生高校生にもわかるようにもわかるようにもわかるようにもわかるようわかりやすく説明し

なさい。 

②身の回りの社会現象を１つ取り上げて、その概念を使って説明しなさい（教科

書で使われている例を使うのは不可）。【チャート式社会学の概念】p.15-6 も

参考にしなさい。 

 

 

(a)「予言の自己成就（自己成就的予言）」 

(b) 「ラベリング」 

 

    

（３） 

身の回りの「社会問題」を１つ取り上げて、｢社会問題の構築主義｣の考え方にし

たがって、誰が、どのような「クレイム申し立て活動」を行い、それがどのよう

に社会に受け入れられて「社会問題」になっていったかを、高校生高校生高校生高校生にもわかるよにもわかるよにもわかるよにもわかるよ

ううううわかりやすく説明しなさい。【チャート式社会学の概念】p.15-6 も参考にしな

さい。 

（昨年までの学生の発表例） ・公共の場でタバコを吸うこと 

・夫婦同姓 

・公害問題 

＊これは一種の時代比較です。なぜなら、ある時期には「社会問題」でなかっ

たことが、誰かが「クレイム申し立て活動」をしたことによって、別の時期

には「社会問題」と見なされるようになるプロセスを見るからです。 
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ミニレポートミニレポートミニレポートミニレポート・・・・個人発表個人発表個人発表個人発表 AAAAでででで社会社会社会社会学学学学のののの概概概概念念念念をををを調調調調べるためにべるためにべるためにべるために    

    

    

    

Ｑ１．参考資料は、図書館のどこにあるの？ 

 

Ａ.    社会学の入門書（いっぱいある）：：：：２Ｆの人文・社会系《２４》の棚 

 

    Ｋ 

   ３６１ 

            ○○○    

 

社会学の辞典（何種類かある）：１１１１ＦＦＦＦの人文・社会系参考図書《２５》の棚 

（奥の窓際） 

                                        Ｒ 

                                       ３６０．３ 

                                            ○○○ 

    

    

Ｑ２．調べたい言葉がその本に載っているかどうかをてっとりばやく知るには？ 

 

Ａ．①「索引（さくいん）」を見る。 

索引は本の最後のほうについているが、ついていない本もある。 

索引では、その本の中に出てくるおもな概念や人名が、あいうえお順やア

ルファベット順で並べられており、どのページに出ているかがページ番号

で示されている。 

事項索引（概念）と人名索引に分かれていることも多い。 

 

    ②「目次」を見る。 

      目次は本の最初のほうについている。 
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参考文献参考文献参考文献参考文献リストリストリストリストにににについてついてついてついて    

    

    

レジュメやレポートには、自分が参考にした文献のリストを、必ずつけること。 

つけていない場合は、盗作・著作権の侵害・民法上の犯罪とみなされます。 

研究や公の場で文章を書く場合の、基本的ルールです。 

 

１１１１．．．．参考文献参考文献参考文献参考文献リストリストリストリストのののの書書書書きききき方方方方    

(1) 単行本の場合 

岩見和彦 (1993)『青春の変貌―青年社会学へのまなざし』関西大学出版部。 

 

(2) 共著の単行本の１部分の場合 

永井良和 (2006)「風俗現象の解読」片桐新自・永井良和・山本雄二編『基礎社

会学』世界思想社。 

 

(3) 雑誌論文の場合 

杉野昭博 (1994)「社会福祉と社会統制―アメリカ州立精神病院の『脱施設化』

をめぐって」『社会学評論』45巻 1号 pp.16-30。 

 

(4) 翻訳の場合 

ジョン・フィスク（山本雄二訳）(1998)『抵抗の快楽―ポピュラーカルチャーの

記号論』世界思想社。 

 

        Q．．．．このような情報は本のどこに載っているか？ 

 

    

２２２２．．．．実例実例実例実例：：：：レジュメレジュメレジュメレジュメややややレポートレポートレポートレポートのののの最後最後最後最後にににに、、、、以下以下以下以下のようにつけるのようにつけるのようにつけるのようにつける    

 

（参考文献） 

岩見和彦 (1993)『青春の変貌―青年社会学へのまなざし』関西大学出版部。 

杉野昭博 (1994)「社会福祉と社会統制―アメリカ州立精神病院の『脱施設化』

をめぐって」『社会学評論』45巻 1号 pp.16-30。 

永井良和 (1998)「フィールドワークを読む」石川淳志・佐藤健二・山田一成編

『見えないものを見る力―社会調査という認識』八千代出版。 

 

        Q．．．．２つ以上の文献をあげる場合、レジュメやレポートにはどのような順序

で並べるのか？    
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レジュメの作り方・発表のしかた 

個人発表個人発表個人発表個人発表Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（社会学社会学社会学社会学のののの概念概念概念概念によるによるによるによる社会社会社会社会のののの分析分析分析分析））））        

 

    

◎◎◎◎スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

出席    5 分 

個人発表  発表（   分×   人）＋質問   分＝   分 

      レジュメ：B4 サイズで 1 枚（図表を含む） 

 

 

◎◎◎◎レジュメレジュメレジュメレジュメ（（（（報告要旨報告要旨報告要旨報告要旨））））はははは次次次次のののの構成構成構成構成をををを基本基本基本基本にしてにしてにしてにして書書書書くことくことくことくこと    

    

 

                                                                        発表日発表日発表日発表日        学籍番号学籍番号学籍番号学籍番号        氏名氏名氏名氏名    

    

第第第第○○○○章章章章「～～～～～」「～～～～～」「～～～～～」「～～～～～」のののの練習問題練習問題練習問題練習問題（（（（１１１１））））        ← or（２）or（３）    

    

課題課題課題課題①①①①～～～～～    

 

 

課題課題課題課題②②②②～～～～～    

    

 

課題課題課題課題③③③③～～～～～    

    

    

＊課題の中で「比較」をする時は、必必必必ずずずずキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズ化化化化するするするする！！！！！！！！！！！！    

＊次のようなことがわかるようにキャッチフレーズ化しよう。 

    時間比較の場合：社会はどのように変わったか？ 

    空間比較の場合：社会Ａと社会Ｂはどのように違うのか？ 

    ｶﾃｺﾞﾘｰ比較の場合：１つの社会はいくつかのカテゴリーによって構成 

されている。カテゴリーによってどう違うのか？ 

 

 

参考文献参考文献参考文献参考文献    

 

    

    

 

 

◎レジュメは教室の後ろの机の上に置く。 

 各自が、教室に入るときに自分で取る。 
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レジュメの作り方・発表のしかた 

個人発表個人発表個人発表個人発表Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（比較研究比較研究比較研究比較研究））））        

    

    

◎◎◎◎スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

出席    5 分 

個人発表  発表（   分×   人）＋質問   分＝   分 

      レジュメ：B4 サイズで 1 枚（図表を含む） 

 

◎◎◎◎レジュメレジュメレジュメレジュメ（（（（報告要旨報告要旨報告要旨報告要旨））））はははは次次次次のののの構成構成構成構成でででで書書書書くことくことくことくこと    

    

                                                                        発表日発表日発表日発表日        学籍番号学籍番号学籍番号学籍番号        氏名氏名氏名氏名    

    

（（（（時間時間時間時間のののの比較比較比較比較））））    （← or 空間の比較 or カテゴリーの比較）    

タイトルタイトルタイトルタイトル    （＝自分で工夫してつける）    

    

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの動機動機動機動機 （＝なぜこのテーマを選んだのか。聞く人をひきつける。） 

 

２２２２．．．．問問問問いいいい    （＝研究とは自分自分自分自分でででで問問問問をををを立立立立てててててててて答答答答えるえるえるえること。卒論を書く上で最最最最もももも大切大切大切大切。） 

    ○○と△△は①①①①どうどうどうどう違うか、②②②②なぜなぜなぜなぜ違うのか。（必ず 2段階の問いを立てる）。 

 

３３３３．．．．分析結果分析結果分析結果分析結果 （＝調べてわかったこと） 

 

４４４４．．．．分析結果分析結果分析結果分析結果のまとめのまとめのまとめのまとめ（（（（キャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズ化化化化））））    

例）時間比較の場合 ：○○ → △△ 

    空間比較の場合 ：Ａ地域は○○、Ｂ地域は△△ 

    ｶﾃｺﾞﾘｰ比較の場合：Ａは○○、Ｂは△△ 

   

＊次のようなことがわかるようにキャッチフレーズ化する 

     時間比較の場合：社会はどのように変わったか 

     空間比較の場合：社会Ａと社会Ｂはどのように違うのか？ 

     ｶﾃｺﾞﾘｰ比較の場合：１つの社会はいくつかのカテゴリーによって構成

されている。カテゴリーによってどう違うのか？ 

 

５５５５．．．．結論結論結論結論        （＝問いに対する答え）    

 

６６６６．．．．参考文献参考文献参考文献参考文献    

 

    

◎参考文献を「「「「まとめただけまとめただけまとめただけまとめただけ」」」」はははは不可不可不可不可。 

 参考文献を参考にして①②①②①②①②のののの問問問問いをいをいをいを立立立立てててて、自分自分自分自分でででで考考考考ええええてててて答えを出すこと。 

◎レジュメは教室の後ろの机の上に置く。 

 各自が、教室に入るときに自分で取る。 
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個人発表Ａ・Ｂ       テーマテーマテーマテーマ（（（（例例例例）））） 

 

時代の比較 

・学校給食の役割の変化 

・笑いの変化 

・メガネをかけることの意味の変化 

・高校生の進路選択の変化 

・日本人の宗教観の変化 

・おもちゃの変化と子どもにとっての

意味 

・髪の意味の変化 

・ウルトラマンに求めるものの変化 

・「時間」に対する意識の変化 

・歌詞に表れる結婚観の変化 

・映画に対する期待の変化 

・なぜ結婚しない人が増えたのか？ 

・「化粧」についての価値観の変化 

・「公害」はどのようにして「社会問題」

になっていったか？ 

・「公共の場での喫煙」はどのようにし

て「社会問題」になっていったか？ 

・「夫婦別姓」はどのようにして「社会

問題」になっていったか？ 

・「整形」の役割の変化 

・歌詞に表れる「私事化」 

 

空間の比較 

・日本の酒とヨーロッパのワイン―起

源と、人々にとっての意味の比較 

・大学スポーツ―日本とアメリカの比

較 

・非言語コミュニケーションの違い―

日本語文化圏と英語文化圏の比較 

・世界の「シンデレラ」 

・東北と関西の方言に対する意識の違

い 

・本土の教育と沖縄の教育 

・英語能力について日本とアジアの比

較 

・アメリカ映画と日本映画 

・子育てにおける考え方の違いについ

ての日米比較 

・児童虐待に対する対応の日米比較 

・日本の「アイドル」とアメリカの「シ

ンガー」 

・日本と韓国の若者 

・女性役割の日米比較―女性雑誌のフ

ァッションページをもとに 

・教科書から見えてくるもの―日米の

教科書比較 

・日本・中国・アメリカの「サラリー

マン」の比較 

 

 

カテゴリーの比較 

・結婚観についての男女のずれ 

・私は兄よりしゃべりすぎ？―二人っ

子（長子と次子）の出生順位と性格 

・自殺手段―男女の比較 

・繰り返される流行と繰り返されない

流行 

・新聞広告とテレビＣＭの違い 

・高卒者と大卒者の就業意識の比較 

・サッカーとラグビーの歴史の比較―

どちらが上流階級のスポーツか？ 

・恋愛ドラマとヒューマンドラマ―内

容の比較と誰に人気があるか？ 

・「噂」についての都市と農村の比較 

・男の子の母子関係／女の子の母子関

係 

・「女性専用車両」についてどう思いま

すか？―男女の考え方の違い 

・家事に参加する？しない？―若年層

と高齢層の違い 
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個人発表 司会のしかたの例 

 

 

○章「○○○○」の個人発表です。司会の○○です。よろしくお願いします。 

 

はじめに、○○○（例：役割期待）について、△△△さんと、□□□君に発表し

てもらいます。では、お願いします。 

 

 

発表 

 

 

次に、○○○（例：独立重視と親和重視）というテーマについて、△△△さんと、

□□□君に発表してもらいます。では、お願いします。 

 

 

発表 

 

 

最後に、○○○（例：公的と私的）というテーマについて、△△△さんと、□□

□君に発表してもらいます。では、お願いします。 

 

 

発表 

 

 

以上で発表は終わります。質問者の方が、質問の準備をする時間を 10 分間ほど

とりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

質問者は質問を考える 

 

 

では、質問タイムに入ります。質問者の方、お願いします。 

 

 

質問 → 応答 

 

 

以上で終わります。発表者と質問者の皆さん、ありがとうございました。 
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チャート式・社会学の概念（基礎研究 大和） 

 

１．私化 

 公重視                           私重視 

（集団重視）                        （個人重視） 

 

【例：結婚】 政略結婚        恋愛結婚        未婚化 

 

（例：？）  （例：？）       （例：？）      （例：？） 

 

 

 

 

 

２．伝統／内部／他人指向型、自由からの逃走、カリスマ（カリスマ的支配） 

A 
不安でない 

自分で考え、行動する 

（例：？） 

内部指向型 

 

B カリスマ 

（例：？） 

自由からの逃走 

C 
人に従う 

身近な多数派 

（例：？） 

他人指向型 

自由が与え

られた場合 

（例：？） 

D 

不安 

昔ながらのやり方に従う 

（例：？） 

伝統指向型 

 

 

 

 

 

３．アノミー 

文化体系     人の心(ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ)への内面化 

(又は価値)     （例：？）        

（例：？） 

         社会体系(現実)への制度化          

          （例：？）                   

  

100% 

 

50% 逸脱行動 

（例：？） 
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４．顕在的／潜在的機能 

予想／意図された結果を引き起こした 

（例：？） 

 

＝顕在的機能 

 

ある出来事 

or 行動 

or 政策 

 

（例：？） 

予想／意図されなかったなかったなかったなかった結果を引き起こした 

（例：？） 

 

＝潜在的機能 

 

 

 

 

 

５．ラベリング・予言の自己成就 

 

周囲との相互作用 XXXX →ラベル(予言)XXXX’’’’→ 結果は XXXX”””” 

            （例：？）    （例：？）    （例：？） 

初めの行動 

（例：？）     周囲との相互作用 YYYY →ラベル(予言)YYYY’’’’→ 結果は YYYY”””” 

            （例：？）    （例：？）    （例：？） 

 

 

 

６．「社会問題の構築主義」の考え方による「社会問題の発生」 

客観的現象 ＋＋＋＋    
クレイム申し立てや 

社会的認知 
    ＝＝＝＝社会問題は    

あり 

（例：？） 

＋＋＋＋    なしなしなしなし    

（例：？） 

＝＝＝＝社会問題はないないないない 

状態 

 
  ↓ 

  ↓ 

↓ 

↓ 

＋＋＋＋    ありありありあり    あり 

（例：？） 誰が（例：？） 

どんなクレイム申し立てをして（例：？） 

どのように社会的に認知された（例：？） 

＝＝＝＝社会問題があるあるあるある 

状態 

 

 

＋ 

 

 

あり 

【応用問題】 

 

なし 

（例：？） 誰が（例：？） 

どんなクレイム申し立てをして（例：？） 

どのように社会的に認知された（例：？） 

 

 

＝「社会問題の 

でっちあげ」？ 
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レジュメの実例 

 

これまでの発表から選んだ発表用レジュメの実例を添付（略） 


