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資料１ 

２０１８年度進級者向け 社会学コース科目登録ガイダンス 

 

１．社会学演習の履修について 

２．講義科目について 

３．社会調査実習１・２の履修について 

４．副専攻について 

５．実験実習費について 

６．留学について 

７．その他 

８．２０１８年度「社会学演習１」使用教科書一覧（主に新２年生対象） 

 

１．社会学演習の履修について 

① 「社会学演習１」について（主に新２年生対象） 

・ 新２年生は春学期に「社会学演習１」を履修する（秋学期は「社会学演習２」）。 

・ Ａクラス～Ｄクラスのどれかに自動登録される。初回授業までに指定教科書を準備すること。なお、クラスごと

に使用教科書が異なるため、教科書購入時には注意が必要である。各クラスの使用教科書は、次ページを参照の

こと。 

 

② 社会学演習３・４の履修における注意点【重要】（主に新３年生対象） 

・ 「社会学演習３・４」は、「卒論演習」と連続しておこなわれるため、自分の所属するゼミの卒論演習の時限に

授業を登録しないこと。 

・ その出席分の部分的補填として、「社会学演習５」が３年春学期月曜１限に自動登録される。そのため、この時

限に他の科目を登録することはできない。ただし、この「社会学演習５」は卒論演習参加の補填分であるため、

実際に演習５に参加する必要はない。 

 

２．講義科目について 

・ 「社会学研究」は、隔年開講されている科目である。2018年度に開講されている科目（たとえば土屋淳二先生の

社会学研究9・10）は、2019年度には開講されないので注意すること。 

・ 「社会学特論」は、原則として毎年担当する教員が変わる。講義名が同一であっても、2018年度と2019年度で

は講義内容が異なることがある。 

 

３．社会調査実習１・２の履修について 

・ 社会調査士資格取得を考えている人は、講義科目（「社会調査法１・２」、「社会統計学１・２」、「データ解

析１」or「データ解析２」）に加えて、「社会調査実習１・２」を履修する必要がある。 

・ 履修が可能なのは３年生以上。詳しくは、資料３「社会調査士資格について」にて説明する。 

 

５．実験実習費について 
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・ 各演習および社会調査実習室を運営するために実験実習費が必要である（学費と一緒に納入いただく）。主な使

途は、演習における合宿費、教材購入費、印刷費、社会調査実習室機械整備費など。 

➢ ２年生：年間8,000円（半期4,000円） 

➢ ３年生以上：年間28,000円（半期14,000円） 

 

４．副専攻について 

・ 2018年度から副専攻の制度が始まる。 ※３ページ資料を参照。 

・ 副専攻の科目は、文化構想学部・文学部の両方から選択できる。シラバスを熟読すること。 

・ 副専攻の方法や単位に関して等、不明点がある場合は、各自で事務所に確認すること。 

 

６．留学について 

・ 留学をする場合は、必ず事前に、出来るだけ早く社会学コース主任および助手に相談すること。 

・ 社会学コースには、文学学術院全体の明文化された規定以外に、コース独自の規定がある（一例は以下のとお

り）。事前相談がない場合、留学によって生じた予期しない不利益に対してコースとして対応できないことがあ

るので注意してほしい。 

➢ 帰国後のゼミ（「社会学演習３・４」）の履修順序に関して、秋学期（「社会学演習４」）の後に春学期（「社

会学演習３」）を履修するような逆順履修を認めないゼミがある。そのため、２年生の秋学期（12月～２月）

に実施するゼミ振り分けの際には注意が必要。 

➢ 留学中の単位を社会学コース開講科目に振り替えることを希望する場合は、社会学コース内で厳正な審議が

行われる。なお、必修科目・専門演習の単位互換は認めない。 

 

７．その他 

・ 在外研究期間中の先生の講義・演習は休講となり、代講の先生が担当する。なお、2018年度は、在外研究期間に

あたる先生はいない。 

・ 今後の社会学コースからの情報は、社会学コースホームページ、コースナビなどで発信する（詳細は裏面・資料

２を参照）。 

 

８．２０１８年度「社会学演習１」使用教科書一覧（主に新２年生対象） 

Ａクラス（春・火２）草柳千早先生 

ジグムント・バウマン，ティム・メイ著（奥井智之訳）『社会学の考え方〔第２版〕』ちくま学芸文庫 

Ｂクラス（春・火２）土屋淳二先生 

ジグムント・バウマン，ティム・メイ著（奥井智之訳）『社会学の考え方〔第２版〕』ちくま学芸文庫 

Ｃクラス（春・木２）岡本智周先生 

マックス・ヴェーバー（脇圭平訳）『職業としての政治』岩波書店 

マックス・ウェーバー（尾高邦雄訳）『職業としての学問』岩波書店 

Ｄクラス（春・木２）竹中均先生 

（１）Ｇ・ジンメル著（北川東子編訳・鈴木直訳）『ジンメル・コレクション』ちくま学芸文庫 

（２）竹内洋著『社会学の名著 30』ちくま新書 

※「社会学演習２」の教科書は９月にコースナビを通じて連絡します。 
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社 会 学 コ ― ス の ご 案 内 
 

 

１．教員の研究室と連絡先 

 

氏名 研究室 内線番号  直通番号 電子メール 

岡本 智周 ４月以降に社会学コースHPに掲載予定 

草柳 千早 39号館2313 3433 03-3203-4491 kusayanagi@waseda.jp 

田辺 俊介 39号館2212 3212 03-5286-2479 tanabe.sh@waseda.jp 

嶋﨑 尚子 39号館2317 3317 03-5286-3679 nshim@waseda.jp 

竹中 均  33号館1407 3266 03-5286-3765 z28ztakenaka@waseda.jp 

津田(木村) 好美 33号館1409 3764 03-5286-3618 y.kimura@waseda.jp 

土屋 淳二 33号館1402 3370 03-5286-3552 junji.tsuchiya@waseda.jp 

那須 壽 39号館2213 3213 03-5286-3661 hnasu@waseda.jp 

大坪 真利子 
31号館101 2307 03-5286-3742 sociolab101@list.waseda.jp 

栗原 亘 

 

２．社会学関連教室の位置と名称 

 

 

①32号館123：社会学資料室 

②32号館124：社会学演習室 

③32号館125：社会調査実習室（社会学演習支援室） 

④31号館101：社会学研究室（助手室） 

 

上記のほかに、⑤39号館2322：社会学コース室

などがある。 

 

 

 

 

 

３．教室の説明および設備 

①社会学演習室 

説明 

・ 主に社会学演習３・４および卒論演習のために使用される教室。 

設備および注意 

・ 使用可能な設備は、演習ロッカー（鍵は助手室の場合がある）。PCの持ち込みによりプロジェクターでの投影が

可能（D-sub・HDMI） 

 

②社会学資料室 

説明 

・ 主に、社会学関連の和書、洋書および和雑誌、洋雑誌、過去の調査報告書、国内で発行された社会科学の分野を中

http://jp.mc1012.mail.yahoo.co.jp/mc/compose?to=tanabe.sh@waseda.jp
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心に雑誌類が所蔵されている。 

設備および注意 

・ 通常は施錠されているので、閲覧・複写を希望する場合は、助手に申し出ること（貸出不可）。 

 

③社会調査実習室（社会学演習支援室） 

説明 

・ 主に、社会調査、統計分析の作業を実施するために使用される教室。通常は、社会学コースの学生専用のPCルー

ムとして開放されている（開室時間は月～金の12：30～18：30）。場合によっては、この教室で演習などを実施

することもある。52型液晶TV、DVD/VHSプレイヤー、PC（Windows Office 2010）やブルーレイなどをTVにて

表示可能。開室時間以外は施錠されている。 

設備および注意 

・ 24台の社会学コースの学生専用PC、プリンター2台、スキャナー2台、シュレッダー1台、および自由に閲覧でき

る社会調査、統計学、PC関連のテキストが設置されている教室。 

・ 社会学コースの院生インストラクターが常駐している。 

・ ただし、この教室を利用するためには、利用者講習会を受講する必要がある（そのアナウンスは４月末以降に別途

アナウンスあり）。 

 

④社会学研究室（助手室） 

説明 

・ 社会学コース助手が常駐している教室。開室時間は授業期間中の平日13：00～18：00。教材・レジュメ印刷、演

習室、演習ロッカーなどの鍵の貸出、欠席願の発行、ボイスレコーダーなどの機材の貸出などの窓口でもある。 

設備と注意 

・ コピー機（要コピーカード）1台、プリポート（輪転機：コピーカード不要）1台、プロジェクター、スクリーン

など、および、貸し出し用機材として、ボイスレコーダーがある。 

・ 演習で使用する報告資料を印刷する場合には、助手室まで。先生からコピーカードを受け取っている場合にはコピ

ー機、そうでない場合には、プリポート（１頁の原稿あたり６部以上印刷する場合）を使用。プリポートの使用の

際には、助手に申し出ること。 

 

⑤社会学コース室 

説明 

・ 社会学コース室は、原則として社会学コースの「社会学演習１・２」、「社会学演習３・４」および「卒論演習」

等を履修している学生（担当教員の了承が必要）のみが利用可能。 

・ 社会学コース室の利用は予約制となっている。利用を希望する場合は、助手に問い合わせること。予約状況につい

ては、社会学コースのホームページにて掲示。 

・ なお、会議等で利用するため、水曜日の利用は不可（2018年度）。 

 

４．社会学コースからのお知らせ 

 正式な告知は文学部の掲示板にて行われますが、別途、以下においてもお知らせすることがあります。日常的

に、よくチェックをしておくこと。 

 

 社会学コース ホームページのアドレス 

http://www.waseda.jp/sociology/ 

 コースナビ(Wasedaメール） 

Ｗａｓｅｄａメールは毎日１度必ずチェックするか、携帯電話に転送設定しておくこと！！！ 

以上 
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資料３ 

社会調査士資格について 

● 社会調査士とは 

 「社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会事象等をとらえることのできる能力を有する『調査

の専門家』のこと」（社会調査協会HPより） 

 

・ 「一般社団法人 社会調査協会」（日本教育社会学会、日本行動計量学会、日本社会学会が中心となって2003

年設立）が2004年から認定している資格。国家資格ではありません
．．．．．．．．．．．

。 

・ 社会調査協会の標準カリキュラムＡ～Ｇに対応している科目の単位を修得（計６つ）し、協会へ申請すると

取得できます（文学部社会学コースで一括して申請します）。 

※社会調査協会ウェブサイト http://jasr.or.jp/index.html 

・ 大学院（早稲田大学文学研究科社会学コース）では「専門社会調査士」資格を取得できます。 

 

● 資格取得スケジュール 

・ 以下の説明をよく読み、卒業までに資格申請に必要な対応科目をすべて履修し単位を修得してください。 

・ 卒業が決定したら、３月に社会学コースが設置する資格申請受付窓口に、申請書類を提出します。 

・ 申請が認められれば、卒業後の６月に協会から「認定証」が発行されます（郵送）。 

※社会調査協会では、卒業前に取得できる「社会調査士（見込み）」資格の認定も行っていますが、社会学コース

では原則的に、「見込み」資格の申請受付は行いません。 

 

● 文学部社会学コースにおける対応科目 

・ 社会調査士資格を取得するためには、A～Gの7種類の対応科目のうち、6科目（E・Fはどちらか一つ選択）

の単位を修得する必要があります（履修方法については次ページを参照）。 

・ それぞれの概要と2018年度・2019年度の社会学コースにおける対応科目は以下の表のとおりです。 

 

  授業科目名 担当者 曜限 コース・カリキュラム 

Ａ：社会調査の基本的事項に関する科目 

  社会調査法１ 嶋崎尚子 春・火４ ２年必修 

Ｂ：調査設計と実施方法に関する科目 

  社会調査法２ 嶋崎尚子 秋・火４ ２年必修 

Ｃ：基本的な資料とデータの分析に関する科目 

  社会統計学１ 田辺俊介 春・金４ 選択（２年・３年・４年） 

Ｄ：社会調査に必要な統計学に関する科目 

  社会統計学２ 田辺俊介 秋・金４ 選択（２年・３年・４年） 

Ｅ：量的データ解析の方法に関する科目        ＥかＦのどちらかひとつ 

  データ解析１（量的分析） 寺島拓幸 秋・木４ 選択（２年・３年・４年） 

Ｆ：質的な分析の方法に関する科目          ＥかＦのどちらかひとつ 

  データ解析２（質的分析） （2019年度開講予定） 選択（２年・３年・４年） 
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Ｇ：社会調査の実習を中心とする科目  

  
社会調査実習１ 

小藪明生 
春・水３ 選択（３年・４年） 

社会調査実習２ 秋・水３ 選択（３年・４年） 

・ E科目「データ解析１（量的分析）」とF科目「データ解析２（質的分析）」は隔年開講予定です。 

「データ解析１」： 2018年、2020年（予定）・「データ解析２」：2019年、2021年（予定） 

 

● 資格取得に向けての履修方法（学年別） 

 資格取得を希望する場合は、以下の手順で科目を履修してください。 

＜２年次＞ 

A：「社会調査法１」（必修科目：春・火４） 

B：「社会調査法２」（必修科目：秋・火４） 

C：「社会統計学１」（選択科目：春・金４） 

D：「社会統計学２」（選択科目：秋・金４） 

※ このほかに「社会学概論１」（必修科目：春・木３）、「社会学概論２」（必修科目：秋・木３）の履

修も必須です。 

＜３年次あるいは４年次＞ 

① 以下の２科目のうち、どちらか１科目を履修 

E：「データ解析１（量的分析）」（2018年度） 

F：「データ解析２（質的分析）」（2019年度） 

② 通年で以下の両方を履修 

G：「社会調査実習１」（春）・「社会調査実習２」（秋）※履修条件に注意！ 

 

重要「社会調査実習１・２」履修条件 

G科目「社会調査実習１、２」を履修するには、以下の４つの条件を満たす必要があります。 

１．春期科目（「社会調査実習１」）と秋期科目（「社会調査実習２」）をセット履修すること。 

２．「社会学概論１・２」、「社会調査法１・２」、「社会統計学１・２」の単位を取得していること。 

→いずれかの科目が不合格の人は履修できません。 

３．社会調査士資格の取得を希望していること。 

４．授業時間外の作業が多いこと、秋期末に調査報告書を作成することを了承していること。 

※なお、「社会調査実習」の配当年次は３・４年生です。就職活動・卒業論文などご自身の年間の計画と

相談の上、しっかり授業参加できる年次に登録するようにしてください。 

 

● その他 

・ その他、社会調査士資格に関すること（具体的な申請方法など）は、Course N@vi、社会学コースHPなど

でお知らせします。 

・ 対応科目については、社会調査協会サイトの以下のページからも確認できます。 

「資格制度参加大学情報」 https://www.jcbsr.jp/display.php?org=343 

・ 不明な点については、社会学研究室（31号館101号室sociolab101@list.waseda.jp）に問い合わせてくださ

い。 

以上 



資料４  2018/3/14
　社会学研究室2018年度時間割（社会学コース（文・文研））　2018/3/14版

月 火 水 木 金 土
【文】社会学演習（必修）５ 【文・文構】社会学の考え方１　 草柳

【文研】社会学研究指導３-１　津田(木村)

【文・文構】社会学の考え方２　 草柳

【文研】社会学研究指導３-２　津田(木村)

■【文】社会学演習（卒論）春期（土屋） 【文】社会学演習１A　草柳 【文】社会学演習１Ｃ　岡本 ■【文】社会学演習３G　津田(木村) 【文・文構】現代社会論１　竹中
【文】社会学演習１B　土屋 【文】社会学演習１D　竹中
【文・文構】社会学原典講読１　河野憲一 ■【文】社会学演習３F　草柳
■【文】社会学演習３A　田辺

【文研】社会学演習１-１　浦野 【文研】社会学研究指導　２-１　田辺
【文研】社会学演習１０-１　山田 【文研】社会学演習５-１　竹中

■【文】社会学演習（卒論）秋期（土屋） 【文】社会学演習２A　嶋﨑 【文】社会学演習２C　関水徹平 ■【文】社会学演習４G　津田(木村) 【文・文構】現代社会論２　竹中

【文】社会学演習２B　津田(木村) 【文】社会学演習２D　田辺
■【文】社会学演習４A　田辺 ■【文】社会学演習４F　草柳

【文研】社会学演習１-２　浦野 【文研】社会学研究指導　２-２　田辺
【文研】社会学演習１０-２　山田 【文研】社会学演習５-２　竹中

■【文】社会学演習３E　土屋 【文・文構】社会学研究１３　津田(木村) 【文】社会調査実習１　小藪明生 【文・文構】社会学研究３　那須 【文・文構】社会学特論１　麦倉泰子
■【文】社会学演習（卒論）春期（田辺） ■【文】社会学演習（卒論）春期（草柳） ■【文】社会学演習（卒論）春期（津田(木村)）

【文・文構】社会学概論１　山田

【文研】社会学特論１　岡本 【文研】社会学演習８-１　大久保 【文研】社会学演習２-１　田辺
【文研】社会学研究指導１-１　浦野 【文研】社会学研究指導５-１　竹中
【文研】社会学研究指導８-１　大久保
【文研】社会学研究指導９-１　草柳

■【文】社会学演習４E　土屋 【文・文構】社会学研究１４　津田(木村) 【文】社会調査実習２　小藪明生 【文・文構】社会学研究４　那須 【文・文構】社会学特論２　麦倉泰子
■【文】社会学演習（卒論）秋期（田辺） ■【文】社会学演習（卒論）秋期（草柳） ■【文】社会学演習（卒論）秋期（津田(木村)）

【文・文構】社会学概論２　山田
【文研】社会学特論２　岡本 【文研】社会学演習８-２　大久保 【文研】社会学演習２-２　田辺
【文研】社会学研究指導１-２　浦野 【文研】社会学研究指導５-２　竹中
【文研】社会学研究指導８-２　大久保
【文研】社会学研究指導９-２　草柳

【文・文構】社会学研究９　土屋 【文・文構・文研】社会調査法１　嶋﨑 ■【文】社会学演習３H　竹中 ■【文】社会学演習３B　那須
■【文】社会学演習３D　嶋﨑 ■【文】社会学演習３C　岡本

【文・文構・文研】社会統計学１　田辺
【文研】社会学演習３-１　津田(木村) 【文研】社会学演習４-１　那須 【文研】質的調査法特論　麦倉泰子
【文研】社会学演習９-１　草柳 【文研】社会学演習６-１　嶋﨑

【文研】社会学研究指導１０-１　山田

【文・文構】社会学研究１０　土屋 【文・文構・文研】社会調査法２　嶋﨑 ■【文】社会学演習４Ｈ　竹中 ■【文】社会学演習４B　那須
■【文】社会学演習４D　嶋﨑 【文・文構・文研】データ解析１（量的分析）　 寺島　拓幸 ■【文】社会学演習４C　岡本

【文・文構・文研】社会統計学２　田辺

【文研】社会学演習３-２　津田(木村) 【文研】社会学演習４-２　那須 【文研】多変量解析特論　品田知美
【文研】社会学演習９-２　草柳 【文研】社会学演習６-２　嶋﨑

【文研】社会学研究指導１０-２　山田
■【文】社会学演習（卒論）春期（嶋﨑） 【文・文構】社会学研究１７　岡本 ■【文】社会学演習（卒論）春期（竹中） ■【文】社会学演習（卒論）春期（那須）

【文研】社会学演習１１-１　土屋 【文研】社会学研究指導１１-１　土屋 【文研】社会学研究指導４-１　那須
【文研】社会学研究指導６-１　嶋﨑

■【文】社会学演習（卒論）秋期（嶋﨑） 【文・文構】社会学研究１８　岡本 ■【文】社会学演習（卒論）秋期（竹中） ■【文】社会学演習（卒論）秋期（那須）

【文研】社会学演習１１-２　土屋 【文研】社会学研究指導１１-２　土屋 【文研】社会学研究指導４-２　那須
【文研】社会学研究指導６-２　嶋﨑
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