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2019年度 社会学コース 専門社会調査士資格説明 

 

● 社会調査士・専門社会調査士とは 

 「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） 

 

・社会調査士資格は、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です。「社会調査士」と「専門社会調査士」の 2 種類があり

ます。国家資格ではありません
．．．．．．．．．．．

。 

一般社団法人 社会調査協会 http://jasr.or.jp/ 

・「社会調査士」は、社会調査協会の標準カリキュラムに対応する 7 科目（A～G、E・F は選択）のうち 6 科

目を履修し、単位を修得することで取得が可能になります。 

・「専門社会調査士」の申請条件は、 

①社会調査士資格を有し、 

②大学院で社会調査協会の標準カリキュラム対応３科目（H・I・J科目）を履修・単位修得し、 

③社会調査の結果を用いた研究論文（修士論文を含む）を執筆し、 

④修士課程を修了することによって取得が可能になります。 

※大学院入学時点で社会調査士資格がなくとも「同時申請」（後述）という方法によって専門社会調査士

を取得することが可能です。 

 

● 取得に向けての注意【重要】 

・「専門社会調査士」資格取得を希望する場合は、標準カリキュラムに対応する科目を計画的に履修し、単位

を修得してください。 

・「専門社会調査士」資格を取得するためには、「社会調査士」資格を所持しているか、同時に取得を申請する

必要があります。「社会調査士」資格を所持していない方が「専門社会調査士」資格を取得する場合は、次

頁以降を参考に「同時申請」を行ってください。 

・資格取得の申請には、審査・認定手数料（32,400 円（「社会調査士」同時申請の場合は 43,200 円）がかか

ります。 

・早稲田大学文学研究科社会学コース以外で設置されている対応科目を履修し単位取得することによって資格

申請することも可能です。ただし、自身の所属箇所と異なる箇所の設置科目は履修できない可能性があり

ます。他コースおよび他箇所・他機関の設置科目について社会学コースは関知していませんので、履修可

否や履修科目の証明の扱いなどについては、必ず自身で所属事務所（もしくは所管機関）に確認してくだ

さい。 

・早稲田大学文学研究科社会学コース以外で設置されている認定科目については下記で調べられます。 

社会調査協会「社会調査士資格制度参加校」「専門社会調査士資格制度参加校」 

   http://jasr.or.jp/for_students/participation/ 

・資格申請書類の受付は、社会学コースが各年度末の受付日に一括して行います。取得を希望する人は次の

手順に従い、申請を行ってください。 

①社会調査協会のサイトを熟読の上、申請希望の年度２月指定日までに申請予定の旨を社会学コース助手

に申し出てください（２月上旬までに社会学コース大学院 HPに日程を告知予定）。 

②申請に必要な書類を、各自で社会調査協会のサイトで確認し計画的に準備し、社会学コース指定の受付

日（例年３月末）に書類を提出してください。（特別な事情がある場合を除き、受付日を過ぎての資格

申請書類の提出は受け付けられませんのでご注意ください。） 

・資格申請の書類は、協会 HP および本資料を確認の上、各自でご準備ください。なお、社会調査協会のシス

http://jasr.or.jp/
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jcbsr/kari/s-kari.htm
http://jasr.or.jp/for_students/participation/
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テム変更に伴い、資格申請の方法が今後変更になる可能性があります。申請前に各自で必ず社会調査協会

HPを確認するようにしてください。 

 

● 専門社会調査士 標準カリキュラム 

【 H 】 調査企画・設計に関する演習（実習）科目 

 社会調査を実践的に企画・設計し、実施し、分析・集計をおこなうための実践的な知識と能力を習得する科

目。調査方法論、調査倫理を踏まえ、調査方法の決定、調査企画と設計、仮説構成、調査票の作成、サンプリ

ングないし対象者・フィールドの選定、実査、調査データの整理（エディティング、コーディング、データク

リーニング、フィールドノート作成、コードブック作成）、比較的簡単な量的分析とグラフ作成、質的な分析、

以上に基づく報告ペーパーの作成などに関する実践的な授業科目。（９０分×１５週） 

【 Ｉ 】 多変量解析に関する演習（実習）科目 

 数理統計学の基礎を踏まえながら、多変量解析（重回帰分析、パス解析、分散分析、共分散分析、ログリニ

ア分析、ロジット分析、主成分分析、因子分析、多次元尺度法、クラスター分析、数量化理論、生存時間分析、

共分散構造分析など）に共通する計量モデルを用いた分析法を基本的に理解し、それらのうちのいくつかにつ

いては、コンピュータを用いて実際に使用することのできる能力を習得する科目。（９０分×１５週） 

【 Ｊ 】 質的調査法に関する演習（実習）科目 

 新聞・雑誌記事、資料文書、映像、放送、音楽などの質的データの分析法（内容分析等）を習得するととも

に、さまざまな質的調査法（聞き取り調査、参与観察法、ドキュメント分析、フィールドワーク、インタビュ

ー、ライフヒストリー分析、会話分析など）に関する基本的理解を踏まえながら、そのあるものについての実

践的な能力を習得する科目。（９０分×１５週） 

 

● 文学研究科社会学コースにおける標準カリキュラム対応科目 

  授業科目名 
開講

年度 
曜限 担当者 認定番号 

2020 年度 

H 調査企画・設計特論 （予定） 2020 （未定） 

I 多変量解析特論   （予定） 2020 （未定） 

2019年度 

H 調査企画・設計特論 2019 春・火５ 田中慶子 WASz-190101-0 

J 質的調査法特論 2019 秋・金５ 麦倉泰子 WASz-190201-0 

2018年度 

J 質的調査法特論 2018 春・金４ 麦倉泰子 WASz-180201-0 

I 多変量解析特論 2018 秋・金４ 品田知美 WASz-180101-0 

 

 

● 社会調査士・専門社会調査士の同時申請について 

・「社会調査士」資格を持たない方が「専門社会調査士」資格を申請するためには、「専門社会調査士」と「社

会調査士」を同時に申請します。 

・同時申請を希望する際は、上記の H～J 科目に加えて必要な科目は「社会調査士」Ａ～Ｆ科目（Ｅ、Ｆ科

目は選択制）です（同時申請の場合はＧ科目が免除されます）。 

・出身大学・学部によっては、学部生のときに「社会調査士」標準カリキュラムに対応した科目を履修済みの

可能性もありますので、社会調査協会 HP の所定ページにて履修済みの科目の有無について確認してくださ

い。 

参考：社会調査士および専門社会調査士資格制度参加校 一覧 
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http://jasr.or.jp/for_students/participation/ 

・単位修得していない科目がある場合は、文学部社会学コースなどで開設されている対応科目を履修してくだ

さい。ただし、自身の所属と異なる箇所設置科目は履修可否に関しては、所属箇所（もしくは設置箇所など）

に問い合わせください。 

・社会調査協会主催の S1 科目・S2 科目を受講することによって単位修得をすることも可能です。S 科目は、

社会調査士の資格を取得していない大学院生が、本科目を履修することによって、同時申請によって社会調

査士資格を申請できるようにするために開講するものです。詳しくは協会 HP を参照。 

   http://jasr.or.jp/activity/seminar/ 

 

【2019年度文学部社会学コース 社会調査士標準カリキュラム対応科目】 

  授業科目名 担当者 曜限 学部コース・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 岡本智周 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 岡本智周 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 津田（木村）好美 春・火１ 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 津田（木村）好美 秋・火１ 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） （2020 年度開講予定） 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） 畑山直子 秋・金４ 選択（２年・３年・４年） 

※ Ｅ科目とＦ科目は隔年で開講されます。資格取得に必要なのは、Ｅ科目・Ｆ科目どちらか１つです。 

※ 文学研究科大学院生（修士課程）が文学部の社会調査士科目を履修する場合、「随意科目」となりま

す。文学部の授業を文学研究科以外の院生が受講することはできません（2018.4 確認） 

※ 他箇所設置科目の履修可否などに関しては、設置個所および所属箇所に問い合わせください。 

 

● 申請方法 

・資格取得の手続きは、文学部社会学コースが毎年３月下旬の指定日に一括して行います。２月指定日までに

社会学コース助手まで資格取得希望を申し出た上で、期日までに協会指定の申請書類をそろえて提出してく

ださい。 

・下記の情報は 2019 年 4 月現時点での情報です。今後変更になる可能性があります。必ず申請前に各自で社

会調査協会 HP を確認の上、準備をするようにお願いいたします。 

専門社会調査士（正規）申請方法・手順 http://jasr.or.jp/for_students/guidance/capaappl_sp/ 

 

□①専門社会調査士認定申請書 

…専用の様式ファイルを社会調査協会サイトからダウンロード。 

□②履歴書 

…専用の様式ファイルを社会調査協会サイトからダウンロード。 

□③単位修得・修士修了を証明する書類を証明する書類 

…「成績・修了証明書」などを大学に発行してもらう。該当科目にマーカーを引き、対応科目番号（H

～J）を記入。 

□④社会調査を用いた研究論文（2 部） 

http://jasr.or.jp/for_students/participation/
http://jasr.or.jp/activity/seminar/
http://jasr.or.jp/for_students/guidance/capaappl_sp/
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…審査用の論文。同じものを 2 部用意する。 

□⑤研究論文概要説明書 

…専用の様式ファイルを社会調査協会サイトからダウンロード。 

□⑥審査・認定手数料の振替払込受領書のコピー 

…審査・認定手数料（32,400 円、同時申請の場合 43,200 円）を郵便局で払い込んだあと、受領書のコ

ピーを取って申請書の裏に貼り付ける。 

【振替先（郵便局）】 口座番号：00110-1-654739  

加入者名：一般社団法人 社会調査協会 

＊払込用紙の「ご依頼人」欄に、大学名・学籍番号・氏名を明記。 

＊必ず郵便局の払込用紙を利用すること。社会学研究室に専用の払込用紙があります（必要な方は、

担当者の社会学研究室在室時間帯に取りにお越しください）。 

□⑦社会調査士認定申請書（★同時申請の場合のみ必要） 

…社会調査協会の専用の Webシステムで入力・出力。 

□⑧単位修得を証明する書類（★同時申請の場合のみ必要） 

…「成績証明書」など、A～F 科目の単位を修得した大学や機関に発行してもらう。対応科目番号（A

～G）を記入。 

 

●「専門社会調査士（8 条規定）」について（補足） 

・上記の HIJ 科目の履修による取得（＝「正規」の方法）ではなく、論文等の審査による資格取得の方法で

す。要件を満たす人は、専門社会調査士の申請をすることができます。 

・昨年度に申請要件が変更されました。認定方法の変更を検討することが予定されています。 

・社会学コースなどを通じて申請するのではなく、個人が協会に直接申請するものです。不明な点は直接協会

にお問い合わせください。 

・詳細情報はこちら http://jasr.or.jp/for_students/guidance/capaappl_sp8/ 

 

 

● 参照先・問合せ先 

・社会学コース以外で設置されている認定科目についての情報 

→設置箇所について：社会調査士および専門社会調査士資格制度参加校 一覧 

http://jasr.or.jp/for_students/participation/ 

・所属箇所設置以外の履修等についての問い合わせ： 

     所属箇所の事務所（もしくは設置所轄機関・箇所）にお問い合わせください。 

 

・社会学コースにおける社会調査士・専門社会調査士申請の受付全般についての質問 

  ※必ず本資料と社会学コース HPおよび社会調査協会 HPを熟読した上でご連絡ください。 

→社会学コース 社会調査士・専門社会調査士申請受付係（31 号館 101 社会学研究室 内） 

在室時間（授業期間の月・木 13:00～18:00） 

連絡宛先（sociolab101@list.waseda.jp） 

上記以外の期間・時間帯は返信が遅れることがあります。 

土日祝日・年末年始は休業します。 

 

※社会学コースにおける社会調査士・専門社会調査士資格申請の受付に関する今後の最新情報は下記に掲載予定で

す。定期的にご確認ください。 社会学コース大学院ホームページ 

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

http://jasr.or.jp/for_students/participation/
mailto:sociolab101@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/sociology/graduate.htm

