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✎関連する授業：
「社会学」

〉〉
〉入門的な図書〈〈
〈
そもそも「社会学」とはどういう学問なのでしょう。
「社会科学」の一種ではありますが、経済学・政治学・法学などがそれぞれ特定の対象があるのに対し、
「社会学」は特定の領域を持たず、いわば社会のあらゆる現象を対象とする特殊な学問です。
☀まずは、
「社会学」をわかりやすく解説したものを読んでみましょう。
資料情報
『社会学』奥井智之 東京大学出版会 2004
→身の回りの具体的な出来事から、社会学の基本的なコンセプトを説き明かす
入門書です。
『ナースのための社会学入門』勝又正直 医学書院 1999
→現代の医療を題材に社会学のさまざまな学説を紹介しています。ナースに限
らず、参考となる入門書です。イラストも多く、楽しめます。
『考える力が身につく社会学入門』浅野智彦ほか/編著 中経出版 2010
→世の中の現象を「社会学」というレンズで見る入門書。「自分の立ち位置を
見定める」ための社会学を案内しています。
『アンビシャス社会学』櫻井義秀ほか/編著 北海道大学出版会 2014
→社会学の授業の予習として、公務員試験の準備として最適な入門書です。

請求記号
361/O

配架場所
3F

498.04/K

2F

361/K

3F

361/A

3F

〉〉
〉さらに図書を探す〈〈〈
「社会学」がおおよそわかったところで、更にいろんな図書を読んでみましょう。
■テーマの書架へ行って探す
【関連分野の分類番号】
361
社会学
361.1
社会哲学、方法論
361.2
社会学説史、各国の社会学者と学説 361.3
社会関係、社会過程
361.4
社会心理学、コミュニケーション
361.5
文化社会学、文化変容
361.6
社会集団、家族
361.7
地域社会、農山漁村・都市
361.8
社会的階層、階級、地位
361.9
社会調査社会統計
＊このほか、
「教育社会学」
「法社会学」などのようにそれぞれの主題のもとに分類される
場合があります。
■OPAC で探す
→「書名」に“社会学”などとキーワードを入れます。資料種別は「図書」にして検索しましょう。
→配架場所が研究室の場合は、カウンターでご相談ください。
【図書館で所蔵している図書の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『社会学のつばさ 医療・看護・福祉を学ぶ人のために 』早坂裕子ほか/編著 361/S
3F
ミネルヴァ書房 2010 →ヒューマンケア職の実践において必要な社会学的
考え方を様々な視点から示唆しています。
『「コミュ障」の社会学』貴戸理恵 青土社 2018
361.45/K 3F
→生きづらさをかかえた人の背景を見つめる内容です。
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『ケアの社会学 当事者主権の福祉社会へ』上野千鶴子 太田出版 2011
369/U
3F
→介護保険下の 10 年余の理論的・経験的研究の集大成。
『ケアに学ぶ臨床社会学 理解社会学の再生を求めて 』勝又正直 医学書院 492.9/K
2F
2010 →臨床場面での様々なケースを示し、看護の世界で臨床社会学を活か
す視点をわかりやすく述べています。参考図書も豊富に紹介しています。
『自閉症の社会学 もう一つのコミュニケーション論』竹中均 世界思想社 2008 493.76/T 2F
→「自閉症がわかる」と「社会学がわかる」双方向の入門書です。〈普通〉と
〈特殊〉を見つめなおすきっかけとなるでしょう。
『福祉社会学宣言』副田義也 岩波書店 2008 →“ケースワーカーの生態” 369/S
3F
など、
「福祉社会学」という新しい分野の学問のあり方を世に問う野心的著作。
『断片的なものの社会学』岸政彦 朝日出版社 2015 →社会学者が出会った 914.6/K
3F
「解釈できない出来事」を集めたエッセイです。
本学にはない図書も探してみましょう。
●NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されたほとんどの図書が検索できます。
●Webcat-Plus
「連想検索」で図書を検索できます。また、所蔵している図書館も表示されます。
●CiNii Books
国内の大学図書館の図書（雑誌）を探すことができます。所蔵館もわかります。
●新書マップ
入手しやすく入門的資料になりやすい新書を、テーマに基づいて探すことができます。
連想検索機能があり、キーワードなどから瞬時に関連図が作成されます。

〉〉
〉雑誌・雑誌記事を探す〈〈
〈
テーマに関連した研究を進める上で、論文や雑誌記事は欠かせません。研究の動向や研究者を知る上でも
役に立ちます。
■実際の雑誌から関連記事を探す
【図書館で所蔵している雑誌】
資料情報
所蔵年
配架場所
Web 目次
『社会学評論』日本社会学会
2006-現在
2F 東側
全号 J-Stage に本文あり
『福祉社会学研究』福祉社会学会
2010-現在
2F 東側
全号
＊“web 目次”欄の表記は当該学会のサイトで目次が公開されている範囲です。
＊本学に所蔵はありませんが創刊の古い雑誌として『社会学研究』があります。こちらも
東北社会学研究会のサイトから全号の目次を見ることができます。
■雑誌記事や論文を探す
●CiNii 国内の学術雑誌・一般雑誌の論文や記事を検索できます。
→「ケア 社会学」と入れて検索すると、次のような論文が表示されます。
（一例）
「歩く」ことの復権 : ポケモン GO の社会学②
圓田浩二
沖縄大学法経学部紀要(27), 33-45, 2017
機関リポジトリ

このように、CiNii-PDF オープンアクセス 機関リポジトリ J-STAGE というマークがついて
いれば、全文を読むことができます。
（有料のため見られないという例外もあります）
＊何もマークがない場合～論文詳細画面の Ci CiNii Books のアイコンをクリックすると所蔵館
が表示され、本学にその雑誌が場合は「名寄市立大学図書館」が一番上にきます。その際、所蔵
範囲を確認しましょう。

〉〉〉連字符社会学（○○社会学）へ!〈〈
〈
特定の分野を扱う社会学は数多くあります。興味を持った分野について、更に深く学んでみましょう。
☀講座として幅広く扱っているものには次のシリーズなどがあります。
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資料名
『講座社会学』全 16 巻 東京大学出版会 1998-2010
『岩波講座 現代社会学』全 26 巻 岩波書店 1995-1996
『社会学ベーシックス』全 10 巻 世界思想社 2008-2010

請求記号
361.08/K/1～16
361.08/I/1～26
361.04/S/1～10

配架場所
3F
3F
3F

☀文献ガイドブックとしては…
資料名
『社会学文献事典』弘文堂 1998 →社会学の主要な古典 100 冊と重要
文献 900 冊についてその著者・訳者が紹介文を書いたガイドブック。
主題別文献表もあり便利な１冊です。

請求記号
R361.033/
S

配架場所
3F
参考図書

☀こんな社会学はどうでしょう。○○社会学の扉を開けてみると、世界が広がるかも知れません。
ほんの一部を紹介します。
資料名
『現代文化の社会学入門』小川伸彦・山泰幸/編著 ミネルヴァ書房 2007
→現代社会の現象（お笑い・お客様社会など）をテーマとし、問い・分析、更に
他の切り口を紹介しており、卒論等の道案内となる本です。
《文化社会学》
『21 世紀家族へ』落合恵美子 有斐閣 2004〈第 3 版〉→家族の戦後体制を
中心に近代家族論を読みやすい文章で解き明かしています。
《家族社会学》
『居場所の社会学 生きづらさを超えて』阿部真大 日本経済出版社 2011
→職場・家族・恋愛・ジモト…生きづらい現実の中で居場所を見つけていくため
の考え方を提示しています。《労働社会学》《相互行為》
『介助現場の社会学 身体障害者の自立支援と介助者のリアリティ』前田拓也 生活書
院 2009 →介助実践の中で感じる当惑などを通して他者との距離感・相互行為
としてのケアを語っています。
《福祉社会学》
『よくわかる医療社会学』中川輝彦、黒田浩一郎/編著 ミネルヴァ書房 2010
→医療について社会学的に考える入門書です。
《医療社会学》
『現代スポーツの社会学-課題と共生への道のり-』J.コークリー・P.ドネリー/著
前田和司ほか/訳 南窓社 2011 →現代スポーツの世界におけるジェンダー・
人種・メディアなどについて考察しています。
《スポーツ社会学》

請求記号
361.04/O

配架場所
3F

367.3/O

3F

361.6/A

3F

369.27/M

3F

498/N

2F

780.13/C

3F

〉〉
〉専門的な情報源・統計〈
〈〈
更に深くテーマを掘り下げるには、専門的な事典や世論調査報告などの情報源が役立ちます。
【図書館で所蔵している資料の一例】
資料情報
請求記号
配架場所
『社会学事典』丸善 2010
R361.033/N
3F 参考図書
『現代社会学事典』弘文堂 2012
R361.033/G
3F 参考図書
『社会心理学事典』丸善 2009
R361.4/N
3F 参考図書
『新しい世紀の社会学中辞典』ミネルヴァ書房 2005
R361.033/A
3F 参考図書
『世論調査年鑑』内閣府 1991-2006 ＊内閣府ホームページか R361.47/Y
3F 参考図書
らは昭和 24 年以降の各種調査が公開されています。
http://survey.gov-online.go.jp/index.html

〉〉
〉Web サイト〈
〈〈
関連サイトには次のようなものがあります。
●日本社会学会
http://www.gakkai.ne.jp/jss/
→1924 年に設立された全国的な研究者組織です。機関誌『社会学評論』を刊行しています。社会学文
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献情報データベースも利用できます。
●社会調査協会 http://jasr.or.jp/
→社会調査の人材育成や社会調査の発展に寄与する団体です。
「社会調査 NOW」のページには基礎知識
の解説などがあります。
●社会調査工房オンライン
http://kccn.konan-u.ac.jp/sociology/research/index.html
→社会調査の方法を学べるサイトです。甲南大学文学部社会学科が講義の予習復習用に作成しています。
●Socius(ソキウス) http://www.socius.jp/
→社会学を学習する人のために「社会学の作法・初級編～社会学的リテラシー構築のためのレッスン」
などのメニューがあります。國學院大学教授の社会学者・野村一夫氏による学習用サイトです。

図書館にない資料を入手するには
■直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 39 大学 47 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご注意ください。

■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。
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