
サマープログラムの概要  

テーマ１ 「現代日本の家族と労働」  

Issues on Families and Works in Contemporary Japan 

期 間  ２０１１年 7月 19日（火）～7月 22日（金） 
場 所  お茶の水女子大学（東京都文京区大塚） 

 

 担当教員  大学院人間文化創成科学研究科研究院先端融合系 榊原洋一 教授 

             大学院人間文化創成科学研究科研究院人間科学系 石井クンツ昌子 教授 

         大学院人間文化創成科学研究科研究院人間科学系 永瀬伸子 教授 

         大学院人間文化創成科学研究科研究院人間科学系 大森美香 教授 

                人間発達教育研究センター 垂見裕子 特任助教 

 

 定員及び参加対象者  ３０名 （海外協定校からの推薦／本学学生（学部及び大学院、留学生を含む。） 

／国内協定校の特別聴講学生／科目等履修生（一般の方）） 

                 ※ 人数を超えた場合には選考により参加を決定することがあります。 

 

《講義の概要》  
 

現代の日本社会では少子高齢化や格差の拡大などにより、家族や労働環境が変化しつつあります。これら

の変化そして現状をよりよく理解するためには学際的な解明が必要だと考えます。本講義では社会学、心理

学、労働経済学などの視点から現代日本の家族と労働について学ぶことを主な目的としています。オムニ

バス形式で生活科学部と文教育学部の教員が、それぞれの専門的な立場から日本における家族、教育、

子どもの発達、ヘルスリスク、労働市場と職場に関連した講義をわかりやすく英語で解説します。 

 

《講義日程》  
 

日程 Ⅰ・Ⅱ時限 Ⅲ・Ⅳ時限 Ⅴ・Ⅵ時限 Ⅶ・Ⅷ時限 
7月 19日（火） 垂見裕子① 

（教育社会学） 

垂見裕子② 榊原洋一① 

（小児科学） 

榊原洋一② 

	 	 20日（水） 垂見裕子③ 榊原洋一③ 大森美香① 

（臨床心理学） 

大森美香② 

	 	 21日（木） 大森美香③ 永瀬伸子① 

（労働経済学） 

石井クンツ昌子① 

（家族社会学） 

石井クンツ昌子② 

	 	 22日（金） 永瀬伸子② 永瀬伸子③ 石井クンツ昌子③ 全体 

 



《講義内容》  
 

Housework and Child Care in Japanese Families 
Lecturer:Masako Ishii-Kuntz（Family Sociology）  
In these sessions, several topics related to contemporary Japanese families are covered 
from sociological perspectives. These topics include, among others, marriage, 
work-life-balance, division of housework and child care, parenting, and socialization of 
children. We will read and review research articles that appeared in such well-known 
journals as Journal of Marriage and Family, Family Relations and Journal of Family 
Issues. Active participation in class discussions will be strongly encouraged. Class 
evaluations are based on attendance, participation in discussions, and a short written 
assignment.  
 
現代日本の家族と性別役割分業  
講師：石井クンツ昌子（専門：家族社会学）  
社会学視点から現代日本の家族に関する様々なトピックについて学ぶことを目的とする。

これらのトピックは結婚、ワーク・ライフ・バランス、家庭内役割分業、ペアレンティン

グ、子どもの社会化などである。米国の著名な家族研究ジャーナル（Journal of Marriage 
and Family、Family Relations、Journal of Family Issues）に掲載された論文を読み、レ
ビューする。クラス内でディスカッションを行うので積極的な参加を期待する。成績は出

欠、ディスカッション、短いレポートをもとに決定する。 
 
 
 
Family Resources and Student Achievement 
Lecturer: Yuko Nonoyama-Tarumi（Sociology of Education, Comparative 
Education）  
In these sessions, we are going to examine inequity in student achievement in Japan. 
The first part will cover basic sociological theories of why educational inequity exists 
and persist. The second part will review several empirical studies to examine the effects 
of family background, parental involvement and parental investment on student 
achievement. The third part will be discussion on educational inequity based on these 
findings.  
 
家庭の資源と子どもの学力  
講師：垂見裕子（専門：教育社会学・比較教育）  



このセクションでは日本における学力格差について学ぶ。第一部では、教育的格差が再生

産される構造や原因を解明するための社会学の主要な理論をレビューする。第二部では、

最近の比較教育調査の結果をもとに、親の階層・教育参加・教育投資が子どもの学力に及

ぼす影響について検討する。第三部では教育格差についてディスカッションを行う。 
 
 
 
Environments and Child Development 
Lecturer: Yoichi Sakakihara（Pediatrics,Pediatric Neurology）  
Secure development of children is one of the most important issues in child care and 
education. Since the trajectory of child development is shaped by gene and 
environments, we need to understand the intricate interplays between gene and 
environments.  In my class, current studies on the relation between child rearing 
environments and child development will be reviewed.  After an introductory lecture 
on child development, we will read recent papers and make discussions on this topic. 
 
環境が子どもの発達に与える影響  
講師：榊原洋一（専門：小児科学・小児神経学）  
子育てや幼児教育の最も重要な目標は、子どもの発達を保障することである。子どもの発

達は、生得的な遺伝的要因と生育環境によって形作られることを考えると、環境と発達の

間の複雑な関係を理解する必要がある。本講座では、子どもの発達と環境について概説す

る。概論についての講義の後、最近の本課題についての論文の講読とディスカッションを

行う。 
 
 
 
Psychosocial Development and Health-Risk Behaviors during Adolescence 
Lecturer: Mika Omori（Clinical Psychology, Health Psychology）  
This section invites you to examine adolescent health-risk behaviors from a perspective 
of psychology.  Because of growing awareness of the short- and long-term health 
consequences of health-risk behaviors, psychosocial determinants of these behaviors 
have received attention from scholars.  This section will be designed to promote your 
understanding of adolescent health-risk behaviors such as smoking, drug use, and 
problematic eating.  It will also explain how psychosocial correlates contribute the 
engagement in such behaviors.  Participants will enjoy readings, both research papers 
and general articles, and classroom discussions as well as lecture.  THE MORE YOU 



INPUT, THE MORE YOU GAIN! 
 
青年期の心理社会発達とヘルスリスク行動  
講師：大森美香（専門：臨床心理学・健康心理学）  
このセクションでは、心理学の観点から青年期のヘルスリスク行動を検討する。ヘルスリ

スク行動の短期的長期的な影響についての認識が高まっており、これらの行動の心理社会

的な決定因に注目が集まっている。このセクションでは、喫煙、薬物使用、問題のある食

行動などの青年期のヘルスリスク行動の理解を促進することを目的としており、心理社会

的な関連要因がこれらの行動にどのように関連しているのかを解説する。具体的には、広

義に加え、研究論文と一般の記事の講読や討論を行う。インプットが大きいほど、得るも

のも大きい。 
 
 
 
Japanese Labor Market and Japanese Workplace from Comparative 
Perspective 
Lecturer: Nobuko Nagase（Labor Economics）  
The aim of this session is to introduce to you some of the features of Japanese labor 
market and Japanese workplace. We will first look into the wage structure by gender, 
age, tenure, and firm size and compare the data to those of the U.S. We will also 
compare labor participation pattern of man and women and the changes in the past 
decades between the two countries. In order to search for some of the explanation for 
the differences between two countries from labor economics and human resource 
management point of view, we will then discuss and look at the core of and the changes 
in Japanese employment practices which had often been characterized by long-term 
employment, seniority pay and company-based union. Wage rules and training system 
will be reviewed. We will lastly discuss the implication of such labor practice on family 
life.  
 
日本の労働市場と職場の雇用慣行：米国との比較を視野に  
講師：永瀬伸子（専門：労働経済学）  
このセッションでは、日本の労働市場と職場の雇用慣行についての理解を深める。米国と

日本とを比較し、性別、年齢、勤続、企業規模での賃金構造を日米で比較する。そして男

女の就業構造の過去数十年の変化も比較する。労働経済学および人的資源管理論からこう

した差異を説明するために、いわゆる日本的雇用慣行とはなにか、長期雇用、年功賃金、

企業別組合で通常特徴づけられるといわれるが、その核とその変化について討論する。賃



金ルールや訓練の仕組みについて検討する。最後に雇用慣行が家庭生活に与える影響につ

いて考える。 


