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2011 年 2 月 27 日 大学院 GP「日韓比較調査報告会」を開催 

 
立命館大学大学院社会学研究科と韓国・中央大学大学院社会学科では、大学院 GP「海

外大学共同による比較社会調査研究型教育～アジアと欧米をつなぐ国際的な社会調査の

スペシャリスト育成～」の取り組みとして、両大学院生が主体となる共同調査プロジェク

トを進めてきました。 

2010 年夏には共同で設計した調査票にもとづき日韓両国で社会調査を実施。その成果

を持ち寄り、去る 2 月 27 日（日）、立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスル

ームにて、大学院 GP 合同調査報告会が開催されした。同報告会では、立命館から 3 名、 

韓国・中央大学から 4 名の院生がそれぞれのテーマ関心と比較社会の観点から研究成果を 

英語で発表し、討論には、英国のウォーリック大学、ランカスター大学の院生も参加 

しました。（報告内容は「GP Conference 2011」の報告集をご覧ください。） 

 

（ ）

（ ）

by JJY 



 

 

 

 

山下 遥 

立命館大学大学院社会学研究科 

博士前期課程 2 回生 

 

私にとって 2 年間の GP プログラムが修了し

ました。国際比較調査について全く無知の状態

でのスタートでしたが、修了した今振り返ると、

多国籍の先生方に教わった各種理論、統計の基

礎、調査設計、SPSS による計量分析、そして

英語による報告書執筆およびプレゼンテーシ

ョンなど、多くのことを 2 年間で経験し、学ば

せていただきました。なかでも、はじめて統計

的手法に着手し、調査設計から分析、解釈の全

てに携わり、そのデータを用いて自分の主張を行い、諸外国の院生たちと議論できたことはたいへん貴重な経験

となりました。反対に心残りなことは、共同調査者である韓国中央大学の院生たちと研究や調査についてあまり

話し合いができなかったことです。イギリスのメンターとはメールやスカイプを通じて定期的にやり取りをし、

調査や報告書の内容について議論をする機会がありましたが、韓国の院生たちとのやり取りは、調査の大枠を決

定する会議や完成した分析を披露するカンファレンスにとどまったため、少し残念に感じました。また、インタ

ーネットを通じての TV 会議やスカイプによるやり取りの限界も感じさせられました。失敗点も含めて、普通は

経験できないような多くのことを凝縮して学びました。 

GP プログラムを通じて、たいへん多くの先生方にご指導いただき、多くのスタッフの皆様にこのような環境

を提供していただいたことに、心から感謝申し上げます。2 年間本当にありがとうございました。 

 

 

伊藤 修毅 

立命館大学大学院社会学研究科 

博士後期課程 2 回生 

 
「吾十有五而志於学。三十而立。四十而丌惑。」 

30 歳を過ぎ、大学院に入った私の人生を、

この孔子の言葉を借りて表せば「三十而志於学」 

となる。そして、博士後期課程に入り、このＧ

Ｐプログラムに取り組み、どうにか２年間を終

えた私は、なんだか「四十而立」に近付けた気

がしている。 

お恥ずかしい話、こんなに英語と数学の勉強

をしたのは 30 余年の人生で、この２年間が初

めてである。英語は昔から得意なつもりでいた

が、いわゆる「アカデミック・イングリッシュ」との出会いはかなり強烈で、大好きだった英語も嫌いになりか

けたりもした。また、コテコテの文系人間で、中学生にして数学的能力の発達が止まった私にとって統計分析は

かなり手強い相手であった。幸い、ランカスター大学のメンターさんと SPSS の協力を得て、どうにか「統計分

析をした風」の結果を英語でまとめることができた。他にも多くの先生方や仲間たちに支えられて、どうにか研

究成果を残すことができたことを思い起こすと、感謝の気持ちでいっぱいである。 

この経験を活かし、「四十而立」からそれほど間を空けずに「丌惑」を迎えるべく精進することを誓って、み

なさんへの感謝の言葉としたいと思う。 

 



 

 

島田 惠 

立命館大学大学院社会学研究科 

博士前期課程 2 回生 

 

GP プログラムでは、ここでしかできな

い経験を数多くすることができました。

それは、日本の院生だけでなく韓国の院

生との共同調査や国際比較調査、インタ

ーネット調査という経験です。これらの

調査を実際に経験することで、その難し

さを知ることができました。たとえば国

際比較調査では、調査票を韓国の院生に

ニュアンスも伝わるように翻訳すること、

韓国と日本のデータを分析するときにそ

のまま比較することはできない項目があ

ること、調査票を設計するときや分析結果を解釈するときに韓国と日本の事情について知識が必要となることに

苦労しました。これまでは主に質的調査をおこなってきたため、量的調査を調査票設計から統計分析をして報告

書としてまとめるところまでの一通りの流れを経験したのは、今回が初めてでした。そのため、分析の段階に入

ってから先生方がおっしゃっていたことの重要性が分かることも多々ありました。また、プレゼンテーションを

行ったのも GP 報告会が初めてでした。このプレゼンテーションでは、研究テーマが同じではない人や日本の事

情を知らない人に対して、量的調査の結果を英語で報告をするという貴重な経験もすることができ、GP での経

験から多くのことを学ばせてもらいました。 

 

Hong, Suk-Bum 
韓国・中央大学大学院社会学科 

 
自分と共通の関心を持った他の国、他の

民族の人々と友人になるのは、一つの国の

境界に閉じ込められた私の認識の地平を広

げてくれるという点でいつも楽しくてうれ

しいことである。しかし、国際学術交流プ

ログラムというものには、言語の違いによ

るコミュニケーションの問題、過密な日程

による個人的な交流時間の丌足などの色々

な要因によってそのような楽しみが制約さ

れることも多々ある。その意味で今回の立

命館大学の国際学術交流プログラムは、非

常に成功だったと思う。まず、カンファレ

ンスに参加する英国、日本、韓国の学生た

ちが同じ宿舎に宿泊することで、公式的な日程以外にも他国の学生たちと気楽に会話を交わす機会が不えられた

ことがとてもよかったと思う。特に、現地の日本人学生たちが共に投宿してくれて、外国で宿泊する時に起こり

うるささいな問題なども簡単に解決できたりして、とても快適に泊まることができた。また、GP 報告会も各発

表者が自分の研究について一年越しで計画的に準備してきたしっかりとした報告であった。さらに研究提案水準

だった午後セッションとは違って、明確な研究仮説とデータ分析を目標にしていた GP プログラムの報告会で行

われた「指定討論制度」は、各発表論文に対して深みのある討論を可能にしたという点で、主催側のしっかりと

した準備がうかがえた。ただ、一つ残念な点としてタイトな日程があ挙げられる。これは発表に対する集中力を

低下させる原因にもなりかねない。今後はより余裕のある日程の配分を期待するところである。 

全体的に今回のカンファレンスは、立命館大学が力を入れて準備しただけあって、とても素晴らしく成功した

行事だったことは間違いない。このような楽しい経験ができる機会を提供してくれた立命館大学の皆様に心より

深い感謝の気持ちを申し上げたいと思う。 



 

 

Hong, Ji-Soo 
韓国・中央大学大学院社会学科 

 
最初、韓国と日本が共同で調査プログラ

ムを行うと言われた時は心がときめきまし

たが、反面心配も大きかったです。国際交

流という大きな研究課題を私がうまくでき

るかも心配だったのですが、何よりも日本

との交流ということで言語とコミュニケー

ションの問題が最も心配でした。ところが

TV 会議を通じて少しずつお互いを知って

いき、訪韓した日本の学生たちと互いに下

手ながら英語と身振りでコミュニケーショ

ンをしていくうちに言語や国家の違いはそ

れほど大きい問題ではないと感じるように

なりました。 

日韓共同でアンケート調査を計画し、そのデータをもとに分析し、論文を準備して発表した経験からは、学問

的にも多くのことを学べました。特に私にとっては、国際的な舞台に立って英語で発表するということ自体が研

究者として成長していく上で大きな経験になったと思います。一番印象に残るのは、今回の GP プログラムを通

じて立命館学生たちとともに共同作業をする過程で一緒に交流できたことです。また GP 参加生だけではなく、

日本で私たちを迎えてくれた他の立命館大学の友達との交流も私にとっては非常に貴重で幸せな経験だったと

思います。誠心誠意を尽くしてくれた日本の友達に感謝の気持ちでいっぱいです。そのおかげで初めての来日も、

初めて経験した国際学術会での発表も、意義ある経験であり良い思い出になることは間違いないでしょう。 

最後になりますが、私は日韓共同研究の成果だけでなく共同研究における一連の過程を通じて多くのことを学

ぶことができました。そして大切な思い出になった GP プログラムに参加できたことは非常に嬉しく思います。

もしまたこのように交流できる機会があるならばいつでも喜んで参加したいです。ありがとうございました。 

 

 

Kang, Eun-ae 
韓国・中央大学大学院社会学科 

 

I believe it is meaningful because it attempts to compare Korea and Japan 

in student’s research interests. It is because it’s really hard for each student 

to survey an interest of own research questions. I am appreciative of what 

you have given me through this experience. I studied about attitudes 

towards marriage and family in Korea and Japan. In both countries, 

attitudes towards marriage and family are very similar, but the variables 

affecting them are different from each other. However, it asks for further 

research where the difference did comes from and we should find the reason. Moreover, research of 

other students are very interesting, they also need research of background of difference between 

Korea and Japan.  

Thanks for the well-organized conference. But, on the other hand, I regret we did not enough time 

to discuss each paper. If we can have time for discussing the paper, the conference will be a good 

chance to develop each study.  

Thank you for the opportunity to work on such an interesting conference. 



 

 

Shin, Jae-Youl 
韓国・中央大学大学院社会学科 

 

‘日本の最低賃金は、韓国より 1.5 倍近

く高いが、完璧に近いほど確実に守られる

最低賃金法。さらに長い休憩時間、労働者

に対する人間的な待遇’ 

韓国と日本の労働市場を比較するたびに

日本をうらやましく思う。なぜ、韓国と日

本における労働条件はこのように大きい格

差を見せているのか。それについて考えて

みると、今まで韓国の学界ではこれに対す

る真剣な取り組みがなかったように思える。

また研究が行われたとしても、韓国と日本のマクロ経済指標を用いた、両国間における格差の原因を考察した研

究がほとんどであり、マクロ経済指標からは両国間の差が発生する原因のほんの一部しか説明できないため、私

の研究では違う原因変数を捜し出す必要があった。しかし、現実的にマクロ経済指標以外に両国を比較できる

GSS(General social survey)統計資料は、その数字が非常に限定されているため両国を同時に比較することは容易な

ことでなかった。その意味で今回の GP 日韓比較調査研究は、同一な質問項目を使って日韓で同時に調査を行う

プロジェクトであったため、マクロ経済指標以外の変数を使用することができた意義のある研究であった。今回

の日韓比較調査では、日本と韓国における労働条件の格差を作り出す原因として、雇用主の意識および態度の差

に注目し質問項目を考案した。この調査で収集されたデータは、一定の信頼度を持つものであり、非常に有意な

分析結果が得られた。 

さらに今回の GP プログラムは、調査成果のみならず日韓の学生たちが一つの調査票を作成するために共同作

業を行ったということに重要な意味があると思う。調査票作成作業の初期の頃は、韓国と日本の微妙な文化的な

違いのため、意見を取りまとめるのに思ったより多くの努力と時間が必要とされた。特に調査方式や質問項目の

構成を統一するにあたって両国の社会・文化的な差のため、さらに労力を要した。質問項目として扱いにくい項

目も多々あったが、たとえば韓国では宗教、日本では収入などに関する項目がそれであった。しかし、数回の会

議とメール連絡による意見調整を通じて、両国間の意見の相違を最大限に減らすことができ、合意に至る過程を

通じて日本という国をより深く理解することができた。 

2011 年 2 月 27 日、立命館大学で開催された GP 成果報告会は、日韓共同調査の白眉だったと思う。ここでは日

韓共同調査チームだけではなく、立命館大学をはじめ韓国・中央大学、英国・ウォーリック大学と英国・ランカ

スター大学の大学院生が各自の研究を発表することでお互いの研究結果を共有し、学問的なインスピレーション

を得ることができた。そして相互間の親睦を図ることもできた良い機会だったと思う。特に、個人的には 2 月 27

日が自分の誕生日だったが、立命館大学の学生からはいろいろな世話をしてもらい、とても感動したものであっ

た。些細なところまで気を配ってくれた立命館大学の友達には感謝の気持ちを伝えたい。 

私は今回の発表をもって GP プログラムへの公式的な参加は終了することになるが、これからも立命館大学院

の友達とは持続的に交流していくつもりである。この場をかりて、立命館大学大学院社会学研究科の先生方、学

生の皆さんには心から感謝の気持ちを申し上げたいと思う。 

 

 



 

 

 

キム・ギョンヒ 教授 

（韓国・中央大学社会学科学科長/日韓調査責任者） 

 

2011 年 2 月に実施された日韓共同調査報告会を大盛況のうちに終えること

ができ、大変うれしく思っています。日韓共同調査を成功裡に終えることがで

きたのは、立命館大学 GP プログラムにおける充実した緻密な準備と、韓国側

と日本側のあいだの円滑なコミュニケーションが大きい役割を果したと思い

ます。私は日韓共同調査の成果として、大きく３つの点を強調したいと思いま

す。一つ目は、韓国と日本における主要な社会集団である青年層について把握

できる資料を科学的な方法で収集したということです。調査票作成の過程にお

いては、数回の会議を通じて質問内容を調整し、修正することによって、より良い調査票を作成することができ

たと思います。二つ目は、参加生たちの研究能力が、共同調査資料を収集して分析する過程を通じて体系的に鍛

えられ成長できたと思います。授業を通じて学んだ調査方法論を直接活用・分析して、まともな論文として完成

したことは、研究者としての資質を整える大切な機会になったことは言うまでもないでしょう。三つ目は、社会

学研究において学生たちに要求される国際比較の観点と能力を向上させることができたということです。同じ変

数が両国で異なる影響を及ぼすことを明らかにし、なぜこういう現象が現れるのかについて比較社会学的な説明

を模索しました。さらに論文を英語で作成して発表することで、韓国と日本の学生だけでなく、発表会に参加し

た英国の学生たちに東アジアの社会現象を説明して理解してもらうことができる機会を持ったことは素晴らし

い成果だと思います。このような共同調査が、今後も持続することによって、東アジア社会研究のための資料を

蓄積して学問的にもより大きい成果を出すことを期待しています。 

 

イ・ミナ 准教授（韓国・中央大学社会学科/日韓調査担当者） 

 

去る 2011 年 2 月 27 日（日）、立命館大学で開催された GP 日韓国際比較調査報

告会および院生カンファレンスに、院生たちと一緒に参加してきました。今回の

報告会は、日韓の院生たちがお互いの関心について話し合い、研究論文を発表す

ることによって学問的な発展を成し遂げる良い機会となりました。 

GP 国際比較調査報告会は英語による発表でしたが、参加した院生たちは堂々と

自分の研究論文を発表していました。今回の報告会を通じて、国際的な交流にも

遜色がないといえる院生の実力を確認することができました。さらに GP プロジ

ェクトでの日韓共同調査の研究成果を発表する最初の報告会だったため、重要な

意味を持つものであり、韓国の学生 4 名、日本の学生 3 名が各自の研究テーマであるジェンダー、雇用、障害者、

家族などについて調査データを分析し発表したという点で非常に感動的なものでした。両国の学生たちは、デー

タの扱い・操作・分析に相当な水準を見せただけでなく、お互いの共通した関心を共有することで、今後各自の

研究でも協力し合うといった感触を得たようでした。何より韓国と日本の学生たちがお互いに協力しブレイン・

ストーミングを通じて日韓共同調査のテーマ選定から調査票作成、データ完成まで成し遂げたこと、さらに英語

で発表したということが、この GP プログラムの最も大きい成果であると思います。調査設計から発表までの一

連の過程を通じて両国の学生および研究者の交流と協力について明るい未来が展望できたことに関しては非常

に嬉しく思っています。 

 



 

 

最初 GP 共同調査を実施した際には、韓国と日本の学生たちが共に協力しあい、共同調査を成功裡に終えられ

るか心配だったことも事実です。それは、各国の文化的な特殊性、特にサーベイの過程では韓国人と日本人の文

化の差などを考慮することが必要であることなどから、難しい作業になるという気がしたからでした。しかし、

2010 年度 GP 共同調査に参加した学生たちは、物理的、時間的な制約があるにもかかわらず、お互いの意見を尊

重して共同の関心を話し合い、協力しあって調査を行いました。このような経験は学生たちにとって学問的にも

非常に役に立つことだと確信しています。 

最後になりますが、GP 共同調査と成果報告会を主催して韓国と英国の学生および教員を暖かく迎えて下さっ

た立命館大学の関係者に感謝の気持ちを申し上げたいと思います。特に今回の GP 共同調査を成功させることが

できたのは、立命館大学大学院社会学研究科の学生と教員の皆様のおかげです。今後も GP プログラムを通じて

継続的な協力と交流を行っていけるならば何よりです。立命館大学で GP 共同調査を運営していただいたすべて

の方々にもう一度感謝の気持ちを申し上げます。誠にありがとうございました。 

 

中井 美樹 教授（立命館大学産業社会学部/日韓調査責任者） 

 

大学院 GP に採用された「比較社会調査研究型教育」の日韓共同調査ゼミを担当

し、ようやく 2 月 27 日(日)の日韓比較調査報告会で一区切りつきました。開始前

は、受講院生は必ずしも皆が社会調査を自ら実施するためのトレーニングを系統

的に受けてきたわけではないため、英語を介して調査準備をして最終的に成果に

結びつけるところまで全員がたどり着けるだろうか、との丌安がありました。し

かし授業を進めるに従って、学生の意欲の高さ、また積極的に国際交流を楽しむ

研究姿勢に驚かされました。結果的に、１期生全員が英語での論文作成・研究報

告を行いました。日韓比較調査研究といっても東京とソウルに対象地を限定し、また調査対象者も調査会社のモ

ニターを活用していますのでサンプルの代表性という点では限界がありますが、この調査を通じて韓国中央大学

の院生と立命館大学社会学研究科の院生は相互の社会に共通する諸問題に注目しながら共通の調査項目を作成

し、分析・考察を通じて、東アジア地域の調査研究の意義を共有し、理解を深めあい、今日では当たり前となっ

た「国際的に通用する」能力を獲得できたのではと感じています。その過程に貢献できたことは私にとっても喜

びです。 

 

樋口 耕一 准教授（立命館大学産業社会学部/日韓調査担当者） 

本 GP プログラムにおいて私は主に、受講生が量的調査実施のために質問紙を作

成し、得られた調査データを分析するプロセスに立ち会った。本プログラムにおけ

る調査は、いくつかの制約から、量的社会調査としては必ずしも大規模とは言えな

いものであった。しかし大規模な量的社会調査プロジェクトでは、良くも悪くも、

組織や質問内容がある程度固まっている場合が多い。それに対して、大学院生が自

分自身の仮説を検証するために、新たな質問を大胆に投入できるという自由が、本

プログラムの大きな特長であったと私は思う。なかには、いまひとつ使いにくいこ

とが明らかになった質問もあったかもしれない。しかし、そうした失敗から学ぶことを含めて、本プログラムの

受講生は新しい挑戦に満ちた調査票を作成し、当該データを分析するという過程を通じて、不えられた自由を最

大限に活用してくれたことと思う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session Ⅰ.Department of Sociology, Chung-Ang University  

Chair: Miki Nakai, Ritsumeikan University 

Jeayeol Shin, Chung-Ang University , “Effects of Gender and Education-related Stereotypes and Egalitarian 

Value on Discriminatory Employment Decision- Making Attitudes of Employers: A Comparison between 

Korean and Japan” 

Discussant: Joshua Lowe, University of Warwick 

Suk-Bum Hong, Chung-Ang University, “A Comparative Study of Factors Affecting the Work Values in 

Korea and Japan: Focusing on Effects of Occupational Experience” 

Discussant: Milena Kremakova, University of Warwick 

Eunea Kang and Ji-Su Hong, Chung-Ang University, “A Study of factors Influencing Open Attitudes 

towards Marriage and Family” 

Discussant: Joshua Lowe, University of Warwick 

Session Ⅱ.Graduate School of Sociology, Ritsumeikan University  

Chair: Min-Ah Lee, Chung-Ang University 

Megumi Shimada, Ritsumeikan University, “Factors Affecting Gender Stereotype: Analyzing the Attitude 

of 20s, 30s and 40s in Metropolitan Area in Japan” 

Discussant: Lucy Mayblin, University of Warwick 

Haruka Yamashita, Ritsumeikan University, “Attitude toward Child Poverty Issue in Japan” 

Discussant: Joshua Lowe , University of Warwick 

Naoki Ito, Ritsumeikan University, “Attitude toward Employment Support for People with Disabilities; A 

Comparative Study between Japan and South Korea” 

Discussant: Lisa Ashumore, Lancaster University 

 

 

 

 

 


