
2020 年 4 月 1 日 

 

「社会調査士」資格・認定チェックシート（2017 年度以前入学生） 
 

標準カリキュラム A～G の各欄を横にたどり，単位取得済みの科目がある場合は，右端の履修チェック欄にチェックを入れて下さい（2013 年度以前の科目は表示していません）．[A,B,C,D,E,G] または [A,B,C,D,F,G] とチェックがそろえば卒業と同時に
申請することで資格が取得できます．なお「社会調査士（取得見込み）」資格（注２）もありますが、本学では推奨していません． 

 

標準カリキュラム 2014年度開講科目 2015年度開講科目 2016年度開講科目 2017年度開講科目 2018年度開講科目 2019年度開講科目 2020年度開講科目

社会調査Ⅰ*[旧：社会調査・前期] 社会調査Ⅰ*[旧：社会調査・前期] 社会調査Ⅰ*[旧：社会調査・前期] 社会調査Ⅰ*[旧：社会調査・前期] 社会調査Ⅰ*[旧：社会調査・前期] 社会調査Ⅰ*[旧：社会調査・前期] 社会調査Ⅰ*[旧：社会調査・前期]

（堀川三郎）（多喜弘文） （堀川三郎）（多喜弘文） （堀川三郎）（多喜弘文） （堀川三郎）（多喜弘文） （多喜弘文） （多喜弘文） （山口塁）

社会調査Ⅱ*[旧：社会調査・後期] 社会調査Ⅱ*[旧：社会調査・後期] 社会調査Ⅱ*[旧：社会調査・後期] 社会調査Ⅱ*[旧：社会調査・後期] 社会調査Ⅱ*[旧：社会調査・後期] 社会調査Ⅱ*[旧：社会調査・後期] 社会調査Ⅱ*[旧：社会調査・後期]

（堀川三郎）（多喜弘文） （堀川三郎）（多喜弘文） （堀川三郎）（多喜弘文） （堀川三郎）（多喜弘文） （多喜弘文） （多喜弘文） （山口塁）

統計基礎実習Ⅰ〔SRP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔SRP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔SRP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔SRP〕*

統計基礎実習Ⅰ〔ICP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔ICP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔ICP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔ICP〕*

統計基礎実習Ⅰ〔IDP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔IDP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔IDP〕* 統計基礎実習Ⅰ〔IDP〕*

[旧：統計基礎実習Ⅰ] [旧：統計基礎実習Ⅰ] [旧：統計基礎実習Ⅰ] [旧：統計基礎実習Ⅰ]

[旧：社会経済統計実習・前期] [旧：社会経済統計実習・前期] [旧：社会経済統計実習・前期] [旧：社会経済統計実習・前期]

[旧：表計算統計実習] [旧：表計算統計実習] [旧：表計算統計実習] [旧：表計算統計実習]

（倉澤寿之）（小川有希子）（橋本
政樹）

（倉澤寿之）（小川有希子）（橋本
政樹）

（倉澤寿之）（小川有希子）（橋本
政樹）

（倉澤寿之）（小川有希子）（橋本
政樹）

統計調査法〔SRP〕* 統計調査法〔SRP〕* 統計調査法〔SRP〕* 統計調査法〔SRP〕* 統計調査法〔SRP〕* 統計調査法〔SRP〕* 統計調査法〔SRP〕*

[旧：統計調査法Ⅰ] [旧：統計調査法Ⅰ] [旧：統計調査法Ⅰ] [旧：統計調査法Ⅰ] [旧：統計調査法Ⅰ] [旧：統計調査法Ⅰ] [旧：統計調査法Ⅰ]

（斎藤友里子） （斎藤友里子） （大槻茂実） （大槻茂実） （斎藤友里子） （斎藤友里子） （斎藤友里子）

調査研究法A〔SRP〕* 調査研究法A〔SRP〕* 調査研究法A〔SRP〕* 調査研究法A〔SRP〕* 調査研究法A〔SRP〕*

調査研究法A〔PLP〕* 調査研究法A〔PLP〕* 調査研究法A〔PLP〕* 調査研究法A〔PLP〕* 調査研究法A〔PLP〕*

[旧：調査研究法A] [旧：調査研究法A] [旧：調査研究法A] [旧：調査研究法A] [旧：調査研究法A]

（中筋直哉）
（中筋直哉）（斎藤友里子）（多喜
弘文）

（多喜弘文） （中筋直哉）（多喜弘文） （中筋直哉）

調査研究法B〔SRP〕* 調査研究法B〔SRP〕* 調査研究法B〔SRP〕* 調査研究法B〔SRP〕* 調査研究法B〔SRP〕* 調査研究法B〔SRP〕* 調査研究法B〔SRP〕*

調査研究法B〔PLP〕* 調査研究法B〔PLP〕* 調査研究法B〔PLP〕* 調査研究法B〔PLP〕* 調査研究法B〔PLP〕* 調査研究法B〔PLP〕* 調査研究法B〔PLP〕*

[旧：調査研究法B] [旧：調査研究法B] [旧：調査研究法B] [旧：調査研究法B] [旧：調査研究法B] [旧：調査研究法B] [旧：調査研究法B]

（池田寛二）（田嶋淳子）（上林千

恵子）（舩橋晴俊）
（池田寛二）（堀川三郎）

（上林千恵子）（堀川三郎）（樋口

明彦）（堅田香緒里）
（上林千恵子）（堅田香緒里）

（堅田香緒里）（田嶋淳子）（三井

さよ）

（田嶋淳子）（樋口明彦）（堀川三

郎）（三井さよ）

（池田寛二）（田嶋淳子）（樋口明

彦）

社会調査実習〔SRP〕* 社会調査実習〔SRP〕* 社会調査実習〔SRP〕* 社会調査実習〔SRP〕* 社会調査実習〔SRP〕* 社会調査実習〔SRP〕* 社会調査実習〔SRP〕*

[旧：社会調査実習] [旧：社会調査実習] [旧：社会調査実習] [旧：社会調査実習] [旧：社会調査実習] [旧：社会調査実習] [旧：社会調査実習]

（池田寛二）（田嶋淳子）（上林千

恵子）

（堀川三郎）（斎藤友里子）（多喜

弘文）

（上林千恵子）（堀川三郎）（多喜

弘文）
（上林千恵子）（多喜弘文） （田嶋淳子）（三井さよ）

（田嶋淳子）（堀川三郎）（三井さ

よ）
（池田寛二）（田嶋淳子）

政策研究実習〔SRP〕* 政策研究実習〔SRP〕* 政策研究実習〔SRP〕* 政策研究実習〔SRP〕* 政策研究実習〔SRP〕* 政策研究実習〔SRP〕* 政策研究実習〔SRP〕*

政策研究実習〔PLP〕* 政策研究実習〔PLP〕* 政策研究実習〔PLP〕* 政策研究実習〔PLP〕* 政策研究実習〔PLP〕* 政策研究実習〔PLP〕* 政策研究実習〔PLP〕*

[旧：政策研究実習] [旧：政策研究実習] [旧：政策研究実習] [旧：政策研究実習] [旧：政策研究実習] [旧：政策研究実習] [旧：政策研究実習]

（中筋直哉）（茅野恒秀） （池田寛二）（中筋直哉） （樋口明彦）（堅田香緒里） （中筋直哉）（堅田香緒里） （中筋直哉）（堅田香緒里） （樋口明彦） （樋口明彦）

演習２（調査演習）〔SRP〕*

演習２（調査演習）〔PLP〕*

[旧：演習２（調査演習）]

（田嶋淳子）（茅野恒秀）

F 質的な分析の方法に

関する科目

G 社会調査の実習を中

心とする科目

2015年度は開講なし 2016年度は開講なし 2017年度は開講なし

C 基本的な資料とデータ

の分析に関する科目

特講 （社 会調 査のリテ ラシ ー）

〔SRP〕*（多喜弘文）

特講 （社 会調 査のリテ ラシ ー）

〔SRP〕*（中筋直哉）

D 社会調査に必要な統

計学に関する科目

E 量的データ解析 の方

法に関する科目
2019年度は開講なし

特講 （社 会調 査のリテ ラシ ー）

〔SRP〕*（中筋直哉）

2020年度は開講なし

2020年度は開講なし2018年度は開講なし 2019年度は開講なし

履修チェック欄

C　必

E　選必

F　選必

G　必

D　必

A 社会調査の基本的事

項に関する科目

B 調査設計と実施方法

に関する科目

A　必

B　必

  
注１：[ * ] の科目は履修者の入学年度によって名称が異なるので要注意．なお，履修チェック欄の「必」は「必修科目」，「選必」は「選択必修科目」の略です． 
注２：「社会調査士（取得見込み）」資格は①～③を同時に満たすことが必要です：①2 年を超えて大学に在籍②A～G の内３つに対応する科目の単位を取得済み③今年度履修中の A～G 科目と②単位取得済み科目の合計が 5 科目以上（E･F 科目は選択制のため 1

科目と数える）．  



2020 年 4 月 1 日 

 

「社会調査士」資格・認定チェックシート （2018 年度以降入学生） 

標準カリキュラム A～G の各欄を横にたどり，単位修得済みの科目がある場合は，右端の履修チェック欄にチェックを入れて下さい．[A,B,C,D,E,G]または[A, B, C, D, F, G] のチェックがそろえば卒業と同時に申

請することで資格が取得できます．なお「社会調査士（取得見込み）」資格（注２）もありますが、本学では推奨していません． 

 

標準カリキュラム

A 社会調査の基本的事項に関する科目 社会調査入門 （多喜弘文） 社会調査入門 （多喜弘文） 社会調査入門 （山口塁） A　必

B 調査設計と実施方法に関する科目 社会調査の方法 （多喜弘文） 社会調査の方法 （多喜弘文） 社会調査の方法 （山口塁） B　必

C 基本的な資料とデータの分析に関する科目 社会調査のリテラシー （多喜弘文） 社会調査のリテラシー （中筋直哉） 社会調査のリテラシー （中筋直哉） C　必

D 社会調査に必要な統計学に関する科目 統計調査法 （斎藤友里子） 統計調査法 （斎藤友里子） 統計調査法 （斎藤友里子） D　必

E 量的データ解析の方法に関する科目 調査研究法A （中筋直哉） E　選必

F 質的な分析の方法に関する科目 調査研究法B
（堅田香緒里）（田嶋淳子）
（三井さよ）

調査研究法B
（田嶋淳子）（樋口明彦）
（堀川三郎）（三井さよ）

調査研究法B
（池田寛二）（田嶋淳子）
（樋口明彦）

F　選必

G 社会調査の実習を中心とする科目 社会調査実習 （田嶋淳子）（三井さよ） 社会調査実習
（田嶋淳子）（樋口明彦）

（堀川三郎）（三井さよ）
社会調査実習

（池田寛二）（田嶋淳子）

（樋口明彦）
G　必

2018年度開講科目 2019年度開講科目 2020年度開講科目 履修チェック欄

2019年度開講なし 2020年度開講なし

 

 

注１：履修チェック欄の「必」は「必修科目」，「選必」は「選択必修科目」の略です． 

注２：「社会調査士（取得見込み）」資格は以下の①～③を同時に満たすことが必要です． 

① 2 年を超えて大学に在籍． 

② A～G のうち３つに対応する科目の単位を修得済み． 

③ 今年度履修中の A～G 科目と②単位修得済み科目の合計が 5 科目以上． 

 

 


