
比較地域社会学／比較社会論（宮内泰介）－2006  

環境と公共性の社会学 
■講義の目的 
この講義では、〈環境〉を〈誰が〉どう守るべきなのか、ということを中心に、次

の点について考えます 
（1）自然環境を守ろう、というけれど、「自然」とはそもそもどういういうものなのだろうか？ 
（2）人間と自然の関係はどういうものなのか。地域の住民は、地域の環境に対し、歴史的にどうかかわって

きたか、今後どうかかわるべきか。 
（3）環境は誰が守るべきなのか。誰と誰がどういう関係のもとでどう環境にかかわるべきなのか。 
（4）環境をめぐって、市民・住民が自ら決めて実行していく社会的しくみはどうすればできるか。 
キーワード：自然、環境、人間と自然との相互作用、地域の視点、コモンズ、住民自治（市民自治）、協働、

公共性、NPO、環境社会学 
■到達目標 
自然と人間とのかかわり・環境保全・コモンズ・公共性・市民自治といったことについて、社会学的な視点

で論理的に論じることができることを到達目標とします。 
 
■講義の構成 
1. 地域における人間と自然のかかわり 

・田んぼは自然か？  
・北海道の漁村における海と地域社会とのかかわりに学ぶ 
・コモンズ論 
・海の利用をめぐる係争をどう解決するか？ 

2. 環境再生と公共性 
・NPO による霞ヶ浦の自然再生事業から 
・住民参加の公園づくりを考える 
・市民自治とは何か？ 公共性とは何か？ 
・NPO 論 

・授業の形式としては、 
 （1）スライド、ビデオなどのオーディオビジュアルを利用しながら、 
 （2）講義と同時にグループ・ディスカッションや全体討論を行い、 
 （3）自己学習を重視します。 
 
■成績評価 
出席点と中間レポートと期末レポートの 3 つを総合的に判断して評価します。比重はもちろん期末レポート

にウェイトが置かれます。 
 
■基本参考文献 
井上真・宮内泰介編, 2001, 『コモンズの社会学』（シリーズ環境社会学 2）新曜社 
舩橋晴俊・宮内泰介編 2003 『新訂 環境社会学』放送大学教育振興会 
鳥越皓之, 2004, 『環境社会学』東京大学出版会 
宮内泰介, 2004, 『自分で調べる技術』岩波書店 
その他の参考文献は講義の中で適宜指示します。 



【スケジュール】 

1 4 月 11 日 田んぼ（1）中池見のビデオから  

2 4 月 18 日 田んぼ（2）『サイアス』記事より  

3 4 月 25 日 田んぼ（3）宮内によるまとめ＋里山の話 

「NHK スペシャル 映像詩・里山」 

・中間課題・期末課題の提示 

 

4 5 月 9 日 ・南茅部町のビデオを見る→4つのキーワード→ディスカ

ッション→個人からの報告 

 

5 5 月 16 日 ・南茅部町のビデオからのミニ・レクチャー 

・コモンズ論レクチャー 

・ ハーディンのコモンズの悲劇論、資源共同管理

としてのコモンズへ 

・ ソロモン諸島の例 

・ 北上川の例 

 

6 5 月 23 日 ビデオ「海は誰のものか」からKJ法→いくつかのグループ

の報告 

 

7 5 月 30 日 ビデオ「海は誰のものか」のまとめ（最後の10分の鎌倉の

例を見せながら） 

新しいコモンズへの模索（放送大学＝ときわ里山倶楽部、

フォレスターズクラブ の例） 

情報収集のしかた 

論文の書き方ビデオ 

 

8 6 月 6 日 アサザプロジェクトとイギリスの景観のビデオ（ニュース

ステーション）を見せる→新しい公共空間を作っていく際

に大事なポイント、課題となるポイントを4つのキーワー

ドで示せ。 

 

9 6 月 13 日 ・芸術分野での市民参加のビデオ（クローズアップ現代）

を見せた上で、アサザとイギリス景観のビデオも少し振り

返りながら、前週からの「新しい公共性へ」の暫定的まと

め（いくつかの新聞記事も） 

・中間課題のピア・レビュー、ディスカッション 

中間課題提出 

 6 月 20 日 （休講）  

10 6 月 27 日 配付した新聞記事を読み、“新しい公共性の構築”を考え

たとき、どれが「最も意味のある活動／動き」か？ 「最

も意味のある活動／動き」トップ3を選びなさい 

中間課題返却 

11 7 月 4 日 新しい公共性へ向けての新聞記事を見せながら、そのいろ

いろな形について説明 

ビデオをいろいろ見せながら 

 

12 7 月 11 日 地域通貨と「公共性」 （ビデオを見て議論）  



13 7 月 18 日 ・解決策を探ろう（竹林増殖問題の2つの新聞記事から）

（50分） 

・学生による授業評価（10分） 

・今学期の講義のまとめ（15分） 
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田んぼをめぐって 
 

専攻  

学生番号  

氏名  

 

 

福井県・中池見のビデオを見て、下の図に当てはめる形で、人と自然環境の関係に関する図を自分なりに完

成させなさい。図の形が意味するところなどは、自分で自由に解釈してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

各グループで、この図を各自説明したあと、次の点について議論してください。 

（1）田んぼは「自然」なのか？ 

（2）ビデオで出てきた田んぼを放棄すればいずれ森林に戻ると思われる、それはいいことか？ 
 
 
 
 
（ビデオの福井県・中池見については http://iwakuma.ecn.fpu.ac.jp/nakaikemi/nakaikemi.html を参照してください） 
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田んぼは自然か？ 
“田んぼをめぐる２つの命題”を考える 

 

『SCIaS』（1998.10.2）の特集「田んぼ生態学」を分担して読み、 
U「田んぼは自然か？」 
U「田んぼを放棄して"自然に戻る"のはいいことか？」 
U「自然とは何か？ 自然を守るとはどういうことか？」 

という問題について前回に引き続き議論してください。 
↓ 
その議論から自分なりに見えてきたことを、“田んぼをめぐる 2 つの命題”として各自自由に考えて書いて

ください。 
命題の例：「田んぼは･････である」とか「･･････が現在必要である」とかいったもの（どんなも

のでも可。ユニークな命題を考えてください） 

 

 

【語句説明】 

A谷戸E

や と

EA（A谷津E

や つ

EA）＝丘に挟まれた比較的細長い低地で、かつては雑木林、畑、水田、溜池、小川などに恵まれ、

豊かな生態系を形作っていた。 

後背湿地＝洪水によって運ばれた土砂は、河道の両脇に堆積して自然堤防をつくるとともに、河床にもたま

って河床を高くする。そのため、河道から離れた場所は河床よりも低くなり、湿地になる。これが後背湿地

である。 
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田んぼは自然か？ 
“田んぼをめぐる２つの命題”を考える 

 

専攻  

学生番号  

氏名  

 

命題１ 

 

 

 

 

命題２ 
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田んぼは自然か？ 
「田んぼは自然か？」、「田んぼを放棄して"自然に戻る"のはいいことか？」 

という問題をめぐって―― 

■大切な湿地環境としての田んぼ 

・後背湿地にいた生物を温存してきた田んぼ（守山弘, 1997） 

・洪水＋土砂 → 自然堤防＋後背湿地 

・「水田やため池は、わが国の第三紀型の水生生物相を保持する重要な場所」（守山弘, 

1997:48）   第三紀型＝2,400～400 万年 B.C. 

・多様な環境系を提供する水田 

←人間の活動が加わっているため、時期によって環境系が変化する 

※「物理的撹乱」と「遷移」 

→生物多様性に貢献（『SCIaS』, 1998.10.2, p.55） 

・干潟や湿地と似た働きをもつ田んぼ 

cf ラムサール条約の「湿地」の定義には「人工的な湿地」も含まれている。 

■生物多様性（biological diversity = biodiversity） 

生物多様性条約（1993 年発効）は、 

生物多様性＝種内の多様性＋種間の多様性＋生態系の多様性 

としている。 

 

↓ 

 
「自然」の定義を「人間がかかわっているかどうかにかかわらず、生物多様性のために重要な生態

系であり、したがって維持すべき生態系」とすれば、田んぼは自然である。 

 

↓ 

 

田んぼとは、人間がかかわった自然であり、人間がかかわることによって生物多様性が守られてき

た。 
↓ 
自然環境を守るとは、人間のかかわり方を守る、あるいは、よりよいかかわり方を模索することで

ある。 

 

 

自然へのかかわりの 2 つの方向 

 
パッシブ（受け身）なかかわり アクティブ（能動的）なかかわり 
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田んぼは自然か？ 
参考文献 

ゴールデンウィークに読んでみよう 

 

■田んぼ編 

守山弘, 1997, 『水田を守るとはどういうことか――生物相の視点から』農山漁村文化協会 

なぜ田んぼは、豊かな生態系を維持し、多様な生物を守って来ることができたのか？ そして今、田

んぼの豊かな生態系を取り戻すために、私たちに何ができるだろうか？ 田んぼとエコロジーを考え

る上での必読書。同じ著者も『自然を守るとはどういうことか』（1988, 農文協）、『むらの自然を

いかす』（1997, 岩波書店）も非常におもしろい。 

村上明夫著, 1990, 『環境保護の市民政治学――見沼田んぼからの緑のメッセージ』第一書林 

首都圏に残る貴重な自然空間“見沼田んぼ地域”を守り活かそうとする市民運動の記録。写真による

記録である小林義雄『見沼田んぼを歩く――首都圏最後の大自然空』（農山漁村文化協会 , 1993）と

ともに読むことを薦めます。 
見沼田んぼのホームページ http://www.asahi-net.or.jp/~XX9K-STU/index.htm もおもしろい！ 

千賀裕太郎, 1995, 『よみがえれ水辺・里山・田園』（岩波ブックレット）岩波書店 

水辺の自然、農村の環境をどうやって再生させるか、日本とドイツの事例を紹介しながら考える。そ

して地域の住民、行政、学校、企業が手を結んで環境を改善していこうとする“グラウンドワーク運

動”を提言する。 

 

■環境を守るとはどういうことだろう？編 

鬼頭秀一, 1996, 『自然保護思想を問い直す――環境倫理とネットワーク』（ちくま新書）筑摩書房 

「自然保護」と一口にいっても、いろいろな立場がある。いったい自然とは何なのか？ 自然保護と

は何なのか？ 豊富な事例をもとに、環境倫理学の立場から、人間と自然との関係について深く考察

する。 

鳥越皓之, 2004, 『環境社会学――生活者の立場から考える』東京大学出版会 

環境問題を、生活する人の立場から考えるとどうなるか。環境社会学の考え方をわかりやすく説明。 

鷲谷いづみ『自然再生―持続可能な生態系のために』（中公新書）中央公論社 

保全のための生態学（保全生態学）の最前線を走る鷲谷いずみさんが、自然再生のための考え方を、

事例をとりまぜながらわかりやすく述べた本。同じ著者たちによる、鷲谷いづみ・飯島博編, 1999, 『よ

みがえれアサザ咲く水辺――霞ケ浦からの挑戦』（文一総合出版）は、死に瀕した霞ヶ浦を救おうと

市民が立ち上がったさまを描く。 

井上真・宮内泰介編, 2001, 『コモンズの社会学』（シリーズ環境社会学 2）新曜社 

日本、インドネシア、ソロモン諸島各地の事例から、住民自身が共同で自然環境とかかわり、管理す

る様子を描くと同時に、その課題を考える。 



比較地域社会学／比較社会論（宮内泰介）－2006 

環境と公共性の社会学【期末課題】 

以下の（a）と（b）のそれぞれいずれかを「と」で結んだタイトルに、副題をつけ、そのテーマについて、

レポートを書きなさい。 
（a）環境保全、まちづくり、NPO 
（b）社会のしくみ、公共性、コモンズ 

（例） 「環境保全と公共性――○○の事例から」 
「NPO とコモンズ――○○に見る○○」 

また、以下のことを必ず守ってください。 

1. 必ず 1 つ以上（できれば 2 つ以上）の事例を（文献資料などから拾って）挙げ、そこから考察するとい

う形をとってください。 

2. 序論→本論→結論、という道筋を立て、適宜、節番号（1, 2, ...、あるいは 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 など）と小見

出しをつけてください。 

枚数＝A4 用紙 5～6 枚程度。 

締切： 8 月 2 日（水）  

提出先：文学部 E304 内レポートボックス 

 
【注意点】 
何に注意して書くべきか？＝何が評価基準か？ 
1. 課題の趣旨に沿っているか。講義を踏まえているか（もちろん講義の内容をなぞればいいのではありま

せん） 
2. 記述のU根拠Uがしっかりしているか（資料や文献等にちゃんと当たっているか。勝手な思い込みで書いて

いないか）。 
3. UオリジナリティU（独創性）があるか。 
4. U論理性Uがあるか（言いたいことがよくわかるか）。文章が日本語としてまともか（誤字はないか、など）。 
5. U単なる事例の紹介にならないことU。 

その他の注意点 

1. 必ず A4 用紙を使ってください。ホッチキスで左上を綴じてください。表紙は付けないでください。 

2. パソコン使用を推奨しますが、手書きでもかまいません。 

3. 原則としてレポートは返却しませんので、必ず自分でコピーを取ってから提出してください。 

4. 期末レポートについて、宮内からの具体的なコメント・評価を希望の人は、レポート 1 枚目の右肩にコ

メント希望と書いてください。その場合、提出後、あらかじめ電話してから宮内研究室（文学部 E202。

電話 011-706-4150）に来てください。 

5. レポート作成にあたっての質問はいつでも受け付けます。メールなら、miyauchi@reg.let.hokudai.ac.jp。

電話は 011-706-4150。もちろん直接研究室（文学部 E 棟 202）に来てもらってもかまいません。 

↓（ウラを見よ） 



↓ 
そのための中間課題 

↓ 
【中間課題】 

 

期末課題へ向けて、アウトラインを作成せよ。 

枚数＝A4 用紙 1 枚 

締切： 6/13 (火) 

提出先： 講義時に集めます 

 

アウトラインの例―― 

 

環境保全と公共性――棚田保全の活動から 

 

1. はじめに――問題の所在 
  ……（ここにおおまかな内容を文章で 2～3 行書いてください）……         
                              

2. 棚田保全活動の事例 

2-1. ○○県○○町における棚田保全活動から 
                              
                              

2-2. △△県△△町における棚田保全活動から 
                               
                              

3. 棚田保全活動と公共性 

3-1. ボランタリーな活動としての棚田保全活動の意義 
                               
                              

3-2. 農村の現状と棚田保全活動の乖離 
                               
                              

3-3.棚田保全活動から公共性を考える 
                               
                              

4. 結論 
                               
                              

参考文献 

中島峰広, 1999, 『日本の棚田――保全への取組み』古今書院 

春山成子, 2001, 「棚田を機軸とした農村・都市交流の創造」『農村計画学会誌』

20(3):186-190 

 
参考文献を必ず入れてくださ

い。ここが大事です。 

ここは序論です。期末レポートで

は、なぜこのテーマや事例をとりあ

げるのか、このテーマについて何を

どこまで論じるのか、について書き

ます。
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（宮内泰介） 
専攻  

学生番号  

氏名  海と人と地域社会 
 
 
（1）ビデオ「ふるさとの伝承 昆布の森～北海道南茅部町」を見て、“海と人と地域社会”について自

分なりに 4 つのキーワード（Uそれぞれ 10～20 字程UU度U）を書いてください。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

↓ 

（2）グループ内で報告しあい、“海と人と地域社会”についてU何が大事な点なのかUを話し合ってください。 

・たとえば、海を守ることと地域社会のしくみはどうからんでいるか、などなど。 

 ↓ 

（3）各自、もう一度自分なりの、しかし説得力のある 4 つのキーワードを書いてください。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

【メモ】 
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海と人と地域社会 
 
ビデオ「ふるさとの伝承 昆布の森～北海道南茅部町」を見て、“個人と地域社会と海”について自分な

りに 4 つのキーワード（それぞれ 10～20 字程度）を書いてください。 

 

 

 
 

継承される 
身体的技術と道具的技術 

 
 

 
 

ルールによって 
海を守る 

 
 

ルールの背景としての 
共同性・メンバーシップ・リーダ

ーシップ 
 

 
 
 

機会の平等性と弱者救済 

コモンズ（共有財

産）としての海 
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「コモンズ」とは何か？ 

 
■ギャレット・ハーディンの「コモンズの悲劇」（Hardin, 1968） 

・牧草地モデル＝複数の家畜所有者が共有地を利用しているとする。家畜を余分に飼うと、その利

益のすべてが個人に帰するが、それにともなう過剰放牧の損害（つまり環境負荷）

は個人には一部分しかかからない。個人が自分の利益を追求すると、全体はマイ

ナスになる。しかし、それを防ぐことはできず、牧草地はやがて荒廃してしまう。 
・したがって、共有地を私有地、あるいは公有地にすべし、と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

牧夫Aさん＝
200頭

牧夫Bさん＝
100頭

牧夫Cさん＝
100頭

牧夫Aさん＝
200頭

牧夫Bさん＝
200頭

牧夫Cさん＝
200頭

100頭増

やそう！

100頭増

やそう！

100頭増

やそう！

600頭に！→持続不可能に

共有地の悲劇

Tragedy of the commons

利益：
環境負荷：

100頭増

う！やそ

↓ 
本当か？ 
↓  

■コモンズかオープンアクセスか？ 
・ハーディンの議論 ～ U共有地（コモンズ）U－私有地－公有地 

↓ 
・UオープンアクセスU－U共有地（コモンズ）U－私有地－公有地 

と「オープンアクセス」を加えると、ハーディンの「コモンズの悲劇」は実は「オープン

アクセスの悲劇」だったことがわかる。 
・地域共同管理（コモンズ）の多くの事例が「コモンズの悲劇」論に反論を加える 

・日本の入会（いりあい）、日本のヨシ原管理（北上川河口地域の例）、焼畑民の土地「総

有」（ソロモン諸島の例）、地域による海の共同利用（南茅部町の昆布漁） 
↓ 
コモンズの再評価 

・コモンズの再定義 
コモンズ＝地域の住民が共同で所有・利用・管理している地域空間、あるいは、その所有・

利用・管理のしくみ 
・「コモンズの悲劇」論は意味がなかった？ 

・「コモンズの悲劇」論→環境問題（自然と人間との関係の問題）を社会関係の問題（人

間と人間との関係の問題）としてとらえかえす契機に。 
↓ 
コモンズこそが環境保全に適したしくみ….？ 
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「コモンズ」とは何か？ 

参考文献 
 

 

井上真・宮内泰介編, 2001, 『コモンズの社会学』（シリーズ環境社会学 2）新曜社 
井上真, 2004, 『コモンズの思想を求めて』岩波書店 
宮内泰介編, 2006, 『コモンズをささえるしくみ――レジティマシーの環境社会学』新曜社 

日本、インドネシア、ソロモン諸島各地の事例から、住民自身が共同で自然環境とかかわり、管理す

る様子を描くと同時に、その課題を考える。 

秋道智彌編, 1999, 『講座人間と環境 第 1 巻 自然はだれのものか―「コモンズの悲劇」を超えて』昭和堂 
鬼頭秀一編, 1999, 『講座人間と環境 第 12 巻 環境の豊かさをもとめて――理念と運動』昭和堂 

生態人類学者や環境社会学者たちが、世界各地の豊富な事例から、誰がどう地域の自然と関わるべき

か、を考察。 

秋道智彌, 1995, 『なわばりの文化史――海･山･川の資源と民俗社会』小学館 
秋道智彌, 2004, 『コモンズの人類学』人文書院 

日本や世界諸地域におけるコモンズ的なありようを、「なわばり」というキーワードを使って解きほ

ぐしていく。漁業を中心とした、豊富な事例が非常に説得的である。 

鳥越晧之, 1997, 『環境社会学の理論と実践』有斐閣 
鳥越皓之, 2004, 『環境社会学 生活者の立場から考える』東京大学出版会 

『環境社会学の理論と実践』は、「共同占有権」「市民参加」といったキーワードをてがかりに、今

後の環境保全、環境行政のあり方について、環境社会学の立場から説く。『環境社会学』は、環境社

会学の第一人者である著者が、平易に環境問題全般について語る。 

嘉田由紀子, 1995, 『生活世界の環境学』農文協 

琵琶湖をめぐる人々の暮らしと環境とのコモンズ的なかかわりを描く。 

多辺田政弘, 1990, 『コモンズの経済学』学陽書房 

フロー（物と金の流れ）がストック（経済を支える物質的基盤）を崩していることを説き、広義の〈経

済〉をコモンズ（共）に戻す必要性を訴える。 

熊本一規, 1995, 『持続的開発と生命系』学陽書房 

海の開発と漁業との関係を中心に、日本各地における乱開発を批判し、「総有」に基礎をおいた発展

が必要であることを説く。 

中村尚司・鶴見良行編, 1995, 『コモンズの海――交流の道、共有の力』学陽書房 

コモンズとしての海のいろいろな側面を、理論的・実証的にさぐる。 



Hardin, Garrett, 1968, “The Tragedy of the Commons”, Science, 162:1243-1248.（翻訳は『環境の倫理』下、

晃洋書房、に収録されている） 
D・フィーニ他, 1998, 「『コモンズの悲劇』――その 22 年後」『エコソフィア』1:76-87. 

ハーディンの「コモンズの悲劇」論と、欧米の研究者によるその総括 

掛谷誠編, 1994, 『講座地球に生きる・２・環境の社会化』雄山閣 
大塚柳太郎編, 1994, 『講座地球に生きる・３・資源への文化適応』雄山閣 

人間と自然環境との密なかかわりを、世界各地の民族の事例を豊富に集めた。日本における生態人類

学の成果の集大成。 

平松紘, 1999, 『イギリス 緑の庶民物語――もうひとつの自然環境保全史』明石書店 

イギリスの庶民が，国王や貴族の広大な土地を人びとが利用できるよう要求して勝ち取ってきた歴史

を描く 

浜本幸生, 1996, 『海の「守り人」論――徹底検証・漁業権と地先権』まな出版企画 
漁業権、地先権について総合的に描き、漁民を海の守り人として考える視点を呈示。 

本間義人, 1977, 『入浜権の思想と行動――海はみんなのもの、渚をかえせ！』御茶の水書房 

海と浜を公害から守る運動の中から生まれた「入浜権」の思想。 

山下弘文, 1989, 『だれが干潟を守ったか』農文協 

干潟という海のコモンズ 

村井吉敬, 1998, 『サシとアジアと海世界』コモンズ 

東南アジアにおける住民による資源管理システム「サシ」。 

 



ビデオ「海は誰のものか」を見て、KJ 法によって解決策を考えなさい。 



専攻   

学生番号   

氏名   
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レポート作成のために 
どうやって情報を集めるか 

 
1. 雑誌論文→ 

・UGenii（http://ge.nii.ac.jp/）UとU国会図書館OPAC-NDL（http://opac.ndl.go.jp/）「雑誌記事索引検索」U

をまず検索。 

読みたい論文・記事があったら、その雑誌が北大にあるか検索し、なければ、文学部図書室

を通じて他大学からコピーを送ってもらう（実費がかかる）。 

・読んだ雑誌論文の文献リストから芋づる式に探す。 

 

2. 図書資料→ 

・北大図書館 http://www.lib.hokudai.ac.jp/opac/ 

・Webcat（他大学での所蔵） http://webcat.nii.ac.jp/ 

   →北大にないものは、U北分館を通じて他大学から借りるU。 

・WebcatPlus  http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

Webcat の進化版。「連想検索」してくれるので、広い範囲から探せる。 

本の探し方・裏ワザ 

・インターネット書店 bk1（http://www.bk1.co.jp/）で探すと、本の内容などからも検索でき

る。 

・WebcatPlus で、文章や複数のキーワードを入れてみて検索すると、関連する本がたくさ

ん検索され、さらに柔軟に絞り込んでいける。 

→こうして探した本を、再び北大図書館で検索。なければ北分館を通じて他大学から借り

る。 

 

3. 新聞記事→ 

・ U北海道新聞データベース 

北大内のコンピュータから、http://www.lib.hokudai.ac.jp/gakunai/doshindb.htm へアクセスして

ください。札幌で読む北海道新聞には載っていない地方の記事まで、全部収録されています。 

・ U朝日新聞データベース 

附属図書館４階参考閲覧室の端末から、オンラインの朝日新聞データベースが利用できます。

地方版もかなりの程度収録されています。 

・ 附属図書館本館 4F に、朝日新聞（1985～）・毎日新聞（1991～）・日本経済新聞（1991～）の

CD-ROM があります。また、朝日新聞の戦後 50 年分の記事見出しデータベース CD-ROM

（CD-ASAX 50yrs.）もあります。 

・ 沖縄タイムス記事データベース（無料） http://www.okinawatimes.co.jp/com/dbinfo.html 

    （共同通信配信の全国ニュースや他の他府県の記事も結構あって十分使える） 

・ 朝日、読売、日経、北海道新聞などの縮刷版 

（いずれも、かなり古くからのものが付属図書館本館 2F にあります） 



 

4. 官公庁資料 

・各官庁の Web で探す 

・国の統計は、総務省の統計データ・ポータルサイト（http://portal.stat.go.jp/）のデータベースを利用

する（←たいへん便利！） 

・北大で探す（残念ながらあまり充実していない） 

・Web にも北大になければ、政府刊行物センター（JR 札幌駅北口）や道立図書館（JR 大麻駅）

（http://www.library.pref.hokkaido.jp/）、北海道庁文書館（赤レンガ庁舎 1F）、札幌市立中央図書館

（http://www.city.sapporo.jp/tosyokan/）などで探す。 

 

5. 英語文献→ 

・英語の雑誌記事・学術論文→Ingenta（http://www.ingenta.com）～世界中の雑誌記事・論文が検索

できる。北大が契約している雑誌については、ただでダウンロードできる。Ingenta から直接ダウ

ンロードできなくても、北大図書館の OPAC（http://www.lib.hokudai.ac.jp/opac/）や電子ジャーナ

ル・サイト（http://www.lib.hokudai.ac.jp/item/e_journal.html）から読める場合が多い。 

・Google Scholar（http://scholar.google.com/）も結構使えます。 

 

北大の図書館の使い方については、「図書館利用案内」（http://www.lib.hokudai.ac.jp/j_guide/lib0_j.html）を見

てください。また、 

 

宮内泰介, 2004, 『自分で調べる技術』（岩波アクティブ新書）岩波書店 

 

には、文献検索・資料収集の方法が詳しく書いてあり、さらに、フィールドワークの方法やまとめ方も書か

れています。宮内のホームページにも、「市民のための情報収集法」http://reg.let.hokudai.ac.jp/miyauchi/joho.html 

がありますので、参考にしてください。 

 

論文レポートの書き方については、以下の 2 冊がたいへん参考になります。 

 

木下是雄, 1994, 『レポートの組み立て方』（ちくま学芸文庫）筑摩書房 

浜田麻里他, 1997, 『大学生と留学生のための論文ワークブック』 くろしお出版 



専攻  
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学生番号  

新しい公共性へ 氏名  

 

（1）2 つのビデオ（霞ヶ浦のアサザ・プロジェクト、イギリスの景観）には、「新しい公共性」を考えるた

めのヒントがたくさん隠されています。この 2 つのビデオを見、そこから、U新しい公共空間／公共性を作っ

ていく際に大事なポイント、課題となるポイントUを 3 つのキーワードで示しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

（2）グループ内で報告しあい、U新しい公共空間／公共性を作っていく際に大事なポイント、課題となるポイ

ントは何かUを話し合ってください。 

 ↓ 

（3）各自、もう一度自分なりの、しかし説得力のある 3 つのキーワードを書いてください。 
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新しい公共性へ 
2 つのビデオ（霞ヶ浦のアサザ・プロジェクト、イギリスの景観）から、U新しい公共空間／公共性を作って

いく際に大事なポイント、課題となるポイントUを 4 つのキーワードで示しなさい。



 

【宮内案】 

 
住民自身のニーズから

出発して住民自身で作

っていく公共性 
 

 
協議と合意と正統性 

 
浅い公共性から 
豊かな公共性へ 

 
 
 

 
公共性を内実化する 

＜しかけ＞ 

 
 
↓ 
（たとえばこういう論文構成） 
 

まちづくりと公共性 

――公園と景観を事例に 

 

1. はじめに 

2. 住民自身で作っていく公共性  

3. 協議と合意と正統性 

4. 浅い公共性から豊かな公共性へ  

5. 公共性を内実化する＜しかけ＞ 

6. 結論 
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新しい公共性へ 

 
 

 

住民自身のニー

ズから出発して

住民自身で作っ

ていく公共性 

 
協議と合意と

正統性 

 
浅い公共性から 
豊かな公共性へ 



比較地域社会学／比較社会論－2006（宮内泰介） 

新しい公共性について考える参考図書 

 
 

小野佐和子, 1997, 『こんな公園がほしい――住民がつくる公共空間』築地書館 

公園を、行政任せでなく、自分たちで計画する、自分たちで運営する、という各地の事例を、わかり

やすく描いた。その面白さと難しさが描かれている。 

渡辺豊博, 2005, 『清流の街がよみがえった――地域力を結集 グランドワーク三島の挑戦』中央法規 

静岡県三島市で、水辺自然環境を取り戻すことから始まったグラウンドワーク三島の活動。グラウン

ドワークとは、市民・行政・企業が共同で事業をすすめていくしくみのこと。グラウンドワーク三島

は、さまざまな市民団体・行政・企業を巻き込み、もう一つの自治体のごとく、多様な事業を繰り広

げる。「新しい公共性」を地で行く試み。 

寄本勝美編, 2001, 『公共を支える民――市民主権の地方自治』コモンズ 

環境、福祉、スポーツ事業、農業の各分野において市民主導の地方自治が進められている現状報告と

その課題が論じられる。 

渋川智明, 2001, 『福祉 NPO―― 地域を支える市民起業』（岩波新書）岩波書店 

新聞記者の筆者が、福祉分野で NPO が活躍するさまを、アメリカの事例も折り込みながら、わかり

やすく描いた本。なぜ行政ではなく、NPO・市民なのか、わかりやすい事例から、深く考えられる。 

佐々木毅・金泰昌編, 2001－2004, 『公共哲学』（全 10 巻）東京大学出版会 

公共性とは何か、さまざまな人がさまざまに論じる。日本における公共性の議論の最前線。全部読む

必要はないが、自分が関心ありそうな部分だけでも読むと面白い。執筆者の間の討論も掲載されてい

て、これも面白い。 

宮内泰介編, 2006, 『コモンズをささえるしくみ――レジティマシーの環境社会学』新曜社 

誰がどんな価値で環境を担うべきなのか、という問題は、それぞれの現場ごとに解決法が違う。さま

ざまな事例から、どんなふうにそのレジティマシー（正統性）が立ち上がってきたのか、を論じた本。

ここで言う「レジティマシー」は、誰がどんな価値で環境を担うべきかということについての社会の

合意や承認を指している。 
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中間課題についてグループディスカッション 

 
中間課題（アウトライン）について、各グループで以下のポイントに注意しながら、お互いに指摘しあいま

しょう。各自のレポートのいいところを生かす形でアドバイスしあいましょう。 

（1）テーマが適切であるか 
問題設定が適切か ／ おもしろいテーマか ／ オリジナリティがあるか ／ メイン・テー

マがちゃんと掘り下げられるテーマになっているか ／ この講義の趣旨に沿っているか ／ 

などなど 
（2）構成（アウトライン）はよいか 

この構成で、何が言いたいか伝わるか ／ 序論、本論、結論、という形になっているか ／ 序

論部分はこれでよいか ／ 本論部分の構成はこれでよいか ／ 本論部分で、考察をちゃんと

行う構成になっているか ／ 事例紹介のみの構成になっていないか ／ 全体として趣旨は明

解か ／ 何を論じようとしているのかがはっきりしているか ／ 論じたいテーマがちゃんと

浮かび上がるような構成になっているか ／ 論理的な構成になっているか ／ などなど 
（3）タイトルは適切か 

タイトルは内容をよく表しているか 

 

自分の中間課題について指摘されたこと、また、議論の中から考えたことをメモしておこう 
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環境と公共性の社会学 

？新しい公共性を作り出すために？ 

配付した新聞記事を読み、“U新しい公共性の構築U”を考えたとき、どれが「最も意味のある活動／動き」か？ 

「最も意味のある活動／動き」トップ 3 を選びなさい。 
 

自分の意見 

専攻  

学生番号  

氏名  

 グループの意見 

1    1 

2  → 2  

3   3  

 
「最も意味のある活動／動き」を考えるときに基準としたこと、考慮したことは何か？ また、このことを

議論する中で出てきたポイントはどういうものか？―― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【メモ】 



比較地域社会学／比較社会論（宮内）-2004 

情報収集法基礎 
情報はあちこちに転がっている。うまく拾ってこよう。 

 
6. 雑誌論文→ 

・U国会図書館OPAC-NDL（http://opac.ndl.go.jp/）「雑誌記事索引検索」Uをまず検索。 

読みたい論文・記事があったら、その雑誌が北大にあるか検索し、なければ、文学部図書室

を通じて他大学からコピーを送ってもらう（実費がかかる）。 

・社会学関係の文献検索は 

・日本社会学会 社会学文献情報データベース（http://160.26.63.24/scripts/jss/jssdb.exe） 

・一般雑誌については、附属図書館本館 4F にある『大宅壮一文庫索引目録 CD-ROM』で検索する。 

 

7. 図書資料→ 

・北大図書館 http://www.lib.hokudai.ac.jp/opac/ 

・Webcat（他大学での所蔵） http://webcat.nii.ac.jp/ 

   →北大にないものは、U文学部図書室を通じて他大学から借りるU。 

・WebcatPlus  http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

Webcat の進化版。「連想検索」してくれるので、広い範囲から探せる。 

本の探し方・裏ワザ 

・インターネット書店 bk1（http://www.bk1.co.jp/）で探すと、本の内容などからも検索でき

る。 

・WebcatPlus で、文章や複数のキーワードを入れてみて検索すると、関連する本がたくさ

ん検索され、さらに柔軟に絞り込んでいける。 

→こうして探した本を、再び北大図書館で検索。なければ他大学から借りる。 

 

8. 新聞記事→ 

・ U北海道新聞データベース 

北大内のコンピュータから、http://www.lib.hokudai.ac.jp/gakunai/doshindb.htm へアクセスして

ください。札幌で読む北海道新聞には載っていない地方の記事まで、全部収録されています。 

・ U朝日新聞データベース 

附属図書館４階参考閲覧室の端末から、オンラインの朝日新聞データベースが利用できます。

地方版もかなりの程度収録されています。 

・ 附属図書館本館 2F に、朝日新聞（1985～）・毎日新聞（1991～）・日本経済新聞（1991～）の

CD-ROM があります。また、朝日新聞の戦後 50 年分の記事見出しデータベース CD-ROM

（CD-ASAX 50yrs.）もあります。 

・ 沖縄タイムス記事データベース（無料） http://www.okinawatimes.co.jp/com/dbinfo.html 

    （共同通信配信の全国ニュースや他の他府県の記事も結構あって十分使える） 



・ 朝日、読売、日経、北海道新聞などの縮刷版 

（いずれも、かなり古くからのものが付属図書館本館 2F にあります） 

 

9. 官公庁資料 

・各官庁の Web で探す 

～統計資料等は近年とみに充実してきている。 

・北大で探す（残念ながらあまり充実していない） 

・Web にも北大になければ、政府刊行物センター（JR 札幌駅北口）や道立図書館（JR 大麻駅）

（http://www.dokyoi.pref.hokkaido.jp/hk-tosho/index.htm）、北海道庁文書館（赤レンガ庁舎 1F）、札

幌市立中央図書館（http://www.city.sapporo.jp/tosyokan/）などで探す。 

10. 英語文献→ 

・英語の雑誌記事・学術論文→Ingenta（http://www.ingenta.com）～世界中の雑誌記事・論文が検索

できる。北大が契約している雑誌については、ただでダウンロードできる。 

 

北大の図書館の使い方については、「図書館利用案内」（http://www.lib.hokudai.ac.jp/j_guide/lib0_j.html）を見

てください。また、宮内泰介『自分で調べる技術』（岩波アクティブ新書, 2004）には、文献検索・資料収

集の方法が詳しく書いてあり、さらに、フィールドワークの方法やまとめ方も書かれています。宮内のホー

ムページにも、「市民のための情報収集法」http://reg.let.hokudai.ac.jp/miyauchi/joho.html がありますので、参

考にしてください。 
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論文・レポートにおける出典の書き方 
 

■ 本文中の書き方  
・直接引用の場合 

・大熊孝は、「近代治水とともに始まったこの問題は、そのままの形でいま

われわれに問われているのである」（大熊孝, 1988:24）と言っている。 
・「近代治水とともに始まったこの問題は、そのままの形でいまわれわれに

問われているのである」（大熊孝, 1988:24）という指摘があるように、……。 
・間接引用の場合 

・大熊孝（1988:24）が言うように、この問題は近代治水とともに始まって

いる。 

・この問題は近代治水とともに始まっている（大熊孝, 1988:24）。 
■文献リストの書き方 

レポートの最後に以下のようなアルファベット順ないしあいうえお順の文献リストをつける。 
【文献リスト】 
…… 
清水昭俊, 1981, 「独立に逡巡するミクロネシアの内情」, 『民族学研究』10(2):120-134. 
清水靖子・宮内泰介, 1992, 「開発協力という名の熱帯林伐採」村井吉敬編『検証・ニッ

ポンの ODA』学陽書房, pp.83-156 
富山和子, 1974, 『水と緑と土』（中公新書）中央公論社 
森薫樹・永井大介, 1986, 『日本のダム開発』三一書房 
大熊孝, 1988, 『洪水と治水の河川史』平凡社 
高橋裕, 1988, 『都市と水』（岩波新書）岩波書店 
…… 

■ 図書文献の書き方  
和書 高木仁三郎, 1994, 『プルトニウムの未来』岩波書店 

和書名は必ず『』で囲む。 
洋書 Ekins, Paul, 1992, A New World Order: Grassroots Movements for Global Change, London: 

Routledge. 
ファミリーネームを前に持ってくる。 
英文（欧文）書名は、イタリック（斜体）かU下線U。 
副題 sub-title がある場合は、和書なら――（ダッシュ）か：（コロン）で結び、

洋書なら：で結ぶ。 
図書の中の論文は次のように書く。 

清水靖子・宮内泰介, 1992, 「開発協力という名の熱帯林伐採」村井吉敬編『検

証・ニッポンの ODA』学陽書房, pp.83-156 
Chambers, Robert, 1992, “Sustainable Livelihoods”, in Ekins, Paul and Manfred 

Max-Neef, 1992, Real-life Economics, London and New York: Routledge, 
pp.214-229. 

■ 雑誌論文の書き方 
和文 

清水昭俊, 1981, 「独立に逡巡するミクロネシアの内情」, 『民族学研究』

10(2):120-134.  

←これは、『民族学研究』第 10 巻第 2 号の pp.120-134 ということ 
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中間レポートについて 

 

【採点基準】左右とも 5 点満点 

【左の点数】問題設定の適切さ（何

を論じようとしているのかがはっ

きりしていおり、そのテーマが適切

である）とオリジナリティ 

【右の点数】構成と内容～論じたい

テーマがちゃんと浮かび上がるよう

な構成になっているか。論理的な構

成になっているか。 

 

 

 

【講評】＝期末レポートに向けて以下の点に気をつけてください。 

・全体として何が言いたいのか、はっきりさせること。 

・単なる事例の紹介に終わらないこと 

・その事例から何を論じたいかをはっきりさせること。 

・事例からのU考察Uをちゃんと加える。 

・事例UからU考察する。事例からすっ飛んでの（事例から離れての）考察はない。 

・問題の羅列はダメ 

・こういう環境問題があります、こういう環境問題があります、という“環境問題紹介”

ではダメ。その問題から何を自分として考えるか、が大事。 

・意見の裏には“根拠”が要る。 

・いろいろ事例を挙げて最後に「大事なのは一人一人の心がけである」といったあたりまえの結論

に終わっては意味がない。そんなあたりまえの結論なら、事例も考察も要らない。 

・メイン・タイトルのテーマ（たとえば「環境保全と公共性」）をちゃんと掘り下げること。 

・レポートはプレゼンである。読み手を考えて。 

・「結論」への誤解 

・議論は本論の中でやる。 

・「結論」で新たな議論をしない。「結論」はただ短くまとめるだけ。 

・文献・資料を 1 つに頼らない。 

・インターネット利用は注意深く。 
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新しい公共性を作り出す社会的しくみ 
 
 

 

行政プロセスへの市民参加（①⑦⑧⑪⑫）

協働（コラボレーション）（⑥⑨⑪⑬）

パートナーシップ、グラウンドワーク 

事業委託（⑪）、協定（⑨） 

指定管理者制度（⑭） 

 
NPO・市民セクター（①②④

⑤⑬⑭⑮） 

特定非営利活動促進法（1998

年） 

エンパワメント（⑧⑫⑮）

 

コミュニティ・ビジネス（②⑤⑩）

社会的起業家（②⑩） 

地域通貨 

市民バンク・コミュニティファンド

（④） 

市民による予算決定（⑦） 

セクター間の協働 

お金を回す 市民セクターの台頭

 

U誰が U Uどんなしくみ Uのもとで U

どんな公共性Uを担っていくか 
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環境と公共性の社会学 

地域通貨と「公共性」 

 

（1）ビデオを見て、まず、地域通貨と公共性はどうつながるか、自分なりに 150 字程度で書いてください。 

 

 

 

 

 

↓ 

各グループで、地域通貨と公共性の関係について、議論してください。議論の際は、「公共性」とはいっ

たい何なのかについても議論してください。 

【議論で出てきたポイント】 

専攻  

学生番号  

氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

議論を踏まえ、もう一度、地域通貨と公共性はどうつながるか、自分なりに 150 字程度で書いてください。 
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環境と公共性の社会学 

解決策を探ろう 竹林増殖問題 

これまでこの講義で学んできたこと（↓）を生かしながら、この問題の解決策を考えてくだ

さい。 

自然環境を守るとはどういうことか ／ 自然とは何か ／ 生物多様性 ／ ルール作り ／ 地域社会の共同

性 ／ コモンズ ／ 新しい公共性・公共空間 ／ NPO ／ 市民セクター ／ 協働（コラボレーション）  

 

（1）2 つの新聞記事（朝日新聞 1998 年 9 月 4 日、朝日新聞 2005 年 8 月 1 日福岡版）を読み、まず各自で、この問

題の解決へ向けて考えなければならないポイントを箇条書きで書きなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

（2）各グループで、この問題はどう解決したらよいか、議論してください。（そもそも何が「問題」か、何

が「解決」かを含めて議論してください） 

【議論で出てきたポイント】 
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