
アブストラクトを書くということ
上智大学総合人間科学部社会学科 今井 順

2022年8月28日
JSS英語アブストラクト・ワークショップ＠オンライン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
国際発信強化委員会の副委員長をさせていただいています。上智大学の今井です。今日は、アブストラクトを書くということというタイトルで、少しお話をさせていただきます。もっとも、何も、私が何かの正解を持っているということではありません。もともとアメリカの大学院やドイツの大学で仕事をしていたという経歴があり、多少なりとも海外での学会の事情に触れてきたということで、国内の学会と国際学会の違いということに触れながら、アブストラクトを書くことに、何か国内学会に応募する時と異なる注意等が必要なのか、気がついたことを共有させていただこうということで、今日は登壇させていただいています。内容的には、前回担当された東北大学・京都先端科学大学の佐藤嘉倫先生のご報告を参考にさせていただきながら、これまでの自分の経験から、共有できるものがあればということで少し整理してきました。



1. セッションを選ぶ
2. アブストラクトに何を書くべきか

① アブストラクトで何をする？
② タイトルは重要
③ キーワードの活用
④ アブストラクトの構成

3. 謝辞・参考文献

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
内容的には、まずアブストラクトを書くということを技術的に捉える部分はあとに回して、まず学会に参加する、アブストラクトを提出する、アブストラクトがどのような役割を果たすのかという点で、やや国内学会、日本社会学会大会などに参加する時と違うことがあろうかと思い、その話をさせていただきます。そのことを理解すると、おのずとアブストラクトに何を書くべきか、どのように書くべきかということが、明らかになるだろうと思います。そういう順序で話させていただきます。



自分の研究のトピック、問題意識とよく合っ
たセッションを選ぶ
セッションそのものも競争的な申請過程があ

る
– 部会にもよるが、セッションのほとんどが日本社

会学会における「テーマセッション」
• 例) RC2 Economy and Societyは22のセッションを開く

が、すべて申し込みベース
– セッション・オーガナイザーに、明確な戦略性が

あることがある
• 自分の専門分野の国際的な議論を進めたい
• よい報告を束ねて、学会誌の special issue を狙う

セッションを選ぶ
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず第一に、ISAに参加するにあたり、自分の研究のトピック、問題意識とよく合ったセッションを選ぶということが重要です。当たり前だと思われるかもしれませんが、ここに少し国内学会と異なる事情が存在しているように思います。どういうことかというと、まずISA等ではセッションそのものに競争的な申請過程があり、RC—部会の委員会がそのセレクションを行っています。部会の事情によるところも多いかもしれませんが、私の知る限りセッションのほとんどが日本社会学会における「テーマセッション」です。このあといくつか例を見ていただきますが、日本社会学会のように「産業・労働・組織」「階級・階層・移動」「性・ジェンダー」といった固定のセッションがあってそこに申し込むのではないという点です。昨年ですとテーマセッションに、「猫社会学の理論と方法」「働くことの社会学を再考する」といったテーマセッションがありますが、性格としてはそちらの方が近いという感覚があって良いように思います。どういうことかと言うと、セッション・オーガナイザーにある程度明確な戦略性がある、ということです。少なくとも、自分の問題意識をISA俎上に載せて、国際的な議論の流れを作りたい。良い報告を束ねて学会誌のスペシャル・イッシューを作りたい、そんな考えを持っている人がオーガナイズしている可能性もあります。むろんそこまでではなくても、自分がこの指とまれをして、どんな人が世界中から来てくれるのかな、どんな議論ができるかなという意図があってセッションを作っているわけです。ですから、今回はすでに選ばれているセッションに応募するという話ですが、より戦略的に考えると、そもそもセッションに応募して、自分を含む複数（あてがあってもなくても）で発表をコーディネートするということをすると、国際学会で発表できる、というレベルを超えて、学会の議論の方向性にインパクトを与えるという活動をすることができることになります。セッションの申請も250字程度だったので、アブストラクトを書くのと大差ない仕事量で可能です。



セッションを選ぶ
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ある程度広いものもあれば、かなり戦略的に狭いものもあります。部会の理事が、ある程度広くということで設定しているセッションがあるかもしれませんし、さっき申し上げたとおり、かなりの戦略性を秘めているものもあるわけです。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
このセッションは Varieties of Care Work　というタイトルで、サブタイトルも Exploring national differences　とあり、比較的間口が広いように見えます。ある程度よく知られた、福祉レジーム論等を思い起こさせるタイトルになっています。内容的にもCOVID19の影響による、それぞれの社会のケア・システム、レジームがどのような影響を受けたのか、性別役割分業にどのような変化があったのか、convergenceとdivergenceを明らかにするということで、各種レジーム論におけるある程度定型的な問い・決まり文句で構成されています。COVIDの影響というところが若干焦点を狭めてはいますし、多様性の範囲をグローバルノースとサウスに求めているところが特徴的ですが、全体として割と広い印象です。もっとも、このテーマだと、他のRCでも扱っている可能性があり、そのあたりも見ておく必要がありますが、入り口は広いセッションの典型かなと思います。最もその分応募が多く、distributed paper等に廻る可能性も高いかもしれません。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらは焦点が狭いものです。タイトル的には一見広い、もしくは良く分からないタイトルなのですが、内容を見るとprecarityという言葉の使い方に特徴があります。そもそも本来の焦点はCrisisで、現時点で社会学はcrisisをいくつかのパターンのprecarityとしてしか理解しようとしていないので、そのような理解の枠組みを超えようとすることに関心のある人が応募してほしい、という呼びかけになっています。私は知識がなくて分かりませんが、先ほどのとはやや異なり、こういうフィールド・トピックがよく知られているという感じはしないのではないでしょうか。ドンピシャという人たちがあまりいない場合、オーガナイザーの意図とはやや離れていても採択される可能性はあるかもしれません。分かりませんが、見るべきポイントとしては、そんな感じといったところでしょうか。ただし、新しい問題意識に導かれたセッションの場合、その問題意識の周囲に共有言語や枠組みが発達していませんので、自分の問題意識とオーガナイザーの意図に重なりがあるかどうか不安になるところです。なるほど、自分の研究はこうした問題意識と重なるところがあるな、と思う方は、自分の考えとオーガナイザーが意図していることが重なり合っているかどうか、オーガナイザーに直接問い合わせてもいいかもしれません。



セッションの内容をよく読んで、（国際的な）
議論での位置づけにあたりをつけ、自分のト
ピック問題意識とのマッチングを考える
セッションへの貢献を想像する

– 自分の研究が、セッションの（国際的な）テーマと
どのように関わるか考える

– 議論のイニシアティブはセッション・オーガナイ
ザーにあるので、その関心に寄り添いつつ、自分の
議論・貢献を想像してみる

– オーガナイザーの論文を読んだり、直接コンタクト
してみてもよいのでは

– 自分の研究そのものは変わらないが、その貢献がア
カデミックコミュニティでどう他と交わるのか・・
というコミュニケーション

セッションを選ぶ
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
このように、セッションの一つ一つに、背景があるというのが国際学会ならびにISAの特徴かなと思っています。ですので、まずはセッションの内容をよく読んで、（国際的な）議論での位置づけにあたりをつけ、自分のトピック問題意識とのマッチングを考える、ということが重要になります。自分の議論がセッションにどんな貢献をしそうか、考えるということになろうかと思います。それが自分の議論の価値を相対化・明確化することにつながりますし、必要なことだろうと思います。もちろんここまでやってきた自分の研究内容が変わるわけではないので、それが国際的なアカデミックコミュニティで、どう他と交わるのかというコミュニケーションの問題だということです。



タイトル、キーワード、アブストラクト
ISAの場合300 words

– 日本社会学会報告要旨を1000-1400字（英語の場
合400-500 words）

議論のポイントを短く、効率よく伝える必要
＋説明・文脈の整理もできる長さ
自分の発表のポイントを最終確認する機会

– 問いはなにか？
– 方法は？
– 発見は？主な知見・考察は？（問いと論理的にか

みあってるか？）

アブストラクトで何をする？
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
そんなことをあたまにアブストラクトを作成、もしくは修正するということになります。考える部分は3つです。タイトル、キーワード、アブストラクトです。ISAの場合は300wordsということで、まあ多くもなく、少なくもなく。議論のポイントは短く、明確に効率よく伝える必要がありますが、一方でその説明、背景も整理して詰め込める長さでもあります。そして、タイトル・キーワード・アブストラクトを整備することで、自分の発表のポイントを再確認する機会です。問いはなにか？方法は？発見は？主な知見・考察は？（問いと論理的にかみあってるか？）あたりまえのことだと思うと思いますが、煎じ詰めれば、これらの要素が明確に分かること、それだけが必要なことだと思います。



石井クンツ昌子 2010『社会科学系のための英語研究論文の
書き方』（ミネルヴァ書房）22-33頁参照

タイトルは重要

よいタイトルの条件（石井クンツ 2010）

– 論文のメインアイディアが簡潔に表現されている
– タイトルのみで完全に論文のテーマと内容が分かる
– 研究の範囲を適切に示している
自分の研究・発表の内容を、一文で伝える

– 変数と、変数間の関係が示されている/「・・・につ
いて」というタイトルより踏み込むべき

– 要するに、トピックだけではなく、現象や議論・仮
説が明示され、読み取れるもの
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〇〇についての研究、××の検討、△△についての
○○データ分析、××の○○的展開について
– Delayed marriage among contemporary Japanese women —

現象を明示（議論はアブストで明示）
– Victims of chronic dating violence: how women’s 

vulnerabilities link to their decision to stay — （現象＋変数が
二つ）

日本特有の現象をどう処理する？
– 例）転勤が女性のキャリアに与える影響について

• 日本の学会もしくは日本研究の学会であればひとまず意図が伝わる
用語だが、国際学会ではー「転勤」ってなに？

• ポイントは、日本的雇用では、企業が従業員の仕事を替えるー地域
移動を伴う場合もあるーことに対して、大きな権限を持っている→
異動に対して経営権が成立していることと女性のキャリア形成に関
係がある、という趣旨。

タイトルは重要
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
慣習の問題ではありますが、日本社会学会大会のプログラムを見ていただくと、こういったタイトルが多いこと、すべてではありませんが、多いことに気がつかれると思います。分からなくはありませんし、ケースごとに良し悪しがあろうかとは思うのですが、おそらくできればもう一歩議論、変数の指摘や関連に踏み込んだタイトルにした方が、研究内容やその貢献、アピールポイントが分かり易いと思います。二つ例を挙げておきます。実例を持ってくると差しさわりがあるかと思い、石井クンツ先生のご著書から、例を持ってきました。例も豊富なので、ぜひみなさんもご一読ください。私が言いたかったことは、たとえば最初の例ですと、Delayed marriage among contemporary Japanese women　トピック領域ではなく、取り上げている社会現象そのものがしっかり明示されています。これだけで面白いそうだと思ってもらえる可能性は無きにしも非ずですが、どんな議論をするのかはしっかりアブストに書き込まなければいけませんし、必要があればサブタイトルに変数を示してもよいと思います。二つ目の例は、そういった例です。Victims of chronic dating violence: how women’s vulnerabilities link to their decision to stay まず、主タイトルでDVが明示されています。そして、議論の中身が、女性の脆弱性と彼女たちの意思決定の関係についてであると明示しています。ここまでやっておけば、タイトルだけで、読む側はなるほどじゃあちょっと読んでみるか、となるわけです。タイトルやアブストを考えることが自分の貢献を考える機会になると言ったのは、たとえばこういう例があるからです。男性社員の転勤が、配偶者である女性のキャリアを中断させる、破壊する効果を持つというようなプレゼンをしたい時、転勤という言葉をタイトルに使うか、どう表現するか、といった問題にぶつかります。ポイントが何なのか、考えないといけないわけです。転勤という言葉は、日本の学会や日本研究の学会であればそのまま通じますが、ISAでは通じません。そうするとポイントは、社員の移動に対するmanagement prerogativeが、とも稼ぎカップルの女性のキャリアを中断させる、という趣旨になるわけです。そのあたりが表現できないと、意味が分からないということになってしまいます。



導入・研究背景
– 研究の重要性を示す情報・文脈

• セッションとのつながりを示す

研究目的
– 何をしようとしたのか、何を明らかに？
手法・データ

– 手法とデータについての記述/目的とどう合致しているか
結果・主な知見

– わかったこと
結論

– そこから何を伝えたいのか/研究のメッセージ
• セッションとのつながりを示す

アブストラクトの構成
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
で、セッションを探してみると、Sociology of workのRCではうまくあてはまるものが見つけられず、Women, gender and societyには一番下のがあると。そうすると、中身は詳しく紹介しませんが、雇用における不平等と女性のエンパワメントという文脈で自分の研究の貢献を示す必要があるんだということで、導入・研究背景を微調整する必要が出てきます。



導入・研究背景
– 研究の重要性を示す情報・文脈

• セッションとのつながりを示す

研究目的
– 何をしようとしたのか、何を明らかに？
手法・データ

– 手法とデータについての記述/目的とどう合致しているか
結果・主な知見

– わかったこと
結論

– そこから何を伝えたいのか/研究のメッセージ
• セッションとのつながりを示す

アブストラクトの構成
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セッションの説明にある重要概念と、自分の研究で
使われている概念・変数との関わりを考える
– 重なるところはそのまま使う
– 重ならないところが、自分の貢献の独自性？

• Precarity, fiscal crisis, non-regular workers, 
new labor movement

プラクティカルな恩恵（佐藤 2019より）
– 他のセッションに回してもらえる
– 採択の確率を高める（call for abstractsの重要概

念を自分のキーワードにすることの効用）

キーワードの活用（ISAのキーワードは４つまで）
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アブストラクト入力ページ（1ページ目）
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学会に対する自分の参加の意味、貢献
を考える機会
自分の議論を明確化する機会
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参考

謝辞 以下のお二人の資料を参考にさせていただき
ました。ありがとうございます。

長谷川公一 2017 “Workshop for writing an 
efficient abstract rev.”
佐藤嘉倫 2019 「作成の際に留意する点」日本社会

学会英語アブストラクトワークショップ 2019年9
月1日（＠谷岡学園梅田サテライトオフィス）、6
日（＠東京大学赤門総合研究棟）
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