
帝京大学八王子キャンパス広報グループ

　　0120-508-739（フリーコール）
〈受付時間〉平日8:45〜17:00　土曜日8:45〜12:30
※祝日・年末年始（12/29〜1/3）を除く

帝京大学入試センター

　　0120-335933（フリーダイヤル）
〈受付時間〉平日8:30〜17:00　土曜日8:30〜12:30
※祝日・創立記念日（6/29）・年末年始（12/29〜1/3）を除く

〒192-0395　
東京都八王子市大塚359番地

※本冊子に記載されている情報は2021年6月現在のものであり、
　変更となる可能性があります。

［入試についてのお問い合わせ］

https://www.teikyo-u.ac.jp/documents/［資料請求先］

［発行］

帝 京 大 学 　 八 王 子 キ ャ ン パ ス

TE IKYO UNIVERS ITY

文学部

Faculty of Liberal Arts

史学科
Department of History

Hachioji CampusLINE版
帝京図鑑を見る



3 文学部　史学科

TeachersFrom

　いまでは誰も信じてくれませんが、
高校時代はサッカー部でした。部員
が12人で私が補欠。ただボールを
蹴るのが楽しかったのです。大学で
は歴史をやろうと決めていたので、
本はよく読みました。ヘロドトスの
『歴史』は文庫本で1100頁。おも
しろくて一気でしたね。

　ロシア正教と呼ばれるキリスト教
を、近代の日本人がどのように受け
入れたのかを研究しています。ロシ
アでは３時間におよぶ礼拝を見学し
ました。教会という空間に人の声だ
けが響きわたる儀式は荘厳です。み
なさんもぜひ五感で歴史を味わって
みてください。

森谷公俊先生
古代ギリシア･
マケドニア史

山下須美礼先生
日本近世史・近代史、

地域史

先生の高校時代At That Time

見て聞いてふれたもの Experience
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歴史の旅へ

でかけよう！

MesSagE 　歴史学は、過去に問いかけて、現
在と自分とを知る学問です。たとえ
紀元前であっても、身近に感じられ
るテーマやいまに通じるエピソード、
そして自分と似ている人物が、きっ
と見つかるはずです。史学科のドア
を開けて、「自分流」のタイムトラ
ベルをしてみませんか？

澁谷由里先生
中国近現代史

先生からのエールWords of Cheer

ヘロドトス『歴史』

先生のロシア正教関連コレクション



Three Main 
Features
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MMESSAGEESSAGE

史学科、3つの特徴

　歴史学は、過去との対話であると言わ
れます。でも、過去だけとの対話ではあ
りません。歴史学は、現在との対話でも
あり、未来との対話でもあるのです。過
去の人びとがどんな問題をかかえ、それ
についていかに考え、どのような生き方
をしていたのかを知ることは、現在のわ
たしたちが何を問題とし、それをどのよ
うに理解したらいいのか、それをいかに
して解決すべきなのか、に思いをめぐら
すとき、もっとも大切な知恵となります。

知恵は、年表を暗記するような知識では
ありません。クイズに答えるような断片
的知識でもありません。知恵は、過去の
人びとへの共感と深い洞察と体系的な理
解によって、得ることができるものです。
そして、過去の人びとの考え方や生き方
についての現在のわたしたちの理解と、
そこから得られた知恵が受け継がれてゆ
くことで、未来との対話が成り立つので
す。

これまでの社会の動きを歴史的
・理論的に考察し、総合的な
判断ができる人材を育成します

阿部朝衛
史学科長

　日本史、東洋史、西洋史、考古学、
地理学、美術史・文化遺産の6つのコ
ースを設置しています。単なる観光ガ
イドのレベルにとどまらない専門的知
識を備えた人材を育成します。

6つのコースから
関心のあるコースを選択

1

　コース別に特殊講義や少人数編成の
演習、史籍講読・実習などを組み合わ
せ、それぞれの時代を歴史的・論理的
な視点に立って研究。専門的分野をよ
り深く学ぶことができます。

少数編成の演習、特殊講義、
史籍講読・実習などを

組み合わせ、研究を進める

2

　地方文化史・古文書学・日本美術史
・女性史・家族史など、現代の多様な
ニーズに対応した、ユニークな科目を
多数用意。各自の興味・関心を深める
ことができます。

学生の興味・関心にあわせた
ユニークな科目を設定

3
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　室町時代中後期に興味があります。江戸のように安定し
た時代ではなかったので独特の文化が形成されていてワク
ワクするんです。歴史を専門的に学ぶことで、これまで学
んできたことに疑問が生じたりもします。情報を鵜呑みに
するのではなく、自分で調べる大切さを実感しています。

飛田和夕扇さん
史学科3年／栃木県立宇都宮東高等学校出身

混沌とした戦乱の時代にワクワクする

　日本史好きですが、興味に応じてさまざまな授業をとれ
るのが史学科の魅力。「動物考古学」は実寸大の動物の骨
を見ながら授業が行われ、毎回驚きっぱなしでした。漫画
の『大奥』が好きなこともあり、いまは江戸時代に関心が
あります。あの時代に花開いた庶民文化を深く知りたい！

　旅行好きなこともあり、地域によって異なる観光資源か
らその土地の個性を知るのが楽しいです。地理学コースで
は野外実習もあり、地形や景観の観察、資料調査、地域の
方からのヒアリングなど実践的に学べるのが特徴です。い
まはプロ野球と地域振興をテーマに研究をしています。

村上智春さん
史学科4年／福岡県私立中村学園女子高等学校出身

百花繚乱の江戸文化を学ぶ楽しみ

浪川快斗さん
史学科4年／千葉県私立西武台千葉高等学校出身

観光資源から地域を知る楽しさ

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

キャンパス内にある博物館
は、全国の展覧会のチラシ
や地域の資料などが充実。

愛用の筆箱と手帳、
学習の必需品です。

晴れている日のソラティオ
タワーのテラスは友人と話
をするのに最適な場所！

大好きな千葉ロッテを応援
するため球場へ。年間で20
試合は観戦しています！

大学では断片を掘り下げて
学ぶので、時代背景を知る
のに高校の教科書が重宝。

軽音サークルで
活動していたころの写真。

YUMI HIDAWA
- Junior -

CHIHARU 
MURAKAMI

- Senior -

SHINTARO 
MONJI

- Junior -

KAITO 
NAMIKAWA

- Senior -

山川の世界史はわかりやす
くまとまっているので授業
の予習・復習に大活躍！

野外調査では現地で見聞き
したことをすぐにメモ。し
っかりしたノートが必須！

　父が美術にかかわる仕事をしている関係で、鑑賞経験に
は自信がありましたが、美術史・文化遺産コースの実習で
まだまだ知らない世界があるのだと実感。卒業後、美術に
携わる仕事で作品を的確に解説できるように、演習や教職
課程の授業でコミュニケーション能力を磨いています。

門司信太朗さん
史学科3年／東京都私立明治学院東村山高等学校出身

勉強に打ち込む史学科は
学業面でのライバルの宝庫

学生たちに聞く！

MY FAVORITE

MY FAVORITE

MEMORIES

MEMORIES

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM
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授業の特色と内容

　学芸員をめざしてい
るので、そのために必
要な授業を入れつつ、
オープン科目を利用し
て他学部の授業も積極
的に受講。水曜は博物
館めぐりをしています。

C l a s s e s

村上智春さん
2年次秋期の場合

TIME TABLE 時間割（例）

　中国では、自国の公用語のことを「漢語」
と言い、自分たちのことを「漢族」と呼びま
すが、「漢」とは今から2000年前に栄えた漢
王朝のことを意味します。漢王朝は、未だに
中国人のルーツとして尊重されているわけで
す。本講義では、「項羽と劉邦」の戦いを分
析しながら漢王朝が成立するまでのプロセス
を検討し、中国のルーツに迫っていきます。

東洋史特殊講義

古代中国の日常生活

　西洋史研究の近年の名著を読みながら「西
洋とは何か」を考えます。具体的には18世
紀から20世紀の環大西洋世界（ヨーロッパ、
南北アメリカ大陸、アフリカを指す概念で
す）の交易、思想、宗教、内戦、戦争、革命
を総合的に検討し、西洋文明それ自体と、そ
の今日的影響を検討します。そして日本人に
とっての西洋文明の意味を考察します。

西洋史演習

授業という劇場

　地形図や統計資料をもとに対象地域の地形
や土地利用の特徴を分析する方法を学ぶ授業
です。近年行政機関や民間企業でも広く使わ
れているソフトウェア「地理情報システム
（GIS）」を用い、コンピュータ上で地図や地
理情報を重ね合わせ分析する技術を身につけ、
目的に応じた地図を作成、分析することをめ
ざします。

地理学実習

地理情報システム（GIS）で地図をつくる

　日本人はなにを考えてきたのか──これが
本講義での問いかけです。思想は時代をあら
わし、思想の移り変わりを知ることで、時代
をより深く理解できます。本居宣長や福沢諭
吉のような思想家は、自分の時代とどのよう
に格闘したのか、その思想はどのように人び
とを動かしたのか。彼らが挑戦し、創造する
姿を探っていきます。

日本政治思想史

思想で読み解く近世・近代史

　隣り合った地域なのに、文化や社会が大き
く異なったり、反対に、遠く離れた地域によ
く似た文化や社会がなりたつことがあります。
考古学は古代の物質文化を扱う学問。そのな
かの比較という方法によって、文化と社会の
あり方を根本から理解していきます。この方
法を身につけることは、みなさんのものの考
え方にも有益でしょう。

比較考古学

考古学で並べて較べる

　現代日本の家族が形成されるまでの歴史を
学ぶ授業です。古代の日本には「家族」の概
念がなく、平安時代末以降に形成されていき
ます。私たちが思い浮かべる家族のあり方、
たとえば家族構成やお互いの関係性、愛情は、
ほかの時代にはまったく異なるものでした。
各時代の家族のあり方を、政治や経済とのか
かわりから考えていきます。

家族史

日本の家族の肖像

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

MON TUE WED THU FRI

1時限
9:00	-
10:30

日本史
特殊講義
6B−Ⅱ

英語Ⅳ

2時限
10:45	-
12:15

人文演習Ⅱ
恋愛と
結婚の
心理学

史学概論Ⅱ 博物館
経営論

3時限
13:00	-
14:30

日本史籍
講読
4B−Ⅱ

地理学
特殊講義
1B−Ⅱ

イタリア
文化論Ⅱ

文化人類学
Ⅱ

4時限
14:45	-
16:15

東洋史
特殊講義
2B−Ⅱ

博物館資料
保存論

日本史
特殊講義
3B−Ⅱ

5時限
16:30	-
18:00

博物館
教育論

　中国には、皇帝が美をつくりだし、
美が皇帝の権威を高めるという歴史が
ありました。この授業では、北京と台
北の故宮博物院にある、歴代王朝の秘
蔵品をとおして、中国における「美」
の政治的・思想的な力とその意味を、
一緒に探っていきます。『三国志』や
『キングダム』だけではない、4000年
の歴史があなたを待っています。

東洋文化史

　ユーロ危機、難民危機、イギリスの
EU離脱の決定――この10年間、EU
をめぐる危機的な状況は日本でも盛ん
に報じられてきました。こうしたさま
ざまな問題を抱えながらも、なぜEU
は存在しているのでしょうか。この授
業ではEUの歴史を学び、EUとはな
にかを知ることで、今日の世界をより
深く見つめる力を養っていきます。

西洋史特殊講義

EUから
世界を知る

キングダムだけじゃない
美の王国

Pi
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 Up
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 Up

VARIOUS
SUBJECTS



Support for Students
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　絵画や陶磁器などの資料を使い、美
術館や博物館の学芸員と同じように調
査や分析を行う授業です。江戸時代
の浮世絵に書かれた文字も読みます。
2018年度からは赤外線カメラも備え、
より専門性の高い作品分析が可能にな
りました。帝京大学総合博物館とも連
携し、最高の環境で確実な技術と知識
を養うことができます。

　考古学実習では、実際に手を動かし
作業することによって、考古学に必要
な知識や技術を身につけます。春期の
授業では、縄文土器や弥生土器をモデ
ルに自分で土器を製作し、その技術が
どういうものかを理解してもらいます。
秋期には、春期に製作した土器を使っ
て実測図を作成し、考古学の資料をデ
ータ化する技術を修得します。

高木暢亮ゼミ
考古学実習

　江戸時代の政治や社会の様子につい
て解き明かしていきます。講義では、
この時代を生きた人々が書き残した古
文書、江戸城や武家屋敷などの図面、
各地域の絵図などをとりあげます。古
文書や絵図の読みとり方や活用法を学
ぶことで、江戸城における武士の仕事
ぶりなど、人々の日常をリアルに復元
することができます。

山本英貴ゼミ
日本史演習

学生へのサポート

鎌田純子ゼミ
美術史・文化遺産実習

ゼミの紹介
S e m i n a r s

学芸員の気分で

古文書から広がる
リアルな江戸

土器を製作、
検証

BACKUP SYSTEM
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6つのコースで専門的分野をより深く学ぶ

日本史コース

考古学コース	

東洋史コース

地理学コース

西洋史コース

美術史・文化遺産
コース	

1

　史籍講読・演習・講義の3種類
の科目を、古代・中世・近世・近
現代の時代ごとに配置。日本の
歴史を通観することができます。

　遺跡・遺物から歴史を構築す
る考古学では、発掘などのフィ
ールド調査、石器・土器などの
資料検討を行います。

　中国を中心とする東アジアの
世界、そしてそれら相互の文化
交流の歴史などを学びます。東
洋史の分野は広く多彩です。

　地理学の基礎知識や研究方法
を理論的に学び、地域調査など
も実施。地理学的な考え方や技
術を身につけられるコースです。

　西洋の歴史について幅広く学
びます。古代のオリエント、ギ
リシャ・ローマ、近現代の欧米
など、多様な分野を扱います。

　美術史、文化遺産、文化財科
学を中心に学びます。実物資料
などの観察により幅広い知識と
教養、実践力が身につきます。

2 『卒業への道しるべ』

　毎年刊行する学生向
け冊子で、前年度の卒
業論文から優秀作を掲
載します。卒業生から
は、就活・進学や仕事
についての体験記も寄
せられます。

4 地理学野外実習

　学外で現地調査を経
験し、論文の執筆に必
要な技術を身につける
授業です。班ごとに人
口問題・観光・祭礼な
どのテーマを設定し、
調査を行います。

3 史学科資料室

　小さいながらも教員
と学生の談話室で、お
昼を食べながら楽しく
おしゃべりできます。
本棚には辞典や歴史書
があり、勉強会にも使
われます。

5 校外授業

　毎年初夏のころに、
貸し切りバスで東京近
郊の美術館や史跡を訪
問します。参加するの
は1〜２年生の計200
人ほど。見聞を広める
よい機会です。

TO LEARN
MORE

DEEPLY
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OB & OGOB & OG CareersCareersCareersCareers
資格と就職先

※2つ以上の資格（教員免許
を含む）を取得する場合は4
年以上かかることがあります。

教員免許
中学校教諭一種（社会）

教員免許
高等学校教諭一種
（地理歴史、公民）

学芸員

図書館司書

キャンプインストラクター
受験資格

2級ファイナンシャル・
プランニング

技能検定受検資格

司書教諭 社会教育士

卒業生の声

VOICES OF

2021年3月時点

　日本史コースから大学院へ進み、日本史・文
化財学専攻を修了しました。現在は自治体で文
化財の保存、保護、活用にあたる学芸員の仕事
に就いています。文化財と向き合い、地域のた
めに活用していくことのバランスを考えたとき、
帝京大学で得た知識や経験は重要な検討材料に
なっています。

　1年次に受講した「美術史」（当時）の講義で
は、映画や書物のなかから美術作品をとおして
歴史背景を読みとることがとても楽しく、美術
史に興味をもつきっかけになりました。学科の
先生と相談しつつ、環境を重視して就職した現
在の職場では、在学時に培った知識や対応能力
が役立っています。

山本昌幸さん

小林萌子さん

2017年卒業

2018年卒業

南房総市役所勤務

公益財団法人渋谷区文化・芸術振興財団勤務

MESSAGE

MESSAGE

EMPLOYER

EMPLOYER

NAME

NAME

YEAR OF GRADUATION

YEAR OF GRADUATION

VOICE #01

VOICE #02

AFTER  
GRADUATION

　取得可能な資格　

　卒業後の進路実績　

2021年
(%)

OB & OGOB & OG
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14 15 文学部　史学科

CURRICULUM
4年間の学びの流れ

文学部　史学科

●英語Ⅲ・Ⅳ
●人文演習Ⅰ・Ⅱ
●史学概論Ⅰ・Ⅱ
外書講読Ⅰ・Ⅱ

◎日本史演習1〜8−Ⅰ・Ⅱ
◎東洋史演習1〜4−Ⅰ・Ⅱ
◎西洋史演習1〜5−Ⅰ・Ⅱ
◎考古学演習1〜2−Ⅰ・Ⅱ
◎地理学演習1〜4−Ⅰ・Ⅱ
◎美術史・文化遺産演習1〜2−Ⅰ・Ⅱ
歴史考古学研究Ⅰ・Ⅱ
外書講読Ⅲ・Ⅳ

◎日本史籍講読1〜8−Ⅲ・Ⅳ
◎東洋史籍講読1〜4−Ⅲ・Ⅳ
◎西洋史籍講読1〜5−Ⅲ・Ⅳ
◎考古学実習1〜2−Ⅲ・Ⅳ
◎地理学実習1〜4−Ⅲ・Ⅳ
◎地理学野外実習1〜2−Ⅲ・Ⅳ
◎美術史・文化遺産実習1〜3	
　−Ⅲ・Ⅳ
◎卒業演習（日本史1〜8）
　−Ⅰ・Ⅱ
◎卒業演習（東洋史1〜4）
　−Ⅰ・Ⅱ
◎卒業演習（西洋史1〜5）
　−Ⅰ・Ⅱ
◎卒業演習（考古学1〜2）
　−Ⅰ・Ⅱ
◎卒業演習（地理学1〜4）
　−Ⅰ・Ⅱ
◎卒業演習（美術史・文化遺産
　1〜2）−Ⅰ・Ⅱ
◎卒業論文Ⅰ・Ⅱ

蓄積した知識を駆使して、卒
業論文を完成させます。卒業
論文の代替として「演習」・
「史籍講読」という科目も設定。

●英語Ⅰ・Ⅱ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●地理学概説Ⅰ・Ⅱ
◎日本史概説Ⅰ・Ⅱ
◎東洋史概説Ⅰ・Ⅱ
◎西洋史概説Ⅰ・Ⅱ
◎考古学概説Ⅰ・Ⅱ
◎美術史・文化遺産概説Ⅰ・Ⅱ

日本史､東洋史､西洋史､考古
学､ 地理学､ 美術史･文化遺
産の6コースの概要や歴史学
・地理学の考え方を学びます。

年1 Freshman

6コースの中から専門分野を
選択。専門授業の特殊講義、
史籍講読、実習という一連の
科目を中心に履修します。

年2 Sophomore

より専門性の高い科目である
演習などを選択・履修。研究
テーマを固め、卒業論文作成
のための準備を開始します。

年3 Junior

年4 Senior

Faculty of 
Liberal Arts

Department of 
History

Webシラバス
を見る

◎日本史特殊講義1〜8−Ⅰ・Ⅱ
◎東洋史特殊講義1〜4−Ⅰ・Ⅱ
◎西洋史特殊講義1〜5−Ⅰ・Ⅱ
◎考古学特殊講義1〜4−Ⅰ・Ⅱ
◎地理学特殊講義1〜4−Ⅰ・Ⅱ
◎美術史・文化遺産特殊講義
　1〜4−Ⅰ・Ⅱ
◎地誌学概論Ⅰ・Ⅱ
◎自然地理学Ⅰ・Ⅱ
◎地理書講読1〜2−Ⅰ・Ⅱ
◎日本史籍講読1〜8−Ⅰ・Ⅱ
◎東洋史籍講読1〜4−Ⅰ・Ⅱ

◎西洋史籍講読1〜5−Ⅰ・Ⅱ
◎考古学実習1〜2−Ⅰ・Ⅱ
◎地理学実習1〜4−Ⅰ・Ⅱ
◎地理学野外実習1〜2−Ⅰ・Ⅱ
◎美術史・文化遺産実習1〜3
　−Ⅰ・Ⅱ
日本政治思想史Ⅰ・Ⅱ
東洋政治思想史Ⅰ・Ⅱ
西洋政治思想史Ⅰ・Ⅱ
日本社会史Ⅰ・Ⅱ
日本文化史Ⅰ・Ⅱ
東洋文化史Ⅰ・Ⅱ

地方文化史Ⅰ・Ⅱ
地方史研究Ⅰ・Ⅱ
家族史Ⅰ・Ⅱ
女性史Ⅰ・Ⅱ
風俗史Ⅰ・Ⅱ
古文書学Ⅰ・Ⅱ
歴史地理学Ⅰ・Ⅱ
経済地理学Ⅰ・Ⅱ
文化人類学Ⅰ・Ⅱ
民俗学Ⅰ・Ⅱ
日本経済史Ⅰ・Ⅱ

西洋経済史Ⅰ・Ⅱ
日本近現代史Ⅰ・Ⅱ
近代軍事史Ⅰ・Ⅱ
日本美術史Ⅰ・Ⅱ
北アジア史Ⅰ・Ⅱ
中央アジア史Ⅰ・Ⅱ
西アジア史Ⅰ・Ⅱ
考古学史Ⅰ・Ⅱ
比較考古学Ⅰ・Ⅱ
動物考古学Ⅰ・Ⅱ
文化財の科学と保存Ⅰ・Ⅱ
文化財行政学Ⅰ・Ⅱ

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

2・3年次共通科目


