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TeachersFrom

「アイドル」文化を研究しています。
社会にあふれる“あたりまえ”を考
えることから社会学の扉は開きます。
「アイドル」ってどうして人気があ
るのだろう、「アイドル」はなぜ「女
らしく」「男らしく」しているのか等。
そうした“なぜ”を一緒に追究して
みませんか。

　音楽が好きだった高校時代、漠然
と世の中あんまりおもしろいことな
いなと思っていた気がします（笑）。
変わったのは大学に入ってから。自
分の知らない世界があるし、世界っ
て変わるんだなと思ったからです。
世界をおもしろくするのは、自分自
身なんですね。

田島悠来先生
文化社会学

佐藤斉華先生
文化人類学

大学での学びとはWhat is Learning

先生からのエール Words of Cheer

はじめに――先生からあなたへ
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C O N T E N T S

自分を開いてさまざまな
もの・人にふれて世界を
広げ、社会を動かす
人になってください

MesSagE

　研究テーマのひとつは〈居場所〉
の社会的な機能です。居場所は、た
んなる「場所」ではなく、他者から
認められる感覚をともなってはじめ
てなりたちます。たとえば友人や周
囲の大人などの居場所を支える人と
人との関係や、居場所のもつ意味を
研究しています。

井上慧真先生
教育社会学

大学での学びとはWhat is Learning

先生の著書『アイドルのメディア
史　「明星」とヤングの70年代』

先生のおすすめ　吉野源三郎『君たち
はどう生きるか』と日高敏隆『世界を、
こんなふうに見てごらん』



Three Main 
Features
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MMESSAGEESSAGE

社会学科、3つの特徴

　私たち人間は「社会的」動物であると
いわれてきました。
　社会学は、私たちの日常の世界で起こ
っているさまざまな出来事の真相および
その結果を、人と人の結びつきという点
におもに焦点をあてながら明らかにしよ
うとする学問です。
　社会学を学ぶことによって、私たちは、
社会のしくみを分析するための視点や技

術を身につけることができます。社会学
は、私たちに、現代社会の特徴を明らか
にしてくれますし、現に社会で生活して
いる私たち自身の特徴についても明らか
にしてくれます。
　そんな特徴のひとつは経済や人の流れ
や病気までグローバル化した姿です。体
験にどんな意味を与えるのか文化により
異なる点も大切ですね。

社会・文化・人間に関する
新しい視点を開き、
論理的思考力を育成して
人間的な成長をめざします 山下雅之

社会学科長

　大学で学びたいことがあるという人
も、まだないという人も、社会学科の
幅広いカリキュラムでは、自分の知的
冒険心を満たす、日常的な常識を超え
た高度な専門的知識を学べる授業に出
会えます。

知的冒険心を刺激する、
幅広いカリキュラム

1

　社会についてのさまざまな知識、統
計学に基づくデータ分析や社会調査の
技法を学ぶとともに、演習や実習とい
った少人数の授業で、そうした知識や
技能をいかして社会問題に対処するた
めの実践力を養います。

物事を論理的にとらえ返し、
行動へとつなげる
実践力の養成

2

　4年間の学習をとおして身につく、
専門的知識と論理的な思考力、自己表
現力は、自分の頭で考え行動するため
の土台を形成し、社会人として要求さ
れる判断力や知的な総合力を育成する
ことにつながります。

社会人として必要になる
知的な総合力の育成

3
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　就職を控え、将来を考えたときに、仕事と育児の両立に
苦しむ女性の問題に関心が湧きました。いまは卒業研究と
して、働き方に関する政策や企業の育児制度などをリサー
チし、どのような労働環境がよいのかを考えています。直
面する社会問題を題材にできるのもこの学科の特徴です。

石井陽子さん
社会学科4年／千葉県立銚子高等学校出身

直面する社会問題にとりくむ

　授業で目からウロコだったのが「マス・コミュニケーショ
ン論」。友だちは多い方がいいと思われがちですが、マイナ
ス面を考えると“しがらみ”が増える。そんなふうに考えた
ことがなかったので、この学科で人間関係の問題を学びたい
と思っていた私にとっては、興味深い内容がいっぱいでした。

　学科での学びに真剣にとりくみながら、フットサルにも
熱中しています。2年次にはイギリス留学を経験。文化も
習慣も言葉も違う世界で、食事をするのも大変ななか、自
ら声をかけて多国籍の人たちに混ざってサッカーをしたこ
とは人とのふれあいを大切にする自分の財産になりました。

村津秋桜さん
社会学科4年／埼玉県私立大宮開成高等学校出身

刺激的な授業が多い！

有友丈瑠さん
社会学科4年／群馬県私立明和県央高等学校出身

将来は人と人をつなぐ仕事を

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

冬のキャンパスを彩るイル
ミネーションを運営。オー
ナメントは手作りです！

ラグビー部の監督が書かれ
た本。人生に役立つヒント
が散りばめられています。

大学の集大成になる1年を
想像し、元日の初日の出で
撮った2021年の手帳。

高校時代から通う地元のラ
ーメン屋さん。帰省すると
必ず食すソウルフード。

身体がなまらないように筋
トレを開始。腹筋を鍛える
ローラーでエクササイズ。

予定がひと目でわかるよう
に、カテゴリーごとに色分
けして書き込んだ手帳。

YOKO ISHII
- Senior -

AKIO MURATSU
- Senior -

HIKARU FUSE
- Senior -

TAKERU 
ARITOMO
- Senior -

就活に際し、自己分析をす
るために役立てた1冊。先
輩からのおすすめでした。

フットサルサークルのユニ
フォーム。先輩から託され
た思い入れのある7番。

　2年次の「メディアコンテンツ制作実習」は、実際のア
イドルの分析を経て、大学活性化を目的としたアイドルを
つくるという講義でした。班ごとに二次元やマスコットな
どその形態はさまざまでしたが、私たちは同期の女性をス
カウト。その活動の様子は大学の博物館で展示されました。

布施輝さん
社会学科4年／群馬県私立東京農業大学第二高等学校出身

帝京大学のご当地アイドルをつくる

学生たちに聞く！

MY FAVORITEMEMORIES

MEMORIES

RECOMMEND

RECOMMEND

STAY
HOME

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM
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メディアコンテンツ制作実習

　インターネットの発展によって、マ
スコミ関係以外の人々であっても気軽
に情報発信ができる時代になりました。
本講義では、メディアコンテンツのう
ち、ラジオ番組などに代表される「音
声コンテンツ」と、PVやCM、ドラ
マなどの「映像コンテンツ」の制作に
ついて学びます。メディアや広告業界
に興味のある方にはピッタリです。

授業の特色と内容

Pi
ck

 Up

　ラジオや動画作成を
行うメディア系の実習
があるのはこの学科な
らでは。図書館司書の
資格に必要な科目も受
講しているので充実し
た学びができています。

C l a s s e s C l a s s e s

石井陽子さん
2年次春期の場合

TIME TABLE 時間割（例）

情報発信力を身につけろ

MON TUE WED THU FRI

1時限
9:00	-
10:30

社会調査法
Ⅰ

社会調査法
Ⅱ

2時限
10:45	-
12:15

社会学史Ⅰ

3時限
13:00	-
14:30

国際関係論
Ⅰ

児童
サービス論 英語Ⅲ

4時限
14:45	-
16:15

社会学
基礎演習Ⅰ 犯罪社会学

統計・調査
データ処理
実習Ⅰ

大衆社会論
SPI

（企業就職）
Ⅰ

5時限
16:30	-
18:00

社会心理学
Ⅰ

マルチ
メディア
表現

図書・
図書館史

　広告、プロモーション、マーケティ
ングなど、企業が行う「コーポレート
・コミュニケーション」のひとつであ
る広報について中心的に学ぶ講義です。
「ゆるキャラ」や「ハイボール」など、
「ブーム」をとおし、企業とメディア
が世の中に与える影響力は絶大。具体
的な事例から広報の基本的な考え方と、
具体的な課題を見ていきましょう。

「近頃の少年非行は凶悪化している」。
どこかで聞いたことのありそうな声で
すが、それは本当でしょうか？　マス
コミの報道は、かならずしも真実を伝
えるものばかりではありません。正し
く社会を見る目を養うため、統計的な
根拠から少年非行の実態にアプローチ
し、少年院における教育の現場を知る
ことで、正しい現実を学びましょう。

広報論

少年非行論

　グローバル社会はどんな社会？　私
たちが直接暮らす国内社会と比べる
と、富や力の格差がより大きく、問題
解決に暴力が使われる機会も多い「嫌
なところ」です。でも過去百年の変化
をきりとるだけでも、徐々によい場所
に近づいています。もっとよくするに
は？　脱植民地化、安全保障、平和構
築、移民等の各テーマから考察します。

　家族のあり方は多様です。「普通」
と思われている家族の形も実際にはさ
まざまですし、別の時代や他の社会で
は「普通」ではないこともしばしばで
す。この科目は結婚、家事・育児の分
担、親子関係などに注目して家族の現
状を検討します。「普通」に見えてい
たものを新しい角度から見直して、こ
れからの家族のあり方を展望します。

グローバル社会論

家族の社会学

グローバル社会の
過去と未来

「普通」を違う角度から
見直してみる

広報が
世の中を動かす

報道に
惑わされない

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

VARIOUS
SUBJECTS



Support for Students
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　大規模なショッピングモールが建ち、
昔ながらの商店街が寂れていく。日本
中で見られる光景ですが、一方で活気
に満ちている商店街もあり、一概に断
言できないのが実状です。本演習では、
都市空間で起きている現象や問題を社
会学的に分析し、未来志向の戦略を考
えます。著名人のスピーチからプレゼ
ン手法を学ぶサブテーマもあります。

　情報技術（IT）を応用して社会科学
的な課題テーマに対する仮説／検証を
進める手法を学びます。文献を読むだ
けではなく、実学への応用を学ぶこと
も本演習の特徴。SNSの書き込みか
ら「見えないトレンド」を探り出す、
AI技術と社会のかかわりを考察する、
などの学習を通じて“AIやITを使い
こなす人材”となることをめざします。

藤田昌克ゼミ
社会学演習

　突然ですが、あなたは自分を「リア
充」だと思いますか。本演習では、「リ
ア充」という概念に対する意識調査を
行い、自分自身を「リア充」だと考え
る人にはどのような特徴があるのか、
逆に人から「リア充」だと思われる人
はどうなのか、先行の研究をふまえな
がら報告書を作成します。調査のプロ
セスも実践的に学んでいきます。

吉野ヒロ子ゼミ
社会学演習

学生へのサポート

浦野慶子ゼミ
社会学演習

ゼミの紹介
S e m i n a r s

未来の都市のあり方とは

「リア充」の
リアルな姿

情報技術を
徹底的に活用する

BACKUP SYSTEM

　ますます多様化・複雑化する
現代社会において、社会調査は
政策決定や企業経営などの重要
な資料となっています。社会学
科では、指定科目の単位を修得
すると、「社会調査士」（一般社
団法人社会調査協会）の資格が
取得できます。この資格は、社
会調査を精密に進行し、その調
査結果を的確に分析できる能力
を身につけたことの証明となり
ます。

社会調査士資格取得1

　社会学科コモンルームは、
「社会学科の学生用のたまり場」
です！　勉強や就活の相談、学
生が企画するイベントなど、気
軽に利用できる空間です。社会
学科の授業で使うソフトウェア
が入ったパソコンや、教員が寄
贈した社会学の本もあるので、
空き時間の自習や共同作業にも
使えます。

社会学科コモンルーム2

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

TO LEARN
MORE

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

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）

社会調査士

学芸員

2級ファイナンシャル・
プランニング

技能検定受検資格

キャンプインストラクター
受験資格

社会教育士

図書館司書 司書教諭

卒業生の声

VOICES OF

2021年3月時点

　みんながあたりまえだと思っていることを、
「こういう考えもあるのかも」「こんなふうに思
う人もいるな」と捉えるのが社会学の基本。メ
ディアや情報など、身のまわりの物事から学ん
だ「考え方や捉え方」は、全体の利益を考えな
くてはならない公務員の仕事をするうえでも役
立っています。

　社会学科では、コンピュータの専門的なソフ
トの操作や、周囲と連携した物事へのとりくみ
などを学びます。そしてなによりも、先生方が
親身に相談にのってくれるのが帝京大学の特色。
ゼミで公共性の高い事柄に関心をもち、鉄道の
仕事に就くことを決めました。いまがあるのは
大学の4年間があったから。みなさんもがんば
ってください。

高橋あかねさん

小山優さん

2018年卒業

2019年卒業

杉並区役所勤務

東京地下鉄株式会社勤務

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

社会学科は挑戦の
選択肢を広げる宝庫

先生が親身で
授業も役立つ

For 
The 

Futu
re

※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。

主な進路

富士ゼロックス多摩

東武バスグループ

東京地下鉄（東京メトロ）

東京キリンビバレッジ　　
サービス

大和冷機工業

大成温調

青山商事

小泉機器工業

商工中金リース

青梅信用金庫

公益財団法人　　　　　　
日本道路交通情報センター

公益財団法人　　　　　　
国際人材育成機構

立川市役所

羽村市役所

深谷市役所

ほか
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

文学部　社会学科

●英語Ⅲ・Ⅳ
●社会学基礎演習Ⅰ・Ⅱ
●社会調査法Ⅰ・Ⅱ
●社会学史Ⅰ・Ⅱ
◎統計・調査データ処理実習
　Ⅰ・Ⅱ
◎社会学フィールド調査法
◎社会学フィールドワーク
◎プログラミング実習
◎マルチメディア表現
◎ソーシャルビジネス実習基礎
◎ソーシャルビジネス実習
◎ジャーナリズム実習基礎
◎ジャーナリズム実習
◎メディアコンテンツ制作実習
　基礎
◎メディアコンテンツ制作実習

政治社会学Ⅰ・Ⅱ
公共社会学Ⅰ・Ⅱ
環境社会学Ⅰ・Ⅱ
社会心理学Ⅰ・Ⅱ
社会学理論Ⅰ・Ⅱ
日本近代化論Ⅰ・Ⅱ
集合行動論
大衆社会論
都市社会学
少年非行論
犯罪社会学
英語で社会学Ⅲ・Ⅳ
共生社会論Ⅰ・Ⅱ
サブカルチャー論Ⅰ・Ⅱ
社会福祉学Ⅰ・Ⅱ
多摩学
社会制度論
国際関係社会論Ⅰ・Ⅱ
メディア発達史Ⅰ・Ⅱ
メディア社会論Ⅰ・Ⅱ
出版文化論Ⅰ・Ⅱ
広報論Ⅰ・Ⅱ
広告文化論
広告ビジネス論
AI・情報技術社会論
ソーシャルメディア論
コミュニケーションの社会学
〈オ〉現代社会学特論AⅠ・AⅡ
〈オ〉グローバル社会学特論
　　AⅠ・AⅡ

●社会学演習Ⅰ・Ⅱ
◎社会調査実習Ⅰ・Ⅱ
◎コンピュータ・データ解析法
◎コンピュータ・ネットワーク解析法
社会学文章表現研究Ⅰ・Ⅱ
比較社会学Ⅰ・Ⅱ
開発社会学Ⅰ・Ⅱ
教育社会学Ⅰ・Ⅱ
社会の変動Ⅰ・Ⅱ
若者問題論Ⅰ・Ⅱ
社会病理学
社会問題論
報道研究Ⅰ・Ⅱ
メディア倫理
情報の社会史
〈オ〉現代社会学特論BⅠ・BⅡ
〈オ〉グローバル社会学特論BⅠ・BⅡ

●社会学演習Ⅲ・Ⅳ
卒業論文Ⅰ・Ⅱ
〈オ〉現代社会学特論CⅠ・CⅡ

4年次の社会学演習で卒業研
究を行います。研究成果を卒
業論文として完成度を高める
途を選ぶこともできます。

●英語Ⅰ・Ⅱ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●社会学概論Ⅰ・Ⅱ
●現代社会論Ⅰ・Ⅱ
◎社会統計学Ⅰ・Ⅱ
社会システム論Ⅰ・Ⅱ
地域問題論
ジェンダーの社会学
家族の社会学
英語で社会学Ⅰ・Ⅱ
日本社会史Ⅰ・Ⅱ
西洋社会史Ⅰ・Ⅱ
東洋社会史Ⅰ・Ⅱ
民俗学Ⅰ・Ⅱ
文化人類学Ⅰ・Ⅱ
社会思想史Ⅰ・Ⅱ
宗教学Ⅰ・Ⅱ
文化心理学Ⅰ・Ⅱ
市民参加・ボランティア論Ⅰ・Ⅱ
未来社会論
社会保障論
グローバル社会論Ⅰ・Ⅱ
マス・コミュニケーション論Ⅰ・Ⅱ
ジャーナリズム論Ⅰ・Ⅱ
〈オ〉オナーズ・プログラム導入演習

社会学概論などの必修科目を
中心にして、大学教育への導
入と基礎的知識の定着を行い
ます。

年1 Freshman

社会調査法や社会学史等で基
礎知識の充実を図り、多彩な
専門科目群のなかから興味関
心を深めていきます。

年2 Sophomore

社会学演習（ゼミ）で専門分
野に関しての一層深い知識と、
論理的な思考とそのプレゼン
テーション技術を学びます。

年3 Junior

年4 Senior

Faculty of 
Liberal Arts
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Webシラバス
を見る

●：必修　
◎：選択必修　
無印：選択
〈オ〉オナーズ・プログラム

オナーズ・プログラム（少人数選抜制の特別授業）
優秀で学習意欲に富んだ学生を選抜し、より質の高い教育を行うための少数
精鋭の特別プログラム。受講生は1年次の秋期から毎年、担当の教員が設定
したテーマのもとで10名以下の少人数で学び、高度な専門知識の習得をめざ
してお互いに切磋琢磨することで、充実した学習体験を得ることができます。


