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●京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」から京王バス2番のりば「帝京大学構
内」行　直行15分、各停17分、終点下車
●京王線「高幡不動駅」から京王バス1番のりば「帝京大学構内」
行　直行11分、各停13分、終点下車
●京王相模原線、小田急多摩線、多摩モノレール「多摩センター
駅」から
京王バス4番のりば「帝京大学構内」行　直行14分、各停18分、
終点下車
●多摩モノレール「大塚・帝京大学駅」徒歩約15分

LINE版
帝京図鑑を見る
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帝京大学短期大学

法学部

学科一覧DEPARTMENT LIST

文学部

　経済活動の現場への知識はもちろ
ん、論理的思考を養う実学重視のカ
リキュラムが特徴的。経験豊富な教
員陣による講義は経済活動の仕組み
を知り、日本経済を客観的に分析す
るとともに政策立案能力を育みます。

経済学科

　現地に長期滞在経験をもつ教員に
よる講義でアジア経済の実態を学び
つつ、激動の国際経済に即した特殊
講義も開講します。海外研修プログ
ラムのインターンシップでは語学力向
上を図りながら現地の経済を実体験。

国際経済学科

 「経営」「企業と会計」「スポーツ経
営」の3コースから希望コースが選
択できます。少人数教育で企業経営
に関する理論と実践を関連づけ、企
業社会における問題点の解明とそれ
に対処できる解決力を身につけよう。

経営学科

外国語学部

　21世紀に入り、ますます注目を集
める「観光」を多方面から学びます。
実務経験豊かな教員陣による教育と
指導、旅行業関連の資格取得講座な
どによる人材育成で、観光をとおし
た「ひと」と「まちづくり」をめざします。

観光経営学科

　2年次に「司法」「ビジネス法務」
「現代社会と法」の3コースから希
望を選択します。法曹界、官界、企
業法務出身の実務経験豊富な教員に
よる講義と模擬法廷での実習が「生
きた法律」の修得につながります。

法律学科

　各種公務員を志望する学生向けに
「公共政策」、 政治やジャーナリズム
に関心のある学生向けに「政治」の
２コースが選択可能。国際的な視野
を養うための科目も配置しています。

政治学科

　日本の思想、文学、映画、マンガ、
大衆文化を中心とする多彩な分野に
精通した教員陣による奥深く丁寧な
指導を展開。教員をはじめ、学芸員
や図書館司書などの資格取得や、メ
ディア関係への就職も可能です。

日本文化学科

 「日本史」「東洋史」「西洋史」「考古
学」「地理学」「美術史・文化遺産」の
6つのコースで深い知識を備えた教
養人の育成をめざします。地方文化
史、古文書学、女性史など、ユニー
クな講義もめじろおし。

史学科

　知的好奇心を刺激する幅広いカリ
キュラムで、わたしたちが生きる社
会についての考え方を学びます。統
計学に基づくデータ分析や社会調査
の技法、少人数の演習で社会問題に
対処する思考力と実践力を養います。

社会学科

　充実した実験室や設備での研究を
とおして「基礎心理」「社会心理」「実
践発達」「臨床実践」の4領域から選
択した分野の専門性を深めます。認
定心理士（心理調査）や、国家資格で
ある公認心理師の取得もめざせます。

心理学科

　少人数制の「集中語学プログラム」
で徹底的に言語を学び、2年次の全
員留学ではさらに語学力を向上させ
ます。自ら問題を発見し解決するア
クティブラーニングで、グローバル
な舞台で活躍する人材を育成します。

　2年次秋期に、学科全員が海外の
研修先（Global Campus）に留学す
る制度。多様なプログラムときめ細
かい対応で安心して参加できます。

英語コース
ドイツ語コース
フランス語コース
スペイン語コース
中国語コース
コリア語コース

外国語学科

6つの
言語から

選択

Grobal Campus Program（GCP）
とは？

教育学部

　学生一人ひとりの関心に基づき教
育へとアプローチできる、実践的か
つ多様な学びを用意して、中学校・
高等学校教員のほか、生涯学習施設
や民間企業、官公庁等で活躍する人
材を育成します。

教育文化学科

　小学校教員をめざす学生を対象に、
多様なカリキュラムと教育現場での
学習で専門性と実践力を備えた人材
を育成します。特別支援学校教諭や
幼稚園教諭などの教員免許、認定心
理士や社会調査士の資格も取得可能。

初等教育学科
初等教育コース

　保育の現場では専門的な知識と柔
軟な行動力が欠かせません。こども
教育コースでは資格取得のための学
習のみならず、幼稚園や保育所、福祉
施設での現場実習をとおし、理論と
実践力を備えた保育者を養成します。

初等教育学科
こども教育コース

医療技術学部

　スポーツと医療をとおし「人間」
を多角的に理解するためのカリキュ
ラムで、アスレティックトレーナー
などの各種資格を取得し、スポーツ
や教育の現場から一般企業まで、広
く社会で活躍する人材を育成します。

スポーツ医療学科
健康スポーツコース

少人数教育で個性を活かし、「コミ
ュニケーション」「異文化理解」「書
道」「芸術」「ファッション」「心理」

「スポーツ」を軸とした学びで進学
も含めた進路選択の幅を広げます。
社会人としての即戦力も養います。

人間文化学科

　カリキュラムの軸は「現代ビジ
ネス」「ビジネス実務」「経済・経営」。
文章表現、プレゼンテーション・コ
ミュニケーション、ビジネス英語に
重点を置いた少人数教育で情報活用
能力の向上をめざします。

現代ビジネス学科

帝京大学八王子キャンパスの6学部14学科と短期大学2学科をご紹介！
柔軟性と確実性、専門性と総合力が求められる時代に、みなさんは
どのようなことに興味を抱き、学び、育み、未来につなげますか。

経済を知り
ビジネスをリードする

経営的センスで
学ぶ観光学

奥深い
日本文化への道

「こころ」の
科学的探求

教育の多彩な学び
広がる進路

ライフケア分野の
スペシャリストをめざす

経済学の視点から
世界を見てみよう 生きた法的思考能力

社会の動きを
歴史的・理論的に考察

語学と
コミュニケーションの力

小学校教員育成の
エキスパート

基本で磨く
即戦力

ビジネスの現場に
ベストマッチ

多角的思考の
スペシャリスト養成

知的好奇心が育む
思考力と実践力

保育現場への即応力 ビジネスの現場で
活躍する人材育成

経済学部
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経済学科
経済学部

　日本もその一員であるアジア。ひとくちにアジ
アといっても、風土や歴史はさまざま。そのよう
な多様性を背景にアジアの経済はどのように発展
してきたのか。日本の江戸時代の対外関係を皮切
りに、「経済と政治・社会」の観点を土台にしつつ、
欧米諸国や中国との関係を考察し、近代アジアの
歴史と経済をダイナミックに読み解きます。

アジア経済史

歴史から見えてくる経済

　利便性が高く、文化芸術の中心であり、多様な
住民が集う都市にはさまざまな利点がある一方、
高い地価と狭い住宅、交通渋滞や長距離通勤、大
気汚染などの環境問題や犯罪率の高さなど多くの
都市問題も抱えています。この講義では、日本の
都市経済の実相を、いくつかの基本的なケースを
とりあげながら考察していきます。

都市経済学

都市の実相を考察

　一国の経済動向をみるマクロ経済学に対してミ
クロ経済学では消費者や企業や市場などが考察の
対象になります。本講義の目的は、消費者選択理
論と企業理論を学び、ミクロ経済学の中級レベル
を習得すること。さまざまな要素が絡まり合う市
場で参加者はどのように意思決定をし、経済活動
を行うのか。基礎的な考え方を身につけます。

ミクロ経済学

経済学の重要項目！

Faculty of
Economics

Department of
Economics

　高校時代は思う存分なにかに挑戦
できるとき。私はひたすらバスケット
ボールに打ち込みました。日々の練
習、朝練に筋トレ、われながらスト
イックな学生生活でしたが、目標を
もち挑戦すること、夢中になり突き
進むことはその後の人生の糧になる
と実感しています。

堀内英次先生
国際経済学

先生の高校時代At That Time

経済学をとおした
世界と人との
ふれあいを

MesSagE

FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

BACKUP SYSTEM

CLASSES 授業の特色と内容

学生へのサポート

　入学後、教員になるという中高時代の目標が復活。さま
ざまな産業を学ぶ「日本経済入門」の講義でも、将来進路
指導をするさい役立つかも、と教員目線になることも。経
済学科は人材の宝庫！　資格取得をめざす人、積極的にイ
ンターンシップに参加する人など、人脈も広がりました。

濱田歩希さん
経済学科3年／千葉県立船橋芝山高等学校出身

自主性を育み行動力もアップ

パソコンはレポートの作成
や授業でも使うので、持っ
ていると便利です。

AYUKI HAMADA
- Junior -

軽音サークルでドラムを担
当。はじめてライブは緊張
しましたが、上達も実感！

MEMORIES

　経済学部では、ゼミで研究した内容を披露
し合う発表会を年２回開催しています。経済
政策からまちおこしに至るまでさまざまなテ
ーマについて議論し合うことで、学部のゼミ
活動を刺激する場となっています。

合同ゼミ発表

MUST-HAVE
ITEM
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国際経済学科
経済学部

　ヒト、モノ、カネ、情報が自由に国境を越え、
経済活動がますますグローバル化していく今日の
社会は「金融」の知識と「グローバル化」の視点
なしには理解することはできません。それにとも
ない国際金融を学ぶ意義もますます大きくなって
います。本講義では、「外国為替」や「国際収支」、

「国際通貨制度」の基礎を学習します。

国際金融論

グローバル経済を金融からひもとく

　英語は世界的に報道の主要な言語であり、最新
情報を入手するための大切なツールです。本講義
では、英字新聞をとおして世界の政治経済の状況
を考察します。英語圏の著名な新聞のみならず、
アジアやヨーロッパ各国の英字新聞を読みながら
日本語で解説するため、世界の政治経済の状況を
理解するとともに英語の読解力が身につきます。

政治経済英語

英語で理解する国際経済の“いま”

　東南アジア諸国連合（ASEAN）と、日本、中国、
韓国をはじめとした周辺6 ヵ国との自由貿易協定
による東アジア地域包括的経済連携（RCEP）構
想など、現在東アジアでは経済統合の動きが活発
化しています。本講義では、内外の専門家を招き、
劇的に変化するアジア経済の実態をEUとの比較
なども行いつつ多角的に論じます。

アジアの国際関係

国際経済のダイナミズムをつかまえる

Faculty of
Economics

Department of
International Economy

　国際的な仕事をめざし、経済とともに語学を学べるこの
学科を選びました。1年次は上海でのインターンシップで世
界の変化の速度を体感し、2年次はアメリカへ短期留学して
語学力を磨きました。さまざまな経験を経て、いまは行動
経済学や心理学、哲学などにも関心が広がっています。

飛田瞳さん
国際経済学科4年／山形県立山形中央高等学校出身

海外での経験を経て広がる視野

留学先の学食でのひとコマ。
TVで見たような食事の数
々に満たされた日々でした。

HITOMI TOBITA
- Senior -

365ある質問はどれも奇想
天外。思う存分“余計なこ
と”を考えられる至高の本。MEMORIES

RECOMMEND

　2年次の後半は、イギリスのダラムキャンパスへ半年間
留学。積極的に英語を話すことを心がけ、リスニングとス
ピーキングが上達したと実感できる実りある留学になりま
した。3年次秋期には就活支援の講義を選択し、同時に活
動を開始。日用品メーカーへの就職をめざし、奮闘中です。

雨宮光さん
国際経済学科4年／埼玉県立越谷南高等学校出身

語学研修の経験を糧にスキルアップ

経済学についてわかりやす
く解説されていて、講義の
予習・復習に便利な一冊。

ダラムの風景。よく晴れた
日で絵画のような写真にな
りました。

HIKARU 
AMEMIYA
- Senior -

MEMORIES

RECOMMEND

　日本を含むアジア地域は相互関係
の強化が不可欠の時代に入っていま
す。若い方には、帝京大学の海外交
流プログラムへの参加などで国際情
勢に関心をもつのと同時に、さまざ
まなジャンルの本を読み、興味をも
ったことに果敢に挑戦する人になっ
てもらいたいです。

落合亮先生
アジア開発経済学

先生からのエールWords of Cheer

先生のオススメ
城山三郎『男子の本懐』

FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

CLASSES 授業の特色と内容
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経営学科
経済学部

　会社などの企業主体が営む経済活動を主に貨幣
額で測定、記録、伝達する会計学は「事業の言
語」とも呼ばれるとても大切なものであり、財務
諸表という書類はその土台となります。本講義で
は、財務諸表の必要性を通じ、財務会計を支える
原則を理解するとともに、実際に財務諸表を作成
できるようになることをめざします。

会計学原理

事業の言語を修得する

　ベンチャーとは起業のこと。新たなビジネスを
立ち上げるためには、柔軟な考え方とチャレンジ
精神、実践的な行動力が欠かせません。本講義で
は、春期で新たなビジネスを立ち上げるための基
礎を、秋期では「私の創業案」の起案をとおし、
より実践的な技術を学ぶことで、社会に出てから
も役立つ創業者精神を身につけます。

ベンチャー・ビジネス論

チャレンジスピリットを呼びさませ

　4大プロスポーツ（NFL、MLB、NBA、NHL）を中心
としたアメリカスポーツビジネス、またサッカービ
ジネスを中心に成長を遂げるヨーロッパスポーツビ
ジネス。昨今のグローバルスポーツマーケットはこ
の両者が二分するといっても過言ではありません。
本研修は実際にアメリカまたはヨーロッパのスポー
ツビジネスの現場にて学ぶ実践プログラムです。

海外スポーツ
マネジメント研修

最先端のスポーツ経営を直接体験

Faculty of
Economics

Department of
Business 

Administration

　高校時代、ファーストフード店の
アルバイトで店長の仕事に興味をも
ったのが経営学を専攻したキッカケ
です。人生の早い時期にビジネスの
場に立つのは将来の意思決定にも役
に立ちます。みなさんもぜひ（もち
ろんアルバイトばかりだと本末転倒
ですよ）！

金子善行先生
会計学

先生の高校時代 At That Time

商品と
お金の流れで
経済を知る

MesSagE

科目ごとに色分けしたファ
イルはレジュメやルーズリ
ーフの管理に大活躍！

KEIYA 
YOKOYAMA

- Junior -

ソラティオスクエア6階か
らの見晴らしは最高。空き
コマでくつろいでいます。

　卒業後は簿記会計への興味から税理士をめざす一方で、
高校時代に憧れた宿泊業という選択肢にも魅力を感じてい
ます。社会状況が大きく変化するなかでさまざまな課題も
ありますが、就活は人生にいちどきり。学生生活で培った
前向きな姿勢でなにごとにも臨みたいです。

横山景哉さん
経営学科3年／長野県立長野南高等学校出身

充実した環境で多様な学びを

MY FAVORITE

　企業経営に必要な専門知識を効
果的に学びます。経営についての
基礎科目はもちろん、財務および
労務管理や企業戦略、ベンチャー
・ビジネス論など、多彩な分野を
学習します。本学大学院にはMBA
コースも設置されております。

　経営全般を学びながら、スポー
ツ経営にかかわる多彩な分野につ
いて理解を深めます。卒業後は、
プロスポーツ経営だけでなく、ス
ポーツ関連を含む一般企業、公務
員として企業の活性化やまちおこ
しなどにも力を発揮できます。

　企業の経営的・財務的基盤の理
解をはじめ、記帳管理などの実務面、
財務諸表の作成や見方など、企業
と会計の基礎から応用までを学び
ます。卒業後も学びたいという学
生のために、本学大学院で税理士
をめざす道も用意されています。

経営理論を具体化する3つのコース

経営コース 企業と会計コース スポーツ経営コース

FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES

MUST-HAVE
ITEM
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観光経営学科
経済学部

BACKUP SYSTEM

CLASSES

観光学における基礎知識を学びます。各回、それ
ぞれの専門分野をもつ学科教員が講義をしていき
ます。1年次の登竜門ともいえる科目です。

観光学概論

Faculty of
Economics

Department of
Tourism Management

大学での学びとは What is Learning

入学前は観光＝旅行のイメージしかなかったのですが、毎
回異なる分野の先生が講義を行う1年次の「観光学概論」で、
地域振興やまちづくりなどを含む、観光の多面性を知るこ
とに。航空会社やホテルなど企業出身の先生が多く、現場
で培った生きた言葉で学べるのもこの学科の魅力です。

貫正樹さん
観光経営学科2年／埼玉県私立山村学園高等学校出身

現場で培われた生きた言葉で学ぶ

キャンパスライフチュータ
ーの活動の一環で、イルミ
ネーションの企画も実施。

学校のパソコンも台数が多
いですが、空き時間にすぐ
に使えるように毎日持参。

MASAKI NUKI
- Sophomore -

MEMORIES

観光を取り巻く環境を理解し、観光産業の経営的
特性を学びながら、観光産業が抱えている諸問題
や今後の展望を解説する講義です。

観光経営学

今後成長が期待される観光産業。提供する商品の
価格や品質に加え、不可欠となる「心のサービス
価値」つまりホスピタリティを学びます。

ホスピタリティ論

観光経営学科の特徴はなんとい
っても学生と教員の距離感の近
さ。経験豊富で専門的な先生方
のサポートを身近に受けること
ができます。旅行好きな学生や
アクティブな学生が多いのも観
光経営学科ならではです。

多様な学外活動や
学生と教員の
アットホームな関係

企業訪問　
観光の現場を学ぶ

有志の学生が企業を訪問したり、
観光関連団体と交流を図ってい
ます。これまでに日本航空、帝
国ホテル、BEAMS等を訪れま
した。また、日本学生観光連盟
に所属するサークルもあります。

FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポート

私の専門は経済学で、大学では観光
経済学などを担当しています。研究
活動として、全国各地の「道の駅」
の地域拠点としての役割を検証して
おり、これまで500箇所以上の「道
の駅」を視察してきました。現在、

「道の駅」の防災拠点としての役割
を研究しています。

麻生憲一先生
観光経済学 全国モデル「道の駅」とみうら枇杷倶楽部

MUST-HAVE
ITEM
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法律学科
法学部

　家族のあり方を法的に定める親族法は私たちの
生活に深くかかわる法律です。本講義ではその基
礎的な知識と、対象となる問題を法的に考える力
の修得をめざします。社会の基本単位ともいえる
家族は情報化社会を迎えた現在、大きく変わりつ
つあります。授業では近年の重要な判例にもふれ
ながら、現代的な課題も検討します。

親族法

社会の基本単位を法的に考える

　日本国内における現在の犯罪状況をふまえたう
えで、犯罪の原因をめぐる従来の議論と、その原
因を学習します。同時に、死刑や自由刑、財産刑
といった刑罰法規の課題を検討することで、現状
に即した犯罪理論を模索します。具体的、実践的
な授業を心がけ、全体を通じて、犯罪と刑罰を多
角的に捉える視座を養います。

犯罪学

犯罪と刑罰を立体的に考察

　労働法などというと社会に出てからの話だと思
われるかもしれませんが、法律上は学生アルバイ
トも労働契約によって働く立派な労働者なのです。
労働関係を考えることは、近年改革が求められて
いる「働き方」を考えることにもつながります。
その基礎的な考え方と、問題解決の方法を具体的
な事例を交えて解説する講義です。

労働法

働くことの土台を考える

Faculty of
Law

Department of
Law

FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES

　高校時代に研究者になると決めた
ものの、大学ではバンドの追っかけ
をしたり、海外旅行や語学留学に行
ったり、試験前に慌てて友だちと勉
強をして、そのまま一晩中語り明か
したりの日々でしたが、そんな日々
が私の人生に厚みをもたせてくれま
した。みなさんも最高の大学生活を！

品川仁美先生
企業統治

先生からのエール Words of Cheer

高校生のときお祭りで買って、いまも元気
なうちの亀。飼主が楽しいときも苦しいと
きも、素知らぬ顔でひなたぼっこ。

　法曹界で活躍したいという夢
をもち、司法試験合格をめざし
て法科大学院への進学を希望す
る人のためのコースです。

　公務員やNPO・NGO職員な
ど、日常生活で発生する法的問
題の解決に関与できる人材を養
成するコースです。

　民間企業に就職し、法学の専
門知識をビジネスにいかしたい
人に最適なコースです。

「生きた法律」を専門的に学べる 3つのコースを設置

現代社会と法
コース

ビジネス法務
コース

司法
コース

　法学部への進学のきっかけはオープンキャンパス。法律
の予備知識はありませんでしたが、体験授業に魅力を感じ、
進学を契機に新しい道に進みたくて決意しました。民法の
ゼミでは契約から家族法まで総体的に学びながら、大きく
変わりつつある民法の立体的な理解につとめています。

池末幸希さん
法律学科4年／埼玉県私立叡明高等学校出身

内に秘めた情熱を感じさせる法律学科

法律学科の必需品「六法」は
重いのがネックですが、こ
れは軽いのに内容も的確！

バイト代で購入したデスク
トップPC。こだわり抜いた
仕様でオンラインも快適！

KOUKI 
IKEMATSU

- Senior -
STAY

HOME

MUST-HAVE
ITEM
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政治学科
法学部

　社会には環境、雇用、教育問題など、多くの公
共的な問題があります。公共政策とは、こうした
公共的問題を解決するための方向性と具体的な手
段を指します。その内容はさまざまです。この講
義では、公共政策の基本的な概念と理論を学習し
たうえで、公共政策の決定、実施などに関する基
本的な能力の修得をめざします。

公共政策論

みんなで公共を考えよう！

　高齢化・少子化が進行する人口減少社会におい
て、福祉の充実や振興、コミュニティの強化など、
地域政策は近年ますますその重要性を高めていま
す。本講義の春期では、都市政策や産業政策など
多くの政策からなる地域政策の意義と歴史をとら
え、秋期では地方自治体の地域政策を多角的に分
析し、その現状と課題について考察します。

地域政策論

私たちの暮らす地方自治体は
どう動いている？

　国際関係論の基本的概念、理論、歴史を理解し
たうえで、米欧関係と日米関係を比較し、日本外
交について論じます。日米と米欧関係を比較した
議論は大変少ないため、本講義はグローバルな視
点から日本外交を考えるうえで有益であるととも
に、軍事力や経済力とも違うソフトパワーを考察
することで、今日の国際社会のあり方も示します。

国際関係論

日本外交のいまを探る

Faculty of
Law

Department of
Political Science

　大学での収穫は講義や友人との対話から、多角的に物事
を見る習慣がついたこと。政治や国際情勢だけでなく、生
き方もガラッと変わるかもしれない体験を経て、日々成長
している実感があります。高校時代からめざしている公務
員以外にも将来の選択肢が生まれ、どちらも挑戦中です。

森田玲太郎さん
政治学科4年／埼玉県私立聖望学園高等学校出身

大学での経験を将来の糧に

大学最初の春休みにヒッチ
ハイクで旅をしたときの写
真。

REITARO 
MORITA
- Senior -

はじめての学園祭で焼き鳥
を売りました。

　進路に迷っていた高3のとき、所属していた吹奏楽部の
地域演奏で目にした女性警察官の姿に憧れて警察官をめざ
すことに。公務員向けの授業が充実していることや、新設
学科で新しい環境をイチから築くことに興味があって進学
しました。将来は生活安全部で少年や女性に向き合いたい。

川島未結さん
政治学科4年／埼玉県立伊奈学園総合高等学校出身

学科1期生として挑戦を続けたい！

入学以来毎日、予定や出費、
目標、疑問などをまとめて
手帳につけています。

空きコマを有効活用してと
った秘書検定二級の合格証
と合気道初段の賞状。

MIYU 
KAWASHIMA

- Senior -

FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

CLASSES 授業の特色と内容

　高校時代は、非常に大事な時期で
す。私は、アメリカ政治を研究して
いますが、アメリカに関心をもつよ
うになった最初のきっかけは、高校
時代に見たウォーターゲート事件を
題材にした映画でした。ぜひ知的関
心を高める良質な本や映画にふれて
ほしいと思います。

宮田智之先生
政治学・アメリカ政治

先生のおすすめRecommend

ダスティン・ホフマン、ロバート
・レッドフォード主演『大統領の
陰謀』（アラン・J・パクラ監督）

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES
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FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES
日本文化学科

文学部

　外国から来た先生から日本文化を教わるこ
とができるのも本学科の大きな特徴です。欧
米や中国、韓国など他国の文化に精通してい
る先生も多く在籍しており、授業を通じ多角
的な見方で分析できる力が養われるので、卒
業時には国際的な視点も身につきます。

外国からみた日本文化も学べる

　ちょっとした言い回しの違いで、意味が通らな
くなったり、方言で出身地がわかってしまう。コ
ミュニケーションツールとしての日本語は、実は
とても奥深い。ふだん無意識に使っている日本語
の仕組みについて、改めて考えてみることが本講
義の目的です。身近な例をもとに日本語について
考え、社会と言葉の関係を観察します。

日本語
コミュニケーション

日本語の本質に迫る

　過去の名作映画を観ることは、その時代を体験
するということにほかなりません。さらに、過去
の映画は、現代との違いを浮き彫りにするので、
歴史的な視点を身につけるうえでも役立つのです。
本講義では、日本映画の名作を鑑賞することで、
日本文化の特質を理解するのみならず、日本映画
の新しい観方も習得することができます。

日本文化研究（映画）

映画から日本を“観る”

　みなさんが読まれているマンガがどのようにし
て文化と呼ばれるレベルに至ったのかを考えてい
く講義です。手塚治虫や松本零士、白土三平やつ
げ義春、『はだしのゲン』などの重厚なテーマの
作品から少女マンガまで、現代の日本マンガの基
礎を築いた作品を、図版と映像を用いながら、海
外と比較しつつ、その奥深さを探ります。

マンガ文化論

マンガ文化を学術的に分析する

Faculty of
Liberal Arts

Department of
Japanese Cultures

外に出られない時期もベー
スを弾いて乗り切りました。
サークルも再開したい！

RYO MAEGAWA
- Junior -

友人から誕生日にもらった
トートバッグ。大容量で色
も可愛くてお気に入り！

　小学校のころ「蜘蛛の糸」の読み聞かせで芥川龍之介に
興味をおぼえて以来、明治・大正期の小説家の作品に数多
くふれてきました。文学好きが昂じて、この学科に進みま
したが、「文化人類学」の授業で異文化や少数者について関
心を抱くなど、知的好奇心の広がりを実感する毎日です。

前川玲さん
日本文化学科3年／
東京都私立日本体育大学荏原高等学校出身

知的好奇心を刺激する
日本文化学科の学び

RECOMMEND

STAY
HOME

　文献や史料、平安貴族の日記など
をとおして公家服飾を研究していま
すが、庶民の装いが元となったきも
のにも強い関心があります。きもの
は左

ひだりえり

衿を右
みぎえり

衿の上に重ねて着用しま
すが、これは中国をまねて奈良時代
に定められました。日本文化は外国
からの影響を強く受けているのです。

保田那々子先生
服飾文化史

大学での学びとは What is Learning

先生が文化史に進むきっかけになった
幸田文『きもの』
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FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES
史学科
文学部

　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

　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

キングダムだけじゃない美の王国

　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

Faculty of
Liberal Arts

Department of
History

　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。

山下須美礼先生
日本近世史・近代史、

地域史

見て聞いてふれたもの Experience

先生のロシア正教関連コレクション

　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。

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

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！

KAITO 
NAMIKAWA

- Senior -

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！MEMORIES

校外授業史学科資料室
　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。

　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。

MUST-HAVE
ITEM
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FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES
社会学科

文学部

　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

「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。

少年非行論

報道に惑わされない

　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。

家族の社会学

「普通」を違う角度から見直してみる

　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。

メディアコンテンツ
制作実習

情報発信力を身につけろ

Faculty of
Liberal Arts

Department of
Sociology

「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。

田島悠来先生
文化社会学

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』

　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

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！

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。

YOKO ISHII
- Senior -

MEMORIES

STAY
HOME
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FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES
心理学科

文学部
Faculty of

Liberal Arts
Department of

Psychology

心理学は
とても幅の広い

学問

MesSagE 　心理学はとても幅の広い学問です。
私たちの身の回りのほとんどのこと
が、心理学の研究対象になります。
日常的な体験や経験がこころの理解
につながっていきます。いろいろな
経験をしてみなさんの世界をゆたか
にし、心理学へのひらめきにつなげ
てください。

飯島雄大先生
行動計量学

先生からのエールWords of Cheer

藤本千夏さん
心理学科3年／
東京都私立二松学舍大学附属高等学校出身

子どもたちを支える心理士に

心理学の入門書、わかりや
すいので勉強をしたことの
ない人にもおすすめです。

CHINATSU 
FUJIMOTO

- Junior -

役者兼部長をつとめる演劇
部の2020年冬公演のさい
に撮った思い出の一枚。

MEMORIES

RECOMMEND

バーチャルリアリティ装置プレイルーム

　心理学のなりたちから、現
代の心理学の各領域の主要研
究を学びます。心理学につい
て広く知ることのできる、心
理学の入り口の授業です。

心理学概論

　実際に実験や調査を体験し
てその結果をレポートにまと
めることを繰り返し、研究の
方法や論文の書き方を学びま
す。

心理学
基礎実験実習

（心理学実験）

　質問紙法、描画法などの心
理検査や、面接場面における
行動の測定など、さまざまな
実習をとおして人の心理的側
面を理解するための方法を学
んでいきます。

心理学
検査測定実習

　子どもが遊ぶ様子を観察して研究するための施設です。
実際におもちゃなどを使い、子どもと接しながらあるいは
マジックミラーをとおして子どもの様子を観察します。

　バーチャルリアリティの装置は人間の認知の働きを検証
するのに格好の道具です。学生のみんなの若い柔軟な発想
からさまざまな実験が行われています。

　幼少期、人の心の働きを知りたくて心理学に興味をもち
ました。「心理学基礎演習」で学んだパーソナリティ心理学
など、心にまつわる研究は奥が深いです。将来は公認心理師
の資格取得をめざし、大学院進学を検討中。スクールカウン
セラーとして友人関係や勉強面で子どもたちを支えたい！
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外国語学科
外国語学部

学生へのサポート

学生たちに聞く！

Faculty of
Language Studies

Department of
Language Studies

BACKUP SYSTEM

COURSES 6つのコース

STUDENT LIFE
　グローバルなコミュニケーションで最
も使われている英語を、実践的に身につ
けるとともに、英語圏の文化・社会も学
び、真の国際理解と幅広い視野を養います。
TOEIC®や教員免許試験のための学習支援
体制なども整備されています。

英語コース

　世界で最も多くの人びとが使う中国語は、
中国経済の成長とともに今後も需要が期待
される言語です。中国語コースではネイテ
ィブ教員の指導による基礎訓練とともに、
中国の歴史や人びとの習慣などの文化的側
面に発展させた授業も加え、言語を多面的
に学んでいきます。

中国語コース

　国際機関でも公用語とされることの多い
フランス語。本コースでは、文法や発音・
会話の徹底した反復訓練はもちろん、その
歴史と現在を学ぶ授業など、言語と文化に
浸る4年間の学びのなかで、生きたフラン
ス語を習得していきます。

フランス語コース

　文法を確実に習得する基礎的な授業から、
ドイツ語での自由な会話をめざす講座まで、
さまざまなレベルの授業があります。また、
絵画、音楽、文学、演劇、建築、思想など、
ドイツ語圏の豊穣な文化や社会情勢を幅広
く学び、ドイツ語とその文化圏への理解を
深めます。

ドイツ語コース

　多様な分野で活発な交流をしている隣国
であり、近年K-Cultureの影響でもっと身
近な国となった韓国。コリア語コースでは
ネイティブ教員の「生きた韓国語」にふれ
ながら実践的に学習を進め、同時に韓国・
朝鮮の歴史や文化、東アジアの文化への総
合的な理解も深めていきます。

コリア語コース

　本コースでは、語学習得とともにスペイ
ンおよびラテンアメリカ文化への理解を深
めます。スペイン語によるプレゼンテーシ
ョン能力を高めたり、日本に住むラテンア
メリカの方々と交流したりするなど、座学
にとどまらない実践的な学びにより、スペ
イン語圏の国々と日本との架け橋として活
躍できる人材の育成をめざしています。

スペイン語コース

はじめての留学の記録とし
てつけていた日記と留学先
からいただいた修了証。

YUKINE 
ICHIKAWA

- Senior -

必携品。英語コースの学生
はだいたい単語帳をもって
いるんですよ。

　高校までの私は、先生への質問が苦手で、自分で解決し
ようとしていましたが、このコースの先生方は、距離が近
いこともあって些細なことでも質問するように促してくれ
るんです。語学力の向上はもちろん、わからないことをわ
からないといえる精神的な成長があり、性格も前向きに。

市川由希音さん
外国語学科英語コース4年／東京都立南平高等学校出身

学生を後押しする環境がある

MEMORIES

外国語学科では、留学前の集
中語学プログラムや徹底した
サポートで原則として2年次
秋期（第4セメスター）に全
員が留学をします。

Global Campus Program
留学も自分流！ 全員留学

週6 〜8コマの必修語学授業
とネイティブ教員による発信
力重視の授業、さらに留学先
に関する徹底した準備教育を
少人数で効率的に学びます。

少人数クラスの授業
語学学習専用施設Telaco

（Teikyo Language 
Commons）

語学学習の進め方に関する疑
問があれば、ネイティブ教員
や常駐スタッフに聞くことが
できます。また初心者用から
上級者用までの語学教材が豊
富にそろっています。

MUST-HAVE
ITEM
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FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES
教育文化学科

教育学部

　現在の学校教育をめぐる法律や制度について学
ぶ講義です。たとえば、教育委員会制度や幼児教
育制度、義務教育制度など、さまざまなテーマに
ついて掘り下げた発展的な検討を行い、各テーマ
にどのような制度がかかわっているのかを理解し、
それぞれの利点や問題点を見ていきます。テーマ
に対する、分析的な視点も養えます。

教育制度論

教育にかかわる制度を俯瞰

　グローバル化を背景に、語学の重要性が叫ばれ
る昨今、第二言語を学び、習得する際にどのよう
な問題があるのかを見ていきます。人はどのよう
に言語を習得するのか、そして、言語の指導の方
法について学んでいきましょう。特に将来、日本
語や英語の指導者をめざす人にとっては、必ず役
に立つ知識が得られることでしょう。

第二言語習得理論

語学の学び方を学ぶ

　教職という仕事そのものに対する知識と理解を
深め、「教職に向いているかどうか」という自己
の適性についても洞察を加えます。学校教育と教
職の意義や、教員の役割と職務内容、研修内容に
はじまり、教職の歴史、理念、制度、実態に至る
まで、多岐にわたって探求を行うので、教職を志
望する方には欠かせない講義です。

教職論

教職への適性を知る

Faculty of
Education

Department of
Education and Culture

　高校時代に語学研修、短期留学や
交換留学に挑戦してみて下さい。外
国の学校教育や文化を体験すると、
日本の良いところ・悪いところを複
眼的に捉えることができると思いま
す。高校までの学びを基礎に、さま
ざまな考えをもつ学生が集まる大学
で、主体的に学びを深めましょう！

五十嵐卓司先生
社会科教育論

先生からのエールWords of Cheer

大学は知的な刺激を

受けながら

学びを深める場

MesSagE

　入学時は社会科の先生をめざしていましたが、海外経験
が豊富な木谷厳先生の「英語圏の文学」でイギリスの生活
や国民性を学ぶうちに、すっかりハマってしまい（笑）。苦
手だったはずの英語が楽しくなって、将来は英語の先生に
なりたいと考えるように。試験を目前に奮闘する毎日です。

菊地有紗さん
教育文化学科4年／千葉県立幕張総合高等学校出身

大学の授業でイギリスにハマる

3年生から学習記録をつけ
始めました。成果が可視化
できるのでとても便利です。

ARISA KIKUCHI
- Senior -

オンラインでの授業や課題
提出が増えてブルーライト
カットメガネが愛用品に。

MY FAVORITE

多様な進路にむけた支援

教育文化学科では3年次に、将
来のキャリアも見据えてより深
く専門的に学ぶため、2つのコ
ース選択を設けています。この
コース選択を機に、学生自身が
将来の展望を積極的に描けるよ
うに支援していきます。

　教育と文化を学び、教育機関
はもちろん、一般企業でも役
立つ知識・技能を身につけます。
公務員や民間企業への就職、生
涯学習の場で教育に携わるなど、
多彩な進路選択が可能です。

　中等教育に携わる人材を育成。
中学校教諭一種・高等学校教諭
一種の資格を取得し、採用試験
に備えます。少人数に分けて指
導担当教員を配置するなど、教
員になるための学習や生活・進
路について幅広く相談に応じら
れる指導体制も整えています。

生涯学習コース 中等教育コース

MUST-HAVE
ITEM
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FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES初等教育学科
教育学部

　小学校では担任も英語の授業をします。初
等教育コースには「楽しく使える英語」を学
ぶために、キャンパス内のTelaco（Teikyo 
Language Commons）でネイティブのチュ
ーターと遊びながら生きた英語のコミュニケ
ーション能力を獲得する特別なプログラムが
用意されています。

Telaco留学

　理科が好きな子どもを育てるために、理科好きな
先生になろう！　本講義の特徴は、小学校理科で行
う観察や実験を実際に体験することです。小学校の
ときにやった懐かしい観察・実験や新しい教材を使
った観察・実験を数多く体験できるように講義内容
を工夫しています。きっと理科の楽しさを再認識し、
指導にも自信がもてるようになるはずです。

小学校理科実験

理科好きな先生になろう

　現代社会では、知識や技能の習得だけではなく、
自己や学習対象への意味を変成させ続ける「学び」
が求められます。教科体育も例外ではありません。
本講義では、自己や他者やモノとの関係のなかで、
運動の意味を立ち上げ、変成させ続けるプロセスの
なかで技能や知識、社会性などを身につけ、いま必
要とされる教科体育の理論を学びます。

体育科概論

運動の意味を立ち上げ変成させよう！

　学校とは、それぞれ異なる文化を背景にもった子
どもたちが集まる場所です。グローバル化が進むい
ま、教室の生徒の多様化も進み、多文化共生教育の
要望が高くなってきました。本講義では、多文化共
生教育の概念や歴史、具体的な実践事例を学び、国
際化や多文化化が進む学校教育における多文化共生
教育の可能性を考えます。

多文化教育

異文化が集う学校

Faculty of
Education

Department of
Elementary Education, 
Elementary Education 

Course初等教育コース

よくご飯を食べる図書館近
くのベンチ。風が吹き抜け、
心地よい場所です。

KAZUYA 
SHIMURA

- Junior -

3年から始まったゼミ。と
ても居心地のよい同期や4
年生との集合カット。

　模擬授業を行うための理科室や図工室、調べ物や自習を
するための図書館やACTなど、教員になるための学びの環
境が充実。そして、同じ目標をめざしている学生が多いので、
それが励みや刺激になっています。3年生で実習に行くので、
実践での課題に早く気がつけるのもうれしい。

志村和哉さん
初等教育コース3年／山梨県立甲府昭和高等学校出身

教員をめざすための環境が充実

MY FAVORITE

MEMORIES

　勉強に部活動（軽音楽部）、習い
事（クラシックバレエ）と、やりた
いことに挑戦した高校生活でした。
学校現場での経験は教育学における

「問い」の宝庫。大学生活では、そ
の問いを学びと結びつけて、「なぜだ
ろう？」と「もっと知りたい」を見
つけてほしいです。

銘苅実土先生
英語・日本語の読み書き修得、

学習支援

先生の高校時代 At That Time

日本人の子どもたちに
特有の英語の

学習プロセスを
研究しています

MesSagE
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初等教育学科
教育学部

こども教育コース

FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSESFaculty of
Education

Department of
Elementary Education, 
Preschool Education 

Course

　大学院生のころから生涯的縦断研
究に参加し、人の一生を通した発達
を研究しています。協力者、そのお
母様、研究スタッフたちの50年あ
まりの語りと手記をまとめた『子ど
もの自由な体験と生涯発達』を出版
しました。長年の関りから人の発達
の奥深さを実感しています。

杉本真理子先生
発達心理学

大学での学びとはWhat is Learning

先生の共著書『子どもの自由な体験と
生涯発達　子どもキャンプとその後・
50年の記録』（新曜社／2021年）

　帝京大学の「実学」という教育指針を実感する日々です。
制作や手遊び、ピアノの演奏など手や身体を動かすことが
多く、実際に現場に立ったときの自分をイメージしながら
学んでいます。また、知識や経験を存分に伝えてくれる先
生たちの指導が、学ぶ意欲の向上につながっています。

村上志乃さん
こども教育コース2年／
栃木県私立宇都宮短期大学附属高等学校出身

実践的な学びと手厚い指導を実感

ソラティオスクエアのコー
ナーラウンジは憩いの場。
窓から見える景色が最高！

授業内容をメモしておくノ
ート。重要なポイントはノ
ートを見ればすぐわかる！

SHINO 
MURAKAMI
- Sophomore -

MY FAVORITE
　本講義では絵本専門士委員会が認定する「認定
絵本士」資格取得をめざします。認定絵本士とし
て地域や職場で絵本の魅力や可能性を伝え、大人
も子どもも楽しめる絵本の輪を広げるため、絵本
の歴史や教育・心理などの知識を深め、読み聞か
せや創作などの技能を磨き、豊かな感性を身に付
けて、読書活動を充実させていく力を養います。

絵本の世界

めざせ認定絵本士！

　子どもは周囲の環境から影響を受け、自らも周
囲に影響をおよぼしながら成長していきます。こ
の場合の「環境」とは、自然環境、社会環境、文
化的環境など、さまざまな要素が考えられます。
本講義では、こうした環境をとおした保育を実践
するため、体験的に学んでいきます。そして、保
育における引き出しを増やしていきます。

保育内容の指導法「環境」

環境が子どもにおよぼす影響

　子どもの頃の読書活動は、豊かな人
生への第一歩！　認定絵本士は読書活
動を支えます。認定絵本士は、絵本専
門士委員会（文部科学省所管独立行政
法人国立青少年教育振興機構内）が
認定する資格で、「絵本の世界Ⅰ・Ⅱ」
を履修すると取得できます。

認定絵本士

読み聞かせの導入に
使う手作りの小鳥

あなたも人の心の内に花を咲かせま
せんか？　大貫真寿美『はなひらく』

MUST-HAVE
ITEM
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FROM TEACHERS 先生からあなたへ

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

授業の特色と内容

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

CLASSES

　日本スポーツ協会公認アスレティックトレ
ーナー受験資格取得のために、各運動部のト
レーナー活動を見学したり、各自で選択した
運動部で教員指導のもとに学生トレーナーと
して実際に選手のサポート活動を行います。
この実習で、理論や技術を実践的に磨きつつ、
選手・コーチとのコミュニケーションの取り
方なども学んでいきます。

スポーツ現場実習

　スポーツにおいて、怪我をする可能性はゼロではあ
りません。「アスレティックリハビリテーション」とは、
傷害が起きてから、スポーツ活動時に要求される運動
能力を、元の運動に耐えうるレベルに戻すことを目的
としたものです。アスレティックリハビリテーション
の概要を学び、3年次以降での基盤づくりを行います。

アスレティック
リハビリテーション

概論

スポーツ傷害からの復帰

　スポーツ選手が最高のパフォーマンスを発揮するた
めには、身体・技術・心理などがスポーツに適した状
態で整っていることが必要です。本講義では、スポー
ツ選手が自身のパフォーマンスを最大化するために必
要な心理的な要素について解説します。講義を聴くだ
けではなく、自身の体験・考えを他者に説明すること、
他者の体験・考えを聞くことでより学習を深めます。

スポーツ心理学

心と身体の関係性

　スポーツに打ち込んできた人なら、テーピングを経
験したことがあるのでは。テーピングとは、怪我の応
急処置、再発防止、予防などの目的のため、粘着テー
プ、伸縮性粘着テープなどを用いて、主に関節を補強
するものです。この授業では、講義を交えながら実習
を行い、その後の専門的な学問への導入となるように
授業を進めます。

テーピング論

スポーツに不可欠な存在

スポーツ医療学科
健康スポーツコース

医療技術学部
Faculty of

Medical Technology

Department of
Sport And Medical 

Science, Sports Health 
Course

　インターハイとジュニアオリンピ
ックの優勝めざし、水泳の練習に励
んでいた高校時代、恩師の先生に『競
泳コーチ教本』という本をいただき
ました。最初は理解できませんでし
たが、何度か読んでいくうち、練習
メニューの目的がわかり、積極的に
練習に参加できるようになりました。

蛭間栄介先生
運動生理学

先生の高校時代At That Time

指導教本を読んで
練習の意味と
目的を理解

MesSagE

　小・中学と保健室を利用することが多々あり、体調の不
安を和らげ、安心感を与えてくれる養護教諭に憧れをもち
ました。現場経験豊富な先生の教えはとても身になります。
いまは保育園や福祉施設でアルバイトをして、子どもや障
がい者とのコミュニケーションの経験を積んでいます。

菅生早玖来さん
スポーツ医療学科4年／東京都私立帝京高等学校出身

安心感を与えられる養護教諭をめざす

年末になるとイルミネーシ
ョンとクリスマスソングで
彩られるキャンパス。

SAKURA SUGO
- Senior -

学食の100円朝食は早い、
安い、うまいの三拍子。1
限直前に駆け込むことも。

MY FAVORITE

MEMORIES
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人間文化学科
現代ビジネス学科

－　人間文化学科　－

－　現代ビジネス学科　－

－　現代ビジネス学科　－

学生たちに聞く！STUDENT LIFE

CLASSES 授業の特色と内容
帝京大学短期大学

　現代のビジネス社会には幾多の仕事があり、職
種により社会関係が定められるともいわれます。
この講義では、事務職や営業職などの実務の内容
とフローに関連づけながら、個々のワーカーが仕
事を処理していく知識と理論、スキルを学習し、
グループ別の調査と討論、発表と評価をとおし、
基礎的な実務レベルの理解をめざします。

ビジネス実務

実践的にビジネスを学ぶ

　現代社会は企業によって支えられています。そ
して企業はAIやIoTの普及により、従来にもまし
て高度なマネジメント能力を要求しています。し
たがって、マナーから事務処理能力まで、オフィ
スマネジメントの知識を習得することは、現代社
会に必須の教養であるとともに、受講生の将来設
計にも有効なツールとなります。

オフィスマネジメント

現代社会を支えるスキルを獲得する

　古代より現代まで続く書道は、実用的な文字に
とどまらない意味合いをもっています。「書」に
ついて、そして、その歴史や文化について知るこ
とが本講義の目的。中国大陸で書はどのように発
展したのか。日本固有の書道文化はどのように成
立したのか。各時代の代表的な書の作例をとりあ
げながら歴史的変遷を把握していきます。

書道史研究

書を通じて歴史と文化を知る

Teikyo University 
Junior College

Department of
Human Cultures, 

Contemporary Business

　「文書表現」の読書術という講座を受けたことで、本の
読み方が変わりました。情報がしっかりインプットされ、
身についている実感があり、すっかり本好きに。将来の目
標は起業。そのために経営学科へ進学し専門的に学び、帝
京大学の理念にもある「自分流」で会社を起こしたいです。

奈良優杏さん
現代ビジネス学科2年／東京都立松が谷高等学校出身

「自分流」で会社を起こす

大学ではレポートが必須。
書き方を順序立てて説明し
た参考書は役立ちます。

UKYOU NARA
- Sophomore -

講義でもノート代わりに使
用するパソコン。手書きよ
りもラクでまとめも簡単。

　卒業後は地元に戻り、短大での学びを地域のためにいか
したいです。オープンカリキュラムで帝京大学の「観光学」
も受講。地域とも結びついた内容で印象的でした。就職活
動ではキャリアサポートセンターをフル活用。志望企業の
分析から面接指導までていねいにサポートしてくれます。

吉岡萌子さん
人間文化学科2年／島根県立平田高等学校出身

地域に貢献できる仕事をしたい

毎日つけているお気に入り
の香水。石鹸のやさしい香
りでリラックスできます。

短大生ももちろん部活に所
属可能。バドミントン部で
週5日練習をしています。

MOEKO 
YOSHIOKA

- Sophomore -

MY FAVORITE

MEMORIES

RECOMMEND

学生へのサポートBACKUP SYSTEM

　単位認定制度があり、留年せずに参加でき
る留学として、長期休暇中の約3週間のホリ
デー留学やイギリスのダラム分校への約6 ヶ
月の短期留学があり、語学力の向上やグロー
バルな視野の獲得が期待できます。

　在学中、半年ごとに選考され奨学金が給付
される帝京大学短期大学成績優秀者奨学金制
度があります。また、帝京大学への編入学試
験の際、学業成績（1年次）が優秀な学生を
対象に学科試験が免除される特別編入学試験
があり、入学金免除となる制度もあります。

グローバルな視野を得る
留学プログラム 独自の学費支援制度

MUST-HAVE
ITEM
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八王子キャンパスの人気スポット

- Hachioji Campus -

Popular 
Places 

WEBで帝京の
キャンパスを
歩く

SORATIO KITCHEN
ソラティオキッチン

　無限に広がる宇宙を指す「宙（SORA）」
とラテン語で「理性」を意味する「RATIO」
を組み合わせた八王子キャンパスのシンボル
タワー「ソラティオスクエア」。6階にある学
生から大人気のソラティオキッチンは高い天
井と開放的な眺望、白を基調としたデザイン
で清潔感のある約1000席を完備する巨大食
堂。「食べものは美味しいし、きれいだし、眺
めも最高！」と学生のみなさんの評価を確固
たるものにしています。

MELIC　
メディアライブラリー
センター
　蔵書80万冊、1800席。本、雑誌、DVD、
データベースなど多様な資料が揃うだけでな
く、レポート作成に便利なPC・プリンタコ
ーナー、グループ学習室も充実。3、4階の
MONDO Streetでは共読サポーターズの学
生が黒板本棚でお薦めの一冊を紹介。これを
見て読みたくなる人多数！

キュリオシティホール
　収容人数1000人を誇り、ソラテ
ィオスクエア1階にあります。セミ
ナーや講演会などに利用しています。

屋外の憩いの場
　校風を冠する「実学の丘」や開放
的な「モミの木広場」、八王子キャ
ンパスには屋外の憩い場も多数！

帝京大学総合博物館
　一般の方も利用できる博物館はソ
ラティオスクエア地下1階。大学や
地域の歴史などを展示しています。

ACT 3（アクトスリー） Telaco（テラコ）

　アイデアを形にする学びの空間
「ACT（Active Learning & Creative 
ToolBox）」。ACT3（ソラティオス
クエア5階）は刺激的なデザイン空
間のなか、学生で賑わっています。

　テラコの正式名称は「Teikyo Language Commons」。
グローバル化に対応した語学学習支援スペースです。常
駐しているネイティブ教員とコミュニケーションをとる
ことができる施設内は語学関係の資料や情報も充実。あ
まりの居心地のよさに、時間を忘れてしまいそう。

グループ学習や
パソコンを使った
課題にとりくむ
のにぴったり！

初等教育・重田さん

蔦
ちょうゆうかん

友 館

　蔦友館1〜2階の食堂は根強い人気。
丼物や麵、洋食に加えて時間がない
人のためのスピード席、お財布にや
さしい価格設定もふくめ、長年にわ
たり帝京大生の胃袋を支えています。

丼物が
おいしいので

オススメです！

経営・横山さん

OUCHI COMMONS（オウチコモンズ）

　2021年4月、11号館1階に新規オープンしたOUCHI 
COMMONSは学内異文化交流の拠点。畳敷きの茶室や
掘りごたつ風の小上がり、テーブル席など、自国を離れ
て学ぶ留学生はもちろん、日本人学生も「おうち」のよ
うにくつろげるエリアがいっぱい。活発な交流の予感。

味もメニューも
景色もすごい！

観光経営・門脇さん

Soratio Square

日本文化・小林さん

本や資料が豊富で
静かで快適

学びの
ベストスポット！

#2

#1

#3

#5

#7 #8 #9

#4

#6
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Club &  C ircleTeikyo 
University

クラブ／サークル紹介

アーチェリー部／アメリカンフットボール部／駅伝競走部／空手道部／弓道部／剣道部／硬式庭球部／硬式野球部／ゴルフ部／サッカー
部／準硬式野球部／柔道部／女子バレーボール部／水泳部／スキー部／ソフトテニス部／卓球部／男子バレーボール部／チアリーディン
グ部／帝京スポーツ新聞部／軟式野球部／バスケットボール部／バドミントン部／ハンドボール部／ボクシング部／ラグビー部／ラクロ
ス部（男子）／陸上競技部／合気道同好会／サイクリング同好会／テコンドークラブ／ワンダーフォーゲル同好会／裏千家茶道部／映画
研究会／演劇部ヴィクセンズシアター／写真部／書道部／吹奏楽部／鉄道研究部／美術部／放送研究会　T.U.B.E.／軽音楽同好会／コッ
キーポップ同好会／初等教育研究会どんぐり／漫画研究会／モダンジャズ研究会／アニメーションクラブ／ア☆テンション／Beans／他
にサークル100団体以上

OTHERS

Hachioji 
Campus

数字でわかる帝京大学八王子キャンパス

通学は大変だが、規則正しい生活習慣が身につ
くとの自宅生の声もあれば、ひとり暮らしで責
任感と自立心が養われるという下宿生の意見も。

国内を8地方に分け、出身地ごとに算出。東京を含む関東が圧倒的です
が、近畿より東北が多いのは意外？　「海外」は留学生の割合です。

端数四捨五入
2020年度調査による

2020年度調査による

八王子キャンパスにはアジアを中心に多数の留学生が在籍。Telaco常
駐のネイティブ教員ほか、26か国の学生と交流可能！　さらに28か国
におよぶ帝京大学の提携校・提携病院のネットワークをいかせば、海外
への飛躍も夢じゃない！

英 国 の 高 等 教 育 専 門 誌「Times 
Higher Education」が教育、研究、
産学連携度など、5分野13項目で
多角的に調査する「THE世界大学
ランキング」の2020年版で、帝京
大学はランクインをはたした92カ
国1,300以上の大学中全体「401〜
500位」。国内限定だと110校中第
8位（私大2位）にランクイン！

全16学科（うち短期大学2学科）が集う八王
子キャンパスには1万5千人以上の学生が在籍。
広大な敷地と充実した設備を誇ります。

公務員試験対策に力を入れた成果が消防官、自
衛官、警察官の採用数で全国上位ランキング入
りに表れています。

キャンパスに通う学生数

在学生における
自宅生と下宿生の

割合

在学生にしめる
出身地ごとの割合

交流できる留学生の数

TEIKYO numberS

位世界大学ランキング　私大

八王子キャンパスにはどんな特色があってどんな人たちがいるの？　
高校生のみなさんの帝京大学へのさまざまな疑問に数字でお答え！

人以上

自宅生

下宿生

帝京大学って
どんな大学!? 22

関東 74
60

40
(%)

(%)

中部 10
東北 3

中国 1
四国 0.5 北海道 0.5 海外 7

九州 2
近畿 2

15,00015,000

11,,000 000   / / 2626

公務員採用数

　週2回の放課後練習で活動する
アカペラサークル。学祭コンサー
トや地域の児童養護施設への出張
演奏、コンクールへの出場など、
活動機会も豊富です。

Rollipop

　約90人のメンバーで週3回活動
中。人形劇班、紙芝居班、地域子
ども交流班のグループごとに、大
学近くの児童館などでボランティ
ア活動を行っています。

児童文化研究会〜Step〜

　関東学生ボディビル、全日本学
生ボディビルおよび学生パワーリ
フティング大会に出場するための
団体です。大会での入賞実績もあ
り。一緒に身体を鍛えましょう！

バーベルクラブ

　モットーは全員サッカー。関東
大学女子リーグ2部昇格をめざし
て練習の日々です。経験者が基礎
を教えてくれるので、初心者でも
安心、大歓迎です！

女子サッカー同好会

　関東学生ラクロスリーグ2部昇
格をめざして鋭意活動中！　大学
からはじめた人も多いので初心者
大歓迎！　トレーナー、マネージ
ャーも募集しています。

ラクロス部（女子）

約 名 か国

位 位 位

消防官

22
全国

自衛官

33
全国

警察官

66
全国

出典：大学ランキング2022年版（朝日新聞出版）


