『人間・社会』
コース
教授 大関 雅弘

現代社会論

宗教社会学

社会現象を理論によって
読み解く。

思想や宗教を通して、
歴史社会のあり方を考える。

『地域・
メディア』

人と人とは、どのように結びついているのでしょう
か。自由、欲求、個性などを自分に即して考えるこ
とにより、現代社会について考察していきましょう。

社会や文化様式の根底には、深く宗教や思想が関連
しています。私たちはそこから何を学び、これからの
社会がどうあるべきなのか、一緒に考えてみましょう。

コース

教授 藤谷 厚生

准教授 太田 健二

講師 五十川 飛暁

教授 田原 範子

社会学の基本となるもの

社会病理学

産業社会学

ローカルからグローバル

メディア社会学

地域社会学

国際社会学

の見方、考え方を身につけ、

病理を通して、
社会の成立や
ルールを考える。

人にとって働くとは？多様性、
変化に注目して考察する。

まで、人と人とのつながり

メディアやポピュラーカルチャー
から社会の輪郭を把握する。

まちづくりや環境問題から、
私たちの生活を考える。

グローバル化する世界で、国境
を越える社会現象を研究する。

少年犯罪が凶悪化したと言われていますが、統計
を見るとほぼ一貫して減少しています。見守る社
会側の余裕がなくなっているのかもしれません。

過労死問題が注目されていますが、実際は事細
かに命令されて働かされているわけではありませ
ん。人が時に燃え尽きてしまう理由を探ります。

く力を養います。

今や「サブスク」でエンターテインメントを楽しむ
のは当たり前。それでも「ライブ」にこだわるファ
ンが多い理由を社会とつなげて考えてみましょう。

地域社会というと、ついつい「活性化が必要！」
などと答えを用意して考えがちです。現場の目線
から考えることで発想を豊かにしていきましょう。

南極以外の地球上の土地はどこかの国家の領
土になり、人間はどこかの国家に帰属しています。
国家に所属するという常識について考えましょう。

調査 資料・データ収 集や
分析方法を学びます。
准教授 平井 秀幸

講師 津崎 克彦

から、社会や文化を読み解
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学生座談会
社会学科の魅力とは？

社会学科で学ぶ
論文を書こうと思っています。
並行して社会
（中学校

答えは、ひとつだけじゃない。
分野をまたぐことで、
視野が何倍にも広がる。

教諭）の教員免許の取得もめざしています。

森山さん

在学生のホンネトーク
学びをこれからどう活かしたい？

兼光さん

教 員免許を取得し、教 員になる夢を

年々やりたいことがはっきりと
明確になっていくのが面白い。

見据えながらも、将来できることの選択肢も増や

とも授業ではよく顔を合わせます。3年生になり、

森山さん 「 発 達 心 理学 」の授 業を受けてみて 、

きたいですね。

社会学科の魅力は、興味のある分野

教師の視点に立って生徒に対してどう教えるかを

将来は子どもに関わる仕事に就きたいと思うよう

を一つに絞らず、幅広く学べるところ。入学前は

学ぶ「教科教育法」。また、
「 歴史」や「地理」などの

になりました。たとえば、子どもたちの成長や発達

まったくと言っていいほど、将 来の夢が決まって

専門科目を勉強しています。

のことまで 考えた遊 具やおもちゃの企 画・開発

人間・社会コース 3年生

いなかったので 、まずはいろいろ見たいと思い

森山さん

など、少しずつやりたいことが具体的になってきて

この学科を選びました。

を多めに履修しています。なかでも子どもにまつわ

います 。

森 山 未 来 さん

兼 光さん

やはり、
「 だけじゃない学び」ができ

る「発達心理学」が特に印象的でした。子どもの心

岸本さん

るのが社会学 科の魅力ではないでしょうか。歴

理をさまざまな角度から検証し、本質的な心理を

クセルなどパソコンに触れる機会が格段に増えま

史を学びながら 、心 理やメディアについても学

知れることが面白くて。

した。また、コロナ禍で僕は「物流」の大切さを痛感

べるので 、物 事の捉え方が一方向だけじゃなく

岸本さん

僕は「 心 理 」が中心になっています 。

したんです。個人的な買い物にせよ、医療現場へ運

岸 本 和 樹さん

なる。いろんな分野の視点をミックスして考え

興 味 深かった授 業は「 心 理学基 礎 実 験Ⅰ・Ⅱ 」。

ぶものにせよ、ある意味ものすごく社会を支えてい

大阪府立堺西高等学校 出身

るようになれるのは、将 来きっと役立つと思

認定心理士の資格取得のために必要ということ

るんですよね。心理学で得たパソコンスキルを活か

います。

もあるのですが、レポートを書くことが多く考察

し、将来は物流業界で働きたいと考えています。

する力が身につきます 。心 理 学といえばバラエ

森田さん

ティ番組で観るようなイメージでしたが、実際に

史・公民などの知識を身につけていくのはもちろん

授業を受けてみて「データの分析力」が重要なん

なんですが、人として魅力的な先生になりたい。そ

だと思いました。

んなふうに思うようになったのも、社会学科には個

あなたの学びのスタイルは？

社会から笑いを学ぶ！？
心理からデータ分析力が身につく！？
兼光さん

森田さん

僕も社会
（中学校教諭）
の教員をめざして

いるので、
教職科目を中心に履修していて、
兼光くん

私は「地域・メディア」と「心理」の授業

どのような人格がどのような行動を生むのか。人
格を決めるのは遺伝子か、育つ環境か。人格は変
えられるのか。人格にまつわる問題に挑みます。

准教授 上野 淳子

奈良県立西の京高等学校 出身

心理学の授業を受けたことにより、エ

心理コース 3年生

地域・メディアコース 3年生

兼 光 佑 弥さん

社会科の教員になるために、地理・歴

大阪府立金剛高等学校 出身

歴史コース 3年生

森 田 純さん
大阪府立阿倍野高等学校 出身

なってきました。

人格心理学

コース

MEMBER

みて、自分はどんな教員になりたいかが、明確に

ア系のゼミに入りました。
「お笑い」をテーマに卒業

『心理』

んな人々と関わりながら、楽しい人生をつくってい

性的で魅力あふれる先生が多いから。先生の姿を

僕は「芸能」に強く関心があり、メディ

行動の背景にある、
人格の違いを明らかにする。

し続けたいと思っています。そうすることで、いろ

認知心理学

記憶や言語、思考など、
「認知機能」を解明する。
准教授 田中 晶子

音楽を聴いたり、友人と会話したり…。日常生活
を支える「認知機能」のメカニズムについて一緒
に学び、理解を深めましょう。

『歴史』
コース
教授 須原 祥二

日本史学

地域史研究

歴史の見方を学んで、
思考の引き出しを増やす。

社会問題を解決するヒントを
歴史学で探り出す。

専門的な文献や史料を読み解いたり、フィール
ドワークで遺跡や文化財に触れることで、さま
ざまな見方や考え方を学んでいきます。

将来、教員や博物館学芸員などの資格を取り、
社会貢献したい。そんな強い思いを持った学生
たちと一緒に、地域史研究を模索しています。

教授 曽野 洋

自 分を 含 む人の 心 と行

犯罪・非行心理学

臨床心理学

歴 史 的 な 事 実 を 分 析・

近現代史・国際交流史

社会教科教育法

動の原 理を知ることで 、

人間行動に影響を与える、
心のありようを理解する。

こころの病と心理療法を
体験的に学ぶ。

解明していくことで、幅広

諸外国の社会や歴史を知り、
日本の現代社会と比較する。

現代社会や歴史を深く学べる
社会科授業を考える。

西洋の歴史を通じ、また西洋史の基本的な文献を通じて、
「当たり
前」に思える現代社会の成り立ちを再認識するとともに、
「常識」を
疑い、
「覚える歴史」ではなく「考える歴史」を身につけていきます。

現代社会や歴史についてどのように教えれば、中
学生や高校生は深く学ぶことができるのか。模擬
授業やグループワークを通して考えていきましょう。

人 間 関 係 に 対 処 する力
を身につけます。
教授 茂木 洋
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人文社会学部 社会学科

私たちの行動の背景には、どのような心理状態があるの
でしょうか。犯罪・非行を題材に、人の心のしくみや発達な
どを学び、心と人間行動のかかわりを理解していきます。

准教授 三宅 麻希

「こころ」と「からだ」のつながりをさまざまな体
験学習によって理解し、カウンセリングを基に
した話の聴き方などを学びます。

い角度から物事を捉える
視野を身につけます。
講師 四方 俊祐

講師 中村 洋樹

人文社会学部 社会学科
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