
https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/URL

関西大学入学試験情報総合サイトKan-Dai web
入試関連イベントの情報や最新情報など受験生を応援するコンテンツが満載！

イベント情報以外にも、研究紹介、学生インタビューなども随時更新しています。

https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_soc/URL

社会学部では、どんな研究テーマでゼミが行われているのか。学生たちは、どんな学生生活を楽しんでいる

のか。先生たちは、何を考えて研究や教育に取り組んでいるのか。社会学部ホームページでは、ゼミ活動

や先生の研究活動、イベントなどの写真を使って、社会学部の「いま」をお伝えしています。

社会学部ホームページ

最新情報を手に入れよう!

社会 学 部
URL https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_soc/ 〒564‐8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
Tel.（06）6368‐1121（大代表） e-mail shakaigakubu@ml.kandai.jp
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高槻キャンパス

高槻ミューズキャンパス

堺キャンパス 

千里山キャンパス 

阪急電鉄「大阪梅田」駅から、「北千里」行で
「関大前」駅下車（この間約２０分）、すぐ。また
は「京都河原町」行の場合「淡路」駅下車、
「北千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車。

大阪（大阪梅田）からのアクセス 

Osaka Metro堺筋線（阪急電鉄に相互乗
り入れ）が阪急電鉄「淡路」駅を経て「関大
前」駅に直通しています。

Osaka Metro利用のアクセス 

阪急電鉄「大阪梅田」行で「淡路」駅下車、「北
千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車、すぐ。

京都（京都河原町）からのアクセス 

大阪モノレール「大阪空港」駅から
「門真市（かどまし）」行で「山田」駅
下車、阪急電鉄に乗り換え「関大
前」駅下車（この間約３０分）、すぐ。

大阪国際（伊丹）空港からの
アクセス 

JR「新大阪」駅からOsaka Metro御堂筋
線「なかもず（方面）」行で「西中島南方」
駅下車、阪急電鉄に乗り換え「南方（み
なみかた）」駅から「淡路」駅を経て「関大
前」駅下車（この間約３０分）、すぐ。

新幹線「新大阪」駅からの
アクセス 

至大阪梅田

社会学科
社会学専攻 
心理学専攻
メディア専攻
社会システムデザイン専攻
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学部案内  2 0 2 3

関西大学の入試日程やポイントをチェック！
入試情報2

入試イベントの詳細を掲載！
イベント情報1

関西大学入試センター
公式Instagram

6
関西大学の最新ニュースをお届けします。
キャッチ！ Kan-Daiニュース3

学部別・日程別などで入試情報をわかりやすく紹介しま
す。入試シーズンは志願者・合格者数速報を掲載。

オープンキャンパスや入試説明会など、入試イベントの最新
情報と参加メリットをいち早くお伝えします。受験生は必見！

各種イベントやキャンパス風景などを切り取った写真・
動画を通し、関西大学の魅力を発信します。

パソコン・
スマートフォン
どちらからでも
アクセスできます。

3

6

6

1 2

1 2

3

入試関連イベントや関大生の
学生生活など、役立つ情報を
お届けします。 2次元コードを
読み取って、「友だち追加」を
してください。

5 関西大学入試センター
×LINE公式アカウント

DAILY VLOG
キャンパスライフをバーチャル体験！

4

関大生の1日を動画で体験！ キャンパスの雰囲気、ゼミ
やサークルの魅力を感じてみよう！

4

5

4

5

関西大学に関するニュースをまとめました。最新情報を
キャッチしよう！



社会学専攻 P.05「社会のしくみ」を探り出す

心理学専攻 P.07「こころ」のしくみを解き明かす

メディア専攻 P.09「つなぐ」表現力を身に付ける

社会システムデザイン専攻 P.11社会の「きずな」をデザインする

4年後に自信をもって社会で活躍できる力を身に付けよう
実習科目や体系的で深い学びにつながるプログラムを
用意するとともに、他専攻の科目も履修して多様な視
点から専攻横断的に学べるようになっています。また、
自分で課題を設定し、ゼミメンバーや教員との議論や
調査を通じて自分の答えを創り出し卒業論文にまとめ
る、必修のゼミも設けています。
　4年後に自信をもって社会で活躍できるよう、関西大
学社会学部でともに学び成長していきましょう。

　ますます複雑化する社会で学び、働き、生きていくに
は、社会の仕組みや社会を動かす人間の心と行動を
理解する力が必要です。同時に、そこで自分が直面す
る問題を解決する力も求められます。
　4つの専攻から成る関西大学社会学部では、こうし
た力をもつ学生を育成するために、見えない「つながり」
を探り出し、「こころ」の仕組みを解き明かし、「つなぐ」
表現力を身に付け、社会の「きずな」をデザインすること
を重視しています。そのために、フィールドワークも含んだ

学部長からのメッセージ

詳細はWebサイトへ！ 検索関西大学 社会学部　　　　　

社会学部長  森田 雅也 教授

人と社会をみつめて。

社会学部 Q&A

自由に選べる科目を多数開講しています。

どんな科目を学べるの？Q

P.03

専門分野をより深く、より幅広く学べます。 
豊富な専門科目群を、学生が自由に組み合わせて履修できることが社会学部の魅力。
さらに、より深い学びへとつなげるための「コースメニュー」として、それぞれの専攻の特色に応じた
多彩なプログラムを用意しています。また各プログラムは、専攻横断的な履修を意図したものや、
全専攻の学生が履修できるものも複数あります。

一般企業から公務員まで多様な
分野に広がっています。

どんな就職先があるの？Q

P.13
教員免許はもとより、専門的な資格取得も可能です。

どういった資格が取れるの？Q

P.13

充実した教員スタッフと開講科目
4つの専攻ごとに多数の教員スタッフがそろい、
幅広い科目を数多く開講しています。

1

興味や目的に応じて履修モデルを活用
社会について広い視野を養いつつ、一つの系を重点的に
学ぶことができます。

2

1年次から少人数ゼミを開講
20人程度の少人数クラスで、大学での学び方を習得します。

3

3・4年次の専門ゼミで卒業論文を作成
大学生活の集大成として卒業論文を作成し、社会を見る目を養います。

4

多様な実習科目（調査、実験、制作など）を開講
講義によって得た知識を実践することで、学習内容をより深く理解します。

5

実社会の現場をテーマとする実践的な授業
現場での経験が豊富な講師の授業により、社会の現在を理解します。

6

つの特徴6社会学部
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3・4年次2年次1年次

社会学部の4つの専攻には、それぞれ学習の柱となる少人数クラスがおかれています。
専任の教員が入学から卒業までをしっかりサポートしながら専門性を高めていきます。

3・4年次2年次1年次
専門演習基礎演習基礎研究

多様な将来の進路

就職状況の
詳細はP13・14へ

学びのステップ

専門教育科目

共通教養科目

外国語科目

資格取得科目

専門教育科目の履修に加え、2年間同じ教員が担当するゼミに所属します。自分で研究テーマを決め、
ゼミでの討論や発表を通じて深めていきます。文献収集や調査を行い、最終的には卒業論文としてまと
めていきます。

研究テーマを追究する大学で学ぶための一歩
少人数クラスを中心に、1年次から専門教育
科目の基礎を学びます。大学で4年間学ぶ
ためのスキルを身に付けます。

アカデミックスキル　 を伸ばす
1年次に習得したスキルを応 用し、発表やグルー
プディスカッションを通じて、よ り専門的に学びま
す。専門教育科目を本格的に 履修しはじめます。

卒
業（
就
職
・
大
学
院
進
学
）

卒業研究

社会学部カリキュラム／横断的な学び

社
会
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カリキュラム

必
修
科
目

選
択
科
目

必
修
科
目

選
択
科
目

必
修
科
目

選
択
科
目

必
修
科
目

選
択
科
目

基礎演習基礎研究Ⅰ・Ⅱ
社会学総論Ⅰ・Ⅱ
基礎社会学Ⅰ・Ⅱ
社会調査入門

専門演習Ⅰ・Ⅱ 卒業研究Ⅰ・Ⅱ

基礎演習Ⅰ・Ⅱ
初級心理学実験実習
中級心理学実験実習

基礎研究Ⅰ・Ⅱ
心理学総合研究Ⅰ・Ⅱ
入門心理学Ⅰ・Ⅱ

卒業研究Ⅰ・Ⅱ専門演習Ⅰ・Ⅱ

基礎演習
文章演習

基礎研究Ⅰ・Ⅱ
メディア総論

専門演習Ⅰ・Ⅱ 卒業研究Ⅰ・Ⅱ

現代社会論Ⅰ・Ⅱ
産業社会学
社会システム論
社会調査論
計量社会学
情報処理基礎演習
情報処理演習Ⅰ

理論社会学Ⅰ・Ⅱ
家族社会学Ⅰ・Ⅱ
都市社会学
大衆文化史
教育社会学Ⅰ・Ⅱ
文化社会学Ⅰ・Ⅱ
社会病理学Ⅰ・Ⅱ

社会心理学Ⅰ・Ⅱ
社会階層論
社会変動論
社会学研究法a・b
社会調査実習
社会調査演習
差別と社会Ⅰ・Ⅱ

福祉社会論
社会保障論
社会学特殊講義Ⅰ～Ⅷ
社会学外国文献講読

基礎社会学Ⅰ・Ⅱ
心理学統計法
情報処理基礎演習
情報処理演習Ⅰ

心理学実験
実験心理学
心理学概論
知覚・認知心理学
社会的認知
感情・人格心理学
異常心理学

社会心理学Ⅰ・Ⅱ
対人心理学
コミュニケーション心理学
グループ・ダイナミックス
意思決定の心理学
心理調査法
産業・組織心理学

ビジネス心理学
キャリア心理学Ⅰ・Ⅱ
教育心理学
発達心理学
臨床心理学概論
心理学研究法
学習・言語心理学

司法・犯罪心理学
人体の構造と機能及び疾病
公認心理師の職責
教育相談（カウンセリング）
心理測定論
情報処理演習Ⅱ・Ⅲ
差別と社会Ⅰ・Ⅱ

社会学概論Ⅰ・Ⅱ
経済原論Ⅰ・Ⅱ

消費心理学
職業指導の技術Ⅰ・Ⅱ
心理的アセスメント
心理学的支援法
精神疾患とその治療
社会・集団・家族心理学
障害者・障害児心理学

健康・医療心理学
健康心理学
認知神経科学
神経・生理心理学
文化心理学
環境心理学
広告心理学

メディアと社会
メディア研究方法論
メディア・リテラシー論
基礎社会学Ⅰ・Ⅱ
入門心理学Ⅰ・Ⅱ
映像基礎実習
情報処理基礎演習

マス・コミュニケーションの効果
メディア史
世論とマス・コミュニケーション
コミュニケーション論
インターネット･コミュニケーション論
ジャーナリズム論
ジャーナリズム史

地域社会とジャーナリズム
メディアの法と倫理
情報の法と倫理
情報メディア論
情報社会論
メディア産業論
放送論

広報論
広告と社会
コミュニケーションと言語
メディア外国文献講読
マス･コミュニケーション特論A・B
メディア特論A・B
コミュニケーション特論A・B

国際経済システム
地域経済システム
環境とビジネス
法とビジネス
環境社会デザインⅠ・Ⅱ
社会保障論
社会システムデザイン特論Ⅰ～Ⅳ

社会福祉概論
地域福祉論
社会福祉政策論
ソーシャルサポート論
文化人類学Ⅰ・Ⅱ
国際社会学Ⅰ・Ⅱ
環境社会学Ⅰ・Ⅱ

メディア表現論
映像コミュニケーション
メディアと技術
ニュース英語
時事問題研究Ⅰ・Ⅱ
マスコミ・セミナー
メディア調査実習Ⅰ・Ⅱ

メディア・セミナーA・B
文章応用実習
映像応用実習
メディア制作実習C
メディア企画演習（広告）
メディア企画演習（音楽）

臨床心理学基礎実習
心理学データ解析演習Ⅰ・Ⅱ
心理演習
心理実習（4年次配当）

社会学概論Ⅰ・Ⅱ
インターネット・コミュニケーション論
情報メディア論
情報社会論
メディア文化論
メディア史
ジャーナリズム史

コミュニティの比較社会学
社会的ネットワークと社会システム
組織と社会的ネットワーク
社会学テーマ演習
情報処理演習Ⅱ・Ⅲ

福祉心理学
教育・学校心理学
関係行政論
応用心理測定論
心理学特殊講義Ⅰ～Ⅳ
外国文献研究Ⅰ・Ⅱ
    　　  上級心理学実験実習

情報処理演習Ⅰ
寄附・連携講座（各テーマ）

広告コミュニケーション論
広告クリエイティブ論
国際コミュニケーション論
メディア文化論
メディアと音楽
メディアとスポーツ
メディアとジェンダー

メディア制作実習A・B
情報処理演習Ⅱ・Ⅲ
差別と社会Ⅰ・Ⅱ
社会学概論Ⅰ・Ⅱ
経済原論Ⅰ・Ⅱ

経営学Ⅰ・Ⅱ
産業社会学
社会システム論
技術史Ⅰ・Ⅱ
ソシオ・エコノミクス
社会調査入門
計量社会学

基礎演習基礎研究Ⅰ・Ⅱ
社会システムデザイン総論Ⅰ・Ⅱ

専門演習Ⅰ・Ⅱ 卒業研究Ⅰ・Ⅱ

経済原論Ⅰ・Ⅱ
公共システムⅠ・Ⅱ
経済政策Ⅰ・Ⅱ
産業経済論
経済システムデザイン論
失敗とテクノロジー
テクノロジーのデザイン

産業情報システム論
情報ネットワーク経営論
人と仕事の経済学
人的資源論
産業システム創成論
産業社会の歴史と経営
労使関係論

経営管理論Ⅰ・Ⅱ
人的資源管理論Ⅰ・Ⅱ
科学社会論Ⅰ・Ⅱ
社会階層論
社会変動論
社会的ネットワークと社会システム
組織と社会的ネットワーク

国際開発システム論
人間開発論
地域再生論
コミュニティの比較社会学
国際社会とシステムデザイン
グローバル化のなかの文化と社会
システムデザインリテラシーⅠ～Ⅲ

情報処理基礎演習
情報処理演習Ⅰ
寄附・連携講座（各テーマ）

クリティカルシンキングⅠ・Ⅱ
差別と社会Ⅰ・Ⅱ
キャリア心理学Ⅰ・Ⅱ
職業指導の技術Ⅰ・Ⅱ
メディア史
ジャーナリズム史
コンピュータ・コンテンツ制作演習

外国文献講読（社会システムデザイン）Ⅰ・Ⅱ
社会システムデザイン実習Ⅰ・Ⅱ

※演習等の少人数制の科目は他専攻が履修できない場合があります。　※卒業するには、所属専攻の科目から所定の単位を修得する必要があります。　※このカリキュラムは2022年度のものです。

横
断
的
な
学
び
所
属
し
て
い
な
い
他
の
専
攻
の
科
目
も
学
べ
ま
す
。

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

環境社会学Ⅱ

PICK UP

上級心理学実験実習

PICK UP

コミュニケーション心理学

PICK UP

メディア制作実習B

PICK UP

専門演習

PICK UP

専門演習

PICK UP

専門演習

PICK UP

コンピュータ・プログラミング演習
情報処理演習Ⅱ・Ⅲ

PICK UP

専門演習
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間淵 領吾 教授
▶社会調査論
　計量社会学
　社会意識論

宇城 輝人 教授 片桐 新自 教授
▶労働の知識社会学
　現代社会論

▶理論社会学
　社会運動論
　価値意識論

内田 龍史 教授
▶差別と共生の社会学
　部落問題論
　マイノリティ研究

永井 良和 教授
▶都市社会学
　大衆文化論

熊野 建 教授
▶文化人類学
　東南アジア研究
　フィリピン山地民研究

大和 礼子 教授
▶家族やジェンダーの
　社会学的研究

▶国際社会学
酒井 千絵 教授

山本 雄二 教授
▶メディアの権力分析
　行為論

古川 誠 准教授
▶セクシュアリティの社会学
　社会病理学
　3.11以降の日本社会

土屋 敦 教授
▶福祉社会学
　医療社会学
　子どもの福祉の歴史社会学

雪村 まゆみ 准教授
▶文化社会学

吉岡 洋子 教授
▶社会福祉学
　地域福祉論
　北欧社会研究

大門 信也 准教授
▶環境社会学

保田 時男 教授
▶計量社会学
　社会調査の方法論
　成人親子関係

社会学専攻では、社会現象や社会問題について、ひろく学ぶことができます。
身近で小さな出来事が出発点でも、社会のしくみについての知識や、調査の方法を駆使することで、
より大きな問題への理解を深め、解決の道を見出すことができます。

「社会のしくみ」を探り出す

社会学の「なんでもできる」は、奥深い。

社会学専攻では、社会調査協会が認定する社会調査士資格を取得すること
ができますが、これとは別に、専攻が独自に社会調査について実践的に学ぶ
ためのプログラムも提供しています。社会学専攻では多くの学生が調査をふま
えた研究を行います。関連する講義科目の受講と、ゼミでの研究・報告・議論を
とおして、高い調査能力と客観的な分析の力を身に付けることをめざします。

より深く学びたい人の2つの「プログラム」

社会学部で福祉を学ぶ意味は、社会人として必要とされる「福祉センス」を磨くこ
とにあります。高齢者や障がいのある人たちと、どのように向き合うべきか―学生
たちはフィールドワークに出かけて研究し、卒業論文をしあげます。このプログラム
は、講義科目の受講とゼミでの実践研究をとおして、福祉実践力を養います。

専任教員

社会調査実践学習プログラム 社会福祉実践学習プログラム

　社会学は、日常で生じているさまざまな出来事がど

のような社会のしくみと関係して生じたのかを研究する学問

です。こうした学びを日々行うことによって、広い視野で柔軟

にものを考えられるようになります。

　自分とちがう立場の人はどのように考えるか、ちがう国、ち

がう時代では、同じようなことは起きているのだろうか、起き

ていないとしたらそれはなぜなのかといったことを常に考えら

れる思考力をもつことは、この複雑にからみあった社会を生

き抜くうえで、あなたの大きな力になるはずです。

社会学を学ぶと、
どんな役に立ちますか？

Q

A

「社会学専攻」ヒストリー社会学専攻

計量社会学、社会調査入門、社会調査方法論、
社会調査実習、社会調査演習、社会学研究法、
情報処理基礎演習、情報処理演習

社会の
仕組み

社会問題と
福祉

文化と
社会関係

社会調査

科目例

社会福祉概論、地域福祉論、社会福祉政策論、
ソーシャルサポート論、福祉社会論、社会保障論、
差別と社会、社会病理学、環境社会学

科目例

差別、犯罪、障がい、高齢化、環境問題等へ
の理解を深め、よりよい社会の姿を構想する
力をつけます。

社会学部が創設され、社会学専攻としてスタート1967年

科目例 文化社会学、大衆文化史、教育社会学、文化人類
学、インターネット・コミュニケーション論、情報メディア
論、情報社会論、メディア文化論

音楽、スポーツ、食文化など、日常生活のなかの
さまざまな文化現象や社会関係の成り立ちにつ
いて学びます。

見えづらい社会の姿を確実に捉えるためのさ
まざまな方法を身につけます。社会調査士資
格を取得できます。

自分が生きている社会
の成り立ちを、より根本
的に理解したいなら…

身のまわりの出来事や文化
的な事象について、じっくりと
学問的に考えてみたいなら…

※特定の系統の科目をより集中的に学ぶか、よりまんべんなく学ぶかは、関心や進路目標にあわせて決めることができます。

理論社会学、社会学概論、現代社会論、家族社会
学、都市社会学、国際社会学、産業社会学、社会シ
ステム論、社会階層論、社会変動論、社会的ネット
ワークと社会システム、組織と社会的ネットワーク、コ
ミュニティの比較社会学

科目例

基礎的な社会現象や理論の枠組みを理解し、
現代社会を多面的に捉える力を養います。 社会のさまざまな問題につ

いて自分で考え、実践して
いく力を養いたいなら…

「調べる技術」を専門的に
身につけて将来の仕事に
活かしたいなら…

社会学部社会学専攻

▲ 福島でのフィールドワーク ▲ ゼミのグループワーク ▲ 社会調査実習 ▲ 「基礎社会学」の授業の様子

卒業研究テーマの一例

■ 新型コロナのTwitterデマ －国内でのトイレットペーパーのデマ発生について－
■ 女子野球はなぜ競技を継続するのが難しいのか －ジェンダーの視点から－

■ シニア世代のつながり形成と役割獲得 －70代夫婦が経営するPAPMA（パプマ）を事例に－

■ 女性の痩せ願望のゆくえ －体型の多様性の受容を通じて－
■ グラミー賞とレコード大賞から読み取る日米文化の違い
■ ストリートピアノがもたらすもの －神戸から始まる物語－
■ 不寛容なのか？それとも新マナーか？ －増大する近隣トラブルの実態と対応－

■ 国民性と多様性は共存できるか －小学校における道徳教育から考察する－
■ 美容整形と美への考え方 －多くの人が幸せになるには－
■ 「一人で食べる」ということ －創られた共食の楽しみと単身者主義－
■ 幼少期からのテレビ視聴が大学生の得意分野に及ぼす影響
■ 肉食社会の持続可能性と公正性 －中小加工卸売業から見える世界－
■ 映画館がつなぐもの －福島県で映画に関わる４名の人生と震災に焦点をあてて－

4年次生  井上 実南

視点を変えて考え直す捉え方を身に付け、人と人のつながりを考えたい。

 

社会学専攻を選んだ理由は？

【2年次】社会を捉えていくための視点や考え方をより専門的に深める。

どんな毎日を過ごしている？

1日の
スケジュール 「社会病理学Ⅱ」を受講 友達とランチ 「理論社会学Ⅱ」を受講 アルバイト

10:40 12:00 14:40 18:00

社会学専攻  学生研究レポート

東日本大震災から10年。
福島県のミニシアターを通して
映画館という場の社会的意味を探る。

　映画館という場で映画を上映することの社会的な意味について、東日本大震災と原発事
故の発生後、福島県の人々にとって映画館はどのような役割を果たしたのかに焦点をあてて
研究しています。研究にあたっては実際に福島県を訪れ、震災前から現在までにわたりミニシ
アターや上映会の活動に携わった方々へのインタビューを実施。ミニシアターに携わる方々の
思いはそれぞれの人生を反映して劇場の個性につながり、地域の人たちをつなげ、そして感
情の放出や整理が自由にできる場として当時、映画館は求められていたことに気付きました。

人と人のつながりにおいて、例えば個人の尊重がうたわれながらも実際は社会や集団への同調が求められるなど、自分の中で割り切れなさを感じていま
した。社会学専攻では絶対の正解を求めるのではなく視点を変えて考え直すことができると知り、自分がしたい学びはきっとここにあると思いました。

　原発事故というマクロな社会事象と、ミニシアターとい
う具体的な現実とを関連させて考察するとともに、調査
対象者との信頼関係に基づく深いインタビューで、個人
の人生や生活と社会の複雑な関係まで聞きとることがで
きました。奥行きのある社会学の研究と言えるでしょう。

社会全体という
マクロな視点と、
個人というミクロな
視点の融合が
社会学の魅力。

古川 誠 准教授

実際に起きた過去の犯罪や事件な
どについて、世代ごとに現れる特徴
を当時の社会的背景から考える授
業です。

開放感のある悠久の庭でランチを
楽しみます。凜風館の屋上にもゆっ
たりできるスペースがあり、お気に入
りの場所です。

「大学生の価値観」という切り口
で、戦後以降の日本における政治
や仕事、ジェンダー、家族、友人関
係などのテーマを捉え、現代社会や
今後の社会を考える授業です。

1年生のときから飲食店でアルバイ
トをしています。他大学の先輩とも
交流が生まれたりと、さまざまな人と
出会うことで自分の視野が広がって
いることを感じています。

教員から
のアドバイ

ス
教員から

のアドバイ
ス

※掲載している年次は取材時点の年次です。
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池内 裕美 教授
▶消費と広告の
　社会心理学

阿部 晋吾 教授
▶社会心理学

藤里 紘子 准教授　
▶臨床心理学
　認知行動療法

雨宮 俊彦 教授
▶感性・感情心理学と
　その応用

林 直保子 教授
▶グループダイナミックス
　意思決定の心理学

関口 理久子 教授
▶実験心理学
　心理学実験

福島 宏器 教授
▶生理心理学
　身体感覚と感情認識

脇田 貴文 教授
▶心理調査法
　テスト理論

藤田 政博 教授
▶社会心理学
　法と心理学

秋山 隆｠准教授　
▶心理統計学
　教育測定学

杉本 英晴｠准教授　
▶キャリア発達心理学
　キャリアガイダンス

細越 寛樹｠准教授
▶臨床心理学
　健康心理学

守谷 順｠教授
▶人格心理学
　異常心理学

松田 剛｠准教授
▶認知脳科学
　メディア心理学

山下 直人 助教
▶心理統計学
　多変量データ科学

キャリアとその支援に関する基礎的・実践的な知識と技術
について学び、主に教育場面における進路指導、キャリア
教育、キャリア形成支援の実践に必要な力を養成します。

より深く学びたい人の4つの「プログラム」
キャリア教育実践学習プログラム

専攻名称を心理学専攻へと改称社会学専攻から分かれ、産業心理学専攻として独立してスタート1973年 2006年

「心理学専攻」ヒストリー

臨床、キャリアカウンセリング、教育の場面などで使
用される心理テストについて体験的に学びます。

心理学の調査の設計からデータ収集、解析までを、
実際のデータを対象にしながら体験的に学びます。

心理テスト実践学習プログラム

心理学データ解析実践学習プログラム

「こころ」のしくみを解き明かそう

さまざまな角度から、心と行動の「なぜ？」にせまる。

心理学専攻

産業心理カウンセリングの基礎を学び、産業人とし
てカウンセリングの知識を活用できる力を育成する
ことを目的とします。

産業心理カウンセリングプログラム 

※関心や進路目標にあわせて専門分野を系統的に学べる履修モデルであり、履修を制限するコース制度ではありません。

対人関係や
集団行動について

学ぶ

社会心理

職業、消費、
広告について
学ぶ

産業心理

人間の心や
行動の測定について

学ぶ

心理測定

知覚・認知心理学、心理学実験、実験心理学、認知神
経科学、心理学概論、心理測定論、心理調査法

科目例

人が何かを感じたり、考えたり、記憶したりするのはど
のような仕組みになっているのかを実験を通して学び
ます。 対人心理学、コミュニケーション心理学、社会心理学、グループ・

ダイナミックス、意思決定の心理学、産業・組織心理学、文化心
理学、環境心理学

科目例

人は周囲の人と互いに影響を与えあいながら生活して
います。人との相互作用の仕組みを学びます。

社会心理学、意思決定の心理学、ビジネス心理学、キャリア心
理学、文化心理学、環境心理学、広告心理学、消費心理学、
職業指導の技術

科目例

日々の消費生活や仕事をする中で生じる諸問題を、
心理学の知識と方法をもって解き明かしていきます。

心理学統計法、情報処理基礎演習、情報処理演習、心理測定
論、心理学実験、実験心理学、心理調査法、神経・生理心理学、
心理学データ解析演習 

科目例

人間の心をどのように測定するかを学びます。さらに、
人の心の仕組みを明らかにするための方法を学びます。

知覚や認知に
ついて学ぶ

認知心理

性格やストレス、
心の病について

学ぶ

臨床心理

感情・人格心理学、発達心理学、教育心理学、カウンセリ
ング論、臨床心理学概論、健康心理学、心理的アセスメン
ト、心理学的支援法、臨床心理学基礎実習

科目例

人の心理的な悩みや問題の原因や解決法、予防法
について学びます。自分の心を知るとともに、他者の
心とどのように向き合うかを学びます。

社会学部心理学専攻

専任教員

社会学部の
心理学専攻では
何を学べますか？

Q

　幅広く「心理学」を学ぶことが挙げられます。心理学専攻に

所属する教員はそれぞれが専門分野を持ち、その分野は多岐に渡っ

ています。そのため、臨床心理・社会心理・産業心理・実験心理・心

理測定などさまざまな「心理学」を学ぶことができます。

　社会学部では入学時点から心理学専攻に所属するため、1年次

生の時から各教員の専門分野に関する話を聞くオムニバス形式の

授業など、心理学に触れる機会が多くあります。そして2年次の実験

実習では、実際にデータを集め、分析し、まとめるという一連のプロセ

スを確実に修得するとともに、自分の興味がある専門科目の講義を

受けていきます。そして、1・2年次で学んだことをふまえ、3・4年次はゼ

ミに所属し、自身の興味のあるテーマに関して深く考え、卒業研究と

してまとめていきます。

A

▲ 中級実習ポスター発表会 ▲ ゼミ風景 ▲ オープンキャンパスの様子 ▲ ゼミ研究発表会

「なぜそう感じるのか」「なぜこの行動が起きるのか」こうした疑問を出発点に、
人と社会における心の問題を、多様なアプローチから探究することができます。

人間の行動に直接関わる「こころ」の仕組みを理解したい。

 

心理学専攻を選んだ理由は？

【2年次】心理学の学びを深めていくにあたっての基礎的な知識や技術を習得。

どんな毎日を過ごしている？

1日の
スケジュール 「心理学統計法」を受講 「健康・スポーツ科学実習」を受講 「心理学概論」を受講 塾のアルバイト

9:00 10:40 14:40 18：30

心理学専攻  学生研究レポート

運動によって
ストレスを軽減できるのか、
実験を通して効果を調べる。

幼いころから打ち込んできた野球での悩みに対し、チームメイトが支えてくれたことでパフォーマンスが向上した経験から、「こころ」が人の行動
に深く関わっていることを実感。こころの仕組みを理解することで自分自身と向き合えるようになりたいと思い、心理学専攻を選びました。

　実験の準備や実施は非常に手間のかかることなの
ですが、砂川さんは見事に卒業研究としてやりきりまし
た。研究したいことを心理学に落とし込んで探究する
プロセスを経験できたことは、心理学に限らず社会で
物事に取り組むときの大きな力になると思います。

探究したいテーマに
取り組んだ経験が
実社会での大きな
力になります。

細越 寛樹｠准教授

心理学における分析を行う上で必須
となる統計の知識を学ぶ授業です。
実際に研究を進めていくにあたり授
業での学びを役立てています。

スポーツを実践しながら、親しみ方や
楽しみ方を学ぶ授業です。これまで
やったことがなかったバドミントンを
選択しました。

これまで心理学に関するどのような
研究が進められてきたかや、どのよう
な手法が用いられてきたかなどを学
ぶことができました。

高校生の時に通っていた塾で講師の
アルバイトをしています。成績が伸びな
いと落ち込む生徒もいるので、心理学
の学びを生かし一人ひとりに寄り添う
指導を心掛けています。

　ストレスへの対処法である「ストレスコーピング」に興味を持ち、運動によって不
快感情が軽減され快感情が増加するのかを研究しています。51人の大学生に
15分ウォーキングをしてもらい、実施前後の感情の変化を分析。運動経験の有
無で結果に差が出るのではと推測し、経験レベルを3つに分けて実験しました。
その結果、ウォーキングの効果は確認できましたが、経験レベルによる違いは見ら
れませんでした。実験環境を統一できなかったことがその一因と考えています。
※掲載している年次は取材時点の年次です。

4年次生 砂川 豪樹

教員から
のアドバイ

ス
教員から

のアドバイ
ス

卒業研究テーマの一例

■ 大学生が自虐的ユーモアに持つ印象について
■ 人はどのようなときに援助行動を「偽善」と判断するのか

■ 衝動買いは抑制できるか －他者の存在が制御資源の枯渇に与える影響－
■ 顔認識能力の個人差と人種効果が映像作品の内容理解に及ぼす影響
■ 嘘をつくことに対する認識・罪悪感・嘘の頻度とソーシャルスキルの関係性の検討

■ SNS情報による量刑判断の変化

■ 身体感覚の敏感さと感情経験の関連

■ 心理尺度における項目内容が回答行動に与える影響 －項目内容のポジティブ・ネガティブに着目して－
■ 先延ばし傾向と職業未決定との関連の検討
■ 対人的要素に着目した怒り反すう傾向に関する探索的検討
■ 音楽ライブ映像における歓声の有無が視聴者の気分に及ぼす影響
■ マインドフルネス瞑想イメージ尺度の作成と信頼性・妥当性の検討
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専攻名称をメディア専攻へと改称

関西大学文学部に「新聞学科」が設置される 社会学部が新設され、マス・コミュニケーション学専攻としてスタート1949年 1967年
2013年

山本 高史 教授
▶広告クリエイティブ

𠮷岡 至 教授
▶マス・コミュニケーション論

守 如子 教授
▶ジェンダー
   セクシュアリティとメディア

松下 慶太 教授
▶インターネット・コミュニケーション
▶ワークプレイス・ワークスタイル

劉 雪雁 教授
▶国際メディア論

富田 英典 教授
▶情報メディア論
   ケータイ文化論

齊藤 潤一 教授
▶映像ジャーナリズム
   ドキュメンタリー

水野 由多加 教授
▶広告研究
   マーケティング・コミュニケーション

水越 伸 教授
▶メディア論
   メディア・リテラシー

村田 麻里子 教授
▶メディア論
　メディア文化研究
   ミュージアム研究

三浦 文夫 教授
▶メディアプラットホーム
　音楽産業論

取材から記事執筆、映像編集までジャーナリストの
基礎的なスキルを身につける実践的プログラムで
す。全専攻の学生を対象に、2年次の秋学期に募
集します。「映像応用実習」「文章応用実習」
「ジャーナリズム論」「メディアの法と倫理」などの所
定の科目を履修します。

広告の専門的知識を学ぶ講義から、広告企画を実
際に考える演習までを網羅した先駆的プログラムで
す。メディア専攻の学生を対象に、2年次の秋学期
に募集します。所定の科目とともに、「メディア企画
演習（広告）」を履修します。

「音楽とメディア」の文化や歴史から、音楽業界の
最先端までを体系的に学ぶ、講義と演習で構成され
た特色あるプログラムです。全専攻の学生を対象
に、2年次の秋学期に募集します。所定の科目ととも
に、「メディア企画演習（音楽）」を履修します。

ジャーナリズム専門プログラム 広告専門プログラム 音楽メディア研究プログラム

▶テレビ文化論
   映像アーカイブ論

松山 秀明 准教授

溝口 佑爾 准教授
▶社会情報学
　映像社会学
   社会調査

永冨 真梨 助教
▶アメリカ文化史
　ポピュラー音楽
   文化の越境

水谷 瑛嗣郎 准教授
▶メディア法
　情報法
   憲法

より深く学びたい人の3つの「プログラム」

「メディア専攻」ヒストリー

ジャーナリズム論、地域社会とジャーナリズム、ジャーナリ
ズム史、情報の法と倫理、メディアの法と倫理、マス・コ
ミュニケーションの効果、世論とマス・コミュニケーション、
放送論、映像コミュニケーション、国際コミュニケーション
論、時事問題研究、ニュース英語、マスコミ・セミナー

マスコミ・
ジャーナリズム系

メディア文化系

広告・広報系

インターネット・
コミュニケーション系

科目例

科目例

広告コミュニケーション論、広告クリエイティブ論、広告と
社会、広報論、メディア産業論、メディア・セミナーA

科目例

メディア文化論、メディアと音楽、メディアとスポーツ、メディ
アとジェンダー、メディア表現論、映像コミュニケーション、
情報メディア論、放送論、メディア史、メディア・セミナーB

科目例
インターネット・コミュニケーション論、情報メディア論、情
報社会論、メディア産業論、放送論、メディア史

※関心や進路目標にあわせて専門分野を系統的に学べる履修モデルであり、履修を制限するコース制度ではありません。

マスメディアが現代社会に与える影響やその役
割について考えます。

マスメディア広告に限らず、さまざまなメディアや
コンテンツの中に存在する広告やＰＲについてそ
の効果や可能性を考えます。

音楽・観光・スポーツなど、メディアが生み出す豊
かな文化の在り方について考えます。

情報社会における新しいコミュニケーションの形
について考えます。

講義以外に、豊富な実習科目を取りそろえています。 ▶映像基礎実習、メディア調査実習、メディア制作実習、映像応用実習、メディア企画演習、文章応用実習

社会学部メディア専攻

メディアを読み解く知、メディアで伝える技法、メディアを活かす新たな想像力。
次代を拓く「メディアマインド」を身に付けるために。

「つなぐ」表現力を身に付けようメディア専攻

専任教員

ひとりひとりに、「メディアマインド」を。

どのように
メディアを学ぶのですか？

Q

　メディア専攻では、テレビや新聞、ラジオ、雑

誌、広告、音楽から、インターネットやSNSまで、メディア

を横断して考えます。具体的には、メディアの産業や仕

組み、歴史や文化などの「メディアを読み解く知」を学

びます。同時に、多くの実習やプログラムを通して「メ

ディアで伝える技法」も学びます。この両輪を活かしな

がら、卒業後はメディア業界に限らず、一般企業の企

画や広報など、各方面で活躍しています。

A

▲ メディア制作実習の授業風景 ▲ ゼミ課外活動の様子 ▲ 博物館見学の様子 ▲ オープンキャンパスの様子

身近なところから私たちに影響を与える広告について学びたいと思ったから。

 

メディア専攻を選んだ理由は？

【3年次】学びのテーマを自ら発見し、探究する日々。

どんな毎日を過ごしている？

1日の
スケジュール 「メディア企画演習（広告）」受講 ゼミの打ち合わせ ゼミ よさこいサークル

10：40 14：30 16：20 18：30

メディア専攻  学生研究レポート

人と人、人とモノをつなぐ
広告を通したコミュニケーションの
在り方を考える。

高校時代に見たあるテレビCMがきっかけで広告に興味をもちました。短い映像やシンプルなキャッチコピーを通して商品・サービスの魅力を伝え、
受け手である消費者の意思や選択に変化を与える広告について学べるメディア専攻を選びました。

　受け手の多様な解釈によって成立する広告を学
ぶには、積極的に多様な価値観に触れることが必要
です。西村さんには「ヒト／モノ／コト」に興味を持ち、
その中に疑問を発見し、考え続けることによって自分
を大きく成長させて欲しいと思っています。

多様な価値観に
触れながら疑問を
発見し、探究して
ほしい。

山本 高史｠教授

自分たちで広告の企画を立案し、よ
り伝わりやすくするための実践的な
技術も学んでいます。

ゼミ生と課題について打ち合わせま
す。何気ない会話から、新しい発見
が得られることもあります。

山本先生の「広告クリエイティブ」
ゼミに所属。ゼミ生の興味・関心に
従ってテーマを設定し、調査や議論
を通して理解を深めています。

週に3～4回は練習していま
す。「吹田まつり」をはじめ全国
のお祭り会場で踊りを披露し
たこともあります。

　広告主の意図を的確に表現しながらも、人を傷つけず、受け手との間にある
壁を柔らかくする広告を通したコミュニケーションについて研究しています。授
業の一環としてあるキャンペーンのキャッチコピーの公募に参加し、採用された
ことがありましたが、制作過程では自分の視野の狭さを痛感しました。「コミュニ
ケーションは受け手が全てを決める」という原則を意識しながら自分を客観視
する力を養い、誰にとっても心地良い環境を作れる人になることが目標です。
※掲載している年次は取材時点の年次です。

3年次生 西村 悠里

教員から
のアドバイ

ス
教員から

のアドバイ
ス

卒業研究テーマの一例

■ コロナ禍におけるライブハウス －ゴアーの意識と行動の変容
■ 女性K-POPアイドルのジェンダーロールと新しいコンセプト「ガールクラッシュ」

■ スマホゲームの光と影

■ ファッションとしての古着 －大阪心斎橋アメリカ村を事例に
■ 日本における#MeToo運動の現状と認知度
■ YouTuberの謝罪動画を解体する
■ 甲子園の魔物言説 －高校野球界における「魔物」の正体を解き明かす
■ 聖地巡礼による地域活性化の方法

■ アートにおけるプラットフォームの変容と価値の多様化
■ 広告の中で変化する“主婦”の居場所
■ 情報化社会におけるオピニオン・リーダー －Ｚ世代による情報発信の多様性
■ デジタル言論空間の健全化に向けたAI利活用
■ ディープフェイクが招く混乱とウソの拡散
■ コロナ禍における政治家のメディア戦略
■ 限界集落で暮らす人々 －京都府南丹市美山町の取材をもとに
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上野 恭裕 教授
▶経営管理論

安田 雪 教授
▶社会的ネットワークと
　社会システム
　組織と社会的ネットワーク

草郷 孝好 教授
▶国際開発システム論
　人間開発論

赤枝 尚樹 准教授
▶地域再生論
　コミュニティの比較社会学

杉本 舞 准教授
▶自然科学史
　技術史

髙瀬 武典 教授
▶産業社会学
　社会システム論

森田 雅也 教授
▶人的資源管理論

橋本 理 教授
▶産業システム創成論
　産業社会の歴史と経営

高増 明 教授
▶産業経済論
　経済システムデザイン論

小川 一仁 教授
▶経済政策
　ソシオエコノミクス

経済についての基礎知識を習得し、経済を分析する
ための能力を養成するためのプログラムです。金融、
公務員などへの就職を考える学生にとってはとくに重
要です。

企業・組織のマネジメントに関する基礎知識を習得す
るためのプログラムです。また、インターンシップをとお
して、マネジメントの理論がどのように実践されている
かを体感し理解していきます。

人々や地域をつなぐ社会ネットワークのデザインをと
おして、社会問題を解決していくために必要な、知識・
分析について学びます。

プログラムは、特定のテーマについて、より深く、体系的に学びたい人のための履修のガイダンスになっています。指定された科目を修得し、
そのプログラムに関連するレポートを提出し、合格することでプログラムの修了が認定されます。3年次に修了すれば、就職のときにも有利になります。

経済アナリストプログラム マネジメント基礎プログラム 社会ネットワークデザインプログラム

斉藤 了文 教授
▶失敗とテクノロジー
　テクノロジーのデザイン

▶社会階層論
　社会変動論

与謝野 有紀 教授

舟場 拓司 教授
▶人的資源論
　人と仕事の経済学

より深く学びたい人の3つの「プログラム」

木村 匡子 准教授
▶公共システム

「社会システムデザイン専攻」ヒストリー

ビジネス社会

ネットワーク
社会

地域・国際社会

※関心や進路目標にあわせて専門分野を系統的に学べる履修モデルであり、履修を制限するコース制度ではありません。

産業社会学、経営学、ソシオ・エコノミクス、経済原論、産業経済
論、人的資源論、経営管理論、人的資源管理論、産業システム
創成論、環境とビジネス、法とビジネス

科目例

ビジネスの現場で役立つ専門知識を身に付けます。産業
経済や経営のしくみを理解し、実社会で起きている課題に
対応できる力を養います。

公共システム、国際開発システム論、人間開発論、経済政策、技
術史、失敗とテクノロジー、環境社会デザイン、国際経済システ
ム、地域経済システム、社会保障論、地域再生論、国際社会とシ
ステムデザイン

地域社会や自治体の課題を見つけたり、国際的な問題に
取り組む力を身に付けます。新しい政策を提案するための
専門知識を学びます。

科目例

社会システム論、労使関係論、科学社会論、社会階層論、社会
変動論、経済システムデザイン論、社会的ネットワークと社会シス
テム、組織と社会的ネットワーク、産業情報システム論、情報ネッ
トワーク経営論、コミュニティの比較社会学

科目例

社会のつながりを理解します。新しい社会の動きを知り、
これからの社会で働いたり、暮らしていくために必要な専
門知識を学びます。

専攻名称を社会システムデザイン専攻へと改称社会学部が創設され、産業社会学専攻としてスタート1967年 2004年

社会学部社会システムデザイン専攻

社会の「今」とビジネスの「現場」に関して知識を深め、課題の解決策を考えます。
そのために教室で体系的に学び、さらにフィールドで実践的に学べることが特色です。

学術的アプローチで、現代社会の3つの領域にチャレンジする。

社会の「きずな」をデザインしよう社会システムデザイン専攻

専任教員

社会システム
デザインって、
どういう意味ですか？

Q

　社会システムデザイン専攻の「デザイン」は、新しい

社会像を作るということを意味しています。つまり「社会の問

題を自分で見つけ出し、解決策を考える」＝「デザインする」

ことをめざしています。また、社会の動きを素早くキャッチして

分析していくことがこの専攻の特徴となっています。例えば、

ツイッターなどのネットワークの分析、テレワークなどの新しい

働き方の提案、商店街の活性化を通じたまちづくり、国際開

発における政府とNGOによる協力支援など、この専攻では

実社会で起きているさまざまな事柄を研究対象としていま

す。実生活に役立つ実践的社会学をめざすのが、社会シス

テムデザインなのです。

A

▲ ゼミ旅行で上海へ。日中友好コスプレパーティー ▲ 地元関大商店街との連携を実施する学生たち ▲ ときには教室を飛び出して現地調査 ▲ ゼミ合宿での討論（飛鳥のセミナーハウスにて）

社会の問題を発見し、解決する理論や知識を身に付けたいと思ったから。

 

※掲載している年次は取材時点の年次です。

社会システムデザイン専攻を選んだ理由は？

【3年次】専門的な理論や手法を身につけ、個別のテーマを深掘りする。

どんな毎日を過ごしている？

1日の
スケジュール 登校 「社会システムデザイン実習」を受講 ゼミを受講 アルバイト

12：00 13：00 14：40 17：00

社会システムデザイン専攻  学生研究レポート

スポーツにおいてホームスタジアムで
戦うメリットを、膨大なデータの分析を
通して明らかにする。

高校時代、最上級生として部活の問題を考え、解決する難しさを実感した経験から、企業や国際社会、地域スポーツなど広い社会の中で起こる
問題を発見し、解決に導く手段を学べる社会システムデザイン専攻を志望しました。

　選手は観客が自分を見ていることを知り、観客もそれを知っ
ている。こうした視線の循環がある種の「儀式」として働き、
ホームアドバンテージを生む。このようなゲーム理論の視点を
加えることで、中富さんの研究はより面白くなると思います。

自分の視点に
学術的な理論を
加えて研究の価値
を高めてほしい。

安田 雪 教授

大学ではどのように学びを進めるか
で、午後から授業を受ける日を設け
ることも可能。講義が始まるまでに
ランチを兼ねてゼミのメンバーと課
題について話し合います。

「社会ネットワーク分析」の基礎的
な理論や、分析に用いるソフトウェ
アの操作も学びます。

安田ゼミに所属し、「社会ネットワー
ク分析」のさまざまな理論・手法へ
の理解を深めながら、個々の研究
テーマを掘り下げます。

少年サッカークラブでのコーチのア
ルバイトでは、子どもたちに適した技
術指導や声かけなど、コーチングの
奥深さを学んでいます。

　プロバスケットボールBリーグにおけるホームアドバンテージの影響について
研究しています。研究には人やモノ、組織がもつネットワークが社会に与える影
響を考える「ネットワーク分析」の手法を用います。全試合の観客数や得点数
をはじめとする膨大な記録をデータ化し、そこからホームチームが受けるアドバン
テージを明らかにします。データのとり方や分析のプロセスは簡単ではありませ
んが、社会に出た後に必ず役に立つと感じています。

4年次生 中富 竜也

教員から
のアドバイ

ス
教員から

のアドバイ
ス

卒業研究テーマの一例

■ 日本におけるコミュニティサイクル事業の可能性
■ 海外比較から見る日本のキャッシュレス化の現状と課題

■ SNSを活用した関大前商店街活性化への取り組み

■ 健康格差を縮小するために －ソーシャル・キャピタルの視点から
■ ふるさと納税のあり方 －返礼品主義から寄付目的主導へ
■ 日本女性の幸福度研究 －家事負担量と学歴に焦点をあわせて
■ 人口減少時代における地方創生
■ 災害時のTwitterの利用状況やツイートの種類ごとの増減からみるソーシャルメディアの情報伝達システムと拡散性

■ 音楽産業の変化によるライブエンターテイメントの発展
■ がんゲノム医療に関する現状と課題
■ ひとり親世帯の貧困化メカニズム
■ 日本におけるeスポーツの歴史とこれから
■ 買い物難民の歴史から見る移動スーパーの可能性
■ 代替肉の普及は可能なのか
■ コロナ禍のニュービジネス
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教員免許
社会学部で取得できる教員免許は、次の表のとおりです。教
員免許を取得するには、必要な科目を４年間にわたって目的
意識をもって履修することが必要です。

　関西大学社会学部卒業生の就職先は、一般企業から公務員まで多様な分野に
広がっています。現在、社会に求められている能力は、答えのある世界でうまくそこに
到達する力ではなく、激しい変化の中で的確に状況を判断し、最適な答えを見出すた
めに行動する力です。一朝一夕では身につかないこうした能力を獲得できるように、社
会学部では、どの専攻に所属していても、幅広く学べるため、自分の興味に応じた多
彩な進路があります。1年次からの少人数教育でコミュニケーション能力を培い、学際

的なカリキュラムで複眼的にものを見て考える力を養っています。さらに、「実習」科目に
より「現場」を知り、理論を現実の社会にあてはめ考動する力に磨きをかけています。こ
のような教育環境の中で、自分の夢を実現するために日々 活動してきた先輩たちの成
果が、就職率97.7%（2021年度卒業生）という実績に表れています。なお、キャリアセン
ターでも、インターンシップや企業説明会などを積極的に展開し、全面的な就職支援を
行っています。詳しくは、キャリアセンターなどの提供する情報を参照してください。

社会調査士（全専攻）
一般社団法人社会調査協会が認定する資格で、社会調査
に関する基礎的な知識と技能、倫理観をもつ人材に与え
られる資格です。社会学部で所定の単位を修得し、申請す
ることで取得可能です。

公認心理師（心理学専攻）
心理的支援や相談に関する国家資格です。資格取得には、大学
で必要な25科目の単位を修得し、さらに所定の大学院で2年間
の専門教育を受けるか、臨床現場で2年以上の実務経験を経て、
国家試験に合格することが必要です。なお、上記25科目のうち、
演習や実習に関わる科目では、履修人数の制限を設けています。

認定心理士（心理学専攻）
公益社団法人日本心理学会が認定する資格で、心理学に関す
る基礎的知識を有する者であることを示すものです。心理学専攻
の学生が所定の単位を修得し、申請することによって取得可能
です。また、認定心理士（心理調査）という資格も取得可能です。

（  　　　　　　　　　     ） 中一種免

免許状の種類教   科

公　　民（全専攻）

※上記の数値には、公務員・教員49名は含みません。
※2021年度・規模別分類は従業員区分により次のとおりです。

※原則として就業時の企業名で記載しています。（順不同）

旭食品/イオンリテール/伊藤忠食品/因幡電機産業/カイン
ズ/花王グループカスタマーマーケティング/京阪百貨店/ＪＦＥ
商事/シャープマーケティングジャパン/シャネル/生活協同組
合コープこうべ/セブン-イレブン・ジャパン/ニトリ/阪急阪神百
貨店/阪和興業/富士フイルムビジネスイノベーションジャパン
/三菱食品/山善/リコージャパン　など

【卸売業・小売業】

関電不動産開発/住友不動産販売/積水ハウス不動産関西
/東急リバブル/長谷工コミュニティ/リコーリース　など

【不動産業・物品賃貸業】

大阪市高速電気軌道/日鉄物流/日本郵政グループ/日本郵
便/阪急電鉄/阪急阪神エクスプレス/日立物流西日本/丸紅
ロジスティクス/丸和運輸機関　など

【運輸業・郵便業】

学校法人大阪医科薬科大学/国立大学法人大阪大学/公
立大学法人大阪/独立行政法人国立病院機構/セコム/大
広/帝国データバンク/西日本高速道路/日本入試センター/
博報堂プロダクツ/阪神高速道路/マイナビ など

【教育・広告・その他サービス業】

伊藤ハム/エーザイ/ＮＴＮ/カネカ/グローリー/小林製薬/三和
シヤッター工業/ＧＳユアサ/ＳＣＲＥＥＮホールディングス/住友
電気工業/大王製紙/大日本印刷/タカラスタンダード/テルモ/
トクヤマ/凸版印刷/日本ペイントホールディングス/日本たばこ
産業/パナソニック/富士電機/フジパングループ本社/ブルボ
ン/マキタ/三菱自動車工業/三菱電機/三菱マテリアル/ミネ
ベアミツミ/村田製作所/山崎製パン/ユニチカ/レンゴー　など

【製造業】

アマゾンジャパン/内田洋行/ＮＥＣソリューションイノベータ/
エヌ・ティ・ティ・データ関西/ＮＴＴドコモ/大塚商会/サイバー
エージェント/ジュピターテレコム/中部日本放送/トランスコ
スモス/特殊法人日本放送協会/日立システムズ/富士通エ
フサス/ＭｏｎｏｔａＲＯ/ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ/楽天グ
ループ　など

【情報通信業】

卒業生の就職先（2021年度）

免許・資格

●巨大企業＝従業員3,000人以上●大企業＝従業員500人～2,999人
●中企業＝従業員100人～499人●小企業＝従業員99人以下

佐  々彩夏

在学中の幅広い学びが、お客様の目線に
立って考え、提案を行う業務に役立っています。

　ホテルの宴会部門で勤務しています。受注した宴会の詳細を幹事様と打ち合わせし、宴
席当日を迎えるまで全てのサポート業務を担当。お客様の要望に可能な限り応えられるよう、
他部署のスタッフとの人間関係も大切にしながら、日々の業務に取り組んでいます。この
仕事の一番の魅力は、多種多様な企業の方々や幅広い年齢層のお客様と出会うことで、
あらゆる視点から社会の情勢を知ることができることです。在学中に身に付けた、相手の
視点で考える思考力や、根拠のある提案をする力は、現在の仕事にも役立っています。

山本 有唯

消費者の心理と行動を
実践的に学んだ経験が今に生きています。

▶心理学専攻 2017年度卒業
   西日本電信電話株式会社 勤務

▶社会学専攻 2016年度卒業
   株式会社ロイヤルホテル（リーガロイヤルホテル大阪） 勤務

　「常識を疑う」姿勢を身に付け、あらゆる視点から物事を捉える力を養うことができ
ます。人生は選択の連続といわれますが、自分の考えに基づき、自信と根拠をもって
選択ができるようになり、今後の人生がより豊かなものになります。

情報通信業

　NTT西日本のインターネットサービスを、他社の商材と組み合わせて販売するための企画業務を
担当しています。さまざまなモノがインターネットにつながるのが当たり前の現在、自社が提供するサ
ービスは一般家庭から法人まで幅広いユーザーにご利用いただいています。日々誰かの当たり前
の一部を支えていることに、やりがいを感じます。在学中は産学連携活動を行うゼミで、消費者の
行動を心理学的な側面から検討し、商品開発やイベント企画を行いました。その時に培った心理
学的目線に立ったマーケティング力やプレゼンテーション力が現在の業務にも役立っています。

ホテル

岡﨑 夕加里

▶社会システムデザイン専攻 2018年度卒業
　株式会社神戸製鋼所 勤務

人々の日常を支える製品を
世界中に届けることにやりがいを感じます。

　製造した鋼材を、全国・全世界のお客様へ届ける生産管理職を担当しています。扱ってい
る鋼材は自動車部品、建築材料として主に使用されており、全世界で走る車のうち、約50％
が当社の製品を使用しています。日々の業務の中で社会と広く関わっていることを実感できる
ところがこの仕事の魅力です。在学中は積極的にフィールドワークに取り組み、情報や知識を
学ぶだけでなく、自分自身で考え、目に見える形で他者へ伝える経験を積むことができました。
こうした経験がお客様との折衝や、社内の関係部署との交渉の際に生きていると感じます。

鉄鋼メーカー

社会学部の魅力とは？

社会学部の魅力とは？

社会学部の魅力とは？

　多角的に物事を捉える視野を学べる点だと思います。ゼミ活動では経済学と社会学、
2つの観点から社会生活における身近なテーマについて学ぶことができました。学問系
統を超えた学びとフィールドワークを通して、自分で考える力を養える環境が魅力です。

　4つの専攻で開講されている、幅広い分野の授業を受けられることです。私は心理学専攻
に所属していましたが、社会学やメディア関連の授業も積極的に受講していました。授業を通
して自分の興味のある分野を見つけ、それを専門的に掘り下げることができる学部です。

平野 暢

フィールドワークで得た人間観が、
社内外の多様な人 と々接する業務にも生きています。

　自社で製造した鋼材を全国のユーザーに販売する営業職を担当しています。当社の製造
する鋼材はビルなどの建築物や、公園のフェンスなどにも使用されており、社会に広く関わる
仕事だと実感しています。在学中はフィールドワークを何度も行い、卒業論文ではデモ活動を
取り上げました。参加者の方々へのインタビューを通して、それぞれ考え方や人生の背景が
異なっており、人はそれぞれ違うということを実感できました。現在、社内外で多くの人と接す
る中で、コミュニケーションの取り方などに活かされています。

▶社会学専攻 2016年度卒業
   合同製鐵株式会社 勤務

　社会学部で事件や事故、社会問題の経緯を研究すると、社会の構造が見えてきます。
社会構造の一部は自分たちも担っており、社会で起きるあらゆる出来事は無関係ではあ
りません。こうした視点から社会を捉える力が身に付くのは、社会学部ならではです。

鉄鋼メーカー

社会学部の魅力とは？

駒下 純兵

ゼミのテーマ「なぜを問え」は、
起業家として重要な言葉となっています。

▶社会システムデザイン専攻 2015年度卒業
　株式会社ラブグラフ 代表 サービス業

　出張撮影サービスを運営する会社の代表取締役を務めています。経営企画や事業開
発、財務や採用など会社経営に必要なことを幅広く経験してきました。在学中に起業という
キャリアを歩み7年が経ちましたが、共に働く仲間と「自分たちの信じた作りたい未来」も少
しずつ実現していく楽しさは、起業家ならではと思っています。所属していたゼミのテーマは、
「なぜを問え」でした。当時は完璧に理解できなかったこの言葉は、社会に出た今、世の中
の本質を捉えていくために重要な問いだということに気付きました。

社会学部の魅力とは？

　社会学や心理学、マスコミなど幅広い学問領域を扱うことです。そのなかで、興味の
ある学問を集中して学べる環境があります。幅広く知識をもつことは、会話のきっかけや
人を説得する材料が増えるため、社会に出てから非常に役立ちます。

卒業生からのメッセージ資格・就職

博物館学芸員（全専攻）
博物館資料の収集・整理・保管・展示などに従事する専門
的職員である「学芸員」の資格を取得することができます。

社　　会
社会学専攻、メディア専攻、
社会システムデザイン専攻

地理歴史
（社会学専攻、社会システムデザイン専攻） 高一種免

司書教諭（全専攻）
学校図書館での図書・視聴覚教材など教育に必要な資料を
収集・整理、保存して、児童生徒や教員の利用を支える仕事で
す。司書教諭になるためには、教員免許と司書教諭の両方の
取得に必要な科目を履修しなければなりません。

司書（全専攻）
図書館で必要とされる専門的事務職員で、図書館資料を
収集・分類するほか、図書の貸出、読書案内・指導などを
行います。公立の図書館だけでなく、企業や調査機関の
求人もあります。

都道府県・市町村の教育委員会におかれる専門職で、図
書館・博物館・公民館などの職員や、婦人会・青少年団
体などの指導者に、活動や運営に関する指導・助言を行
う仕事です。大学卒業後、教育委員会に就職し、現場経
験を経て資格が与えられます。

社会教育主事（全専攻）

□規模別就職状況（2021年度）

大企業
32.7%

中企業
25.7%

小企業
13.7% 巨大企業

27.9%

関西電力/中国電力　など
【電気・ガス・熱供給・水道業】

日本年金機構/一般社団法人日本音楽著作権協会　など
【その他】

一条工務店/セキスイハイム近畿/大和ハウス工業/高砂熱
学工業/三井ホーム/横河ブリッジ　など

【建設業】

朝日生命保険/尼崎信用金庫/ＳＭＢＣ日興証券/関西みら
い銀行/紀陽銀行/京都銀行/京都中央信用金庫/南都銀
行/日本生命保険/富国生命保険/三井住友銀行/三井住
友信託銀行/三菱ＵＦＪニコス/りそなグループ など

【金融業・保険業】

【公務員・公立学校教員】
愛媛県職員/大阪市消防吏員/大阪市職員/大阪府警察官
/大阪府職員/大津市教員/岡山市職員/京都市職員/京都
府職員/国税専門官/国家公務員一般職/高槻市職員/東
京都特別区職員/奈良県警察官/奈良市職員/兵庫県警察
官/法務省専門職員/箕面市職員/和歌山市職員　など

吉田 真世

▶心理学専攻 2015年度卒業
　ヤフー株式会社 勤務

在学中に学んだ心理学の知見を
日々 のマーケティング業務に生かしています。

　企業の課題をデータに基づいたマーケティングで解決へと導く企画営業を行っています。
各企業様が熱意を持って制作された商品やサービスを、社会（ユーザー）に届ける重要な部
分を支援できることがこの仕事の魅力です。大学時代に学んだ消費心理学や産業心理学
は、まさに現在の業務に役立っています。誰にどのタイミングでどのようなコミュニケーションで
行えば魅力を伝えることができるのか、最終的な購買や利用につながるのかを日々考えていま
す。皆さんの暮らしをさらに便利にできるサービスを提供していきたいと思います。

情報通信業

社会学部の魅力とは？

　今社会で実際に起きている事象や、日常生活の小さな疑問などをさまざまな角度
から学び、検証できる点が魅力です。社会に疑問をもち、実験や調査を通して解明し
ていく過程で、『論理的思考力』や『幅広い知識』を得ることができると思います。

社会学部キャリアデザイン

富岡 美帆

取材を通して事件の背景や真相に迫り、
社会に大きな影響を与える仕事です。

　記者として現場を取材し、テレビやラジオ、webでニュースを伝えています。原稿を書くだけ
でなく、現場でしか分からないことを自分の言葉で話してリポートするほか、スタジオに出演し
て解説することもあります。どんな取材も一筋縄ではいきませんが、重層的に取材することで
これまで明らかにされてこなかったことを伝え、報道した後に世の中の仕組みが変わるという
社会への影響の大きさを実感しています。在学中に文章や映像で伝えることを実践的に学
び、「伝わる楽しさ」を実感した経験が今の仕事の原点になっています。

放送局▶メディア専攻 2017年度卒業
   日本放送協会 勤務

社会学部の魅力とは？

　社会学部で学びの対象となるのは世の中の全てであり、それだけ多くの考え方に触
れられることが魅力です。講義で投げかけられる問いや示される考えはどれも新鮮で、
「世の中をこんな視点から見ることができるのか」と目からうろこの日 を々過ごしました。

キャリア
デザイン

金融業・
保険業

10.0%
卸売業・
小売業

18.0%

教育・広告・
その他サービス業

21.2%

情報通信業

16.9%
製造業

17.5%

□業種別就職状況（2021年度）

運輸業・郵便業　2.1%

不動産業・物品賃貸業　3.3%
公務員・公立学校教員　6.7%

建設業　2.6%

その他　1.1%
0.6%電気・ガス・

熱供給・水道業

宮本 穏裕

▶マスコミュニケーション学（現メディア）専攻 2014年度卒業
　大分合同新聞社 勤務

現場や記者の思いをイメージしながら、
読者に届ける新聞を毎日制作しています。

　地方紙の編集局で、記者や記事のweb配信担当を経て紙面制作を行う部署に所属して
います。読者が読みやすく、若い人にも新聞を手にしてもらうにはどうすればいいか、常にアイ
デアを巡らせています。取材対象者の方から感謝の声をいただくときや、毎朝の新聞を楽しみ
にしてくださっている姿を目にするときは、苦労が報われてやりがいを感じます。在学中には、多
彩なカリキュラムで文章力やまとめる力、そしてポイントを押さえ、伝えたいことは何かを考えな
がら取材する力を磨くことができました。これが今の仕事にも役立っていると感じています。

新聞社

社会学部の魅力とは？

　さまざまな講義や実習によって、どの分野に興味があるのかを発見できる環境が整ってい
ることが社会学部の利点です。そして関心のある分野が見つかれば、専門的に掘り下げる
ことができます。自分自身で考える力が身に付き、社会に出たときの強みになると思います。

※掲載している就職先等は取材時点の情報です。
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