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進路・就職
実社会に触れて学んだ実践力と専門性を生かし多様な業界で卒業生が活躍。
立命館大学では、「学生一人ひとりの希望する進路の実現」を掲げ、進路・就職支援をおこなっています。

進路・就職

産業社会学部のキャリア教育

▶ 専攻キャリア企画
低回生からキャリアイメージを形成できるよ
う、さまざまな分野で活躍する卒業生のトーク
セッションなどを開催しています。

▶ キャリア形成特殊講義
企業担当者からの助言・指導を受けながら、企
業が実際に抱える課題に対して政策提言をお
こなうクラスです。
フィールドワーク調査や企業へのプレゼンテー
ションを通して、学生が自身の職業キャリアに
ついても考えるきっかけとなっています。

《過年度実施例》

● スポーツに関連する仕事の実際（卒業生による講演会・
スポーツ社会専攻）

● 貿易業務、国際業務、Globalで活躍するために（卒業生によ
る講演会・現代社会専攻）

● 輝く社会福祉現場（社会福祉現場で働く方による講演会・人
間福祉専攻）　など

《過年度実施例》

● ジャーナリスト塾
● 働くありかたって何？～企業に入る前に社会に出ること
を考える～

● 実践的能力育成のための講義（グループディスカッション、
ロジカルシンキング、プレゼンスキル講座）

● 社会福祉士国家試験対策講座　など

▶ キャリア充実支援
産業社会学部ならではのキャリア企画を実施
し、在学生のキャリア形成を支援しています。

製造 16.2%

流通・商事 16.2%

金融 12.0%

進学率

4.3%
マスコミ 5.7%

公務員 6.9%
教員 3.2%

サービス 39.9%

アイリスオーヤマ（株）
アサヒビール（株）
アストラゼネカ（株）
一般社団法人共同通信社
ヱスビー食品（株）
（株）NTTドコモ
王子ホールディングス（株）
（株）オカムラ 
オムロン（株）
関西電力（株）
（株）キーエンス
キッセイ薬品工業（株）
（株）京都銀行
キリンホールディングス（株）
（株）公文教育研究会

KDDI（株）
コナミホールディングス（株）
（株）サイバーエージェント
（株）産業経済新聞社
（株）CBCテレビ
（株）時事通信社
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）
スズキ（株）
（株）スポーツニッポン新聞社
住友林業（株）
積水ハウス（株）
（株）セブン-イレブン・ジャパン
ソフトバンク（株）
大同生命保険（株）
大和ハウス工業（株）

（株）中日新聞社
（株）ツムラ
東京海上日動火災保険（株）
TOTO（株）
（株）東ハト
凸版印刷（株）
西日本電信電話（株）
西日本旅客鉄道（株）
（株）日清製粉グループ本社
（株）ニトリ
（株）日本政策金融公庫
日本電気（株）
日本放送協会［NHK］
日本マクドナルド（株）
日本生命保険（相）

2021年度卒業生　進路・就職先一例（50音順）

※円グラフの数値は小数点以下第二位を四捨五入により算出。　※端数処理の関係で100％にならない場合があります。
◎進学率＝｛進学者/（就職者+進学者）｝。ただし、進学者には大学院だけでなくその他の進学者を含む。

ネスレ日本（株）
野村證券（株）
ハウス食品（株）
（株）博報堂プロダクツ
（株）博報堂DYメディアパートナーズ 
東日本旅客鉄道（株）
日立造船（株）
（株）ファーストリテイリング
（株）ベネッセコーポレーション
（株）星野リゾート・マネジメント
北海道放送（株）
（株）マイナビ
（株）みずほフィナンシャルグループ
三井住友海上火災保険（株）
（株）三井住友銀行

三井住友信託銀行（株）
三菱電機（株）
（株）村田製作所
明治安田生命保険（相）
楽天グループ（株）
（株）LIXIL
（株）リコー
（株）りそな銀行
（株）良品計画
リンナイ（株）
（株）ローソン
ローム（株）
国家公務員一般職
地方公務員（上級職）
教員

業種別
進路決定状況
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社会学はさまざまな社会現象の実態や背景、仕組みを解明する学問です。
あらゆる社会現象を研究対象とします。複雑な社会現象を解明するため
に、柔軟な学問的知識や研究方法で、科学的に分析をおこないます。

産業社会学部は、社会諸科学に関する教育研究を通じて、①国内外の現代
社会における諸問題に関する鋭い感受性を持ち、②学際性と専門性を兼
ね備え、③積極的に社会に働きかけ、民主的な人間関係を育みながら社会
問題を解決していくことができる人間を育成することを目的としています。

社会学とは？ 産業社会学部の人材育成目的

未来の社会を構想し、働きかけていこう

産業社会学部の特長

学部長メッセージ

▶国際社会への対応▶柔軟なカリキュラム
複雑な社会問題に多角的にアプローチできる「クロ
スオーバー・ラーニング」。専攻での専門能力を高め
つつ、他専攻の科目も横断的に学ぶことで、多彩な
テーマの中から自分だけの学びをデザインすること
ができます。

▶さんしゃ流アクティブラーニング
国際社会が直面する課題に主体的・実践的に取り
組めるプログラムを設定。「国際理解」の促進と「国
際比較」の視野を培うため、学部独自の海外研修
や、英語能力と専門性を同時に高める英語副専攻
などのプログラムが設置されています。

学生自らが主体的に学ぶ「アクティブラーニング」。
産業社会学部では、社会問題の実際の現場に触れ、
理論と実践を往復した研究活動をおこないます。国
内外を問わず実社会で学ぶことで、問題を発見し解
決する力を身につけます。

新型感染症の大流行や紛争の発生が社会のあらゆる領

域に甚大な影響を及ぼすなかで、この危機をいかに乗り

越えていくか、今こそ私たちの英知が問われています。産

業社会学部は1965年の創設以来、現代的な諸問題を

具体的に解明し、総合的に分析することを目指してきま

した。本学部では、社会学を中心に、政治・経済・文化・

教育・心理・社会福祉など多様な学問分野の理論と実

践を学ぶことができます。いま社会で起きていることを

観察し、体験し、分析することを通じて、社会的課題を多

面的に捉える目と解決する力を培ってほしい。それが、こ

れからの時代を生き延びる力に繋がると考えています。

新たな社会のあり方をともに構想し、社会に発信してい

きましょう。

櫻井 純理
立命館大学産業社会学部長

現代社会の諸問題に鋭く関心を寄せ、
専門性と学際性を持ち合わせた視点で
多面的に捉える力を身につけます。

現代社会の問題を多面的に捉える力

諸問題から適切な課題を設定し、筋道
を立て探求することで、課題解決能力を
養います。

課題解決能力

語学力に加え「国際理解」や「国際比
較」の視野を培うことで、国際社会に向
き合う視座やマインドを養います。

グローバル社会の諸問題に向き合う力

必要な情報やデータを収集し、適切
な手段で分析・考察する力を身につけ
ます。

実践的な調査や分析をする力

4年間で身につく力

社会の
あらゆる現象が
研究対象です。

産業社会学部で
「社会問題を解決する力」を身につけよう

環境問題、貧困や格差、労働、メディア、SNS、家族、都市と農村、

ジェンダー、余暇、スポーツ、福祉、教育…

現代社会を取り巻く諸問題は、さまざまな要素が複雑に入り組んでいます。

この複雑な社会問題を解決するために必要なものは何でしょうか。

産業社会学部は1965年の創設以来、社会問題の解決を追求してきました。

産業社会学部が目指すのは、「学際性と専門性を兼ね備え、

積極的に社会に働きかけ、社会問題を乗り越えていく人材」の育成。

学問領域を超えて多面的に学べる「柔軟なカリキュラム」と、

自ら主体的に学ぶ「アクティブラーニング」の豊富なフィールドを通して

複雑な現代の諸問題と向き合う力を身につけます。
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産業社会学部の4年間

大学では授業を自分で選び、自分で時間割を組み立てます。何を学びたい
か、どう学びたいかを自分で決めることができます。

高校までは知識を覚え、出された問題に早く正解する「勉強」が重視されますが、大学でおこなうのは「研究」です。4年間を
通じた小集団教育を軸にしながら、取り組むべきテーマを自分で発見し、さまざまなアプローチで研究に取り組みます。そし
て4年間の学びの集大成を卒業研究として結実させます。

■「勉強する人」から「研究する人」へ ■自分で決める「自由」と「責任」をもつ

学びのステップ
高校とはココが違う！ 各専攻の詳細は

「専攻紹介」ページ参照　
P.05～P.10へ

4年間を通した小集団教育を軸に、
社会問題と向き合う確かな力を身につけます。

基礎演習Ⅰ・Ⅱ

※1 さんしゃリテラシー科目とは、1回生時に履修する「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」「入
門社会学」「情報リテラシーⅠ」のことで、産業社会学部で学ぶための
アカデミックスキルの基礎を修得することを主な目標としています。

※2 専攻コア科目とは、専攻ごとに設定されている専門的な知識への導入
科目です。具体的な科目名は各専攻のページ（P.06～P.10）へ。

1回生 2回生 3回生

専門導入科目 専門展開科目

4回生

4年間大学で研究をおこなっていく上で必要な基礎力を修
得していきます。基礎的知識に加え、幅広い教養、問題構造
の理解や情報収集力などを磨いていきます。

さんしゃリテラシー科目※1、専攻コア科目※2の学びと連携しな
がら、興味関心を広げ、社会や社会問題についての理解を深め
ます。また問題解決の基礎的な知識・技能を修得していきます。

プロジェクトスタディⅠ・Ⅱ
1回生の学びを発展させ、学修・研究の基礎である、問題理解
や解決のための技能や表現力、情報収集力をさらに向上させ
ます。

ゼミナールⅠ・Ⅱ
1・2回生で培った学修をもとに、担当教員から専門的な指導
を受けつつ、専門テーマの研究を進めます。ゼミによってテー
マの選び方・研究の仕方はさまざまです。

ゼミナールⅢ・Ⅳ、卒業研究
4年間の学びの集大成として、卒業研究を成果物にまとめ
ます。

専門科目の履修が本格的になり、専門性を高めるとともに学
際的な学びを進めます。また、より緻密に考え発信する力をつ
けるため、アカデミックスキルを高めます。

1・2回生で得た知識やアカデミックスキルをもとに、専門テー
マを深めます。また、卒業を見据え、進路目標を明確化してい
きます。

学びをさらに深めながらゼミでの研究を進め、卒業論文
（もしくは卒業制作）を仕上げます。就職・進学など、次のス
テップで活躍する力に高めていきます。

現代社会専攻 持続可能な社会の創造、公共空間の再生など、現代社会の問題に多角的な視点から アプローチします。

メディア社会専攻 情報化社会におけるメディアの役割を探り、メディアと社会との「より良い関係づくり」 を学びます。

スポーツ社会専攻 社会や人生におけるスポーツやレジャーのあり方を考え、より豊かな社会を実現する 方法を模索します。

子ども社会専攻 子どもと子どもを取り巻く社会環境に迫り、未来の子ども社会と学校教育について 考えます。

人間福祉専攻

教養・キャリア形成科目

福祉の知識・技能を修得し、誰もがより人間らしく生きることができる社会を実現 する力を養います。

小
集
団
科
目

専
門
科
目

教
養
科
目

外
国
語

● 大学で学ぶための基礎的なスキルを修得
● 専門へのゆるやかな導入

● 学びのスキルを高める
● ゼミ選択に向けて学びのテーマを見つける

● 基礎的な力をもとに専門的な学修・研究を深める
● 将来の進路を定める

● 4年間の学びを社会で活躍する力に高める
● 学びの成果を卒業論文・制作に仕上げる

外国語科目 英語副専攻（詳細は
P.11へ）、展開英語、全学副専攻

［ 必　修 ］英語
［選択必修］ドイツ語／フランス語／中国語／スペイン語／朝鮮語から1言語
英語と選択必修の内の1つの言語を合わせた2つの言語が必須。国際社
会で通用する高度な外国語運用能力を身につけることを目標とします。
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■進学 3.4%
■教員 1.4%
■公務員 7.1%
■マスコミ 3.0% 

■製造 17.2%
■流通・商事 17.2%
■金融 13.2%
■サービス 37.5%

高い専門性と
多角的な視野を
養う5専攻。

子ども

教育

5つの専攻のさらに詳しい情報は、
HPをご覧ください。

多様で複雑な現代の社会問題に対応するには、高い専門性と同時に
「多角的な視野」が求められます。
自専攻の専門科目に加えて、学部基礎専門科目や他専攻の専門展開科
目などの履修を通して、専攻の壁を越えた多彩なテーマを学ぶことが可
能です。例えば「教育」と「福祉」、「スポーツ」と「ジャーナリズム」など複
数のテーマを学ぶことで、複雑な課題を多面的に捉えることができます。

クロスオーバー・ラーニングを実現するための一つの仕組みです。所属す
る専攻以外からサブメジャー専攻を一つ選び、通常は履修できないサブメ
ジャー専攻のゼミナールや専門導入科目を履修することが可能となり、社
会問題へのより深く多面的なアプローチを可能にします。

※他専攻の専門科目の単位認定における科目区分（分野）は、専門科目ではなく
「発展科目」です。
※卒業するためには、教養科目、外国語科目等の他に、自専攻の専門科目を少なく
とも30科目程度単位修得する必要があります。

クロスオーバー・ラーニング

現代社会専攻 人間福祉専攻 高齢者の孤立を防ぐ
地域社会のあり方

オリンピックと
報道のあり方メディア社会専攻 スポーツ社会専攻

子どもの問題への支援と
カウンセリング

子ども社会専攻 人間福祉専攻

クロスオーバーで広がる研究テーマ例

現代社会の課題に3つの領域から迫り、
真に豊かな未来を探求する。
現代社会の課題に3つの領域から迫り、
真に豊かな未来を探求する。

現代社会
専攻

主な進路・就職先

【製】（株）LIXIL/（株）村田製作所/TOTO（株）/アサヒビール（株）/アストラゼネカ（株）/スズキ（株）/ハウ
ス食品（株）/リンナイ（株）/ヱスビー食品（株）/三菱電機（株）/日立造船（株）　【流】（株）良品計画/ジョ
ンソン・エンド・ジョンソン（株）/ネスレ日本（株）　【金】（株）京都銀行/（株）三井住友銀行/（株）日本政
策金融公庫/三井住友海上火災保険（株）/三井住友信託銀行（株）/明治安田生命保険（相）/野村證券
（株）　【サ】（学）立命館/（株）ファーストリテイリング/（株）ベネッセコーポレーション/（株）マイナビ/
（株）みずほフィナンシャルグループ/（株）星野リゾート・マネジメント/KDDI（株）/コナミホールディング
ス（株）/ヤマト運輸（株）/楽天グループ（株）/東日本旅客鉄道（株）/日本赤十字社　【マ】（株）博報堂DY
メディアパートナーズ/（株）福井新聞社/東映アニメーション（株）　【公】国家公務員一般職/国税専門
官/財務専門官/兵庫県人事委員会　【教】横浜市教育委員会/京都府教育委員会/北海道教育委員会

専門性を高める多彩な科目

卒業論文テーマ（過年度例）
● 子どもの貧困に対する問題点の指摘：
　相対的貧困率から見るマクロ的視点と、子供の立場から考えるミクロ的視点から
● 女性のワーク・ライフ・バランスに関する国際比較
● エネルギーシステムにおける送配電網と熱供給網の再構築の必要性
● 無戸籍者問題における行政分野に関する考察
● 路面電車・LRT を軸にした地域の活性化―阪堺電気軌道を事例に―

※★印は専攻コア科目（P.03）です。
※下記の科目は抜粋です。

※小数点以下第二位で四捨五入しているため、
　合計が100％にならないことがあります。

世界平和の実現を目指してソーシャルイノベーション・
ソーシャルデザインをおこそう！

准教授
永野 聡

現代社会専攻の特長
震災からの復興、原発の再稼動、異常気象と地球温
暖化、国内外での貧困や格差の増大、地方の過疎化
や少子高齢化、非正規雇用や過労死の増加、ワーキン
グプアーやシングルペアレントの苦難、そして、宗教や
文化の違いを巡る対立や紛争など、あなたが住む町
やそこからはるか遠くの海外に至るまで、世の中は数
多くの解決すべき問題であふれています。あなたの興
味や関心に沿って、これらのトピックをそのままダイレ
クトに大学での学びのテーマとして設定できるのが、
現代社会専攻です。「社会形成」「社会文化」「環境社
会」という3つの領域とその科目群を組み合わせるこ
とで、あなただけのオリジナルな学びをデザインし、極
めることができる履修プログラムが用意されています。
あなた自身や周囲の人がより幸せになれる社会や、見
知らぬ世界の人びとにとっても希望ある未来を迎えら
れる社会を自らデザインし、その実現のために「問い」
を立て、その解決策をともに探求していきましょう。 

Social Sciences

ゼミ紹介

専攻紹介

ダブルメジャー制度

・ 現代と社会★
・ 産業社会学
・ 都市論
・ 社会文化論

・企業社会論
・家族社会学
・比較政治論
・比較文化論
・国際社会経済学

・労働社会学
・社会病理学
・現代経済論
・比較宗教論
・環境論

・社会階層論
・社会思想
・住民自治論
・比較ジェンダー論
・資源エネルギー論　など

専門導入科目 専門展開科目

永野ゼミはフィールドワークを通して、ソー
シャルイノベーション・ソーシャルデザインを
学ぶゼミです。ゼミは5つのプロジェクト
（シェアリングエコノミー、ジェロントロ
ジー、震災復興エリアマネジメント、地域観
光プランニング、現代アートと地域活性化）

から構成されていて、多角的に地域課題について考える力を養うことができます。私は福
井県永平寺町を舞台に、少子高齢化による伝統文化や伝承料理等の地域資源の担い手
不足という町の課題に対し、既存資源を有効活用して、町の良さを残したままイノベー
ションを行えないか、シェアリングエコノミーを通したまちづくりの研究に着手しています。

永野ゼミは、多様な社会課題（高齢者の生き
がい創出、地域資源（伝承料理、伝統芸能等）
の承継、震災復興、健康と観光、中山間地域
の活性化等）に関して、フィールドワークを踏
まえて、学生たちと常に向き合っています。理
論と実践の往還する立体的な学びを通して、
社会課題の解決に全力で挑戦しています。ゼミの主な特徴は、①地域の多主体（自治体、まち
づくり会社、民間企業、住民等）とのフラットな関係の構築、②ゼミ活動を通した人材教育の
エコシステム（現役生と卒業生研究員とのピアラーニング）、③サイエンスコミュニケーション
を意識した情報発信（SNS、HP、書籍、学術論文）です。ゼミを通して生きる力を養います。

メディア社会専攻※ 3回生
木村 優汰さん

!

文化

観光

ボランティア

家族

福祉

メディア

SNS

ジェンダー

環境 企業

M
ajor

「現代」を多角的な視点から考える

現代社会専攻 P.06

スポーツで豊かな社会づくりに貢献する

スポーツ社会専攻 P.08

情報化時代のメディアの役割を探る

メディア社会専攻 P.07

新しい学校・子ども社会のあり方を考える

子ども社会専攻 P.09

スポーツ

誰もが人間らしく生きる社会をつくる

人間福祉専攻 P.10

※ダブルメジャー制度（P.05）を利用し、現代社会専攻のゼミを履修。
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■製造 17.9%
■流通・商事 15.4%
■金融 9.9%
■サービス 35.8%

■製造 13.8%
■流通・商事 14.9%
■金融 12.6%
■サービス 37.9%

■進学 2.3%
■教員 4.6%
■公務員 4.6%
■マスコミ 9.2% 

■進学 4.3%
■公務員 4.3%
■マスコミ 12.3% 

心豊かで健康的な人間社会のために、
スポーツやレジャーのあり方を考察する。
心豊かで健康的な人間社会のために、
スポーツやレジャーのあり方を考察する。

スポーツ社会
専攻

【製】オムロン（株）/アサヒビール（株）/ローム（株）/（株）マキタ/TOTO（株）/（株）NTT東日本－南
関東/三井ホーム（株）/（株）キーエンス/（株）奥村組　【流】JA全農たまご（株）/トヨタカローラ新
大阪（株）/イオンリテール（株）/三菱食品（株）/（株）アルペン　【金】東京海上日動火災保険（株）/
（株）名古屋銀行/日本生命保険（相）/（株）イオン銀行/（株）りそな銀行/岡三証券（株）/（株）三井
住友銀行/（株）阿波銀行　【サ】（株）オープンハウス/（学）関西医科大学/西鉄旅行（株）/王子ホー
ルディングス（株）/ソフトバンク（株）/エン・ジャパン（株）/エヌ・ティ・ティ都市開発（株）/（株）ぐる
なび/（株）サイバーエージェント/（株）KDDIエボルバ/（株）電通デジタル　【マ】北海道放送（株）/
（株）放送映画製作所/（株）産業経済新聞社　【公】西宮市役所/国税専門官/奈良県警察本部　
【教】札幌市教育委員会/鳥取県教育委員会/大阪府教育委員会/奈良県教育委員会

・ 現代とスポーツ★
・ スポーツ史
・ ウエルネス論
・ スポーツ社会学
・ スポーツ文化論

● 地域活性化におけるスポーツ・アニメコンテンツの有用性
● 子どもの貧困が引き起こすスポーツの貧困について考える
● アーティスティックスポーツとしての飛込競技の可能性
● ライフスタイルスポーツとジェンダー：サーフィンにおけるジェンダー・人種差別から見える課題
● 男性はチアをしてはいけないの？：男性チアリーダーを取り巻く現実と今後の課題
● 経皮的筋電気刺激が力量調節を伴う運動学習に及ぼす影響

・障害者とスポーツ
・スポーツとジェンダー
・グローバルスポーツ論
・地域スポーツ論
・武道論

・生理学
・スポーツ心理学
・学校保健
・衛生学
など

スポーツ社会専攻の特長
「スポーツを時代や社会、人びとの人生との関係の中で
理解し、その望ましい関わり方はどうあるべきか？」を問
い続けることが、スポーツ社会専攻のアイデンティティで
す。本専攻では、講義や演習の他、地域や海外に出て実践
的に学ぶプロジェクト型学習を用意することで、人文・社
会科学の観点からスポーツ、あるいはより広くレジャーの
「いま」を鋭く分析し、より良い世界をデザインする力を養
うことを目指しています。とりわけ大きな特長は、スポーツ
の「本質」や時代ごとの価値・役割を究明するとともに、現
代社会との関係性の中でスポーツのありようを問い直す
「スポーツ文化」「スポーツ社会」の学びをコア・カリキュラ
ムに据えているところです。これは、体育やスポーツ科学
での学びとは違った魅力です。学生には、国内外のスポー
ツやレジャーに関するビジネスや政策、法律、教育、メデ
ィアなどについて専門的に学ぶだけでなく、例えば「スポ
ーツ×多様性」「身体×テクノロジー」「スポーツ×地域活
性化」など、自らの興味関心や将来のビジョンに応じて独
自の学びをデザインすることを推奨しています。

メディアの機能・役割について学び、
社会とのより良い関係を創出する。
メディアの機能・役割について学び、
社会とのより良い関係を創出する。

メディア社会
専攻

【製】（株）NHKテクノロジーズ/（株）オカムラ/（株）リコー/（株）東ハト/キッセイ薬品工業（株）/ローム
（株）/住友林業（株）/積水ハウス（株）/凸版印刷（株）　【流】（株）ニトリ/（株）ローソン/P＆Gプレステ
ージ合同会社/アイリスオーヤマ（株）　【金】（株）広島銀行/（株）三井住友銀行/SMBCファイナンスサ
ービス（株）/京都中央信用金庫/三井住友海上火災保険（株）/三菱UFJニコス（株）/大同生命保険
（株）/日本生命保険（相）/野村證券（株）　【サ】（株）NTTドコモ/（株）マイナビ/（株）日清製粉グループ
本社/キリンホールディングス（株）/ソフトバンク（株）/西日本電信電話（株）/西日本旅客鉄道（株）/大
和ハウス工業（株）/日本マクドナルド（株）/日本郵便（株）　【マ】（株）BSテレビ東京/（株）CBCテレビ/
（株）スポーツニッポン新聞社/（株）岐阜新聞社/（株）時事通信社/（株）中日新聞社/（株）博報堂プロダ
クツ/一般社団法人共同通信社/日本放送協会［NHK］　【公】京都府人事委員会/大阪市人事委員会

メディア社会専攻の特長
「私たちとメディアの関わり」をいろいろな角度から捉
え返す。それが、メディア社会専攻での学びの目的で
す。メディアの現場で必要とされる知識や技能を修得
するだけではなく、現代社会とメディアの関わりを問い
直し、あるべき「メディア社会」をいかに考えていくか―
こうしたことに重点を置いて学んでいきます。そのため
に、3つの領域を用意しています。｢送り手｣と「受け手」
の両面からジャーナリズムやソーシャルメディアを捉
え、メディアと人との関わりを考える「市民メディア」領
域。テレビ、新聞、雑誌、広告などメディアの「発信媒
体」についての理解を深め、それらと社会、政治、歴史
などとの関係を探る「メディア社会」領域。そして、映
画、マンガ、観光、スポーツなど、さまざまな文化、ポピ
ュラー・カルチャーとの関わりからメディアの役割を考
える「メディア文化」領域です。現代のメディアの役割
と使命をともに考えましょう。

主な進路・就職先専門性を高める多彩な科目

卒業論文テーマ（過年度例）

専門導入科目 専門展開科目

※★印は専攻コア科目（P.03）です。
※下記の科目は抜粋です。

※小数点以下第二位で四捨五入しているため、
　合計が100％にならないことがあります。

ゼミ紹介

・ 現代とメディア★
・ 現代メディア史
・ メディア社会論
・ メディア文化論

● フェイクニュースはなぜなくならないか
● 京都アニメーションの消費者像分析 
● ハリウッド恋愛映画のヒロインの「靴」に見る記号論的分析
● スマートフォン社会におけるネットいじめの危険性と対策とは
● 新聞におけるアスリートのジェンダー格差　
● BTSの世界進出からみる日韓ポップスとオリエンタリズム

・ジャーナリズム論
・活字メディア論
・音声メディア論
・マンガ文化論
・グローバルメディア論

・メディアリテラシー論
・ニュース論
・映画と社会
・パブリックアクセス論
・子どもとメディア

・コミュニケーション政策論
・コミュニティメディア論
・広告論
・観光文化論
・表象文化論　など

主な進路・就職先専門性を高める多彩な科目

卒業論文テーマ（過年度例）

専門導入科目 専門展開科目

※★印は専攻コア科目（P.03）です。
※下記の科目は抜粋です。

※小数点以下第二位で四捨五入しているため、
　合計が100％にならないことがあります。

ゼミ紹介

Sports and SocietyMedia and Society

・余暇の社会史
・スポーツ政策論
・スポーツマネジメント論
・スポーツボランティア論
・スポーツメディア論

スポーツを通した
インクルージョンを考える

3回生ゼミでは、インクルージョン・子ども・
保護者・指導者・地域などをキーワードに、
先行研究を用いて知識を深めています。ま
た、パラスポーツ種目の「ボッチャ」を体験し、
アンケート調査を実施してゼミメンバー間の
「楽しさ」を測定しました。現在、障害者スポ

ーツの『機会』創出を目的に、大学、地域、支援学校で連携して京都府立特別支援学校スポ
ーツ交流事業プロジェクトを進めています。ゼミ活動は理論と実践の双方を重視していま
す。キャリア形成につながる取り組みも多いので、私は積極的に参加するように心がけてい
ます。学びを通しては、社会課題に対する視野の広がりに繋がっていると感じています。

パラリンピックの自国開催により注目が高
まった障害者スポーツですが、障害者スポー
ツ＝パラリンピックではありません。障害者ス
ポーツは教育、医療、福祉、競技等の学際的
な研究領域です。ゼミではスポーツマネジメ
ントの発想を元にフィールドワークを通して
障害のある人とない人がスポーツの世界で共存するための要因を明らかにしています。障
害の有無に関わらずスポーツを楽しむための創意工夫を踏まえたインクルーシブな「現場」
を対象に調査を行い、結果をフィードバックします。こうした学びのスタイルを通じては、社
会課題に直接関わりながら「客観性」を伴いつつ状況判断できる力を養っています。

教授
金山 千広 

スポーツ社会専攻 3回生
入野 倖輔さん

視覚メディアと社会・文化の
かかわりを観察する

私の所属するメディア社会専攻は、人 に々情
報を発信する媒体であるメディアが、社会に
おいてどのような役割を持ち影響を与える
のかを学ぶことができます。私は1回生から
動物園に関心をもっていて、ゼミでも、SNS
というメディアに注目しながら、動物園による

広報活動について研究しています。先行する研究の調査に加えて、話題となっている動物
園に直接インタビューするなど、必要なデータを収集します。ゼミでの活動で重視されてい
るのは、物事を十分に観察し分析することです。文献で得た情報を鵜呑みにするのではな
く、自分なりに批判的に分析することで、物事に対する理解をより深めることができます。

私たちのまわりには、見ることのできるイメ
ージがあふれています。絵画や写真、建築、
テレビ、ビデオ、DVD、ヴァーチャル・リアリ
ティ、商品デザイン、ファッションなど、今日
までにイメージを見せる技術が多種多様
に発達したためです。ゼミでは、このような
イメージやイメージを見せる視覚メディアと私たちの生きる社会や培ってきた文化がど
のように関わり合うのかを探究しています。ゼミで大切にしていることは、普段何気なく
過ごす日常の空間やそこでの行為にまさに目を向けること、そしてそうした注目をもとに
ゼミの仲間と議論しながら自らの研究関心を深めていくことです。

准教授
住田 翔子

メディア社会専攻 ４回生
増田 龍哉さん
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■進学 2.3%
■教員 0.8%
■公務員 10.8%
■マスコミ 1.5% 

■製造 12.3%
■流通・商事 13.1%
■金融 10.8%
■サービス 48.5%

■製造 8.1%
■流通・商事 13.5%
■金融 5.4%
■サービス 24.3%

■進学 10.8%
■教員 35.1%
■公務員 2.7%

その人らしく尊厳ある多様な暮らしと
生き方を支援する。
その人らしく尊厳ある多様な暮らしと
生き方を支援する。

人間福祉
専攻

【製】スズキ（株）/住友林業（株）/（株）堀場エステック/（株）ツムラ/豊田合成（株）/三和シヤッター工
業（株）/TOTO（株）/リンナイ（株）/東芝ライフスタイル（株）　【流】（株）ニトリ/シャープマーケティン
グジャパン（株）/（株）トゥモローランド/（株）良品計画/（株）しまむら　【金】（株）十六銀行/野村證券
（株）/東京海上日動火災保険（株）/独立行政法人福祉医療機構/（株）百五銀行/京都中央信用金庫
/日本生命保険（相）　【サ】日本電気（株）/日本郵政（株）/（社福）救世軍社会事業団/（株）パソナグ
ループ/大和ハウス工業（株）/独立行政法人地域医療機能推進機構/（株）NTTドコモ/関西電力（株）
/洛和会ヘルスケアシステム （医）社団洛和会/（株）公文教育研究会/三菱地所レジデンス（株）/日本
年金機構　【公】国家公務員一般職/大阪府人事委員会/京都府警察本部/広島市人事委員会/公立
豊岡病院組合/京都市人事委員会/大阪府警察本部/山口市役所　【教】兵庫県教育委員会

人間福祉専攻の特長
人間福祉専攻では、障がいの有無、子ども、高齢者、おかれた環
境に関わらず、誰もがその人らしく尊厳を保ち地域で暮らし続け
られる社会づくりに貢献する力を蓄えます。福祉社会の実現に向
けて整備される社会保障・社会福祉制度に関する理解から、障が
い・虐待・貧困など社会的困難のある個人や家族への臨床場面
における個別支援のスキルまで幅広く学びます。「福祉社会」領域
では、少子高齢社会、国際社会など現代社会を包括的に、俯瞰し
てとらえる「眼」を養い、理念や思想、法律や社会制度などについ
て考え福祉社会の構築を目指します。「人間発達」領域では、乳幼
児から高齢期を見据え心理学・人間発達学のほか、カウンセリン
グやコミュニケーションについて学び、人に寄り添いアプローチ
するための知識やスキルの「芽」を大きく育んでいきます。また国
家資格である社会福祉士課程や特別支援教育課程を設置する
など、充実したキャリア教育が用意されています。今日の現代社
会では、誰もが福祉課題の対象になり得ます。私たちの暮らす社
会において、福祉領域は必要不可欠なものです。誰もが尊厳を持
って人間らしく地域で暮らしていける社会を目指して、自らの「眼」
と「芽」を育みながら、その専門性をより高めていきましょう。

新しい教育・子どもの社会の
創造に挑戦する。
新しい教育・子どもの社会の
創造に挑戦する。

子ども社会
専攻

【製】イビデン（株）/（株）デンソー/（株）安藤・間 【流】（株）山善/（株）エクシング/（株）セブン－イ
レブン・ジャパン/イオンリテール（株）【金】京都中央信用金庫/太陽生命保険（株）【サ】JA兵庫
情報センター（株）/（株）コア/（学）関西大学/（株）イトマンスイミングスクール/イオンモール（株）
/NOVAホールディングス（株）/オーシャンネットワークエクスプレスジャパン（株）/KDDI（株）
【公】藤枝市役所 【教】大阪市教育委員会/大阪府教育委員会/千葉県教育委員会/大阪府豊能
地区教職員人事協議会/富山県教育委員会/高知県教育委員会/京都市教育委員会/川崎市教育
委員会/横浜市教育委員会/滋賀県教育委員会

子ども社会専攻の特長
子ども社会専攻では、「小学校教諭一種免許状」の取得に必
要な単位を修得することができます。少人数授業を多く設定し
ており、小学校でのボランティアを実施するなど、教師力の育
成を重視しています。教師経験のある先生に相談ができる部
屋もあり、サポート体制も充実しています。また、本専攻は、幅
広い学問領域が集まる産業社会学部の中にあり、子どもや教
育に関する多様な学びを実現できる専攻です。目の前の現実
は、ひとつの「問い」にひとつの「答え」というふうに単純にでき
ているわけではありません。解明するためには、広い視野が不
可欠です。たとえば、国際的な視点からは、グローバル教育や
国際援助などの課題があり、社会との関係では、子どもの貧困
やメディアなどの課題が見いだせます。学校教育に関しては、
カリキュラムや学校文化などが、発達の視点からは、カウンセ
リングや家族関係なども視野に入ります。どの領域で専門性を
深めるかによって、皆さんが社会で活躍するフィールドはどん
どん広がっていくのです。教育や子どもたちに関わる仕事は、
創造的でわくわくする営みです。あなたもぜひ本専攻で学び、
新しい教育・子どもの社会の創造に挑戦してください。

・現代と福祉★
・人間発達論
・地域福祉論
・ソーシャルワークの
理論と方法Ⅰ

● 児童館の子どもの居場所作りー子どもの発達支援と職場環境の課題について
● 介護分野におけるICT、ロボットの普及状況と今後の課題―効率化とより良い介護を目指して
● ヤングケアラー支援におけるピア・サポートの活用と展開
―当事者が経験を「語る」ことの支援の考察

● 学校教育による地域社会の担い手の育成―私立学校の教育の現状から考える
● 子どもの貧困と教育格差―就学援助制度の自治体格差と課題

・国際保健医療政策研究
・発達障害論
・国際福祉社会論
・社会福祉法制
・発達保障論

・NPO・NGO論
・障害者とコミュニケーション
・バリアフリー論
・家族関係論　など

主な進路・就職先専門性を高める多彩な科目

卒業論文テーマ（過年度例）

専門導入科目 専門展開科目

※★印は専攻コア科目（P.03）です。
※下記の科目は抜粋です。

※小数点以下第二位で四捨五入しているため、
　合計が100％にならないことがあります。

ゼミ紹介

・ 子どもと社会★
・ 子どもと教育の歴史
・ 現代学校教育論
・ 現代教職概論

● これからの教員に求められる資質・能力
● ICT教育の成果と課題
● 学力格差解消に向けて
● 授業における導入の工夫―認知的葛藤に着目して―
● 日本における子どもの貧困と今後の対策
● 外国人児童教育の現状と展望

・子どもと遊び
・いのちの教育
・自我論
・グローバル教育論
・子どもとICT

・現代若者論
・児童・発達心理学
・生涯学習論
・学校文化・学校空間論
など

主な進路・就職先専門性を高める多彩な科目

卒業論文テーマ（過年度例）

専門導入科目 専門展開科目

※★印は専攻コア科目（P.03）です。
※下記の科目は抜粋です。

※小数点以下第二位で四捨五入しているため、
　合計が100％にならないことがあります。

ゼミ紹介

Human WelfareChildren and Society

・道徳教育論
・学校カウンセリング論
・子ども・若者と社会病理
・国際教育援助論
・比較市民教育論

・心理学
・老人福祉論
・障害者福祉論
・公的扶助論
・福祉経営論

子どもの論理と社会を結ぶ
―「ことば」を通して子どもを見つめる―

私が選んだこのゼミでは、主に「ことば」に絡
めて、それぞれのテーマをもって研究を進め
ています。個人の研究についてゼミメンバー
と共有する機会が多く、専攻の枠をこえた意
見交換を通して自分の考えを深められていま
す。また、小学校現場での授業観察を行って

います。この活動では、自分の研究の視点を中心に、学校の先生方や他の視点を持つ仲間と
の話し合いを重ねて新たな問いや課題を発見することができます。先生にサポートして頂き
ながら、自分自身の中で目標を設定し、一つひとつの達成に向けて意欲的に取り組んでいま
す。ゼミは、自分のやりたいこと、研究したいことに本気で向き合うことのできる場所です。

人は「ことば」を介して様々なヒト、モノ、コト
とつながっています。「ことば」は、思考や表
現、コミュニケーション等に関わって、言語そ
のものに限らず、声の高低、表情、身体表現、
文字といった様々な姿をしています。ゼミで
は、内なる問いを掘り起こし、「ことば」を通し
て人と社会とのかかわりを見つめます。そして、仮説をたて、先人の知見に学び、フィールド
でデータを収集、検討し、ディスカッションを重ねながら追究します。唯一の明確な答えが
ない問いに迫り、多様な考えに触れる研究活動を通して、論理的な読解力、思考力、表現
力を身につけることや、お互いを尊重し、つながり、高め合うことを大切にしています。

准教授
春木 憂

子ども社会専攻 3回生
金子 夢香さん

貧困とは？社会福祉とは？
貧困と排除を生み出す社会への問い

ゼミでは主に貧困問題をテーマに、日本国内に
おける格差の意識をグループディスカッション
や、文献を通じて深く学んでいます。それぞれ
が異なる境遇で生きていますが、誰もが基本
的人権に則り人間らしく生きていくことがで
きる社会を作るために必要な制度や考え方を

仲間と共に考えています。また、日本と海外の福祉制度の違いやグローバル化の影響につい
て諸外国の文化的背景を踏まえて考え、これからの日本国内の福祉政策、福祉サービスの特
徴と改善策を考察しています。現在は貧困問題解決に向けて「日本における格差を狭め、国民
の貧困率を下げるためにはどうすればいいか」を卒論のテーマに掲げ研究しています。

貧困や排除というのは、私たちが生活している
日常のすぐとなりにあります。貧困問題は遠い
国の誰かの問題ではなく、現代の日本において
も目を凝らせばみられます（子どもの貧困、ホー
ムレス問題、排除アート…）。普段気に留めてい
ない（＝不可視化された）現代日本の貧困や社
会的排除について学ぶことで、他者の苦境と社会の責任をつなげて考えられる想像力を涵養す
ることを大切にしています。ゼミでは、貧困や社会的排除に関する文献輪読、討論、データ分析や
現地調査を通じて学びを深めます。ゼミ生同士の意見交換や議論は、自分ひとりでは気づかなか
った視点で、視野がぐっと広がります。それは教員もおなじで毎回ともに学び合っています。

准教授
桜井 啓太

人間福祉専攻 3回生
宮嵜 日菜さん
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柔軟なカリキュラムやさまざまなプログラムが用意されています。

学びの特色

「問題の本質的な理解をもって、解決に向けた思考力と実践力を養うこ
と」「多様な他者とのやりとりの中から自分自身を批判的に検証・理解
し、総合的な人間力を養うこと」を目指し、産業社会学部では、地域連携
プロジェクトを積極的に展開しています。

産業社会学部では、学外諸機関からゲストを迎えた専門科目を開講し
ています。社会の第一線で活躍しているプロフェッショナルの講義はと
てもパワフル。学生たちの好奇心・探求心を刺激します。

地域連携プロジェクト 社会の現場で学ぶ

専門特殊講義 プロフェッショナルに学ぶ

ソーシャルデザインプログラムは、「社会問題の発見と解決」に関する理
論と実践を体系的に学ぶことを目的としています。現代社会における社
会問題の特性とその多様な解決方法を多角的に学ぶ「ソーシャルデザ
イン入門」「ソーシャルデザイン・スタディーズ入門」、社会問題の現実を
フィールドワークを通じて学ぶ「ソーシャルデザイン・スタディーズ実践」
などの科目が中心となります。このプログラムの修了者は、社会問題を
主体的に発見・解決し、新たな地平を切り拓く人材として、社会のさまざ
まな分野で活躍することが期待されます。

ソーシャルデザインプログラム

取得可能資格一覧

小学校教員養成課程

社会福祉士課程

全国平均を大きく上回る合格率

● 小学校教諭一種　● 社会調査士（定員あり）子ども社会専攻

● 中学校教諭一種（社会・保健体育）
● 特別支援学校教諭一種（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）
● 高等学校教諭一種（地理歴史・公民・保健体育）

● 社会福祉士国家試験受験資格（定員あり）
● 中学校教諭一種（社会・保健体育）
● 特別支援学校教諭一種（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）

● 社会調査士（定員あり）

● 高等学校教諭一種（地理歴史・公民・保健体育）
● 社会調査士（定員あり） 

現代社会専攻
メディア社会専攻
スポーツ社会専攻

人間福祉専攻

2学びの
特色

Feature

産業社会学部ではさまざまな資格課程を設置しています。将来の希望に合わせて、資格取得を目指しましょう。
※なお複数の資格課程・プログラム等を並行して履修することができない場合があります。　

資格取得
Q
ualification

グローバルに学ぼう

英語副専攻 英語で研究・発信する

グローバルスタディプログラムは、国内外で起きている社会諸問題につい
て国際的な視点から学ぶことを目指す学生の皆さんを対象に、産業社会
学部が提示する国際教育履修モデルです。このプログラムでは、多文化
共生・異文化理解のための知識と実践力を習得する講義科目とフィール
ドワーク科目、そして、外国語でのコミュニケーション力を涵養する語学
科目といった多様な科目を配置しています。また、ゼミナールでの報告や
卒業論文において、外国語の文献を用いて研究テーマを深めることがで
きるようになることを目指します。

子ども社会専攻では、「小学校教員養成課程」を設置しています。小学校教諭一種免
許状は専攻の専門科目の中で免許状取得のために必要な科目を受講し、単位を取得
することで、教育委員会より授与されます。
この課程では、免許状取得に必要な科目のみならず、産業社会学部の他専攻に開設
されている科目などを履修することで、社会諸科学や子どもをめぐる課題等を理論的・
実践的に学べ、現代の教員に求められている幅広い知見を獲得することができます。
小学校教員免許状取得を目指す皆さんが学修に取り組みやすい環境を整えるととも
に、小学校現場を熟知した専門の教員から実践に即した支援を受けることができます。

グローバルスタディプログラム

産業社会学部には、国際社会と実践的に向き合い、ボーダレスに活躍できる人材を育てるための国際プログラムが揃っています。

海外の提携大学と学部が協働で海外短期研修プログラムを開発してい
ます。産業社会学部のカリキュラムの中で培った外国語の総合的運用
能力を基礎に、海外というフィールドで各分野の専門学修を深めます。

海外短期研修 海外で実践的に学ぶ

● 読売マスコミ講座 ～メディアの公共性から21世紀の新聞とテレビの課題を考える～
● 朝日新聞・朝日放送リレー講座 ～メディアの現場から～

開講科目の紹介（過年度開講例）

● コミュニティ・エナジー“小電力発電再稼働を契機とした地域おこしの探求”
● 第三の居場所探究―シェルター/カフェ/中・高居場所づくりに着目して ～尼崎市・大阪市～
● 自然の中での子供の遊び：森のようちえんの取り組みから学ぶ ～京北～
● 古民家再生活動を通じて里山の暮らしと文化・歴史を学ぶ ～京都市内～

活動紹介（一部）

● Study Abroad Program （オーストラリア・サザンクイーンズランド大学）
● アメリカ西海岸でレジャー・スポーツビジネスの最前線を学ぶ
　（アメリカ・カリフォルニア）
● 多文化共生社会（カナダ・トロント）におけるフィールドワークスタディ
　（カナダ・トロント大学）
● ベトナムの社会と障害者教育・福祉に関するフィールド調査研究
　（ベトナム・ハノイ師範大学）

主な実施プログラム ※開講するプログラム・渡航先は年度によって異なります。

社会福祉士とは相談・援助業務に関する国家資格の専門職です。人間福祉専攻の
課程で所定の科目を卒業までに全て修得することにより国家試験の受験資格が得
られ、卒業年度または卒業後の試験に合格することにより社会福祉士の資格を得る
ことができます。社会福祉士は、福祉現場は勿論、行政や病院、社会福祉協議会、企
業など、さまざまな場所での活躍が求められています。

副室長と主事2名が在席。社会福祉士課程に関す
ることを丁寧にサポートします！相談カウンターで
は、授業や実習、国家試験に関することなど気軽に
相談することができます。

PSTルーム（PST＝Primary School Teacher）：小学校教員になるため
の教材研究・模擬授業準備・採用試験に向けての学修で活用できます。書
籍・PC・教具や教材作成のための備品を取り揃えています。

社会福祉士課程を取らない大学生活、今後の人生が
考えられないくらい、自分の中で大変大きく、大切な時
間となりました。社会福祉士課程で学ぶにあたって日
頃の授業や実習、講座など、先生方、実習指導室の皆
さん、関わってくださる多くの方の支えがあったからこ
そ、資格取得に向けて頑張ることができました。ありが
とうございました。

さまざまな現場からゲストをお招きする企画が沢
山あります。

社会福祉実習指導室 実習報告会の様子

社会福祉士課程　修了者の声

国家試験合格率

高度な英語運用能力を身につけながら、社会学関連の専門知識を幅広
く英語で学び、発信する力を鍛えるプログラムです。また、大学院進学や
英語圏への留学を希望する学生のニーズに応え、英語でのライティン
グ、リーディングに重点を置いた授業もお
こなっています。
授業はすべて英語でおこなわれ、プログ
ラム修了時にはTOEIC®L&Rテスト600
点（TOEFL®ITPテスト500点、TOEFL 
iBT®テスト61点）以上の力をつけること
を目指します。

※社会福祉士課程の履修にあたっては定員を定めています。
※資格取得にあたっては実習費用など別途履修費用が必要です。

合格に向けて全力でサポートします！

※上記、学部独自の国際プログラム以外に、全学募集の国際プログラム（海外留学プログラム）も
あります。

1学びの
特色

社会の諸課題に関連する分野を幅広く学ぼう
産業社会学部ならではの特色ある授業や、学生の主体的な学びを支援する制度が幅広く用意されています。
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現代社会専攻

江口 友朗 経済学における制度論的ミクロ・マクロ・ループ論を巡る方法・理論・分析

大野 威 日米を中心とした雇用制度・ 賃金制度・労使関係の国際比較、
自動車産業の国際比較

加藤 潤三 コミュニティの社会心理学（人の移動、環境問題、地域資源など）

加藤 雅俊 比較政治理論、先進諸国の政治経済システムの比較分析、政治学におけるメタ理論

金澤 悠介 戦後日本の社会意識の変化についての計量研究、
ソーシャル・キャピタルの基礎研究

斎藤 真緒 子ども・若者ケアラー（ヤングケアラー）および男性ケアラーを事例とする家族ケア
に関する理論的実証的研究、デートDV予防プログラムの開発

崎山 治男 サービス産業での気疲れの増加や、コミュニケーション能力が強調される社会の分析

櫻井 純理 地方自治体等による就業・生活支援政策の実証的研究

杉本 通百則 環境論。リサイクルおよびサーキュラーエコノミーに関する理論的・実証的研究

住家 正芳 宗教社会学、近代日本と中国の宗教

孫 片田 晶 エスニシティ・人種研究、多文化共生論、多文化教育

武岡 暢 都市的空間、「職業」による空間記述の方法、歓楽街、セックスワーク

竹濱 朝美 再生可能エネルギー普及と脱原発に向けたエネルギー政策、太陽光・風力発電の
系統連系対策、電力システム改革、温室効果ガス排出削減対策

富永 京子 人々はどのように政治と関わるのか－市民活動・社会運動を「政治的な経験」として
研究する

中井 美樹 社会階層とライフスタイル、ジェンダーをめぐる不平等の理論的・実証的研究

永島 昂 経済のグローバル化と基盤技術産業の国際分業、戦後日本の鋳物産業の歴史的
展開と技術革新

中西 典子 ポスト福祉国家における官民、
公私関係の再構築と地域的公共性に関する比較社会研究

永野 聡 まちづくり、都市計画、地域観光プランニング、ソーシャルイノベーション、震災復興

永橋 爲介 持続可能な環境まちづくり、コミュニティ・デザインの方法と技術

原尻 英樹 グローバリゼーション、世界のコリアン、東シナ海域研究、身体論

樋口 耕一 ①情報行動についての調査研究
②コンピュータを使った文章データの統計分析

日暮 雅夫 社会文化論、ハーバーマスやホネットの批判的社会理論

三笘 利幸 マックス・ヴェーバーの社会理論、日本におけるヴェーバー受容史、沖縄近現代思想史

柳原 恵 ジェンダー研究、日本女性史・ジェンダー史、ライフストーリー、
現代の女性運動（特に日本、チリ）

山口 歩 再生可能な電力生産技術の普及過程。特に欧米、日本における風力発電技術の確立過程

吉田 誠 戦後日本の人事労務管理制度の形成、東京都大田区における中小企業の集積

リム ボン モザイク模様の都市政策

メディア社会専攻

飯田 豊 メディア論、メディア技術史、文化社会学、とくに近年はテレビの技術史、メディア・
イベント研究、スクリーン・スタディーズなど

瓜生 吉則 近代現代日本におけるメディアの文化社会学、メディア論の方法

川口 晋一 メディアの発達と娯楽・観覧スポーツ文化：合衆国の公園政策およびレクリエー
ション運動史

坂田 謙司 ラジオを中心とした音声メディア研究。
ラジオを通じた社会問題やローカリティなどを考察

住田 翔子 ①戦後日本における廃墟表象に関する研究
②近現代日本における西洋美術受容史

高橋 顕也 社会理論・社会学的システム理論・社会学的メディア理論

筒井 淳也 社会的ネットワーク、ワークライフバランス、国際比較の観点から

長澤 克重 情報化・サービス化経済の統計的研究

浪田 陽子 メディア・リテラシー（メディア教育）、北米と日本のポピュラー・カルチャー比較研究

根津 朝彦 戦後日本のジャーナリズム史、ジャーナリストの思想史、「論壇」と知識人の文化史

日高 勝之
①「物語（narrative）」としてのメディア・映画研究
②記憶、ノスタルジアのメディア・映画研究
③大災害・カタストロフィ後のメディア・映画研究

福間 良明 戦争の記憶と戦後メディア史、戦前－戦後の知の編制とナショナリズム

増田 幸子 異文化間のメディアコミュニケーション。映像メディアにおける他者表象

柳澤 伸司 ＮＩＥ（新聞教育）とメディア・リテラシーに基づくジャーナリズム研究

スポーツ社会専攻

有賀 郁敏 近代ドイツにおける中間団体の相互扶助・アソシエーション機能、
社会国家における余暇・スポーツ政策

市井 吉興
①スポーツ文化論
②レジャー研究
③エイジングとポピュラーカルチャー

漆原 良 運動・行動の理解を通じた人の潜在的可能性の探求

岡田 桂 スポーツとジェンダー（特に男性性）との関係について

金山 千広 障害者とスポーツ、体育・スポーツにおけるインクルージョン、
アダプテッド・スポーツのマネジメント

金子 史弥
①スポーツ社会学、スポーツ政策論
②戦後イギリスのスポーツ政策と社会統合
③オリンピック・パラリンピックの＜レガシー＞に関する研究

権 学俊 近現代日本におけるスポーツ・ナショナリズム、
植民地朝鮮における身体規律化の研究

中西 純司
①価値共創とスポーツサービソロジー
②地域スポーツと市民（志民）社会の形成
③スポーツ行政の組織論的研究
④スポーツ経営学の理論研究

松島 剛史
①グローバル化過程におけるスポーツ文化の生成・展開に関する研究
②国際スポーツ組織の性格と役割に関する研究
③スポーツ・身体文化とコミュニティに関する研究

子ども社会専攻

石田 智巳 体育と認識、ナラティブ・アプローチ、体育実践記録論

大谷 いづみ
①生命倫理学・死生学史
②生老病死（と教育）を巡る言説構造の解析と組替
③尊厳死言説史

大谷 哲弘 高校生のキャリア発達、学級適応と学級集団の育成、
自然災害後のトラウマ反応

岡本 尚子 算数科における子どもの認識について、生理学的手法を用いた思考特性の分析
御旅屋 達 就労・生活困難者の支援、当事者活動に関する調査・研究、若者と社会的困難
角田 将士 歴史教育におけるナショナル・アイデンティティ形成論

景井 充
①デュルケム道徳社会学の批判的再構成
②日本の基層文化研究
③中山間地域におけるRural innovationの研究と実践

柏木 智子 学校と地域の連携、コミュニティづくり、地域学習、子どもの貧困、教育と福祉の連携

笹野 恵理子 学校音楽文化研究、潜在的カリキュラム研究、カリキュラム経験研究、
音楽科授業研究論

中西 仁 教職論、社会科教育（目標・教材・実践）
野原 博人 能動的な学習を支援する理科授業デザインの理論とその評価に関する研究

春木 憂
「子どもの論理」、論理的思考力、文学的文章教材及び説明的文章教材を用いた
小学校学習指導過程の開発、「ことば」の力を育む保育・教育実践及び幼小接続期
カリキュラムの開発

人間福祉専攻

秋葉 武 NPO・NGOのマネジメント・組織環境（主に日本および東アジア）

石田 賀奈子
児童養護施設におけるファミリーソーシャルワーク
社会的養護のなかで育つ子どもの自立支援、家族再統合支援
子ども、若者、女性の貧困

岡田 まり ソーシャルワーク（福祉の相談援助）、ヘルスプロモーション、地域生活支援
呉 世雄 コミュニティソーシャルワーク、福祉経営、社会的企業

黒田 学 障害のある子どもと家族の地域生活支援、放課後保障に関する研究、
特別ニーズ教育および障害児福祉に関する国際比較研究

桜井 啓太 貧困研究、生活保護制度、労働と福祉（ワークフェア）に関する研究
鎮目 真人 年金制度の国際比較を通じた年金制度による最低生活保障に関する研究

田尾 直樹 貧困・社会的孤立と地域福祉、社会福祉基礎構造改革と地域福祉、
これらの政策課題及びソーシャルワーク実践課題についての研究

竹内 謙彰 発達心理学（発達障害児・者の特性理解と支援、発達のアセスメント、
認知の発達と個人差）

田村 和宏 重症心身障害など障害のある人（子ども）たちの発達と生活の支援実践と
システムについて。発達保障労働、発達保障実践について

丹波 史紀 貧困・低所得層の社会的自立に関する研究

中村 正 社会病理学・臨床社会学・社会臨床の研究、特に暴力・虐待の臨床社会学的研究、
社会臨床の理論的研究、家族療法・家族システムの研究、ジェンダーと男性性の研究等

長谷川 千春 日米の医療保障システムの研究、連邦・州政府による医療保険改革、
日米の無保険問題

前田 信彦 教育と職業キャリア、高等教育とキャリア教育、エイジング研究、ワークライフ・バランス研究
松田 亮三 福祉国家における医療・福祉政策・政治の比較研究。インクルーシブ医療の研究
三木 裕和 障害児教育における教育目標・教育評価論

宮口 幸治 児童精神医学、特別支援教育、非行・犯罪の臨床、矯正教育、
認知トレーニング等　

村田 観弥
障害と関係性の研究
①インクルージョンと「場」の研究
②障害理解と身体性から考える疑似体験の研究
③質的データの一人称分析の研究

言語・国際教育

Ian Hosack 日本の中等教育におけるシティズンシップ教育: 英語教育との関連性とその取り組み

伊東 寿泰 語用論（言語学）を用いた英語教育研究、
ヨハネ福音書を中心とした新約聖書の文学的・言語学的研究

上原 徳子 中国古典小説、現代における中国古典小説の受容、中国語教育
下條 正純 日本語における発話表現とキャラクター描写の関わり
武田 淳 留学や海外移住による人の国際移動についての研究
仲井 邦佳 スペイン語の複文構造を形態統語的、歴史的観点から研究
盧 載玉 朝鮮語教育における教材開発と教授法について
松島 綾 ヴィジュアル・レトリック、ポピュラー・カルチャーとナショナリズム

宮尾 万理 母語話者と第二言語学習者の言語理解・産出メカニズム、
英語教育を通した思考力の育成

学生活の4年間を京都市で過ごす中で、悠久の時間が創り出した伝統や文

化、まちに根付くひとの親しみ、京都ならではの仕事などに触れ、この京都と

いう都市のまち・ひと・しごとを支えていきたいと強く感じ、この職業を希望しました。

現在は市税の徴収業務に従事しています。多岐にわたる市の施策にはすべて予算が

必要となります。その元本である税金の円滑な徴収のために、納税者との折衝や書

類作成等、日々業務にあたっています。法や条例に基づく権力的な行政行為を執行

する際も、租税負担の公平性の観点から着実かつ正確に行うことを意識しています。

　学生時代は特にゼミナールに力を入れました。論理的思考力や専門的知識だ

けでなく、コミュニケーション力、また大学外での活動によって得た知見など、社会

人として必要となるスキルも身につけることができました。学生時代、自治体主催

の講演会にて多くの市民や自治体職員の方々に対しプレゼンをした際は非常に緊

張しましたが、自信につながった貴重な経験でした。納税者への今後の対応方針

を協議する際、また課内で業務の目標設定を行う際など、ゼミナールで培った経

験やスキルが活きた場面が幾度もあります。

　産業社会学部では幅広い社会分野から個人の長所や特徴を活かすことができ

る学習制度（アクティブ・ラーニング、ダブルメジャー制など）が整備されており、自

身の強みをさらに伸ばすことができました。自身の専攻分野であったジェンダーだ

けでなく、文化・暮らし・環境など、常に広い視野を持ち様々な社会的側面から課

題にアプローチすることで、京都市の魅力・都市格のさらなる向上に寄与したいで

す。大学での学び・出会いは、みなさんにとって一生の財産となります。ぜひ有意義

な学生生活を送ってください。

GRADUATES’ MESSAGE 卒業生メッセージ

生時代は、ジャーナリズムの歴史などについて学ぶゼミに所属しました。

被災後間もない東北被災地に行った経験やゼミでの学びから、災害時の

報道に興味を持ちました。防災や減災など「備える」という観点だけでなく、人の生

死を左右するかもしれない発災時の報道に携わりたいと思い、就職を決意。事件

取材などを経て、現在は経済取材を中心に仕事をしています。企業の動向のほか、

国内外の経済情勢に伴う一般家庭や企業への影響などを取材することが多いで

す。自動車をはじめとする製造業のほか、エネルギーなどのインフラ業界、流通業

界などの経済取材をしています。

　ゼミでは「災害と報道」をテーマに論文を書いたり、報道現場を見学したりと、座

学だけにとらわれない学びが、私には合っていたと思います。文字情報だけでは分か

らない、実際に足を運んで自分の目で見たこと、感じたことが、何にも代えがたい経

験や事実であると当時気がつけたことは、今の仕事に生きていると思います。また、

取材者の思いやメディアが良くも悪くも担ってきた役割を学んだことは、今も自分の

根底にあります。ゼミ以外での学びを振り返ると、当初は自分の専攻以外の勉強の

必要性に気がついていませんでした。しかし産業社会学部の講義テーマは幅広く、

福祉やスポーツなどの分野から社会を俯瞰的に見たり、一見すると関係のなさそう

な物事とメディアの結びつきに気がついたりすることで、メディア社会専攻での「専

門的な学び」も磨くことができたように思います。そういう意味で産業社会学部の学

びは一帯だと思うので、将来の選択肢や興味の幅が広がるのが魅力だと思います。

　大学では、気兼ねなく相談できる先輩や多くの友人に恵まれました。学生時代

も、就職活動中も、社会に出た今でもいろいろな場面で助けてもらっています。仲

間と過ごす学生時代を大切に、楽しんでください。

産社で育んだ多様な視点を
報道に活かす
日本放送協会［NHK］ （名古屋放送局コンテンツセンター）

強みを伸ばす産社の学びで
市政に貢献
京都市役所 （行財政局市税事務所納税室）

現代社会専攻 2022年卒業

大田 港斗さん

メディア社会専攻 2017年卒業

三好 朋花さん

詳しくはこちら
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