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「なぜ、いまの私はこのような状態なのだろう？」

「なぜ、私以外の人たちは○○を当たり前に思うのだろう？」

「あの人たちはどんな思いで暮らしているのだろう？」

「未来の私はどうなっているだろう？」

こうした疑問を抱いたことのある方は、

社会学を一度のぞいてみてください。

人間を社会的な存在としてとらえる社会学は、

人々が自明に思っていることを疑う「脱常識」の観点から

社会を考察します。

社会学が扱うテーマは多様です。

具体的な「社会問題」とも格闘します。

そして、社会学は人と人の関係を考える学問でもあります。

きっとあなたの社会についての理解は、

この大学を卒業する頃にはより深まっていることでしょう。

社会学科は、社会学の古典や現代社会理論、

そして実際に今を生きる人々から学ぶなかで、

社会問題にも目を向け、より良い社会を構想します。
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社会学科のカリキュラム

導入科目
大学での学習・研究を
進めていくための基礎を学ぶ

● 自主創造の基礎・学問の扉

入門科目
社会学と社会調査の
基礎を学ぶ

● 社会学概論
● 社会学の方法
● 社会調査入門
● データ収集・分析法入門
● 社会学各論
● 社会学入門1・2

時間割例

［前期］

［前期］

月

1

2

3

4

5

ジェンダー論

憲法

社会調査入門

健康スポーツ教育実習1自主創造の基礎

公と私の社会学

社会学概論

情報リテラシー

社会学の方法

政治学

社会学入門1

国際情勢

英語1

健康・スポーツ教育論

英語3

キャリアデザイン

データ処理基礎

火 水 木 金 土

月

1

2

3

4

5

社会調査実習1現代社会学理論 理論・学説特殊研究Ⅰ

ビジュアル社会学

ゼミナール1

キャリアデザイン

流行の社会学

社会情報論

健康スポーツ教育実習3

国際社会論

火 水 木

家族社会学

社会心理学

ビジネス英語

金 土

1年次

3年次

教室とフィールドで学ぶ社会学

やりたいことの実現をサポートしてくれる体制

社会学科は、幅広い分野を学ぶことのできる学科です。私たちにとって身近なメディアやコミュニケー
ション、ジェンダーについて広く学ぶことができます。私はこの社会学科での学びを通じて、自らの視
野を広げることができていると感じます。特に、2 年次の社会学演習では、課外学習に出かけたり、先
生に奨められた外国人技能実習生に関する映画を見たりするなかで、自分自身が何に眼を向けなけ
ればならないのかを考えさせられました。学年が上がるごとに内容も専門的になり、より深くリアルに
現代社会を捉えられるようになります。文理学部キャンパスは学習環境が整っています。仲間と意見
を出し合いながら学習できる本館1階のラーニングコモンズや、 蔵書が豊富で1人で集中して学習に
取り組むことのできる図書館もあります。図書館には学術書はもちろん、語学系の本から芥川賞・直
木賞・本屋大賞の受賞作を含む最新の小説まで所蔵されており、私も頻繁に利用しています。

私は、大学入学時に漠然とした留学願望がありました。入学して間もない頃に、興味本位で立ち寄ったグ
ローバル教育研究センターで、その漠然とした願望が明確な目標に変化しました。自分の思いを熱心に
職員の方が聞いて下さり、今、自分が何をしなければいけないのか、具体的なアドバイスを頂きました。大
学内における様 な々英語の特別講義やイベントを知り、自分でも頑張れば留学できると確信を持つことが
できました。残念ながらコロナウイルスによって去年予定していたカナダへの留学は中止となりましたが、自
分で目標を立て、そこに全力で取り組むことができた時間は私にとって貴重な経験となりました。留学以
外にも、文理学部には教職センターや就職サポートセンターなど、それぞれの学生の目標の実現を手助
けしてくれる心強いサポート体制があります。みなさんの新しい未来もそこから見つかるかもしれません。

社会学を学ぶ事は自分を知る事

興味を広げ、様々な事に挑戦できる大学生活

STUDENT VOICES

私は家族や貧困、国際社会をキーワードにして学んでいます。2年次には、演習という少人数グループ
で専門的に学ぶ授業があり、2人の先生からジェンダーや経営など様 な々ことを学びました。3年次で
は、より少人数で行うゼミナールに所属し、実践的な授業を受けています。その中で「多角的に物事を
捉える」ことを学び、異なる立場の人の視点を想像して考える力が養われました。1年次の頃は、社会
学は抽象的でつかみどころがない学問に見えていましたが、今では私たちの生活そのものであり、自分
自身の常識や概念を覆すような「気づき」を日々得られる学問であると感じています。人が集まりそれぞ
れが様 な々役割を果たしてできているのがこの社会です。社会学科での学びは自分を見つめ直し、自
分の生き方を考える事にも繋がっています。

令和4年度から全面的に対面授業が再開し、授業やサークル、アルバイトなど充実した日 を々送ること
ができています。私はダンスとアカペラのサークルに所属していますが、歌が得意でない私にとって、普
段の自分では絶対選択しないアカペラサークルは未知の世界でした。新しい事にチャレンジするのは
勇気がいる事ですが、歩み始めるといつもとは違った景色を見ることができます。自分の可能性を信じ
て行動してみると大切な友達や沢山の楽しい事に出会える事を知りました。大学では、趣味や考え方、
バックグラウンドが異なる人が集まっているので、その人たちと学び、対話し、時間を共にする経験は今
後の人生において大きな財産になると思います。自分自身にとらわれず、興味の幅を広げて、挑戦でき
る環境が文理学部には揃っています。

少人数教育を活かして、
多様な個性を育てる

日本大学文理学部社会学科は、
わが国の私立大学における最初の社会学科として、1920（大正9）年に創設されました。
社会学科では、錯綜する現代社会の姿を的確に捉えるための柔軟な知性と感性、

そして新たな時代を切り拓く構想力と企画力に富んだ人材の育成を行っていきます。

社会学科では、少人数による演習形式の授業を通じて、大学で学習・研究を進めていくための基礎を身につけ（導入科目）、
社会学概論・社会調査入門（入門科目）、社会学史・統計学・社会問題論・企業と社会（基本科目）など、社会学や隣接領域の基本的な理論と方法を習得します。
その上で、社会思想、社会変動、社会病理、家族、文化、観光、メディア、都市、産業、災害、国際社会などの科目（応用科目）を
個々の関心に沿って履修することで、現代の社会現象に対応する専門的な視点を養うことができます。
そして、少人数のゼミナールや実践的な科目（完成科目）を通じて、各自の関心領域を深く学んでいきます。
また、社会調査の専門的技術の習得と「社会調査士」の資格取得を目標とする「社会調査士コース」を設けています。

2020年度 入学

三島 わかなさん

VOICE

2019年度入学
薄田 亜門さん

VOICE

現役生の声 

1年次 2年次 3年次 4年次

基本科目 ■ 社会学の基本を学ぶ
● 社会学史1・2
● 社会学演習
● 基礎統計学
● 初等多変量解析
● 社会学応用演習

● 質的分析法
● 社会思想の基礎
● 社会変動論
● 社会史
● 現代社会と社会学

● マス・コミュニケーション論
● 都市と地域の社会学
● 社会問題論
● 文化人類学
● マス･メディア論

● 現代家族論
● 企業と働き方の
　社会学

応用科目 ■ 社会学の専門分野を学ぶ

理論・学説科目群 実証・応用科目群

文化・情報メディア科目群 共通科目群

● 社会思想の展開
● 社会病理学
● 国際社会論

● 現代日本の社会構造
● 現代社会学理論
● 理論・学説名著講読1・2

● 歴史社会学
● 知識社会学

● 社会情報論
● ジャーナリズム論
● 流行の社会学

● 社会心理学
● 民俗文化論
● 芸術社会学

● メディアと
　ファッションの社会学
● 日常生活文化論
● ビジュアル社会学

● 災害情報論
● 福祉社会学
● データサイエンス入門
● 経営戦略と
　ビジネスモデルの社会学

● 産業社会学
● 差別の社会学
● 社会運動論
● 家族社会学

● 災害社会学
● 東京と東京人の社会学
● 環境社会学
● ネットワーク・サイエンス
　入門

● 社会学特殊講義Ⅰ～Ⅳ
● 社会学総合特講Ⅰ～Ⅲ

完成科目
● 理論・学説特殊研究Ⅰ・Ⅱ
● 政治とジャーナリズム研究
● 情報メディア特殊研究

■ 知識を実践に生かす方法を学ぶ
● 実証・応用特殊研究Ⅰ・Ⅱ
● 社会学特殊研究Ⅰ～Ⅴ
● ゼミナール1～4

● 卒業論文

社会調査士コース

社会調査士認定
1年次

● 社会調査入門 
● データ収集・分析法入門
● その他コンピュータ関係科目

2年次
● 基礎統計学　● 初等多変量解析　
● 質的分析法　● データ分析演習

3年次
● 社会調査実習1・2　
● ゼミナール1・2　 ｝どちらか一方を選択

社会調査士とは、一般社団法人社会調査協会が認定する社会調査（調査票調査・イ
ンタビュー調査・参与観察など）を企画・設計・実施・分析するための一連の知識と技
能を習得した人に授与される資格です。社会調査は、情報化や国際化の進展に伴っ
て複雑化する社会現象を解明し、新聞社・テレビ局などのマス・メディアや行政機関
のみならず、一般企業においても、意思決定や企画・宣伝活動に不可欠な指針を提
供します。社会学科では2004（平成16）年度より社会調査士コースを設置し、社会
調査に必要となる専門的な知識と技能の習得を可能にしました。2022（令和4）年
5月現在、約456名の社会調査士を卒業生として送り出しています。 質問紙の発送作業 フィールドワーク

社会学特殊講義 Ⅰ
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東京と東京人の社会学、映像による社会学に取り組
んでいます。集合的写真観察法という独自の調査方
法によって、「東京」をフィールドワークしています。
「東京らしさ」「東京人らしさ」を写真に切り取って、そ
れをもとに調査を重ね、社会学的に分析して、作品化
します。成果は、社会学科の学術イベント「ソシオ・
フェスタ」で11月に展示・発表しています。ソシオ・
フェスタではまた、映像フィールドワークによって制作
したドキュメンタリー作品「下高井戸・桜上水物語」
も毎年上映しています。

演習・ゼミナール紹介

Seminar

研究内容

社会学科の学生は、2年次に社会学演習（選択）、3年次にゼミナール（選択）を受講しています。
少人数で議論したり、発表したり、ゼミによっては大学の外へフィールドワークに行ったりと、

ユニークな学びが展開されています。

ビジュアル（写真／ビデオ）で社会学!

東京をフィールドワーク!

せめぎ合いと紡ぎ合いのダイナミズム!
卒業生とも繋がっている!

ここがポイント!

1

2

3

中村演習では、まずは、現代の教育、就労環境、男らし
さ／女らしさ、いじめ、家族の在り方などの文献を読み、
身近な社会問題について知識を深めます。次に、演習
生全員が同じテーマでレポートを書きます。そして、
レポートを教員が添削し、演習生に良い点と改善すべき
点を毎回伝えます。この演習の一番の特徴は、添削され
たレポートを演習生同士で読み合わせることにあります。
他の学生がどのようなレポートを書いているのか、ある現
象をどのように考えているかを知る機会は貴重であり、
ここに大きな学びと発見と成長があります。このサイクル
を繰り返すことで、演習生は自分の考えや自分独自の表
現を見出していきます。

研究内容

ここがポイント!

Pre-Seminar

レポートの書き方をマスターする!

現代社会の問題についての知識を深める!

他人の考えを理解し、尊重する!

1

2

3

総勢90名のゼミ生が14チームに分かれて、就職活動
を社会学的に研究する巨大プロジェクトに取り組んで
います。授業の中で企業の採用選考の動向や攻略法
なども学び、実際の就職活動に活かしています。当ゼ
ミ出身者は、NEC、サッポロビール、いすゞ自動車、京
セラ、富士通、東急エージェンシー、JR東日本、アクセ
ンチュア、伊藤忠テクノソリューションズ、NTTデータ・
アイ、3大メガバンク、4大生命保険会社、あいおい
ニッセイ同和損保などの有名大手企業の他、東京国
税局、神奈川県庁、日本大学職員に就職しています。

Seminar

研究内容

立道ゼミナール

就職活動を勝ち抜く力が自然と身につく!

アンケート調査や統計の実務が学べる!

巨大ゼミなので友達がたくさんできる!

ここがポイント!

1

2

3

「フィールドワーク」をキーワードにしています。学生たちみ
ずからが研究対象を定めて、その日常活動に参加させて
もらいながら、卒業論文へと仕上げていきます。たとえば、
ろう者の手話サークルに通いながら調査を行っている学
生や、インドやネパール出身のカレー屋さんを訪ね歩いて
聞き取りをしている学生などがいます。みなさんの半径5

メートルの世界を拡張すれば「社会」になるわけではありま
せん。まったく異なった出自や歴史を持つ人びとが共在し
て「社会」はできあがっています。「社会」を捉える社会学に
は、豊かな想像力を鍛え上げる必要がありますが、フィー
ルドワークはそのための重要な営みです。

Seminar

研究内容

ここがポイント!

後藤ゼミナール

石岡ゼミナール 中村演習

書を持って街へ出よう!

異質な他者に触れ、社会の拡がりを知る！

ゼミ生同士で相互討論！

1

2

3
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社会学科で取得できる主な資格

□ 教員免許
教職課程の所定の科目を修得することで、次の教員免
許状などを取得できます。
● 中学校教諭一種免許状：「社会」
● 高等学校教諭一種免許状：「公民」

□ 司書教諭
小･中･高等学校などの学校図書館で、読書指導や図書
の選択･購入に携わる教員のことです。司書教諭資格を
取得するためには、所定の科目を修得することに加え、
教員免許状の取得が必要です（教科は問いません）。

□ 司書
公立図書館や大学･企業･研究室で、書籍等の資料の
収集･分類･貸出などの業務を行う専門職です。所定の
科目を修得することで、司書の資格が取得できます。

□ 学芸員
博物館などの資料の収集･保管･展示、および調査研究
などの業務を行う専門職です。所定の科目を修得するこ
とで学芸員の国家資格が取得できます。

□ 社会教育主事
社会教育を担当する職員のことで、市区町村の教育委
員会の事務局に所属します。所定の科目を修得し、卒業
後、地方自治体で1年以上の社会教育主事補の職に就
くことで、資格の取得ができます。

□ 社会調査士
社会学科専門科目の所定の単位を修得することによっ
て、取得できます。
※社会調査士は、社会学科の学生のみ取得が可能な資格です。

社会学で身につく力・将来への道

大学院文学研究科
社会学専攻

社会学をより深く探求し、新たな学問的地平を切り開こうとする意欲的な学生のために、大学院進学の道が広がっています。大学院
には2年間の博士前期課程と、その後に3年間の博士後期課程が用意されており、担当教員による丁寧な研究指導を通じて、社会学
の理論と方法論への理解を深めつつ、幅広い視野を身に付けることができます。また本専攻には、理論･実証･応用の各研究領域の
もと、様々な科目が設置されており、現代の社会現象の分析･解明に資する高度な専門知識を養うための環境が整えられています。

文理学部では、低学年生から受講できるキャリアデザインやインターンシップ等
のキャリア教育科目群を設けております。就職サポートセンターでは、年間を通
して様々な就職活動支援講座を開催するとともに、個別相談では、相談、書類
の添削、面接練習等を行うことができます。自らの興味に応じてキャリア教育科
目を受講し、就職サポートセンターや教職センターが主催する講座に参加して
いくことで、入学時から卒業に向けてスムーズな進路選択と対策が可能です。

日本大学文理学部の就職サポート

VOICES FROM GRADUATES 卒業生の声 

私は、コカコーラボトラーズジャパン株式会社という世界最大の
飲料メーカーに勤めています。現在は、スーパー・ドラッグストア・
量販店を担当し、店舗に対する魅力的な売場づくりの提案などを
通じて、お客さまへ自社製品をお届けしています。大学時代は女
子ラクロス部に所属し、早朝練習や試合を通じて仲間との絆を築
き、ゼミでは70人という大勢の仲間と研究活動や合宿などを通じ
て親睦を深めました。実際の就職活動では、社会学科で学んだ多
様で奥深い知識や、自身の社会問題への関心ついて興味を持っ
てくださる面接担当者の方が非常に多く、スムーズに就職活動を
終える事ができました。皆さんも社会学科で充実した学生生活を
送ってください。

時事通信社で報道カメラマンとして新聞紙面やニュースサイトを
飾る様 な々報道写真を日々撮影しています。ニュース発生の一報で
現場へ急行し、最前線で決定的瞬間を狙います。政治、事件事故、
災害、スポーツ、芸能などおよそ世の中の出来事のすべてが取材
対象です。社会学科の中村先生のゼミでは、様々な社会問題に
ついて研究し、ゼミ生同士で研究内容を発表し、意見を述べ合う
ことで、現代の社会について見識や理解を深めました。社会学科
で学んだ経験は現在、社会問題を取材する際に大いに役立って
います。今後は東京五輪など「令和」を象徴するようなイベントを
取材し、人々の記録と記憶に残る写真を撮りたいです。みなさんも
社会学科で有意義な大学生活を過ごしてください。

就職先

時事通信社

加藤 侑大さん 

2017（平成29）年度 卒業

VOICE 2

就職先

SCSK株式会社

江副 美空さん 

2020（令和2）年度 卒業

VOICE 3
私はIT企業の技術職として、ケーブルテレビ会社の全てのシステ
ムを担当する部署で開発業務を行っています。プログラミングの
知識は全くない状態で入社し、約5か月の研修を経て実業務に参
画しています。社会学科では、立道先生のゼミナールで就職活動
に関するアンケート調査の統計分析を行いました。社会学の対象
は身近なことから社会全体まで幅広く、社会を多角的にみて分析
する力を学ぶことができます。将来の目標の幅も広がり、大学入
学時は予想していなかった業界に就職し充実した日々を送ってい
ます。ゼミのメンバーは共に就職活動を乗り越えた仲間で、社会
人になっても大切な友人です。ぜひ社会学科で素敵な大学生活
を送ってください。　

私は、新潮社で取次会社や書店からの注文対応を中心に書
籍に関わる事務をしています。直接本作りに関わることはでき
ませんが、知的好奇心が刺激される日々を送っています。大学
では、仲川先生のゼミで、SNSによる人々の社会心理につい
て研究しました。中学社会と高校公民の教員免許も取得しま
した。4年間続けたフットサルサークルも、様々なアルバイト経
験も、趣味を全力で楽しんだ日々も忘れられません。社会学科
は何でもできる素敵な場所です。高校ではできないことがたく
さんできます。卒業した今でも、やってみたいことがどんどん増
えています。いろいろな人と出会い、多くを学び、“好き”を突き
詰め、ぜひ新しい自分を見つけてください。

就職先

株式会社 新潮社

大友 千沙希さん 

2016（平成28）年度 卒業

VOICE 4

就職先

コカコーラボトラーズ
ジャパン株式会社

矢野目 夏実さん 

2019（令和元）年度 卒業

就職先

株式会社
トータル保険サービス

柴田 航洋さん 

2020（令和2）年度 卒業

VOICE 5
私は保険代理店で、営業職として働いています。在学中は石岡
先生のゼミナールに所属し、質的社会調査の方法論について学
びました。私は、卒業論文の執筆に特に力を入れました。フィー
ルドワークの方法について学んだ上で、卒業論文では、様々な
方々にインタビュー調査を行いました。インタビュー調査を通じ
て、他者の論理や価値観を理解することができたと思います。ゼ
ミではよく「他者の合理性」というワードが出ましたが、社会学を
学ぶ上で非常に大切なことです。社会学科の講義やゼミで学ん
だことは、現在の仕事においても、思った以上に、たくさん活きて
います。社会学科は、自由で、面白い先生が多いので、ぜひ、そう
した先生方の下で素敵な学生生活を送ってください。

製造･建設
NEC、京セラ、富士通、バンダイ、キューピー、明治製菓、キリ
ンビール、いすゞ 自動車、スズキ自動車、サッポロビール、ロッ
テ、日本ハム、ヤクルト本社、コカコーラボトラーズジャパン、ア
ステラス製薬、河合楽器製作所、DHC、ポーラ、資生堂、田邊
三菱製薬、鹿島建設、五洋建設、野村不動産、東京建物、凸
版印刷、荏原製作所、能美防災、その他

金融･保険
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほフィナンシャルグループ、
日本マスタートラスト銀行、日本カストディ銀行、ゆうちょ銀行、
中央労働金庫、城南信用金庫、明治安田生命、住友生命、大
樹生命、日本生命、アフラック、東京海上日動火災、損害保険
ジャパン、あいおいニッセイ同和損保、SMBC日興証券、水戸
証券、三井住友ファイナンス＆リース、芙蓉総合リース、その他

公務員･教員･独立行政法人
国家公務員、地方公務員、東京消防庁、警察官、

中学校･高校教員、大学職員、公益法人職員、その他

流通･サービス
三越伊勢丹、小田急百貨店、東急ハンズ、セブンイレブンジャ
パン、キングジム、三陽商会、ユニクロ、スターバックスジャパ
ン、日本出版販売、河合塾、NHK文化センター、ベネッセスタ
イルケア、ベストブライダル、日本郵便、全日空商事、東急エー
ジェンシー、オプト、読売広告社、毎日広告社、その他

卒業後の進路

製造･建設

情報通信･
マスコミ

金融･保険流通･サービス

運輸交通･
旅行

社会学科

公務員･教員･
独立行政法人

情報通信･マスコミ
NHK、楽天、ソフトバンク、リクルート、時事通信社、NTTデー
タ・アイ、新日鉄･住金ソリューション、伊藤忠テクノソリュー
ションズ、日立システムズ、農中情報システム、東映、キングレ
コード、産経新聞社、中日新聞社、茨城新聞社、東京スポー
ツ新聞社、新潮社、その他

運輸交通･旅行
JR東日本、小田急電鉄、東京メトロ、ANA、JALスカイ、ヤマ
ト運輸、JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行、HIS、京王観
光、横浜ロイヤルパークホテル、ミリアルリゾートホテルズ、星
野リゾート、その他

VOICE 1
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主要科目紹介 学科施設

学費

奨学金

教員紹介 2022（令和4）年度

一般入試 〈 A方式 〉

入試情報 第1期 2023（令和5）年2月3日（金）
第2期 2023（令和5）年2月28日（火）

試  験  日

合格発表
第1期 2月14日（火）
第2期 3月6日（月）

一般入試 〈 N方式 〉

第1期 2023（令和5）年2月1日（水）
第2期 2023（令和5）年3月4日（土）

試  験  日

合格発表
第1期 2月14日（火）
第2期 3月13日（月）

全学部学生を対象にした奨学金制度には以下のものがあります。
なお、「日本大学特待生」には文理学部から2年生18名、3年生18名、4年生21名の
合わせて57名が2022年度特待生になっています。

日本大学では、学生の学習意欲に応えるため、さまざまな奨学金制度を設けています。
そのほとんどが返済の必要のない「給付制」を採っており、多くの学生がこの制度を利用して勉学に励んでいます。

［日本大学の奨学金制度］

日本大学特待生

日本大学創立100周年記念
外国人留学生奨学金

奨学制度名 対　象

第2種

大学院生対象として、古田奨学金、ロバート・F・ケネディ奨学金があります。 募集要項・詳細については文理学部HPをご参照ください。

上記で紹介した奨学金以外にも多くの奨学金制度がございます。 詳しくは日本大学HPをご参照ください。

文理学部独自の奨学金制度です。多くの学生の奨学を支援するため、豊富な制度を設けています。

文理学部奨学金（第1種） 学業・人物が優秀な者
（学部生2年次以上対象）

外国人留学生で学業・人物が優秀な者
（学部生2年次以上対象）

学部2年次以上の学生で
不測の事態発生等により学費等の支弁が困難な者

文理学部奨学金（第2種）

文理学部奨学金（第3種）

［文理学部の奨学金制度］
奨学制度名 対　象 金　額

給付

給付

学生課

学生課

給付 学生課

日本大学創立130周年
記念奨学金

5月

5月

通年

経済的理由により学費等の支弁が困難な者文理学部後援会奨学金 給付 学生課9月

学業・人物ともに優秀な2年生以上の者
（学部生）

外国人留学生で学業成績が優秀で
人物が優れている者（3・4年生）

経済的理由により学費等の支弁が
困難な者（学部生）

経済的理由により学費等の支弁が困難な
私費外国人留学生

日本大学私費外国人留学生
授業料減免

教務課

学生課

学生課

学生課

経済的理由により学費等の支弁が困難な者文理学部校友会奨学金 給付 学生課9月

-

- -

4月

6月

5月

募集期間

給付

給付

給付

減免

種　別 担当事務課

募集期間種　別 担当事務課

金　額

令和4年度入学生の初年度納入金・後期分（9月）
校友会費（準会員） 年度合計実験実習料

12,500

令和4年度入学生の初年度納入金・前期分（入学手続時）

260,000

入学金

415,000

授業料

12,500

実験実習料

95,000

施設設備資金 後援会費

15,000

校友会費（準会員）

10,000

計

807,500

施設設備資金

95,000

後援会費

15,000

計

537,500 1,345,000

社会調査とは何か、どのようなことをするのか、何が分か
るのかなど、社会調査の基本的事項について学び、社会
調査に関わる基礎的な知識を身につけます。

社会調査入門

人々の意識や行動を把握するため、様々な社会調査が
行われています。その中の調査票を使う方法を中心に、
データを集めて分析する方法を学びます。

データ収集･分析法入門

「ジェンダー」と「ケア」という2つの視点から、家族史･人
類学･比較家族研究などの知見を手がかりに、現代の
家族をめぐる社会問題について考えていきます。

家族社会学

現在のアクチュアルな問題を考えるために過去を学び、
現代を逆照射します。社会史では、過去と現在の対話を
目指します。

社会史

摂食障害、薬物依存、ドメスティック･バイオレンス、貧困
と格差、自殺など、私たちを取り巻く様々な生きづらさを
取り上げ、それらの背景や解決方法を考えながら社会
病理学の理論を学び、社会学的思考力を身につけます。

社会病理学

社会学概論
社会学の原理となる行為理論、社会過程論、集団･組
織論、社会構造論、そして社会変動論の主旨を、基本的
な概念によって説明し、現代社会を社会学的に分析す
る基礎を習得します。

日常を批判的に読む発想で、多様な差別や排除現象の
社会学について映像を利用しながら語ります。

差別の社会学

マス･コミュニケーション論
マスコミ世界を理解するための基礎研究としての位置づ
けです。講義を中心とした基礎理論の理解につとめます。

社会学という独自の学科が成立していく背景とその後
の展開について、できるだけ古典のテキストに即して説
明していきます。時代を越えた名作の迫力が伝わればと
考えています。

社会学史

基礎統計学
社会調査は社会のサイエンスであり、データを集めて、
コンピュータで分析をします。このための基礎を身につ
け、社会調査への理解を深めます。

産業社会の構成要素である企業と労働者を主な対象
とし、企業経営や雇用･労働にかかわる諸問題、労働者
意識などを社会学的に分析します。

産業社会学

東京と東京人の社会学
授業担当者が1994年度よりゼミで取り組む”写真で語
る：「東京」の社会学”プロジェクトの成果を用いて、「東京」
と「東京人」を社会学の眼で縦横無尽に読み解きます。

異文化でのフィールドワークをもとに、自文化を問い直
す。「フィールド」と「ホーム」を往還しながら、そのどちら
をも相対化する地平を獲得するのが、文化人類学の醍
醐味です。

文化人類学

社会変動の社会学
社会的現実とその歴史的変動過程を理論化してきた社
会学は、激動の時代を迎え、新たな課題に直面していま
す。自らの時代を見据えましょう。

地震･津波･大雨･火山活動などによる災害について、
人々の対応･意識や情報やメディアの機能･影響という
面から考えていきます。

災害社会学

石岡 丈昇 教授 犬飼 裕一 教授
［ 専門分野 ］
社会学史
理論社会学
［ ゼミの研究テーマ ］
社会学の古典を読み込む

菊池 真弓 教授
［ 専門分野 ］
ライフコース論
高齢者福祉
［ ゼミの研究テーマ ］
少子高齢社会を支えるまちづくり

山北 輝裕 教授
［ 専門分野 ］
社会史
質的調査
［ ゼミの研究テーマ ］
日常生活･社会問題の質的調査

久保田 裕之 教授
［ 専門分野 ］
家族社会学
福祉社会学
［ ゼミの研究テーマ ］
家族・福祉・教育の社会学

立道 信吾 教授
［ 専門分野 ］
産業社会学
［ ゼミの研究テーマ ］
経営と労働の社会学
大学生の就職活動

中村 英代 教授
［ 専門分野 ］
社会病理学
ジェンダー論
［ ゼミの研究テーマ ］
現代社会の生きづらさ

中森 広道 教授
［ 専門分野 ］
災害社会学
社会情報論
［ ゼミの研究テーマ ］
マス･メディアならびに
災害情報の社会的機能

菅野 剛 教授
［ 専門分野 ］
人間科学
［ ゼミの研究テーマ ］
データサイエンス

後藤 範章 教授
［ 専門分野 ］
都市社会学
ビジュアル社会学
［ ゼミの研究テーマ ］
Doing Sociology
－写真で語る：「東京」の社会学

中瀬 剛丸 教授
［ 専門分野 ］
メディア社会研究
社会意識研究

［ ゼミの研究テーマ ］
メディア社会を探究する

仲川 秀樹 教授
［ 専門分野 ］
マス･コミュニケーション論
メディア文化論
［ ゼミの研究テーマ ］
女性誌からみる
流行とファッション

※1

※2

※1 大学が対象者を決定するため募集はいたしません。
※2 問い合わせ先 日本大学学生部学生課（03-5275-8124）

※各教員の担当科目の詳細は社会学科ホームページから確認してください。
https://dept.chs.nihon-u.ac.jp/sociology/

授業料

415,000

社会学科コンピューター実習室 社会学科図書館

松橋 達矢 教授
［ 専門分野 ］
歴史社会学
都市研究
［ ゼミの研究テーマ ］
グローバル時代における
都市の歴史性と社会性

［ 専門分野 ］
比較社会学
身体文化論
［ ゼミの研究テーマ ］
スポーツや身体文化をめぐる
エスノグラフィー研究

一般入試 〈 C方式 〉

第1期 2023（令和5）年1月14日（土）

出願締切

第1期 2月14日（火）

合格発表

大学入学共通テストを利用した試験

学  部  生　24万円
大学院生　40万円
学  部  生　24万円
大学院生　40万円

学  部  生　24万円
大学院生　24万円

学費相当額限度

学  部  生　24万円
大学院生　24万円

授業料1年分相当額の半額

所定の授業料相当額の20％を減免

学  部  生　30万円

（甲種）授業料1年分相当額の半額及び図書費
（乙種）授業料1年分相当額の半額

濱本 真一 准教授
［ 専門分野 ］
教育社会学
数理社会学
［ ゼミの研究テーマ ］
統計モデルで見る
日本の社会階層と教育機会

松岡 雅裕 教授
［ 専門分野 ］
社会システム論
社会思想
［ ゼミの研究テーマ ］
社会学理論･社会思想の発見
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日本大学 文理学部 社会学科
https : / /dept .chs .n ihon-u.ac . jp/soc io logy/

〒156-8550東京都世田谷区桜上水 3-25-40 日本大学文理学部内
TEL 03-5317-9713

文理学部のカリキュラム・入試制度・就職状況など全体像の説明、
各学科の模擬授業・模擬実験・進学個別相談などを行います。
入試問題解説や保護者向け説明会もあります。

時間限定の企画もありますので、
詳しくはホームページをご覧ください。

社会学科では毎年、学術系イベント「ソシオフェスタ」を開催しています。

各ゼミナールや実習での研究成果をもとに、学生自らが研究報告、

ディスカッション、パネル展示や映像作品の上映を行います。

プログラムの詳細は、日本大学文理学部社会学科HPをご覧ください。

ソシオフェスタ’22

日9/25
AUTUMN

11月～12月［期間］

アクセスMAP

OPEN CAMPUSOPEN CAMPUS

（桜麗祭期間を中心として開催予定）




