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人間科学科 丸わかりキーワード
文教大学　人間科学部

人間科学科なら
 ・・・・
欲張れる！

人間科学科の授業は中面をチェック　　☞

人間を取り巻く幅広い学びのなかで
将来の方向性を決めることができます

本学科は幅広い学問分野を学ぶことができるため、ひと
つの物事を多様な視点から考える力を身につけることが
できます。私も入学当初は教員志望でしたが、この人間
科学科で教育という営みについて多面的に学んでいくな
かで、教員ではなく行政の立場から教育を考えていきた
いと思うようになりました。今は公務員を目指し、自ら
考え積極的に学問に取り組む姿勢を大切に日々の学びに
励んでいます。

【学び編】 「学際性」が特色。専門分野を中心におきつつ、幅広い学問分野を学びます。

01 教育学
子ども、学校、家庭、地域…
「学ぶ」ということの本質に迫る

教育を受けることで、人はどう育つのか。

「教える」とはどういうことなのか。学校と

は？教師とは？親とは？そして、現代社会

の課題とは？教育学は先人が築いた「過

去」を知り、一人ひとりの「今」を見つめ、

世界の「明日」を描く学問です。

02 スポーツ科学
スポーツを楽しめる能力

を身につけよう！
（ ス ポ ー ツ リ テ ラ シ ー ）

2020年東京オリンピック・パラリンピッ

クを控えスポーツへの関心が高まるなか、

グローカル（世界／地域）に展開するスポー

ツを多彩なジャンルの科学から学んでいき

ます。そして、生涯にわたり、より楽しく、

豊かなスポーツライフの実現を目指します。

03 社会学
「世代」「文化」「ジェンダー」
「階層」などを探る

社会学は、人間が形成する「社会」を対象

とする学問です。一人ひとりの心を深くの

ぞきこむ心理学と違い、時代の変化や国に

よる文化の違いなど、多数が集まることで

初めて生まれる大きなパターンをマクロ

にとらえようとします。

04 文化人類学
教育、スポーツ、社会、福祉、心理…
そして「文化」も欲張れる

人間科学科のキーワードは私たちの現在

に欠かせないエンジニアリングとも言え

ましょう。そこに距離の感覚と共感をブレ

ンドしながら、古今東西南北宇宙を含めた

文化の果てしない想像力や途方のなさを

人間科学してみませんか。

05 社会福祉学
人と人をつなぎ、人権と社会正義の
原理の実現を目指す

現代社会ではさまざまな生活格差が広

がっています。社会福祉は一人の人間も地

域・家庭から排除しないというインクルー

シブな社会の建設が大きな目標です。人権

が守られ、豊かな人と人のつながりがある

社会の実現の方策について考えます。

06 心理学
「心理学を学ぶ」とは？
思い込みから自由に＋人にやさしく

残念ながら心理学を学んでも人の心を読

むことはできません。でも、人の行動や生

活を客観的にとらえることや、自分自身を

冷静に眺めることができるようになり、何

かへのとらわれや偏見を持たずに人と関

わることができるようになれるでしょう。

07 健康科学
よりよく生きるための
健康の探求

現代人が日頃、気にしている自分の体型や

体重といったスタイルは個人だけではな

く、社会的なテーマです。健康について学

ぶことによって、私たちの身体（心＋体）

を総合的に理解し、豊かなウエルネスライ

フを歩むことにつながります。

畠山 直輝（３年）　秋田県 大館鳳鳴高等学校　出身

【資格編】 教職か福祉職か、ほかにも入学後にゆっくり考えて選べる。資格取得も「欲張り」です。

01 教員免許
卒業生の約 3 割は

教員として活躍中！

［取得可能な教員免許状］

●中学校教諭1 種（社会）

●高等学校教諭1 種（公民・福祉）

●学校図書館司書教諭

02 社会福祉士
（ソーシャルワーカー）

03 精神保健福祉士
精神保健福祉領域の
ソーシャルワーカーの国家資格

国家試験受験資格

申請資格

国家試験受験資格

こころの病からさまざまな障がいを抱え

る人びと（精神障害者）の社会復帰・社会

参加を支援する福祉専門職です。1997年

精神保健福祉士法で創設されました。本学

の2015年3月卒業生の国家試験合格率は

100％です。

現代社会に求められている
社会福祉専門職の国家資格

その職域は多岐にわたり、高齢者・障がい

者・児童福祉や介護保険事業の施設・機関、

社会福祉協議会、行政機関、保健・医療機

関、教育機関、司法分野の施設・機関、

NPO法人や民間企業など。また、事務所を

開設する社会福祉士も増えています。

04 図書館司書
図書館の図書に関する
エキスパート

公立・私立図書館のほか、大学図書館、学

校図書館などで働く専門職。図書の整理・

分類、リファレンスサービス、読書活動を

推進する企画や移動図書館での巡回サー

ビスなど、人とのふれあいを基礎とした魅

力あふれる仕事と言えるでしょう。

05 社会教育主事
「地域」と「学び」をつなぐ
教育コーディネーター

学校教員だけが教育の専門家ではありま

せん。子どもも大人も学校以外でさまざま

なことを学んでいます。社会教育主事は、

「地域」の中でのさまざまな「学び」を支援

する専門家です。公務員を目指す人にもオ

ススメです。

06 社会調査士
社会現象や世論の動きを
科学的・客観的にとらえる

社会調査の知識やスキルを用いて、世論

や市場の動向を把握したり、社会事象を

科学的・客観的にとらえることのできる

「調査の専門家」としての資格です。必要

科目の単位を取得し、申請することで取

得できます。

07 認定心理士
健康心理士

心理学と健康心理学の基礎的知見を
身につけたことを証明

それぞれ日本心理学会と日本健康心理学

会が認定する資格です。おもに心理学科の

授業科目を履修することで、申請資格を得

ることができます。それらの科目を定めら

れた範囲で卒業に必要な選択科目に加え

ることができます。

「『人間』について総合的に学びたい」
人間科学科で教員免許に挑戦中！

小澤 葵（３年）　千葉県 国府台高等学校　出身

人間科学は、社会学、生涯学習、スポーツ、社会福祉、文化人類学のさまざまな視点から、

人間とその営みにアプローチする学問です。少人数クラスを中心に豊かな人間生活を実現するための方法論を

理論と実践から学び、2年次から３コースに分かれて専門的な研究を進めます。

人間科学科はさまざまな分野を幅広く学ぶことのできる学科
です。私は中学校教員を目指していますが、この人間科学科で
学べることはただ教員になるための知識だけではありません。
あらゆる角度から『人間』を見て考えを深めることができ、
自分が将来なにをしたいのかをじっくり柔軟に考えることが
できます。また、1年次・2年次でのクラスや3年次からの演習
（ゼミナール）でお互いを高め合えるたくさんの仲間と出逢う
ことができ、日々充実した大学生活を送っています。



人間科学科の授業は中面をチェック　　☞

【社会教育施設論】

人間教育コース pick-up 授業

【教員×学生対談】

事前に社会教育施設について授業で学んだ上で、グループで選択した
社会教育施設を訪問。職員の方とインタビュー調査を実施し、調査結果
を基に授業で発表します。現地での調査は施設内の新たな発見ととも
に、その地域の特色も発見する機会にも繋がります。（２年 川島 明花）

【子ども・遊び・自然】

「遊び」と「自然」をテーマにした、体験型の宿泊プログラムです。ケー
タイも時計も使わずに、夏は湖、冬は雪山でさまざまな活動にチャレン
ジします。子どもの教育を考える上でも、自分の生き方を考える上で
も、たくさんの刺激をもらえる授業です。（４年 渡辺 彩衣）

【人間科学基礎演習】

クラス単位で授業を行い、自分が関心を持ったテーマについての情報
を収集・分析、発表することを主な内容としています。分析や発表と言
うと難しく構えがちですが、積極的に発言や意見交換ができるアット
ホームな雰囲気がこの授業の大きな魅力です。（２年 山崎 幸太郎）

もっと、チェック！人間教育コースの授業

宮田先生によるワンポイント解説！

【スポーツライフの理論と実践】

スポーツと地域社会の成立の過程や、
開発、環境について

現代社会では、スポーツを通じて、世代を超えて交流を深めて

いくことが、地域社会の活性化につながります。そしてスポー

ツへの多様な関わりから、生涯にわたりスポーツに親しむこと

ができる豊かな「スポーツライフ」の実現について学びます。

第３回

効果的な実践指導

授業において得た知識、方法、考え方を身体化できるように、心

と体を通して具体的に学び、これからの スポーツライフをいか

に楽しむかを目指し、指導していきます。

第8回

実践の総括

実習では、これまでの理論指導と実践指導で得た知識や技術を、

日常生活から離れて雄大な自然の中で一人のスキーヤー、ゴル

ファーとしてスポーツライフを実践していきます。

第15回

【サブカルチャー論】

現代文化コース pick-up 授業

ヤンキー・ギャル・アニメといったサブカルチャーがテーマです。
オタク文化ではエヴァンゲリオン・ガンダム・ヤマトのロボットア
ニメを視聴し比較します。アニメやファッションなどの文化的な背
景が分かり面白い授業です。（３年 丸岡 航大）

中村先生：Aさんは3年生ですね。どんな研
究をしていますか。
学生：もともとサブカルチャーに関心があ
り現代文化コースを選んだのですが、演習
の発表では、セクシュアルマイノリティー
とメディア作品やその表現に注目しました。
ツイッターやニコニコ動画などでの特徴的
な言い回しも関係していることが分かりま
した。
中村先生：最近はLGBTやBLスタディーズ、
あるいは異性装や女子力をテーマに研究や社
会調査をする学生も増えていますね。自分の
研究に文化人類学概論はどのように役立って
いるのでしょう？
学生：現代文化というと今の社会と文化に
ついてのイメージがありますが、文化人類学

は文化的存在としての人間をもっともっと広
く考えていますよね。ですから多様な文化の
思想をこの概論で学びながらサブカルチャー
に関わるテーマも相対化というかマッピング
していくことができると思います。先日は
ニューギニアの諸集団の身体観や人間観に
ついて学びましたが、性差も文化の力でつく
られていることが分かると逆に性差をめぐ
る現代の問題も乗り越えられそうですね。
中村先生：概論は皆さんの研究の足がかり
になっているようです。こちらも皆さんの
ニーズをはかりながら現代的な課題を伝統
的なテーマにつなげる仕掛けを考えています。
概論をもとに専門的な社会学や社会調査の
知識や技法を身につけ、独創的な研究へス
テップアップしてください。

【社会調査実習】

参加者の興味と関心をもとに、実際に一から質問紙を作成して調査を
行い、統計ソフトを使用してデータを分析、結果を報告書にまとめま
す。ゼミのような少人数制の授業のため、他の学生や先生と話し合う機
会も多く、刺激の多い授業です。（３年 岩淵 伊織）

【ジェンダー論】

「女性の賃金を男性と比較すると？」「デートの費用は割り勘か？」「な
ぜ男性は人質になると最後まで解放されないのか？」「なぜ男性の寿命
は女性より短いのか？」などの疑問を検討しながら、現代社会の女と男
のあり方をさまざまな角度から考察します。（４年 仁田 桃子）

もっと、チェック！現代文化コースの授業

【文化人類学概論】

【児童家庭福祉論】

社会福祉コース pick-up 授業

講義のなかで視聴したベビーホテル問題についての映像が特に印象に
残っています。「子どもが最善の利益を受けながら、その保護者もより
良く生活できるように支援するには、どのようにすればよいのか」考え
始めるきっかけになりました。（４年 中川 未森）

【相談援助実習指導Ⅱ】

「福祉施設の実習」の事前学習を通して、実習に必要な報告書の作成な
どの技術や職場での心構えを学びます。またゲストスピーカーから施
設の業務を聞き、多職種の仕事を疑似体験できるので、将来福祉の職業
に就きたい人には必須の授業だと思います。（３年 星 亮太）

【精神保健福祉援助演習Ⅰ】

対人援助に必要な知識や支援の方法を学生同士の実践形式で学ぶこと
ができます。座学だけでは得られない現場の技術について身をもって
体験しています。知識だけでなく、実践の心をもった精神保健福祉士を
目指しています。（４年 稲村 優美）

もっと、チェック！社会福祉コースの授業

【ケースワーク演習】

今日の授業は、ソーシャルワーカーが
スキルアップする上で重要なスーパービジョンの演習！

先輩や同僚のソーシャルワーカー
から定期的に助言・サポートや教
育訓練を受けることです。新しい
ことを学んだり、支援の見直しを
行ったりなど、ワーカーとしての
スキルの向上を図ることを目的と
します。いわば福祉専門職を養成
する過程と言えます。

中村 博一 教授

宮田 浩ニ 教授
今井 由貴（４年）

専門：文化人類学、日本研究、
　　　西アフリカ研究

Aさん （学生／３年）

埼玉県 深谷第一高等学校 出身

「自分の研究（サブカルチャー）にも役立つ概論とは」

受講生による、授業潜入レポート！

step 3
シナリオに沿って実際に演じます
グループのバイザー役とバイジー役が前に出て、作成し
たシナリオをもとに演じた後、他のグループから良かっ
た点や悪かった点などの指摘を受けた。

step 2
グループ別にロールプレイのシナリオを作成
児童養護施設で子ども同士のトラブルに悩んでいる実習生
（スーパーバイジー）に対して、職員（スーパーバイザー）が
スーパーバイズを行うという設定で面接のシナリオを作成。

step 1
まずは、先生から演習の流れについて解説
「スーパービジョンとは何か？」についてグループで話
し合い発表。その後、先生からスーパービジョンの目的
や機能について解説があり、事例をもとに検討した。

step 4 演習のまとめ（先生からの総評価）

「スーパービジョン」って何?

人間科学科  専門科目  誌上体験 人間科学科の授業をのぞいてみよう！

スーパー
バイザー 役

（指導・助言者）スーパー
バイジー 役
（指導・助言を

受ける人）



人間科学部  人間科学科
【越谷キャンパス】〒343-8511  埼玉県越谷市南荻島3337

資料請求・出願書類に関するお問い合わせ先 

▲  入学センター Tel:0467-54-4300（月～金／午前9時～午後5時　土／午前9時～正午　※日曜・祝日は除く）　〒253-8550　神奈川県茅ヶ崎市行谷1100

教育力の伝統校。

http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/human/human_curriculum/

検  索文教　人間科学

人間に関する総合的な理解は、業界・職種を問わず共通して社会で求められ

る力。人間科学科の卒業生は、教員をはじめ、福祉専門職から公務員、多種多

様な民間企業、大学院進学まで、幅広い分野にわたって活躍しています。

【教員】公立学校教員
【企業】日本航空㈱／リコージャパン㈱／
（独）国立青少年教育振興機構／㈱ゆうちょ
銀行／東電用地㈱／㈱マイナビ／㈱大塚
商会／アース製薬㈱　ほか
【公務員】厚生労働省／埼玉県庁／千葉県
庁／群馬県庁／長野県庁／東京特別区職
員／春日部市役所／千葉市役所／栃木市
役所／高崎市役所／警視庁　ほか
【医療・福祉】（社福）埼玉県社会福祉事業団
／日本赤十字社 埼玉県支部／（学）獨協学
園 獨協医科大学／オリックス・リビング
㈱／㈱ベネッセスタイルケア／上尾中央
医科グループ 本部／（医）IMSグループ（板
橋中央総合病院グループ）
【大学院進学】文教大学大学院／首都大学
東京大学院／慶應義塾大学大学院／東京
学芸大学大学院　ほか

主な就職先・進学先（2016年度実績）

【勤務先】埼玉県越谷市立光陽中学校（社会）

鈴木 順 さん（2014年卒）

卒業生からのメッセージ

Q
A

現在のお仕事は？

中学校の教員をやっています。教科は社会です。
今年は、１年生の担任をしています。常に子ども

たちと関わりながら生活しているので、毎日いろん
な出来事が起きます。とても大変ですが、やりがい
を感じています。

Q
A

仕事で活かされている人間科学科の学びは？

教員の仕事は多岐にわたるため、政治学や社会
学、現代文化など、教科以外の幅広い知識が学

校生活のなかで活かされています。生徒や職場の先
輩、後輩、保護者や地域住民との人間関係づくりに
おいて、心理学の学びはとても役立っています。

【勤務先】日本航空株式会社

小城 いつこ さん （2013年卒）

Q
A

現在のお仕事は？

おもに国際線の乗務を担当しています。客室乗
務員の最も重要な役割は、保安要員としてお客

さまを安全に目的地までお運びすること、それから
心のこもったサービスを通じて機内で快適にお過
ごしいただくことです。

Q
A

仕事で活かされている人間科学科の学びは？

実習や留学を通して考え方の幅が広がり、人の
心と向き合うことの大切さや難しさを学びま

した。国際線はさまざまな宗教・国籍・年齢のお客
さまがご搭乗されます。人間科学科でのこうした学
びが大いに活かされています。

【勤務先】埼玉県春日部市（社会教育主事）

三浦 加奈 さん （2014年卒）

Q
A

現在のお仕事は？

社会教育課の仕事は多種多様ですが、そのなか
でも成人式、市美術展覧会、学社連携等の社会

教育事業を担当しています。若年者から年配者まで
幅広い世代の市民と関わりながら、市民の自主的な
学習活動の支援を行っています。

Q
A

仕事で活かされている人間科学科の学びは？

より良い事業を実施するには、市民のさまざま
なニーズを多角的視点で考察することが必要

です。そのため、専門知識はもちろんのこと、グ
ループワークや実習等で培われた企画立案力、コ
ミュニケーション能力等が活かされています。

【勤務先】横浜市戸塚区社会福祉協議会（社会福祉士） 【進学先】文教大学大学院 人間科学研究科 人間科学専攻

野中 悠子さん （2012年卒） 松崎 勇次さん（2017年卒） 水野 遥夏さん（2016年卒）
【写真左】 【写真右】

Q
A

現在のお仕事は？

地域住民の誰もが安心して自分らしく暮らせる
まちづくりを目指し、住民からの相談や調査活

動によって地域の福祉課題を把握し、課題解決に向
けて取り組んでいます。地域とともにまちづくりを
考え、さまざまな人と関わることができる仕事です。

Q
A

仕事で活かされている人間科学科の学びは？

テーマ設定・検討し、発表する授業が多く、企
画立案の基礎ができました。多様な科目や海外

研修を通じて、さまざまな価値観に触れながら「個々
にとって大切なこと」を考える機会が豊富でした。そ
れは今の業務でも一番大事な点だと感じています。

Q
A

現在の研究テーマは？

水野は在学中に学んだスポーツ社会学の視点を基
に、スポーツボランティアについての研究を行って

います。松崎は在学中に中高の教員免許を取得し、現在は
教育とジェンダーの知識を基に学校での性教育について
研究しています。

Q
A

研究で活かされている人間科学科の学びは？

大学院は自らの興味を深め、活動していく場所です。
例えば、研究活動のほか、学会や講演での発表、

学術会の立ち上げ、勉強会等の企画・運営などの場面で、
人間科学科で身につけた教育学・社会学・心理学の知識
やスキルが存分に活かされていると感じます。

大学院進学福祉専門職

教員 国際線CA 公務員

※卒業生からのメッセージの内容は2015年度（大学院進学者は2017年度）のものです。
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