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コース
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・経営
コース

社会学科の卒業生の進路は幅広く、8.3倍の求人倍率でさまざまな業界から求人が寄

せられています。卒業後は、イベント企画や出版関係、金融機関から社会福祉施設、地

方自治体など、多彩な分野で活躍することが可能です。

幅広い学びを活かして多彩な進路が広がる03

分野ごとに設定された５つの履修モデルコースを参考に、学びの方向性に合わせて

関心のある分野から科目を自由に選択することができます。学年に応じて段階的に

学習を深めて成長し、科目によっては各種資格を取得することも可能です。

５つの分野から自由に科目選択ができる01

キャリア科目をカリキュラムに組み込んだ本学科独自のプログラム「MIP※」で、企

業から指導を受けて社会の課題解決に取り組みます。実際の企業が抱える課題に

取り組むことで、卒業後の自分のキャリアを意識。学びに目的意識が生まれます。

独自のプログラム「MIP」で社会を学ぶ02

社会と人を客観的に捉え、自分の「種」を見つける。

学科長からのメッセージ

社会学科では、現代社会と人に関わる問題や現象について、多様な方法（社会調査・実験・フィール

ドワーク）と論理的思考を用いてデータを収集・分析し、問題解決能力を身につけます。基礎ゼミ、プ

ロゼミ、専門ゼミを通して、関心のある問題や現象への理解を深め、卒業論文へとつなげます。また、

独自の実践型人材育成プロジェクト「MIP」では、１年次から地域社会や企業と関わることで目的意

識をもって学びます。世の中にあふれるあらゆるデータや調査結果を読み解き、新しい考えやアイデ

アを生み出す社会学の学びは、現代社会を生きる力となります。社会学科での幅広い学びを通して、

社会と自分を客観的に見つめ、これからの自分をつくる「種」を見つけてもらいたいと願っています。

社会学科 学科長  俵 希實 教授

社会学科
社会と人の本質を探究し、現代社会で生きる力を育てる。

多様化、複雑化する現代社会が抱える課題、

人と人との関わりや心の問題など

さまざまな社会問題と現象に広く目を向けて、

科学的なアプローチで課題解決へと導く手法を学びます。

目の前の常識を常識と捉えず、

あらゆる調査結果やデータを読み解く力を身につけ、

新たな発想や考え方で社会と人に関わることができる

視野の広い人を育てます。

学びのポイント

※MIP＝Mission Innovation Project（実践型人材育成プロジェクト）

※



5つの履修モデルコース
興味のある分野について、関連科目を総合的に学べるように、

履修の目安となるモデルコースを設けています。

本学で
公認心理師単位を修得・卒業

公認心理師
国家試験受験資格取得

公認心理師に
対応した

大学院を修了

心理職としての
現場での実務経験
（2年以上）
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公認心理師
〈卒業後に取得可能な資格〉

指定科目の単位を修得し、

卒業後に心理職として

2年以上の実務経験、

または公認心理師に対応した

大学院の修了により、

国家試験受験資格を取得できます。

公認
心理師

医療

教育

司法産業

福祉

産業
カウンセラー
など

法務技官
など

児童
福祉司など

スクール
カウンセラーなど

2017年度に誕生した
心理支援職として初めての国家資格

●発達心理学
●臨床心理学概論
●心理学研究法
●心理的アセスメント
●心理学的支援法　など

●カウンセラー
●サービス関係
●営業職　など

人間の「こころ」を科学的に解き明かす心

理学に重点を置き、理論から実践までのさ

まざまな学びを通じて、人々の心にアプ

ローチできる人材を養成します。公認心理

師など各種資格の取得もめざせます。

主な科目何を学ぶ？ 卒業後の進路

心理・カウンセリングコース

人間の「こころ」について科学的手法でアプローチし、

人と人とのより良い関係構築について考える。

現代社会・国際理解コース

●社会学概論
●社会調査論
●グローバル社会論
●多文化共生論
●社会調査実習
●若者文化論　など

●広告・企画・出版関係
●マスコミ
●公務員　など

現代社会の諸問題を捉える目を養い、多様な人々がともに

生きる異文化共生社会について理解を深める。

国や文化の境界を越えてグローバルに広

がり、ダイナミックな変化を続ける現代社

会。そんな社会の姿を正確に把握し、異文

化共生を図るための知識や考え方、手法な

どへの認識を深めます。

主な科目何を学ぶ？ 卒業後の進路

●図書館
●情報通信関係　など

多種多様なメディアから提供される情報の

取り扱い方を学び、情報サービスのプロ

フェッショナルである図書館司書に必要な

能力を養います。図書館司書の国家資格取

得が可能です。

何を学ぶ？ 卒業後の進路

情報・図書館司書コース

●メディア文化論
●情報サービス論
●図書館制度・経営論
●情報資源組織論
●図書館実習　　など

社会に氾濫する情報を正しく捉え、扱う手法を深く学び、

図書館司書に求められるさまざまな能力を養う。

主な科目

●病院・社会福祉施設
●学校・教育相談機関
　など

社会で発生する課題を解決、緩和、予防し

ていく福祉の働きについて学び、土台とな

る理論や現場で求められる技能を習得しま

す。社会福祉士などの資格取得に欠かせ

ない内容が含まれています。

主な科目何を学ぶ？ 卒業後の進路

環境福祉マネジメントコース

●現代社会と福祉
●地域福祉論
●地域社会政策論
●児童福祉論
●障害者福祉論　　など

少子高齢社会のさまざまな福祉課題を発見し、

より良い地域社会を構築する福祉のあり方について学ぶ。

●金融
●不動産
●メーカー　など

国家や社会を動かす政治と経済の仕組み

を知り、私たちの生活における影響を読み

解きます。実際の政治や経済の課題に取り

組んで、よりよい社会を切り拓いていく力

を身につけます。

何を学ぶ？ 卒業後の進路

政治経済・経営コース

●政治学
●法律学（国際法を含む）
●経済学
●経営学入門
●マーケティング論　など

政治、経済、経営の３つの視点から社会の仕組みについて

理解を深め、地域の課題解決に取り組む。

主な科目



少人数のゼミで段階的に学びを深めます。基礎ゼミでは大学での学び方を理
解し、レポートの書き方やプレゼンテーションなどのスキルを習得します。

基礎ゼミⅠ・Ⅱ 幅広く学び、基礎力を強化！

3年次からの専門ゼミで学ぶ内容をイメージしながら、興味のある分野につ
いて、やや専門的な学習に取り組みます。

自分の関心ある領域を探す

一人の指導教員のもとで、さらに専門的な学習を進めていきます。自分が関
心のあるテーマ、研究したいテーマを見極めます。

専門分野への理解を深める

設定したテーマを研究課題として、計画的に取り組みます。ゼミのテーマを
卒業研究と結び付け、4年間の集大成としてまとめます。

社会学科の学生の多くは一般企業の営業職や事務職に就職して
います。そのほか、福祉の資格科目を履修している学生は、公共団
体、病院、福祉施設に就職する傾向があります。当センターでは、
学生が本音で話せる関係と環境づくりを心がけ、個別面談をはじ
め、履歴書添削や面接練習など、オンラインでの対応も含めて一
人一人に応じたアドバイスで、きめ細かくサポートしています。

卒業へ向けて研究をまとめる

1年次

プロゼミA・B2年次

専門ゼミⅠ3年次

専門ゼミⅡ4年次

教学・学生支援センター担当より

本音で話せる関係を作り
希望進路を徹底サポート

※年次や月は変更になることがあります。

M I P Mission Innovation Project
［単位認定］実践型人材育成プロジェクト

3段階のプログラムを通じて、社会や人、自分を知る機会を得られます。

単位が認定されるカリキュラムとして、学生の個性を活かし、希望の就職をサポートします。
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現代社会・国際理解コース ／ 心理・カウンセリングコース
環境福祉マネジメントコース ／ 政治経済・経営コース
情報・図書館司書コース

社会学科 各コースのカリキュラム詳細は
下記よりWebにてご確認ください

卒業生実績

就職率

94.6%
内定者内訳

営業職

51％

その他

11％
福祉職

6％

事務職11％

サービス職

6％

販売職

14％
60.０%
2018～2020年度社会福祉士国家試験（新卒）合格率

29.3%
※2021年
全国平均

（9/15名）

2020年度
2020年度

※小数点を四捨五入
しているので、合計は
100％になりません

［2018年度］石川トヨタ自動車、金沢ロック、バロー、ホンダカーズ石川、ADI.G、中央コンタクト、石川日産自動車販

売、エイジェック、よろづや観光（2）、メタルエンジニア、山岸、北陸リトレッド、ジャコム石川、グランファルマ、アルビ

ス、マーキュリー、三光合成、JA根上、宮岸、石友ホーム、サンウェルズ、小松市、かほく市（2）、芙蓉会 ［2019年度］ガ

レージフィックス、今井機業場、金沢白鳥路ホテル山楽、北川瀝青、黒崎産業、JA松任、日本郵便、ファルテック（神奈

川）、石川ダイハツ販売、ADI.G、よろづや観光、北陸コカ・コーラボトリング、ニューハウス工業、絹川商事、スコール

金沢、西原商会、ティプロス、クロダハウス、MXモバイリング、中部薬品、マーキュリー、JAあおば、横浜市福祉サービ

ス協会､ピカソ、佛子園、サンウェルズ（2）、紫水会（愛知）、眉丈会、金沢QOL支援センター、陽風園、林鐘園、金沢市 

［2020年度］中部特機産業（2）、東亜電機工業、石川トヨペットカローラ、ユニー、クスリのアオキ、石川ダイハツ販売、

興能信用金庫、丸和電業（2）、ハウスコム(東京)、コトネットエンジニアリング（京都）、ビッグモーター、平成観光、さく

らホーム、カナカン、ひだインテリア、JA志賀、八幡、ライクスタッフィング、生活協同組合コープいしかわ、トスマク・

アイ、ヨシケイライフスタイル、トヨタカローラ石川、日研トータルソーシング、渡辺パイプ、能登町社会福祉協議会、石

川県庁（契約社員）、炙り肉 康、向クリニック、メガネのハラダ、山越、鉄板中華タンポポ、北伸福祉会、福鳳会

2018～2020年度 主な就職先

5つのコース カリキュラム

社会学の幅広い知識と方法論を身につけたうえで、関心のあるテーマを見つけ、

現代社会が抱えるさまざまな課題についてより深く、専門的に学び、実践力を高めます。

卒業後の進路 公務員 ／ 広告・企画・出版関係 ／ 金融保険関係 ／ 病院・社会福祉施設 ／ カウンセラー など

希望に応じて幅広い職場で就業体験できます。終了後は内容を振り返って報告し、自己分析に活かします。

MIP3 インターンシップに参加し、実践力を磨く
事前にマナーなどの基礎を身につけてインターンシップへ挑戦。

自己分析から業界・企業研究、履歴書・エントリー
シートの書き方、面接対策の実践的なアドバイス
まで行います。

FSP（Future Skills Project）研究会は、「社会で活躍できる人

材をどのように育成すべきか」をテーマに、企業と大学が問

題を共有して議論し、主体性と応用力をもった学生を育てる

カリキュラムを具体的に提示する活動を展開しています。

3年次

社会学科 4年 石黒 文菜さん
［遊学館高等学校出身］

これまで地元企業やグローバル企業の方々とのさまざまなプ

ロジェクトに参加しました。MIP２ではグローバル企業の方と

「日本のセキュリティ意識を高くする」をテーマに取り組みま

した。私たちの班は、ターゲティングを年配社長に設定し、会

社組織のトップからセキュリティ意識を高めようと提案しま

した。しかし、企業の方から年配社長はセキュリティ意識が

低いとするのは思い込みではないかと指摘され、提案には

根拠となるファクトやエビデンスが不可欠であることを痛感

しました。MIPでの学びを今後に活かしたいと思います。

実践型人材育成プロジェクト体験

企業担当者の
鋭い指摘が
貴重な経験に

インターンシップへの派遣

金沢市役所
金沢信用金庫
NTTドコモ北陸

日本郵便
生活協同組合コープいしかわ
ほか

就職活動に必要な知識やスキルの獲得

MIP1 社会と自分を知り、企業が求める人に
企業の実務担当者の意見を通じて、自分に足りない部分を理解します。
提示された課題に対して、グループで考え、アイデアにまとめます。
［第1次提案］学生のプレゼンに担当者が社会人目線でコメントします。
指摘された点を見直し、アイデアを練り直します。
［第2次提案］担当者のフィードバックを受け、必要な力を実感します。

1年次前期

協力企業 地元企業 提案方法 丁寧・精密（複数枚のスライドで説明します）

MIP2 グローバルな視点を養う
国際的な課題を解決するために必要な知識やプレゼンテクニックを身につけます。

グローバル企業が直面する多文化共生や異文化への理解を含む複雑な問題に向き合います。
担当者とはSkypeなどを介して交流し、プレゼンを行うこともあります。

2年次前期

協力企業 グローバル企業 提案方法 簡潔・明瞭（1枚のスライドにまとめて説明します）

1

2

3

4

MIP1
社会と自分を知る

MIP2
グローバルな視点を養う

MIP3

就職活動

実践力を磨く

MIP（実践型人材育成プロジェクト）

インターンシップ

R e a l i z e  M y  M i s s i o n  ［内定者の声］

先生から見た
村中さん

村中さんは、バランス感覚の優れた人。生活者の感覚をしっかり持っていますし、

職場での人間関係はもちろん、利用者さんやそのご家族と良好な関係を築いてい

ける資質があると思います。在学中は、病院や福祉施設での実習を通して、自分が

進むべき道をしっかり考えていました。就職先は、村中さんが中学時代にボラン

ティア活動に行き、福祉職の素晴らしさを知るきっかけとなった施設です。利用者

さんとご家族の生活、権利、人権を大切にする職員をめざして頑張ってくださいね。
社会学科
田引 俊和 教授

実習を通して進むべき道が見つかりました。

福祉職に就くことは高校時代からの夢でした。就職活動を始めた頃は医療機関を志望していましたが、

総合病院の実習で自分の適性を客観視し、その後、介護老人福祉施設での相談援助実習で一人一人の

生活を大切にしながら長期にわたって利用者さんとそのご家族を支えていく仕事に魅力を感じたため、

社会福祉法人福鳳会を志望しました。内定をいただいたのは、私が福祉職をめざす原点となった施設で

す。その人らしい生活を支える介助と支援で利用者さんから信頼を得る職員をめざします。

社会学科 環境福祉マネジメントコース社会福祉法人 福鳳会内定  村中 絵子さん ［富山県立石動高等学校出身］

4年間の学び
MIP1 FSP認定プログラム


