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日本史 ▲
人間の欲が近代の女工に生糸をひかせた。

愛国心が地球全体に国境線をひいていく時代。

一万円札の福沢諭吉が物語る近代日本。

江戸時代、夫婦の財産権や三行半の実情は?

キリシタンを訴え出ると褒美がもらえる!?

でも、本当 1/Cも らった人いるの ?

「なぜ ?」 という問いからスター ト。

古代は女性の時代、そして今また再来の兆し。

御家人になる女性、戦 う女性、一族を取 り仕切る女性、

中世の女性達に、今日の「女性らしさJを見つけるのは至難のわぎ。

東洋史 串
漢字がなかったとしたら、

日本固有の文明・文化はどうなっていただろうか。

「三国志演義」に描かれた曹操や諸葛孔明の人物像はホント?

孫文と「宋家の三姉妹」との間柄は、本当はどうだったのか。

中国や韓国は首相の靖国神社参拝になぜ反対するのだろう|?

イスラム過激派のテロの標的にされないために

私たちはどうすればいいの !?

西洋史 轟
ヨーロッパ再発見の旅にでよう。

フランス革命で自由と平等のために戦った女性たち。

中世の都市と現代の都市、どこがどう違 うの ?

カトリックとプロテスタントと東方教会……

いつ頃から、どのように分かれていったの !?違いは?

日常生活の中にも歴史がある。

キリス ト教だけでは語れないヨーロッパ文化の深遠。

なぜ民族問題が多発するのか。

文書・絵画・版画・ビラなど多彩な史料に秘められた物語を読む。

X
民族

半
自然

ロ
語 学

歴史を学問的にひもとき、

「いかに生きるべきか」を考える

歴史学の学びを通 し、歴史的な思考力を鍛えることで、人類の歩みを把握することが目的です。

さまざまな地域や時代を探究することで視野を広げて、多様な人間存在への考察を深め、

歴史的視点から現代を再認識 し、未来に貢献できる人材を養成 します。

経済



学びの分野

在学生の声

史学科で学び始めて早 くも3年 目になりま

した。3年生lCな ると、本格的な演習が始ま

り、報告の機会が多くなります。色々調べて

いくと、高校では想像もできない事実が沢山

出てきます。準備のために専門的な論文を読

むのは少ししんどいですが、無事発表が終

わった後の開放感は素晴らしいものです。ゼ

ミナールの雰囲気は和気藷々とし過ぎている

くらいで、しばしば先生の喝が入 ります。で

も、勉強が楽しいのだから仕方ありませんよ

ね !最近私は授業が終わると1人で映画館

に行 くことにはまっています。映画を見るこ

ともとても楽しいです。楽しいって二回言い

ましたね。それほど大学生活って楽しいんで

す。このまま順調に4年生になって卒業した

ら、学科の友達と過ごせなくなるかと思 うと

悲しいです。(2016年入学 Sさ ん)

日本史・東洋史・西洋史を中心に、

私の所属している史学科では、一年次に日本

史、西洋史、東洋史の仝てを履修し、私達人

類が歩んできた道を考察しています。歴史の

他にも、様々な分野の授業の履修も可能なの

でより多角的 lC、 自分なりに、歴史を考える

ことが出来ます。私は地誌学の授業をとって

いるので、地理的な観点から歴史を見てみよ

うと学んでいます。英語や初修外国語 (第 2

外国語)の授業は少人数で行われているため

教授との距離も近く、質問も気軽にする事が

出来ます。私は各外国語のネイティブの先生

と会話ができるランゲージラウンジを空きコ

マに利用し、楽しく外国語を学んでいます。

日本女子大学は少人数授業が多いので教授や

友達との交流がしやすいです。また、授業が

組みやすいためサークル活動やアルバイ トも

する事が出来ます。私は共学の高校に通って

いたので"女子大 "に 不安もありましたが、

今では史学科の友達 と楽しく過ごしていま

す。(2018年入学Kさ ん)

取得可能な資格

。中学校教諭一種免許状 (社会)

。高等学校教諭一種免許状 馳理歴史)

。学校図書館司書教諭

。司書 ●博物館学芸員

●社会福祉主事 ●日本語教員養成講座

関連領域まで広く深く学ぶ

時間と空間を結び理解する
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遺物や遺跡、民間伝承から

人間の営みを読む

史学科で 2年生になると、西洋史 。東洋史・

日本史の中から、好きな分野を選択できま

す。私は西洋史に興味があるため、古代ロー

マや中世ヨーロッパにっぃての授業を受けて

います。高校では扱わないような人物や出来

事について、専門的な授業を受けることがで

き楽しいです。また 1年生の時に学んだ諸

外国語の基礎的な知識を活かし、より深く学

ぶことができます。私はドイツ語を選択して

おり、グリム童話を読んでいます。日本語で

知っている内容でも、他言語で読むと新しい

発見があり面白いです。授業後はサークルや

アルバイトなどに取 り組んでいます。2年生

lCな ると大学にも慣れ、余裕を持って色々な

ことに挑戦できるので、とても楽しいです。

日本女子大学にご縁がありましたらお会いし

ましょう !(2017年入学 Sさ ん)
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カリキュラムー覧

各時代、各地域の
歴史の概要を把握

「日本史概説」「東洋史概‐■l「西洋史概説」と「基礎演
習Jを 中心に、歴史学研究の基礎と方法を学びます。

興味関心に合わせて

専門性を高める

専門的な講義が始まります。また、興味関心に沿って

学ぶための、多彩な専門科目が設置されています。

少人数制のゼミで

歴史と深く向き合う

少人数でのゼミが中心です。各自が選択した専門に合

わせて、本格的な歴史研究をさらに進めていきます。

知識と技術を活用し
卒業論文をまとめる

幅広い知識を活用し、広く深く研究した独自のテーマ

を4年間の総まとめとして、卒業論文に仕上げます。

方
法
科
目

地域経済論 経済学入門       哲学概諭

政治学概論

日本史槻説        東洋史概説     西洋史概説

世界史の方法      地理学の方法    宗教学の方法       考苦学の方法    民俗学の方法       文化人類学の方法   地誌学の方法       法学概論

日本経済論

基礎 基礎演習 基礎演習         古文書基礎演習

主
題
科
目

アメリカ史 イギリス史 イタリア語初級

日本史講義

夫同生命保険株式会社寄耐1授業講義(近代日本女性史 )

世界遺産論

宗教学各諭

異文化体験学習

東洋史講義

大同生命保険株式会社寄附授業演習 (史料演習 )

観光地理学

中国思想史

言語コミュニケーション

西洋史講義

日本文化史

地理学各論

自然地理学

アメリカ地理 醍醐寺寄lll授 業文化財学              アメリカ政治        アメリカ経済

地理学演習 宗教学演習

演 習

ー

日本史演習         東洋史演習       西洋史演習         考古学演習

別

習

特

演 一

日本史特別演習      東洋史特別演習

西洋史特別演習      地理学特別演習

宗教学特別演習

その他 卒業論文

1年次 2年次 3年次

学科専F]科目 3年次後期の時間割モデル (日 本史)

4年次

時間割モデル

1年次後期の時間害1モ デル 学科専門科目

講座の内容 往なもの)

Mon Vlled Thu Fri

1

初修外国語

初級
身体運動

初修外国語

初級

2 英会話 西洋史概説 基礎演習 地理学の方法 基礎英語

3 東洋史概説 世界の神話 日本史概説 英会話

4 基礎英語 英会話 生活意匠論 心理学

5 博物館概論 英会話

ハスon Tue Wed Sol

1 博物館実習 日本史演習

2 考古学の方法 日本史演習 身体運動

3
中国語中級

アドヴァンスト
醍醐寺寄附

授業講義

4 日本史講義 日本文化史

日本史概説
一国史として日本史をとらえるのではな く、世界、 とりわけ東アジアのなかの日本 という視点に基づき、史資料を通

して古代から近代にいたるまでの通史に対する理解を深める。

東洋史概説
中国を一つの中心としながらも、北アジアや中央アジアにまで視点を広げ、「中央ユーラシア」という文明圏の成立
の過程を概観することにより、広域から複眼的に歴史を見る眼を養う。

西洋史概説
近代化の中心となった北西ヨーロッパのみならず、地中海世界や東ヨーロッパにまで視点を広げることにより、コン
パクトでありながら多様性に富むヨーロッパ社会の形成に対する歴史的理解を深める。

古文書基礎演習
代表的な形式を持つ古文書を用いて、くずし字で表記された史料を解読する。史料本文を読みこなし、解釈すること
によつて、史実を正確にとらえるための基本的な方法を修得する。

醍醐寺寄附授業文化財学
前期には、どのようにして文化財の保存・管理がなされてきたか、その歴史的な過程を学習し、後期には、古書の修
理技術を実地に学ぶ練習を行う。

東洋史演習 |

『三国志』をはじめとする中国の歴史書を原文で読み解く。登場する人物たちの躍動する姿を再現するとともに、中
国における歴史の見方や歴史書の性格について議論する。

東洋史演習 IV
中東イスラーム近現代史における中心的問題である、文明としてのイスラーム、民族・エスニック問題、宗教・宗派
問題、国民国家などのテーマを取 り上げ、中東イスラーム近現代史の全体像を把握する。

世界遺産論
世界遺産に登録された具体的な事例の歴史を詳しく検討することで、制度の意義と目的を理解し、世界遺産を見る目
を養う。ヨーロッパの遺産を中心に取り上げる。

西洋史演習 |

西洋中世における王権や近代の国民国家形成などを題材として、研究文献の精読を行う。それを通じて、西洋史研究
の方法と理論を学び、論文の書き方に関する作法を修得する。



日本女子大学の史学

l実学としての史学……身につく力

歴史を解明するためlCは 、当時の人々が残してくれた古文書や絵画、遺物や

伝承などの膨大かつ多様な史料群の中から、目的の史料を探し出し選択し、

また、当時の人々の価値観を理解した上でじっくりと読み解いていく必要が

あります。多様な史料を収集する力、解読する力、真偽を判断する力、論を

組み立てる力……これらは現代の情報社会でこそ必要な能力です。

l手触 りの歴史学

歴史を自分の言葉で語ること、これが歴史学の面白さです。その語 り方は決

して一つではありません。私たちの周辺rc遺された数えきれない歴史の痕跡

に触れて、時代を実感すること、それが歴史学の第一歩です。古文書や書籍、

絵画や彫刻、建造物や遺跡、歌や踊り、時には風景や気候までもが、歴史を

解明する素材となります。日本女子大学の史学科では、知識に偏らず、触感

を重視して個性的に歴史を描き出す方法を学びます。このような方法は、歴

史研究に限らず、人を知 り、社会を知 り、自分を表現するために、最も大切

な人間のあたたかさそのものではないでしょうか。

lフ ィール ドワークを重視

当時の人々が残してくれたさまざまな史料を、より正しく解読するためには、

それらの史料が作成され、保存されてきた現場に自分の身体を置いてみるこ

とが大切です。現地に赴いて周辺を歩き、史料が作成され、保存されてきた

寺社や教会、博物館や史料館などを訪れ、歴史が形づくられた現場を五感で

実感すること……これがフィール ドワークです。時間と空間を越えて、史料

が新たな真実を語 り始める…… 現地調査でのダイナ ミックな発見の瞬間で

す。

1日 本史・東洋史・西洋史の全域をフォロー

講義や演習では、どのような問題や論点をテーマにし、検討されているか ?

そのl~■ んの一部を紹介しましょう……。東アジアの国際関係と日本律令国家

の成立/真言密教教団の形成と発展/日本キリシタン史の諸問題/日本にお

ける近代とは何か/『三国志』の時代/中東 イスラム地域における国民国

家システム/「 プロレタリア文化大革命Jと は何だったのか/中世ヨーロッ

パ都市史/バルカン近現代史/近代ヨーロッパにぉける読み書きの歴史……

人類の足跡を検証していくことは、私たちの未来を見通すことにつながりま

す。

学科の特色

1

三つのコースに分かれて

興味関心を究める

資料解読に力を入れて実地学習を重

視する「日本史」、漢字文化圏に加えて

中東・中央アジアなど広範な地域を対

象とする「東洋史」、ヨーロッパ諸語の

習得に努めてヨーロッパの社会形成

の歴史を総合的に学ぶ「西洋史」の三

つのコースがあります。

演習重視のカリキュラムで

独自の歴史像を構築

1年次から必修の少人数制のゼミでは

きめ細かな指導のもと、史料の扱い方

や古文書の解読など、歴史を理解する

方法を学びます。どの時代・地域・テー

マからでも自由に学びをスタートさ

せて、独自の歴史像を構築することが

できます。

1文化財系科目の充実

史学科には、博物館学芸員資格を取得するための科目が豊富です。博物館学

では、自然や人間が生み出した有形・無形の文化遺産から歴史を学び、考古

学や文化史、文化財学では、素材としての資料を通して歴史を見る目を養い

ます。その先 lCあ るのは、私たち1/C残 された貴重な文化遺産の保護であり、

人間の叡知と尊厳の証を守ることでもあります。

1言語運用能力の育成

史学科は、あなたの語学恐1布症をなおします。 ドイッ語・フランス語。中国語・

韓国語のどれか 1つの入門・初級 。中級が必修です。しかし、詰め込み学習

ではなく、その国の文化への理解を第一 1/C考 えます。ネイティブの先生の楽

しい話や美しい発音。先生方の諸外国での経験談や最新情報。2年以降はバ

ラエティに富んだ授業。3、 4年生は少人数の中級アドヴァンス トと上級 (選

択)で、その言語 。文化に親しみます。また、イタリア語も学ぶことができ

ます。

l関連分野の多彩な科目を開講

地理学は空間的視点から、宗教学 l‐l宗教という普遍的現象から、民俗学や文

化人類学は文字に残らない習俗から、考古学は発掘されたものから……と、

日本女子大学の史学科は、文字史料を中心とする歴史学の方法をおぎない、

より広い視点から歴史を捉えることのできるように様々な関連分野の科目を

開設しています。

3
実社会でこそ生きる

考察力と行動カ

官公庁、企業の芸術文化振興部門、旅

行・観光サービス分野、マスメディア

関連、企画。広報・広告サー ビスなど、

卒業生が活躍する場はさまざまです。

中学・高校 (社会・地理歴史)の 教員、司

書・司書教諭、博物館学芸員への挑戦

も推奨 しています。



卒業生の声

さ ん

出身高校

神奈川県立横浜翠嵐

高等学校

卒業年

2016年

就職

横浜市役所

青柳奈津美 さん

出身高校

千葉県立東葛飾高等

学校

卒業年

2015年

就職

(株)全 日本空輸

大学卒業後、社会に出てからも、「自分と

は何か」を考えることがあります。

私自身もこれから様々な経験をしていくと

ころですが、就職、転職、キャリアアップ、

結婚、出産、介護など、自分のことを深く、

多面的に知っておくことでそれらをプラスに

ととらえることができそうだと直感していま

す。自分のことというのはすなわち自分の歴

史ですから、ここでこそ史学牟|の学びの方法

が生きてくるわけです。

史学科では、歴史のジャンルだけではな

く、多様なアプローチの方法を学べます。対

象について様々な角度から考察をすること

で、それをより深く知ることができるので

す。史実や時代に興味があり、もっと知りた

いという方はもちろん、「自分」について知

りたいと考えている方にも史学科はおすすめ

です。

日本女子大学の史学科は外国語学習が重視

されています。私は、習い始めたドイツ語を

用いて2年次の夏にオーストリアのウイーン

に留学しました。lH界 中から集まった異なる

文化や価値観を持つ人たちとの交流は、毎日

が刺激の連続で、自分自身を大きく成長させ

てくれました。現在は、(株)全 日本空輸の

客室乗務員として働いています。特に国際線

では、外国籍のお客様とお話しする機会が多

くありますが、その度に史学科での学びや留

学を思い出し、あの時の経験が活きていると

実感します。様々な文化、国籍、人種、性別

や考え方の違う人々が入り交じり、グローバ

ル化が進む現代社会では、多様性が求められ

ています。ぜひ史学科で、陛界の歴史を通じ

て異文化に対する理解を深めながら、視野を

広げてみてください。

竹みずき
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区

大

史学ホ|を卒業し、愛媛県の高校教師になっ

て3年 目になります。史学牟|で は、西洋史、

東洋史、地理学など幅広くさまざまな授業を

とりました。2年次以降、少人数の授業が多

くなるため、先生方は一人ひとりの学生に応

じた丁寧な指導をして下さりました。私が勤

務する高校は、1ク ラス 20名弱の小さな学

校です。史学科の授業と同じように、質問が

あればすぐに手を挙げられるようなアット

ホームな授業を目指しています。

教師という仕事は、生徒の人生に関わって

行く責任のある仕事です。大変なことも多い

ですが、生徒の成長を側で見られた時、大き

なやりがいを感じます。一人でも多くの生徒

に歴史の面白さを伝えられるよう、全力を注

いでいます。

生まれ育った地域で歴史に関わる仕事がし

たいと思い、本校の史学科に入学しました。

3年次のときに『原敬日記』を取り扱った日

本史演習を受講したことがきっかけで、近代

史に興味を抱き、 4年次では地元における近

代史をテーマとした卒論を執筆しました。

現在は、地元・栃木県那須塩原市にある那

須野が原博物館で、学芸員として働いていま

す。那須野が原博物館は、那須野が原 (栃木

県の北部に位置する広大な扇状地)をフィー

ルドとした、自然系と人文系の各分野を対象

とする総合博物館です。博物館では、近代史

専門の学芸員として、展示の準備はもちろ

ん、資料の収集や整理、調査などの仕事をし

ています。史学科で学んだことを最大限に活

かすことのできる、とてもやりがいのある仕

事です。

松崎安紀 さん

出身高校

愛媛県立松山東高等

学校

卒業年

2016年

就職

愛媛県県立高校教員

坂本菜月 さん

出身高校

栃木県立大田原女子

高等学校

卒業年

2017年

就職

那須塩原市那須野が

原博物館

: 卒 業 後 の進 路 (2018年 3月 卒業生実績)
●就職

【総合職】岡三証券グルー

プ/JTBビ ジネス トラ

ベルソリューションズ/
東京海上国動火災保険/
東洋美術印刷/中 日本高

速道路/西 日本鉄道/日
本貨物鉄道/富 士急行/
みずほ証券/三井住友海

上火災保険/三井住友信

託銀行/り そな銀行

【事務】淡路町 ドリーム/

長谷エコーポレーション

/プルデンシャル生命保

険/川 ltB市 /町 田市/寒
り|1田丁

【営業】共立メンテナンス

/日本郵便

【SE】 DNP情報システム

/富士通ソーシアルサイ
エンスラボラトリ/ワ ー

ルドインテック

【その他の専門職】岩手め

んこいテレビ/全 日本空

輸/鶴岡八幡宮

【教員】橘学苑

●進学

日本女子大学大学院/大

阪大学大学院/女子栄養

大学

SE コ

営業一――ノ

｀`
一――― 事ら

設計

販 売 22%

教員 22%

福祉 45%

その他 56%
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目白キャンパス

●IR目 白駅下車徒歩 15分

●JR目 白駅より 都営バス(白 61)「新宿駅西日行」または「椿山荘行J→「日本女子大前」下車

都営バス(学 05)「 日本女子大前行Jス クールバス→「日本女子大前J下車

●東京メトロ副都心線「雑司が谷J駅 (3番出口)徒歩約 8分

●東京メトロ有楽町線「護国寺J駅 (4番出口)徒歩約 10分
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