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豊かな教養と
考える力を
備えた
社会人に
なる。

「人として
よく生きる力」の
養成を目指す

思想・哲学
●古代から現代に至るヨーロッパの思想・哲学、また日本や東洋の思想を学び

ます。

●分野別に、法や政治、経済に関する哲学や思想の科目も設けられています。

●倫理科目において、人間の生のあり方や平和について学びます。

総合人文学科の学び

文化・芸術
●「文化」の意味について学び、世界の様々な文化やそれがもたらす文化衝突

と多文化共生の問題等について考えます。

●文学や芸術についての理解を深め、宗教音楽や宗教芸術にも広く触れること

ができます。

キリスト教に基づく人間形成を中心に、古今の書物との対話を
通して現実世界との関わりを問い直し、変化する世界において
自己を見失わず、しかも他者との相互理解・共生を可能とする
強固な知的・精神的基礎をもった人材を育成する。

●言語理解・表現能力を有する人材の育成

●問題発見・解決能力を有する人材の育成

●論理的・批判的思考力を有する人材の育成

●人間の生のあり方と倫理に対する深い関心を有する人材の
育成

●他者に対する寛容な精神と奉仕するこころを有する人材の
育成
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2011年（平成23年）にキリスト教学科より生まれ変わった「総
合人文学科」。東北学院の教育の根底に流れる牧師・伝道者の
養成という使命を継承しながら、伝統的なヨーロッパ型の教養
教育をモデルにしたカリキュラムを採用し、＜思想・哲学＞＜文
化・芸術＞＜宗教・神学＞の3分野を設け、どのような社会や時
代にも通用する「人としてよく生きる力」を育成します。

少人数・双方向型の教育は、本学科の大きな特徴の一つ。専門
科目の大半が20名前後の授業で、学生同士、学生と教員との
対話によって進められる演習形式の授業が中心となります。カ
リキュラムでは、新入生の「学び始め」の教育に力を入れるほ
か、4年間を通して「書く」教育にこだわり、英語、ドイツ語、フラ
ンス語、中国語、韓国・朝鮮語に加えて、ヘブライ語、ギリシア
語、ラテン語といった古典語も学べます。さらに、実践知の獲得
の一環として、ボランティア活動も組み込んでいます。

総合人文学科の学び ｜ 03

「対話」を重視した
少人数・双方向型
の教育

卒業後は、一般企業への就職はもちろん、ジャーナリズムや出
版・印刷、広告、教育など、ことばの能力や批判的思考力を活か
せる分野への道が開かれます。また、倫理的問題への関心、他
者への奉仕や共生への意識をもって、福祉関係分野やNGO・
NPO団体、各種公益法人、あるいは公務員、教員、教会の牧師
や伝道者への道へ進むことも考えられます。

多方面に
応用できる
4年間の学びの成果

1年次

2年次

3年次

4年次

広い知識と広い視野

深
く
専
門
的
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識
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・
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宗教
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神学

詳細は
P.4～6

より深く専門性の高い知識の修得
専門的な知識と思考力を養い、即時的視点や切り
口をもって論文・研究テーマを選択。専門性を深
めます。

研究成果を卒業論文へ集約
4年間の学修と研究の成果をフルに生かして、オ
リジナルな卒業論文に取り組みます。

3分野に分かれ専門知識の修得
「思想・哲学」「文化・芸術」「宗教・神学」の3分野
の中から科目を選択し、専門の学びに入ります。

基礎を広く学ぶ
大学での学びのあり方を理解し、基礎的な学修方
法を身につけ、専門的な学びに必要な基礎力を養
います。

●教育職員免許状／中学校1種  宗教
●教育職員免許状／高等学校1種  宗教
●学芸員　●図書館司書　●学校図書司書教諭
●社会教育主事
※牧師・伝道師については、受験資格が取得できます。
※認定資格「宗教文化士」認定のための単位取得が可能です。

■ 林業
株式会社金井山素材
■ 建設業
株式会社加藤組
■ 新聞業
株式会社河北新報社
■ 医療・保健業
国立研究開発法人国立国際医療研究
センター
独立行政法人国立病院機構 
■ 非営利的団体
社会福祉法人元気村
社会福祉法人仙台市社会福祉協議会 
■ 印刷・同関連産業
株式会社東北プリント
■ 運輸・通信業
株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 
■ 卸売業
株式会社カネタ・ツーワン  
株式会社バイタルネット  
株式会社平田牧場  
■ 小売業
株式会社キタセキ
株式会社ギフトプラザ
トーホクガス株式会社
株式会社東北マツダ
株式会社ニトリ
ブルーブルーエジャパン株式会社 
みやぎ生活協同組合  
株式会社薬王堂
株式会社ヨークベニマル 

■ 製造業 
北日本電線株式会社
白石食品工業株式会社
株式会社千代田グラビヤ
株式会社でん六
■ 金融業
株式会社ヒノキヤグループ
■ 不動産業 
株式会社一広グループホールディングス
ケイアイスター不動産株式会社
■ サービス業
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社エイジェック 
SKグループ 
株式会社JOE(ジェイ・オー・イー)
株式会社仙台進学プラザ
株式会社セントラル伸光
社会保険労務士法人ＴＭＣ
ティー．ティーコーポレーション株式会社
株式会社トランザクション・メディア・
ネットワークス
日建リース工業株式会社
株式会社日本アスペクトコア
（派遣：泉キャンパス図書館勤務フルタイム）
ワークスアイディ株式会社
■ 公務員
地方公務員（宮城県・中級・学校事務）
地方公務員（宮城県）
地方公務員（盛岡市）
地方公務員（仙台市・中級・学校事務）
地方公務員（中島村）
自衛隊自衛官候補生（陸上）

宗教・神学
●将来、牧師や宗教科の教員を目指す方々のために、キリスト教神学の科目が

充実しています。旧約・新約聖書神学、キリスト教史、組織神学、実践神学を

本格的に学ぶことができます。

●世界の諸宗教について学ぶ宗教学の科目も設けられています。

4年間の学び

業種別就職状況（過去3年間）

取得可能資格

過去3年間の進路実績

総合人文学科の学び ｜ 01 総合人文学科の学び ｜ 02

理念・目標

教育目標

■新聞・出版・印刷 3.2%

■非営利団体 2.1%
■不動産業 3.2%

■小売業 17.9%
■建設業 3.2%

■林業 １%　■保険業 １%

■製造業 7.4%

■金融業 3.2%

■運輸・通信業 4.2%

■サービス業 28.3%
■公務員 9.5%

■医療・保健業 3.2%

■卸売業 10.5%
■教育 2.1%



総合人文学科の3分野 総合人文学科の3分野
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思想・哲学分野
主な専門科目

古代・中世から近現代まで、東西の思想・哲学を幅広く学びます

受験生へアツいメッセージ

日本思想の
総合的・通史的研究者

ギリシア・ローマの思想と哲学 （1年次） 現代の思想と哲学 （2年次）

今までの自分は何を知っていたのだろう、と思えるほどの学びがここにあります。

「汝自身を知れ」と語ったソクラテスの真意は何
か？ヨーロッパ思想の源流である古代ギリシア
とローマの思想・哲学を学び、西洋世界の根本
をとらえます。

他者とは誰か？社会とは何か？講義を通して現
代社会の状況を知り、その思想的課題を把握し
ます。世界観・人生観の形成に役立てることが
できるでしょう。

死生学Ⅰ・Ⅱ （2・3年次）
人間が必ず迎える死。しかし、従来の日本社会で
はタブー視されてきた死。現代日本に生きる私た
ちが死の問題とどのように向き合うべきか、キリ
スト教的な観点も踏まえながら考察します。

大学時代は、大人として成長し社会に出るための大切な時期です。職業
的なスキルを身に着けることよりも、自分自身を見つめ直し、人生の基本
方針を形成することに力を注いでほしいと思います。私が担当する日本
思想・東洋思想関連の科目は、日本人としての自分の土台をきちんと学
び直し、自分の生き方を見つめるのに役立つものとなるでしょう。日本の思想は、仏教・儒教・神道（国学）・近代哲学・武士道等々、様々な思想

が複合して成り立っています。こうした日本の思想を古代から近代まで総合

的・通史的に研究しています。

今はどんなことでもすぐ検索できる時代だとお思いかもしれません。しかしこの学部では、知る由もなかった数多の知
識を、わかりやすく体系的に教えてくれます。見る見るうちに知っていたと思い込んでいた世界が拡張されていく体験
を、ぜひ楽しんでください。

その他の
主な専門科目

（1年次）
●中世ヨーロッパの思想と哲学
（2年次）
●近代ヨーロッパの思想と哲学

（3年次）
●日本思想史
●経済思想史
●宗教の倫理

●生命の倫理
●東洋の思想と哲学

（4年次）
●法哲学
●環境の倫理

木村  純二 教授

主要研究分野／
日本倫理思想史

4年の学びで成長する！

総合人文学科生 大友 温貴 さん
4年／思想・哲学分野

好きな講義／新約聖書概説（2年次)

日本の思想を通して
豊かな人間力を養いましょう!

仏教がもともと先祖祭祀とは何の関係もないように、身近な日本の思想

でも知らないことがたくさんあります。自分の無知に気付き、主体的に学

ぶ意欲を持てば、学問は多くのものを与えてくれます。

文化・芸術分野
主な専門科目

芸術は「贅沢」ではない、「必要」である芸術こそが人生を支える

キリスト教的視点から
アメリカ文化の根底を見通す

自分の「心惹かれること」を大切に

アメリカの文化の根底には、キリスト教的伝統があります。特にアメリカ

で独自の発展を遂げたキリスト教のスタイルとしてのリヴァイヴァル（信

仰復興運動）は、その後のアメリカ文化に大きな影響をもたらしました。

どんな興味・関心も、切り口と覚悟次第で論文にすることができると思います。ぜひ大学生活の中で自分の心惹かれる
こと・ワクワクすることをたくさん発見してみてください。きっと素晴らしい学びにつながるはずです。

藤野  雄大 講師

主要研究分野／
アメリカ・キリスト教史、アメリカ文化

4年の学びで成長する！

総合人文学科生 小野田　理央 さん
4年／文化・芸術分野

好きな講義／キリスト教と美術（2年次)

アメリカで起こっている
出来事を読み解く鍵

現在のアメリカ社会を読み解くキーワードは、バイデン新大統領の就任演説に

も表れているように「分断と団結」であると考えます。アメリカの歴史を学ぶこと

で、現在の分断状況を乗り越え、団結に向かう手がかりが見つかると考えます。

ヨーロッパ文化論 （1年次） ヨーロッパ音楽史 （2年次）
中世ヨーロッパの生活や文化について学び、近
代との違い、また見過ごされてきた大事な点を
探ります。

西洋音楽の歴史を学び、各時代・地域の音楽を
鑑賞し作曲年代、作曲家、曲名、時代的特徴を
観察できる耳を養うことで、私たちの音楽の価
値、そしてこれからの音楽シーンを考えます。

キリスト教と音楽 （3年次）
西洋音楽の源は、ユダヤ・キリスト教の音楽で
す。教会建築とオルガンにもふれながら、キリス
ト教と音楽の関係を学びます。

その他の
主な専門科目

（1年次）
●アメリカ文化論

（3年次）
●アジア文化論　●生活文化史
●キリスト教文学
●ヨーロッパ美術史

（2年次）
●ギリシア・ローマ文化論　●日本文学史
●日本文化論　●キリスト教と美術
●ヨーロッパ音楽史

（4年次）
●文学批評

受験生へアツいメッセージ

中国との貿易摩擦、COVID-19の拡大、BLM（Black Lives Matter）運動、そ
して大統領の交代に伴う混乱など、アメリカ社会は、これまでにない転換期を
迎えています。日本は、経済、政治、文化に至るまでアメリカと深い結びつきを
持っています。そのため、アメリカについて理解を深めることは今後ますます
重要になっていくでしょう。総合人文学科ではアメリカ文化の根底にあるキ
リスト教をはじめとして、アメリカ文化について幅広く学ぶことができます。

スゴい！アツい！先生PickUP!

日本倫理思想史の専門家
スゴい！アツい！先生PickUP!

アメリカ文化の起源にさかのぼって考える

1年次には様々な分野の講
義から幅広く学ぶことができ
ました。特に「聖書を学ぶ」と
いった授業が印象に強く、高
校までとは一線を画す大学
の講義の面白さを知りまし
た。また、大学図書館の豊富
な蔵書もこの時に知り、中々
読めない本を次々に借りて
いました。

1年次
コロナの影響で全ての講義
がオンラインの形で開講さ
れました。最初は戸惑いまし
たが、慣れると学びの幅が広
がったようにも感じられ、以
前と遜色なく学べました。
「新約聖書概説」で毎回提示
されるユニークな課題にどう
回答するか考えるのを楽し
んでいました。

2年次
卒業論文の作成に向け、「人
文学演習」の講義が始まりま
した。私は前々から興味を
持っていた「物語の面白さ」
についての研究を進めるた
め、様々な論文をあたり、必
要な本を図書館にリクエス
トしました。自分の興味を掘
り下げてゆくのは非常に楽
しいですよ。

3年次
卒業に必要な単位を前年ま
でに修得しきっていたため、
論文の作成や就職活動に集
中できました。どちらも最初
は果てしなく思えても、一日
に少しずつ取り組めば必ず
終わりが来ます。きっとこの
四年間がなければありえな
かったような論文が仕上が
るでしょう。

4年次
必修科目と教養科目を中心
に履修しました。今まで全く
知らなかった世界を知るこ
とができ、どの授業もワクワ
クしました。幅広く様々な分
野について学ぶことができ
るのは、１年次の特権だと
思います。

1年次
新型コロナウイルスの影響
で、ほとんどの授業がオンラ
インでした。何かと制約の多
い１年でしたが、以前から好
きだった美術分野の本を多
く読むことができたりと、自
分の興味・関心を深められ
た1年だったと思います。

2年次
本格的に卒業論文を意識す
るようになりました。専門分
野の演習を通して、発表で
わかりやすく伝える・レポー
トで読みやすくまとめる等、
卒業論文執筆に向けての重
要な意識が育まれたと思い
ます。

3年次
卒業論文中心の１年でし
た。関心のあるテーマについ
て深く掘り下げ、考察し、自
分の言葉でまとめる時間は
本当に楽しく、良い経験にな
りました。仲間の論文テーマ
も個性あふれるものばかり
で、勉強になりました。

4年次

ここが
スゴい！

ここが
アツい！

ここが
スゴい！

ここが
アツい！



受験生へアツいメッセージ

聖書をとことん味わう先生

現代は国際化が不可避となり、文化の違いをきちんと知らなければなら
ない時代ですが、様々な文化文明で人々の精神を支え、したがって生活
の基盤の深層に横たわっているのが宗教であり神学です。人間の生とい
うものを突き詰めていったときに、どこかでは出会わなければならないこ
れらの問題を考えるための場所が、総合人文学科には用意されていま
す。徹底的に悩み、考えるからこそ拓けてくる世界を見るために、ともに学
んでいきましょう。

紀元前1000年頃から、もしかすると1000年以上の時間をかけて書き継
がれてきた文章を解読しています。現代とは全く違う世界にも関わらず、
だからこそ気づかされる発見がたくさんあります。

田島  卓 准教授

主要研究分野／
旧約聖書学聖書の謎を日々探求する！

温故知新とはよく言いますが、先人の知を理解することは難しく、しばし
ば、自分の思い込みが砕かれねばなりません。また、その知見を後代に伝
えていく努力も必要です。そのような、苦闘し問い続けた人々の営みが凝
縮されているのが聖書なのです。
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興味・関心のある物事を追求できる場所
総合人文学科は少人数な学科のため先生方との距離が近く、疑問に思ったことをすぐに質問できます。だからこそ興味
のある分野をよりスムーズにとことん研究できる、そんな喜びを体感しながら成長していく学科です。

4年の学びで成長する！

総合人文学科生 平賀 明音 さん
4年／宗教・神学分野

好きな講義／新約聖書神学（3年次）

宗教史 （1年次） 新約聖書概説 （2年次）
新約聖書はいつ、どこで書かれたのか？イエス・
キリストとは誰か？新約聖書の基本的な事柄を
学び、歴史批判的な聖書の読み方の基礎を固
めます。

ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教の違いは何
か？神道は宗教なのか？仏教の悟りとは何か？
世界の諸宗教の歴史を理解し、その基礎知識を
身につけます。

実践神学Ⅰ （3年次）
キリスト教会の「牧師」に求められる実践知の基
礎を身につけることができます。真の「教会人」
としての教会的リーダーシップ、および教会形
成力を養うことができます。

その他の
主な専門科目

（2年次）
●イスラーム世界の形成と展開
●旧約聖書概説

（3年次）
●宗教学
●仏教概説
●旧約、新約聖書神学

●組織神学
●キリスト教史
●実践神学Ⅱ

（4年次）
●旧約、新約聖書釈義

総合人文学科 学生 年　  編2 ひとり
暮らしLife Style

総合人文学科 学生

Life Style

火曜日

知識や能力が「役に立つかどうか」で判断される現代社会では、人としての正しさが失われつつあ
るように思いますが、本学科の学びは「善く生きる」ために培われるものです。
他宗教も含めた死生観や聖書を批判的に検討する学問など、その内容は多岐に渡り、神学・哲学・
美術の三分野での教養こそが、窮地の際に為すべきことを教え、私達を行くべき方角に導いてくれ
ます。総合人文学科で学ぶキリスト教を土台とした豊かな知識こそ、永遠に朽ちることのない財産
だと考えています。

「役に立つ」ではなく
「善く生きる」ための学び

総合人文学科では、哲学・思想、文化・芸術、宗教・神学の大きく分けて3つの分野を学ぶことがで
きます。多様な文化や芸術作品に触れ、先人が残した様々な哲学や思想、聖典を読み解き考えるこ
とによってこれからの社会に必要な多角的な視点で物事を判断するという力が身につくと考えま
す。ここでの学びはこの先の人生を豊かにしてくれるものとなります。

学びを通して、
視野を広げる

渡邉さんの1週間（3年次モデルケース）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

大学内 大学外

6：00

9：00

12：00

15：00

18：00

21：00

24：00 就寝

講義

就寝就寝

起床・朝食
起床・朝食

起床・朝食 起床・朝食 起床・朝食起床・朝食起床・朝食

就寝

講義

就寝

講義

講義

就寝 就寝

昼食

バイト
バイト

インターネッ
ト環境が完
備されている
ので、5限終
わりに食堂で
参加。

空きコマが被って
いる友人と課題。1年次では専門科目に限ら

ず、教養科目を中心に幅広く
受講しました。知識の幅が広
がり、ものの見方が多様にな
りました。自分でも意外なと
ころに興味関心が向いたり
して、日々楽しみながら大学
生活というものに慣れていき
ました。

1年次
2年次では講義の内容が1年
次よりも深く、特に勉学に励
んだ年でした。多様な外国語
にも触れ、全く知らないもの
を一から学ぶ新鮮さを改め
て感じました。資格免許取得
のための勉強量も増え、充実
した日々を過ごしました。

2年次
3年次では専門科目の受講
がほとんどになり、自分の学
びたいことを学べる喜びに
気付くことができました。卒
業論文の研究方針も3年次
の講義を通して絞ることが
でき、4年次に向けた目標を
明確に定めることができま
した。

3年次
4年次では卒業論文のため
の研究とその作成に集中し
て取り組みました。論文とし
て自分の研究を発表すると
いう貴重な経験を通して、大
学生活における自分の成長
を感じることができました。
この経験をもとに今後も成
長していこうと思います。

4年次

サークルの
オンライン会議参加
夕食 夕食夕食

夕食 夕食 夕食 夕食

レポート作成

レポート作成

サークル活動

サークル活動後、友達とご飯 バイト
バイト

レポ―ト作成

水曜は5限だけなので、レポートを進め
られ良い休暇になった。

講義
友人と空き教室で課題
講義

杉宮さんの1週間（2年次モデルケース）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

大学内 大学外

6：00

9：00

12：00

15：00

18：00

21：00

24：00 就寝 就寝就寝

昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

起床・朝食 起床・朝食起床・朝食
起床・朝食 起床・朝食起床・朝食

起床・朝食

就寝 就寝 就寝 就寝

夕食 夕食

総合人文学科の3分野

宗教・神学分野
「キリスト教」を専門的に学べる東北唯一の学科

主な専門科目

年　  編3 自宅
通学

スゴい！アツい！先生PickUP!

旧約聖書の専門家

ここが
スゴい！

ここが
アツい！

講義 講義 講義 講義

講義
講義

バイト
夕食

課題・レポート作成

自由時間 自由時間

課題・レポート作成

バイト
夕食 夕食

夕食バイト
夕食

バイト

家事・課題・レポート 外出・趣味などの
自由時間

翌日に1講時目の講義があるときは
バイトを入れないように調整した。

土日の自由時間を多くするためにレポートや課題や家事などを
できる範囲で平日のうちに終わらせるように心掛けた。

課題は講義後学校の自習スペースを利用して
その日のうちに取り組むように心掛けた。

自由時間

総合人文学科2年

杉宮 伊生希 さん
秋田県立大曲高等学校
(秋田県)出身

総合人文学科3年

渡邉 珠見 さん
尚絅学院高等学校
（宮城県）出身


