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■ 大学院部長メッセージ

桜美林大学大学院は自由に学修や研究に取り組める独立型大学院として、また実務家養成型大学院として、これまでも多くの高度専門職業人を

社会に輩出してきました。人生100年時代と言われる現代、求められる知識やスキルにも変化が生じてきています。何より大切なのは、身につけた

知識をバックボーンとし、物事を深く考えることのできる考察力。かつては幼稚園から高校までの学びを社会に出るまでの教育の基本としていまし

たが、これが1990年代に大学までとなりました。こうした中、桜美林大学大学院はその先の大学院修士課程までを念頭に、これからの社会で求め

られる人材を育成したいと考えています。社会人でも学びやすいように夜間の授業を数多く開講する他、最新のテクノロジーも活用。たとえば単に

授業をネット配信するだけでなく、顔認証システムを導入して授業ごとにテストを実施。その授業内容を前提に、通学の授業ではディスカッションを

行うといったことも検討中です。専門性を深めることや物事を深く考えることは、広い視点で自分自身の将来を考えるために欠かせません。長い人

生をより豊かに過ごすことができるよう、学生たちの学ぶ意欲を高めていきたいと考えています。

人生をより豊かに過ごす。そのための高度な専門知識と
深い考察力の習得を、私たちは目指します。

per patientiam 
ad gloriam ─ 艱難を経て栄光に至る

かん なん

大学院大学院大学院大学院部長部長部長部長
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■ Plan II WISE (World Innovation Scholars for  Education) プロフェッサーが語る
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＊PlanⅡ WISEとは、国内での活躍を認められたカテゴリー PlanⅠに対して、国内はもちろん広く国際的な活躍が認められたカテゴリーのプロフェッサーである。

1947年にアメリカを参考に誕生した我が国の学校教育制度。ただ、大学院は研究者養成という
旧来の理解が一般的で、教育機能についての意識が薄く、運用面の充実では遅れをとりました。
その後、1980年代に起きた世界的な教育改革運動とも連動し、大学院が高度専門人養成のため
も重要な教育制度でもあるという理解が広まりましたが、その充実にはまだまだ努力が必要な
ようです。
一方、世界に目を向けると、研究中心の大学像からアメリカ型の学士・修士・博士の3サイクルシ
ステムへの移行が進められており、世界的に大学院での学習歴や学位が重視される傾向にあり
ます。EU（欧州共同体）では職業段位を共有。国際機関などでは、少なくとも修士号がなければ
書面審査で応募を断られるのです。
我が国の大学院制度は、今後こうした世界基準と同期する必要があります。世界と伍していく
ためには、大学院が極めて大切なキャリアとなるのは間違いありません。

大学院に学ぶ ─世界水準の学習歴・学歴の修得─

我が国における大学院への進学率は、理系の人気が高い状況が続いています。そうした中で本
学大学院は個性的な研究分野を揃え、多くの人材を輩出してきました。他大学や海外から、また
社会人の入学希望者も多く、学生の出自が幅広い点も大きな特徴です。これには独立型大学院
という設置形態が関係しているのかもしれません。またキリスト教精神に基づく国際人の育成
という桜美林学園建学の精神から、社会に、そして世界に広く門戸を開いてきた結果ともいえ
るでしょう。
現代社会における科学技術の進歩は凄まじく、複雑な業務もAI（人工知能）が遂行し、外国語の
習得も不要といったことを論じる人もいます。けれども技術の進歩には教育の高度化が不可欠
です。大学全入時代の今、教育の高度化とはすなわち大学院で学ぶことといえます。この傾向
は既に欧米で顕著であり、我が国においても大学院教育の重要性は、これまで以上に増してい
くに違いありません。

建学の精神が息づく、多様な学生に門戸を開いてきた伝統

元ユネスコ代表部
特命全権大使

Sato Tei ich i
佐藤 禎一

桜美林大学大学院特別招聘教授
大学アドミニストレーション研究科、2018年度「グローバリゼーションと教育政策」担当
博士（政策研究）政策研究大学院大学より授与

元国連事務次長補、前新潟県立大学学長
東京大学名誉教授

I nog uch i  Ta kash i
猪口 孝

桜美林大学大学院特別招聘教授、アジア文化研究所所長、
政治学、国際関係論専門
博士（政治学）マサチューセッツ工科大学（MIT）より授与
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桜美林大学大学院組織図

本学の大学院は学士課程の上に関連学問領域が設置されている一般的な屋上型大学院とは一線を画す日本で数少
ない独立型大学院の設置形態を取っています。それゆえ、複合的な学修や学際的な研究に打ち込む理想的な環境
が揃っています。他の研究科の科目も受講できる自由度の高いカリキュラムで自分の研究を様々な角度より深め
ることができます。また、各専門分野のプロフェッショナルである教員の熱心な指導と様々なバックグラウンド
をもった学生同士とのディスカッション、そしてキャリア支援も含めたサポート体制で、より充実した研究ライ
フを送ることが期待できます。

高度な知的基盤社会に十分に対応できる複合的な
学修や学際的な研究に打ち込むことが可能です。

本大学院は、「一般的並びに専門的教養を習得して、高度の専門性を有する
研究並びに職業等に必要な能力を養うことによって､広く国際的な文化向
上に寄与する人物を養成することを目的とする」（大学院学則第１条より
抜粋）を基本理念とし、本大学院の各専攻分野における学位プログラムの
課程を修め、定められた期間在学し、所定の単位を修得し、論文又は研究
成果報告に基づく最終審査に合格した者について修了を認定し学位を授
与します。
修了認定においては、修士課程及び博士前期課程にあっては、それぞれの
専攻の専門分野における精深な学識を修得し、当該専攻分野における研究
能力又は高度の専門性が求められる職業を担うために必要な卓越した能
力を身につけたかどうかを判定します。また、博士後期課程においては、
当該専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその
他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基
礎となる豊かな学識を身につけたかどうかを判定します。

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

本大学院は「修了認定・学位授与の方針」に掲げた成果を得るために、教育
課程を博士前期・修士課程、博士後期課程の研究科専攻ごとに組み立て、博
士前期・修士課程では主に研究科としての基礎的な知識を学ぶ「コア科目」
「研究基礎科目」などを置き、各専攻においては専門性を高めるための「共
通科目」、「専門科目」「専攻演習」「研究指導」「個別演習」など所要の科目を
置きます。さらに「特別科目」として、論文執筆のための支援になる語学科
目、キャリア科目を置くことにより、論文執筆や就職の支援につながるよ
うにしています。科目で得た知識を専攻する学びに関連性・発展性を持た
せるためにカリキュラムを体系化し、「ナンバリング（科目ごとの関連性や
難易度を示す）」を紐付けることによって、科目の構造や、自身がどのよう
に系統立てて学修することができるのかを明示しています。
博士後期課程では演習･実習･研修･調査を主たる授業方法として構成し、
これらをベースに博士学位請求論文の作成に対する研究指導を行います。
以上のような教育課程の構成に基づき、それぞれの専攻の専門分野の特質
に応じ、教育課程を編成しています。

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

博士後期課程  （学位：博士） 博士前期課程・修士課程  （学位：修士）

修士課程  （学位：修士）

修士課程  （学位：修士）

博士前期課程  （学位：修士）

国際人文社会科学専攻

国際学専攻
国際協力専攻

老年学専攻

老年学専攻

日本語教育専攻
英語教育専攻

臨床心理学専攻
健康心理学専攻

大学アドミニストレーション専攻

経営学専攻

■ 国際学研究科

■ 老年学研究科

■ 国際学研究科

■ 経営学研究科

■ 言語教育研究科

■ 心理学研究科

■ 老年学研究科

■ 大学アドミニストレーション研究科

大学アドミニストレーション専攻

■ 通信教育課程
大学アドミニストレーション研究科
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桜美林大学大学院の特長

専門的ながら学際的なプログラムが充実。
自分の専攻にはない授業でも興味のある分野の科目
を柔軟に組み合わせて研究ができます。

人文・社会・自然のどの分野の学士課程を卒業した人であっても、自分の研究
に合わせて柔軟に科目を組み合わせてカリキュラムを組むことが可能です。
他研究科の授業を受けられると同時に、他の研究科から科目を履修しにくる
学生とグループ学習などで刺激を受けることができます。また専攻によって
は企業・各種機関での研修、フィールドワークの成果を評価し、単位にできる
ようにも考慮されています。単位互換についても他大学院で修得した単位を
本学の単位として認定できます。
※授業によっては他研究科・他専攻の学生は履修できないものもあります。

施設・設備から独自の給付奨学金・学生寮まで
万全のサポート体制です。

施設・設備の充実や学生へのサポート体制も特色の一つです。図書館施設は町
田キャンパスにあり、オンラインデータベース、電子書籍も約40種を提供。新
宿キャンパスでは、日本初の本格的な電子図書館を設置。それぞれのキャンパ
スに大学院生用の自習施設が設置されており充実した研究環境が整っていま
す。また、奨学金や学生寮といったサポートも利用することができます。

キャリア支援も充実。
卒業後は様々な領域で活躍しています。

キャリア開発センターでは、大学院課程においては主に博士前期課程・修士課
程の学生を対象にした就職支援ならびに求人情報などの提供を行っています。
キャリアアドバイザー制度を導入しており、相談にのることができる環境が
整っています。またキャリアアドバイザーは社会経験豊富なため、これまでの
経験を生かしたアドバイスを受けることができ、円滑に自己分析や企業研究
を進められます。インターンシップや企業研究を組み込んだ実践的な就職支
援を行っています。

多彩なバックグラウンドをもった学生が集まり、
多様な価値観や考え方に触れることができます。

本学の大学院の設置形態が独立型大学院ということもあり、様々な特徴や経
歴の学生が学修と研究に取り組んでいます。研究科には、留学生をはじめス
トレートマスターから70歳代まで幅広い年齢層の学生が通い、多様な専門的
背景や価値観を持っているので刺激的です。

人文

社会 自然

P.26, 28 参照 学納金・奨学金P.5 参照 新宿キャンパス P.27 参照 施設紹介

カリキュラム

多彩な人材

サポート体制

キャリア支援
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Floor Guide

新宿キャンパスは、企業と連携した実践的教育の場や、将来の有望企業を産み出すためのインキュベー
ション施設を備えており、新たな知性を創造するための拠点となります。また、海外の経営大学院との協
働プログラムの実施はもとより、学修や教員との付加価値交流の場となる大学院生専用のラウンジ、電子
図書館などの新たな機能も加わり、アナログの伝統的価値を損なうことなく、最先端のデジタルの恩恵を
豊かに享受できるスマート・バランス・キャンパス（Smart Balanced Campus）を目指しています。授業の
拠点は新宿キャンパスになりますが、図書館等は町田キャンパスもあわせて利用することになります。

新宿キャンパス始動！

写真左：新宿キャンパス外観。
写真右上：中庭
写真右下：3F屋上庭園

本館 南館

ゼミラボゼミラボ

研究室研究室

研究室研究室

教室教室

教室教室

教室教室

教室教室

教室教室

教室教室

研究室研究室

大会議室大会議室
ルーフラウンジルーフラウンジ

院生談話室院生談話室 大学院ラウンジ大学院ラウンジ

教員ラウンジ教員ラウンジ
ゼミラボゼミラボ

屋上庭園屋上庭園

屋上庭園屋上庭園

TNCラウンジTNCラウンジ

グループラボグループラボ

ナレッジクラウドナレッジクラウド

ラウンジラウンジ

キャンパスショップキャンパスショップ

フードレクチャールームフードレクチャールーム

カフェテリアカフェテリア

パーソナルラボパーソナルラボ ITスタッフルームITスタッフルーム

グローバルラウンジグローバルラウンジ

インキュベーション
センター

インキュベーション
センター

ビジネス
科学研究所
ビジネス
科学研究所

PC教室PC教室

センテナリオ
ホール

センテナリオ
ホール

大学院教室大学院教室
プレゼンテーション

ルーム
プレゼンテーション

ルーム

CADAC
アドバイジングルーム

CADAC
アドバイジングルーム

新宿キャンパス
事務室
新宿キャンパス
事務室

屋上庭園屋上庭園

1F

2F

3F

4F

5F

保険衛生支援室保険衛生支援室
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Point

経営学研究科では、グローバルで実践的な企業経営の思想や
技術探求を可能にする、特色ある6つのコースを設置。事業創
造コースでは、学内のインキュベーションセンターで、起業を
目指すあらゆる学生をサポートします。

大学院教室
一つひとつが可動式のテーブルになっており、
用途に応じてスタイルを変えることができる教
室です。

プレゼンテーションルーム
学びに合わせてテーブルや椅子のレイアウトを
自由に変更できる、フレキシブルな学びの空間。

院生談話室
大学院生が論文を作成することなどができる自
習スペースです。PCとプリンターを設置してい
ます。

ナレッジクラウド
電子図書館機能を備えた学習空間です。デスク
トップ型PC28台、貸出用ノートPC30台を備
え、学生は国内外の電子書籍、電子ジャーナル、
新聞記事検索データベースなど様々なデジタル
リソースを利用できます。また、町田キャンパ
ス所蔵の図書もワンクリックで取り寄せること
ができます。

グローバルラウンジ
英語、日本語の学修サポートや留学に関するイ
ベントなどを実施するスペースです。

カフェテリア
ビュッフェスタイルの日替わりランチやカ
レー、お弁当やカップ麺等を販売しています。

大学院ラウンジ
ミーティングテーブルのほか、ソファーも備え、大学院生と教員が
和かな雰囲気の中、語り合えるラウンジ空間です。

4F

1F 本館

南館

3F 南館

2F 本館

1F 本館4F 南館

インキュベーションセンターを完備

3F 南館

J. F. Oberlin University Graduate Division　6



各研究科において修士の学位を取得するためには、30～36単位以上を修

得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合

格することが必要です。社会人の場合、研究指導を受ける教員の承認のも

とに、修士論文に代えて、研究成果報告を選択することができます。その

場合でも、30～36単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、研

究成果報告の審査及び最終試験に合格することが必要となります。

科目を履修するにあたって、研究科・専攻によって科目分野別の必要単位

数が定められているので、その要件を満たすように単位を修得します。な

お、「特別科目」については修了要件単位には含まれません。

▲

通信教育課程 大学アドミニストレーション研究科における学修の進め方はP.25参照

■ 博士前期課程・修士課程

■ 時間割

履修の流れ

単位修得と学修の進め方

「修士論文」と「研究成果報告」の相違点は、「修士論文」が専攻研究の調査、独創的なテーマ設
定、関連資料の収集など学術的な取り組みが求められるのに対し、「研究成果報告」は実学的
な検証を重視し、本人の業務内容に関連した問題をテーマとしたケーススタディが中心と
なります。どちらも学位授与までの基本的なプロセスに相違はありませんが、「研究成果報
告」の場合は研究の観点が実務的なところにあり、身近な事例や業務を通じて集めたデータ
が主要な研究対象となります。

「修士論文」「研究成果報告」の選択について

長期履修生制度は博士前期課程・修士課程に在学し、職業を有している学生が原則として留
年や休学をすることなく修業年限を越えて在籍し、研究を続けることを認める制度です。最
長で8セメスター（4年）にわたる履修が可能ですが、研究指導教員と十分に相談した上での
申請が必要となります。
短期履修生制度は博士前期課程・修士課程に在学し、一定の要件を満たす場合に限り2セメ
スター（1年）もしくは3セメスター（1年と1学期）で修了できる制度です。計画的な履修及び
研究について研究指導教員との相談が必要となります。

長期履修生制度と短期履修生制度

博士前期（修士）課程は講義が主となる授業形態であるのに対し、本学の博

士後期課程は、演習・実習・研修・調査を教育の主たる方法として構成され、

専ら博士学位請求論文の作成に対する研究指導が中心となります。ただ

し、専攻によっては研究指導教員が研究上必要と認めて特に指示した場合

には、博士前期（修士）課程に置かれている授業科目を受講します。

入学時の4月または9月に研究指導教員及び主題を登録し、博士後期課程指

導を3年間（6セメスター、合計12単位）受け、博士学位請求論文作成に当た

ります。博士後期課程についても博士前期（修士）課程同様、昼夜開講制を

とっており、在職しながら博士学位請求論文を完成させることが可能です。

■ 博士後期課程
教育内容と指導体制

例：春入学の場合

講義・演習

修士論文・研究成果報告

入学 1年次
春学期 秋学期 春学期 秋学期

2年次

オリエン
テーション

7月下旬～8月上旬 1月上旬 1月下旬

シラバスに基づき出席・発言内容・レポート・ゼミ論文を評価し単位付与

研究指導教員による研究指導 修士論文作成 中間発表 提出 修了試問

学位
授与

例：春入学の場合

博士論文

講義

入学 1年次
春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

2年次 3年次

オリエン
テーション

12月中旬

演習・実習・研修・調査

研究指導教員による指示があれば受講

第一次試問
12月中旬
第二次試問

学期初日に提出
論文審査

12月中旬または7月中旬
最終試問 学位

授与

［町田キャンパスの授業］

月

火

水

木

金

土

第０時限
7:00
～

8:40

第１時限
8:50
～

10:30

第２時限
10:40
～

12:20

第３時限
13:10
～

14:50

第４時限
15:00
～

16:40

第５時限
16:50
～

18:30

第６時限
18:40
～

20:20

第７時限
20:30
～

22:10

第０時限
7:00
～

8:40

第１時限
8:50
～

10:30

第２時限
10:40
～

12:20

第３時限
13:10
～

14:50

第４時限
15:00
～

16:40

第５時限
16:50
～

18:30

第６時限
18:40
～

20:20

第７時限
20:30
～

22:10

主に学士課程の語学科目、専攻科
目を履修できる時間帯※研究指
導教員の指示ないし許可が必要。
ただし、修了要件単位数に算入す
ることはできない。

ほかに長期休暇（夏期・冬期）中に特別集中講義が行われます。

主に講義科目を
開講する時間帯

主に講義及び演習科目を
開講する時間帯

平日は主として第2時限（10時40分開始）から第7時限（22時10分終了）が中心となりま
す。一部の授業は土曜日にも設定されています。

［新宿キャンパスの授業］

月

火

水

木

金

土

一部の講義・演習科目を開講する時間帯
主に講義及び演習科目を
開講する時間帯 

現職教職員や社会人が多いことを考慮し、平日第6・7時限、土曜日第1時限から第7時限
までの時間帯を中心に授業が行われます。一部の集中講義科目は日曜日に開講される
場合もあります。

※長期履修生制度・短期履修生制度とも入学後に申請

※経営学研究科においては、第2セメスター終了時に中間発表、第3セメスター時に執筆中の修士論文／研究成果報告（最低3万字程度）を提出することになります。
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経営学研究科

現代経営の高度な理論を学び、
新しい時代の経営学の構築を目指す

Graduate School of Business Administration

経営学専攻  ［修士課程］ P.09 参照

36単位以上合計単位数

修了者の多くは民間企業や調査研究機関に進み、高度な専門力が求
められる部署でキャリアを積みながら、指導的な役割を果たしてい
ます。研究者を目指して博士後期課程に進む修了者もいます。また、
経営学専攻では、中国をはじめ数多くの外国籍大学院生が研究に取
り組んでいます。日本国内での就職を望む外国籍の修了者も増えて
おり、グローバル化が進む企業側も優秀な外国人を歓迎しています。

単位数
修士研究プログラム MBAプログラム

学位 修士（経営学）

24単位以上

6単位以上

6単位

36単位以上

6単位

15単位以上

─
─

修士論文 試験+研究成果報告

専攻演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
ワークショップⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

経営管理

エンターテインメントマネジメント・
事業創造・アジアビジネス・
経営実践・大学マネジメント

修士論文等

修了要件

将来の進路

科目分野

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
複雑化する国際競争社会において、的確な企業経営の判断が下せる知識、スキル、発
想、戦略的思考、変化への柔軟性、ナレッジ変換・コンセプト化、リスクテイク、これ
らを兼ね備えた学術研究者や高度専門職業人の養成等を目的としています。
特に修士研究プログラムでは、様々な業種・職種で能力を発揮できるジェネラリスト
や、経営を学術的な視点から知性的に考察できる研究者の養成に重きを置いています。
一方MBAプログラムでは、エンターテインメント産業やアジアをフィールドとした
ビジネス、そして起業や組織において新たなビジネスモデルを創造できる高度専門
職業人の養成に焦点を定めています。

●豊かな見識と、高度な専門知識やスキルを身につけた経営の学術研究者や高度専門
職業人を目指す方

●経営学を学んできた学部卒業生から社会人に至るまで、理論・実践の両面で高度な
技術・ノウハウの習得を目指し、専門性を深める意欲のある方

修了認定・学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻の「修士研究プログラム」に
おいては、所定の在学期間と単位数36単位以上を満たし修士論文の審査及び最終試
験に合格し、「MBAプログラム」においては、単位数36単位以上を満たし研究成果報
告の審査及び最終試験に合格し、かつ多様化する国際社会にあって主体的に企業運
営を担うに充分な専門的・学際的知識、的確な分析能力と高い判断力、論理的思考力
を修得した者に修士（経営学）の学位を授与します。

経営学専攻

専
門
科
目

15単位以上（選択し
たコースの科目分野
から12単位以上）

■ サマープログラムについて
エンターテインメントマネジメントコース（ＭＢＡプログラム）の目玉授
業として、米国フロリダ州オーランドにあるセントラルフロリダ大学ロー
ゼン・ホスピタリティ経営学部から実務家教員を招き、英語によるサマー
セッションとして「サービスオペレーション」または「エンターテインメン
トリサーチ＆テクノロジー」を開講します。同校は米国でも数少ない「エ
ンターテインメントマネジメント」プログラムを有するこの分野の名門校
であり、エンターテインメント分野で豊富な実績を持つ教員から、ビジネ
スケースを踏まえた実践的な理論や知識と具体的ノウハウを学修するこ
とができます。教員と一緒にエンターテインメントのビジネス現場を視
察し、確認しながら講義を受けることもできます。
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修士研究プログラム 経営管理コース エンターテインメントマネジメントコース

事業創造コース

アジアビジネスコース

経営実践コース

大学マネジメントコース

MBAプログラム

新宿キャンパスへと移転したことで、よりビジネスの第一線に近
く、また世界にも近くなった経営学研究科。これまで以上にグ
ローバルで実践的な、企業経営の思想や技術の研究が可能になり
ました。経営全般を学び修士論文を仕上げる経営管理コースに
加え、研究分野を絞って研究成果を報告書にまとめるMBAプロ
グラムの5コースを設置。修士課程では他にはないエンターテイ
ンメントに関するコースや、中国語でMBAを修了することので
きるコースなど、特色あるコースを数多く設置しています。各
コースで実務経験豊かな講師陣を招へい。ビジネス社会のニー

ズに応えることのできる教育を提供していきます。また起業家
を目指す事業創造コースでは実際にビジネスを立ち上げるため
のインキュベーションルームを設置するなど、ビジネスを実践的
に学ぶための環境も充実。そして働きながら学ぶことができる
よう、授業時間にも配慮しました。大学卒業生や留学生、社会人、
さらには人生100年時代を迎えてシニア層のセカンドキャリア
支援など、幅広い層の学習意欲に対応できる教育内容、講師陣、
施設が整いました。

■ 専攻紹介

■ プログラム一覧

経営学専攻
M.A. Program in Business Administration

学位：修士（経営学）

修士課程　

新宿キャンパス

入学定員30人

「大学で経営学の基礎を学んだが、もっと深く学んでみたい」と
いった人はもちろん、「経営学を深く学びたいが、特定の分野に
絞ることはまだできない」といった人にも最適な、経営学の基盤
ともいえる経営管理について学ぶコース。「経営戦略研究」、「マー
ケティング研究」、「ヒューマンリソースマネジメント」、「ビジネ
ス統計分析」といったカリキュラムを開講。マーケティングから
ファイナンス、法律まで、マネジメントに関する幅広い分野から、
興味のある分野を深めることができ、指導教員の下で自身の研究
内容を修士論文としてまとめることを目指します。また新宿キャ

ンパスへと移転したことで、社会人が学びやすい環境となりまし
たが、同時にビジネスの第一線で活躍する実務家の方に講演をし
ていただくといったことも容易に。これまで以上に、ビジネスの
第一線に触れる機会も増加しました。そしてMBAプログラムの
中から、興味のある分野を選んで履修するといったことも可能。
「本プログラム修了後に博士後期課程に進んで、さらに知識を深
めたい」など、研究者指向の学生にも対応できるカリキュラム構
成で、経営のゼネラリストを目指します。

経営管理コース 修士研究プログラム

これまで日本の大学院にはなかった、エンターテインメントビジ
ネスのマネジメントに特化したコースです。アニメーションに
代表される日本の文化は、近年海外でも評価を高めています。そ
して日本ではこれらを成長産業と定めて、様々なコンテンツの輸
出を目指しています。一方で、アニメーションに限らず映画や音
楽といったコンテンツを「作る人」は充実してはいるものの、それ
をビジネスとして売り込み「マネジメントする人」は十分に育っ
ていないのが現状です。
このコースでは、エンターテインメントビジネスとマネジメント
の基礎からホスピタリティ、ツーリズムまで幅広く学んだ上で、
コンテンツやイベント＆プロジェクトのマネジメント手法を習
得します。なかでも、エンターテインメントマネジメント教育で
知られる米国のセントラルフロリダ大学と提携。実務経験豊か

な教員を招いて行うサマーセッションなどを通して、グローバル
なエンターテインメントビジネスについて学びます。また企業
から与えられた課題を解決する「エンターテインメント・プロ
ジェクト」も設置し、エンターテインメント分野を理論と実践の
両面から学びます。
これらにより、映画や映像・音楽のプロデューサー、イベント企
画やセールスプロモーション、タレントのマネジメント、テーマ
パークの企画・開発といった職種で、グローバルに活躍できる人
材を育成します。
あらゆる分野のビジネスにおいて、「人を楽しませる」エンターテ
インメントの要素は不可欠になっています。このコースを修め
た学生は、ホテルや観光、さらには一般企業においても、学んだ
知識を活かすことができます。

エンターテインメントマネジメントコース MBAプログラム

経
営
学
研
究
科
／
経
営
学
専
攻
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国際標準クラスター　

国際標準クラスターは、他の大学院に先駆けて設置した国際標準
化研究領城をルーツとし、国際標準化と知的財産権のビジネス戦
略とフレームワークをベースにした実践的な研究と教育を行っ
ています。特に国際標準化の分野において、海外先進国に比較し
て遅れている標準化や知財権、マネジメントシステムに関するプ
ロフェッショナルの育成を目指しています。そのために、高い競
争力を維持し続けている企業の成功要因分析や経営分析を、事例
研究などを通して実施。また「ISO経営戦略研究」、「国際標準化研
究」、「経営システム研究」などの講義を通して、国際標準化戦略・
知的財産権戦略・国際交渉に関する理論・手法や、事業成長のため
のイノベーションの推進といったことを身につけていきます。
さらに実務経験豊かな教員陣によるワークショップも行われま
す。国際標準クラスターは、将来起業を目指す学生、社会人、留学
生はもちろん、企業内でのキャリアアップを考える社会人、また
リカレント教育の一環として自己開発を目指す社会人などを対
象としています。

ビジネス倫理クラスター　

近年、様々な企業が不適切な行為によって社会から批判を浴びて
います。 その大きな理由の一つが、 職業倫理の欠如です。職業倫理
は、経営者はもとより従業員一人ひとりに至るまでが企業活動の
中で、必ず身につけて活用することが求められる素養といえます。
ビジネス倫理クラスターの授業では、企業経営者に求められる法
的なルールを「企業と法」で、また全ての企業人に求められる倫理
観を「企業倫理」で事例を用いて学びます。さらに、実践に向けて
参考とするために、同様な分野での研究と研修が進む弁護士や司
法書士などの例を「職業倫理研究」で学びます。これらによって、
ビジネスパーソンや起業を目指す人が必ず身につけておくべき
倫理観を養っていきます。

ビジネスをグローバルに展開していく際に求められるのが、企業の国際競争力です。経営実践コースは、こうしたスキルを備えたプロ
フェッショナル人材の育成に特化したコース。特に、企業の国際化で求められる「国際標準」と「ビジネス倫理」の二つのクラスターにつ
いて深く掘り下げていきます。　

経営実践コース　［国際標準クラスター　ビジネス倫理クラスター］ MBAプログラム

めざましい経済発展を遂げている、アジアの国々。その著しい成
長度合は、世界経済にも大きな影響を与えるまでになりました。
このコースでは、経済大国へと成長した中国や躍進するアジア諸
国のビジネスに焦点を当て、そのビジネスについて学んでいきま
す。中国からの留学生や日本国内で活躍する中国人のビジネス
パーソンでも学びやすいよう、中国語での授業を開講している点
も大きな特徴です。「アジア企業研究」、「日本的経営研究」、「アジ
アにおけるコーポレートガバナンス」「日中ビジネス概論」「アジ
アにおけるイノベーション」は、日本語と中国語の双方で授業が
開講。また2006年に孔子学院を開設するなど、桜美林大学と中

国との深い関係を活かし、中国経済界の著名人を招へいしてサ
マーセッションを開催したり、短期講座や短期研修なども行って
いく予定です。理論はもちろんケーススタディなどの実践的な
研究に積極的に取り組むことで、これからのアジアビジネスに求
められる高度専門職業人の育成を目指していきます。
中国をはじめとするアジアからの留学生やビジネスパーソンだ
けでなく、アジアを舞台にビジネスを展開したいと考える日本の
学生にも最適なコース。大きな可能性を秘めたアジアのビジネ
スを牽引する人材を育成します。

アジアビジネスコース MBAプログラム

日本と海外とを比較した際、日本における創業率の低さがよく指
摘されます。このような状況下、この事業創造コースではアント
レプレナー教育を実施。新ビジネスの創造時やスタートアップ
の創出時に特有なナレッジやノウハウを学び、起業を目指す人材
や社内で新たなビジネスを立ち上げる人材を育成していきます。
カリキュラムでは「アントレプレナーシップ論」、「事業計画書策
定」、「事業再生論」、「デジタルビジネス創造論」といった講義を
開講。著名コミュニティサイトの元経営者や大企業における再
生支援のキーマンなど、幅広い分野の著名な実務家を講師陣に招
き、多様かつ実践的なノウハウを学べる点も大きな特徴です。ま
たキャンパス内にインキュベーションルームを設置。この施設
は、大学院での学びにもとづく本格的な新規ビジネスの立ち上げ

に向け、「概念検証」などの創業準備活動を行うためのオフィスス
ペース（入居審査有り）です。講師陣や本学OB会等の人的ネット
ワークへの接続も可能であり、本気で起業を考えている学生に
は、理想的な環境が整っています。このコースで修得する知識は
起業を目指す人だけでなく、企業内において新たなビジネスの立
ち上げを試みる人々にも欠かせないものです。近年、国内では産
業競争力の強化に向け、大企業等の既存企業とベンチャー企業に
よるオープンイノベーションの重要性が叫ばれていますが、企業
の規模に関わらず、既存企業側にもこうした知識をもった人材が
いなければオープンイノベーションを推進することはできませ
ん。企業の内部において新規ビジネス開発部門などに在籍する
社会人の方にも最適なコースです。

事業創造コース MBAプログラム

経
営
学
研
究
科
／
経
営
学
専
攻

J. F. Oberlin University Graduate Division　10



新 設

2040年の社会（SDGs、Society5.0、人生100年時代、グローバル化、地方

創生）を見据え、大学マネジメントのスペシャリストを養成します。創発的学

習アプローチを駆使して、例えば、経営・財務・教育デザイン、教育・学習イノ

ベーション、学生サービスマネジメント、グローバル化戦略などについて、

ケーススタディを交えた学修を行います。

プログラム内容

特長

大学マネジメントコース

先を見通すことが困難な変革期においては、大学本来の機能であ
る教育・研究・社会貢献の充実を図ることに加えて、社会の変化と
自大学の特徴を的確に把握し、科学的分析に基づいた大学運営の
戦略・方向性を確立することが求められます。
このような大学経営を担うアドミニストレーターは、大学が置か
れた環境、大学組織や教育・研究活動の特性などを体系的に学ぶ
と同時に、これまで企業を対象として発展してきた経営に関する
知識も必要不可欠となっています。

このため、2001年の開設以来、大学の行政・管理・運営にわたる
専門的な知識・能力を有する人材の養成を行ってきた本学の大学
アドミニストレーション研究科の伝統の上に、大学アドミニスト
レーターとして一定の実務経験と実績を持つミドルクラス以上
を対象に、大学経営のリーダー養成を目指して、本学の経営学研
究科において大学マネジメントコース（MBAプログラム）を学べ
る環境を整えました。

■ 概要

■ 最近の学位論文題目

▲

経営学研究科の論文題目については、下記を確認してください。
 https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/business_administration/course_masters/papers_masters/

◆ 中日老舗企業におけるマーケティング戦略の一考察
─中日老舗企業の事例研究を中心として─

◆ 日・中大学新卒者における離職率に関する一考察
─中小企業の労働環境を中心に─

◆ 日本進出中国系企業の経営行動の一考察
─M&Aによる海外市場開拓を踏まえて─

◆ 環境マネジメントシステムの実現と企業価値向上への取り組みにつ
いての一考察 ─化粧品業界の事例を中心─

◆ 日本旅館経営の活性化について
─インバウンド客の取り込みを中心に─

◆ 企業の国際化と知識移転
─中国におけるセブンイレブンの事例─

◆ 中国進出日系自動車メーカーによる発展機会及び脅威に関する一考察
─トヨタにおける中国市場の競争優位戦略分析を踏まえて─

◆ 中国民族系自動車メーカーと日本自動車メーカーにおけるサプライ
ヤー・システムの比較研究
─一汽轎車事例研究を踏まえて─

◆ 中国における日系企業の現地化経営と人材開発に関する研究
◆ 日系小売業の中国進出 ─イオンの青島市の事例研究を中心に─
◆ 日本自動車メーカーのグローバル展開に関する研究
─トヨタのエコカー戦略を中心に分析─

◆ リーダーシップ研究のコンティンジェンシーアプローチ
─プロサッカーチームの事例─

01

02

03

04

経営学全領域に共通する専門知識や方法論の修得のための「経営管理分野」の授業（「経営戦略研究」、「経営組織研究」、「マーケティング研究」、「国

際経営研究」、「ヒューマンリソースマネジメント」など）を履修し、形態の違いを越えた組織マネジメントについて理解を深めるとともに、MBAの学位

を取得することができます。これにより、産学連携、学生の就職、財源の多様化などで今後益々つながりが深まる産業界と共通の基盤に立って交流

することが期待されます。

上記［01］に加え、大学マネジメントの専門性を高めるための「大学マネジメント分野」の授業（「大学研究の方法と実践」、「非営利法人（大学機関等）

マネジメント研究」、「大学教学マネジメント研究」、「大学政策・財政研究」、「大学国際化研究」、「大学経営事例研究」、「ERASMUS MUNDUS アジ

ア高等教育セミナー」）を履修し、国公私立を通じた高等教育をめぐる様々な課題について理解を深めることができます。

上記［02］の授業を担当する専任教員には、アカデミア出身者と政策形成経験者の両者がバランス良く配され、最新の研究上の知見ととともに、政

策の意図・背景や具体例などについて学び理解を深めることができます。また、トピックによっては、外部講師を招いて授業の一部を担当していただ

くなど、多面的な理解を促すために学内外のリソースの活用を図ります。

授業担当者による一方的な講義だけではなく、創発的学習アプローチを用いて履修者の主体的で深い学びを促すとともに、履修者本人の業務内容

に関連した問題をテーマとしたケーススタディを交えて実際的な学習を行います。これにより、多様な背景を持つ履修者相互の啓発が促進されると

ともに、各大学等で経営や改革に主導的な役割を果たす「仲間」としての紐帯を深めるなど無形の資産を構築することが期待されます。

経
営
学
研
究
科
／
経
営
学
専
攻
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心理学研究科

心と身体に関する最先端の知見を学び、
現代社会が求める「心の専門家」を養成する

Graduate School of Psychology

臨床心理学専攻  ［修士課程］ 健康心理学専攻  ［修士課程］P.13 参照 P.14 参照

単位数

学位 修士（臨床心理学）

18単位以上

8単位以上

各1単位、計4単位（必修）

30単位以上

必修

専門科目

自由選択科目（共通科目及び両専攻専門科目）

専攻演習 ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

合計単位数

修士論文

修了要件
科目分野

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
臨床心理学を基礎学問として、心の健康のための心理査定やカウンセリング・心理療法ある
いは心理教育など様々な臨床心理学的援助に貢献する研究を行い、心の専門家としての専
門的知識と実践力のある公認心理師および臨床心理士の養成を目的としています。

●臨床心理学的援助に携わるための心理的安定性、共感能力のある方

●他職種とのチームワークを行うためのコミュニケーション能力のある方

●臨床心理学に関する研究を行うための論理的思考能力がある方

●臨床心理学及び心理学に関する学士課程修了相当の基礎的な知識を修得している方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位数
30単位を満たし、修士論文の審査及び最終試験に合格した者で、かつ以下に示す心理臨床
の高度な学識、理論・実践的能力と豊かな人間性を有する者に修士（臨床心理学）の学位を
授与します。

※臨床心理学専攻の学生が「臨床心理士」の受験資格を取得する場合は、公益財
団法人日本臨床心理士資格認定協会指定の必修科目と選択必修科目を修得
する必要があるので十分注意すること。

※「公認心理師」の受験資格を取得するためには、学部と大学院において所定の
科目を修得している必要があるので十分注意すること。なお、公認心理師法施
行前に心理学関連学部・学科に在籍していた場合には、特例が適用される可能
性があるので、各出身校に確認すること。

単位数

学位 修士（健康心理学）

14単位以上

12単位以上*

各1単位、計4単位（必修）

30単位以上**

必修

合計単位数

専門科目

自由選択科目（共通科目または両専攻専門科目・
老年学研究科科目内より）

専攻演習 ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

修士論文（もしくは研究成果報告）

修了要件
科目分野

※研究成果報告を選択する場合は、*の12 単位以上が14 単位以上、**の合計単
位数が32 単位以上となる。健康心理学専攻の学生が「専門健康心理士」の受
験資格を取得する場合は、日本健康心理学会指定の必修科目と選択科目を修
得する必要があるので十分注意すること。

※「公認心理師」の受験を検討している者は、指導教員に相談してほしい。受験資
格を取得するためには、学士課程（学部や学群）と大学院において所定の科目
を修得している必要があるので十分注意すること。なお、公認心理師法施行
前に心理学関連学部・学科に在籍していた場合は、特例が適用される可能性が
あるので、各出身校に確認すること。

臨床心理学専攻

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位数30
単位以上（修士論文）又は32単位以上（研究成果報告）を満たし、修士論文もしくは研究成果
報告の審査及び最終試験に合格した者で、かつ以下に示す健康心理学関連分野の高度な学
識、理論・実践的能力と豊かな人間性を有する者に修士（健康心理学）の学位を授与します。

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
人々の心身の健康を維持増進するための専門的知識を深め、援助能力を向上させることを
目的としています。専門健康心理士や公認心理師等の専門家及び健康心理学研究者として
学びを活かすことが期待されます。

●健康心理学に関する研究を行うための論理的思考能力がある方

●対人援助のための共感能力、コミュニケーション能力、心理的安定性のある方

●ストレス、ボディーワークなど健康心理学に関する調査研究及び介入研究を行う意欲の
ある方

●地域の医療や福祉、教育機関、企業などにおいて健康心理学を基礎とした介入実践を目指
す方

●医療や福祉、教育などの現場で既に実践を行っており、そのキャリアアップを目指す方

●健康心理学及び心理学に関する基礎的な知識を修得している方

健康心理学専攻

①心理臨床の高度な学識

②理論的・実践的能力
③豊かな人間性

臨床心理学、心理臨床学領域の専門的知識及び関連する近接領域の横断的な知識を備え、論理的思考能力をもって独創的な成果を研究論文としてまとめ
る能力がある
心理的査定やカウンセリング・心理療法あるいは心理教育など様々な臨床心理学的援助をクライエントに実際に行うことができる理論的・実践的能力がある
心のバランスが取れ、十分な共感性があり、他者と協働するに足るコミュニケーション能力を有するなど、対人援助に関わるものとしてふさわしい豊かな人
間性を備えている

①健康心理学及び関連分野の高度な学識
②理論的・実践的能力

③豊かな人間性

健康心理学及び医療、福祉、教育などの理解を深めて、先行研究の知見を基に理論的かつ独創的で意義深い論文をまとめる能力がある
健康心理学関連諸理論の理解を基礎として健康心理カウンセリング、健康心理アセスメント、健康心理諸技法についてのスキルを身につけ、
人々の身体的、精神的、社会的健康を促進するための能力と熱意がある
豊かな人間性とポジティブな志向性を有し、様々な事態に前向きに対処するとともに、高い共感性と配慮に基づく対人支援ができる
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臨床心理学専攻
M.A. Program in Clinical Psychology

学位：修士（臨床心理学）

修士課程

町田キャンパス

入学定員13人

■ 修了後のサポートについて
スーパービジョンやコンサルテーション、あるいは研究会の開催など、希望に
応じて修了後も臨床心理センターを活用できます。また、大学院生・修了
者・教員が集まる“桜美林大学大学院臨床心理学会”の開催により、修了生
が中心となって同窓生としてのネットワークを広げるとともに、その資源
を生かした学びの場を作り、講演・分科会そして懇親会を通して知識・技
術・臨床体験の共有や、求人情報の交換を行っています。さらに、メールに
よる研修や求人情報の提供により、臨床家としての成長や充実をサポート
しています。

■ 学びの環境

■ 最近の公開講座・特別授業の実績
●  2018年度公開講座
　『認知症の予防と支援』
　講師：東京都健康長寿医療センター研究所　宇良 千秋 先生
　『あなたは睡眠を削る派？護る派？』
　講師：東京家政大学 　岡島 義 先生 
● 2018年度特別授業
　『バウムテストの理論と実践』
　講師：桜美林大学名誉教授･臨床心理士　中村 延江 先生 

本学の特徴は、チームワークの良い総勢18人の経験豊かで多彩なスタッ
フ陣（専任教員＋臨床心理センター所属のスーパーバイザー［臨床心理士・
精神科医師の有資格者］）による丁寧で実践的な指導にあります。ゼミ単位
の緊密な教育と、ゼミにとらわれずに全スタッフが協力して全院生を育て
る風通しの良い雰囲気の中、講義/演習・研究指導・臨床実習が行われます。

■ 将来の進路
修了者は現在、医療（精神科、心療内科、小児科）・教育（学校、児童相談所、
教育相談所、大学学生相談室）・産業（企業相談室・EAP）・福祉（子育て支
援センター、高齢者・母子・児童・障がい者対象の福祉施設）の各領域にお
いて、常勤あるいは非常勤の心理職として活躍し、経済的自立を果たし
ています。他に、地方および国家公務員（厚生労働省、法務省）、あるいは
大学教員として常勤職についている修了者もいます。また、資格試験の
準備期間のみならず、資格取得後もさらなる自己研鑽の時間確保のため
に非常勤を積極的に希望する修了者もいます。（具体的な就職先名や進
路については大学院説明会などでお伝えしています）

■ 実習について
実習は、公認心理師および臨床心理士の資格取得に必要な実習時間と質
を確保した、充実した内容となっています。内部実習は、大学構内の臨床
心理センターにおいて、実際に心理面接や心理検査を担当します。担当
ケースごとにスーパーバイザーがつき、毎回個別指導を受けながら、自分
の特徴を自覚し、良い部分は伸ばしながら改善すべき課題に取り組み、臨
床家としての態度や技法を身につけていきます。心理面接を中心に各院
生が複数のケースを継続して担当することで実践経験を積むことを目標
としています。他にも面接体験や心理検査体験とフィードバック、自由な
学修セッションにより、各院生の関心を伸ばしていきます。別表の通りの
多彩な専門領域のスーパーバイザーから、各種心理技法や、知能検査
（WISC, WAIS, ビネー）、性格検査（YG, INV, MBTI）、ロールシャッハテ
スト（エクスナー法,片口法）、各種投影法（SCT, バウム, HTP, P-Fスタ
ディ, 風景構成法）、各種質問紙検査などを学ぶ機会も用意されています。
外部実習は、各院生につき３領域（保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・
労働の５領域のうち医療機関を含めた３か所）の実習先が確保されてい
ます。半期あるいは通年や集中など形態は様々ですが、実習先に通い、現
場の心理職などの指導者のもとで実践的に学びます。2018年度現在は
外部実習先は、教育センター、保健センター、療育センター、家庭支援セ
ンター、小児科・精神科・心療内科の大学病院やクリニックなど17か所と
連携していますが、今後さらに連携先を増やしていく予定です。複数の
領域における異なる対象の現場や専門家との出会いを通して視野や関心
が広がり、大きな成長の機会となります。

■ 臨床心理士資格試験について
大学院としての通常カリキュラムとは別に、在学中及び修了後に、資格試
験の準備をサポートする機会を設けています。腕試しとしての模擬試験の
実施とフィードバック、受験対策講座、仕上げとしての模擬試験の実施と
フィードバック、一次試験合格者に対する模擬面接試験の実施とフィード
バックなどを行っています。ここ５年間の現役生の合格率の推移は以下の
通りで、平均81.8％となり、全国平均（約60％）を大きく上回っています。

臨床心理士試験合格率の推移  

2014年

2015年

2016年

2018年

臨床心理学専攻では、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働など
各領域で活躍できる公認心理師および臨床心理士の育成を目的としてい
ます。臨床心理学専攻は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会か
ら臨床心理士養成に関する「第1種指定大学院」の認可を受けていること
から、所定科目を履修して修了すると同協会の認定資格である「臨床心理
士」取得のための受験資格が得られます。また、心理職として初の国家資
格である「公認心理師」についても、2018年度から取得すべき科目を履修
できるよう整備しました。
教育課程の特徴は、各心理学の専門領域の講義に加え、実践的な心理技
法や心理検査法、「インテーク面接」「精神科面接ロールプレイ」などの講
義・演習を行っています。また「臨床心理総合特論」では、基礎知識の活用
をテーマとして、臨床心理士試験問題を元にした演習課題を解き、考え
る授業も展開しています。「心理実践実習」「臨床心理実習」においては、
実践力を養う実習・演習に力を入れています。

■ 専攻紹介

■ 最近の学位論文題目

▲

臨床心理学専攻の論文題目および要旨の詳細については、下記を確認してください。
　https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/psychology/course_clinical/papers_masters/

◆ リカバリートレーニングプログラムが職場ストレスに与える影響

◆ 青年の対人ストレス場面におけるユーモアコーピングとストレス反
応の関係性

◆ 大学生の友人関係における自己開示の特徴と その友人関係満足度及
び孤独感との関連

心
理
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◆ 生活支援ハウス入居者の生活展開に関する研究

◆ セルフ・コンパッションに関する健康心理学的研究
─成人形成期を対象として─

◆ きょうだい関係と親の養育態度が青年期のパーソナリティに及ぼす
影響 ─日本と中国における調査─

◆ 幼児期における視点取得と社会的問題解決の研究 
─母親との関連性から─

◆ 運動経験における共同体感覚の影響要因の検討 
─社会的自己制御との関連について─

◆ インターネット依存に関わる心理的変数間の因果モデルの検証

◆ 大学生における生活習慣と抑うつ傾向の関連性の研究

◆ 看護業務を想定した下腿部への保湿効果の検討 

　─身体感覚への気づきと自律神経系に与える影響─

◆ 中国の大学生におけるストレス現状とその対処に関する質的研究

◆ タッチングの生理・心理的影響に関する実験 
─HPA 軸関連部位へのタッチング効果について─

◆ 楽器の共鳴による同期・同調現象からみた対人相互作用の研究 
─脈波の精神生理学的指標による分析と検討─

■ 最近の学位論文題目

▲

健康心理学専攻の論文題目および要旨の詳細については、下記を確認してください。
　https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/psychology/course_health/papers_masters/

健康心理学専攻
M.A. Program in Health Psychology

学位：修士（健康心理学）

修士課程

町田キャンパス

入学定員17人

人生100年時代を迎えたいま、人々が心身の健康の維持・増進を図り、健康
寿命を延ばして充実した人生を送るうえで、エビデンスに基づく心理学的
実践を担う専門家の必要性が高まっています。健康心理学専攻では、広く
新卒者、社会人、留学生を対象に、様々な領域で活躍できる高度な心理専
門職や実務家、および研究者の育成を目指しています。
本専攻では、心とからだの「健康」に直接関わる専門科目の充実を図るとと
もに、選択必修科目として「ライフスタイル特論」「地域リハビリテーショ
ン医学特論」「食生活特論」など、隣接分野や学際的分野の科目を配置して
います。2013年には、欧米で急速に発展しているコーチング心理学の大
学院科目を日本で初めて設置しました(「コーチング心理学特論」「コーチン
グ心理学演習」)。加えて、心理学研究科に併設されている臨床心理学専攻
や、老年学研究科老年学専攻において開講されている健康心理学の関連分
野の科目も、大学院生の問題意識や研究課題に応じて選択することが可能
です。
また、国家資格「公認心理師」の受験資格を得ることができます。

■ 専攻紹介

本専攻では、健康心理学カウンセリング、健康心理学アセスメント、スト
レスへの対処といった実践的体験学習を重視しており、学内における演
習・実習のほか、病院や福祉施設、地域・企業の健康管理センターなど学外
での実習も展開します。 
演習では、タッチングや呼吸法、ソーシャルスキルトレーニング、認知行
動療法、動機づけ面接など、心や身体にアプローチする健康心理学的技法、
およびコーチング心理学的な介入アプローチを実践的に学ぶことができ
ます。
公認心理師の外部実習は、5領域（保健医療、福祉、教育、産業・労働、司法・
犯罪）のうち、異なる3領域の実習を体験します。
2018年度現在の実習先は、リハビリテーションセンター、障害者支援施設、
福祉施設などと提携しており、今後随時提携先を開拓していく予定です。
専門健康心理士の外部実習は、国際交流センター、保育園、NPO法人(若者
支援)、福祉施設、病院、高齢者施設など、多岐にわたります。また、年に一
度、修士２年生が企画・運営し、広く一般を対象とした「健康心理学フェア」
を開催することで、社会における健康心理学の役割に関する知識を普及す
る活動も行っています。

■ 演習・実習について

■ 最近の公開講座・特別授業の実績

■ 修了後のサポートについて
実践的サポートとしては、健康心理カウンセリングや研修実践のサポート
など活躍の場の提供や助言を行っています。教育研究的サポートとしては、
学会での共同企画シンポジウムの開催や教育実践の場の提供などのサポー
トを行っています。

■ 将来の進路
これまでの本専攻修了生の進路は多様です。学部からの進学者では、一般
企業へはもちろんですが、公務員、施設職員、NPO職員などの心理福祉領
域で多くの修了生が活躍しています。社会人では、新たな職場への転職、同
じ組織であっても健康管理部署への異動など、大学院での学びを活かした
キャリアを形成していっています。学部からの新卒者だけでなく社会人の
博士後期課程への進学者も多く、教育研究職に就いている修了生も数多く
います。留学生では、日本国内で就職したり、母国に戻り病院の心理職や人
材育成会社に就職したりしています。地域のリーダーなど新たな活躍の場
へのステップを踏み出す社会人の方も多くおられます。

■ 健康心理士資格について
日本健康心理学会が認定する専門健康心理士のカリキュラムを設定してい
ます。資格取得を希望する場合は、優遇措置を得ることができます。さら
に修了生の多くは、スーパービジョンの経験を得て、上位資格である指導
健康心理士を取得しています。

● 健康心理学フェア
　『音楽療法って何？』
　『初学者に語る研究活動の面白さ』
　『夫婦を楽しむ』
　『健康心理学～身体からのアプローチ』
● 2018年度特別授業
　『健康行動への変容を支援するコミュニケーション』
　『過労死問題』
　『子ども・若者を「支援する」ということ』
　『不登校をめぐる支援―心理の立場から』
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老年学研究科

超高齢社会において的確に問題解決ができる
高度職業人を養成する

Graduate School of Gerontology

老年学専攻  ［博士前期課程］ 老年学専攻  ［博士後期課程］P.15 参照 P.16 参照

学位 修士（老年学）

修了要件アドミッションポリシー （入学者受入方針）
安全で安心して生活できる高齢社会の実現と、高齢者の生活の質を高めるための支援
を実現するための専門的知識を有する高度専門職業人、及び研究・教育者の養成を目
的としています。

●高齢社会や老年期の諸課題への関心を持ち、解決すべき課題を持っており、自分の専
門だけでなく学際的に老年学の学修と研究を行う意欲のある方

●アジアをはじめとする諸外国における高齢社会の諸問題の解明を目指している方（留
学生や海外での活動を考えている日本人を含む）

●学士課程を卒業し、将来就く職業に関して、高齢者とのコミュニケーションや高齢者
に関する知識が有用かつ必要であり活用できると考えている方

●多種多様な職業に、高齢者や高齢社会に関する知識を有効に活用しようとする基礎
的学力と意欲のある方

●高齢社会や高齢者の問題に関する理解を深め、修得した知識を、自分自身の生き方
や地域社会での活動に活かしたいと考えている方

●専門や背景は問わず、それぞれの専門領域の基礎知識を有し、それを高齢社会、高
齢者、長寿、加齢、老化、生涯発達等の領域の諸課題と結びつけて捉える能力と、そ
の能力を獲得する可能性を有している方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位数
34単位以上を満たし、修士論文もしくは研究成果報告の審査及び最終試験に合格した者
で、かつ老年学に関する課題の解決及び解明のために専門領域の知識と研究方法を適
切に用いることができ、他の領域の知識と研究方法を理解した上で地域活動において十
分発揮できるだけの実践的能力を有する者に修士（老年学）の学位を授与します。

日本の高齢化率は2013年には25％を超え、世界のどの国も経験し
たことのない超高齢社会を迎えることになりました。日本は他国
に先駆けて超高齢社会の諸課題に直面しているといえます。この
ような背景のもと、老年学専攻は、2002年に日本で初めて開設さ
れ、多くの修士（老年学）の学位取得者を送り出しました。日本では、
学際的老年学を専門に教育する大学院は現在でも本専攻しかない
という状況にあります。このように単に希少であるという価値を
超えるために、本専攻では社会の変化に合わせ、たゆまずカリキュ
ラムの見直しと充実を図っています。

具体的には、老年学領域の専門知識を身につけられるよう、専任教
員によるコア科目、専任教員とともに各領域で実績のある客員・非
常勤教員を迎えて多様な専門科目を配置しました。これに加え、質
的・量的研究法、統計解析法、情報処理法、文献講読、演習などの研
究基礎科目を充実させました。海外の大学や機関での短期実習を
可能にするための実地実習、海外の学会での発表を支援するため
の英語発表法などを研究基礎科目に位置づけました。
本専攻では、入学する人の専門性や実践経験は問いません。超高齢
社会や高齢者問題に関心を持ち、学びたいと思っている人である
ならば大歓迎です。ぜひ挑戦してみてください。

■ 専攻紹介

老年学専攻
M.A. Program in Gerontology

学位：修士（老年学）

博士前期課程

新宿キャンパス

入学定員20人

単位数

8単位以上

8単位以上

各1単位、計4単位（必修）

34単位以上

14単位以上

必修

コア科目

研究基礎科目

専門科目
（コア及び研究基礎科目の内4単位を含めること可）

研究指導ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

合計単位数

修士論文

科目分野

修士論文コース

学位 修士（老年学）

単位数

8単位以上

4単位以上

各1単位、計4単位（必修）

34単位以上

18単位以上

－

コア科目

研究基礎科目

専門科目
（コア及び研究基礎科目の内4単位を含めること可）

個別演習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

合計単位数

研究成果報告

科目分野

研究成果報告コース

博士前期課程
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大学院生の多くが実務者であり、介護や福祉の分野の臨床専門職や、企業
や公共団体で専門的な業務に従事しながら、学修と研究を続けています。
修了後は、それぞれの職場でより高度な専門性を発揮するほか、現場管理
やチームマネジメントを行う職に就くケースもあります。一方で、実務経

験者や有職者でない大学院生も、修了後に教育・研究機関や企業、公共団体
などで専門性を生かした職に就いています。また博士前期課程の修了者の
うち、2割程度が博士後期課程に進学しています。

■ 将来の進路

■ 最近の主な修士・博士論文／研究成果報告の題目

▲

老年学研究科の論文題目および要旨の詳細については、下記を確認してください。
　https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/gerontorogy/course_masters/papers_masters/　

https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/gerontorogy/course_doctoral/papers_doctoral/

老年学専攻　博士前期課程
◆ 町村部シルバー人材センターにおける会員の退会要因に関する研究

◆ 地域在住高齢者の入浴時の生理的・心理的反応 
─半身浴を用いた入浴方法の検討─

老年学専攻　博士後期課程
◆ 独居高齢者の配偶関係からみた類型が高次生活機能および精神的健康
状態に及ぼす影響

◆ 認知症の社会文化的表象について─新聞報道と小説を中心として─

老年学専攻
Ph.D.Program in Gerontology

学位：博士（老年学）

博士後期課程

新宿キャンパス

入学定員3人

博士後期課程の修了の要件は、本課程に3年以上在学し、12単位
を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学学位規則に定
める博士論文の審査及び最終試験に合格することになっていま
す。なお、以上の要件を満たして修了した上で、博士（老年学）の
学位が授与されます。

博士後期課程

老年学専攻の博士後期課程は2004年に開設されました。これまで
に博士（老年学）の学位を取得した人は37人います。学位を取得し
た人の研究テーマは多岐にわたっています。老年学専攻修了者だ
けでなく他の大学院で修士の学位を取得した人も、専門を問わず
広く受け入れています。しかし、他大学で修士の学位を取得した人
の場合には、入学前に老年学の基礎知識を有する必要があります。
博士後期課程担当の専任教員は6人ですが、学際的に老年学の研究
指導を行うことを目的としているため、入学者は在学中の3年間に
異なった専任教員の研究科目を最低3科目以上取得することを要
件としています。日本においては、学際的老年学の研究者は未だ十
分とは言えません。老年学専攻の博士後期課程では、老年学研究の
次代を担う人材を養成することを目指して、自分の専門だけでな
く老年学全体の最先端の知識を吸収するとともに、研究実践能力、
分析能力、情報発信能力が身につくように指導します。教員の専門
分野の多様性を積極的に生かし、多角的・学際的に情報交換や討議
を深めながら、研究指導を行っています。

■ 専攻紹介 ■ 修了要件

博士後期課程在籍の大学院生の多くが実務者であり、介護や福祉
の分野の臨床専門職や、企業や公共団体で専門的な業務に従事し
ています。博士（老年学）の学位の取得者は、いずれも大学におけ
る教育・研究活動や、臨床活動に従事しています。一方、実務経験
のない大学院生も学術研究などで実践活動を経験し、高等教育研
究機関や臨床施設、また老年学の専門家を求める企業や公共団体
などへ就職しています。

■ 将来の進路

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
学際的な視点から高齢社会の諸問題と諸課題の解明と対処法の確立を可能とする高度な専門的能力を有する研究・教育者及び専門職者の養成を目的として
います。

●自分自身の研究領域を前提にして、他の専門領域との協働により、学際的な研究を通して、老年学に関する基礎及び応用研究を行う基礎的能力と意欲がある方

●学際的研究のコーディネートやリーダーになる基礎的学力と意欲のある方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位数12単位以上を満たし、博士論文の審査及び最終試験に合格した者で、
かつ老年学領域における課題抽出と適切な解決ができる者、また、自身の研究領域及び課題解決に必要な他の研究領域との協働による学際的研究を企画、
コーディネート可能な能力を有する者に博士（老年学）の学位を授与します。

老
年
学
研
究
科
／
老
年
学
専
攻
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言語教育研究科

日本語教育、英語教育の高度な知識と技術を習得し、
次代の言語教育を担う人材を育成する

Graduate School of Language Education

日本語教育専攻  ［修士課程］ 英語教育専攻  ［修士課程］P.18 参照 P.18 参照

単位数

学位 修士（日本語教育）

4単位以上

14単位以上

8単位以上

各1単位、計4単位（必修）

30単位以上

必修

共通科目

専門科目

共通科目及び両専攻科目

専攻演習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

合計単位数

修士論文

修了要件
科目分野

単位数

学位 修士（英語教育）

4単位以上

14単位以上

8単位以上

各1単位、計4単位（必修）

30単位以上

必修

共通科目

専門科目

共通科目及び両専攻科目

専攻演習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

合計単位数

修士論文

修了要件
科目分野

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
日本語教育のプロフェショナル・スクールとして、多様化する日本語学習のニーズに対応
するための「理論」と「実践」をバランスよく修得できるように教育課程を編成しています。
主に、現職の日本語教育に従事している人材のリカレント教育、及び高度な実践研究
の能力を備えた教員の養成を目的としています。
同時に、若手の日本人及び外国人の日本語教師の養成も重要課題としており、こうし
た人材養成も目的としています。
●言語状況の多様性を理解し、教育的対応力を高め、ステップアップをはかりたい方
●日本語教育プログラムの開発と評価にかかわる理論と実践を学びたい方
●e-ラーニングを活用した日本語教育を実践したい方
●多言語･多文化に柔軟に対応し、専門性と国際性をいかし国内外で貢献したい方
●大学教員をはじめ研究職に就くために博士後期課程へ進学したい方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位
数30単位を満たし、修士論文の審査及び最終試験に合格した者で、かつ以下に示す学
術的及び実践的な専門知識・能力を有する者に修士（日本語教育）の学位を授与します。
①日本語教育など広く言語教育に関わる理論と実践に関する知識・知見がある
②日本語の音声・表記・語彙・意味・文法・談話・表現に関する専門的知識がある
③現代のニーズを視野に入れた地域や年少者の日本語教育に関する専門的知識がある
④マルチメディアに関する専門的知識がある

日本語教育専攻

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
英語教育のプロフェショナル・スクールとして、中学や高等学校における教員免許の取
得、現職の英語教育に従事している人材のリカレント教育、及び高度な実践研究の能力
を備えた教員や英語教育機関に従事する人材養成を目的としています。
●小･中･高の教員採用試験に合格して、英語教員になりたい方
●英語教育･英語学･英文学･英語圏文化･コミュニケーションなどの理論研究をしたい方
●小･中･高･大の英語教員としてさらに英語教育の研究と実践に磨きをかけたい方
●通訳や翻訳、あるいはその他の英語を使う職に就きたい方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位数
30単位以上を満たし、修士論文の審査及び最終試験に合格した者で、かつ以下に示す英
語教師として持つべき知識・技能・観点を有する者に修士（英語教育）の学位を授与します。
①英語教育など広く言語教育に関する知識・知見がある
②高度な英語コミュニケーション能力（聴く・話す・読む・書く）がある
③英語の音声・形態・統語・意味・談話・表現に関する専門的知識がある
④英米文学・英語文化・英語史に関わる専門的知識がある

英語教育専攻

学士課程からの進学者は、第一には中学校や高等学校の英語教員を目指します。
それ以外にも一般企業で英語を生かす職に就くことも選択肢の一つです。また、
現役の小学校、中学校、高等学校、大学などの英語教員は、これまでのように、修
了後にそれぞれの職場でより高い専門性を発揮し、また高等学校から大学へ活躍
の場を移すことも可能です。外国籍大学院生は、出身国・地域の英語教育関係の
職業に就くほか日本の企業でも働いています。

将来の進路

将来の進路

修了者は様々な国や地域で活躍しています。国内では日本語学校をはじめ、大学
の日本語教育の現場や国際交流センター、インターナショナルスクール、また外
国人就業者の多い企業や海外への事業展開を行う企業などに進んでいます。海
外では、韓国、中国、香港、モンゴル、タイ、マレーシア、ベトナム、インド、アメリカ、
ブラジルなどの大学や日本語学校にも就職実績があります。また外国籍修了者
は、出身国・地域の大学や日本語学校、企業などに勤務しています。

中学校教諭専修免許状： 国語
高等学校教諭専修免許状: 国語

取得できる資格

中学校教諭専修免許状： 外国語（英語）
高等学校教諭専修免許状: 外国語（英語）

取得できる資格
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日本語教育専攻は、日本語教育のプロフェッショナル・スクールとして、多
様化する日本語学習のニーズに対応するため、「理論」と「実践」をバランス
よく修得できるよう科目を配置し、教育課程を編成しています。日本語教
育専攻と英語教育専攻の共通科目を配置し、両専攻の大学院生がともに学
ぶことで相互理解を深めます。なかでも応用言語学分野の講義科目が充実
しています。また授業では講義に加え発表や討論を積極的に導入している
ことで大学院生の考察力や対話能力を高めます。「実践」については、国内
外における様々な日本語教育機関のプログラムに実習生やティーチング･
アシスタントとして大学院生が参加し、その経験を研究につなげていきま
す。さらに日本語教育専攻では、外国人の日本語教師の養成も重要課題と
しており、外国人教師養成を積極的に推進しています。また、長期履修生制
度をはじめとする柔軟な学修・研究計画が立てられるのも特色です。

■ 専攻紹介

日本語教育専攻
M.A. Program in Japanese Language Education

学位：修士（日本語教育）

修士課程

新宿キャンパス

入学定員30人

■ 海外留学について
本学にある様々な留学プログラムのうち、海外提携校でもっとも長期
間（1学年間もしくは1学期間）海外に留学できるのが「長期プログラム」
です。その内のアイスランド大学修士課程院生交換留学の制度を利用
し、ティーチング・アシスタントとして実践経験を積むことができま
す。また、米国のオバリン・カレッジには長年、大学院生および修了生
を日本語講師として派遣し、実績をあげています。

■ 最近の学位論文題目

▲

英語教育専攻の論文題目および要旨の詳細については、下記を確認してください。
https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/language_education/course_english/papers_masters/

◆ The Teaching of English Reading in Chinese Junior High Schools: 
A Case Study

◆ A Case Study on the Factors Influencing the Implementation of 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) at Mongolian 
International University

◆ 英語名詞の可算性についての一考察 ─認知言語学の観点から─

◆ 異文化間ミスコミュニケーションの緩和を目指して ─日・英語間の対
応語に見出せる意味の差異とコミュニケーションへの影響の分析─

◆ 代名詞 it と that の相違点を巡って ─既定性と印象性の観点から─

◆ポップ・カルチャーから見るイギリス社会の一断面 ―ジェームズ・ボ
ンドを通して考察する現代のジェントルマンシップ―

◆高校英語＜リーディング＞教科書における異文化理解題材の検証 ―
対象・内容・程度の視点から―

英語教育専攻
M.A. Program in English Language Education

学位：修士（英語教育）

修士課程

町田キャンパス

入学定員10人

2013年度にカリキュラムを改訂して、学士課程からの進学者が教員にな
るために必要な英語の力を徹底して身につけられるようにしました。その
結果、英語教育に関わる「英語教育学理論」「英語教授法演習」などに加え
て、高度な英語の文法力、表現力などを養うための科目として、「英文法論」
「英語学特論」「英語表現演習」「英語音声学」などを配置。また、読解力、幅
広い教養などを養うために、「イギリス文学演習」「アメリカ文学演習」「英

語文化論」などを配置しています。一方で、小学校での英語教育を視野に
入れた「児童英語教育論」やコンピュータを語学教育に活用する「マルチメ
ディア英語教育演習」など現代のニーズに応える科目も配置しています。
もちろん、これまで通り、現役の英語教員のために「理論」と「実践」の融合
を図り、新しい英語環境を想定した教育・研究も行っています。

■ 専攻紹介

■ 最近の学位論文題目

▲

日本語教育専攻の論文題目および要旨の詳細については、下記を確認してください。
https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/language_education/course_japanese/papers_masters/

◆ 日本国内日本語学校での ICT 活用授業 ─「使える日本語」の養成を
目指すデジタルデバイス利用のチュートリアル─

◆ 日本語学習者の視点から見た役割語についての意識調査 ─マンガ
『名探偵コナン』を用いて─

◆ 中国人日本語学習者の日本語推測表現の習得について

◆ 日本語学習における「能動的先延ばし」を活用する学習スタイル 
─中国人日本語学習者 N のライフストーリーから─

◆ 学部留学生の学びの変容 ─学内外の参加場面に着目して─

◆ 二言語環境で育った在日韓国人青年のアイデンティティ 
─韓国への留学がもたらした影響─

◆21世紀を生きる日本語学習者同士の学びの可能性 ─自作ビデオ交
換による遠隔協働学習プロジェクトの分析と考察─

◆日中接触場面におけるスピーチレベルの選択基準に関する調査 
─中国人上級学習者の社会的ネットワークに注目して─

言
語
教
育
研
究
科
／
日
本
語
教
育
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攻
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中学校教諭専修免許状： 社会
高等学校教諭専修免許状: 地理歴史／公民

単位数

学位 修士（国際学）

14単位以上*

12単位以上

各1単位、
計4単位（必修）

30単位以上**

必修

合計単位数

専門科目
（専攻の共通科目及び所属する専修の専門科目から選択必修）

専門科目
（研究科内の専門科目及び演習科目から自由選択）

専攻演習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

修士論文（もしくは研究成果報告）

修了要件

取得できる資格

将来の進路

科目分野

国際学研究科

ボーダーレス化が進む世界の行方を考察し、
多文化共生社会の可能性を探る

Graduate School of International Studies

国際学専攻  ［博士前期課程］ 国際協力専攻  ［修士課程］

国際人文社会科学専攻  ［博士後期課程］

P.20 参照 P.20 参照

P.21 参照

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
政治・経済、国際関係、環境、地域文化等の分野を中心に、国際的な比較力や思考力を
身につけ、国際的な視野にたって判断する力を有する専門職業人や研究者の養成等
を目的としています。

●国際的な視野に立ち、国際社会の変化に柔軟に対応できる思考力や判断力、行動力
を身につけたいと思っている方

●政治・経済、国際関係、環境、地域文化等の分野について自ら問題意識を持って深
く探求する情熱や意欲のある方

●国際的な視野と学際的・分野横断的な思考力を身につけた高度な専門的職業人や
研究者を目指そうとする方

●中学校教諭専修免許状「社会」、高等学校教諭専修免許状「地理歴史」・「公民」の資格
取得を目指そうとする方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位
数30単位以上（修士論文）又は32単位以上（研究成果報告）を満たし、修士論文又は研
究成果報告の審査及び最終試験に合格した者で、かつ国際的視野を備え、高度な専門
性を身につけると同時に、様々な学問領域にまたがる横断型の学際的知識・能力を修
得した者に修士（国際学）の学位を授与します。

※研究成果報告を選択する場合は、*の14単位以上が16単位以上、**の合計単位
数は32単位以上となります。なお、以上の要件を満たして修了した上で、修士
（国際学）の学位が授与されます。

単位数

学位 修士（国際協力）

専門科目群（演習科目を除く）から
22単位以上（A～Cの中から
1つを選び10単位以上）*

4単位まで

各1単位、計4単位（必修）

30単位以上**

必修

合計単位数

専門科目

自由選択科目（同研究科の他専攻科目内
より自由に選択できる）

専攻演習ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

修士論文（もしくは研究成果報告）

修了要件
科目分野

※「研究成果報告」を選択する場合は、*の10単位以上が12単位以上となる。（**
の合計単位数は32単位以上となる。）

国際学専攻

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
国際的な視野に立ち、国際社会の変化に柔軟に対応できる思考と行動力を併せ持っ
た国際協力分野での専門職業人や研究者の養成等を目的としています。

●国際的な視野に立ち、国際社会の変化に柔軟に対応できる思考力や判断力、行動力
を身につけたいと考えている方

●平和構築、人間開発、難民保護、人権保障、地球環境等をはじめとする現代社会の
問題に強い関心を持ち、国際貢献に寄与したいと考えている方

●国際協力や国際交流の場で活躍する高度な専門的職業人を目指そうとしている方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位
数30単位以上（修士論文）又は32単位以上（研究成果報告）を満たし、修士論文もしく
は研究成果報告の審査及び最終試験に合格した者で、かつグローバルな諸問題に対
する強い関心とその解決への行動力を身につけた国際協力の実務家としての専門的
知識・能力を修得した者に修士（国際協力）の学位を授与します。

国際協力専攻

各団体・機関における日本の国際協力の専門家は依然として不足しており、この
ような分野に人材を供給していくことを目指しています。修了者は、NGO、NPO 
職員をはじめ、JICAや国連などの国際機関やその関連団体、海外の各機関、調
査研究機関などで国際協力の専門的職業人としての活躍が期待されます。19　J. F. Oberlin University Graduate Division



国際学専攻

グローバル化が進む現代において、学際的な創造力、未来を見通
す洞察力、問題を解決する行動力が求められており、国際学専攻
ではこうした力を備えた人材の育成を目指しています。このた
め、本専攻には、グローバルな視点から政治、経済、国際関係、環
境などを中心に研究を進める国際社会専修と、地域の視点から
研究を進める地域文化専修（アジア・日本・アメリカの3研究コー
ス）を置くとともに、学際的な研究も可能なように教育課程を編
成しています。これら2専修に必要とされる専門科目は、人文科

学（文化、思想、歴史など）及び社会科学（政治、経済、環境、福祉
など）の各分野から構成され、希望する研究分野を集中的にもし
くは横断的に学修することを通して、それぞれの学問上の方法
論や内容を習得し、広い視野に立った学際的な研究が可能とな
ります。また、個々の研究に関連する他専攻の専門科目の履修も
修了要件に認めることによって、研究の幅を広げることができ
ます。取得できる資格としては中学校教諭専修免許状「社会」、高
等学校教諭専修免許状「地理歴史」「公民」があります。

M.A.Program in International Studies

学位：修士（国際学）

博士前期課程

町田キャンパス

入学定員10人

■ 専攻紹介

■ 最近の学位論文題目

▲

国際学専攻の論文題目については、下記を確認してください。
　https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/international_studies/course_studies/papers_doctoral/

◆ 唐代の女性の権利について
◆ 儒教の宗教性について ─礼文化を中心として─
◆ 訪日中国人観光客の実態変化と受入側の対応に関する研究
─ニューツーリズムに向けて─

◆ 日中貿易構造から見る日中経済の相互補完性と競合性
◆ 日本中小企業の対中直接投資と戦略転換
◆ 台湾経済における中台貿易発展の要因及び重要性について─ECFA
締結後、台湾政府の政策対応と経済の影響─

◆ 台湾の蒋介石・蒋経国政権の両岸政策 
─「一つの中国」の堅持を中心に̶

◆ 河野進論 ─人生と詩─
◆ 東シナ海における領土紛争の経緯 
─尖閣諸島（釣魚島）問題と米国関与を中心に─

◆ 中国の都市化建設における水問題
─広東省の汚水処理問題を事例に─

■ 最近の学位論文題目

▲

国際協力専攻の論文題目および要旨の詳細については、下記を確認してください。
　https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/international_studies/course_cooperation/papers_masters/

◆ 大学における国際協力ボランティア活動の有用性
─グローバル教育の一環として─

◆ ダム建設による開発コンフリクト
─人権侵害と環境破壊による反対運動の観点から─

◆ 日本の外国人技能実習制度の課題と今後 
─韓国の雇用許可制を参考に─

◆ 在日中国人児童生徒の放課後の学習実態と支援における課題
─神奈川県 X 団地の事例について─

◆ 日本の福祉を変革するソーシャルビジネスの可能性
◆ 大一統思想と「一つの中国原則」 ─中台関係における伝統的な政治
思想の影響について─

国際協力専攻
M.A. Program in International Cooperation

学位：修士（国際協力）

修士課程

町田キャンパス

入学定員10人

国際協力専攻の教育課程は、講義科目と実習科目から編成されて
おり、国際協力の「理論」と「実践」を体系的に学ぶことができま
す。「理論」については、国際協力全般にわたる基礎的な知識を身
につけるため、学際的な教育・研究を行っています。国際政治、国
際法、国際関係といった科目はもとより、新たに追加された理系・
文系の環境分野、移民や多文化の分野も含まれています。一方、

「実践」については、国際協力機関や、NGOでのインターンシップ
など、国際協力活動に参加する機会を数多く設けています。また
国際協力専攻では、青年海外協力隊や、NGO、NPO、国際交流団
体などに参加した人々を積極的に受け入れ、自身の活動経験をま
とめた研究成果報告による修士の学位の授与も認めています。

■ 専攻紹介

国
際
学
研
究
科
／
国
際
学
専
攻
・
国
際
協
力
専
攻
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国際人文社会科学専攻では、旧来の人文科学・社会科学の枠に捉
われることなく、グローバル化する現代社会の多種多様なニーズ
を常に捕捉することで、新しい学術領域と高度な専門領域におい
て的確に研究指導を行っています。研究指導分野としては国際
政治・経済、国際協力、地域文化、文化人類学、マネージメントシ
ステム、グローバルシステム、日本語教育、英語教育、健康心理学、

高等教育（大学）など多くの研究分野があり、それぞれ第一線の
教員を配置し、世界水準の研究ができる指導体制を整えていま
す。近年提出された課程博士の学位論文の題目としては、「最近
の学位論文題目」の項にあげるように、様々な研究分野が網羅さ
れており、多様な研究指導が行える教授陣を擁していることがわ
かると思います。

■ 専攻紹介

修了認定･学位授与方針

国際人文社会科学専攻
Ph.D. Program in International Humanities & Social Sciences

学位：博士（学術）

博士後期課程

町田キャンパス

入学定員10人

■ 修了要件 ■ 将来の進路
博士の学位を取得した者の多くは、国内外の大学や研究所など
で、教育職・研究職に就いています。また、毎年のように博士後期
課程で修得した専門知識を生かした高度専門職業人を輩出して
おり、今後はNGO、NPO の職員をはじめ、JICA や国連など国際
機関の専門家やジャーナリストなどの進路も想定しています。

博士後期課程を修了する要件は、本課程に3年以上在学し、「研究
指導Ⅰ～Ⅵ」12 単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、
本学学位規則に定める課程博士論文の審査及び最終試験に合格
することとなっています。以上の要件を満たして修了すると博
士（学術）の学位が授与されます。

■ 最近の学位論文題目
◆ 認知症高齢者の家族の代理意思決定における共感性に関する研究
◆ 外国人留学生のインターンシップを通した学びに関する研究
◆ The Relationship between Job Satisfaction and Knowledge 

Management Strategies in Multicultural Organizations: A Case of 
King Saud University Hospital (KSUH) in Saudi Arabia

◆ 中国の対外直接投資の発展経路と戦略指向
◆ 中国自動車産業のものづくり組織能力の構築に関する実証研究
─サプライヤーの関係的技能における日中の比較分析を中心に─

◆ 明治・大正期の私学における大学昇格準備過程に関する研究
─日本近代私立大学史再考─

◆ 戦後高等教育改革期における「家政学」の再編に関する実証的研究
─大学制度および学問分野としての家政学の成立過程─

◆ 日本の介護事業関連企業のコーポレート・ガバナンスに関する研究 
─アンケート・インタビュー調査による実態把握を中心にして─

◆ 日本語聴解テストにおけるテスト・アイテム分析と聴解行動
─アカデミック・リスニングの視点から─

◆ メンタルヘルス不調による休職者における職場復帰のセルフエフィ
カシーに関する研究 ─測度の開発と有用性に関する検討─ 

◆ 中国民営企業における独立取締役の監査・監督機能
 ─日中比較及び研修機関の役割の一考察─

▲

国際人文社会科学専攻の論文題目および要旨の詳細については、下記を確認してください。
　https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/international_studies/course_humanities/papers_doctoral/

アドミッションポリシー （入学者受入方針）
国際的・学際的な視点から、国際政治・経済、国際協力、地域文化、文化人類学、マネージメントシステム、グローバルシステム、日本語教育、英語教育、健康心
理学、高等教育（大学）等の学術分野について、国際的に通用する学術的研究者や高度な専門職業人の養成等を目的としています。

●国際政治・経済、国際協力、地域文化、文化人類学、マネージメントシステム、グローバルシステム、日本語教育、英語教育、健康心理学、高等教育（大学）等
の分野について強い関心と高い目的意識を持ち、学術的研究者もしくは高度な専門的職業人を目指そうとしている方

本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と単位数12単位以上を満たし、博士論文の審査及び最終試験に合格した者で、
かつ国際的視野を備え、独立した学術的研究者もしくは高度な専門的職業人としてそれぞれの分野で高度な専門的知識と能力を修得した者に博士（学術）の
学位を授与します。

国
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大学アドミニストレーション研究科
大学アドミニストレーション専攻  ［修士課程］ P.23 参照

通信教育課程  大学アドミニストレーション研究科
大学アドミニストレーション専攻  ［修士課程］ P.24 参照

大学経営の最先端を探求し、高等教育に関する
政策提言のできる人材を育成する

大学アドミニストレーション研究科
Graduate School of Higher Education Administration 

通信教育課程 大学アドミニストレーション研究科
Graduate School of Higher Education Administration 

学位 修士（大学アドミニストレーション）

修了要件アドミッションポリシー （入学者受入方針）
大学の行政・管理・運営にわたる専門的知識・能力を有する大学アドミニスト
レーター（大学経営の専門家）の養成を目的としています。

●高等教育に対する高い関心を持ち、大学経営のエキスパートを目指す、意欲に
溢れた方

●大学等の教育研究機関・高等教育関係団体・国及び地方の政府機関・教育関係
企業の従事者、大卒進学者、留学生等で上記の関心・意識を持つ方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と
単位数34単位以上を満たし、修士論文もしくは研究成果報告の審査及び最終試
験に合格した者で、かつ大学の行政・管理・運営にわたる専門的知識・能力を修得
した者に修士（大学アドミニストレーション）の学位を授与します。

大学アドミニストレーション研究科

単位数

必修

コア科目

専門科目･OEPP特別科目

研究指導ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB

合計単位数

修士論文（もしくは研究成果報告）

科目分野

8単位以上

22単位以上

各1単位、計4単位（必修）

34単位以上

学位 修士（大学アドミニストレーション）

修了要件アドミッションポリシー （入学者受入方針）
大学の行政・管理・運営にわたる専門的知識・能力を有する大学アドミニスト
レーター（大学経営の専門家）の養成を目的としています。

●高等教育に対する高い関心を持ち、大学経営のエキスパートを目指す、意欲に
溢れた方

●大学等の教育研究機関・高等教育関係団体・国及び地方の政府機関・教育関係
企業の従事者で上記の関心・意識を持つ方

修了認定･学位授与方針
本大学院の「修了認定・学位授与の方針」に基づき、本専攻では所定の在学期間と
単位数30単位以上を満たし、修士論文もしくは研究成果報告の審査及び最終試
験に合格した者で、かつ大学の行政・管理・運営にわたる専門的知識・能力を修得
した者に修士（大学アドミニストレーション）の学位を授与します。

通信教育課程  大学アドミニストレーション研究科

単位数

必修

大学教育系

大学経営系
コア科目

専門科目

専攻演習

合計単位数

修士論文（もしくは研究成果報告）

科目分野

4単位

4単位

16単位以上

6単位（必修）

30単位以上
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大学アドミニストレーション研究科
M.A. Program in Higher Education Administration

学位：修士（大学アドミニストレーション）

修士課程 入学定員20人

新宿キャンパス

■ 履修フロー

※協定校のオスロ大学からの派遣学生を受け入れられる英語による提供科目群を桜美林＝ユーロ
　パートナーシップ・プロジェクト（OEPP）科目として用意している。

コア科目

専門科目

OEPP特別科目※

修士論文（もしくは研究成果報告）

■ 最近の学位論文題目

▲

大学アドミニストレーション研究科の論文題目については、下記を確認してください。
　https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/administration_department/course_01/papers_masters/

本研究科は、原則として夜間または週末に授業が行われていま
す。また現職の教職員や社会人が多いことから、学期中の週末に
数回の集中講義を行う科目を置いています。本研究科の教育課
程は、受益者（院生諸氏）の利便性を考慮し、また専門性が高い教
員による講義を受講できるよう、複合的なハイブリッド型の教育
課程を構築しています。

■ 専攻紹介
本研究科に在籍する大学院生の大多数が現職の大学教職員です。
修了後は、それぞれの職場でより高度な行政管理能力を発揮し、
大学運営に携わっています。教育産業やメディア企業などに在
職し、我が国の高等教育機関の運営や改革を外から支援する職業
の方々も履修しています。また、実務経験のない大学院生も、修
了後は大学をはじめ教育・研究機関などに職を得ています。その
他、進路は国や地方自治体などの教育関係部署にも広がりを見せ
始めています。もちろん、博士後期課程に進み研究者として活躍
している修了者も数多くいます。

■ 将来の進路

大学アドミニストレーション研究科では、科目等履修生を積極的に受け入
れています。履修には一定の出願資格があり選考を行います。通信教育課
程では、コア科目・専門科目から、興味・関心のある科目を履修することが
できます。

・ 科目等履修生として修得した単位は入学後に10単位まで単位認定を受
けることができます（相互履修と合わせて10単位）。

 ・ 勤務などの都合で、一定期間でのまとまった学修が困難な場合に、少し
ずつ単位を積み重ねることで、正科生として入学した後の学修負担を軽
くすることができます。

■ 科目等履修生制度

◆ 大学院への入学をご希望の方

科目等履修生Webサイトはこちら、http://www.obirin.ac.jp/postgraduate/system/index.html

大学院修了自分のペースで学修

◆ まずは1科目から始め、その後、大学院への入学をご希望の方

（大学アドミニストレーション）
修士科目等

履修生 科目等履修生

2年間在学

大学院
受験 大学院生

大学院修了

（大学アドミニストレーション）
修士

2年間在学

大学院
受験 大学院生

◆ 国際バカロレアを活用した入試の課題と展望
─インターナショナル・スクールの視点から─

◆ 大学の研究経営戦略とURAの将来展望
─国立大学の場合を中心に─

◆ 日本の大学における学生寮の役割とその変遷に関する基礎的研究

◆ 女性教員のアカデミック・キャリアパスの現状と課題
─理工系分野に着目して─

◆ 入学前教育の現状と今後の展望についての考察
─入学前教育に何を求めるのか－

◆ 大学の情報発信に関する一考察
─社会に開かれた大学のために─

◆ マルタ共和国における高等教育のグローバル化
─日本との交流及び相互活用の可能性─

◆ 留学生入試にかかわるアドミッション・ポリシーについての考察
─受け入れ上位校の実態分析と問題解決策としての日本語教育機関─

◆ モバイルアプリによる学修時間の可視化と学修行動
─「学修させる大学」に向けた動機づけ支援の視点から─
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大学アドミニストレーション研究科
M.A. Program in Higher Education Administration

学位：修士（大学アドミニストレーション）

修士課程 入学定員40人

新宿キャンパス※

通信教育課程

※スクーリングを行う主なキャンパス

入学後のオリエンテーションにて履修及び学修に関する説明や
研究指導担当教員を決定するゼミ面接などが行われます。本研
究科には専任のアドバイザーを配置しており、教員と学生との仲
介役を担わせることによって、授業科目の履修過程における電子
メールのやりとりによる質疑応答や、レポートの添削指導が迅速
かつ適切に対応できるよう配慮しています。また、本学図書館に
ついても郵送貸出をはじめとして、学生が必要な資料にたどり着
けるよう相談にのるなどの学修支援も行っています。自身の学
修環境に合わせて活用しながら、学修を進めてください。

■ 専攻紹介
本研究科に在籍する大学院生の大多数が現職の大学教職員です。
修了後は、それぞれの職場でより高度な行政管理能力を発揮し、
大学運営に携わっています。教育産業やメディア企業などに在
職し、我が国の高等教育機関の運営や改革を外から支援する職業
の方々も履修しています。また、実務経験のない大学院生も、修
了後は大学をはじめ教育・研究機関などに職を得ています。その
他、進路は国や地方自治体などの教育関係部署にも広がりを見せ
始めています。もちろん、博士後期課程に進み研究者として活躍
している修了者も数多くいます。

■ 将来の進路

通信教育課程の特徴

01
通信教育は、場所に拘束されることのない自由な学びのシステ
ムです。桜美林大学大学院通信教育課程は、2004年の開設以来
2019年春までに518名の入学者を迎えましたが、その多くは全
国の大学に教職員として勤務している方です。大学経営の専門
家は地方の大学にこそ必要です。他方、時間の制約も受けないた
め、通学可能な首都圏からも多くの大学職員の方が通信教育課
程を選んでいます。

どこからでも大学経営のエキスパートに 02
通信教育課程での学びは、科目ごとに指定された専門書（配布教
材として授業料に含む）を読み、担当教員が提示する課題や自ら
設定した問題について考え、レポート（1科目につき2回）を書く
というプロセスが中心になります。この「読み・考え・書く」とい
う学びは、思考力・表現力・実践力を鍛える最強の学習法です。学
びの指針として担当教員が用意する各科目の「スタディガイド」
があり、専任アドバイザーによるきめ細やかな支援があります。
提出されたレポートには、担当教員による丁寧な添削指導がな
され、次の学びに生かされます。

読み・考え・書く

03
年2回のスクーリング期間（各期4～5日間）には、1科目につき2

コマの対面授業があり、重要ポイントについての講義やレポー
トの発表、ディスカッションなどが行われます。スクーリング期
間には、指導教員を中心にゼミナールも行われ、学生同士の交流
も盛んです。スクーリング期間以外にも、e-Learningシステム
MoodleやSkype、メールなどにより、情報提供や意見交換が活
発になされています。

対面授業や多様なメディアによる学び

05
普段の学びはそれぞれの場でなされますが、スクーリングやゼミ
ナール活動を通して、学生同士あるいは学生と教員との結びつき
が強まります。在学中にできたつながりは、修了生の大きな財産と
なります。桜美林大学大学院通信教育課程は、修了後の研究活動
を支援するために、修了生・在学生・入学希望者等に広く開かれた
公開研究会を年2～ 3回開催しており、修了生・在学生・教員が大学
経営の実践に即した研究を発表する交流の場となっています。

修了後も続くつながり

04
桜美林大学大学院通信教育課程は、修士学位プログラムとして、
科目履修というコースワークに加えて、修士論文（または研究成
果報告）を重視しています。修士論文のテーマ設定、調査・分析、
執筆、最終発表を指導教員の伴走により進めていきます。スクー
リングや出張の機会を活用したゼミナールや対面指導に加え、
様々な通信手段により、日常的にも指導教員からの助言が得ら
れます。このようにして修士論文を作成することは、大学経営の
専門家としての自信につながります。

修士学位プログラム

大
学
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
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新宿
キャンパス

■ 履修フローとスクーリングについて
入学時オリエンテーション
専攻演習　担当教員決定

修士論文（もしくは研究成果報告）

８月中旬～下旬
春学期スクーリング

１月上旬～中旬
秋学期スクーリング

８月中旬～下旬
春学期スクーリング

１月上旬～中旬
秋学期スクーリング

■ 最近の学位論文題目

▲

通信教育課程　大学アドミニストレーション研究科の論文題目については、下記を確認してください。
　https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/administration_department/course_02/papers_masters/

２
年
次

１
年
次

自学自習 スクーリング
履修登録後
教材配本
自学自習にあたる

スタディガイドで
学習内容を確認

電子メール、郵便
などによる質疑応答

・重要事項の講義
・レポートの講評
・グループ討議
・発表

Q. 普段の仕事や私用で忙しいのですが、続けられるでしょうか？
A. 通信教育だからといって、「楽に」「簡単に」単位が修得できるというこ
とはありませんが、自分の都合の良い時間を利用して学修を進められ
ますので、忙しい方にとっては自学自習で単位を修得できる通信教育
課程の利点を最大限に生かせると言えます。

Q. 授業内容に関する質問をした場合、回答が得られるまでの時間はどの
くらいですか?

A. アドバイザーからの返信は原則24時間以内としており、迅速な対応を
心掛けておりますが、この場合は担当教員へ転送し、回答を得てそれを
学生に返送しますので、少し時間を頂くこともあります。

Q. レポートや論文作成に必要な文献はどのように入手することができま
すか?

A. 本学図書館による図書の郵送貸出や所蔵資料のコピーサービスを利用
することができます。本学図書館に所蔵していない資料については、
資料の心要となる部分のコピーを他大学などの図書館から取り寄せる
文献複写を利用することができます。もちろん、町田キャンパス図書
館を直接利用することも可能です。

■ Q&A

■ 居住地一覧（累計入学者数518人）
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8
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7
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1
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国内合計 518

（2019.5.1現在）

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県

新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県

静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県

奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県

徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県

熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

◆ 保育士養成課程を有する短期大学の公開情報を用いた現状と財務分析

◆ 学校司書の専門性育成を担う高等教育機関の養成プログラム
─「直接的支援」に求められる能力に着目して─

◆ 海外派遣学生の危機管理について
─プログラム主宰者(団体)が行うべき危機管理の範囲と対応につい
ての考察─

◆ 地方国立大学ブランドに関する一考察 ─大学の所在地に着目して─

◆ 大学発学食ベンチャービジネスの可能性

◆ 私立大学の学部等改組・新設の意義と課題
─届出による設置に着目して─

◆ 6年制薬学教育の歩みと今後の展望
─多様な分野に人材を輩出する薬学教育とは─

◆ 大学団体の分立の現状と大学セクターを代表する単一団体設立の可
能性に関する考察

◆ 学校法人の管理運営の有効な在り方について

◆ 地方中小規模大学の生き残り戦略 ─関西国際大学の事例から─

◆ わが国の看護教育のあり方に関する一考察 ─高学歴化を背景に─

◆ 自ら学ぶ意欲に着目した大学職員の自律化プロセス

◆ 我が国の大学における自校教育の現状とこれから

◆ 「支援を必要としながら相談に訪れない学生」に対する支援のあり方
─人知れずキャンパスを去っていく学生をなくすために─

◆ 大学入学者選抜におけるルーブリック評価を用いた多面的総合的評
価に関する研究

◆ 大学主導による長期・有償インターンシップとその教育的効果に関
する考察 ─コーオプ教育と体系的なキャリア形成支援に向けて─

◆ 大学における女性事務職員を取り巻く現状と課題
─神戸大学を事例として─

◆ 学生の学びを引き出すカリキュラムとは ─デザインからマネジメントへ─

◆ 入職1～ 3年目の若手大学職員の成長を促す研修の在り方
─大学・企業の研修制度の事例も踏まえて─

◆ 地方公立大学における初年次教育科目群の開発と課題

◆ 大学への期待を踏まえた内部質保証システムの構築
─勤務校における教育の質保証推進のための提言─

◆ 発展途上国からの留学生受入れ政策に関する考察
─ベトナムからの留学生を中心に─

◆ 大学職員の人的資源管理 ─セルフマネジメント型人材の育成を目指して─
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■ 2020年度　大学院入試関連日程表

＊個別の入学資格審査は、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者に対し、入学資格を認めるものです。
   なお、個別の入学資格審査はあくまで入学資格の有無に関わる審査であり、入学者選抜とは別個のものですので、この審査に合格した後にさらに入学試験を受ける必要があります。

入学金
春学期授業料
卒業諸費
秋学期授業料
年次合計

※100,000

485,000
─

485,000

1,070,000

─
485,000
※50,000

485,000

1,020,000

100,000

970,000

50,000

970,000

2,090,000

入学金
春学期授業料
卒業諸費
秋学期授業料
年次合計

※100,000

300,000
─

300,000

700,000

─
300,000
※50,000

300,000

650,000

100,000

600,000

50,000

600,000

1,350,000

入学金
春学期授業料
卒業諸費
秋学期授業料
年次合計

※100,000

435,000
─

435,000

970,000

─
435,000

─
435,000

870,000

─
435,000
※50,000

435,000

920,000

100,000

1,305,000

50,000

1,305,000

2,760,000

スーパービジョン・実習費 150,000 200,000 350,000

個別の入学資格審査〆切（必着）

出願期間 

検定料支払期限 

出願書類　提出期限 

二次審査（面接等）

一次審査（書類審査）

合格発表日 

手続締切日 

2019/  7/31（水） 2019/10/11（金） 2020/  1/  6(月）

2019/  9/  5（木）

一次デジタル受験票
発行開始日

一次合格発表日

二次デジタル受験票
発行開始日

試験日

2019/11/  7（木）

2019/  9/  6（金）
必着

2019/11/  8（金）
必着

2019/  9/17（火）
15時から順次発行

2019/  9/20（金）

2019/  9/24（火）
15時から順次発行

2019/11/26（火）
15時から順次発行

2020/  2/18（火）
15時から順次発行 －

2019/  9/28（土） 2019/11/30（土） 2020/  2/22（土） －

2019/10/  4（金） 2019/12/  6（金） 2020/  2/28（金） －

2019/10/11（金） 2019/12/13（金） 2020/  3/  6（金） 2020/  3/16（月）

2019/11/22（金） 2020/  2/14（金） 2020/  3/  9（月）
（書類審査のみ）

2020/  1/30（木）

2020/  1/31（金）
必着

2020/  2/12（水）
15時から順次発行

2019/11/19（火）
15時から順次発行

2019/  9/  2（月）

～

2019/  9/  5（木）

2019/11/  1（金）

～

2019/11/  7（木）

2020/  1/27（月）

～

2020/  1/30（木）

2020/  2/27（木）

2020/  2/28（金）
必着

2020/  3/  5（木）
15時から順次発行

2020/  2/  7（金）

本学への進学を検討されている全ての皆さんへ、学納金・奨学金制度をはじめ、進路に関する情報や入試日程を紹介しています。

入試日程

インフォメーション
Information of  J. F. Oberlin University Graduate Division

2年間の授業料の中には32単位分までの教材費が既に含まれて
います。1科目あたり3冊程度の「配付教材」が履修登録後に配本
されます。32単位を超えて履修する場合は、1科目（2単位）につき
10,000円の教材費を徴収します。 

学納金について
■ 博士前期・修士課程 2020年度学納金等納入金

■ 通信教育課程の教材費

■博士後期課程 2020年度学納金等納入金　

＊心理学研究科　臨床心理学専攻ではⅣ期（9月入学者選抜）は実施しません。
＊博士後期課程はⅢ期、Ⅳ期のみ実施します。
＊Ⅲ期B日程は､大学アドミニストレーション研究科（通信教育課程）「社会人推薦」のみ実施します。

心理学研究科臨床心理学専攻では、下記のスーパービジョン・実習費が必要となります。

摘要 1年次 2年次 計

※ 委託徴収金として、修了予定年次に卒業諸費（50,000円）を徴収します。
　 秋学期入学生は、修了予定年次の秋学期に徴収します。
　 桜美林大学を卒業して現役入学する場合、入学金および卒業諸費は不要です。
　 上記以外の桜美林大学卒業者・修了者の入学金は50,000円、卒業諸費は不要です。

履修する科目によっては別途実習費が必要になることがあります。
摘要 1年次 2年次 計

摘要 1年次 2年次 3年次 計

■通信教育課程 2020年度学納金等納入金　摘要 1年次 2年次 計

○入試関連日程

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期
Ⅲ期B日程

※大アド（通信）のみ

2020年4月入学者選抜     

     

     

2020/2/24（祝・月）

～

2020/  2/27（木）

J. F. Oberlin University Graduate Division　26



本学では、相互に利用できる2つの図書館施設と、授業の復習などに利用できる大学院生専用のPCルームを複数設置しています｡
海外から本学への進学を検討している皆さんに、本学が有する２つの国際寮も紹介しています。

施設紹介

桜美林大学図書館では国内外の図書、学術製本雑誌約580,000冊、DVDなど
の視聴覚資料約17,000点、その他国内外の学術雑誌、論文集、アメリカ、中
国等主要国の新聞などバックナンバーも含めて約4,600種を所蔵していま
す。これらの他、電子書籍、電子ジャーナル、オンラインデータベースといっ
たデジタルコンテンツも多数提供しています。特にデジタルコンテンツは学
内のみならず、学外からアクセスすることも可能で、時間や場所を問わず大
学院生の研究を支援しています。
図書館には自由に利用できる蔵書検索用PC、インターネット、ワープロ、表
計算ソフトなどが利用できるフリーアクセスPC（デスクトップ、ノート）を
設置しています。図書館のWebサイトからログインする「マイライブラリ」
を活用して、本人の利用状況確認、資料の延長貸出手続き、購入希望（リクエ
スト）や文献複写依頼なども行うことができます。また、図書館では、利用者
が求める資料にたどりつけない、文献の探し方がわからない場合など、利用
者のみなさんの相談にのり、必要な資料、情報にたどりつけるよう支援して
います。気軽にレファレンスカウンターに相談してください。

学内外に向けた研究会・講演会・講習会などの企画及び開催、また、研究活動
の記録及び研究成果の刊行などに向けて、それぞれの研究部門が学際的調査
研究を行い、学術及び教育の振興と促進を図り、その成果を本学の学生に還
元してくことを目的としています。今後開催される各研究部門主催のイベン
ト情報については、本学Webサイトを確認してください。

キャンパス間でそれぞれの図書館資料を利用したい際に、図書館Webサイ
トから蔵書を検索し、貸出を申し込むことができます。早ければ２～３日
のうちに受け取り希望先のキャンパスへ希望の図書が届きます。

Facilities of J. F. Oberlin University

図書館

情報処理設備 総合研究機構

［開館時間］
■  三到図書館（本館）
 8:30 ～ 21:00（月～土）

■ キャンパス間の図書館資料相互利用について

利用時間

■ 碩学会館
場所 PC台数

大学院生専用PCルーム*

大学院博士前期課程
修士課程共同研究室**
大学院博士後期課程
共同研究室**

授業期間内（平日）
授業期間外（平日）9

12

4

8:45～ 18:15

9:00～ 17:00

9:00～ 22:00

9:00～ 22:00

4F

5F

*土日祝は閉室　**共同研究室は学内無線LAN接続可

利用時間

■ 太平館　
場所 PC台数

セルフアクセス
センター

授業期間内（平日）
授業期間内（土曜）
授業期間外（平日）

106

MacPC 4
貸出ノートPC 80

08:45～ 21:00

10:00～ 17:00

10:00～ 17:00
6F

■ グローバル・スタディーズ研究部門
■ 人間総合科学研究部門
■ ビジネス科学研究部門
■ 芸術文化研究部門

本学では、授業用、自習用として
利用できるPCを下記建物に設置
しています。

町田キャンパス

新宿キャンパスはP.5～6を参照ください。
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寮についての詳しい情報は、本学Webサイト及び国際寮・第二国際寮のweb

サイトを確認してください。

様々な国や地域から学生が集う本学には、キャンパスや最寄り駅のJR淵野
辺駅周辺に学生寮があります。言語･文化などバックグラウンドの異なる
様々な国からの留学生と日本人学生がともに生活をする「国際寮」「第二国際
寮」では、多様な言語でコミュニケーションを取るため、言語能力の向上にも
役立つでしょう。

学生寮

［学内奨学金］
1. 学而事人奨学金（減免）
経済的理由により修学が困難な学生（「留学」ビザの学生を除く）を対象とし、授業料
の30％を減免します。セメスターごとに奨学金継続の審査があり、博士前期・修士
課程は最大で2年間、博士後期課程は最大で3年間受給することができます。
募集する期は、研究科・課程によって異なる場合があります。詳細は、入学者選抜募
集要項でご確認ください。

2. 私費留学生奨学金（減免）
経済的理由により修学が困難な「留学」ビザの私費外国人留学生を対象とし、授業料
の30％を減免します。セメスターごとに奨学金継続の審査があり、博士前期・修士
課程は最大で2年間、博士後期課程は最大で3年間受給することができます。
募集する期は、研究科・課程によって異なる場合があります。詳細は、入学者選抜募
集要項でご確認ください。

［学外奨学金］
1. 独立行政法人 日本学生支援機構奨学金（貸与）
本奨学金は貸与型で経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学生本
人名義で貸与されます。

2. 民間育英団体奨学金
民間育英団体が実施している奨学金制度です。募集は大学を通じて行うものと民間
団体が直接行うものがあります。

3.「留学」ビザの外国人留学生対象奨学金（2017年度実績）
文部科学省（日本政府）、民間財団などから推薦の依頼が来ます。文部科学省関係奨
学金の給付月額は次のとおりです。
●私費外国人留学生学習奨励費 48,000円

本学では、健康増進法や喫煙防止教育の推進等、各省庁や社会からの要望を
受け、大学の学生並びに教職員の健康を増進するため、学内を全面禁煙とし
ています。

奨学金・学生生活について

■ 各寮から町田キャンパスまでのアクセス

■ 奨学金制度

※新宿キャンパスまでのアクセスは裏表紙をご覧ください。

JR淵野辺駅
JR横浜線

桜美林学園

桜美林学園東

桜美林学園前

矢部

横浜銀行スクールバス乗場
インフォメーションセンター
バス停

グラウンド

町田街道

PFC

明々館

国際寮

第二国際寮

プラネット淵野辺キャンパス 徒歩4分

町田キャンパス 約12分（徒歩＋スクールバス）

■ 入学後の学生生活について

国際寮 

第二国際寮 
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FAQ
Frequently Asked Questions

Q.1 大学院入試の募集要項（願書）はどこで手に入りますか？

A：本学Webサイトから資料請求してください。
https://www.umcnavi.jp/obi/daigakuin.html

Q.7 論文題目や要旨を詳しく知りたいです。

A：Webサイトから各研究科の論文題目・要旨を確認する
ことができます。
URLについては、各専攻の論文題目記載箇所を確認
してください。

Q.8 修士論文の中間発表を見学することはできますか？

A：原則、見学することは可能ですが、内容や教室等の関
係で見学できない場合もございます。おおむね、7月
下旬～8月上旬、1月下旬～2月上旬に実施予定です。

A：中国の大学の専科（3年制）を卒業しただけですと、出
願資格はありません。その他に学歴や職歴、研究業績
等がある場合は、「個別の入学資格審査」を受けてい
ただき、資格ありと認められた場合は、出願資格を得
ることができます。詳細は、学生募集要項をご確認く
ださい。

Q.9 科目等履修生・聴講生制度について教えてください。

A：桜美林大学大学院で開講されている授業科目を履修、
聴講できる制度です。履修、聴講には一定の出願資格
があり選考を行います。
また一部履修、聴講できない科目があります。

Q.10 希望研究指導教員の研究室訪問を希望する場合、

どのように申し込みをすればいいですか？

A：事前相談（研究室訪問）は、本学大学院の受験を検討
するにあたり、研究テーマが希望する研究指導教員の
指導可能なテーマであるかどうかを確認するために行
われるものです。なお、博士後期課程（国際学研究科
国際人文社会科学専攻、老年学研究科老年学専攻）を
志願する場合は、事前相談（研究室訪問）を必須として
いますので、時間に余裕をもって、お申し込みをしてい
ただきますようお願いいたします。詳細は
右記QRコードから確認してください。

Q.11 中国の大学の専科（3年制）を卒業しましたが、

大学院への出願資格はありますか？

Q.2 学而事人奨学金、私費留学生奨学金は、

合格後または入学後に申請をすることはできますか。

A：できません。
出願時に申請をする必要があります。詳しくは募集要
項を確認してください。

Q.3 志願する専攻とは異なった学部・専攻の出身でも

受験できますか？

A：制限はありませんので、受験は可能です。

Q.4 大学院に入る前の研究生制度はありますか。

A：ありません。
日本言語文化学院（留学生別科）については以下URL

を確認してください。
http://www.obirin.ac.jp/ japanese_extension

/index.html

Q.5 大学院修了後はどのような進路がありますか。

A：専攻によって違いますが、民間企業や研究機関、教育
機関など様々です。

Q.6 授業科目の詳細を教えてください。

A：Webサイトから「シラバス検索」ができますので、以下
URLを確認してください。
http://www.obirin.ac.jp/syllabus/
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町田キャンパス／新宿キャンパス

大学院説明会

アクセス

資料請求・お問い合わせ

町田キャンパス

● JR横浜線「淵野辺駅」北口よりスクールバスにて約8分
● 京王線・小田急線・多摩モノレール線「多摩センター駅」より
　スクールバスにて約20分
TEL : 042-797-1583（インフォメーションセンター）
〒194-0294 東京都町田市常盤町3758

新宿キャンパス

● JR山手線新大久保駅から徒歩約8分
● JR中央線・総武線大久保駅から徒歩約6分
● JR山手線高田馬場駅戸山口から徒歩約13分
TEL:03-3366-0200（代表）
〒169-0073 東京都新宿区百人町3丁目23-1

長津田駅

町田駅
新宿駅

渋谷駅

渋谷駅

八王子駅

髙田馬場駅

JR横浜線
（約19分）

東京メトロ東西線
（約14分）

東急田園都市線
（約34分）

小田急線
（約38分）

JR中央・総武線
（約2分）

徒歩
（約6分）

徒歩
（約20分）

JR山手線
（約9分）

JR横浜線
（約6分）

JR横浜線
（約13分）

淵野辺駅
町田

キャンパス

徒歩
（約8分）

徒歩
（約13分）

新宿
キャンパス

スクールバス
（約8分）

JR淵野辺駅
JR横浜線

桜美林学園

桜美林学園東

桜美林学園前

矢部

横浜銀行スクールバス乗場
インフォメーションセンター
バス停

グラウンド

町田街道

PFC

明々館

国際寮

第二国際寮

10.6［Sun］ 12.8［Sun］
2020.4月下旬開催予定
研究科・専攻（研究分野）により開催されるキャンパスが異なりますのでWebサイトにてご確認ください。

町田

淵野辺

橋本

新百合ヶ丘

多摩センター

調布 代々木

渋谷

四ツ谷

北参道

新宿

池袋

秋葉原

御茶ノ水
東京

町田キャンパス

JR山手線

JR総武線

JR中央線京王線

小田急線

副都心線

新宿キャンパス

▲八王子 町田

▲

JR横浜線

最新の大学院情報はWebサイトに公開

http://www.obirin.ac.jp/postgraduate/index.html

桜美林大学大学院 検  索

この案内の内容は、変更になる可能性がありますので、
入学後の資料等でご確認ください。
また、入試情報ならびに学納金等の詳細は『学生募集要
項』でご確認ください。

桜美林大学インフォメーションセンター
E-mai l： in fo-ctr@obi r in.ac.jp

TEL： 042-797-1583

大久保駅

新大久保駅

大手町駅

JR山手線
（約4分）

池袋駅

西武新宿線
（約3分）

西武新宿駅




