


臨床心理分野
ポジティブ心理分野

日本語教員養成
大学院課程を含む

高度なプロフェッショナル養成など

社会と密接に
つながる
７つの学位プログラム
ビジネス科学研究領域、人間総合科学研究領域、
グローバルコミュニケーション研究領域の３つの領域上に、
互いに融合することで社会との結びつきがより深まる
実践的な学位プログラムを設置しました。

独創性の高い研究活動を支援
最初に研究方針や博士論文作成の方法を考え、研究活動の基礎づくりを
支援するユニークな必須科目を配置。さらに博士論文提出の資格試験と
なる「Comprehensive Examination」の導入と、その後の指導で、オリジ
ナリティの高い論文作成に取り組みます。

多彩な指導教員の
丁寧な指導

それぞれの分野で豊富な実績を持つ教員のほか
ビジネスの第一線で活躍している実務家教員も
多く、より実践的な指導を行います。

国際学術研究科 国際学術専攻
博士後期課程
Doctoral Program in International Studies

経営学・心理学の学術分野について、複合的な学修と学際的な研究活
動で、国際的に通用する学術的研究者や高度な専門職業人を養成しま
す。経営学・心理学担当の複数の教員による横断的なきめ細やかな指導
により、丁寧な論文作成プロセスの支援を行います。

領域横断的な理論の探求と実践力の強化により、専門的知識とリーダー
シップを備えたグローバル人材を育成します。
多文化共生社会のリーダーとなり得る日本語教員およびコミュニケーシ
ョンスペシャリストの養成を目指し、理論と実践のバランスを考えたカリ
キュラムをデザインしました。　
●日本語教育、企業研修、国際機関での交渉など、現場での経験が
　豊富な教員による指導 
●学内の日本語教育機関での教育実習、ティーチング・
　アシスタントとしての実践経験
●多様な経歴を持つ幅広い年齢層の学生どうしの学び合い
　
取得できるスキル
言語教育者としての専門的知識と実践力　（日本語教員養成大学院課程）
ファシリテーションスキル
異文化コミュニケーション能力

学びの目標・修了後の進路など
国内外の日本語教育機関、大学などの研究機関、グローバル企業、政府機関、
国際機関、NGO/NPO など

［修士課程］
Master of Arts in Global Communication

グローバルコミュニケーション
実践研究学位プログラム

［博士後期課程］
Doctor of Philosophy

国際学術研究学位プログラム
経営学研究領域｜心理学研究領域

指導教員

領域を超えて
柔軟な学修が可能

たとえば経営学と心理学、心理学と老年学、老年
学と経営学というように学問領域を超えた複合
的な学修により、様々な可能性が広がります。

履修スタイル

可能性が広がる
ユニークな研究領域
老年学や大学アドミニストレーション、ポジティ
ブ心理学など国内で唯一とも言える、時代を先
取りしたプログラムを展開しています。
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経営学研究領域
心理学研究領域

臨床心理分野

ポジティブ心理分野

経営学研究コース

MBAコース

ポジティブ心理分野のみ

研究者を目指す方はちろん、ビジネスにおける自
分自身のキャリアップや業務的な課題解決など、
高度なプロフェッショナルを目指す方に最適な
プログラムです。また、いったんキャリアをリセッ
トした方が興味・関心を追求し深めることも可能
です。こうした様々な学生・教員との交流は就職
経験のない方にも貴重な体験、財産となります。

一人ひとりの
動機・目標に合った
豊かな学び

心の健康や豊かな生活に関する研究と実践で、専門家及び優れた研究
者を養成。臨床心理分野では医療・産業・教育・福祉の第一線で臨床と
研究を担う専門家が、多様なアプローチを尊重した実践的な教育を行
います。医療やビジネスなど幅広い分野での活用が期待されているポジ
ティブ心理分野では、個人、組織、地域社会のウェルビーイング向上を支
援する専門家・研究者を養成します。 　
　
●国内初・注目されるポジティブ心理学分野
●実績豊富な教員のもとで実践経験を積む実習を大切にした指導
●国家資格の公認心理師などの資格取得に対応したカリキュラム
　
取得できる資格
［臨床心理分野］ ●臨床心理士 ●公認心理師
［ポジティブ心理分野］ ●公認心理師 ●専門健康心理士 
学びの目標・修了後の進路など
即戦力の技能と臨床的態度を修得した「公認心理師」及び「臨床心理士」
「専門健康心理士」、マネジメントを行うビジネスリーダー
グローバル企業、国際交流団体、政府機関,教育機関、NGO/NPO など

学際的な視点から高齢社会の諸問題を的確に研究し、解明する能力の
ある高度な専門研究者、及び実践的応用の可能な能力のある高度専門
職業人を養成します。専門分野の異なる複数の教員の指導で、高齢者を
取り巻く課題を様々な角度から学際的に研究ができます。 

大学の行政・管理・運営にわたる専門的知識・能力を有する大学経営の
専門家「大学アドミニストレーター」を養成します。
複雑な社会問題や地球環境問題、さらに技術革新の問題などを抱える
時代に、時代の行方を左右する大学など高度教育の現場で組織の中心
になるリーダーに必要な知識やスキルを獲得します。 

●全国どこからでも履修が可能な、大学経営分野で国内唯一の
　通信教育課程（同時双方向形式のオンライン講義も行います） 
●学生の多くは全国の国公私立大学職員で豊富な事例や体験から
　相互に学び合うことが可能
　
取得できるスキル
業務遂行力の向上や大学経営の高度かつ実践的な知識獲得
隣接する幅広い領域の知識獲得

学びの目標・修了後の進路など
現在の職場でのステイタスアップ・再教育・リカレント教育
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 など 

国内大学院で唯一のプログラムで高齢者のより広範な社会的参加を実
現するための専門的知識・能力を有する高度専門職業人及び研究者を
養成します。もはや高齢者だけの問題とはいえない少子高齢化などの問
題で心理学、社会学、経済学など社会科学の専門分野との学際的な研
究の推進役を担う人材を養成します。

●医学・介護・社会福祉などを横断的・総合的に学ぶことができる
　カリキュラムと多彩な指導教員
●心理学、経営学、言語学など領域を超えた学びにより、
　少子高齢化社会のリアルな課題に向き合うことができる
　
取得できるスキル
老年学の知識体系を活用するスキル 
高齢者を対象とした様々な分野の実践を行うスキル

学びの目標・修了後の進路など
保健医療、健康、福祉、介護関連の各機関 / 看護、福祉領域での教育や臨床専門職
企業、公共団体、グローバル企業、政府機関、ＮＧＯ／ＮＰＯ 等

複雑化する国際競争社会で的確な企業経営の判断ができる知識、スキ
ル、発想、戦略的思考、柔軟性、ナレッジ変換・コンセプト化、リスクテイク
を兼ね備えた高度専門職業人を養成します。
経営学研究コースでは経営学の基盤となる経営管理を学びます。MBA
コースではエンターテインメントやアジアビジネス、事業創造などの独創
的な分野を学際的に学ぶことができます。 

●各分野で活躍する実務家教員による双方向の講義やゼミ 
●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
　センターなど実践的な学びの環境も充実　
取得できるスキル
常に時代の変化に順応し情報や知識を学んで獲得できる能力
プロフェッショナルとして即戦力となる実践力 
学びの目標・修了後の進路など
大学、シンクタンク、グローバル企業、国際交流団体他 政府機関、独立起業、
博士後期課程への進学 など

［修士課程］
Master of Arts in Higher Education Administration

大学アドミニストレーション
実践研究学位プログラム（通信教育課程）

［博士前期課程］
Master of Arts in Gerontology

老年学
学位プログラム

［博士前期課程］
Master of Arts in Psychology

心理学
実践研究学位プログラム

［博士前期課程］
Master of Arts in Business Administration

経営学
学位プログラム

［博士後期課程］
Doctor of Philosophy in Gerontology

老年学
学位プログラム

この表記がある学位プログラムでは夜間と土日の授業・研究指導のみで修了が可能です。
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Degree Programs
学位プログラム

国際学術研究科
国際学術専攻

ビジネス科学
研究領域

人間総合科学
研究領域

グローバルコミュニケーション
研究領域

Research Areas
広義の３研究領域

Administrative Unit
管理部門

大学
アドミニストレーション

（通信教育課程）

グローバル
コミュニケーション

経営学 心理学
国際学術
［博士後期課程］

老年学

老年学
［博士後期課程］

自分らしさを
支援する
学びのスタイル
領域を超えて選べる履修科目
アクセスの良いキャンパス
夜間や土日開講の授業

6/25（金）18：30～ 
●すべての学位プログラム※

7/17（土）13：00 ～
●心理学実践研究学位プログラム（臨床心理分野）
●大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム（通信教育課程）
●老年学学位プログラム［博士前期・後期］

7/24（土）13：00 ～
●グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム
●心理学実践研究学位プログラム（ポジティブ心理分野）
●経営学学位プログラム

9/24（金）18：30 ～
●経営学学位プログラム

9/25（土）13：00 ～
●グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム
●心理学実践研究学位プログラム（臨床心理分野、ポジティブ心理分野）
●大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム（通信教育課程）
●老年学位プログラム［博士前期・後期］

12/4（土）13：00 ～
●すべての学位プログラム※

※国際学術研究学位プログラム［博士後期課程］を除く

2022
2/17（木）
～2/22（火）

2022
1/13（木）
～1/19（水）

2021
11/11（木）
～11/17（水）

2021
9/2（木）
～9/8（水）

2022
3/7（月）

2022
2/19（土）

2021
12/18（土）

2022
2/25（金）

2021
10/9（土）

2021
12/24（金）

2022
3/4（金）

2022
1/7（金）

2021
10/15（金）

2021
10/22（金）

2022
3/14（月）

I 期

2022年度 4月入学者選抜

II 期 III 期

（書類審査のみ）

III 期 B 日程
大学アドミニストレーション
実践研究学位プログラム
（通信教育課程）
（社会人推薦）のみ

　試験日

　合格発表日

　手続締切日

出願期間
インターネット
出願の登録期間

入試関連日程  詳細は最新の募集要項で確認してください 説明会日程  オンラインにて開催します

し

を

C a m p u s

千駄ヶ谷キャンパス
グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム
大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム（通信教育課程）
老年学学位プログラム［博士前期課程］
老年学学位プログラム［博士後期課程］

お問い合わせ
桜美林大学入学部インフォメーションセンター

TEL：042-797-1583［平日］9:00～17:00
E-mail：info-ctr@obirin.ac.jp 　URL：https://postgraduate.obirin.ac.jp/

新宿キャンパス
経営学学位プログラム
国際学術研究学位プログラム（経営学研究領域）［博士後期課程］
大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム（通信教育課程）
　（一部授業）

町田キャンパス
心理学実践研究学位プログラム
国際学術研究学位プログラム（心理学研究領域）［博士後期課程］

従来の学部・研究科のような単一の領域内での学びではなく、たとえ
ば、経営学の学生が心理学の科目を選択したり、別の領域の教員の
指導を受けることができ、目的に合わせた学びの可能性が広がります。

より柔軟に、「目的に合わせた学び」が
設計できる学位プログラム制を導入

専門領域を超えて
学びが広がる
学位プログラム

※博士後期課程はⅢ期のみ実施




