
［修士・博士前期課程］

■ 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）
■ 経営学学位プログラム
■ 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

国際学術研究科 国際学術専攻 

［博士後期課程］

■ 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）
■ 老年学学位プログラム

国際学術研究科 国際学術専攻 
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可能性が広がる
ユニークな研究領域

雷 海涛
大学院長・国際学術研究科長

理想の自分像を実現 する学び

「人生100年」時代をより豊かに生きる
多様なかたちの学びの実現を目指す

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、多くの人材を社会に輩出してきました。私たちが目指すのは、「人生100年」時代をより豊か

に過ごすための幅広い知識と教養、深い考察力の修得です。2021年度から新たに導入した「学位プ

ログラム制」では、専門分野の垣根を取り払い、より広く深く学べる環境の実現を目指します。例えば、

経営学専攻の学生は経営学に加え、老年学や心理学といった異なる分野の知識を併せて学ぶことで、

広い視点で自分自身の専門性やキャリアを形成することができます。デジタル化の加速する現代社会

では、人間の適応性や柔軟性が大きく問われています。これを好機と捉え、学生により多くの選択肢を

提供しつつ、いつでも・どこでも知識が習得できる「学びの場」を実現したいと考えています。

大学院長
Message

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。

■ 研究領域

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、さまざまな可能
性が広がります。

■ 履修スタイル

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。

■ 指導教員
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単位修得と学修の進め方
各学位プログラムにおいて修士の学位を取得するためには、34～36単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、修士論文又は研究
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、34～36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。

［修士・博士前期課程］  Master's Program in International Studies

■ 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 P.05
■ 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） PP.06-07
■ 経営学学位プログラム P.08
■ 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） P.09
■ 老年学学位プログラム P.10

［博士後期課程］  Doctoral Program in International Studies

■ 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） P.11
■ 老年学学位プログラム P.11

「修士論文」「研究成果報告」の
選択について
「修士論文」と「研究成果報告」の相違点は、「修士論文」が先行研究
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。

オリエン
テーション

学位授与シラバスに基づき成績を評価し単位付与

研究指導教員による研究指導 修士論文作成 中間発表 修士論文完成 修了試問
7月下旬～8月上旬 1月下旬

講義・演習

春入学の場合の例

修士論文／研究成果報告

春学期 秋学期 春学期 秋学期
入学 1年次 2年次 修了

※経営学学位プログラムにおいては、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。

理想の自分像を実現 する学び

桜美林大学 大学院
国際学術研究科 
国際学術専攻 　
学位プログラム構成

Contents 

学而事人奨学金【減免】
経済的困窮学生の修学支援と社会に貢献できる人材を育成することを目的に、
授業料の一部を減免するものです。学業成績等に関する条件を満たすと、修了
までの最大2年間減免となります。

私費留学生奨学金【減免】
学業・人物ともに優秀で経済困窮にある私費外国人留学生の修学支援を目的
に、授業料の一部を減免するものです。学業成績等の条件を満たすと修了まで
の最大2年間（博士後期課程は3年間）減免となります。

■ 奨学金制度 （出願と同時に申請する必要があります）

桜美林大学大学院では、大学院生の皆さんの研究を経済的側面からも支援でき
るよう、大学独自の奨学金を設けているほか、各種奨学金の紹介をしています。



町田キャンパス
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キャンパスそれぞれに図書館施設と、授業の復習など
に利用できる大学院生専用のPCルームや自習室を
複数設置しています。❶三到図書館（町田キャンパ
ス）／❷ナレッジクラウド（新宿キャンパス）／❸千駄ヶ
谷キャンパス図書室（千駄ヶ谷キャンパス）／❹院生
談話室（新宿キャンパス）／❺院生ラウンジ（千駄ヶ谷
キャンパス）

長期休暇（夏期・冬期）中に特別集中講義が行われる場合があります。平日は主として第2時限から第7時限が中心となります。一部の授業は土曜日にも設定されています。
心理学実践研究学位プログラムの授業について
※臨床心理分野の多くの授業は第2時限～第5時限に開講されています。
※ポジティブ心理分野の多くの授業は第6時限～第7時限に開講されています。そのため、社会人の方も履修しやすくなっています。

■ 時間割

■ 新宿キャンパス ■ 町田キャンパス ■ 千駄ヶ谷キャンパス

■ 施設紹介

月

火

水

木

金

土

第1時限 第2時限 第3時限 第4時限 第5時限 第6時限 第7時限

8：50～10：30 10：40～12：20 13：10～14：50 15：00～16：40 16：50～18：30 18：40～20：20 20：30～22：10

主に講義及び演習科目を開講する時間帯

新宿キャンパス
および
千駄ヶ谷キャンパス

長期休暇（夏期・冬期）中に特別集中講義が行われる場合があります。社会人が多いことを考慮し、平日6・7時限および土曜日を中心に授業が行われます。一部の授業は日曜日に開講される場合もあります。
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の授業について
※社会人学生が履修できるよう第6時限目以降に多くの科目を配置しています。一部の授業は土曜日・日曜日に開講される場合もあります。

月

火

水

木

金

土

第1時限 第2時限 第3時限 第4時限 第5時限 第6時限 第7時限

8：50～10：30 10：40～12：20 13：10～14：50 15：00～16：40 16：50～18：30 18：40～20：20 20：30～22：10

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

❺

❷ ❸❶

❹



・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  26単位コース）
・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

Master of Ar ts in Global Communication

（日本語教員養成大学院課程 26単位コースを設置）

領域横断的な理論の探求と実践力の強化により
専門的な知識とリーダーシップを備えたグローバル人材を育成

修士課程　　　　千駄ヶ谷キャンパス　　　 昼間・夜間・土日

●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

コミュニケーション理論および応用言語学の視点をあわせ持つ、
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。

〉〉     Point

■ 取得できるスキル

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

■ 学びの目標・修了後の進路

・動詞スルとその目的語－構文と連体修飾に
　着目して－
・中国人学習者に見られるダケの誤用分析
・日本語教育機関における「教師の成長」を
　支援する場とは

■ 最近の学位論文題目

日本語学校で働くなかで直面した課題が
大学院で学び直すきっかけに

佐藤　一度は地元の企業に就職したものの、日

本語教師になるという夢を諦められずに上京

し、現在は都内の日本語学校で働いています。

実際に外国の方を相手に授業するなかで自らの

力不足を痛感し、日本語教育について見つめ直

すきっかけになればと、大学院に進学すること

を決めました。

茶谷　日本語を教えることの難しさは、教育に

携わる立場として非常に共感できます。私の現

在の研究テーマである、日本語の類義語やその

多義性も学習者が苦労するポイントですね。例

えば、「つかむ」と「にぎる」は似ている動作

をあらわしますが、「つかむ」には「夢をつかむ」

「ペースをつかむ」、「にぎる」には「権力を握る」

という使い方があるように、それぞれの意味の

広がりを調べていくと違いが見えてきます。

佐藤　日本語を教えていると、普段何気なく話

している私たちには思いもよらない質問が来る

こともあり、そのたびに新たな発見があって私

自身も日々考えさせられています。

茶谷　学生からの質問はときにすごく本質的

で、「当たり前」を客観的にとらえ直し、深く

理解するきっかけになりますよね。

佐藤　それが大学院で専門的な知識を学ぶモチ

ベーションになっています。現在は、留学生や

日本で働く外国人へのインタビューを通じ、日

本で生活するうえでの問題点、それに対する支

援について研究を進めています。

茶谷　外国人の就労問題について知る意義はも

ちろんのこと、それを通じて社会がどう変わっ

ていく必要があるのかを考えることにもつなが

りますね。当然、日本で働くうえでは、日本語

でうまくコミュニケーションする力が不可欠

で、日本語教育とも深く関わる研究ですね。

佐藤　大学院では、自分の研究分野以外にもさ

まざまな研究に触れることができ、それらをつ

なげて考える力が身につくのが大きな魅力です。

茶谷　日本語教師として働きながら学ぶ学生、

日本語学習者としての経験をもつ留学生など、

母語も文化も経歴も多様な研究仲間とともに、

学びを広げていってほしいと思います。

Academic 
Talk
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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

自身の研究課題にとことん取り組んで論文を完成させる経験は、キャリア
において直面するさまざまな問題についても自ら考え、解決していく大きな
力になると思います。

受験生への
メッセージ

社会人としてスキルアップしたい、自分の付加価値を高めたい、どんな目的
であっても、学びたいという強い意志のある方は大学院に入る意義がある
と思います。仲間と助け合って学ぶ機会も多く、視野が広がりますよ。

受験生への
メッセージ

茶谷 恭代　准教授
博士（学術）　東京外国語大学大学院 地域文化研究科 博士後期課程修了
［専門分野］日本語学、日本語教育

佐藤 辰徳
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 修士課程１年
都内日本語学校に在職
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Master of Ar ts in Psychology

臨床心理分野

心の健康に貢献する研究を行い、保健医療、福祉、教育、司法･犯罪、産業･労働などの
各領域で活躍できる、専門知識と実践力のある公認心理師・臨床心理士を養成

博士前期課程　　　　町田キャンパス　　　  昼間・土日

●「臨床心理士」取得のための受験資
　格が得られる
●「公認心理師」の大学院における対
　応カリキュラムを整備
●経験豊かで多彩なスタッフがチーム
　ワークで行う丁寧かつ実践的な指導

・臨床心理士／公認心理師
・心理検査、認知行動療法、遊戯療法、力
動的な心理療法、統合的な考え方、自己
マネージメント力、学校支援、災害支援、
キャリア支援 など

現代の加速度的に多様化する問題に向き合うために、精神医療現場における当事者家族支援、
自然災害や感染症拡大などに伴って必要とされる地域災害支援、子どもたちの学校適応への支援、働く人々の健康やキャリアの支援などで
第一線に立つ専門家が実践と研究を推進しながら教育に携わっています。

〉〉     Point

■ 取得できる資格・スキル

医療機関、学生相談室・教育相談所、学校（ス
クールカウンセラー）、EAP関連企業、児
童相談所、障害者支援施設等の「公認心理
師」及び「臨床心理士」、公務員、教育研
究職 など

■ 修了後の進路

・不登校生徒に対する心理社会適応支援の
　ための基礎的検討
・育児に専念していた女性が子どもを優先し
　ながら非正規雇用で働くプロセス

■ 最近の学位論文題目

働く女性のメンタルヘルスに着目し
精神的な負担を軽減する働き方を模索

池田　私が取り組んでいるテーマは、「災害時

の人々の心理と社会的支援」です。被災地とな

った各地への支援活動を通じ、精神面のセルフ

ケアと組織的なサポート体制づくりに役立つ情

報を提供しています。伊藤さんはどのようなき

っかけで臨床心理学を学ぼうと思われたのです

か？

伊藤　数年前、身近な人が仕事上のストレスに

悩み休職しました。その経験を通じて自分の無

力さを感じ、働く人の心の問題について専門的

に学びたいと考えました。

池田　災害時においては、支援する側のメンタ

ルヘルスも重要な問題になります。「近くにい

たのに助けられなかった」という意識が大きな

心の負担になることが多々あるからです。その

点、伊藤さんは自身の悔しかった経験を、大学

院で学びたいという前向きな姿勢に変えていて

すばらしいですね。自分のテーマを明確に持ち、

積極的に授業に取り組む様子も印象的です。

伊藤　現在は、女性客室乗務員のキャリアを題

材に研究しています。客室乗務員は機内での華

やかなイメージから人気の職種ですが、キャリ

アを重ね昇進すると、業務内容が大きく変わり

ます。キャリア移行のタイミングにおいて、ど

のような心理的負担があるのか、またその要因

について調査しています。

池田　人は先の見えない状況に強いストレスを

感じるので、そうしたモデルケースを提示する

ことが、見通しを持ってキャリアを考え、心理

的な負担を軽減するうえでの手助けになると思

います。

伊藤　桜美林大学大学院は、内部施設である臨

床心理センターで実習体験を積むことができる

のも魅力的です。

池田　毎回、臨床現場で活躍する専門家から直

接フィードバックがもらえるので、実践的な訓

練ができますね。授業を行う教員も臨床と研究

の第一線で活躍する専門家ばかりです。

伊藤　充実した学習環境のもと、今後は臨床心

理士の資格取得を目指し、働く人々に関わり、

皆さんの心の健康を保持できるような支えにな

りたいと思います。

Academic 
Talk

心理学実践研究
学位プログラム

問題意識を持ち、多角的な視点から実践的な心理支援について学びた
い方は大歓迎です。公認心理師、臨床心理士どちらの資格を取ることもで
きるので、自身の理想とするキャリアに近づくことができますよ。

親身になってくれる先生や志の高い同級生との出会いもあり、桜美林大
学大学院を選んでよかったと心から思っています。皆さんも自分に合った学
びの環境での勉強を通じて、夢を実現してほしいと思います。

池田 美樹　准教授
修士（人間科学）　早稲田大学大学院 人間科学研究科 健康科学専攻 博士後期課程単位取得満期退学
［専門分野］認知行動療法、行動臨床心理学、災害時の心理社会的支援

伊藤 朋子
心理学研究科 臨床心理学専攻
［現：心理学実践研究学位プログラム 臨床心理分野］ 修士課程２年

受験生への
メッセージ

受験生への
メッセージ
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Master of Ar ts in Psychology

ポジティブ心理分野

●「専門健康心理士」の受験資格の取
　得が可能
●「公認心理師」の大学院における対
　応カリキュラムを整備
●授業は平日夜間や週末を中心に開
　講し、オンラインも活用

・公認心理師／専門健康心理士
・社会的スキル訓練、認知行動療法、動機
　付け面接、ボディワーク、コーチング など

ポジティブ心理学は、「人や集団、組織が最適に機能し、繁栄に至る条件や過程を明らかにする学問」として
医療やビジネスをはじめ多くの分野で世界的にその活用が期待されています。さまざまな実践経験を有する教員による現場に則した指導で、
包括的なスキルを身につけることができます。

〉〉     Point

■ 取得できる資格・スキル

公的機関や企業の心理専門職、児童福祉や
障がい者支援のリーダー、 高等教育機関で
の教育研究職、起業、研究者 など

■ 修了後の進路

・ 成人形成期のスマホゲーム依存とウェル
　ビーイングとの関連－自己制御と時間的展
　望に着目して－
・ 感情と歩行動作の関連性

■ 最近の学位論文題目

心理学実践研究
学位プログラム

身体的なふれあいを通じて
親と子どもの心の健康を増進したい

山口　ポジティブ心理学は比較的新しい研究分

野なので、あまり馴染みのない方がほとんどかと

思います。簡単に言うと、心の問題の治療を目的

とする臨床心理学とは異なり、身体や周囲の環境

を改善することで、健康やウェルビーイングの増

進を目指す学問です。私は現在「タッチ学」と

いって、他者との身体的な触れ合いが心にどうい

う影響をもたらすのかを追究しています。

大金　身体心理学の第一人者である山口先生の

研究分野は、私が仕事で実践している赤ちゃん

体操にも関連があり、大学院を受験するきっか

けとなりました。私は経験則だけではなく、エ

ビデンスに基づいた指導方法を併せることが、

今後の育児支援に大きく役立つと考えています。

また、健康を促進させるためには心身を整える

ことが大切であり、ポジティブ心理学を活用し

た支援が必要であると感じています。

山口　大金さんは自分の仕事で活かせる研究を

したいという明確な目標のある方です。また、

いつも元気で明るく、まさにポジティブ心理学

を実践している院生ですね。

大金　現在は赤ちゃんの親子体操が母子の心身

の健康に与える影響について研究しています。

この研究結果をもとに、将来、赤ちゃんと養育

者の健康増進を目指す支援に繋げたいと考えて

います。

山口　親子体操というテーマは、親と子ども、

両方のウェルビーイングを目指す点で新しい研

究だと思います。

大金　大学院にはさまざまな経歴を持つ学生が

集まるため、個々の経験や学習状況に応じた丁

寧な指導を受けることができます。同期の支え

も心強く、恵まれた環境の中で学習意欲が高ま

り、授業時間を有意義に過ごすことができてい

ます。

山口　何かとストレスの多い現代社会。病気と

まではいかないものの、ストレスを感じながら

生活している人がほとんどです。ポジティブ心

理学は、そんな人が自分自身でストレスに対処

し、健康を保つ方法を提示できる、非常に有意

義な学問分野だと考えています。ここで得た知

識は、どんな場面でも役立つはずです。

Academic 
Talk

ポジティブ心理学は、実践すれば自分自身の人生の幸福度を上げることにも
つながる学問です。公認心理師と専門健康心理士の資格を取得可能なの
で、ポジティブ心理学の視点を持った心理的支援に活かすことができます。

将来、ポジティブ心理学があらゆるジャンルの現場と融合し、実践されてい
くことを期待しています。これから大学院を目指す皆さんが、さまざまな分野で
ご活躍されることを心から応援しています。

山口 創　教授
博士（人間科学）　早稲田大学大学院 人間科学研究科 健康科学専攻 博士課程修了
［専門分野］健康心理学、身体心理学、臨床発達心理学

大金 保穂
心理学実践研究学位プログラム ポジティブ心理学分野 博士前期課程１年
Loving Kids代表

ポジティブ心理学を基盤学問として個人、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・高度職業人・研究者を養成

博士前期課程　　　　町田キャンパス　　　  夜間・土日

受験生への
メッセージ

受験生への
メッセージ
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経営学
学位プログラム
Master of Ar ts in Business Administration

経営学研究コース／MBAコース

経営学研究コース

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高度専門職業人を養成

博士前期課程　　　　新宿キャンパス　　　 夜間・土日

●各分野で活躍する経験豊富な教員
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

・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の即戦力となる実践力

経営学の基盤ともいえる経営管理について理論的に・体系的に学ぶコース。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ます。

MBAコース 他大学には見られない「エンターテインメントビジネス」「事業創造」「アジアビジネス」「経営実践」といった
独創的な分野を学際的に学ぶことができます。

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、
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。

〉〉     Point

■ 取得できるスキル

大学、シンクタンク、グローバル企業、国
際交流団体、政府機関、独立起業、博士後
期課程への進学 など

■ 学びの目標・修了後の進路

・中国 IT 企業による日本進出の成功要因に
　関する一考察－バイトダンスとバイドゥの
　比較分析を中心に－

■ 最近の学位論文題目

中国IT企業が日本で成功するための
マーケティング戦略を考察

ジョ　ビジネスを通じて日本と中国の架け橋に

なりたいという夢の実現に向け来日しました。

大学院では中国での勤務経験を活かし、中国

IT 企業が日本に進出する際のマーケティング

戦略について研究しています。

董　研究を行う際に、私からは経営学的な比較

分析やデータ分析の手法をアドバイスしました。

ジョ　董先生には研究面でのアドバイスはもち

ろんのこと、日本語での論文作成についても丁

寧に指導していただきました。また、桜美林大

学大学院では、留学生向けの就職活動セミナー

や日本語学習のサポートが充実しており、恵ま

れた環境で学ぶことができました。

董　学位プログラム制では心理学や言語学と

いった、経営学に関わる多様な学問の知識を学

ぶことができます。また、豊富な経験を積んだ

教員が数多くおり、学問面・実務面の両方から

研究にアプローチすることができます。大学院

生は学部の授業を受講できるので、学びたい気

持ちがあれば基礎からしっかり学ぶことができ

る点も大きな魅力ですね。

Academic 
Talk

董 光哲　准教授　 ジョ ブン

桜美林大学大学院では、教員の丁寧な指導の
もと、学問的に刺激を受けながら有意義で充実
した日 を々過ごせると確信しています。

さまざまなことに挑戦できる環境で学ぶことで、自
分の理想像を明確にし、夢を叶えるための第一
歩を踏み出すことができますよ。

学術博士　桜美林大学大学院 国際学研究科 博士後期課程修了
［専門分野］人的資源管理、国際人的資源管理、中国企業統治論、モチベーション論

経営学研究科 経営学専攻 MBAプログラム アジアビジネスコース
［現：経営学学位プログラム MBAコース アジアビジネス分野］ 修士課程２年

事業創造分野

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
メントに特化した分野です。さまざま
なコンテンツやイベントなどのマネジメ
ント手法を修得します。

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
成します。

アジアビジネス分野

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ついて学ん
でいきます。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。

経営実践分野

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。特に、「国際標準」と「ビジネ
ス倫理」の２つのクラスターについて
掘り下げていきます。

エンターテインメント
マネジメント分野

受験生への
メッセージ

受験生への
メッセージ
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大学アドミニストレーション
実践研究学位プログラム
Master of Arts in Higher Education Administration

（通信教育課程）

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

修士課程　　　　千駄ヶ谷キャンパス

●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
　授業も行います）
●学生の多くは全国の国公私立大学
職員で、豊富な事例や経験から相互

　に学び合うことが可能

・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

グローバル化や少子高齢化、
さらにはデジタルトランスフォーメーションなどの技術革新により急速に変化する現代。
時代の行方を左右する大学などの高等教育の現場で、組織の中心となるリーダーに必要な知識やスキルを獲得します。

〉〉     Point

■ 取得できるスキル

現在の職場でのステイタスアップ、大学等
の教育研究機関、高等教育関係団体、国や
地方の政府機関、教育関連企業 など

■ 学びの目標・修了後の進路

・私立大学における教学マネジメントを支える
　事務組織－職員が果たすべき役割について－
・大学進学における効果的な予約型奨学金
　の在り方

■ 最近の学位論文題目

大学院での学びとネットワークを活かし
教学マネジメントの改善に貢献したい

浦田　私の研究テーマのひとつは大学財務です。

授業料や政府からの資金を大学がどのように活

用しているか、その現状を分析しています。

澤田　大学職員として働く私も資金を適切に使

うということは常に意識しています。大学では

学生の支援や学部の運営に携わっています。学

生に積極的な学修を促す一方で、そういう自分

自身は学修を続けているのかと自問し、改めて

高等教育について体系的に学びたいと考え、大

学院に入学しました。通信教育課程なので基本

的には自学自習し、夏期と冬期のスクーリング

を通じて理解を深めてきました。

浦田　自らの職務を踏まえ、深い問題意識を

持って学ぶ澤田さんの姿勢は素晴らしいと思い

ます。大学の現場で活きるマネジメントをしっ

かり学べるのは桜美林大学大学院ならではの特

長ですね。

澤田　大学院では、教職協働による教学マネ

ジメントを実現するための大学職員の専門性

について研究しました。「ジョブ型雇用」とい

う言葉もあるように、専門性を持った働き方

が注目されていますが、むしろさまざまな部

署を経験し、全体像を理解したうえで、専門

性を獲得していくことが重要であるという知

見を得ました。

浦田　当然のように受け入れられていること

に、研究という裏付けを持って新しい考えを提

示できるのが面白いところですね。

澤田　仕事上でも部下に対して裏付けを持って

指示できるという点で研究が活きています。ま

た、教員にも確信を持って意見を伝えることが

できるようになりました。

浦田　大学アドミニストレーション学位プログ

ラムでは、研究者と実務家、双方の教員から多

角的な学びを得ることができます。加えて、在

学生・修了生のネットワークが確立しているの

で、新しい人脈が広がるのも魅力だと思います。

澤田　同じように社会人学生を経験した職員同

士だからこそ共感できる課題もあります。勤務

している大学は違っても、高等教育全体をよく

していきたいという思いは同じなので、今後も

学修に励み、高め合っていきたいですね。

Academic 
Talk

大学をはじめとする教育機関に勤めている方にとって、大学院で研究する
ことは自身の職務を広い視野から見直すための土台になります。大学アド
ミニストレーターとしての向上を目指して、ぜひ一緒に学びましょう。

仕事と学修の両立は楽ではありませんが、一歩踏み出さないと得られないこ
ともあります。桜美林大学大学院には、学びたい気持ちがあればそれに応え
てくれる支援や環境があるので、社会人の方にも強くおすすめします。

浦田 広朗　教授
博士（教育学）　広島大学大学院 教育学研究科 博士課程単位取得退学
［専門分野］教育社会学

澤田 博昭
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
［現：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） 修士課程２年
立命館大学生命科学部事務室に在職中

受験生への
メッセージ

受験生への
メッセージ
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老年学
学位プログラム
Master of Ar ts in Gerontology

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

博士前期課程　　　　千駄ヶ谷キャンパス　　　 夜間・土日

●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

・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さまざまな分野の実   
践を行うスキル

少子高齢化から派生するさまざまな社会問題には、もはや単一の学問だけでは解決できません。
医学、看護学、福祉学のみならず、心理学、社会学、経済学など社会科学をも包含した学際的な学びを通じて、
多職種連携の実践および研究の推進役を担う人材を養成します。

〉〉     Point

■ 取得できるスキル

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 など

■ 学びの目標・修了後の進路

・高齢者の心身機能に対する「カウンター
クロックワイズ」の介入効果／・フラワーア
レンジメントがデイサービス利用高齢者の精
神的健康状態に及ぼす効果

■ 最近の学位論文題目

研究で培った多角的な視点を仕事に還元し
「定年に縛られない生き方」を自ら体現したい

杉澤　年を重ねても健康を保ち続ける人が増加

している一方で、高齢者の健康格差は広がりを

みせています。そういった格差の原因を探り、

是正を図ることが老年学の大きな目的です。私

は特に、収入や学歴といった社会的要因に着目

し、それらが高齢者の心身の健康に及ぼす影響

について研究しています。

池口　私は保険会社に勤め、長年お客様のライ

フプラン設計に携わってきました。現在は出向

先にて、会社員のセカンドキャリアを提案する

仕事をしています。これらの経歴を通じ、超高

齢社会への強い課題感を持つようになりまし

た。定年を迎えた後も健康に働くことのできる

社会について考えるうえで、老年学はまさにう

ってつけの学問分野でした。

杉澤　超高齢社会の問題について考える際は、

高齢者の現在の生活面に着目しがちですが、実

は生まれた時からの生活習慣や環境が高齢期の

健康を決定づけているのです。その点、高齢者

がたどってきた生活の軌跡も視野に収め、高齢

期の予防的な健康づくりを目指す老年学は、会

社員のライフプランやセカンドキャリアを考え

るうえでも学ぶ意義が十分にあると思います。

池口　修士論文では、50 代以降でキャリアチ

ェンジに成功された方へのインタビュー調査を

通じ、心理的な変化や成功の要因について解明

したいと考えています。

杉澤　これは従来の老年学ではあまり対象とさ

れてこなかった研究領域です。高齢者も戦力と

して働くことが求められるこれからの時代、池

口さんの研究は定年後もやりがいを持って健康

に働くことのできる社会づくりにヒントを与え

てくれるはずです。

池口　桜美林大学大学院では、心理学や社会学

といった老年学に関わる複数の学問を同時に学

ぶことができます。こうして養った多角的な視

点を仕事にも還元し、「定年に縛られない生き

方」を自ら体現していきたいです。

杉澤　企業で培ってきた経験を、研究という実

証性の高い方法で外部に発信できるのも大学院

のいいところですね。池口さんの今後のキャリ

アに期待しています。

Academic 
Talk

「老年学」という学問を研究できるのは、日本で桜美林大学大学院だけで
す。基礎から学びたい方にも、すでに高齢者に関する研究分野で活躍さ
れている方にも、充実した学びの場を用意してお待ちしております。

自分の人生は自分で決めることが大切だと改めて感じています。何かを学
び直したいと考えている社会人の方には、自分の可能性を広げる手段の
ひとつとして桜美林大学大学院を選んでいただけるとうれしいですね。

杉澤 秀博　教授
保健学博士　東京大学大学院 医学系研究科 保健学博士課程修了
［専門分野］老年社会学

池口 武志
老年学学位プログラム 博士前期課程１年
日本生命保険から一般社団法人定年後研究所へ出向中

受験生への
メッセージ

受験生への
メッセージ
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老年学
学位プログラム

国際学術研究
学位プログラム
Doctor of Philosophy

経営学研究領域／心理学研究領域

博士後期課程　 ［経営学研究領域］新宿キャンパス
［心理学研究領域］町田キャンパス

夜間・土日

プロフェッションにおける思考過程の中で、習慣、倫理、人間関係、
行動様式等に係る学際的知識及び能力

■ 取得できるスキル

現場での実用化を見据えることが
研究の大きなモチベーションに
つながった
大学院では、指先に簡易的な装置を取り付け、血流を調べることで

精神の健康状態を定量化する研究を行なっています。うつや認知症

は、自分ではその兆候に気づきにくい病です。この研究が実用化さ

れれば、精神疾患の早期発見や心理療法の効果の検証が可能になり、

自殺者や認知症患者の増加といった社会問題の解決に貢献できるの

ではないかと考えています。学部時代から続けてきた研究の応用を

目標に進んだ博士課程では、先生のサポートのもと、主体的に研究

に取り組んでいます。大切にしているのは、「人に寄り添った研究」

をするということ。研究を論文で終わらせるのではなく、現場での

実用化を見据えることが、研究をするうえでの大きなモチベーショ

ンになっています。

柴山 笑凜
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１年
桜美林大学大学院 心理学研究科 
健康心理学専攻 修士課程 2021年修了
公認心理師

Inter view

研究者、大学教員、グローバル企業、政府機関、NGO/NPO、国
際機関 など

■ 学びの目標・修了後の進路

・逆境的小児期体験（ACE）を有し抑うつ傾向にある成人に対する
　タッチングの心理・生理的影響に関する実験的研究
・中国自動車企業のクロス・ボーダー M&Aと海外経営資源利用
・ベトナム企業のコーポレート・ガバナンスに関する研究 

■ 最近の学位論文題目

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。

Doctor of Philosophy in Gerontology

博士後期課程　 千駄ヶ谷キャンパス

夜間・土日

・老年学の知識を活用し新たな知見を作り出すスキル
・高齢者を対象としたさまざまな分野の高度な専門的実践を行うスキル

■ 取得できるスキル

高齢期の性的マイノリティが
抱える課題を調査。
多様な価値観が自信になった
社会福祉法人で老人ホームの管理や研修業務に携わった後、現在は

大学で社会福祉士の養成を行なっています。博士論文では「高齢期

の性的マイノリティ」をテーマに取り上げました。若い世代の

LGBTQ はメディアなどで取り上げられ、社会で受容されつつある

なか、高齢者の問題についてはあまり知られていないと感じたから

です。研究では、当事者 20 名以上と高齢者施設のスタッフを対象

に調査し、当事者の現状や今後の不安、スタッフの認識など、さま

ざまな課題を知ることができました。大学院に通う意義は、職種も

国籍も異なる同窓生と共に学ぶことで、まったく違う視点からの意

見をもらえるところです。そうして得た多様な価値観は、現在の

キャリアにおいても大きな自信になっています。

北島 洋美
老年学研究科 老年学専攻 
博士後期課程2020年修了
日本体育大学 体育学部 
健康学科　教授

Inter view

各種研究・教育機関、高齢者・少子高齢社会を対象にしたさまざま
なサービス提供組織・機関 など

■ 学びの目標・修了後の進路

・在宅医療の有効性に関する科学的根拠構築のための研究
・特別養護老人ホームにおけるユニットケアと介護職員のバーンア
　ウトとの関連

■ 最近の学位論文題目

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さまざまな角度から学際的に研究ができます。

大学院には、研究の進展を自分のことのよう
に喜んでくれる先生がいます。自分の目標を
持ちながら、一緒に研究を楽しみましょう。

大学院は、仕事での経験を勉強に活かせる
ところです。両立できるか不安な人も、挑戦し
てみれば新しい世界が開けると思いますよ。

受験生への
メッセージ

受験生への
メッセージ



■ 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

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

2 多摩センター

新大久保

四ツ谷

高田馬場

大久保

淵野辺

町田

1

■ キャンパスアクセス

東京都新宿区百人町3丁目23-1
JR新大久保駅より徒歩8分／
JR大久保駅 北口より徒歩6分／
JR高田馬場駅（戸山口）より徒歩13分

新宿キャンパス1

東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目1-12
JR千駄ヶ谷駅より徒歩6分／
東京メトロ副都心線北参道駅より徒歩5分

千駄ヶ谷キャンパス

千駄ヶ谷

3

東京都町田市常盤町3758
JR淵野辺駅よりスクールバスで約8分
多摩センター駅よりスクールバスで約20分

町田キャンパス2

3

E-mail：info-ctr@obirin.ac.jp 　
URL：https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/

4/22（金）18：30 ～
● 経営学学位プログラム
● 心理学実践研究学位プログラム（ポジティブ心理分野）
● 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）

4/23（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
● 老年学位プログラム［博士前期・後期］

6/24（金）18：30 ～
● すべての学位プログラム※

7/16（土）13：00 ～
● すべての学位プログラム※

9/22（木）18：30 ～
● 経営学学位プログラム

9/24（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（臨床心理分野）
● 心理学実践研究学位プログラム（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）
● 老年学学位プログラム［博士前期・後期］

12/3（土）13：00 ～
● すべての学位プログラム※

2022年9月入学者選抜

Ⅳ期、海外学生入試
（9月入学）

Ⅰ期

2022  4/6（水）

2022  4/28（木）
　　～ 2022  5/9（月）

2023年4月入学者選抜

Ⅱ期
海外学生入試

Ⅲ期 Ⅲ期B日程

2022  5/10（火）

2022  6/4（土）

2022  6/10（金）

2022  6/17（金）

2022  7/7（木）

2022  9/1（木）
　　～ 2022  9/7（水）

2022  9/8（木）

2022  10/8（土）

2022  10/14（金）

2022  10/21（金）

2022  9/14（水）

2022  11/10（木）
　　～ 2022  11/16（水）

2022  11/17（木）

2022  12/17（土）

2022  12/23（金）

2023  1/10（火）

2022  11/16（水）

2023  1/12（木）
　　～ 2023  1/18（水）

2023  1/19（木）

2023  2/18（土）

2023  2/24（金）

2023  3/3（金）

2023  1/10（火）

2023  2/16（木）
　　～ 2023  2/21（火）

2023  2/22（水）

（書類審査）

2023  3/6（月）

2023  3/13（月）

※1 最終日は日本時間の正午（昼12時）まで ※2 心理学実践研究学位プログラム（臨床心理分野）除く ※3 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

※ 国際学術研究学位プログラム［博士後期課程］を除く

個別の入学資格審査〆切
（必着）

出願書類必着

出願期間
（インターネット出願の登録期間）

※1

※2
※3

試験日

合格発表日

手続締切日

事前申込制




