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大東文化大学は、2017 年 3 月（財）大学

【E-mail】daigakuin̲nyushi@jm.daito.ac.jp 【URL】https://www.daito.ac.jp/education/graduate̲school/

基準協会より、協会の定める大学基準に
適合していると認定されました。

CONTENTS
01

学長メッセージ

34

CONTENTS

35

中国言語文化学専攻

38

英語学専攻
日本言語文化学専攻

03

各専攻の特長

42

05

文学研究科

45

07

日本文学専攻

10

中国学専攻

13

45

外国語学研究科

アジア地域研究科
アジア地域研究専攻

英文学専攻

49

経営学研究科

15

書道学専攻

49

経営学専攻

18

教育学専攻

53
20

経済学研究科

20

経済学専攻

24

法学研究科

26

法律学専攻

30

政治学専攻

33

スポーツ・健康科学研究科

53

スポーツ・健康科学専攻

56

2023年度 入学試験情報

57

各種制度
（免許／奨学金／学費等）

公共政策学専修コース

研究できることは幸せなこと
諦めずに続ける粘り強さが、良い成果につながる
大東文化大学 学長

内藤 二郎

大学院進学を目指しておられる皆さんは、色々な夢や目

マを選び、そのテーマに関連のある先行研究をサーベイし、

は、その域に到達するまで精一杯頑張っていただきたい、

標をお持ちだと思います。皆さん方は、どのような夢や目

文献や資料を集めてじっくりと読み込み、データ分析や調

それを是非、大東文化大学で実現していただきたいと強く

標、目的をお持ちでしょうか。すでに、いろいろな目標を

査等を通じてオリジナルな成果を上げる、という一連の研

願っています。

もって大学院進学をお考えだと思いますが、それらを今一

究のプロセスを、自分自身の興味、関心に基づいて自由に

新型コロナウイルス感染症の拡大により社会が大きな困

度、ご自身でしっかりと噛み締めてみてください。そして、

選択できるからです。ただし一方で、研究が楽しい、研究

難に直面するなかで様々な制約があり、勉強を続けること

これまでの大学での勉強や様々な経験を通して見つけた夢

できることが幸せだ、と思えるようになるまでには相当の

にはいろいろとご苦労があったことでしょう。それだけに、

や目標に向かって、大東文化大学で大学院生として研究に

努力や時間も必要でしょう。そこに至るまでには、その何

これまでの努力を生かすべく、大学院で研究する機会を是

励んでください。本学には様々な研究の機会が用意されて

倍も、何十倍もの苦労や努力が求められることになります。

非手にしていただきたいと思います。そして自らの目標を

います。

それに負けてしまいそうになることがあるかも分かりませ

達成すべく、大東文化大学の大学院で思う存分研究に取り

ん。しかし、諦めずに研究を続ける粘り強さが、良い研究

組んでください。チャレンジ精神と強い志を持っておられ

成果につながっていくものだと信じています。皆さん方に

る方々を、我々教職員は心から歓迎し、全力で応援します。

研究者の一人として私が思うことは、研究をすること、
できることはとても幸せなことだ、ということです。テー
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大東文化大学大学院
各専攻の特長

大東文化大学大学院は、高度にして専門的な学術の理論および応用を研究・教授し、その深奥を究めて、文化
の創造・発展と人類の福祉に寄与することを目的としています。
修士課程・博士課程前期課程は、広い視野にたって精深な学識を修め、専門分野における研究能力、または高
度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的としています。
博士課程後期課程は、専門分野について研究者として自立して研究活動を行い、また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およびその基礎となる豊かな学識を養います。

▌日本文学専攻

▌中国言語文化学専攻

古典と近現代文学、日本語と、多彩なメニューを用意し、少人数制の授業の
なかで、きめ細かな指導を行っています。

中国語学、日中言語比較論、中国語教育学、中国言語文化学、日本翻訳・通
訳論の高度な専門性を備えた指導体制で、21世紀のグローバル化社会に通用
するスペシャリストの育成をします。

▌中国学専攻
文学、史学、哲学の三つの分野に各おの専家を配置して、多方面の研究者・
専門的職業人の養成を目指します。

文学研究科

外国語学研究科

▌英語学専攻

▌英文学専攻

英語学、英語教育学、言語文化学の 3 分野において、英語を理論と実践の両
面から研究するとともに、異文化コミュニケーション実習や通訳・翻訳など
の科目を通して、高度な専門知識とともに実践的英語力を身につけます。

歴史と伝統のある英語圏の文学や文化を学び豊かな人間性と創造力溢れる国
際化に適応できる人材の育成を行います。

▌日本言語文化学専攻

▌書道学専攻

日本語学、日本語教育学、日本言語文化学における高度専門教育に加え、日
本語で論文を書く実習科目を設置。海外の大学の日本語教員、中高国語科教
員に多くの就職実績を誇ります。

書学系（書跡文化財、中国・日本書学）と書作系（中国書法・日本書道）から
専攻し、幅広く研究できます。

▌教育学専攻
教育の現実や実際に深い理解を持った教育学研究者および高度な知識や技能
をもった教育者の養成を目的としています。

アジア地域研究科
経済学研究科

▌アジア地域研究専攻
アジア諸地域の歴史的経験をふまえ、政治、経済、社会、文化などに関する
今日的な課題に関する深い洞察力をもち、アジアを舞台に国際的に活躍でき
る人材を育成します。

▌経済学専攻
理論と実証の両面からの指導により、社会経済の高度化等の変化に対応した
分析能力を有する人材を育成します。

経営学研究科

▌経営学専攻
経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の分野に
おいて企業社会や国際社会で必要とされる能力を有する専門的職業人を養成
します。

▌法律学専攻

法学研究科

学ぶ者のニーズを考えた幅広いメニューを提供し、専門職をはじめ高度な職
業人の育成を目指します。

▌政治学専攻
政治学は守備範囲の広い学問ですが、各分野の専門家を揃え、個別に基礎か
ら指導する体制を用意しています。

03

スポーツ・
健康科学研究科

▌スポーツ・健康科学専攻
スポーツ分野の高度な専門的知識をもつ教員と指導者、医療分野で予防医学
を修得した専門的職業人と指導者を育成します。

04

文学研究科

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士課程 前期課程・修士課程
教育研究上の目的

教育研究上の目的

文学研究科博士課程前期課程・修士課程は、人間の生き方やあり方を考究する総合的な人間学としての文学をはじめとする人文諸科学の真髄
を理解し、かつ広範な知識を修得し、新しい価値観を創造し人類文化の発展に寄与することができる高度な研究能力及び職業能力を持った人
材の養成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

博士課程 後期課程

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科博士課程後期課程は、博士課程前期課程での教育内容をさらに深め、人文諸科学（日本文学・中国学・書道学）の真髄を理解し、
かつそれに関するより広範な知識を修得し、新しい価値観を創造して人類文化の発展に寄与することができる高度な研究能力及びより専門的
な職業能力を持った人材の養成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科博士課程前期課程・修士課程は、教育目標に定める人材を育成す

文学研究科博士課程前期課程・修士課程は、教育研究上の目的、ディプロ

文学研究科博士課程後期課程は、教育目標に定める人材を育成するため、所

文学研究科博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー

るため、所定の期間在学し、所属研究科において定める専門分野に関する次の

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

定の期間在学し、所属研究科において定める専門分野に関する次のような高度

（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基

ような高度な能力を身につけ、修士論文および修了作品 ( 書道学専攻のみ ) が

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認められた学生に博士 ( 日本

づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

審査のうえ合格と認められた学生に修士 ( 日本文学・中国学・英文学・書道学・

け入れる。

文学・中国学・書道学 ) の学位を授与する。

①入学にあたり、５専攻各々における、高度で専門的な知識を習得することが

①日本文学・中国学・書道学の各分野において、より高度で専門的な学識を修め、

教育学 ) の学位を授与する。
①人文諸科学の高度で専門的な学識を修め、５専攻各々の専門に関わる深い知
識を持ち合わせている。
②５専攻各々が求める高度な専門技能を身につけ、それらをもって社会に貢献

①博士課程前期課程・修士課程レベルにおいて修得した知識・理解を基に、日
できる学力を有している。
②５専攻各々が求める高度な専門技能を身につけ、それらをもって社会に貢献
しようと志している。

深い知識を持ち合わせている。
②日本文学・中国学・書道学の各分野が求める高度な専門技能を身につけ、そ
れらをもって積極的に社会に貢献することができる。

本文学・中国学・書道学の各分野において、さらに高度な専門性を修得しよ
うとする意欲がある。
②日本文学・中国学・書道学の各分野が求める高度な専門技能を身につけ、そ
れらをもって広く社会に貢献しようと志している。

することができる。
①５専攻各々の分野における学修・研究課題を明確に意識し、その対応方策に
①５専攻各分野における学習・研究課題について、幅広く専門的な知見をもと

ついて思考・考察・判断し、それらを表現し発信することを目指している。

に、論理的に思考・考察・判断し、結論に至るまでを的確に表現し発信するこ
とができる。

て取り組み、その成果を生かす研究者・専門的職業人として積極的に社会に
貢献することができる。
②多文化共生に関する諸問題について広く関心を持ち、東西文化の融合を探求

①日本文学・中国学・書道学の各分野における学修研究課題を明確に意識し、

深い専門的な知見をもとに、その対応方策について論理的に思考・考察・判

その対応方策について適切に思考・考察・判断し、それらを明晰な論理によっ

断し、結論に至るまでを的確に表現し発信することができる。

て表現し、広く発信することを目指している。

①５専攻各々における学修・研究課題を明確に意識し、それらに意欲をもって
取り組み、幅広く学ぼうとする姿勢を有している。

①５専攻各分野における学修・研究課題を明確に意識し、それらに意欲をもっ

①日本文学・中国学・書道学の各分野における学修・研究課題について、幅広く

①日本文学・中国学・書道学の各分野における学修・研究課題を明確に意識し、
それらに意欲的に取り組み、その成果を生かす高度な研究者・専門的職業人

①日本文学・中国学・書道学の各分野が求める高度な専門能力を身につけ、そ
の成果を国際的水準において実現し、広く発信していくことを目指している。

として積極的に社会に貢献することができる。
②多文化共生に関する諸問題について広く関心を持ち、東西文化の融合を探求
することができる。

することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科博士課程前期課程・修士課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を修
得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を
編成する。
①日本文学・中国学・書道学の３専攻のそれぞれに、博士論文作成を目標とす

①５専攻それぞれに、修士論文作成を目標とする研究指導科目として演習科目
を設け、研究指導教員が指導する。
②書道学専攻では、修了制作を目標とする研究指導科目として演習科目を設け、

る研究指導科目として演習科目を設け、研究指導教員が指導する。
②日本文学・中国学・書道学の３専攻のそれぞれに、特殊研究と関連科目の講
義科目を設ける。

研究指導教員が指導する。
③日本文学・中国学・書道学の３専攻においては特殊研究科目を、英文学・教育
学の２専攻においては特殊講義科目を設け、それぞれの分野の高度な専門知
識を修得する。
④５専攻それぞれに、各専門性を深め、学識の幅を広げるための関連講義科目

①演習科目では、前期課程における個々の研究を更に深め、学界に通用する研
究論文、博士論文作成を目指し、研究指導教員が指導する。
②特殊研究と関連科目の講義科目では、研究に必要な文献読解能力を養成し、
各分野における高度な専門的知識を修得する。

を設ける。
⑤日本文学・中国学の２専攻の現職教員一年修了コースでは、一年間で修士論
文を作成するための演習科目「課題演習」を設け、研究指導を行う。
⑥日本文学・中国学・書道学の３専攻では、外国語科目（英語・中国語）を設け、
外国語の文献を理解する語学力を養成する。
⑦英文学専攻では、実習科目として「インターンシップ実習」を設け、実践力を
養成する。

①学位授与方針で掲げられた能力の達成状況を、文学研究科３専攻各々におけ
る単位取得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって評価するも
のとする。
②３年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文の評価を行う。
③各年度末に「大学院生研究活動報告―文学研究科―」を提出させ、評価の参
考とする。

⑧教育学専攻では、全員必修の導入科目「総合研究Ⅰ・Ⅱ」を設ける。
①演習科目では、少人数による文献読解法及び研究法を基に、修士論文作成の
ための指導を行う。
②特殊講義・特殊研究、及び関連の講義科目では、教員による講義を基に、教員
と受講者相互の調査・研究の進展をはかる。
③書道学専攻では、理論・実技（実作）の両面の指導を行う。
①学位授与方針で掲げられた能力の達成状況を、文学研究科５専攻各々におけ
る単位取得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって評価するも
のとする。
②２年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文等の評価を行う。
③各年度末に「大学院生研究活動報告―文学研究科―」を提出させ、評価の参
考とする。
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文学研究科
日本文学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士課程 前期課程

Japanese Literature

教育研究上の目的

博士課程 後期課程

Japanese Literature

教育研究上の目的

文学研究科日本文学専攻博士課程前期課程は、広い視野に立脚した研究能力及び高度に専門的な職業能力を身につけた、社会に貢献できる人
材の育成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

日本文学専攻

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程は、自立した日本文学研究者及び高度な専門業務従事者を養成し、もって、社会に貢献できる人材
の育成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科日本文学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標

文学研究科日本文学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標

文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

認められた学生に修士（日本文学）の学位を授与する。

け入れる。

認められた学生に博士（日本文学）の学位を授与する。

け入れる。

①日本文学に対する深い知識を修得しており、古典および近現代文学を主とし

①学部で培った基礎学力・基礎技能を活かして、それを既存の学力・技能と結

①日本文学に対する専門的職業人としての高度な知識を有し、古典および近現

①博士課程前期課程・修士課程レベルにおいて修得した学力・技能を基礎に、

た様々な文学を総合的に理解することができる。
①古代から現代に至る日本語に対する知識を有し、的確な言語を使用すること

びつけ、より高次の学力・技能として定着させることができる。
①幅広い教養と広い視野に立脚した研究能力を身につけ、柔軟な思考ができる。

ができる。
②古典および近現代文学に対して豊かな鑑賞力を有し、批評・分析することが
できる。

代文学を主とした様々な文学を総合的にとらえることができる。
①古代から現代に至る日本語に対する専門的職業人としての高度な知識を有
し、的確な言語使用を行うことができる。

①常に広い観点から現代社会、文化の諸問題を究明しようとする強い意志を

さらに高度な専門知識・技能を身につけようとする目的をもっている。
①研究領域の拡大に努め、学際的・総合的な視野から学問研究に臨むことがで
き、幅広い教養と広い視野に立脚した研究能力を身につけ、柔軟な思考がで

②古典および近現代文学に関する高度な分析能力を持ち、専門的研究者として

きる。

優れた研究ができる。

もっている。

①国際的な水準で広く活躍することをめざして、常に広い観点から現代社会、
①専門的研究者として、建学の精神を踏まえ、積極的に多方面で活躍すること
ができる。
②専門性を活かした職業人として、積極的に多方面で活躍することができる。

①専門的研究者として、建学の精神を踏まえ、積極的に多方面で活躍すること

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科日本文学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲
げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
①前期課程では、日本文学（上代から近現代まで）
・日本語学の各分野にわたる
科目と、関連諸科目として、中国文学・中国哲学・文化史・比較文学等の科目を、
２年間の教育課程として編成している。
②演習科目と講義科目としての特殊研究科目とに分け、演習科目を研究指導教
員による科目として位置付け、他は、演習科目と有機的に関連づけながら、
専門的な知識と豊かな教養を身につける科目として編成している。
③文学・テクストを対象に研究を進め、言語・人間・世界（社会）の相関を根本
から問いながら、高度な思索力・学術論文作成能力・教育力等を養成し、２年

・古典文学Ⅰ特殊研究（一）
・古典文学Ⅰ特殊研究（二）
・古典文学Ⅰ特殊研究（三）
・古典文学Ⅰ特殊研究（四）
・古典文学Ⅰ演習（一）
・古典文学Ⅰ演習（二）
・古典文学Ⅰ演習（三）
・古典文学Ⅰ演習（四）
・古典文学Ⅱ特殊研究（一）
・古典文学Ⅱ特殊研究（二）
・古典文学Ⅱ特殊研究（三）
・古典文学Ⅱ特殊研究（四）
・古典文学Ⅱ演習（一）
・古典文学Ⅱ演習（二）
・古典文学Ⅱ演習（三）
・古典文学Ⅱ演習（四）

・近代文学Ⅰ特殊研究（一）
・近代文学Ⅰ特殊研究（二）
・近代文学Ⅰ演習（一）
・近代文学Ⅰ演習（二）
・近代文学Ⅱ特殊研究（一）
・近代文学Ⅱ特殊研究（二）
・近代文学Ⅱ演習（一）
・近代文学Ⅱ演習（二）
・日本語学特殊研究（一）
・日本語学特殊研究（二）
・日本語学演習（一）
・日本語学演習（二）

るよう指導を行う。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲
げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
①後期課程の科目編成は、前期課程と同様、日本文学・日本語学の各分野にわ
たる科目と、関連諸科目として、中国文学・中国哲学・文化史・比較文学等の
科目を、３年間の教育課程として編成している。
②特に、演習科目を研究指導教員による科目として位置付け、前期課程におけ
る研究をさらに深め、より専門的で高度な研究へと進展させられるよう科目
編成している。
③専門的で高度な研究能力・教育能力等を養成し、学界に通用する緻密かつ斬
新で独創性のある博士論文として結実させるよう指導を行う。
①演習科目は少人数による演習形式の授業を行う。博士前期課程での研究成果

次には、個々の研究テーマに即して専門性に満ちた修士論文として結実させ

をふまえ、より高次の指導を実施する。

■実務者用科目

①演習科目は少人数による演習形式の授業である。学生に課題を与え、授業内
②講義科目は学問研究に必要な研究方法の教示と、具体的な研究テーマに沿っ
た講義・解説を行う。適宜、テスト・レポートなどを提出させる。
③演習科目、講義科目とも、インタラクティブな教育を実施する。
①学位授与方針で掲げられた能力の達成状況を、日本文学専攻における単位取
得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって評価するものとする。
②２年間の総括的な学修成果として、複数教員による修士論文の評価を行う。

①学位授与方針で掲げられた能力の達成状況を、日本文学専攻における単位取

■関連講義科目
・中国文学研究
・文化史研究（一）
・文化史研究（二）

・比較文学研究
・中国哲学研究
・日本社会史研究

得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって評価するものとする。
②３年間の総括的な学修成果として、複数教員による博士論文の評価を行う。

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・古典文学Ⅰ特殊研究（一）
・古典文学Ⅰ特殊研究（二）
・古典文学Ⅰ特殊研究（三）
・古典文学Ⅰ特殊研究（四）
・古典文学Ⅰ演習（一）
・古典文学Ⅰ演習（二）
・古典文学Ⅰ演習（三）
・古典文学Ⅰ演習（四）
・古典文学Ⅱ特殊研究（一）
・古典文学Ⅱ特殊研究（二）

・近代文学Ⅰ特殊研究（一）
・近代文学Ⅰ特殊研究（二）
・近代文学Ⅰ演習（一）
・近代文学Ⅰ演習（二）
・近代文学Ⅱ特殊研究（一）
・近代文学Ⅱ特殊研究（二）
・近代文学Ⅱ演習（一）
・近代文学Ⅱ演習（二）
・日本語学特殊研究（一）
・日本語学特殊研究（二）

・古典文学Ⅱ特殊研究（三）
・古典文学Ⅱ特殊研究（四）
・古典文学Ⅱ演習（一）
・古典文学Ⅱ演習（二）
・古典文学Ⅱ演習（三）
・古典文学Ⅱ演習（四）

・日本語学演習（一）
・日本語学演習（二）

■関連講義科目
・中国文学研究
・文化史研究（一）
・文化史研究（二）

・比較文学研究
・中国哲学研究
・日本社会史研究

■外国語科目
・中国語

・英語

Student Voice
日本文学専攻
博士課程前期課程2年

峯岸 加奈 さん
大東文化大学 文学部卒
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Curriculum

②インタラクティブな教育を行う。

・日本文学課題演習

において適切な指導と解説を行う。

文化の諸問題を究明しようとする強い意志をもっている。

ができる。

ブランクがあっても柔軟に対応してくれた先生や職員の方に感謝
進学を検討中の皆さま、こんにちは。突然ですが私の経歴は少し変わっていて、学部卒業後は就職をし、3 年の社会人生活を
経て大学院を受験しました。4 年生の方にはあまり関係のない話に聞こえるかもしれませんが、意外とそうでもないケースもあ
りますので、是非最後まで目を通してくださいね。さて、当時の私は「気持ちはとても進学したいけど、両親を安心させるため
にも就職しよう」という選択をしましたが、結局諦めきれず、こうして舞い戻ることとなりました。ピアノは 1 日休むと取り戻
すのに 3 日かかるという話がありますよね。社会人生活で得た経験を私は無駄ではないと思っています。ですが 3 年のブランク
は大きく、入学後に一番大変だったのは「これを調べるにはあの資料」
「確かあの文献があったはず」といった学部時代には普
通に行えていた発想がスムーズにいかないことでした。そのため講義を担当される先生方にはきちんと事情を相談して、基礎
をカバーする授業を挟んで頂いたりしています。さて、みなさんはどのように大学院を検討中でしょうか。もう少しだけ学んで
みたい、専修免許を取得したい、研究職を目指したい、私のように再入学を考えている、理由は様々だと思います。ベタですが、
まずはお気軽に説明会参加や講義見学をしてみて下さい。在学生なら研究棟の 4 階にある日本文学科資料室で、現役の大学院生
とお話することもできますよ！ 皆様のご来訪をお待ちしております。
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文学研究科
日本文学専攻

専任教員

播本 眞一

HARIMOTO Shinichi
研究分野

博士（文学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：★古典文学Ⅱ演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：曲亭馬琴、
『南総里見八犬伝』、読本、合巻、黄表紙など
●主な著書・論文：
『八犬伝・馬琴研究』
（単著：新典社）
『早稲田大学所蔵合巻集覧（上）』
・
『同（中）』
（共著：青裳堂書店）など

FUJIO Kengo
研究分野

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

美留町 義雄

BIRUMACHI Yoshio
研究分野

日本近世文学

藤尾 健剛

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

修士（文学）
教授

日独比較文学・文化

●最 終 学 歴：立教大学大学院
●担当授業科目：比較文学研究 他
●研 究 テ ー マ：日本とドイツの比較文学・文化研究。おもに森鴎外の文学作品を、彼が留学
時に体験したドイツ文化との関連において読み直しています。
●主な著書・論文：
『鴎外のベルリン』
（水声社）
『軍服を脱いだ鴎外』
（大修館書店）

山口 敦史

YAMAGUCHI Atsushi
研究分野

日本近代文学

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：★近代文学Ⅱ演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：夏目漱石・
「ホトトギス」派の作家・芥川龍之介・正宗白鳥・川端康成など
●主な著書・論文：
『漱石の近代日本』
（勉誠出版）
『川端康成 無常と美』
（翰林書房）

修士（文学）
教授

修士（文学）
教授

中国学専攻

博士課程 前期課程

Chinese Studies

教育研究上の目的
文学研究科中国学専攻博士課程前期課程は、文学部中国文学科の上位に位置する教育課程を擁し、中国の文化を専門的に勉学することによって、
その専門知識と研究能力を修得することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科中国学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

文学研究科中国学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

められた学生に修士（中国学）の学位を授与する。

け入れる。

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において深い知識・技能を有するに

①中国文学・中国史学・中国哲学の分野に関して基礎的な知識を持っている。

上代文学

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★古典文学Ⅰ演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：日本上代文学、日本霊異記
●主な著書・論文：
『聖典と注釈』
（武蔵野書院、編著）
『日本霊異記と東アジアの仏教』
（笠間書院）

とどまらず、関連する分野においても幅広い知識を身につけている。

②中国文献の基礎的な読解力を有している。

②中国文学・中国史学・中国哲学の各分野や中国語の文献を読解し、的確に言
語を使用することができる。
①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において自ら発見した重要な課題を

①根拠に基づいた論理的な思考ができる。
①東西文化を融合して社会に貢献する意思がある。

多角的かつ批判的に考察することができる。考察により得られた知見につい

木村 陽子
KIMURA Yoko
研究分野

博士（文学）
准教授

滝口 明祥

TAKIGUCHI Akihiro

研究分野

日本近現代文学

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：★近代文学Ⅰ演習 ( 前期・後期課程 ) 他
●研 究 テ ー マ：近現代文学・演劇・映像メディア
●主な著書・論文：
『安部公房とはだれか』
（笠間書院）
『日本近現代文学史』
（華東理工大学出版社 、編著）
「「かぐや姫」のアダプテーション―アニメと小説による「物語の祖」への応
答―」
（『大東文化大学紀要』第 60 号）

て、その意義や位置づけを様々なかたちで的確に表現することができる。

博士（日本語日本文学）
准教授

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において関心と問題意識をもちつづ
け、多様な国際社会や地域社会で、自らの研鑽の成果を生かす研究者・指導者・

日本近現代文学

●最 終 学 歴：学習院大学大学院
●担当授業科目：★近代文学Ⅰ演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：1920 〜1960 年代の日本近現代文学
●主な著書・論文：
『井伏鱒二と「ちぐはぐ」な近代』
（新曜社、2012）
『太宰治ブームの系譜』
（ひつじ書房、2016）
「禁止と奨励―太宰治『右大臣実朝』」
（「太宰治スタディーズ」2016・6）など

職業人として積極的に貢献することができる。
②東洋の文化を基礎として西洋の文化を摂取吸収し、東西文化を融合すること
ができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科中国学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ

冨樫 純一

TOGASHI Junichi
研究分野

博士（言語学）
准教授

TAMURA Masahiko
研究分野

博士（日本文学）
講師

中世文学

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★古典文学Ⅱ演習（一）
●研 究 テ ー マ：地獄の思想と絵画の研究
●主な著書・論文：
『描かれる地獄 語られる地獄』
（三弥井書店、2015 年）
『てくてく地獄さんぽガイド』
（グラフィック社、2020 年）
『地獄の歩き方』
（監修、金の星社、2019 年）
『鬼大図鑑』
（監修、金の星社、2020 年）他

09

TOKUUE Toshiyuki

研究分野

日本語学

●最 終 学 歴：筑波大学大学院
●担当授業科目：★日本語学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：現代日本語文法（感動詞・終助詞・役割語など）
●主な著書・論文：
『感動詞とコンテクスト』
（澤田（編））
『ひつじ意味論講座 6 意味とコンテクスト』
（2012 ひつじ書房）など

田村 正彦

德植 俊之

修士（教育学）
准教授

平安文学・和歌文学・文献学（古筆学）
・国語教育

●最 終 学 歴：東京学芸大学大学院連合
●担当授業科目：古典文学Ⅰ特殊研究（三）、★日本文学課題演習
●研 究 テ ー マ：平安時代中期の歌人研究、和歌表現の研究、古筆切研究
●主な著書・論文：
『道信集注釈』
（共著・貴重本刊行会）
「菊歌攷―冬の菊歌をめぐって―」
（『和歌文学研究』61 号）
「『焼け野のきぎす』攷―その淵源と変遷―」
（『国語国文』第 79 巻第 5 号）
「藤原長能の和歌―その歌風形成と特質について―」
（『国語と国文学』第
87 巻第 10 号）

山田 悠介

YAMADA Yusuke

研究分野

る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・中国哲学特殊研究（一）
・中国哲学特殊研究（二）
・中国哲学演習（一）
・中国哲学演習（二）
・中国文学特殊研究（一）
・中国文学特殊研究（二）
・中国文学演習（一）
・中国文学演習（二）

・中国史学演習（一）
・中国史学演習（二）
・中国史学特殊研究（一）
・中国史学特殊研究（二）
・中国音韻学特殊研究

■実務者用科目
・中国学課題演習

①「中国文学」
「中国史学」
「中国哲学」の３領域から専門分野を選択し、
「中国
文学演習」
「中国史学演習」
「中国哲学演習」のいずれかを中心に学ぶ。
②演習科目群では、
「中国文学演習」
「中国史学演習」
「中国哲学演習」といった

■関連講義科目
・国文学特殊研究

・文化史特殊研究

科目の履修を通して、研究テーマの設定、文献読解力、文章表現力を育成する。
①演習科目、研究指導等の少人数科目を利用し、インタラクティブな教育を実
施する。

■外国語科目
・中国語

・英語

② 成績評価をもとに、自己評価と他者評価を踏まえた、学びの振り返りを促し

博士（異文化コミュニケーション学）
講師

環境文学

●最 終 学 歴：立教大学大学院
●担当授業科目：英語
●研 究 テ ー マ：現代日米の環境文学、石牟礼道子
●主な著書・論文：
『反復のレトリック――梨木香歩と石牟礼道子と』
（単著：水声社）
『フィールド科学の入口 文学の環境を探る』
（共著：玉川大学出版部）など

ていく。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、中国学専攻における単位取得
状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって測定するものとする。
②2 年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文の評価を行う。
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文学研究科
中国学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士課程 後期課程

Chinese Studies

中国学専攻

専任教員

大橋 由治

教育研究上の目的

OHASHI Yoshiharu

文学研究科中国学専攻博士課程後期課程は、前期課程の教育課程をさらに発展させ、より高度に中国の文化を専門的に研究することにより、
この分野における専門的職業人としてふさわしい十分な研究能力を修得することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科中国学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

文学研究科中国学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

められた学生に博士（中国学）の学位を授与する。

け入れる。

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において高度な知識・技能を有して

①中国文学・中国史学・中国哲学の分野に関して高度な知識を持っている。

研究分野

吉田 篤志
研究分野

おり、国際的かつ学際的に活躍するために必要な知識を身につけている。

②中国文献の高度な読解力を有している。

語を使用することができる。

①根拠に基づいた論理的な思考ができる。

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において自ら発見した重要かつ未開

①東西文化を融合して新しい文化を創造し、社会に貢献する意思がある。

山口 謠司

YAMAGUCHI Yoji

研究分野

中国文言小説

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国文学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：文言小説・文言小説の文化的背景
●主な著書・論文：
『捜神記研究』明徳出版社 2014 年、
「『異苑』に於ける音聲説話―銅器・墓地・
山川と太常職―」
『東方宗教』第 90 号 1997 年、
「干寶の天觀と『捜神記』の
編纂」
『東方宗教』第 106 号 2005 年、
「『廣異記』の運命觀」
『漢学会誌』59
号 2020 年

YOSHIDA Atsushi

②中国文学・中国史学・中国哲学の各分野や中国語の文献を読解し、的確に言

修士（文学）
専攻主任・教授

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

修士（文学）
教授

中国古代思想・出土資料研究

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国哲学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：経書に対する解釈学（春秋三伝・詩経伝箋等）
・出土資料と伝世文献との比
較研究
●主な著書・論文：
『中国古代思想の考察』
（明徳出版社 2019 年）
中国古代思想・思想史について、古典文献や出土資料を使用して考察した
研究書。

博士（中国学）
教授

中国文献学

●最 終 学 歴：Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Centre de Recherches
Linguistiques sur l'Asie Orientale（フランス国立高等研究院人文科学研究
所アジア言語研究センター）大学院博士課程後期退学
●担当授業科目：★中国哲学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：中国文献学・日本語学
●主な著書・論文：
『日本語を作った男 上田万年とその時代』
（集英社インターナショナル、
2016 年 2 月）標準語の制定や仮名遣いの統一などを通じて「近代日本語」
の成立にきわめて大きな役割を果たした上田万年とその時代を描いた。

小尾 孝夫

OBI Takao
研究分野

博士（文学）
准教授

中国中古史

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：★中国史学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：六朝史、六朝建康
●主な著書・論文：
「南朝宋斉時期の国軍体制と僑州南徐州」
『唐代史研究』第 13 号（2010）、
「建
康の歴史的性格と都城圏の形成」
『中国都市論への挑動』汲古書院（2016）、
「義煕土断における劉裕の政治的意図―僑予州および僑淮南郡の実土化をめ
ぐって―」
『東洋史研究』第 77 巻第 1 号（2018）

拓の課題を学術的な観点から多角的かつ批判的に考察することができる。考
察により得られた知見や意義を議論や論文などを通じて論理的に表現するこ
とができる。

Curriculum

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において幅広い関心と問題意識を有
し、多様な国際社会や地域社会で、自らの研究の成果を生かす高度な研究者・
専門的職業人として積極的に貢献することができる。
②東洋の文化を基礎として西洋の文化を摂取吸収し、東西文化を融合して新し
い文化を創造することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科中国学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
①「中国文学」
「中国史学」
「中国哲学」の３領域から専門分野を選択し、
「中国
文学演習」
「中国史学演習」
「中国哲学演習」のいずれかを中心に学ぶ。
②演習科目群では、
「中国文学演習」
「中国史学演習」
「中国哲学演習」といった

2022 年度 カリキュラム

KOZUKA Yoshihiro
研究分野

■専攻科目
・中国哲学特殊研究（一）
・中国哲学特殊研究（二）
・中国哲学特殊研究（三）
・中国哲学演習（一）
・中国哲学演習（二）
・中国哲学演習（三）
・中国文学特殊研究（一）
・中国文学特殊研究（二）
・中国文学特殊研究（三）
・中国文学演習（一）
・中国文学演習（二）
・中国文学演習（三）

小塚 由博

・中国史学特殊研究（一）
・中国史学特殊研究（二）
・中国史学特殊研究（三）
・中国史学演習（一）
・中国史学演習（二）
・中国史学演習（三）
・中国音韻学特殊研究

博士（中国学）
准教授

中国文学（明・清）

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国文学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：明末清初の江南を中心とした文人の交遊関係及びその文化の研究
●主な著書・論文：
『『虞初新志』訳注 巻一〜巻三』
（大東文化大学東洋研究所（2022））、
『藝文
類聚訓讀付索引』巻 88・89・45〜50（大東文化大学東洋研究所）、
『剪灯新
話』
（明治書院（2008））、
「張潮と江南文人の交流―書簡を手がかりに―」
（『中国古典小説研究』18 号（2014.3））等

髙橋 睦美

TAKAHASHI Mutsumi

研究分野

博士（文学）
講師

中国道家思想・
『老子』注釈史

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：★中国哲学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：
『老子』注釈史・中世以前の道家思想
●主な著書・論文：
『老 子 指 帰』と 王 弼『老 子』注 に お け る 差 異（『日 本 中 国 学 会 報』第 61 集
（2009））、唐玄宗『道徳真経』御注・御疏に見える「沖気」と「沖用」につい
て（『集刊東洋学』第 111 号（2014））、唐玄宗《道徳新経》御注・御疏中的 “理
国” 与 “理身”（『老子道文化研究』第 1 輯（2019））

■関連講義科目
・国文学特殊研究

・文化史特殊研究

科目の履修を通して、研究テーマの設定、文献読解力、文章表現力を育成する。
①演習科目、研究指導等の少人数科目を利用し、インタラクティブな教育を実
施する。
②海外での研究を推奨する。
③成績評価をもとに、自己評価と他者評価を踏まえた、学びの振り返りを促していく。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、中国学専攻における単位取得
状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって測定するものとする。
②3 年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文の評価を行う。

Student Voice
中国学専攻
博士課程前期課程2年

広い視野をもって研究に取り組むことで日々の成長を実感
中国の道家思想について、特に東晋の張湛という人物の「列子注」に於ける思想を調べています。道家思想の基
礎ともいえる「自然」という語が、一体何を意味するのか、各書物の中で「自然」がどのように捉えられているのか

阿久津 光貴 さん

に興味をもち、大学院に入学しました。研究となると一分野に偏りがちですが、思想書だけを読んでいても途中で

大東文化大学 文学部卒

きるため、より広い視野をもって研究に取り組むことができます。授業では文・史・哲それぞれ演習を受けること

行き詰ってしまうことが多々あります。その点、大東の中国学専攻では、文・史・哲の三分野を幅広く学ぶことがで
ができ、各分野の基礎知識を得られるだけでなく、研究に必要不可欠な訓読力も、読む毎に着実に身についてきま
す。私自身も、日々の積み重ねと、懇切丁寧な先生方のご指導を賜り、一歩ずつ前進できていると実感しています。
人生のなかでこれほど真摯に漢文に向き合える時間はないと思います。
「どんな本でも読む」という気概をもち、修
論作成にも精進していくつもりです。
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文学研究科
英文学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

修士課程

English Literature

網代

教育研究上の目的

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
文学研究科英文学専攻修士課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人
材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関す
る次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認められた
学生に修士（英文学）の学位を授与する。

①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、単位取得状況、研究指導受講
状況、学位論文の結果によって測定するものとする。
教員との面談により、指導状況等を確認する。
③２年間の総括的な学習成果として、指導教員（主査）、副査教員（２名）が、修
士論文口述試験の際に論文の内容を評価する。

言語、歴史、文化を総合的に理解している。
①英語の読解力、作文力、運用力を学修し、人間文化、地域文化、言語文化の領
域における研究内容を適切に理解し、高度な思考により判断して、的確に自
己を表現する能力を有する。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
文学研究科英文学専攻修士課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基
づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

①文学作品の鑑賞力と批評力を養い、言語文化に関する鋭い分析力と異文化に対す
る広汎な受容力をもつ高度な職業人として積極的に社会に貢献することができる。
②国際社会に対して広い見識をもち、創造的に貢献することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科英文学専攻修士課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を
修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程

①英文学、米文学、英語学、英米文化を研究するのに学部で培った十分な基礎
学力を持ち、専門的に高度の知識を習得することができる学力を有している。
①文学作品をよく鑑賞し、異文化圏への正確な理解と判断によって自己の課題、
社会的課題を意識しその対応方策について考え創造的に表現できる。
①英語圏の学問に対し厳しさを持ち、その喜びを感じて研究活動に取り組み、
高度職業人として社会に貢献する意欲を持っている。

を編成する。
①英語を通じて学修する高度な専門技能を海外留学により更に深め国際人とし
①演習系列、
「英文学」
「米文学」
「英語学」
「英米文化」の４つの分野からひとつ

て社会に貢献する意識をもっている。

「特殊講義科目」を選択し演習科目との関連で広く深く学ぶ。
③「ヨーロッパ文学特殊講義」では、
「演習科目」と「特殊講義科目」の学修内容
を広め、特に、フランス、ドイツ等の文学思潮・精神文化等を学修する。
④研究方法論では研究の進め方・英文論文作成法を学ぶ。
⑤専門分野に関連する内容の実践演習「インターンシップ実習」をする。
⑥演習系列の専門分野の修士論文をまとめる。
①「演習科目」系列は、少人数による専門分野の研究を双方向による集中的な形
式で実施する。
②「特殊講義」系列は、専門分野の研究内容を広範囲にわたり学修する。
③修士課程在学中は専門分野によってイギリス、アメリカ等への海外留学を推
奨している。
④指導教員と共に専門分野の学会の発表会や研究会に参加する。
⑤年間計画には研究分野の成果を発表する学内研究会の機会を設けている。
⑥学内の英文研究雑誌 Paulowniaを作成して公開する。

橋本 達矢 さん
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研究分野

修士（文学）
研究科委員長・教授

河野 芳英

KAWANO Yoshihide
研究分野

英語史・中世英語英文学

●最 終 学 歴：上智大学大学院
●担当授業科目：★英語学演習（三）
（四）
●研 究 テ ー マ：古英詩、特に Beowulf を中心とする本文批評変遷史、イギリス 19 世紀を
中心とするアングロサクソン学研究
●主な著書・論文：
「Sharon Turner, a Historian of Anglo-Saxon England and Beowulf」、
「古英語の本文批評と Beowulf」、
「Beowulf の本文をめぐる問題点と諸校
訂本について」、
「古英語作品の本文研究をたどって―古英詩 Andreas の写
本・刊本・日本語散文訳」、
「羅・独・英の『読む』を表す言葉をめぐって」

里見 繁美

SATOMI Shigemi
研究分野

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・英米文化特殊講義（一）
・英米文化特殊講義（二）
・英米文化演習（一）
・英米文化演習（二）
・英米文化演習（三）
・アメリカ文学特殊講義（二） ・英米文化演習（四）
・アメリカ文学演習（一）
・研究方法論
・アメリカ文学演習（二）
・アメリカ文学演習（三）
・英語教育学特殊講義（二） ・アメリカ文学演習（四）
・英文学特殊講義（一）
・英文学特殊講義（二）
・英文学演習（一）
・英文学演習（二）
・英文学演習（三）
・英文学演習（四）
・英語学特殊講義（一）
・英語学特殊講義（二）
・英語教育学特殊講義（一）

・英語学演習（一）
・英語学演習（二）
・英語学演習（三）
・英語学演習（四）
・アメリカ文学特殊講義（一）

■関連講義科目

■実習科目

・ヨーロッパ文学特殊講義

・インターンシップ実習

修士（文学）
教授

修士（文学）
専攻主任・教授

文学・英国児童文学

●最 終 学 歴：東海大学大学院
●担当授業科目：★英米文化演習（一）
（二）
●研 究 テ ー マ：イギリス児童文学、特に『ピーターラビットのおはなし』の作者ビアトリク
ス・ポター研究
●主な著書・論文：
『ピーターラビットの世界へ』
（河出書房新社）、
『ピーターラビットのすべ
て』
（小学館）、
『ビアトリクス・ポターの残した風景』
（メディア・ファクト
リー）など

山口 みどり

YAMAGUCHI Midori

研究分野

PhD(Sociology)
教授

イギリス社会史、ジェンダー史

●最 終 学 歴：英国国立エセックス大学大学院
●担当授業科目：英米文化特殊講義
●研 究 テ ー マ：近代イギリスにおける宗教とジェンダー
●主な著書・論文：Daughters of the Anglican Clergy: Religion, Gender and Identity
in Victorian England (Palgrave Macmillan, 2014). ʻThe Religious
Rebellion of a Clergymanʼ s Daughterʼ , Womenʼ s History Review,
15. 5(November 2007): 641-660.
「教区のアイドルから教区の女王へ――英国国教会牧師館の女性たち」、伊藤
航多ら編『欲ばりな女たち』彩流社、2013 年、第 8 章

KOIKE Takeshi

研究分野

髙尾 謙史

TAKAO Kenji
研究分野

アメリカ文学・比較文学

●最 終 学 歴：金沢大学大学院
●担当授業科目：★アメリカ文学演習（一）
（二）
●研 究 テ ー マ：Henry James と Lafcadio Hearn
●主な著書・論文：
『ヘンリー・ジェイムズ事典』
（共訳、雄松堂）、
『ヘンリー・ジェイムズと華
麗な仲間たち』
（編著、英宝社）、
『アメリカ作家の理想と現実』
（編著、開文
社出版）、
『ヘンリー・ジェイムズ、いま ―没後百年記念論集―』
（編著、英
宝社）

小池 剛史

を選択し、
「演習科目」を中心に専門分野を学ぶ。
②講義系列、
「英文学」
「米文学」
「英語学」
「英米文化」から専門分野に関連する

大東文化大学 文学部卒

敦

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

②学位授与方針で掲げられた、形式的評価として、毎学年、専攻科主任と指導

①英文学、米文学、英語学、英米文化の各分野における深い知識を修得し、文学、

英文学専攻
修士課程修了

専任教員

AJIRO Atsushi

文学研究科英文学専攻修士課程は、学部で培った知識をさらに専門的に深め、英文学、米文学、英語学、英米の文化を中心に各人の研究能力
を学際的な視野に立ち高めることを目的とします。

Student Voice

英文学専攻

博士（英語学）
准教授

英語史（特に古英語）、ウェールズ語学

●最 終 学 歴：エジンバラ大学
●担当授業科目：★英語学演習（一）
（二）
●研 究 テ ー マ：英語の歴史、現代ウェールズ語文法
●主な著書・論文：
「'Welsh Ale' に見られるアングル人とブリトン人の融合社会」
（『中世英語
英文学研究の多様性とその展望』春風社 2020 年）
『ウェールズ語の基本』
（共
著；三修社 2011 年）、
『ウェールズ語の歴史』
（翻訳；春風社 2018 年）等

修士（文学）
教授

フランス文学

●最 終 学 歴：東京都立大学大学院
●担当授業科目：ヨーロッパ文学特殊講義
●研 究 テ ー マ：19 世紀フランスの文学と思想
●主な著書・論文：ミシェル・ラミ著『ジュール・ヴェルヌの暗号』
（工作舎）、ジョスリン ゴド
ウィン著『音楽のエゾテリスム―フランス秘教的音楽の系譜』
（工作舎）

菊池 かおり
KIKUCHI Kaori

研究分野

Ph.D.(English)
准教授

英文学・文化

●最 終 学 歴：ロンドン大学大学院
●担当授業科目：★英文学演習（一）
（二）
●研 究 テ ー マ：近現代のイギリス文学・文化。特に、モダニズム以降の文学と建築にみられ
る横断的な関係性に関心があります。
●主な著書・論文：“A Conjunction of Architecture and Writing of Virginia Woolf:
Sexuality and Creativity in Orlando”『英文学研究』第 92 巻（2015 年
12 月）pp. 77- 99.、
「モ ダ ニ ズ ム 建 築 の 抑 圧 と ア ー ル・デ コ の 可 能 性」、
『ヴァ ー ジ ニ ア・ウ ル フ 研 究』第 36 号（2019 年 11 月）pp. 104 -120. 等

日野原 慶

HINOHARA Kei
研究分野

博士（文学）
准教授

現代アメリカ小説

●最 終 学 歴：青山学院大学大学院
●担当授業科目：★アメリカ文学演習（三）
（四）
●研 究 テ ー マ：現代アメリカ小説および批評理論における自然環境／都市環境や身体の扱
われ方に関心があります
●主な著書・論文：“Dwelling in Déjà vu: Anti-Apocalypticism of White Noise” The Journal
of the American Literature Society of Japan（2017）や「取り残された人
たちへの回路：ルシア・ベルリンをめぐって」
『群像』
（2019）等

行事運営にも携わることで自分の内に秘めた可能性を再発見
学部生のゼミで『不思議の国のアリス』を通して 19 世紀のイギリス文化や風刺を学び、その続編である『鏡の国のアリス』を
卒業論文の研究対象としました。児童文学であるにも関わらず難解な『アリス』シリーズの物語とテキストをより深く研究し、
新しい解釈を提示すると共に、自分の研究者としての可能性を広げたいという理由で本専攻に進学。進学後は幼年読者向けに
作者であるルイス・キャロル自らが原作を書き直した『子ども部屋のアリス』をテキストにして、これまで誰も研究対象にして
こなかったキャロルの文章技法について研究しました。大学院の授業は学部よりも先生方や他の大学院生と議論を多く交わす
ことが特徴です。周囲からの意見や助言を得ることで研究への熱意が向上すると同時に、他の大学院生の研究方法を知ること
で自身の研究に対しても様々な観点からアプローチできるようになりました。また、シンポジウムや論文集、他大学の講師によ
る講義など、本専攻の各行事を大学院生自らが運営することも大きな特色です。各大学院生と協力し合い、ときには先生方から
アドバイスをいただきながらこれらの行事を成し遂げていくことで得られる達成感や、運営能力と社交性の向上は、将来の自
分を形づくる大きな礎になると考えています。自分の中に秘めた可能性を発見し、英米文学や言語学を研究しながら人間性も
確立していける場所が、本大学院の英文学専攻です。
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文学研究科
書道学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士課程 前期課程

Calligraphy

教育研究上の目的
文学研究科書道学専攻博士課程前期課程は、漢字文化・仮名文化に立脚した書の本質をグローバルな視点から解明し考究する「書道学」の理
念に基づき、高度な職業人の養成、高い見識をもった研究者・教育者・書作家の育成、国際交流の推進など、学内外の要望に応えられるよう
な人材を送り出すことを目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

書道学専攻
教育研究上の目的

文学研究科書道学専攻博士課程後期課程は、漢字文化・仮名文化に立脚した書の本質をグローバルな視点から解明し考究する「書道学」の理
念に基づき、中国書学、日本書学、書跡文化財学のトップリーダーの養成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

文学研究科書道学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

文学研究科書道学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

文学研究科書道学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文および修了作品が審査

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認

のうえ合格と認められた学生に、修士（書道学）の学位を授与する。

け入れる。

められた学生に博士（書道学）の学位を授与する。

①書学と書作の両分野における深い知識と高度な技術を修得しており、日本お

①書学と書作の両分野において、学部で培った基礎的な知識と技能を持ち、専

①
「中国書学」
「日本書学」
「書跡文化財学」のいずれかの分野における専門的職業

よび中国古典を主とした様々な文化を総合的に捉えることができる。

門的に高度な知識と技能を修得するための学力を有している。

②古典中国語（漢文）および古文の読解力を有し、的確に言語を使用すること
ができる。

するため、自らの課題や社会的要請を意識しながら創造的に表現することが
①中国および日本の書作品を鑑賞し、批評・分析できるとともに、それを他者
に的確に伝えることができる。
②自らの考えをまとめ、作品や論考などにおいて豊かに表現することができる。

人としての高度な知識を有し、中国および日本の古典を主とした書をめぐる文
化を総合的にとらえ、異文化交流におけるリーダーシップを取ることができる。

①書学や書作に高い関心を抱き、広い視点から書をめぐる文化の諸問題を究明

れた表現力と判断力を持ち、国際人として積極的に活躍することができる。

ることができる。

に関わるテーマに沿って、主体的に専門性を深めることができる。
②書をめぐる東洋文化に立脚した東西文化の交流を図ることができる。

①「中国書学」
「日本書学」
「中国書法」
「日本書道」
「書跡文化財学」のいずれか

①文献の高度な読解力と作品の精細な観察力をもとに高い分析能力を持ち、論
理的に考え、表現することができる。
の優れた判断力と表現力によって円滑に研究を遂行することができる。

に関わるテーマに沿って専門的に追究する意欲を持ち、関連する高度職業人
を目指している。

①
「中国書学」
「日本書学」
「書跡文化財学」のいずれかに関わるテーマに沿って主
体的に専門性を深め、社会の要請に応じて指導的な役割を担うことができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科書道学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
「中国書学」
「日本書学」
「中国書法」
「日本書道」
「書跡文化財学」の５領域から
専門分野を選択し、その分野の演習科目を必修として２年間にわたって履修し、
関連の深い特殊研究科目を選択する。
①高度な専門的知識を修得し広い視野に立った研究ができるように、専攻科目
と関連科目を設置している。
②専攻科目は、研究指導教員による演習科目と講義科目として各分野の専門的
な特殊研究科目を設置している。
③関連科目には、近接の学問分野の科目を置き、さらに外国語科目も設置して
いる。
④研究能力を養成するために演習科目を設置し、修士論文を主とした研究論文
の指導および研究遂行の基礎となる文献の読解を行う。また、修了作品におい
ては、作品制作の指導および創作の基礎となる古典の臨書および鑑賞を行う。
自己評価と他者評価を踏まえた、学びの振り返りを促していく。
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）で掲げられた能力の達成状況を、書道
学専攻における単位取得状況、研究指導受講状況、学位論文および修了作品等
の結果によって評価するものとする。

②書をめぐる東洋文化に立脚した東西文化の交流における中心的な役割を担う

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・中国書学演習（一）Ａ
・中国書学演習（一）Ｂ
・中国書学演習（二）Ａ
・中国書学演習（二）Ｂ
・日本書学演習（一）Ａ
・日本書学演習（一）Ｂ
・日本書学演習（二）Ａ
・日本書学演習（二）Ｂ
・中国書法演習（一）Ａ
・中国書法演習（一）Ｂ
・中国書法演習（二）Ａ
・中国書法演習（二）Ｂ
・日本書道演習（一）Ａ
・日本書道演習（一）Ｂ
・日本書道演習（二）Ａ
・日本書道演習（二）Ｂ
・書跡文化財学演習（一）Ａ
・書跡文化財学演習（一）Ｂ
・書跡文化財学演習（二）Ａ
・書跡文化財学演習（二）Ｂ

・中国書学・書法特殊研究（一）Ａ
・中国書学・書法特殊研究（一）Ｂ
・中国書学・書法特殊研究（二）Ａ
・中国書学・書法特殊研究（二）Ｂ
・日本書学・書道特殊研究（一）Ａ
・日本書学・書道特殊研究（一）Ｂ
・日本書学・書道特殊研究（二）Ａ
・日本書学・書道特殊研究（二）Ｂ
・文化財保存学特殊研究（一）Ａ
・文化財保存学特殊研究（一）Ｂ
・文化財保存学特殊研究（二）Ａ
・文化財保存学特殊研究（二）Ｂ
・書写書道教育特殊研究（一）Ａ
・書写書道教育特殊研究（一）Ｂ
・書写書道教育特殊研究（二）Ａ
・書写書道教育特殊研究（二）Ｂ

評価するものとする。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
文学研究科書道学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・
ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）
に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

ことができる。

得した知識や技能を持ち、博士論文を執筆するために十分な学力がある。
①学際的な視野をもって書をめぐる文化の諸問題を究明するため、自らの課題
や社会的要請を意識しながら創造的に研究に取り組むことができる。
②現代社会における書の文化的役割や機能を深く理解するとともに、社会人とし
て優れた表現力と判断力を持ち、国際人として積極的に活躍することができる。
①「中国書学」
「日本書学」
「書跡文化財学」のいずれかに関わるテーマに沿って
専門的知識と研究方法を身につけ、多様な場面において指導的な役割を担う
人材となることを目指している。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科書道学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
「中国書学」
「日本書学」
「書跡文化財学」の３領域から専門分野を選択し、その
分野の演習科目を必修として３年間にわたって履修し、関連の深い特殊研究科
目を選択する。
①より高度な専門的知識を修得し広い視野に立った研究ができるように、専攻
科目と関連科目を設置している。
②専攻科目は、研究指導教員による演習科目と講義科目として各分野の専門的
な特殊研究科目を設置している。
③研究能力を養成するために演習科目を設置し、博士論文を主とした研究論文
の指導および研究遂行の基礎となる文献の読解を行う。また、学界に通用す

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・中国書学演習（三）Ａ
・中国書学演習（三）Ｂ
・中国書学演習（四）Ａ
・中国書学演習（四）Ｂ
・中国書学演習（五）Ａ
・中国書学演習（五）Ｂ
・日本書学演習（三）Ａ
・日本書学演習（三）Ｂ
・日本書学演習（四）Ａ
・日本書学演習（四）Ｂ
・日本書学演習（五）Ａ
・日本書学演習（五）Ｂ

・書跡文化財学演習（三）Ａ
・書跡文化財学演習（三）Ｂ
・書跡文化財学演習（四）Ａ
・書跡文化財学演習（四）Ｂ
・書跡文化財学演習（五）Ａ
・書跡文化財学演習（五）Ｂ
・中国書学特殊研究Ａ
・中国書学特殊研究Ｂ
・日本書学特殊研究Ａ
・日本書学特殊研究Ｂ
・書跡文化財学特殊研究Ａ
・書跡文化財学特殊研究Ｂ

る緻密かつ独創性のある博士論文の作成を目指す。
自己評価と他者評価を踏まえた、学びの振り返りを促していく。

■関連講義科目
・中国哲学特殊研究Ａ
・中国哲学特殊研究Ｂ
・中国美学特殊研究Ａ
・中国美学特殊研究Ｂ
・中国文学特殊研究Ａ
・中国文学特殊研究Ｂ
・上代文学特殊研究Ａ
・上代文学特殊研究Ｂ
・中古文学特殊研究Ａ
・中古文学特殊研究Ｂ

・中世文学特殊研究Ａ
・中世文学特殊研究Ｂ
・近世文学特殊研究Ａ
・近世文学特殊研究Ｂ
・東洋文化史特殊研究Ａ
・東洋文化史特殊研究Ｂ
・東洋美術史特殊研究Ａ
・東洋美術史特殊研究Ｂ

■外国語科目
・中国語Ａ
・中国語Ｂ
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学専攻における単位取得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって

①書学・書跡文化財学について、博士課程前期課程（修士課程）などにおいて修

②より高度で専門的な知識を有し、書の文化を総合的にとらえ、社会人として
①「中国書学」
「日本書学」
「中国書法」
「日本書道」
「書跡文化財学」のいずれか

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）で掲げられた能力の達成状況を、書道

②古典中国語（漢文）および古文の高度な読解力を有し、的確に言語を使用す

できる。
②現代社会における「書」の文化的役割や機能を深く理解し、社会人として優

博士課程 後期課程

Calligraphy

・英語Ａ
・英語Ｂ

Student Voice
書道学専攻
博士課程後期課程1年

山田 天斗 さん
大東文化大学 文学部卒

アイデンティティの確立を最も効率的かつ合理的に遂行できる環境
昨今の書制作は、最先端の書学・書道史学の動向を如実に反映する傾向にあることから、以前にもまして書学と書作は緊密な
結びつきを見せるようになりました。私の大学院進学の主たる目的はここにあり、書学と書作の高次元での一致を求めるので
あります。高度な書学に裏づけられた書作家でありながら、同時に書作の優れる研究者・教育者を目指し二年間を過ごしました。
本専攻では、各専門分野で優れた教授陣のもと、多くの研究技術・知識を学ぶことができ、書学・書作ともに確かな自己ブラン
ディングを進める中で、独自のアイデンティティを確立することができます。書学と書作の相互性の中で書の本質を考えなが
ら、自己の書道観の形成を最も効率的かつ合理的になしえる唯一無二の環境にあるといえるでしょう。ここで行う研究の蓄積
によって書の価値や真髄を世に発信しうることは、自身の誇りや武器となるほか、研究面・教育面においては社会貢献をなし、
やがては日本国全体の書文化評価の礎にも繋がります。その分高度なものが求められるため、大学院での学びは予想以上に厳
しく過酷です。しかし、手塩にかけた研究成果や書作品は何物にも代えがたい財産となるほか、その過程で得られる悦びや感動
は筆舌に尽くしがたいものがあります。私は更なる境地を求め博士課程への進学を決意しております。ぜひ本専攻で共に、学問
として「書」を究め、芸術として「書」を高めていきませんか。
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文学研究科
書道学専攻

専任教員

髙橋 利郎

TAKAHASHI Toshiro
研究分野

博士（書道学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★日本書学演習（前期・後期課程）
●研 究 テ ー マ：日本の書をめぐる文化環境
●主な著書・論文：
『近代日本における書への眼差し──日本書道史形成の軌跡』、
『江戸の書』等

SAWADA Masahiro
研究分野

修士（文学）
教授

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国書学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：南北朝隋唐石刻における刻法と筆法の関係、明清の書学動向、文人の生活実
態と生活感情
●主な著書・論文：
「書法史における刻法・刻派という新たな視座―北魏墓誌を中心に」
「三井本
十七帖考―香港中文大学文物館北山本との比較を踏まえて―」
「焦循『里堂
道聴録』所録の南北書派論・北碑南帖論について」
「潤例の発生と展開―明・
清における文人売芸家の自立―」

TOSHIMORI Yoshiki

研究分野

河内 利治

KAWACHI Toshiharu

学士（文学）
教授

美学芸術学、中国書学、明清文人

高木 厚人

TAKAGI Atsuhito

教授

日本書道（かな書道）

●最 終 学 歴：京都大学
●担当授業科目：★日本書道演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：平安時代のかな書
●主な著書・論文：
『おとなの手習い大字かな入門』
（芸術新聞社）
『書の幅を広げる大字かな創作法』
（日貿出版社）

教育学専攻
教育研究上の目的

文学研究科教育学専攻修士課程は、広い視野に立脚した研究能力及び高度に専門的な職業能力を身につけた、社会に貢献できる教育学研究者や
教員の育成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
文学研究科教育学専攻修士課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人材
を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関する次
のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認められた学生に
（修士）の学位を授与する。
①教育学および心理学の各専門分野における深い学識を修め、その専門分野における固有の
知識の社会的意味を深く理解している。
②広く教育に関わる研究上の諸技能や実践上の対人行為における諸技能に習熟し、自らの見
識のもとにそれらの専門的技能をもって社会に貢献することができる。
①広く教育に関わる専門的な諸課題について、幅広い知見に基づいて論理的に思考し、専門家

①それぞれの研究課題のもつ社会的な、意味連関を明確に意識し、それらの課題の究明に意欲
的に取り組み、その成果を高度に専門的な職業人あるいは社会人として積極的に生かす実

植松 浩祥

UEMATSU Hiroyoshi

修士（文学）
特任教授

践や研究を持続的に行う姿勢をもつ。
②多様な価値観・文化を持つ人々と協同で問題を探求し活動することができる。
③多文化共生に関する諸問題について広く関心を持ち、学問的に探求することができる。

TSUNODA Kenichi
研究分野

博士（書道学）
准教授

綿引 浩一

WATAHIKI Kouichi
研究分野

丸山 猶計

MARUYAMA Naokazu

研究分野

中国書法、中国書学

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国書法演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：篆隷書法・先秦の書法研究
●主な著書・論文：
「西周金文における書写水準の一側面」
「同銘同器形群における金文書法考（鬲編）」
「西周金文における字体の多様化について」
「書教育における篆隷書の需要と変遷」

学士（文学）
准教授

篆刻・金石学

●最 終 学 歴：大東文化大学
●担当授業科目：★中国書法演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：篆刻・金石学
●主な著書・論文：
『総合篆書大字典』二玄社 2010 年
『印篆字典』二玄社 2014 年
『小篆字典』二玄社 2014 年
『金文字典』二玄社 2014 年
『甲骨字典』二玄社 2016 年
「日中印人の漢印受容」
『大東書道研究』第 21 号 2014 年

修士（教育学）
准教授

日本書道史

●最 終 学 歴：東京学芸大学大学院
●担当授業科目：★書跡文化財学演習（前期・後期課程）
●研 究 テ ー マ：作品に即した日本書跡研究、執筆状況の復元的研究
●主な著書・論文：
『王義之と日本の書』
（特別展図録、九州国立博物館、2018 年）
『中国を旅した禅僧の足跡』
（企画展図録、九州国立博物館、2014 年）

藤森 大雅

FUJIMORI Hiromasa
研究分野

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
文学研究科教育学専攻修士課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー（学
位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基づき、
次のような用件を備えた受験生を各種選抜によって受け入れる。
広く教育に関わる基礎的な知識を有し、自らの問題意識を深く追究するための読書力・語学力・
情報収集力・論文執筆力などのもととなる基礎的諸技能を身につけている。
自らの問題意識を社会的に意味づける判断力を有し、それを研究課題として他者にも説明で
きるよう一般化する思考力や表現力を備えている。
自らの問題意識を学問研究として深く追究するため、先人の仕事に学びながらも、あくまで自
分の頭で考え抜こうとする態度を有している。
次のような人々を受け入れる。
①教育学関連の学部・学科を卒業し、先進的な教育実践者や教育研究者を志している。
②外国人留学生で、日本や自国の教育について高度な研究や実践を志している。
③市民として、教育関連の活動や事業のリーダーを目指している。
④現職の教員で、教育研究を深め、またキャリアアップを目指している。

中国明清代の書法

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：中国書学・書法特殊研究
●研 究 テ ー マ：中国明清代の書法

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科教育学専攻修士課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を修
得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を編
成する

①本専攻では、(a) 教育思想・制度、(b) 教授・学習、(c) 認知・発達の３つの小専攻をカリキュラ

角田 健一

修士課程

Education Studies

としての判断を下し、その課題把握から結論に至るまでを的確に表現できる。

研究分野

中国書作・日本現代書作

●最 終 学 歴：大東文化大学
●担当授業科目：★中国書法演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：中国明清の書法・調和体書法

博士（中国学）
教授

●最 終 学 歴：筑波大学大学院
●担当授業科目：★中国書学演習（前期・後期課程）
●研 究 テ ー マ：書法史論の解釈、美学の研究、詩書画の制作
●主な著書・論文：
『書法美学の研究』
『黄道周研究』( 汲古書院 )、
『中国書論の体系』( 白帝社 )、
『漢
字審美範疇考釈』( 上海社会科学院出版社 )、
『書道辞典増補版』( 二玄社 )、
『中
国書道の至宝』( 国書刊行会 )、
『筆法と章法』( 芸術新聞社 )、
『王羲之王献之書
法全集 ( 全十八巻 )』( ゆまに書房 )、
『Brush and Ink Kunpei KAWACHI』( 白
帝社 )、
『中国書法通解』( 大樟樹出版社 )

研究分野

中国書道史・中国書学

歳森 芳樹

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

研究分野

日本書道史

澤田 雅弘

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士（書道学）
講師

書法美学、中国書法

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：中国美学特殊研究
●研 究 テ ー マ：書法美学研究、楷書研究
●主な著書・論文：書の鑑賞に関する一考察（『大東書道研究』21号 . 2014）、書法審美範疇後
〈工巧〉考―唐代までの書論を中心に―（『東アジアの美学研究論文集』第 1
集 . 2013）、楷書風格の一考察―欧陽詢を中心に―（『書学書道史研究』21
号 . 2011）

ムの基本軸としており、それぞれに属する「研究指導」と「演習」を各自の研究関心に応じて
選択して学修する。これらは共に必修で、
「研究指導」は二年間継続を基本とする。
②同時に一年次の共通必修科目（導入科目）として「総合研究Ⅰ・Ⅱ」が設定されており、これ
らは小専攻を問わず全院生が共修する講義科目である。
③さらに多様な関連講義科目である「特殊講義」がおかれているが、(a) (b) (c) の小専攻それぞ
れに深く関わる諸科目のみでなく、広く選択履修することができる。
①
「研究指導」および「演習」は、個別の教員による各院生に合わせた個別指導と少人数演習方
式で行われる。
②「総合研究Ⅰ・Ⅱ」はそれぞれ半期科目で、前期後期それぞれ専門領域を異にする教員が担当
する。基本は講義方式であるが、それぞれの内容に関わる特別講師による講演や実地研修な
どをも含むことが想定されている。
③各「特殊講義」は、その名のとおりそれぞれの専門領域の特殊課題に関わる講義であるが、い
ずれもかなり人数限定的な授業となり、実質的には演習形式が採られることも少なくない。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・教育思想・制度演習
・教授・学習演習
・認知・発達演習

・教育学研究指導Ⅰ
・教育学研究指導Ⅱ

■導入科目
・教育総合研究Ⅰ（子ども・授業・学級経営）
・教育総合研究Ⅱ（教育政策・行政・学校経営）
■関連講義科目
・教育史特殊講義
・教育制度特殊講義
・比較教育特殊講義
・教育方法特殊講義
・教科教育特殊講義

・道徳教育特殊講義
・教科外教育特殊講義
・児童福祉特殊講義
・発達心理特殊講義
・社会心理特殊講義

①学位授与方針で掲げられた素養の形成的評価を意識して、各年度末に専攻全体での授業カン
ファランスを実施する。
②修士課程の学修成果の確認を共有すべく、小専攻を跨ぐ 3 名の教員によって修士論文の審査
評価を行なう。

Student Voice
教育学専攻
修士課程修了

学生時代には持てなかった高度な知識と広い視野を獲得
中国の大学で在中日本人の消費について研究していく中で中国は日本と比較して、子育て支援や児童福祉の政策
などが不十分だと感じ、日本の教育について深く学ぶために日本の大学院への進学を希望しました。多文化社会に

王 子文 さん

おける子どもたちの教育について研究したいという私の想いと大東文化大学の理念が合致したことが、本大学院進

大連財経大学 管理学部卒

員の方々の手厚いサポートがとても心強かったです。先生方の論文や文献などから多くのことを学びましたし、多

学の大きな決め手となりました。来日当初は日本語に自信が持てず、不安もありましたが、先生方をはじめ、事務
くの人と議論を重ねるうちに教育に関する自分の見解を主張できるようになりました。私自身、大学の頃よりもは
るかに視野が広がったと実感しています。現在、日本で中国語教師になるための資格試験に向けて勉強に励む毎日
です。大学院では楽しいことだけでなく、困難に遭遇することもあると思いますが、自分の信じた道を進んでいっ
てほしいと思います。
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文学研究科
教育学専攻

専任教員

杉田 明宏

SUGITA Akihiro
研究分野

修士（教育学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：認知・発達演習、★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修士
課程）、社会心理特殊講義
●研 究 テ ー マ：平和心理学、平和学習論
●主な著書・論文：
『コンフリクト転換の平和心理学』
（2017. 風間書房）
『平和を創る心理学
第 2 版』
（共編著、2014. ナカニシヤ出版）、
「コンフリクト転換からの平和
教育の再構成：戦争学習を超える地平への視座」
（『トランセンド研究』15
（1）
. 2017）

真

ICHIMORI Makoto

研究分野

修士（人文学）
教授

栽喜

OH Jaehee
研究分野

博士（保健学）
准教授

保健福祉

NAKAMURA Mayuko
研究分野

ARAI Akio

博士（教育学）
准教授

●最 終 学 歴：東京学芸大学大学院
●担当授業科目：教育総合研究Ⅰ（子ども・授業・学級経営）、教育方法特殊講義
●研 究 テ ー マ：文化的・政治的な教育実践の編み直し、学校文化の再構成、教師の実践的探
求のシフト
●主な著書・論文：
『〈まなざし〉の教育学』
（渓水社、2018 年）ほか

近代日本教育史・中等教育史・地域教育史

経済学研究科
経済学専攻

Graduate School of
Economics

松田 洋介

MATSUDA Yosuke

教育研究上の目的

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と
認められた学生に修士（経済学）の学位を授与する。

田尻 敦子
TAJIRI Atsuko

教育人類学、教育社会学、関係的学習論

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：比較教育特殊講義
●研 究 テ ー マ：インドネシアにおける学校と芸術村の相互生成、セネガルのイスラームスー
フィー教団における藪の学校ダーラ
●主な著書・論文：
『バリ島の美術高校と工房の相互作用〜学校と縁側的学習の場を紡ぐ二重システム
のカリキュラム実践〜』単著平成 20 年／ 2008 年 3 月大東文化大学人文科学研究
所田尻敦子 pp1-292（292 頁）、
『バリ島の美術高校をめぐる五世代の学習の連鎖〜
芸術家イ・クトゥット・ブディアナ氏の複数の共同体へ参加する文化的実践』単著平
成 19 年／ 2007 年 3 月大東文化大学人文科学研究所田尻敦子 pp1-182（182 頁）

山中 吾郎

YAMANAKA Goro

（知識）経済学全般に関して問題を発見し、解決するために必要な深い知識・技
能を有するにとどまらず、関連する分野においても幅広い知識を修得している。
（技能）経済に関して分析すべき課題について、単独で、あるいは研究グループ
の一員として作業計画を立て、適切な手法を用いて分析し、その結果を提示す
る技能を修得している。
（判断力）理論経済学または応用経済学の分野において自ら抽出した新規性の
ある課題を、多角的かつ批判的に分析することができる。

修士（教育学）
准教授

学士（教育学）
准教授

教科教育学（国語）

●最 終 学 歴：山口大学教育学部
●担当授業科目：教科教育特殊講義
●研 究 テ ー マ：文学教育の実践的研究
●主な著書・論文：
「文芸教育が「役に立たない」はずがない―国語科教育はどこに向かおうと
しているのか―」、
「ファンタジー絵本をどう読むか―小学校国語科教材と
の関連をふまえて―」、
「「考え、議論する道徳」と言うけれど―文芸教育の
立場から見る「道徳科」―」

④教員が研究成果を発表し合うランチタイムセミナーや、演習成果発表会など
の場において研究成果を披露することを通じて、発表技術を磨き、聴衆の知
識レベルに応じた説明と臨機応変な質疑のスキルを修得する。それにより、
研究者・専門的指導者・専門的職業人に求められる多様な課題に対する対応
能力の育成を支援する。
⑤学位論文審査に当たっては、指導教授以外の複数の教員が学位論文審査委員
会の副査を務め、論文評価の客観性を確保するとともに論文の一層の完成度

教育社会学

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：教育制度特殊講義、★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修
士課程）、教育思想・制度演習、教育総合研究Ⅱ
●研 究 テ ー マ：災害と教育、貧困と教育、労働と教育などをテーマにした実証的・理論的研究
●主な著書・論文：
『格差社会における家族の生活・子育て・教育と新たな困難』
（分担執筆：2014.
旬報社）
、
『ペダゴジーの社会学』
（共編著：2013. 学文社）、
『
「復興」と学校』
（共
編著：2013. 岩波書店）
、
『震災と学校のエスノグラフィー』
（共著：2020 年 .
勁草書房）
、
『境界線の学校史』
（分担執筆：2020、東京大学出版会）等

博士課程 前期課程

経済学研究科経済学専攻博士課程前期課程は、経済理論及び経済諸現象を理解するための高度な教育研究を行い、広く豊かな学識と高い研究
能力、思考力、表現力などを有し、専攻分野における教育研究活動その他の高度な専門性を必要とする業務を遂行できる人材の養成を目的と
します。

に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を取得し、専門

修士（社会学）
教授

板橋キャンパス

Economics

経済学研究科経済学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標

研究分野

教育哲学・教育臨床学

博士（教育学）
教授

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●研 究 テ ー マ：地域における学校の設立、何故学校にいくのか・いくようになったのか
●主な著書・論文：
『明治国家と地域教育 ―府県管理中学校の研究 ―』
（単著：2011. 吉川弘文
館）、
『近代日本黎明期における「就学告諭」の研究』
（編著：2008. 東信堂）、
『就学告諭と近代教育の形成学校の創設と勧奨の理論』
（編著：2016 年、東
大出版会）、
〈学術論文〉
「山形県における尋常中学校の成立」神辺靖光編『明
治期尋常中学校成立史―東日本編』第五章（2014. 梓出版社）

研究分野

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修士課程）、児童福祉
特殊講義
●研 究 テ ー マ：家庭政策、児童福祉
●主な著書・論文：
『ソーシャルワーカーのための社会調査法』
（2003. ミネルヴァ書房）、
『多
様な家族時代における新しい福祉モデルの国際比較研究ー若者、ひとり親
家族、高齢者』
（2010. 学文社）他、
「福祉国家における育児と労働の両立に
関する研究―育児と女性雇用を中心に―」
（2014. 大東文化大学紀要）

中村 麻由子

荒井 明夫

研究分野

教育学・思想史

●最 終 学 歴：北海道大学大学院
●担当授業科目：★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修士課程）、教授・学習
演習、教科外教育特殊講義
●研 究 テ ー マ：人種主義・植民地主義に関する比較史的研究―セクシャリティの視点から―
●主な著書・論文：
『日本近代教育と差別―部落問題の教育史的研究』、
『札幌市史 第 8 巻Ⅰ統
計』、Female Well-Beinng、
『アイヌ民族・先住民教育の現在』、
『日本植民地
教育を問う』
（全て共著）等。最近の論稿は「『多様性』に潜む権力構造」
（『教育』
2021 年 9 月号）

呉

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

研究分野

社会心理学

一盛

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

（思考力）分析を通じて得られた知見は、広い視野に立脚した独創性のあるもの
であり、論理的な思考・判断に基づき結論が導かれている。
（表現力）理論的貢献や政策的含意を結論に至るまで的確に表現し、学術論文・
口頭発表・講演などのかたちで明確に説明する発信力をもつ。

の向上を図る。
①ディプロマ・ポリシーで掲げられた能力の達成状況を評価するため、経済学
研究科経済学専攻博士課程前期課程における単位取得状況および２年間の総
括的な学修成果を精査する。そのうえで、提出された論文に対して主査・副
査の複数教員からなる学位論文審査委員会による論文の評価を行う。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
経済学研究科経済学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロ
マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実
施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受
け入れる。

（建学の精神）経済学と国内外の経済情勢について関心と問題意識を持ち続け
るにあたっては、国際社会や地域社会における多様性を尊重し、受容性と親和
性をもって東西文化への理解や多文化共生を実践する。

（知識・理解・技能）大学院レベルの経済学を学ぶのに十分な基礎的な経済学の
知識と、未開拓の領域や新しい状況に的確に対応していく基礎となる力（基礎

（教育の理念）多角的な視点から課題の発見と問題の解決に取り組む。これを通

的なリテラシーやジェネリックスキル）として、日本語以外の外国語を用いて

じて、自らの研鑽の成果を生かす研究者・ 研究指導者・ 専門的職業人として指

研究する能力、コンピューターを用いた基本的な情報コミュニケーションスキ

導的・先導的な役割を果たし、積極的に社会に貢献することができる。

ル等を習得している。

（態度）研究者としての倫理観、品位、責任を保持できる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

（思考・判断・表現）物事を批判的に考え、評価し、それを自身の言葉で他者に
伝えるのに必要な論理的な思考ができる。その際、グローバルな視野、歴史的
な視点、多元的な視点で考え、それらを的確に表現する力を備えている。

経済学研究科経済学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲
げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。

（関心・態度・意欲）様々な経済問題に強い関心をもち、その探求に真摯に取り
組むことができる。これに必要な品性や品格、豊かな情操と道徳心、多文化共
生を実現しようとする姿勢を有している。加えて、修了後は大学院で取得した

①多様性を尊重する現代社会および多文化共生を意識した学び方を求められる

知識や技能を役立てられる職業に就くことを望んでいる。

学生のニーズに対応したカリキュラムを編成する。

飯牟礼 悦子
IIMURE Etsuko
研究分野

博士（心理学）
講師

生涯発達心理学

●最 終 学 歴：白百合女子大学大学院
●担当授業科目：認知・発達演習、★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修士
課程）、発達心理特殊講義
●研 究 テ ー マ：喪失経験による心理的発達
●主な著書・論文：
「生涯発達心理学―認知・対人関係・自己から読み解く」
（共著：2016, 有斐
閣）
「PTG 心的外傷後成長 : トラウマを超えて」
（共著：2012, 金子書房）
「発
達を見出す視点を育てる授業実践―保育者養成校における検討―」
（2018,
教育学研究紀要）

中村 清二

NAKAMURA Seiji
研究分野

②研究指導科目として理論経済学、経済史、経済政策、財政・金融論、国際経済

修士（教育学）
講師

教育方法学（民主主義教育論・道徳教育論）

●最 終 学 歴：首都大学東京大学院
●担当授業科目：道徳教育特殊講義、教育思想・制度演習
●研 究 テ ー マ：
「民主主義社会における道徳とは何か、それを教育を通じて育むとはどのよ
うなことか」
●主な著書・論文：
「道徳教育における愛国心とシティズンシップの関係認識の基盤となるの
は何か : 内容項目の授業化の際の見通しと課題」
『教育学研究紀要』
（大東文
化大学大学院）8 号（2017）

学、社会保障などの多様な分野の経済学科目を設置する。
③導入的・基礎的な科目として理論経済学 ABC（マクロ経済学、ミクロ経済学、
計量経済学）を設置し、初年度に履修することを推奨する。なお入学時点で
相当の基礎知識のある学生に対しては、理論経済学 ABC（上級マクロ経済学、
上級ミクロ経済学、上級計量経済学）の履修を推奨する。
④応用科目として研究指導科目に準拠した科目以外にも、公共経済学、交通経
済、国際関係論、国際金融、各国経済論、ゲーム理論、経済数学などの多様な
科目を設置しており、学生には専門以外の分野についても幅広い知識を身に
付けることを推奨する。
①学生は、指導教授の下で各自の専攻分野の専門領域を中心にインタラクティ
ブな指導を受け、学位論文の準備・執筆に専念し、修士論文を完成させる。指
導教授は論文進捗状況を常時把握し、適宜、適切な指導を行う。また、フィー
ルドワークや留学などを推奨する。
②外国文献研究、文献調査研究などの科目を設け、丁寧かつ高度な教育・指導
を行うことにより、研究活動・論文作成・成果発表に必要な文章力、表現力、
発信力などを培うとともに、研究倫理に則った論文作成技法を修得する。
③学位論文中間発表会はすべての教員と大学院生に開かれている。この場にお
いて、指導に関わらない教員からの疑問点の指摘、大学院生など専門家以外
の者からの質問に的確な返答を求める。
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Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■研究指導科目
・経済学研究指導Ⅰ
・経済学研究指導Ⅱ

・通訳論研究指導Ⅰ
・通訳論研究指導Ⅱ

■講義・実習科目
・理論経済学Ａ
・理論経済学Ｂ
・理論経済学Ｃ
・経済史Ａ
・経済史Ｂ
・応用経済学Ａ
・応用経済学Ｂ
・応用経済学Ｃ
・通訳論
・通訳実習Ａ
・通訳実習Ｂ
・通訳実習Ｃ
・通訳実習Ｄ
・通訳実習Ｅ
・通訳実習Ｆ

・経済学特殊講義Ａ
・経済学特殊講義Ｂ
・外国文献研究Ａ
・外国文献研究Ｂ
・文献調査研究
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経済学研究科
経済学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Economics

博士課程 後期課程

Economics

経済学研究科経済学専攻博士課程後期課程は、博士課程前期課程における教育研究をさらに発展させ、経済学専攻分野において研究者として
自立するために必要な広く豊かな学識と高度な研究能力または専門業務に必要な高度な専門能力をもち、社会の発展と人類の福祉に貢献でき
る人材の養成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
経済学研究科経済学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に
定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野
に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認めら
れた学生に博士（経済学）の学位を授与する。
（知識）経済学全般に関して問題を発見し、解決するために必要な高度な知識・技能を有して
おり、国際的かつ学際的に活躍できるために必要な知識を修得している。
（技能）常に経済に関連して解決すべき課題を発見し、他の研究者とこれらを協同して研究し
たり、後進の研究者を統率したりすることができる。誠意ある研究指導を行うにあたっては、
自らの経験により培われた計画力、実行力を発揮し、研究者としての品位と倫理感、社会的弱
者や異なる文化に対する理解と寛容も伝授することができる。
（判断力）理論経済学または応用経済学の分野において自ら発見した独創的かつ未開拓の課題
を、高度に専門的な観点から多角的かつ批判的に考察することができる。
（思考力）考察によって得られた知見は論理的に思考・考察されたものであり、結論に至るま
で深い洞察力と見識に支えられた 高い専門性と独自性のあるものである。
（表現力）考察された理論的貢献や政策的含意を、学術論文・口頭発表・講演・講義などを通じ
て論理的に表現し、発信することができる。この際、聞き手の専門性や理解度に応じて、説明
の方法を柔軟に換言することができる。
（建学の精神）経済学と国内外の経済情勢について幅広い関心と高い問題意識を有し、国際社
会や地域社会における多様性を尊重し、東西文化への理解やその融合を常に意識する。多角的
な視点から経済学および経済社会の問題の解決と多文化共生の実現に取り組むことができる。
受容性と親和性をもって東西文化への理解や多文化共生を実践する。
（教育の理念）多角的な視点から課題の発見と問題の解決に取り組む。責任感と計画性をもっ
て指導的・先導的な役割を果たすことができる。
（態度）研究者・研究指導者・専門的職業人として研究を推進するにあたり、倫理観・品位を保持し、
自らの研究の成果を生かし、積極的に学術の振興と経済社会の改善に貢献することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
経済学研究科経済学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教
育課程を編成する。
①多様性を尊重する現代社会および多文化共生を意識した学び方を求められる学生のニーズ
に対応したカリキュラムを編成する。
②研究指導科目として理論経済学、経済史、経済政策、財政・金融論、国際経済学、社会保障な
どの多様な分野の経済学科目を設け、さらに関連講義科目を設置する。
①学生は、指導教授の下で各自の専攻分野の専門領域を中心に指導を受け、学位論文の準備・
執筆に専念し、博士論文を完成させる。また、フィールドワークや留学などを推奨する。
②学生は、博士論文完成までに複数回にわたる学位論文中間発表会や、学内外の研究会・学会
での報告を行う。指導教授は研究倫理に則った論文や報告資料作成のため、論文進捗状況の
把握、報告資料の作成にあたっての助言など、適宜、適切な指導を行う。

③中間発表会等において、指導教授以外から論文に関する問題点の指摘および指導、助言を与
えることにより、自己評価と他者評価を踏まえた、論文の客観性を確保するとともに、多様
な聴衆からの多様な質問に対する学生の対応能力の育成を支援する。
④TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者として教育能力を高め、後進を指
導する経験を積む機会を用意する。
①ディプロマ・ポリシーで掲げられた能力の達成状況を評価するため、経済学研究科経済学専
攻博士課程後期課程における単位取得状況を精査する。また、３年間の総括的な学修成果と
して、主査・副査の複数教員からなる学位論文審査委員会により、論文の評価を行う。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
経済学研究科経済学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・
ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）
に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。
（知識・理解・技能）経済学修士レベルの経済学の知識と、未開拓の領域や新しい状況に的確に
対応していくのに必要な高度なリテラシーやジェネリックスキルとして、日本語以外の外国
語を用いて研究する能力、コンピューターを用いた数的処理能力等を習得している。
（思考・判断・表現）経済学に関連する諸問題について、グローバルな視野、歴史的な視点、多
元的な視点から批判的に考え、自ら課題を設定し、それを論理的に評価・分析し、研究成果を
文章またはそれ以外の方法によって表現できる。
（関心・態度・意欲）様々な経済問題に強い関心をもち、その探求に真摯に取り組むことができ

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■関連講義科目
・理論経済学Ａ
・理論経済学Ｂ
・理論経済学Ｃ
・経済史Ａ
・経済史Ｂ
・応用経済学Ａ
・応用経済学Ｂ
・応用経済学Ｃ

・外国文献研究
・経済学特殊講義Ａ
・経済学特殊講義Ｂ

奨学金制度の充実により安心して研究に没頭することが可能
大学院は学部と違い授業がほとんどなく、主に研究活動を行なっており、生活の大半を研究室中心で過ごしてい

スウ ホウ

とが可能です。先生の手厚く熱心なご指導の下、自身の研究を進めていくことができます。アルバイトに関しても、
授業料や生活費を賄うため行わなければなりませんが、研究との兼ね合いで、主に土日に行なっております。
私のような経済学部出身ではない受験生ほど、充実した大学院生活を送ることが出来ると思います。外国人留学
生として、先生方や事務職員の方に色んなことを助けていただき、日本の文化、生活など学業以外のこともたくさ
ん学びました。加えて、奨学金制度が充実しています。幸運にも 1 年間の学費相当分の奨学金を給付していただき
ました。大学院で学業専攻に注力するだけでなく、ぜひ有意義な院生生活を体験していただきたいと思います。経
済ということに興味のある方、ぜひ一緒に勉強しましょう！
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研究分野

博士（経済学）
研究科委員長・教授

石井 寿美世
ISHII Sumiyo
研究分野

修士（経済学）
教授

日本経済思想史、日本経済史

●最 終 学 歴：慶應義塾大学大学院
●担当授業科目：経済史 AB（日本経済史）[ 前期課程 ]
●研 究 テ ー マ：近世・近代日本の経済思想
●主な著書・論文：
「地方企業家の経済思想と福沢諭吉の地方観」
『近代日本研究』37 号、慶應義
塾福沢研究センター、2021 年 2 月
A History of Economic Thought in Japan: 1600-1945, Bloomsbury Publishing,
2022 (joint authorship)

岡村 與子

OKAMURA Kumiko
研究分野

Ph.D in Economics
教授

科学研究科付属地域経済システム研究センター，
「Dagum による Gini 指標の分解と中国地域間格差についての
一 考 察（A note on the Dagum decomposition and China's regional inequality）」
（2010）経 済 論
集、
『経済論集』大東文化大学経済学会「デフレ期におけるマクロ経済政策：インフレターゲット政策の有効性
に関する研究」
（2005）、文部 科 学省科 学 研究費補助 金研究 成果報告書、
（科 研 費課 題番号16530189）
“Learning by Doing and Openness in Japanese Growth: A new approach.”（1996）Japan and
the World Economy. Vol.8, No.1, pp.43-64,Co-authored with Prof. Jati Sengupta.

高安 雄一

博士（経済学）
教授

韓国経済論

NAITO Jiro

研究分野

博士（経済学）
学長・教授

古屋

核

FURUYA Kaku
研究分野

博士（経済学）
副学長・教授

マクロ経済学

●最 終 学 歴：カリフォルニア大学大学院
●担当授業科目：理論経済学 ABC（マクロ経済学）[ 前期課程 ]
●研 究 テ ー マ：制度制約下の失業率・相対価格の変動分析
●主な著書・論文："A Socio-Economic Model of Stigma and Related Social Problems,"Journal of

Economic Behavior and Organization, vol.48, no.3, 2002. "Effects of Exchange
Rate Revaluation under Price Controls and Endogenous Quality Adjustment," (in
Hisayuki Mitsuo, ed., New Developments of the Exchange Rate Regimes in
Developing Countries, Palgrave Macmillan, 2007). "Regulation, Quality Adjustment,
and Relative Price Changes," (in Murray Kemp et al. eds., Positive and Normative
Analysis in International Economics, Palgrave Macmillan, 2011).

社会保障論、社会福祉

大杉 由香

OSUGI Yuka
研究分野

博士（経済学）
教授

近代日本経済史、社会福祉

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ（社会保障）[前期・後期課程]、経済学研究指導Ⅱ（社会保障）[前期課程]、理論経済学ABC（経
済学総合研究）[前期課程]、応用経済学ABC（社会保障）[前期課程]、応用経済学ABC（社会保障研究）[後期課程]
●研 究 テ ー マ：戦前日本の貧困・災害問題
●主な著書・論文：
「近代日本の福祉問題の歴史的特質 : 事例研究（戦間期における名古屋市及びその近郊と大阪市）から

現代への連続と断絶を考える -」
（『部落問題研究』213 号、pp.88-134、部落問題研究所、2015.8）
「日
本におけるフィランソロピー - 米国を中心とした国際的視点、歴史的視点、福祉の視点から見えてきた
特徴と問題」
（『東京大学経済学論集』78 巻1号、pp.105-128、2012.4）
「戦間期東京市における貧困・
生存をめぐる関係 - 貧困者の実態と社会事業のあり方をめぐって」
（『歴史学研究』886 号、pp.14-28、
2011.11）
『日本経済史の諸側面―過去・現在をどう捉えてきたか―』
（2010. 学文社）他

川野 幸男

KAWANO Yukio

博士（社会学）
教授

社会学、移民研究

●最 終 学 歴：ジョンズ・ホプキンス大学
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ ( 国際経済 )[ 前期・後期課程 ]、経済学研究指導Ⅱ ( 国際経済 )[ 前期課程 ]、
応用経済学 ABC( アメリカ経済論 )[ 前期課程 ]、応用経済学 ABC( 国際経済研究 )[ 後期課程 ]
●研 究 テ ー マ：移民の経済適応、民族間結婚、エスニシティ
●主な著書・論文：
「ヒスパニックのアメリカ『同化』―民族・世代間婚を指標として」2014.3 大東文化大
学経済研究所『経済研究』第 27 号 pp.63-76、
「婚姻によるメキシカン・マイノリティ同
化の実態―対数線形モデルによる民族・世代間結婚の分析」2011.10『年報社会学論集』
第 24 号 pp. 86-96、Social Determinants of Immigrant Selection: The United
States, Canada and Australia. June, 2006. NY: LFB Scholarly Publishing.

土橋 俊寛

TSUCHIHASHI Toshihiro

博士（経済学）
教授

ゲーム理論、産業組織論

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅱ（理論経済学）
［前期課程］
●研 究 テ ー マ：ゲーム理論を用いたオンラインオークションの分析
●主な著書・論文：Neutrality of buyer and seller commissions to auction house proﬁt,
with Yusuke Zennyo, Managerial and Decision Economics 42, pp.
209 -218, 2021.

中村 宗悦

NAKAMURA Muneyoshi
研究分野

中国経済論

●最 終 学 歴：神戸商科大学（現兵庫県立大学）大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ( 国際経済 )[ 前期・後期課程 ]、経済学研究指導Ⅱ( 国際経済 )
[ 前期課程 ]、応用経済学 ABC( 中国経済論 )[ 前期課程 ]、応用経済学 ABC( 国
際経済研究 )[ 後期課程 ]
●研 究 テ ー マ：現代中国のマクロ経済政策、財政問題、地域開発政策 等
●主な著書・論文：
『中国の政府間財政関係の実態と対応―1980 年 〜90 年代の総括』日本図書セ
ンター（2004 年）
、
「習政権二期目の中国の経済動向と政策−課題と方向性を
探る」
『問題と研究』第 47 巻第 3 号国立政治大学国際関係研究センター（2018
年）等

博士（学術）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：奈良女子大学大学院
●担当授業科目：応用経済学 ABC（社会保障）[ 前期課程 ]
●研 究 テ ー マ：日本における貧困、社会保障論
●主な著書・論文：
「収入からみた貧困の分布とダイナミックス―パネル調査にみる貧困変動―」
（『貧困と社会的排除―福祉社会を蝕むもの―』ミネルヴァ書房、pp.71- 93、
2005）、
「母子世帯の生活状況とその施策」
（『季刊社会保障研究』第 41 巻第
2 号、pp.96 -110、2005）、
「配偶者との離死別と高齢者の生活状況」
（『社会
保障研究』第 4 巻第 1 号、pp.20- 32、2019）

研究分野

●最 終 学 歴：九州大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ（国際経済）
［前期・後期課程］、応用経済学 ABC（国際関
係論）
［前期課程］、応用経済学 ABC（国際経済研究）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：韓国のマクロ経済・農業経済
●主な著書・論文：
『韓国における市場開放と農業構造改革』
（2014 年 , 日本評論社）
『韓国の社会保障』
（2014 年 , 学文社）
『韓国の構造改革』
（2005 年 ,NTT 出版）他

内藤 二郎

HAMAMOTO Chizuka

研究分野

実証マクロ経済学

●最 終 学 歴：Ph.D in Economics, University of California, Santa Barbara
●担当授業科目：理論経済学 ABC（上級マクロ経済学）
［前期課程］
●研 究 テ ー マ：Inequality Anlysis, Evaluation of monetary policy and central banking
●主な著書・論文：「シフト・シェア分析によるリーマン・ショック前後の産業特化」(2019)、
『地域経済研究』広島大学大学院社会

TAKAYASU Yuichi

濱本 知寿香
研究分野

マクロ経済学

●最 終 学 歴：法政大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ・Ⅱ（金融）[ 前期課程 ]、経済学研究指導Ⅰ（経済政策）[ 後期課程 ] 、
理論経済学 ABC（ミクロ経済学）[ 前期課程 ]、応用経済学 ABC（金融研究）[ 後期課程 ]
●研 究 テ ー マ：マクロ経済学
●主な著書・論文：“An Industrial-Organization Approach to Conventional and Unconventional
Monetary Policy,” with K. Miyazaki, Economic Notes, Vol. 50, Issue 3, pp.
1‒22, 2021. “Did the Bank of Japanʼ s Purchases of Exchange -Traded
Funds Affect Stock Prices? A Synthetic Control Approach,” with K. Aono
and H. Nakata, Applied Economics Letters, forthcoming.

研究分野

■研究指導科目
・経済学研究指導Ⅰ
・経済学研究指導Ⅱ
・経済学研究指導Ⅲ

ます。授業の多くは少人数で行われ、穏やかな雰囲気でありながら、分からないところがあればすぐ先生に聞くこ

金陵科技学院 経営学部卒

GUNJI Hiroshi

る。これに必要な品性や品格、豊かな情操と道徳心、多文化共生を実現しようとする姿勢を有
している。加えて、修了後は大学院で取得した知識や技能を役立てるとともに、後進を育成す
る職業に就くことを望んでいる。

経済学専攻
博士課程前期課程2年

鄒 鵬 さん

専任教員

郡司 大志

教育研究上の目的

Student Voice

経済学専攻

修士（経済学）
副学長・教授

日本経済史

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ ( 経済史 )[ 前期・後期課程 ]、経済学研究指導Ⅱ ( 経済史 )
[ 前期課程 ]、経済史 AB( 日本経済史 )[ 前期課程 ]、経済史 AB( 日本経済史研
究 )[ 後期課程 ]
●研 究 テ ー マ：1920 〜 30 年代の日本経済と経済政策
●主な著書・論文：単著『「週刊ダイヤモンド」で読む 日本経済100 年』
（2014. ダイヤモンド
社）、
『評伝日本の経済思想 後藤文夫―人格の統制から国家社会の統制へ―』
（2008. 日本経済評論社）、
『経済失政はなぜ繰り返すのか―メディアが伝え
た昭和恐慌』
（2005. 東洋経済新報社）他

山下 東子

YAMASHITA Haruko

研究分野

博士（学術）
教授

水産経済学、放送と通信の経済学

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ・Ⅱ（資源経済学）[前期課程 ]、経済学研究指導Ⅰ（経済政策）[後期課程 ]、
応用経済学 ABC（日本経済論）[ 前期課程 ]、応用経済学 ABC（資源経済研究）[ 後期課程 ]
●研 究 テ ー マ：水産政策、水産資源管理
●主な著書・論文：SSF Guidelines: Challenges of Japanese Small-Scale Fisheries to Work as a
Role Model (43), pp.396-404, in Li,Y. & T.Namikawa (eds), In the Era of Big
Change, TBTI Global Book Series, 2020,「サケ・サーモンに関する国内外の消費傾向
の変化に関する研究」
『地域漁業研究』
（地域漁業学会誌）59-2、2019 年 7 月、pp.89-96、
『魚
の経済学（第 2 版）―市場メカニズムの活用で資源を護る』
（単著：2012. 日本評論社）
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経済学研究科
経済学専攻

角田

保

修士（経済学）
准教授

応用ミクロ経済学

SUGANO Saki

研究分野

博士（経済学）
准教授

応用ミクロ経済学・公共経済学

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：応用経済学 ABC（公共経済学）
●研 究 テ ー マ：自然災害、社会保障制度、自殺問題等
●主な著書・論文："The Well-Being of Elderly Sur vivors after Natural Disasters:
Measuring the impact of the Great East Japan Earthquake", The
Japanese Economic Review, 27(2) pp.211-229, 2016. “An Analysis
of Suicides in Japan, 1997-2007: Changes in Incidence, Persistence,
and Age Proﬁles” , Social Indicators Research,121(1), pp. 253-272,
2015（共著）.

布袋 正樹

HOTEI Masaki
研究分野

法学研究科

Graduate School of
Law

博士（経済学）
准教授

顧

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ・Ⅱ( 財政 )[ 前期課程 ]、応用経済学 ABC( 財政 )[ 前期課程 ]
●研 究 テ ー マ：税制と企業行動
●主な著書・論文：
「税制と海外子会社の利益送金―本社資金需要からみた「2009 年度改正」の
分析―」
（共著）
『経済分析』第 188 号 , 68-92 頁 , 2014 年 3 月、
「法人税の
帰着―労働は法人税を負担しているのか？―」
（単著）、
『フィナンシャル・
レビュー』第 127 号 , 123-145 頁 , 2016 年 10 月

濤

博士（経済学）
准教授

GU Tao

マクロ経済学

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ・Ⅱ( 理論経済学 )[ 前期課程 ]、文献調査研究 [ 前期課程 ]
●研 究 テ ー マ：マクロ経済統計と経済理論の対応関係についての研究
●主な著書・論文："Public Perceptions of Earthquake Risk and the Impact on Land Pricing:
The Case of the Uemachi Fault Line in Japan," The Japanese Economic
「地方中核都市の老い：人口動態と地価形成
Review 69(4), 2018（共著）、
の 多 様 な 関 係」
（共 著、齊 藤 誠 編 著『都 市 の 老 い』勁 草 書 房、pp.47-85、
2018）、
「中国経済成長の動学的非効率性について―その原因と厚生損失」
（『日本経済研究』No.70、pp.1-31、2014）

津布久 将史

TSUBUKU Masafumi

研究分野

博士（経済学）
准教授

教育研究上の目的
法学研究科博士課程前期課程は、法律学及び政治学についてより深く学識を修め、広い視野に立った研究を遂行するとともに高度に専門的な
職業能力を修得し、グローバル化の進行する世界において多文化の共生に積極的に貢献する人材の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
法学研究科博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人材

法学研究科博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基

次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認められた学

づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

生に修士（法学）または修士（政治学）の学位を授与する。
法律学または政治学を学ぶのに十分な基礎学力を有している。

(2), pp.353-362."Impacts of Globalization on Tariff Settings", International Economics and Economic Policy, 2016,
DOI:10.1007/s10368-016-0368-9."Trade and the Emissions Trading System in a Small Open Economy", Environmental
Economics and Policy Studies, 2017, 19 (2) pp.391-403 (with Yasuhiro Takarada and Madoka Okimoto)."Impact of
Capital Market Integration on Skilled-Unskilled Labor Choice", Journal of Economic Integration, 2017, 32(1), pp.90-111
(with Hikaru Ogawa)."A Note on Tax Analysis in a Two-region Model of Monopolistic Competition", H. Ogawa, M.
Tsubuku, Letters in Spatial and Resource Sciences, 2017, 10(3), pp.327-335(with Hikaru Ogawa).

大浦 あすか
OURA Asuka

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関する

国際経済学、空間経済学

●最 終 学 歴：名古屋大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ・Ⅱ（理論経済学）
［前期課程］、理論経済学 ABC（上級ミ
クロ経済学）
［前期課程］、応用経済学 ABC( 国際経済 )[ 前期課程 ]
●研 究 テ ー マ：国際経済における空間的視点を取り入れた理論研究
●主な著書・論文："Endogenous Transport Costs and Firm Agglomeration in New Trade Theory", Papers in Regional Science, 2014, 95

研究分野

財政学

板橋キャンパス

博士課程 前期課程
研究分野

●最 終 学 歴：法政大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ・Ⅱ（理論経済学）
［前期課程］、理論経済学 ABC（計量経
済学）、
（上級計量経済学）[ 前期課程 ]
●研 究 テ ー マ：医療経済学、保険経済学
●主な著書・論文：
『出生行動における若年者労働市場と公共政策の役割』
（2008）

菅野 早紀

板橋キャンパス

専任教員

KADODA Tamotsu
研究分野

Graduate School of
Economics

法学および政治学における高度の専門知識を理解し、かつ駆使する能力を持っ
ている。また、資料・情報を収集し分析したうえで法学および政治学に関連し

法律学専攻および政治学専攻が別個に定める受け入れ方針に従い、進学および
法学および政治学の研究を通じて社会に対する深い洞察力と正義感を養い、以

経済成長論

●最 終 学 歴：大阪大学大学院
●担当授業科目：応用経済学 ABC（経済数学）
●研 究 テ ー マ：経済成長論
●主な著書・論文："Lethal Effects of Pollution and Economic Growth: Efﬁciency of
Abatement Technology," with Yasukatsu Moridera, and Koichi
Futagami, The Japanese Economic Review, Vol. 69, No. 2, pp.
189-206, June 2018.

入学を望んでいる。

て社会の諸問題の解決にあたる能力を持っている。
研究成果を修士論文という学術的な基準を満たす論文にまとめることを望んで
法学および政治学における専門家としての高度な専門性と応用力を基礎に、多

博士（経済学）
講師

社会の諸問題について強い関心を持ち、解決方法を探求したいと考えている。

た問題点を抽出し、かつまとめる能力を持っている。

いる。

文化の共生を意識しつつ多角的な視野に立って研究を深める能力を持っている。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
法学研究科博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を修
得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を
編成する。
①法律学専攻では各学生が自らの希望・選択する分野で専門的な研究を行い、

岡田 知久

OKADA Tomohisa

研究分野

学部において修得した法律知識をより確実なものとし、公務員試験など各種

博士（経済学）
講師

応用ミクロ経済学、行動経済学

●最 終 学 歴：名古屋大学大学院
●担当授業科目：経済学研究指導Ⅰ・Ⅱ（理論経済学）
［前期課程］、理論経済学 ABC( ミクロ経
済学 ) [ 前期課程 ]
●研 究 テ ー マ：消費者心理が企業行動に与える影響について
●主な著書・論文："Third-Degree Price Discrimination with Fairness- Concerned
Consumers", The Manchester School, Vol.86, No.6, 2014.

試験を目指すための高度な専門知識を修得できるように、憲法、民法、刑法、
商法などの基本的ないわゆる六法科目をはじめ、各専門領域の科目について、
演習科目と講義科目をバランスよく配置している。他方、政治学専攻では国
際機関・国と地域・自治体などの制度・政策・思想・文化の歴史と現状を理解し、
かつ近代化や民主化の比較研究をより多角的、総合的に進められるように、
また、具体的事例研究や実態分析を織りまぜた多角的構造分析を進められる
ように、政治学特殊講義などの専攻科目、現代政治論特殊講義などの関連講
義科目、政治学総合研究などの導入科目を幅広く配置している。
②各専門領域については、法律学専攻、政治学専攻ともに講義科目と演習科目
を配置し、学生の指導を細かく行うことができるように対応している。
③各専門領域に関係する分野については、総合演習（法律学専攻）や現代政治
論特殊研究 I・II・III（政治学専攻）を用意し、学生の問題関心に対応できる科
目などを用意している。
①法律学専攻および政治学専攻において、少人数による講義科目と演習科目を
履修することで、学生の主体的な学びを確実なものとしている。
②研究発表会において自分の研究内容やスタイルについて教員から適宜、アド
バイスを受けることにより、より客観的な視点で研究することが可能となる。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、法学研究科における単位取得状
況、及び 2 年間の総括的な学修成果として複数教員により論文の評価を行う。
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法学研究科

板橋キャンパス

Graduate School of Law

博士課程 後期課程
教育研究上の目的

博士課程 前期課程

Law

教育研究上の目的

法学研究科博士課程後期課程は、前期課程における研究成果に基づき、法律学または政治学の研究者、およびその高度な専門知識を必須とす
る職業分野に従事する能力を有し、多文化の共生に積極的に貢献できる人材の育成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

法律学専攻

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

法学研究科法律学専攻博士課程前期課程は、法学に関する精緻で深い学識を修め、広い視野をもって研究する能力と高度に専門的な職業能力
を有する人材の育成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

法学研究科博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人材

法学研究科博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー

法学研究科法律学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

法学研究科法律学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的とディプロ

を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関する

（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー ( 学位授与方針 )、カリキュラム・ポリシー ( 教育課程の編成・

次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認められた学

づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認

実施方法 ) に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験で受け入

められた学生に修士（法学）の学位を授与する。

れる。

学部教育の基礎の上に、法律学に関するより高度な専門知識を修得し、社会の

①法律学を研究するのに十分な法律知識を学部において修得している。

生に博士（法学）または博士（政治学）の学位を授与する。
法律学または政治学を学ぶのに十分な基礎学力を有している。
前期課程での研究成果を踏まえ、法学および政治学についての高度な専門知識
を修得し、かつ応用する能力を持っている。また、法学および政治学における

各専門分野における既存の研究水準を踏まえ、より明確な問題意識を持って研

高度の専門知識を修得し、高等教育機関等で学ぶ多様な問題関心をもつ学生に

究に取り組む意欲がある。

対して、教員として専門的なスキルをもって教育にあたる能力を持っている。

計画的に進める能力を持っている。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
法学研究科博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を修

①学部において修得した法律知識をより確実なものとし、各種試験に挑戦しよ
資料・情報を収集し、多文化の共生を意識しつつ分析したうえで、法律学に関

研究成果を博士論文という学術的な基準を満たす論文にまとめることを望んで

したいと考えている。

いは解決することが可能な、専門的職業能力を身につけている。

入学を望んでいる。

の多様な要請に応える自立的な研究者として研究を遂行する能力を持っている。
主体的に研究課題を定めて、多文化の共生を意識しつつ独創的な視点で研究を

①法律学に関わる社会の諸問題に強い関心を持ち、法律学的な解決方法を探求
広い視野に立った研究能力または業務の遂行上発生する法的問題を予防しある

法律学専攻および政治学専攻が別個に定める受け入れ方針に従い、進学および
法学および政治学の分野における研究成果を博士論文として作成でき、かつ社会

諸問題を法的視点から解決するための知的能力を身につけている。

連した問題点を抽出し、かつ、まとめる能力を持っている。

うと考えている。
②職業人として得た知識・経験を法律学的に深めようとする意欲がある。
③地域社会において市民として得た知識・経験を法律学的に深めようとする意

いる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
法学研究科法律学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。

欲がある。
④日本に留学し、日本を始めとする諸外国の法律を学ぼうとする意欲がある。
①研究成果を修士論文という学術的な基準を満たす論文にまとめることを望ん
でいる。

得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を
編成する。

①各学生が自らの希望・選択する分野で専門的な研究を行い、学部において修
得した法律知識をより確実なものとし、公務員試験など各種試験を目指すた

①法律学専攻では前期課程において修得した法律知識をより確実なものとし、

めの高度な専門知識を修得できるように、憲法、民法、刑法、商法などの基本

博士論文の執筆を前提として、専門とする分野に関して指導教授から個人的

的ないわゆる六法科目をはじめ、各専門領域の科目について、演習科目と講

な指導を受けることで学生自身の力で独創的な研究を行い、専門業務従事者

義科目をバランスよく配置している。

となるための高度な専門知識を修得できるように、憲法、民法、刑法、商法な
どの基本的ないわゆる六法科目をはじめ、各専門領域の科目について、研究

②各専門領域に関連する領域をカバーできるように、総合演習や関連講義科目
を整備している。

指導科目と講義科目をバランスよく配置している。他方、政治学専攻では国
際機関・国と地域・自治体などの制度・政策・思想・文化の歴史と現状を理解し、
かつ近代化や民主化の比較研究をより専門的かつ実践的に進められるよう
に、
「歴史」と「現代」、
「思想」と「政策」、
「地方」と「国際」などのように、複
眼的視座に基づいて、日本政治史研究指導・西洋政治研究指導・国際政治学

①少人数による講義科目と演習科目において、学生が主体的に学べることので
きるような教育を実施する。
②研究発表会において自分の研究内容やスタイルについて教員から適宜、アド
バイスを受けることにより、より客観的な視点で研究することを可能にする。

研究指導といった研究指導科目、国際関係・地域研究や現代政治特殊研究と
いった授業科目を配置している。

①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、法学研究科法律学専攻博士課
程前期課程における単位取得状況、及び２年間の総括的な学修成果として複

①博士論文の執筆を前提として、一次資料の収集とその分析（法律学専攻であれ
ば判例の分析、その背後にある理論的な議論の整理、政治学専攻であれば外
交文書の解読や思想家の著作のテキストクリティークなど）を徹底して行う。
②専門分野ごとに設けられている学 ( 協 ) 会の会員となり、研究発表なども積極
的に行うことで学外の研究者とも積極的に交流して自己の研究ネットワーク
を構築することを推奨する。
③海外に出て留学やフィールド・ワークを行う機会を設けている。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、法学研究科における単位取得
状況、および 3 年間の総括的な学修成果として複数教員により論文の評価を
行う。

数教員により論文の評価を行う。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・公法特殊講義Ａ
・公法特殊講義Ｂ
・公法特殊講義Ｃ
・公法特殊講義Ｄ
・公法演習Ａ
・公法演習Ｂ
・公法演習Ｃ
・刑事法特殊講義Ａ
・刑事法特殊講義Ｂ
・刑事法特殊講義Ｃ
・刑事法特殊講義Ｄ
・刑事法演習Ａ
・刑事法演習Ｂ
・刑事法演習Ｃ
・民事法特殊講義Ａ
・民事法特殊講義Ｂ
・民事法特殊講義Ｃ
・民事法特殊講義Ｄ
・民事法特殊講義Ｅ
・民事法特殊講義Ｆ
・民事法演習Ａ
・民事法演習Ｂ
・民事法演習Ｃ

・社会法特殊講義Ａ
・社会法特殊講義Ｂ
・社会法特殊講義Ｃ
・社会法特殊講義Ｄ
・社会法演習Ａ
・社会法演習Ｂ
・社会法演習Ｃ
・国際法特殊講義Ａ
・国際法特殊講義Ｂ
・国際法特殊講義Ｃ
・国際法特殊講義Ｄ
・国際法演習Ａ
・国際法演習Ｂ
・国際法演習Ｃ
・基礎法学特殊講義Ａ
・基礎法学特殊講義Ｂ
・基礎法学特殊講義Ｃ
・基礎法学特殊講義Ｄ
・基礎法学演習Ａ
・基礎法学演習Ｂ
・基礎法学演習Ｃ
・総合演習Ａ
・総合演習Ｂ

■関連講義科目
・法制史特殊講義
・現代社会における法と情報特殊講義
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法学研究科
法律学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Law

博士課程 後期課程

Law

法律学専攻

吉永

教育研究上の目的

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

法学研究科法律学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

法学研究科法律学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的とディプロ

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー ( 学位授与方針 )、カリキュラム・ポリシー ( 教育課程の編成・

野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認

実施方針 ) に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験で受け入

められた学生に博士（法学）の学位を授与する。

れる。

①前期課程における研究成果を基礎として、法律学の分野における特定の専門

①法律学を研究するのに十分な法律知識を前期課程において修得している。

研究分野

河野 良継

①法律学における既存の研究水準を踏まえ、独創的な視点で研究を計画的に進
めようとする意思がある。

従事者として活躍することができる。
①法律学の分野において主体的に研究課題を定めて、独創的な視点で研究を計

①法律学の分野において自立的な研究者として、多文化の共生に配慮して専門

③日常生活において消費者として得た知識・経験を法律学的に深める意欲がある。
④地域社会において市民として得た知識・経験を法律学的に深める意欲がある。

分野の研究活動を行うことができる。

⑤日本に留学し日本を始めとする諸外国の法律についてより高度な知識を得た

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
法学研究科法律学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、

いと考えている。
①研究成果を博士論文という学術的な基準を満たす論文にまとめることを望ん
でいる。

教育課程を編成する。
①前期課程において修得した法律知識をより確実なものとし、博士論文の執筆
を前提として、専門とする分野に関して指導教授から個人的な指導を受ける
ことで学生自身の力で独創的な研究を行い、専門業務従事者となるための高
度な専門知識を修得できるようにする。そのために憲法、民法、刑法、商法な
どの基本的ないわゆる六法科目をはじめ、各専門領域の科目について、研究
指導科目と講義科目をバランスよく配置する。
①博士論文の執筆を前提として、判例などの一次資料の収集とその分析、学説
の整理・理論的分析などを徹底して行う。
②研究報告会において自分の研究内容やスタイルについて教員から適宜、アド
バイスを受けることにより、より客観的な視点で研究することを可能にする。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、法学研究科における単位取
得状況、及び３年間の総括的な学修成果として複数教員により論文の評価

鈴木 浩崇 さん
大東文化大学 法学部卒

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■研究指導科目
・公法研究指導
・民事法研究指導
・社会法研究指導

・刑事法研究指導
・国際法研究指導
・基礎法学研究指導

■授業科目
・公法特殊研究Ａ
・公法特殊研究Ｂ
・公法特殊研究Ｃ
・民事法特殊研究Ａ
・民事法特殊研究Ｂ
・民事法特殊研究Ｃ
・社会法特殊研究Ａ
・社会法特殊研究Ｂ
・社会法特殊研究Ｃ

・刑事法特殊研究Ａ
・刑事法特殊研究Ｂ
・刑事法特殊研究Ｃ
・国際法特殊研究Ａ
・国際法特殊研究Ｂ
・国際法特殊研究Ｃ
・基礎法学特殊研究Ａ
・基礎法学特殊研究Ｂ
・基礎法学特殊研究Ｃ

法律の知識だけでなく論理的思考が身につくのも大きな魅力
私は元々大東文化大学の法学部に所属していましたが、その時から法律を使った仕事に就きたいと考えていまし
た。しかし、なかなか自分の将来を具体的にすることができなかったところ、学部生の頃からお世話になっていた
堀川信一先生から大学院のお話を伺い、自分の可能性を広げる思いで入学しました。大東文化大学大学院の講義で
は堀川信一教授を始めとした法学研究科の指導教授の方々の熱心な指導のおかげで、法律の知識だけでなく法律を
扱う上で一番重要な論理的思考力やバランス感覚を養うことが出来ます。学部生の頃から法律を勉強していました
が、やはり法学研究科で勉強したからこそ新たな発見や驚きがあり、法律を学ぶことの楽しさを改めて感じました。
大東文化大学の指導教授の方々は上で記したように、法律の知識だけでなく論理的思考力を養うために自分が一定
の回答を用意出来るまでとことん付き合ってくれます。その経験は法律だけでなく様々なところで生かすことが出
来ると思います。そうした能力を養いたいという方に大東文化大学の法学研究科を強くお勧め致します。
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法社会学、比較法文化論

多田 辰也
TADA Tatsuya

研究分野

博士（法学（LL.D））
教授

藤井 康博

研究分野

修士（法学）
教授

憲法、環境法

松原 孝明

MATSUBARA Takaaki

研究分野

修士（法学）
教授

山口 志保

YAMAGUCHI Shio

研究分野

SONOHARA Toshiaki

修士（法学）
教授

民法（契約法、消費者法）

●最 終 学 歴：東京都立大学大学院
●担当授業科目：民事法特殊講義（民法Ⅲ）、民事法演習（民法Ⅲ）、総合演習（定型約款の総合
研究）
［前期課程］、民事法研究指導（民法Ⅰ）、民事法特殊研究（財産関係法Ⅰ）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：約束的禁反言の生成―エクィティとの関係―
●主な著書・論文：｢約束的禁反言再考｣『日本社会と市民法学』所収（2013. 日本評論社）、｢アメ
リカ契約法における交渉責任の根拠｣大東法学 23 巻 1 号、｢消費者契約法、貸
金業に対する規制法、製造物責任法｣『新･消費者法これだけは』所収（2015）、
｢民法（債権関係）改正案、消費者法の視点から｣『法の科学』23 号所収（2016）

修士（法学）
教授

国際法学

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：国際法特殊講義（国際法）、国際法演習（国際法）
［前期課程］、国際法研究指
導（国際法）、国際法特殊研究（国際法）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：国際法、国際人権法、国際環境法、先住民族の権利
●主な著書・論文：共著『市民の外交 先住民族と歩んだ 30 年』
（法政大学出版局）、2013 年第
4 章「先住民族と国際連合・国際法の動き」執筆。
「新たな気候訴訟と国際人
権法―地球の友オランダ支部ほか対ロイヤル・ダッチ・シェル社事件―」大
東法学 31 巻 1 号（2021年）

ノエル・ウィリアムズ
Noel WILLIAMS

D.Phil.（Oxon.）
教授

Comparative law and society

●最 終 学 歴：Oxford University
●担当授業科目：基礎法学特殊講義（英米法）、基礎法学演習（英米法）
［前期課程］
●研 究 テ ー マ：Right to life
●主な著書・論文：The Right to life in Japan
(Routledge, London and New York, 1997, 2014)

堀川 信一

HORIKAWA Shinichi

博士（法学）
教授

民法

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：民事法特殊講義（民法Ⅱ）
、民事法演習（民法Ⅱ）
、総合演習（不法行為責任と
契約責任の交錯）
［前期課程］
、民事法研究指導（民法Ⅱ）
、民事法特殊研究（財
産関係法Ⅱ）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：法律行為論
●主な著書・論文：
「原因関係のない振込と振込依頼人の保護法理」
『松本恒雄先生還暦記念 民事法の現代
的課題』
（2012. 商事法務）、
「保証契約の成否並びに民法 446 条 2 項の「書面」の解釈」
『円谷峻先生古稀記念論文集民事責任の法理』
（2015. 成文堂）、
「日本法における錯誤論
の展開とその課題 ( 一 )〜( 六・完 )」大東法学 25 巻 1 号 (2015 年 ) 〜 29 巻 2 号 (2020 年 )

森

稔樹

MORI Toshiki
研究分野

民法

●最 終 学 歴：上智大学大学院
●担当授業科目：民事法特殊講義（民法Ⅰ）、民事法演習（民法Ⅰ）、総合演習（不法行為責任
と契約責任の交錯）
［前期課程］、民事法研究指導（民法Ⅲ）、民事法特殊研究
（財産関係法Ⅲ）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：不法行為法（因果関係論、共同不法行為、過失相殺、違法性論）
●主な著書・論文：
「医療過誤訴訟における期待権侵害構成と行為態様評価について」
『医と法
の邂逅第 3 巻』
（尚学社、2018 年）、
「違法性論と権利論の対立について序論」
上智法学論集 59 巻 4 号（2016）、新美育文ほか編『交通事故判例百選〔第 5
版〕』
（有斐閣、2017 年）

行政法

苑原 俊明

研究分野

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：公法特殊講義（憲法）、公法演習（憲法）
［前期課程］、公法研究指導（憲法）、
公法特殊研究（憲法）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：個人の尊厳・権利、国家論、環境法の原則
●主な著書・論文：
「環境憲法と環境国家の理論―「個人」
「人間」
「ヒト」の尊厳・国家目的・事
前配慮（リスクと将来）」憲法理論研究会編『憲法学の未来』
（敬文堂、2010）
105 頁以下、
「〈3.11〉後の事前配慮原則と人格権（1）〜（4）」法政研究 17
巻 2 号（2012）〜大東法学 26 巻 2 号（2017）など

修士（法学）
教授

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：公法特殊講義 ABCD（行政法）、公法演習 ABC（行政法（1 年生用））、公法演
習 ABC（行政法（2 年生用））、公法研究指導（行政法）、公法特殊研究 ABC（行
政過程法）
●研 究 テ ー マ：行政手続法、経済行政法、地方自治法
●主な著書・論文：経済行政における規制・監督手法の一考察（首藤・岡田編『経済行政法の理論』
所収（2010 年、日本評論社））、食品に関する行政介入の一考察（早稲田法
学 85 巻 3 号（2010 年）239 頁）、医薬分業と規制改革（大東法学 25 巻 2 号
（2016 年）1 頁）

研究分野

刑事訴訟法

●最 終 学 歴：立教大学大学院
●担当授業科目：刑事法特殊講義（刑事訴訟法）、刑事法特殊講義（刑事政策）、刑事法演習（刑
事訴訟法）
［前期課程］、刑事法研究指導（刑事訴訟法）、刑事法特殊研究（刑
事訴訟法）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：被疑者取調べの法的規制
●主な著書・論文：多田辰也『被疑者取調べとその適正化』、田宮裕＝多田辰也『セミナー刑事
手続法・捜査編』、田宮裕＝多田辰也『セミナー刑事手続法・証拠編』、多田『再
逮捕について―「事情変更」の内容と「嫌疑の程度の考察を中心に―』大東
法学 23 巻 1 号 69 頁など

FUJII Yasuhiro

KIHARA Masao

研究分野

●最 終 学 歴：大阪大学大学院
●担当授業科目：基礎法学特殊講義（法社会学）、基礎法学演習（法社会学）
［前期課程］
●研 究 テ ー マ：後期近代社会における法現象の検討、法主体の法文化研究
●主な著書・論文：
「英国私法における Reasonableness の思考」
『グローバル世界の法文化』
（福村出版）、
「平均的消費者（average consumer）とは何者か？」大東法
学第 49 巻

①前期課程において修得した法律知識に加え専門職従事者を目指そうと考えて
②企業・官庁などで職業人として得た知識・経験を法律学的に深める意欲がある。

法律学専攻
博士課程前期課程2年

博士（法学）
教授

いる。

画的に進めることができる。

木原 正雄
研究分野

法哲学・法思想史

KOHNO Yoshitsugu

領域について、高度な専門知識を修得し、かつ応用する能力を持っている。
②法律学の分野において高度な専門知識と問題解決能力を身につけた専門業務

学士（法学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：東京大学
●担当授業科目：基礎法学特殊講義（法哲学）、基礎法学演習（法哲学）
［前期課程］、基礎法学
研究指導（法哲学）、基礎法学特殊研究 ABC（法哲学）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：ヴィルヘルム・フォン・フンボルトの思想、近代日本法思想史、リバタリア
ニズム
●主な著書・論文：
『リバタリアニズムの人間観』
（2009. 風行社）、
『近代法思想史入門』
（共著：
2016. 法律文化社）、
「ヴィルヘル ム・フォン・フンボルトにおける自然法」
『ドイツ文学』152 号（2016）、
「自由はなぜ正当化されるのか」
『論究ジュ
リスト』第 22 号（2017）、
「法哲学のススメ」
『法学教室』456 号（2018 年）

研究分野

Student Voice

圭

YOSHINAGA Kei

法学研究科法律学専攻博士課程後期課程は、前期課程での研究成果に基づいて、さらに専門性を深め、自立した法学研究者として、高度な専
門業務従事者として、社会で活躍できる人材の養成を目的とする。

を行う。

専任教員

修士（法学）
教授

租税法、財政法、行政法

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：公法特殊講義（税法）、公法演習（税法）
［前期課程］、公法研究指導（税法）、
公法特殊研究（税法）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：財政調整法の歴史的研究、地方税制度
●主な著書・論文：
『税金のすべてがわかる現代税法入門塾』
〔第 9 版〕
（石村耕治編：清文社）、
「地
方目的税の法的課題」
（日税研論集 46 号）、
「ヘンゼルの地方財政調整法制度
論」
（日本租税理論学会編『相続税制の再検討』）、
「地方税立法権」
（日本財政
法学会編『地方財政の変貌と法』）、
「租税法における行政裁量」
（日税研論集
65 号）

山本 裕子

YAMAMOTO Hiroko

研究分野

博士（学術）
教授

経済法

●最 終 学 歴：横浜国立大学大学院
［前期課程］、社会法研究指
●担当授業科目：社会法特殊講義（経済法）、社会法演習（経済法）
導（経済法）、社会法特殊研究（経済法）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：金融サービスに対する政府の規制と消費者
『企業・消費者・政府と法』
（共著：2011. 放送大学教育振興会）、
『アメリカ
●主な著書・論文：
国際商取引法・金融取引法』
（共訳：2007. レクシスネクシス・ジャパン）、
「販
売店契約における優越的地位の濫用―佐賀地裁令和 2 年 5 月 15 日判決を
素材として」
『金井貴嗣教授古稀祝賀論文集 現代経済法の課題と理論』弘
文堂 257-280 頁 2022 年
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法学研究科
法律学専攻

専任教員

山本 紘之

YAMAMOTO Hiroyuki

研究分野

修士（法学）
教授

●最 終 学 歴：中央大学大学院
●担当授業科目：刑事法特殊講義（刑法Ⅰ）
、刑事法演習（刑法Ⅰ）
［前期課程］、刑事法研究指導
（刑法）、刑事法特殊研究（刑法）
［後期課程］
●研 究 テ ー マ：過失論、終末期医療
●主な著書・論文：
「過失犯の処罰限定論について」法学新報 121 巻 11＝12 号（2015 年）123
頁以下、
「治療中止の不可罰性の根拠について」大東法学 23 巻 1 号（2013 年）
97 頁以下

ARAI Hiroki

研究分野

萩原 基裕

HAGIWARA Motohiro
研究分野

刑法、医事法

新井 弘貴

板橋キャンパス

Graduate School of Law

修士（法学）
准教授

政治学専攻
博士（法学）
教授

民法（財産法）

●最 終 学 歴：明治大学大学院
●担当授業科目：民事法特殊講義（民法Ⅳ）
、民事法演習（民法Ⅳ）
［前期課程］
●研 究 テ ー マ：追完請求権の本質と射程
●主な著書・論文：
「特定物売買における代替物の引渡しによる追完の可否に関する検討」大東法
学 30 巻 2 号（2021 年）
、
「契約の無効、取消しと原状回復―不当利得と原状
回復義務の関係をめぐる序論的考察として―」大東法学 30 巻 1 号（2020 年）
、
「代替物の引渡しによる追完と買主による使用利益返還の要否について」大東
法学 29 巻 1 号（2019）

博士課程 前期課程

Political Science

教育研究上の目的
法学研究科政治学専攻博士課程前期課程は、政治学に関する専門的な学識を修め、広い視野に立脚した研究能力及び高度に専門的な職業能力
を有する人材の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

法学研究科政治学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

法学研究科政治学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

められた学生に修士（政治学）の学位を授与する。

け入れる。

①国際機関・国・地方自治体などの制度・政策・思想・文化の歴史と現状ととも

①政治学を学ぶのに十分な基礎学力と政治問題・社会問題への強い関心を有し

会社法

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：民事法演習（商法Ⅱ）、民事法特殊講義（商法Ⅱ）
●研 究 テ ー マ：会社法
●主な著書・論文：
「米国における ESG 情報の強制開示をめぐる議論の動向と分析」証券経済
研究 114 号（2021）59-74 頁、
「『会議体としての株主総会』に関する一考
察」大東法学 30 巻 2 号（2021）1-34 頁

に、その問題点について、広い知識を有している。

ている。

①習得した知識や理解を活用しながら政治の諸課題を抽出でき、そうした課題

①世界の多様な政治や制度・政策・思想・文化の歴史や仕組みに対する実践的

を、人や社会への深い洞察力と正義感、そして政治学の諸理論に基づく論理

な判断力と柔軟な思考力を有し、政治や社会の諸問題の中から、主体的に課

的思考をもって分析する能力を有している。

題を発見して自立的かつ計画的に研究する意欲を有している。

②資料・情報の収集能力と的確な分析能力をもち、それらを論文・報告書など
の形で社会に発信できる。

①国際交流や地域社会活動等に自発的に参加し、社会の様々な分野で活躍し貢
献する意思を有している。

①高度な専門性と応用力を基礎に、国際問題から地域社会の問題に至るまでの
幅広い分野に関心を有し、多様性に配慮して、他者と共生・協働することが
できる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
法学研究科政治学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
①国際機関・国と地域・自治体などの制度・政策・思想・文化の歴史と現状を理
解し、かつ近代化や民主化の比較研究をより多角的、総合的に進められるよ
うに、また、具体的事例研究や実態分析を織りまぜた多角的構造分析を進め
られるように、政治学特殊講義などの専攻科目、現代政治論特殊講義などの
関連講義科目、政治学総合研究などの導入科目を幅広く設置する。
①少人数による講義と演習に加え、留学やフィールドワークなどを通じて、学
生が専門的かつ幅広く政治の諸問題を学ぶことのできる教育を実施する。
②研究報告会において、自分の研究内容やスタイルに関して、複数の教員から
適宜アドバイスを受ける環境を整備し、より客観的な視点で研究することを
可能にする。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、法学研究科政治学専攻博士課
程前期課程における単位取得状況、及び２年間の総括的な学修成果として複
数教員により論文の評価を行う。

①政治学や関連諸科学の基礎理論と最新知識を、学界のみならず、実社会での
専門実務に応用することを目指している。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・政治学特殊講義
・政治学演習
・日本政治史特殊講義
・日本政治史演習
・日本政治思想史特殊講義
・日本政治思想史演習
・中国政治思想史特殊講義
・中国政治思想史演習
・西洋政治史特殊講義
・西洋政治史演習
・西洋政治思想史特殊講義
・西洋政治思想史演習
・ロシア・旧ソ連政治史特殊講義
・ロシア・旧ソ連政治史演習

・国際政治学特殊講義
・国際政治学演習
・国際関係論特殊講義
・国際関係論演習
・政治過程論特殊講義
・政治過程論演習
・行政学特殊講義
・行政学演習
・公共政策論特殊講義
・公共政策論演習
・現代地方政治特殊講義
・現代地方政治演習
・政治文化論特殊講義
・政治文化論演習

■関連講義科目
・現代政治論特殊講義Ⅰ
・現代政治論特殊講義Ⅱ
・現代政治論特殊講義Ⅲ
■導入科目
・経済学総合研究Ａ
・経済学総合研究Ｂ
・政治学総合研究Ａ
・政治学総合研究Ｂ
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・英書講読Ａ
・英書講読Ｂ
・数理解析Ａ
・数理解析Ｂ

30

法学研究科
政治学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Law

博士課程 後期課程

Political Science

坂部 真理

教育研究上の目的

SAKABE Mari

法学研究科政治学専攻博士課程後期課程は、前期課程における研究成果に基づき、政治学に関して、より専門性を深め、自立した政治学研究
者及び高度な専門業務従事者の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
法学研究科政治学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に定
める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に
関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認められ
た学生に博士（政治学）の学位を授与する。
①国際機関・国・地方自治体などの制度・政策・思想・文化の歴史と現状とともに、その問題点
について、十分に広く、かつ高度な知識を有している。
②高度な論文作成能力を持ち、政治と政治学に関する専門知識・方法論を教授する能力や、実
務でも活用しうる能力を有している。

①高度な専門性と応用力を基礎に、国際的な問題から地域の問題に至るまでの幅広い分野に
関心を有し、それらを総合して、学界や実社会に貢献する意欲を有している。
②多文化共生の理念に基づき、多様性を尊重しつつ、国際的な研究・教育活動や地域社会活動
に積極的に貢献する意欲を有している。

研究分野

法学研究科政治学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる
能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育
課程を編成する。
①多様な政治制度・政策・歴史・思想を理解し、かつ比較研究を専門的かつ実践的に進められ
るように、
「歴史」と「現代」、
「思想」と「政策」、
「地方」と「国際」など、複眼的視座に基づ
く科目を設置する。具体的には、日本政治史研究指導・西洋政治史研究指導・国際関係論研
究指導・現代地方政治研究指導といった研究指導科目、国際関係・地域研究や現代政治特殊
研究といった授業科目を設置する。

法学研究科政治学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・
ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）
に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。
①高度に専門的な政治学を学ぶのに十分な学力と政治・社会への幅広くかつ鋭敏な問題意識
を有している。
①世界の多様な政治制度・政策や、その背景をなす歴史・思想・文化に対する高度な知識と斬
新な感性、②新たな研究分野を創造する意欲を有し、③政治や社会の諸問題の中から、主体
的に課題を発見して自立的かつ計画的に研究する意欲を有している。
①国際交流や地域社会活動等に自発的に参加し、社会の様々な分野で活躍し、貢献する意思を
有している。
①研究者など高度に専門的な職業に従事するために、政治学および関連諸科学の基礎理論と
最新知識の修得を目指している。
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Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■研究指導科目
・政治学研究指導
・政治過程論研究指導
・日本政治史研究指導
・日本政治思想史研究指導
・中国政治思想史研究指導
・西洋政治史研究指導
・西洋政治思想史研究指導

・ロシア・旧ソ連政治史研究指導
・国際政治学研究指導
・国際関係論研究指導
・行政学研究指導
・現代地方政治研究指導
・公共政策論研究指導
・政治文化論研究指導

現代アメリカ政治、比較福祉政治、教育政策

加藤 普章
KATO Hiroaki
研究分野

■授業科目

論的分析などを綿密な研究指導を通じて個別に行う。
②留学やフィールドワークなどを通じて、高度に専門的な研究課題についての調査や分析を
主体的に学ぶことのできる教育を実施する。
③研究報告会において、自分の研究内容やスタイルに関し、複数の教員から適宜アドバイスを
受ける環境を整備し、最新の研究水準で研究することを可能にする。

・政治学特殊研究（近代国家形成の政治理論）
・日本政治特殊研究Ⅰ（戦前期日本の政治史）
・日本政治特殊研究Ⅱ（戦前期日本の政治思想）
・日本政治特殊研究Ⅲ（戦後期日本の政治過程）
・国際関係・地域研究Ⅰ（アメリカ）
・国際関係・地域研究Ⅱ（フランス）
・国際関係・地域研究Ⅲ（ロシア）
・国際関係・地域研究Ⅳ（中国）
・国際関係・地域研究Ⅴ（東南アジア）
・現代政治特殊研究Ⅰ（先進国の行政と官僚制）
・現代政治特殊研究Ⅱ（都市政治と行政）
・現代政治特殊研究Ⅲ（公共政策の形成と行政実態）
・現代政治特殊研究Ⅳ（エスニック集団と多文化共存）
・現代政治特殊研究Ⅴ（マス･メディアと政治）

PhD（政治学）
教授

政治文化論、カナダ研究、多文化主義研究

●最 終 学 歴：カールトン大学大学院（カナダ）
●担当授業科目：政治文化論演習、政治文化論特殊講義、政治文化論研究指導、現代政治特殊
研究Ⅳ（エスニック集団と多文化共存）
●研 究 テ ー マ：カナダ多文化主義の理念と政策実態
●主な著書・論文：
『カナダの多文化主義と移民統合』
（2018 年、東大出版会）
『カナダ連邦政治』
（2002 年、東大出版会）

武田 知己
研究分野

博士（政治学）
教授

日本政治外交史、対外政策決定論

●最 終 学 歴：東京都立大学大学院
●担当授業科目：日本政治史演習、日本政治史特殊講義、日本政治史研究指導、日本政治特殊
研究Ⅰ（戦前期日本の政治史）
●研 究 テ ー マ：昭和史、国際関係論と日本外交史、日本の対外政策決定過程論
●主な著書・論文：
『重光葵と戦後政治』
（単著：吉川弘文館、2002 年）、アントニーベスト著『大
英帝国の親日派』
（翻訳：中公叢書、2015 年）、
『自民党政治の源流』
（共著：
吉田書店、2015 年）、
『日本近現代史ー民意と政党』
（共著：放送大学出版会、
2021 年）、
『大正史講義』
（共著：ちくま新書、2021 年）、
『官邸主導と自民
党政治ー小泉政権の史的検証』
（共著：吉田書店、2021 年）等

井上 浩子
INOUE Hiroko

①博士論文の執筆を前提として、公開・未公開の一次資料の収集とその分析、学説の整理・理

①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、法学研究科政治学専攻博士課程後期課程に
おける単位取得状況、及び３年間の総括的な学修成果として複数教員により論文の評価を
行う。

博士（法学）
研究科委員長・教授

●最 終 学 歴：名古屋大学大学院
●担当授業科目：政治学演習、政治学特殊講義、政治学総合研究Ａ・B、政治学研究指導、政治
学特殊研究（近代国家形成の政治理論）
●研 究 テ ー マ：アメリカの教育改革、社会的投資国家

TAKEDA Tomoki

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

専任教員

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

①人や社会への深い洞察力と正義感、そして政治学の諸理論に基づく論理的思考をもって、政
治学的な新規研究課題の開発能力を有している。

政治学専攻

研究分野

PhD
准教授

国際関係学、東南アジア研究、東ティモール研究

●最 終 学 歴：オーストラリア国立大学大学院
●担当授業科目：国際関係論特殊講義、国際関係論演習、英書購読 AB
●研 究 テ ー マ：国際関係における文化とアイデンティティ、東南アジアにおける国民国家の
形成
「リベラル平和構築とローカルな法秩序」
（『国際政治』2016.10）、Understanding
●主な著書・論文：
Timor-Leste 2014（共著：Hawthorn: Swinburne Press, 2014）、
『国際文化関
係史研究』
（共著：東京大学出版会、2013）

藤井 誠一郎

FUJII Seiichiro
研究分野

中根 一貴

NAKANE Kazutaka
研究分野

博士（法学）
専攻主任・教授

ヨーロッパ政治史、東中欧地域研究

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：西洋政治史演習、西洋政治史特殊講義、西洋政治史研究指導、政治学特殊研究
（近代国家形成の政治理論）
●研 究 テ ー マ：19 世紀後半から 20 世紀初頭のチェコ政党政治
●主な著書・論文：
『政治的一体性と政党間競合─20 世紀初頭チェコ政党政治の展開と変容』
（2018. 吉田書店）、
「『チェコのベルルスコーニ』の挑戦─ANO とチェコ政
党政治」
（『大東法学』29 巻 2 号 2020 年 3 月）

齊藤 哲郎

SAITO Tetsuro
研究分野

修士（国際学）
教授

現代中国政治論・政治思想史

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：中国政治思想史演習、中国政治思想史特殊講義、中国政治思想史研究指導、
国際関係・地域研究Ⅳ（中国）
●研 究 テ ー マ：グローバル化と現代アジア
●主な著書・論文：
『チャイナ・イデオロギー』
（単著：2014. 彩流社）
『中国革命と知識人』
（単著：1998. 研文出版）
『岩波現代中国事典』
（岩波書店）

萩原

稔

HAGIHARA Minoru

研究分野

博士（政治学）
教授

近代日本政治思想史

●最 終 学 歴：同志社大学大学院
●担当授業科目：日本政治思想史演習、日本政治思想史特殊講義、日本政治思想史研究指導、
日本政治特殊研究Ⅱ（戦前期日本の政治思想）
●研 究 テ ー マ：近代日本の「アジア主義」思想 等
●主な著書・論文：
『北一輝の「革命」と「アジア」』
（2011. ミネルヴァ書房）、
『近代日本の対外
認識Ⅱ』
（伊藤信哉との共編著：2017. 彩流社）、
『大正・昭和期の日本政治と
国際秩序』
（武田知己との共編著：2014. 思文閣出版）

岡田 拓也

OKADA Takuya
研究分野

博士（法学）
准教授

西洋政治思想史

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：西洋政治思想史特殊講義、西洋政治思想史演習
●研 究 テ ー マ：17 世紀イギリスの政治と宗教、ホッブズ、ロック
●主な著書・論文：Hobbes’ s philological analysis of ‘spirit’ in Leviathan, History of Political
Thought 40（3）2019, 433-457,「宗教的自由と権威―ホッブズ『リヴァイ
アサン』の聖書解釈とイングランド内戦（1）
〜
（6）
」
（
『国家学会雑誌』、2017
〜2018 年）

博士（政策科学）
准教授

地方自治

●最 終 学 歴：同志社大学大学院
●担当授業科目：現代地方政治特殊講義、現代地方政治演習
●研 究 テ ー マ：地方分権、住民自治組織、地域運営組織、公共サービス、オンブズマン制度
●主な著書・論文：
『住民参加の現場と理論―鞆の浦、景観の未来―』
（公人社、2013 年）、
『ご
み収集という仕事─清掃車に乗って考えた地方自治』
（コモンズ、2018 年）
、
『ごみ収集とまちづくり―清掃の現場から考える地方自治』
（朝日新聞出版
社、2021 年）
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外国語学研究科

公共政策学専修コース
大東文化大学大学院では、経済学研究科経済学専攻と法学研究科政治学専攻が連携して、「公共政策学専修コ−ス」を開設しています。
このコ−スでは、政策立案のスキルアップをめざす現職公務員はもとより、公務員志望の学部卒業生、公共政策に関心をよせる企業・各種団体等の
職員、社会貢献をめざす方々、日本の公共政策を研究対象とする留学生などを念頭に、経済学の科目と政治学の科目とを併行して修得しつつ、自己
の関心分野に応じて勉学を深めることができるよう授業科目が編成されています。
このコースは、経済学研究科経済学専攻博士課程前期課程または法学研究科政治学専攻博士課程前期課程のいずれかに在籍して、その専攻の公共政
策学に関係する基本的な科目を履修しながら、併行してもう一方の専攻の基本的な科目も履修するところに特徴があります。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
経済学研究科と法学研究科の博士課程前期課程において共同で設置された公共
政策学専修コースは、建学の精神に基づく教育目標に定める人材を育成するため、
所定の期間在学し、各所属研究科において定める専門分野に関する、次のような
高度な能力を身につけ、所定の単位を修得し、専門分野に関する次のような高度
な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認められた学生に修士（公共政策
学）の学位を授与する。
（知識）公共政策および関連する専門領域において、課題を発見し、解決するために必要な幅
広い知識を修得している。
（技能）公共政策に関連した特定の課題について調査研究を推進するために必要な技能を修得
していることはもちろんのこと、自ら主体的に計画を立案し、場合によっては関係者と折衝し、
実行する能力を持っている。また、公共政策に関して解決すべき課題に直面した際には、課題
の性質に応じて単独で、あるいは研究グループを統率して調査分析にあたり、その結果を求め
られたタイミングと方法で提示することができる。
（判断力）現代社会における公共政策に関連した多様な諸問題について、理論的枠組みに基づ
き、公平・公正な立場から多角的かつ批判的に分析することができる。
（思考力）分析を通じて得られた知見は、広い視野に立脚した新規性・独創性のあるものであり、
論理的な思考・判断に基づき結論が導かれている。
（表現力）理論的貢献や政策的含意を結論に至るまで的確に表現し、学術論文・報告書・口頭発
表・講演などのかたちで明確にプレゼンテーションする能力をもつ。自らの調査研究成果を発
表する際には、受け手とのコミュニケーションを通じてニーズや関心に耳を傾け、解説する方
法や使用する用語を柔軟に使い分けることができる。
（建学の精神）国内外の政治経済情勢について関心と問題意識を持ち続けるにあたっては、国
際的な感覚を身につけ、国際社会や地域社会における多様性を尊重し、受容性と親和性をもっ
て東西文化への理解や多文化共生を実践する。
（教育の理念）多角的な視点から課題の発見と問題の解決に取り組む。これを通じて、自らの
研鑽の成果を生かす研究者・ 専門的職業人として指導的・先導的な役割を果たし、積極的に公
共政策に関連する諸問題を解決するために尽力することができる。
（態度）研究者・ 専門的職業人として規律を守り、倫理観、品位、責任、社会的弱者や異なる文
化に対する理解と寛容を保持できる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
経済学研究科と法学研究科の博士課程前期課程において共同で設置された公共
政策学専修コースは、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を修得させるために、
以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を編成する。

修士論文または調査研究報告書（リサーチペーパー）
公共政策学専修コ−スの学生は、修了にあたって修士論文または調査研究報告書（リサーチ
ペーパー）のいずれかを作成しなければなりません。調査研究報告書（リサーチペーパー）とは、
特定の課題についての実践的な研究の成果をまとめたものです。

学位の授与
公共政策学専修コースを修了した方に対して「修士（公共政策学）」の学位を授与いたします。
なお、修士論文を提出して修了をした方については、経済学専攻の公共政策学専修学生の場合
には「修士（経済学）」を、政治学専攻の公共政策学専修学生の場合には「修士（政治学）」をそ
れぞれ「修士（公共政策学）」の学位に代えて授与することも可能です。

公共政策学専修コースを修了した方に対して「修士（公共政策学）」の学位を授与いたします。
なお、修士論文を提出して修了をした方については、経済学専攻の公共政策学専修学生の場合
には「修士（経済学）」を、政治学専攻の公共政策学専修学生の場合には「修士（政治学）」をそ
れぞれ「修士（公共政策学）」の学位に代えて授与することも可能です。

経済学特殊講義 AB（消費者政策・法制）

政治学専攻

政治学特殊講義 ／ 政治過程論特殊講義 ／ 行政学特殊講義
公共政策論特殊講義 ／ 現代地方政治特殊講義

経済学専攻博士課程前期課程
公共政策専修コース
専攻課程

授業科目

経済学専攻
博士課程
前期課程

研究指導科目

（建学の精神・態度）常に国内外の政治・経済動向に関心を持つ。多文化のなかで研究者・専門的職
業人として共生することを目指し、品性や品格、豊かな情操と高い倫理観を育むべく努力している。
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専攻課程

授業科目

政治学専攻
博士課程
前期課程

（専攻科目）

経済学研究指導Ⅰ

政治学演習
日本政治思想史特殊講義
中国政治思想史特殊講義

外国語学研究科博士課程前期課程は、高度な言語運用能力と専門的
な知識、豊かな教養を修め、国内外で活躍できる有能な人材の育成
を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

博士課程 後期課程
教育研究上の目的
外国語学研究科博士課程後期課程は、博士課程前期課程で修めた専
門知識と言語能力をもとに、研究能力をさらに向上させ、高度な言
語運用能力を備え、優れた教育・研究活動を行うことができ、国際
社会の専門分野で活躍できる人材の育成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

外国語学研究科博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人
材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関する
次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認められた学生
に修士（中国言語文化学・英語学・日本言語文化学）の学位を授与する。

外国語学研究科博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人
材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関する
次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認められた学生
に博士（中国言語文化学・英語学・日本言語文化学）の学位を授与する。

①各専攻が対象とする専門分野に関する専門的知識・技能を修めている。
②専門的な職業を担うための必要な語学力・応用力を備えている。

①研究機関や教育機関の中核を担う専門分野に関する高度な知識・技能を修得している。
②各分野において文献批判・資料収集・分析総合・仮説設定・帰結追究・定理予想、等々の総合

①一般社会・教育界・各研究分野の要請に応え、内外で活躍できる語学に関する総合力を身に

③身につけた知識・技能を実際の場に於いて創造的に応用することができる。

つけている。
②自己の見解を適切に表現・伝達し、また他者の見解を傾聴・理解できる能力及び社会の一員

①研究成果を国内外の学会で発表、学術論文として纏め上げ、研究者として自立して研究活動

西洋政治史特殊講義

国際政治学特殊講義

理論経済学Ｃ

政治過程論特殊講義

国際関係論特殊講義
政治過程論演習

経済史Ａ

行政学特殊講義
行政学演習

経済史Ｂ

公共政策論特殊講義

応用経済学Ａ

現代地方政治演習

応用経済学Ｃ

政治文化論特殊講義

外国文献研究Ａ

現代政治論特殊講義Ｉ

（関連講義科目）
現代政治論特殊講義Ⅱ

外国文献研究Ｂ

現代政治論特殊講義Ⅲ
（導入科目）

文献調査研究

経済学総合研究Ａ

経済学特殊講義Ａ

経済学総合研究Ｂ
政治学総合研究Ｂ

（専攻科目）

英書講読Ａ

政治学特殊講義

数理解析Ａ

現代地方政治特殊講義

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

専攻科目では、各専攻で設けられている諸分野（特に言語学関係、言語教育学関係、言語文化学
関係）で開講されている「特殊研究」と「演習」を通じて、高度な専門知識と研究能力を修得する。
共通科目では、語学研究に必須な学際的な知識と言語情報処理の必要な技術を学ぶ。

いる。
①自身の研究領域に関して、幅広い知識と柔軟で創造的な思考を身につけ、絶えず情報を収集、
分析し、結論を導き論文にまとめ発表できる。
②将来、研究者・教員・高度職業人として、多文化共生を踏まえて、国際社会、地域社会におい
て言語研究、多言語文化交流に携わりたいと考えている。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を
修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を
編成する。

各専攻における専門分野が研究科目と演習科目を有効に配置しつつゼミ形式で専門知識の習
得と調査探究、論文作成を推進し、指導教員による指導を徹底させる。履修者に学会発表や論
文投稿を積極的に推奨する上、課題設定、資料収集、論文執筆等の実践能力の向上を重視する。

各専攻それぞれの分野で設置している「特論」と「特別演習」を通じて、高度な専門知識と研

各専攻における修了要件である単位取得数を満たしており、かつ、修士論文は審査委員会（主
査１名、副査２名）による口頭試問を経て評価、専攻協議会における審議に基づいて、研究科
委員会にて報告し学位授与の可否を決する。

各専攻の特論科目と特別演習科目を有効に配置しつつ専門知識の習得と高度最先端の研究能
力の育成、博士論文の作成を推進し、指導教員を中心とした論文指導を行う。各専攻で定める
一定数以上の学会発表・論文掲載が修了要件として設けられ、課題設定、調査探究、理論形成、
論文執筆等の実践的な能力の向上を図っている。

究能力を修得する。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
外国語学研究科博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基づき、
次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。
①言語学・言語教育学・言語文化学に関する十分な基礎学力を有し、各専攻分野を専門的に学
び、研究したいと考えている。
②言語運用能力を高め、他言語・文化につき広く知り、言語と文化に対する感性を磨きたいと
考えている。
①広い知識と深い理論を修め、多様な見解に対応し、自身の見解を主張できる。
①国内外の専門家と研究活動の交流を通じ、各専攻分野の研究に意義を見出す意欲がある。
②高い向上心を持ち、将来、研究者・教員・高度職業人などとして国際社会、地域社会に貢献
したいと考えている。

各専攻における修了要件である単位取得数を満たしていること、各専攻で定められた学会発
表と論文掲載の本数を満たしていること、更に博士論文に関して審査委員会（主査１名、副査
３名）による口頭試問を経て評価、専攻協議会における審議に基づいて、研究科委員会にて報
告し学位授与の可否を決する。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
外国語学研究科博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基づき、
次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。
①前期課程で学んだ言語学・教育学・文化学に関する確かな学力を持ち、それらをより深く専
門的に研究したいと考えている。
①広い知識と深い理論を修め、多様な見解に対応し、自身の独自で発展性のある見解を主張で
きる。

政治学総合研究Ａ

経済学特殊講義Ｂ

公共政策論特殊講義

められる職業を遂行するための能力を身につけている。

公共政策論演習
現代地方政治特殊講義

応用経済学Ｂ

行政学特殊講義

①各専攻で取得した知識・技能に基づきつつ、旺盛な学習意欲により新たな情報・能力を常に
習得し続けることにより、多文化共生を踏まえて国際社会で対応できる高度の専門性の求

を行う能力を身につけている。
②高い倫理観を有し、自立して研究活動を行うための深い学識・綿密な企画・分かり易い表現
能力を身につけている。
③専門的な職業分野で活躍できる柔軟な思考力と高度な語学力と専門性の高い能力を有して

ロシア・旧ソ連政治史特殊講義

理論経済学Ｂ

政治過程論特殊講義

としての強い責任感・使命感・モラルを持ち適切に行動できる能力を有している。

西洋政治思想史特殊講義

理論経済学Ａ

政治学専攻
博士課程
前期課程

政治学特殊講義
日本政治史特殊講義

講義・実習科目

経済学研究科と法学研究科の博士課程前期課程において共同で設置された公共
政策学専修コースは、教育研究上の目的・ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、
カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基づき、次のような要件
を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

（思考・判断・表現）公共政策に関連した多様な諸問題を公平・公正な立場から多角的に分析し
ようとする意欲がある。情報を収集・分析し、そこから得られた知見を口頭や文章により表現
する力を備えている。

政治学専攻博士課程前期課程
公共政策専修コース

経済学研究指導Ⅱ

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

教育研究上の目的

外国語学研究科博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を
修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を
編成する。

修了要件対象科目一覧

①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、単位取得状況、および２年間の総括的な学修
成果として複数教員により論文もしくはリサーチペーパーの評価を行う。

（知識・技能）大学院レベルの公共政策学を学ぶのに十分な経済学または政治学についての基
礎的知識を有している。日本語以外の言語を用いて研究する能力、コンピューターを用いた基
本的な情報コミュニケーションスキル等を習得している。

応用経済学 ABC（公共経済学）
／ 応用経済学 ABC（金融）
／

経済学専攻

①少人数体制によるインタラクティブな授業科目を履修することで学生の主体的な学びを確
実なものとする。
②経済学専攻に所属する学生にあっては政治学専攻において開講される公共政策に関する専
門科目を、政治学専攻に所属する学生にあっては経済学専攻において開講される公共政策
に関する講義・実習科目を履修するよう指導する。

博士課程 前期課程

板橋キャンパス

力を身につけている。

専攻科目

①公共政策学に関連する基本的な科目として、経済学専攻には「理論経済学」、
「経済史」などが、
政治学専攻には「行政学特殊講義」、
「日本政治史特殊講義」などが配置されている。学生は
自身の専攻に応じてこれらの科目を学ぶ。
②公共政策の立案等に必要な学問分野を学ぶための専門的な科目として、経済学専攻には「応
用経済学」、政治学専攻には「現代地方政治特殊講義」などが配置されている。学生は自身の
専攻に応じてこれらの科目を学ぶ。
③学生が所属していない他方の専攻が提供している入門的な科目として「経済学総合研究」、
「政治学総合研究」などが配置されているので、これらを履修することを通じて公共政策学
の幅広い知識を修得する。

Graduate School of
Foreign Languages

英書講読Ｂ
数理解析Ｂ
経済学専攻

講義・実習科目

①真理に対する探究心と、本質を見抜く審美眼を有し、将来、研究者・教員・高度職業人など
として国際社会、地域社会に貢献したいと考えている。
②各専攻分野の言語運用能力を極め、異文化圏の一層の理解を深め、共時的のみならず通時的
な言語と文化に対する感性を磨きたいと考えている。
③国内外の専門家と研究活動の交流を通じ、各専攻分野の研究に意義を見出したいと考えて
いる。

応用経済学Ａ
応用経済学Ｂ
応用経済学Ｃ
経済学特殊講義Ａ
経済学特殊講義Ｂ
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外国語学研究科
中国言語文化学専攻

博士課程 前期課程

Chinese language and Culture

教育研究上の目的

中国言語文化学専攻

博士課程 後期課程

Chinese language and Culture

教育研究上の目的

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程前期課程は、中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の３つの分野に関する専門的な学識を修
め、より高度な言語運用能力と専門性を深め、専門分野別の知識それぞれの分野で世界に通じる研究能力、高度な中国語運用能力及び専門的
な職業能力を有する人材の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程後期課程は、前期課程における研究成果に基づき、より高度な言語運用能力と専門性を深め、専
門分野別の知識を用い、自身の言葉で見解を展開でき、世界に通じる自立した中国言語文化学研究者及び高度な専門業務従事者の養成を目的
とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づ

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づ

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的

く教育目標を定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修

とディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程

く教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修

とディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程

得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査の

の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験

得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査の

の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験

うえ合格と認められた学生に修士（中国言語文化学）の学位を授与する。

によって受け入れる。

うえ合格と認められた学生に博士（中国言語文化学）の学位を授与する。

によって受け入れる。

①中国語学・中国語教育学・中国言語文化学に関する高い専門知識と研究能力

①大学を卒業して十分な基礎学力を有している。

①中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の三分野もしくは、複数の分野に

①前期課程を修了して十分な専門知識や研究経験を有している。

を身につけている。

②中国語の運用能力を高めたいと考えている。

またがって広範かつ高度な専門知識と必要な関連技術を修得している。

②中国語の運用能力を実践的にレベルアップしたいと考えている。

②国際社会に貢献できる高度なコミュニケーション能力と応用能力を有して
いる。

①専攻分野に対して高い判断能力・分析能力や論文作成の能力を身につけたい
と考えている。

自力で遂行する資料収集・材料分析・学術判断・データ整理・文章構築などの

①専門分野において、専門的な職業に従事するために必要な思考力と判断力を
備えている。
②専門知識を駆使して、資料・情報の収集分析に基づき、結論を導き出す表現
能力を修得し、独自に問題解決できる。

際社会における多様性を尊重し、多文化共生を意識しつつ多角的な視点から

①専攻分野に対して高い専門性を有する判断能力・分析能力や論文作成の能力
を身につけたいと考えている。

総合能力を身につけている。
①幅広い教養を修得し、物事の本質を見極め、柔軟で創造的な問題解決の能力
を身につけたいと考えている。

②高度な異文化理解、知識摂取、学術連携、実務担当など行動力と発信力を有
している。

②専攻分野の研究を主体的に推し進め、学内外で研究成果を積極的に発表した
①幅広い専門知識と創造的な学術思考の構築を目指し、国際社会における多様

③将来、研究者、教員、高度職業人として国際社会、地域社会に貢献したいと考
えている。

性を尊重し、多角的な視点から問題の解決と多文化共生の実現に取り組むこ
とを通じて、時代の発展に順応できる人材として産業・教育・研究の諸分野

課題の探索と問題の解決に取り組むことを通じて、高度な専門性を自主的に

①幅広い教養を修得し、物事の本質を見極め、柔軟で創造的な問題解決の能力
を身につけたいと考えている。

②専攻分野の研究を主体的に推し進め、学内外で研究成果を積極的に発表した
いと考えている。

①旺盛な学習意欲を保ちながら新しい知識を追い求め続ける態度に基づき、国

①研究成果を学術論文としてまとめ、指導教授の助言を受けながら出来るだけ

いと考えている。
③将来、国内外においてより有能な中国語の研究者、教員、高度職業人として
社会に貢献したいと考えている。

の今日的課題を主体的に学び続ける態度を常に保っている。

構築できる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授
与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方
針に基づき、教育課程を編成する。
①専攻科目は、中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の三分野にまたがる「特
殊研究」と「演習」を通じて、専門知識と研究能力を修得する。
②実習科目は、日中両語による異文化コミュニケーションの基礎的な技能や幅
広い運用能力を身につける。
③共通科目は、語学研究に必須な学際知識と言語情報処理の必要な技術を学ぶ。
①中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の各分野が研究科目と演習科目を

Curriculum
■専攻科目

2022 年度 カリキュラム

演習 E 〜 F はダブルディグリー科目

・中国言語文化学特殊研究Ⅰ A・B
・中国言語文化学演習Ⅰ A 〜 F
・中国言語文化学特殊研究Ⅱ A・B
・中国言語文化学演習Ⅱ A 〜 F

・中国言語文化学特殊研究Ⅲ A・B
・中国言語文化学演習Ⅲ A 〜 F
・中国言語文化学特殊研究Ⅳ A・B
・中国言語文化学演習Ⅳ A 〜 F

外国語学研究科中国言語文化学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授
与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方
針に基づき、教育課程を編成する。
①専攻科目は、中国語学・中国語教育学・中国言語文化学の三分野にまたがる「特

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■研究指導科目
・中国言語文化学特別演習Ⅰ
・中国言語文化学特別演習Ⅱ
・中国言語文化学特別演習Ⅲ
・中国言語文化学特別演習Ⅳ
・中国言語文化学特別演習Ⅴ

A〜F
A〜F
A〜F
A〜F
A〜F

・中国言語文化学特論Ⅰ
・中国言語文化学特論Ⅱ
・中国言語文化学特論Ⅲ
・中国言語文化学特論Ⅳ
・中国言語文化学特論Ⅴ

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

論」と「特別演習」を通じて、高度な専門知識と研究能力を修得する。

■実習科目
・中国語コミュニケーション実習Ⅰ
・中国語コミュニケーション実習Ⅱ
・中国語コミュニケーション実習Ⅲ
・中国語コミュニケーション実習Ⅳ
・中国語コミュニケーション実習Ⅴ
・中国語コミュニケーション実習Ⅵ

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

※セメスター制のため全て半期科目

①各分野が特論科目と特別演習科目を有効に内容配置しながら専門知識の学修
と博士論文の作成を推し進め、指導教授による論文指導を全面かつ綿密に
行っている。
②学会発表や論文投稿が履修要件として要求され、課題設定、資料収集、原稿
作成など実践能力の向上を図っている。

有効に内容配置しながらゼミ形式で専門知識の学習と研究論文の作成を推し
進め、指導教授による指導を徹底させる。
②履修者に学会発表や論文投稿を積極的に推奨する上、課題設定、資料収集、
原稿作成など実践能力の向上を重視する。
①修了要件である単位取得を満たしている。
②修士論文は審査委員会（主査１名、副査２名）による口頭試問を経て、評価
する。

①修了要件である単位取得数を満たしている。

■共通科目
・言語学特殊講義Ⅰ A・B
・言語学特殊講義Ⅱ A・B
・外国語教授法特殊講義 A・B
・第二言語習得理論 A・B
・社会言語学特殊講義 A・B
・対照言語学Ⅰ（日英）A・B
・対照言語学Ⅱ（日中）A・B
※セメスター制のため全て半期科目

・対照言語学Ⅲ（日韓）A・B
・比較文化論特殊講義 A・B
・映像メディア文化論 A・B
・情報文化論 A・B
・言語情報処理論 A・B
・マルチメディア教育論 A・B

②発表論文の本数をクリアしている。
③博士論文は審査委員会（主査 1 名、副査 3 名）による口頭試問を経て、評価
する。

Student Voice
中国言語文化学専攻
博士課程前期課程2年

先生方の的確なサポートにより問題発見・解決能力が飛躍的に向上
私は大東文化大学の中国語学科出身で、大学時代に研究した物を更に深く研究したいと考え、本大学院を選びまし
た。箕作麒祥が翻訳した『仏蘭西法律書』の漢語に関してが私の研究テーマです。研究対象は明治時代の本ですが、現

竹内 誠偉 さん

在使われていない漢字は大量にあります。意味の分析とデータ化する作業も多くあります。幸いなことに、私の指導先

大東文化大学 外国語学部卒

な思考方法や研究のやり方などを教えていただき、その答えを自分で探すようにサポートしてくれました。そのおか

生は大学時代のゼミの先生です。毎回自分が研究する時に困難があった際、ただ私に答えを教えるだけではなく、新た
げで自分自身が現在研究する際だけではなく普段物事を考える時も視野は徐々に広がっている事に気付きました。ま
た、毎年の学術シンポジウム開催前に大学院事務室の方々の丁寧なサポートがあり、とても助かります。もしかしたら、
現在私の研究結果は将来の仕事には役に立たないかもしれませんが、重要なのは研究する際に培った問題解決力と独
自の問題発見力です。その二つの能力は必ず社会に出たらとても役に立つと思います。
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外国語学研究科
中国言語文化学専攻

大島 吉郎

OSHIMA Yoshiro
研究分野

専任教員
修士（中国文学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：大阪市立大学大学院後期博士課程
●担当授業科目：
（前期課程）中国言語文化学特殊研究ⅢAB、中国言語文化学演習ⅢAB（後期
課程）中国言語文化学特殊演習ⅢAB、中国言語文化学特論ⅢAB
●研 究 テ ー マ：現代中国語を起点とする通時的研究
●主な著書・論文：
「『新刻官音彙解釋義音註』
（乾隆十三年重鐫本）の言語的特徴について」、
『外
国語学研究』第 23 号（2021）、
「循環する物語―― “彷彿思想里有鬼似的” に
関する― 考察―」、
『中国言語文化学研究』第 7 号（2018）

丁

鋒

TEI Hou
研究分野

博士（文学）
教授

中国語学、中国語史、中国音韻・音声学

●最 終 学 歴：中国社会科学研究院大学院
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅰと演習Ⅰ
（前期課程）
、中国言語文化学特論Ⅰと演
習Ⅰ
（後期課程）
●研 究 テ ー マ：中国語学諸問題（前期課程）
、近世中国北方語の諸問題（後期課程）
●主な著書・論文：
《日漢琉漢対音與明清官話音研究》
（中華書局・2008）
、
《如斯斎漢語史叢稿》
《如
斯斎漢語史続稿》
（貴州大学出版社・2010・2012）、
《日本 “国字” 在漢字構形
模式上的拓展》
（
《漢語典籍文字研究》第 12 輯・2015）
、
《日本古寫經〈玄應音
義〉引雅考》
（
『語学教育研究所 創設 30 周年記念フォーラム』所収・2015）
、
《東
渡唐僧道璿及其〈華嚴傳音義〉研究》
（語学教育フォーラム第 32 号・2017)。

山内 智恵美
YAMAUCHI Chiemi

研究分野

担当授業科目のA 〜 Fの表示を省略しています。

竹島

博士（文学）
教授

中国文化、翻訳教育

修士（文学）
教授

中国語学校文法、教学法

●最 終 学 歴：日本大学大学院
●担当授業科目：中国言語文化学演習Ⅱ、中国言語文化学特殊研究Ⅱ
●研 究 テ ー マ：日中対訳、初学者への文法教育
●主な著書・論文：
「使役表現の教え方と日本語訳について」日本語と中国語のヴォイス（2012）
、
「中国語の “让” 構文に対応する「使役やりもらい文」について」研究会報告
(34)（2013）、
「存現文を初学者にどう教えるか」大東文化大学紀要第 49 号
（2011）

山口 直人

YAMAGUCHI Naoto
研究分野

修士（文学）
教授

英語学専攻
教育研究上の目的

外国語学研究科英語学専攻博士課程前期課程は、英語学、英語教育学、言語文化学の分野において深い学識を修め、広い視野に立脚した研究
能力及び高度に専門的な知識、技能を有する人材の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

葵欣

ZHAO Kuixin

研究分野

博士（文学）
准教授

安藤 好恵
ANDO Yoshie

外国語学研究科英語学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目

外国語学研究科英語学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプ
ロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・

門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格

実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって

と認められた学生に修士（英語学）の学位を授与する。

受け入れる。

①英語学、英語教育学、言語文化学の各分野もしくは、複数の分野にまたがっ

①大学卒業レベルの十分な学力を有している。

て広範かつ深い知識を身につけ実践的問題を解決できる。
的知識、技能を身につけている。

佐竹 保子

SATAKE Yasuko

研究分野

YOSHIDA Keiko

博士（文学）
特任教授

中国古典文学、文化

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：中国言語文化学特論Ⅴ、日本言語文化学特論Ⅲ
●研 究 テ ー マ：漢魏晋六朝詩文の解読と唐代文学の理解
●主な著書・論文：
『西晋文学論』
（汲古書院 2002）、訳書『詩の芸術性とは何か』
（ 同 1993）、
『陶
淵明影像』
（尚斯国際出版社 2022）、共著『『隋書』音楽志訳注』
（和泉書院
2016）、共著『被埋没的足跡：中国性別史研究入門』
（國立臺灣大學出版中
心 2020）、
「謝朓「游東田」詩の新しさ」
（『集刊東洋学』125、2021）

博士（法学）、修士（外国語教育学）
准教授

通訳翻訳教育、日中言語文化交渉

●最 終 学 歴：中国西南政法大学
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅰ、中国言語文化学演習Ⅰ
●研 究 テ ー マ：通訳翻訳教育、通訳訓練法の中国語教育への応用、法と言語に関連した日中
言語文化交渉など
●主な著書・論文：翻訳『経済法総論』原著者：丹宗暁信・伊従寛（中国法制出版社 2010.12）、
主編委員・共同執筆中国語シリーズ教材『中日橋漢語』
（北京大学出版社
2012.3）、中国語（簡体字）チームリーダー『15 言語の裁判員裁判用語の解
説』第 1 巻（現代人文社 2013.2）、監訳『法窓夜話』原著者：穂積陳重（中国
法制出版社 2015.3）

杜

改俊

DU Gaijun

研究分野

①英語及び関連する分野について問題意識を持ち、それらについて高度な専門
知識や幅広い言語運用能力で判断し、それを効果的に表現できる能力を持っ

①英語学・英語教育学・言語文化学の各分野、もしくは複数の分野にまたがる

ている。

諸問題について、情報を正確かつ批判的に読み取り、それについて自らの考
②自ら設定した主題に関するデータを収集、分析し、結論を導いて発表するこ
とができる。

①国内外の研究領域に対し、幅広い教養を身につけ、柔軟で創造的な思考を身
につけたいと考えている。
②物事の本質を見極め、解決し、研究結果を通して社会に貢献したいと考えている。
③向上心が高く、修了後には研究者としてだけでなく、国連や外資系企業など

中国語学、中国語教育

吉田 慶子

②英語の運用能力を一層向上させる能力がある。

②現在の知識をもとに、高度の専門性が求められる職業を遂行するための専門

えを述べ、また論文にまとめることができる。

修士（人文科学）
准教授

●最 終 学 歴：お茶の水女子大学大学院
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅲ、中国言語文化学演習Ⅲ
●研 究 テ ー マ：中国語における文使用と発話解釈、中国語学習者の学習要因
●主な著書・論文：
「日本の大学における中国語専攻学習者の資格試験に関する動機づけ」
（中
国語教育第 15 号・2017）
『中国語類義語辞典』
（共著・朝日出版社・2015）、
「転折文における “虽然” の指示機能について」
（お茶の水女子大学中国文学
会報第 30 号・2011）

研究分野

中国語学・中国語教育

●最 終 学 歴：華中師範大学大学院
●担当授業科目：中国語コミュニケーション実習Ⅲ
●研 究 テ ー マ：類型学の視角からの中国語方言研究、中国語における文法化
『武漢方言語法研究』
（武漢大学出版社・2012）、
「明清北京官話文献中表給
●主な著書・論文：
與義的 “給” [kei] 的讀音」
（『方言』2021）、
「現代漢語 “什麼 A、B …” 列舉用
法來源考」
（『中国言語文化学研究 』2020）、
「 漢語『要』類慣常表達研究」
（『語
法化与語法研究八』2017）、
「武漢方言『得』的模態用法及其語法化」
（『語
法化与語法研究七』2015）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専

①新しい情報を常に収集し学び続けることで、急激に変わりゆく現代社会で高

博士（文学）
特任教授

中国語国際教育学、中国古代文学

●最 終 学 歴：北京外国語大学中文学院
●担当授業科目：中国語コミュニケーション実習Ⅰ
●主な著書・論文：
《忽必烈潜邸幕僚形成研究》
（商務員書館出版社・2021）
。
《論元初金蓮川文
人集団文学創作》
《文学遺産》
（2008.4）
《
〈紅楼夢〉中人物角色 “篡位” 分析̶
論劉姥姥的 “怡紅” 作用》
（
《紅楼夢学刊》2007.3）
；
《伝奇文体與中国女性》
（三
晋出版社・2008）

国際的に活躍したいと考えている。

度の専門性が求められる職業を遂行できる。
②異文化に関する知識を深め適切なコミュニケーションが図れる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科英語学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に

趙

博士課程 前期課程

English Studies

現代中国語文法、日中言語対照分析

●最 終 学 歴：北九州市立大学大学院
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅱ、中国言語文化学演習Ⅱ、中国言語文化学特別演
習Ⅱ、中国言語文化学特論Ⅱ
●研 究 テ ー マ：生成文法による日中言語対照分析
●主な著書・論文：
『現代中国語生成文法』
（好文出版 2018）
、
『日本的日汉语言对比分析报告―从
生成语法的视角―』
（語学教育フォーラム第 31 巻・2016）
、
「中国語文法研究
の可能性―脳科学の応用―」
（
『中国言語文化学研究』2012）
、
「類同を表す“也”
と否定のスコープ」
（
『日中言語対照研究論集』2009）

研究分野

●最 終 学 歴：西北大学大学院（中国）
●担当授業科目：中国言語文化学特殊研究Ⅳ、中国言語文化学演習Ⅳ、中国言語文化学特論Ⅳ、
中国言語文化学特別演習Ⅳ
●研 究 テ ー マ：衣食住などの文化変遷と社会変化の関係を分析
●主な著書・論文：
『20 世紀漢族服飾文化研究』
（単著：2001・西北大学出版社）、
『中国語表現
法マニュアル』
（共著：2005・駿河台出版社）、
『続・中国語表現法マニュアル』
（共著：2010・駿河台出版社）、
『現代中国服飾とイデオロギー ─ 翻弄された
120 年』
（単著：2020・白帝社）

毅

TAKESHIMA Tsuyoshi
研究分野

中国言語文化学

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づ
き、教育課程を編成する。
①英語学、英語教育学、言語文化学３分野にまたがる基礎的な知識及びデータ
収集と処理を学ぶ共通科目群を置く。
②異文化理解を深め、自分の考えを英語で発表し論文にまとめる実習科目群を
置く。
③英語学、英語教育学、言語文化学の各分野における先行研究の分析を通じて
的確な判断力と自らの思考力を発展させる専攻科目、特殊研究科目群を置く。
④自ら情報を収集・分析し結論を導き出して発表し、論文にまとめるスキルを
養う専攻科目、演習科目群を置く。
①主体的な学びを促進するために、専攻科目、特殊研究科目群においては、ア
クティブ・ラーニングを取り入れた教育方法を採用する。
②少人数の専攻科目、演習科目においては、インタラクティブな教育を実施する。
③海外での体験学習の受講（留学）を積極的に推奨する。
①学位授与方針で掲げられた能力の習得度合いを、英語学専攻における修了要

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・英語学特殊研究Ⅰ A・B
・英語学演習Ⅰ A 〜 D
・英語学特殊研究Ⅱ A・B
・英語学演習Ⅱ A 〜 D
・英語学特殊研究Ⅲ A・B
・英語学演習Ⅲ A 〜 D
・英語学特殊研究Ⅳ A・B
・英語学演習Ⅳ A 〜 D
・英語学特殊研究Ⅴ A・B
・英語教育学特殊研究Ⅰ A・B
・英語教育学演習Ⅰ A 〜 D

・英語教育学特殊研究Ⅱ A・B
・英語教育学演習Ⅱ A 〜 D
・英語教育学特殊研究Ⅲ A・B
・英語教育学演習Ⅲ A 〜 D
・言語文化学特殊研究Ⅰ A・B
・言語文化学演習Ⅰ A 〜 D
・言語文化学特殊研究Ⅱ A・B
・言語文化学演習Ⅱ A 〜 D
・言語文化学特殊研究Ⅲ A・B
・通訳・翻訳コミュニケーション
特殊研究 A・B

■実習科目
・異文化コミュニケーション実習Ⅰ
・異文化コミュニケーション実習Ⅱ
・異文化コミュニケーション実習Ⅲ
・異文化コミュニケーション実習Ⅳ
・異文化コミュニケーション実習Ⅴ
・異文化コミュニケーション実習Ⅵ
・異文化コミュニケーション実習Ⅶ
・異文化コミュニケーション実習Ⅷ

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

件達成状況、単位取得状況、毎年の中間発表、複数教員による学位論文の評
価等の結果によって形成的に測定するものとする。

■共通科目
・言語学特殊講義Ⅰ A・B
・言語学特殊講義Ⅱ A・B
・外国語教授法特殊講義 A・B
・第二言語習得理論 A・B
・社会言語学特殊講義 A・B
・対照言語学Ⅰ（日英）A・B
・対照言語学Ⅱ（日中）A・B

・対照言語学Ⅲ（日韓）A・B
・比較文化論特殊講義 A・B
・映像メディア文化論 A・B
・情報文化論 A・B
・言語情報処理論 A・B
・マルチメディア教育論 A・B

※セメスター制のため全て半期科目
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外国語学研究科
英語学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

博士課程 後期課程

English Studies

英語学専攻

専任教員

鈴木 敬了

教育研究上の目的

SUZUKI Hironori

外国語学研究科英語学専攻博士課程後期課程は、前期課程における研究成果に基づき、より専門性を深め、自立した研究者及び高度な専門業
務従事者の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科英語学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目

外国語学研究科英語学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプ

標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専

ロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・

門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格

実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって

と認められた学生に博士（英語学）の学位を授与する。

受け入れる。

①英語学、英語教育学、言語文化学の各分野もしくは、複数の分野にまたがっ

①前期課程修了レベルの十分な学力を有している。

研究分野

小倉いずみ
研究分野

①英語及び関連する分野について強い問題意識を持ち、それらについて高度な
①専攻分野で研究成果を学術的な論文としてまとめ、それを国内外の学会で発
表し、研究者として自立して研究活動を行う能力を身につけている。
①急激に変わりゆく現代社会で高度の専門性が求められる職業を遂行するため
の専門知識、技能を身につけている。

専門知識や幅広い言語運用能力で判断し、それを効果的に表現できる能力を
持っている。

る知識を深め、幅広い知識や柔軟で創造的な思考を身につけ、常に情報を収
集、分析し、結論を導き論文にまとめ発表できる。

国際社会に貢献したいと考えている。
②物事の問題の所在や本質を見極め、解決する高度な能力を獲得したいと考え
ている。
③向上心が高く、修了後には国連や外資系企業などで国際的に活躍したいと考

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

えている。

外国語学研究科英語学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に
掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づ
き、教育課程を編成する。

修士（文学）
教授

アメリカ文学、アメリカ思想史

●最 終 学 歴：アメリカ合衆国ブラウン大学大学院
●担当授業科目：比較文化論特殊講義 A・B
●研 究 テ ー マ：アメリカ植民地時代の宗教、19 世紀アメリカ文学と奴隷制反対運動
●主な著書・論文：
『ジョン・コットンとピューリタニズム』
（彩流社 2004）、
『アメリカ文化
55 のキーワード』
（ミネルヴァ書房 2013）、
『ジョン・ブラウンの屍を越え
て』
（金星堂 2016）、
『トマス・フッカーとコネチカット』
（金星堂 2020）

大月

実

OHTSUKI Minoru
研究分野

博士（言語学）
専攻主任・教授

理論言語学、意味論

●最 終 学 歴：上智大学大学院
●担当授業科目：
（後期課程）英語学特別演習Ⅱ、英語学特論Ⅱ、
（前期課程）英語学演習Ⅱ、
英語学特殊研究Ⅱ
●研 究 テ ー マ：英独仏対照言語学、命名論、言語進化論
●主な著書・論文：
「欧米日における認知言語学：その先駆けと現代の旗手」
『認知言語学大事典』
（2019 朝倉書店）42-57. 『認知意味論』
（2019 くろしお出版）
［共著］. A
Cognitive Linguistic Study of Colour Symbolism（2000 Inst. for
the Res. & Educ. of Lang.）

クリスティアン・シュパング

Christian W．SPANG
研究分野

Dr. phil.（Zeitgeschichte, Anglistik）
教授

19・20 世紀のヨーロッパ史、国際関係論

●最 終 学 歴：フライブルク大学大学院（ドイツ）
●担当授業科目：
（後期課程）言語文化学特別演習Ⅰ、言語文化学特論
●研 究 テ ー マ：明治・大正・昭和前半の日独関係史
●主な著書・論文：
『Karl Haushofer und die OAG』, Munich: Iudicium（単著：2018）,
『Transnational Encounters between Germany and Japan』, London:
Palgrave Macmillan（共 編：2016）;『Karl Haushofer und Japan』,
Munich: Iudicium（単著：2013）

①英語学、英語教育学、言語文化学の各分野で、前期課程で修得した能力を活
かして、更に向上心をもって勉学に励み、修了後には自立した研究者として

②国内外の英語学、英語教育学、言語文化学の研究領域に対し、異文化に関す

歴史英語学、コーパス言語学

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：
（後期課程）英語学特別演習Ⅲ、英語学特論Ⅲ、
（前期課程）英語学演習Ⅲ、
英語学特殊研究Ⅲ
●研 究 テ ー マ：古英語頭韻詩の頭韻と語順、英語語彙の歴史的変化
●主な著書・論文：Phases of the History of English, Frankfurt am Main: Peter Lang,（共編著：2013）
、
"On MV/VM Order in Beowulf," in Christian Kay et al., New Perspectives on English
Historical Linguistics: Selected Papers from 12 ICEHL, Amsterdam: John Benjamins,
pp. 195-213.（2004）
『英語教師のための英語史』開拓社（共著：2018）

OGURA Izumi

て広範かつ高度な専門知識、技能を身につけそれらを応用できる。

博士（情報科学）
研究科委員長・教授

担当授業科目のA 〜 Fの表示を省略しています。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

佐藤 桐子

SATO Kiriko
研究分野

博士（学術）
教授

英語学、英語史

靜

研究分野

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：英語学演習Ⅰ、英語学特殊研究Ⅰ
●研 究 テ ー マ：1. 文法変化を中心とした英語史研究、2. 古英語の統語・語彙・文体、3. シェ
イクスピア作品における関係詞の用法
●主な著書・論文：The Development from Case-Forms to Prepositional Constructions
in Old English Prose. Bern: Peter Lang, 2009. "Ælfricʼs Language for
Ediﬁcation in the First Homily on the Assumption of the Virgin Mary."
Studies in English Literature, English Number 63 (2022): 39-55.

哲人

SHIZUKA Tetsuhito

PhD
副学長・教授

英語教育学、言語テスティング

●最 終 学 歴：レディング大学大学院（イギリス）
●担当授業科目：英語教育学特殊研究Ⅰ、英語教育学演習Ⅰ、英語
教育学特別演習Ⅱ、英語教育学特論Ⅱ
●研 究 テ ー マ：音声指導を中心とする英語教育方法・言語テストの項目分析
●主な著書・論文：
『英語授業の大技・小技』
『英語授業の心・技・体』
『英語授業の心・技・愛―小・
中・高・大で変わらないこと』
（以上研究社）
『英語テスト作成の達人マニュ
アル』
（大修館）
『基礎から深く理解するラッシュモデリング：項目応答理論
とは似て非なる測定のパラダイム』関西大学出版部

■専攻科目

①英語学・英語教育学・言語文化学の各分野、もしくは複数の分野にまたがる
広範囲な専門的知識及びデータ収集と処理を学ぶため特論科目群を置く。
②英語学、英語教育学、言語文化学の各分野における先行研究の分析を通じて
的確な判断力と自らの思考力を一層発展させる特別演習科目を 1 年次に置く。
③自ら情報を収集・分析し結論を導き出して発表できるスキルを養う特別演習
科目を２年次に置く。
④国内外の研究領域に対し、幅広い知識と柔軟で創造的な思考を身につけ、常

・英語学特別演習Ⅰ A 〜 F
・英語学特別演習Ⅱ A 〜 F
・英語学特別演習Ⅲ A 〜 F
・英語学特論Ⅰ A・B
・英語学特論Ⅱ A・B
・英語学特論Ⅲ A・B
・英語教育学特別演習Ⅰ A 〜 F
・英語教育学特別演習Ⅱ A 〜 F

・英語教育学特論Ⅰ A・B
・英語教育学特論Ⅱ A・B
・英語教育学特論Ⅲ A・B
・言語文化学特別演習Ⅲ A 〜 F
・言語文化学特別演習Ⅳ A 〜 F
・言語文化学特論Ⅰ A・B
・言語文化学特論Ⅱ A・B

に情報を収集、分析し、結論を導き発表し論文にまとめるスキルを養う特別
演習科目を 3 年次に置く。

米山 聖子

YONEYAMA Kiyoko

研究分野

and Production Data of English Learners, (Journal of Phonetic Society of Japan, Vol.
18-1, 30-39, 2014). The Inﬂuence of Lexical Factors on Word Recognition by Native
English Speakers and Japanese Speakers Acquiring English: A First Report, (Journal of
Phonetic Society of Japan, Vol. 14-1, 35-47, 2011). How we hear what is hardly there:
Mechanisms underlying compensation for /t/-reduction in speech comprehension,
(Journal of Memory and Language, 59/1, 133-152, 2008).

①主体的な学びを促進するために、特論科目群においては、アクティブ・ラー
ニングを取り入れた教育方法を採用する。
③海外での体験学習の受講（留学）を積極的に推奨する。
①学位授与方針で掲げられた能力の習得度合いを、英語学専攻における修了要
件達成状況、単位取得状況、毎年の中間発表、複数教員による学位論文の評
価等の結果によって形成的に測定するものとする。

音声学・音韻論、言語習得（特に音声・音韻面を中心に）

●最 終 学 歴：オハイオ州立大学大学院（アメリカ）
●担当授業科目：英語学演習Ⅳ（一年生用）、英語学演習Ⅳ（修論指導）、英語学特殊研究Ⅳ
●研 究 テ ー マ：
「外国語学習者のレキシコンの特性と音声言語の知覚・産出への影響に関す
る研究（平成 26 年度〜平成 28 年度 科学研究費基盤研究（C）研究代表者）
●主な著書・論文：Voicing Effect on Vowel Duration: Corpus Analyses of Japanese Infants and Adults,

※セメスター制のため全て半期科目

②少人数の特別演習科目においては、インタラクティブな教育を実施する。

PhD（Linguistics）
教授

淡路 佳昌

AWAJI Yoshimasa

研究分野

修士（教育学）
准教授

渡辺 良彦

WATANABE Yoshihiko
研究分野

「フィンランド語の学習体験を通して日本の英語教育を考える」
（大東文化大学教職課程センター紀要

フランソワ・ルーセル
François ROUSSEL

大学院って、ただ勉強だけでなく、研究を通して興味のある分野を探求することになります。ネバールで教師として働いてい

英語学専攻
博士課程後期課程3年

た私が海外の大学院で多言語発達を研究したいと思ったのです。大東文化大学大学院に入学したことは、私にとって賢明な選

メハタ カルシン さん

指導教員もとても気さくで、初対面とは思えないほどでした。大学院に進学してからは、自分が力を入れたいと思っていた研究

ネパール国立トリブバン大学卒

択の一つです。大学院に出願する際、事務局の方々はとても親切で、出願の手続きをスムーズに進めることができました。一方、
を続けることができています。学校の環境は、私が想像していたよりもはるかに良いものでした。教授方は皆、知識が豊富で、
研究熱心で、学生一人ひとりが特定の分野に集中できるようなスペースを与えてくれました。研究室はとても広く、一日中研究
に集中できますし、学校の図書館もとても広くて、ほとんどの本が手に入ります。発展途上国出身の私にとって、すべての費用
を自分でまかなうのは簡単ではありませんが、修士課程から博士課程まで外部奨学金に推薦してくれた大学には特に感謝して
います。大東文化大学大学院は、私が成長し、自分のために、そして社会に貢献するために研究するための重要な場所であると
思います。

39

る諸問題（1）新語の導入でフラッシュカードやめませんか ?」
（大東文化大学教職課程センター紀要（1）
,
2016）.『英語指導技術ガイド Q&A授業の悩みにこたえる 26 のレシピ』
（共著）, 開拓社 , 2014）.

三島 篤志

MISHIMA Atsushi

研究分野

修士（英語学）
准教授

通訳研究、通訳教育

●最 終 学 歴：神戸市外国語大学大学院
●担当授業科目：通訳・翻訳コミュニケーション特殊研究
●研 究 テ ー マ：同時通訳の方略、同時通訳のオンラインメカニズム
●主な著書・論文：日英同時通訳のイントネーション『神戸外大論叢』第 63 巻 2 号（2013）、
ニューススタイルとその訳出―米 ABC News と CNN HLN の比較―『神
戸 外 大 論 叢』第 61 巻 4 号（2011）、放 送 通 訳 の 訳 出 ス ト ラ テ ジ ー『THE
JASEC BULLETIN』第 9 巻 1 号（2000）

フランス近代史と日仏交流史、フランス語教育

Multilingual Perspectives in Geolinguistics, H.Kitabayashi 編 Raleigh, NC: Lulu Press (p286-295).
2015/04「今日の日本での｢外国語としてのフランス語｣の授業で､文化的側面をどう考慮すべきか」，外国語
教育Ⅶ グローカル時代の外国語教育 , 吉島茂 編 朝日出版社 (p179-190). 2013/03「日本のフランス語教
科書（テキスト）でみるフランスの文化と社会」
（大東文化大学）語学教育研究論叢第 30 号 (p297-314)
2011/03「日本におけるフランス人学校のフランス語普及効果」

学習型授業実践の試み」
（大東文化大学教職課程センター紀要（2）, 2017）.「英語入門期の指導に関す

大学院には研究を通じて興味のある分野を探求する醍醐味がある

DEA（Études de IʼExtrême-Orient）
准教授

●最 終 学 歴：パリディドロ大学大学院（フランス）
●担当授業科目：言語文化学演習Ⅰ、映像メディア文化論
●研 究 テ ー マ：日仏交流史：日本におけるフランス人学校、フランス教育の歴史。フランス
語教育：異文化間教育の方法論。
●主な著書・論文：2015/12 "Plurilinguism, Pluriculturalism, and Figures of Otherness in The Spanish Apartment",

（4）, 2019）.「コンピュータやプログラミングへのいざないと CALL および ICT の実習を統合した協働

Student Voice

英語学、生成文法理論、英文法

●最 終 学 歴：東京学芸大学大学院
●担当授業科目：英語学特殊研究Ⅲ
●研 究 テ ー マ：英語の補部の関係節の統語・意味に関する共時的研究
●主な著書・論文：
「潜伏疑問文に生じる関係節の性質とその「疑問」の解釈について」
『言語研究・第 122 号』
（2002. 日本言語学会）、“On the Relation between the Choice of That or Which and
the Articles The and A in ʻComplement Relative Clauses.” English Linguistics 21:2.
（2004. 日本英語学会）
、
「時と場所の関係節における wh 関係詞 when/whereと前置詞
+which の選択について」
『言語研究・第 126 号』
（2004. 日本言語学会）、
『英語の補部の関
係節の統語論・意味論と先行詞の問題』
（ひつじ書房、2022）その他

研究分野

英語教育学、CALL

●最 終 学 歴：上越教育大学大学院
●担当授業科目：異文化コミュニケーション実習Ⅰ、英語教育学特殊研究Ⅱ、英語教育学演習Ⅱ
●研 究 テ ー マ：英語授業学、CALL、視聴覚教育
●主な著書・論文：
「フィンランドの英語教員養成―教育実習に関する現地調査―」
（語学教育研究所論叢（38）, 2020）.

修士（教育学）
教授

三上

傑

MIKAMI Suguru

研究分野

博士（言語学）
講師

英語学、言語学（生成文法理論、比較統語論、史的統語論）

●最 終 学 歴：筑波大学大学院
●担当授業科目：対照言語学 I（日英）
●研 究 テ ー マ：自然言語における一致現象・移動現象に関する共時的・通時的研究
『日本語統語論研究の広がり：記述
●主な著書・論文：『コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論2』開拓社（共著：2019年）、

と理論の往還』くろしお出版（共著：2019年）、
「英語の結果構文が示す『非能格性』：非能格動詞結果構文が許容
する二つの解釈と構造的曖昧性」
『英文学研究』第95巻（単著:2018年）、“Two Types of Long Scrambling in
Japanese: A/Aʼ -Properties and the EPP on T in Focus-Prominent Languages,” MIT Working Papers
in Linguistics 67（単 著：2013年）、“Heavy NP Shift in English and A-Movement in Subject-Prominent
Languages,” English Linguistics 29（単著：2012年）、“The Locative Inversion Construction in English:
Topicalization and the Pronunciation of the Lower Copy,” English Linguistics 27（単著：2010年）
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外国語学研究科
英語学専攻

専任教員

ジェフリー・ジョンソン
Jeffrey JOHNSON
研究分野

担当授業科目のA 〜 Fの表示を省略しています。

PhD（Comparative Literature）
特任教授

比較詩学

●最 終 学 歴：ワシントン大学大学院（アメリカ）
●担当授業科目：
（後期課程）言語文化学特別演習Ⅰ、言語文化学特論Ⅰ
●研 究 テ ー マ：比較詩学 : Modernist Poetics
●主な著書・論文：Haiku Poetics in Twentieth-Century Avant-Garde Poetry (2011).
Bakhtinian Theory in Japanese Studies. Ed. Jeffrey Johnson ( 2001).
翻訳：
『地形と気象』左右社（2016）

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

日本言語文化学専攻

博士課程 前期課程

Japanese language and Culture

教育研究上の目的
外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程前期課程は、日本言語文化学に関する高度な学識を修め、広い視野に立脚した研究能力及び高度
に専門的な職業能力を有する人材の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づ

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目

く教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修

的、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課

得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査の

程の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試

うえ合格と認められた学生に修士（日本言語文化学）の学位を授与する。

験によって受け入れる。

①日中比較文学、日中比較言語文化学、日本語学、日本語教育学、言語学に関す

①学部で修得した基礎学力を身につけている。

る専門的知識と分析能力を身につけている。
①日本言語文化学専攻での研究目標を明確に把握し、専門的な職業に従事する
ために必要な思考力、判断力、表現力を身につけている。
①日本言語文化学専攻で培った知識と分析能力を活用し、産業・教育・研究分
野における今日的課題を解決するとともに、また国際社会で対応できる能力
を身につけている。
②グローバル時代に要請される広い異文化理解に基づき、国際社会で発信でき

②高度な日本語能力を身につけている。
①高度な専門知識と幅広い言語分析能力、文献学的考察の手法を身につけたい
と考えている。
①専門分野の研究を主体的に推し進め、学内外の研究会、学会、シンポジウム
などでそれぞれの研究成果を、積極的に発表したいと考えている。
②将来、研究者、教員、高度職業人として国際社会、地域社会において言語研究、
多言語文化交流に携わりたいと考えている。

る能力を身につけている。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授
与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方
針に基づき、教育課程を編成する。
①専攻科目においては、日本言語文化学、応用日本語学における特殊研究と演
習を通じて、それぞれの分野の研究方法を学ぶ。
②実習科目においては、レポートや論文ならびに口頭発表の基礎レベルを学び、
日本語能力を高める。
③共通科目においては、言語情報処理をはじめとする分析に必要な技術を学ぶ。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・日本言語文化学特殊研究Ⅰ A・B
・日本言語文化学演習Ⅰ A 〜 D
・日本言語文化学特殊研究Ⅱ A・B
・日本言語文化学演習Ⅱ A 〜 D
・日本言語文化学特殊研究Ⅲ A・B
・日本言語文化学演習Ⅲ A 〜 D
・日本言語文化学特殊研究Ⅳ A・B
・日本言語文化学演習Ⅳ A 〜 D
・日本言語文化学特殊研究Ⅴ A・B

・応用日本語学特殊研究Ⅰ A・B
・応用日本語学演習Ⅰ A 〜 D
・応用日本語学特殊研究Ⅱ A・B
・応用日本語学演習Ⅱ A 〜 D
・応用日本語学特殊研究Ⅲ A・B
・応用日本語学演習Ⅲ A 〜 D
・応用日本語学特殊研究Ⅳ A・B
・応用日本語学演習Ⅳ A 〜 D
・応用日本語学特殊研究Ⅴ A・B

①専攻科目、特殊研究科目群においては、学生の主体的な学びを促し、インタ
ラクティブな教育の取り組みを進め、広くまた高度な知識や分析技能を学ぶ。
②演習においては、少人数ゼミで資料やデータの分析方法を学び、レポート、
論文、口頭発表にまとめる実践的スキルを学ぶ。
③各種学会や国際シンポジウムへの参加を積極的に推奨する。
①修了要件となる単位取得条件を満たしている。
②１名の主査、２名の副査によって、修士論文を審査し、評価する。

■実習科目
・日本言語文化学実習Ⅰ
・日本言語文化学実習Ⅱ
・日本言語文化学実習Ⅲ
・日本言語文化学実習Ⅳ
・日本言語文化学実習Ⅴ
・日本語研究基礎実習Ⅰ

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

・日本語研究基礎実習Ⅱ
・日本語研究基礎実習Ⅲ
・日本語研究基礎実習Ⅳ
・日本語研究基礎実習Ⅴ
・日本語論文作成実習Ⅰ
・日本語論文作成実習Ⅱ

A・B
A・B
A・B
A・B
A・B
A・B

■共通科目
・言語学特殊講義Ⅰ A・B
・言語学特殊講義Ⅱ A・B
・外国語教授法特殊講義 A・B
・第二言語習得理論 A・B
・社会言語学特殊講義 A・B
・対照言語学Ⅰ（日英）A・B
・対照言語学Ⅱ（日中）A・B

・対照言語学Ⅲ（日韓）A・B
・比較文化論特殊講義 A・B
・映像メディア文化論 A・B
・情報文化論 A・B
・言語情報処理論 A・B
・マルチメディア教育論 A・B

※セメスター制のため全て半期科目
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外国語学研究科
日本言語文化学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Foreign Languages

博士課程 後期課程

Japanese language and Culture

日本語言語文化学専攻

須田 義治

教育研究上の目的

SUDA Yoshiharu

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程後期課程は、国際的な日本言語文化学研究者及び高度専門業務従事者の養成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づ

外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目

く教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修

的、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課

得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査の

程の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試

うえ合格と認められた学生に博士（日本言語文化学）の学位を授与する。

験によって受け入れる。

①日中比較文学、日中比較言語文化学、日本語学、日本語教育学、言語学に関す

①博士課程前期課程で修得した基礎学力を身につけている。

研究分野

藏中 しのぶ

②高度な日本語能力を身につけている。
①博士課程前期課程で修得した研究成果を踏まえて、より高度な専門知識と言

①日本言語文化学専攻での研究目標を明確に把握し、専門的な職業に従事する
ために、多角的で、深く、柔軟な思考力、また的確な判断力、表現力を獲得し

語分析能力、文献学的考察技法を学び、それぞれの研究テーマにおいて高度
な研究ネットワークを構築したいと考えている。

ている。
②グローバル時代に要請される高度な異文化理解、摂取能力、海外との学術連
携・共同研究を担う実務力、構築能力を身につけている。

①専門分野の研究を主体的に推し進め、学内外の研究会、学会、シンポジウム
などで研究成果を発表するとともに、独創的な知見に富む論文を執筆したい
と考えている。

①日本言語文化学専攻で培った高度で広範な専門的知識と的確な分析能力を活
用し、産業・教育・研究分野において現代社会が直面する多様な課題を解決

②将来は、研究者、教員、高度職業人として国際社会、地域社会において先端的
な学術研究、多言語文化交流の指導的立場に携わりたいと考えている。

するとともに、国際社会において適切に対応できる能力を身につけている。
②多様な異文化を広く深く理解し、国際社会で相互理解を図りながら的確に発
信できる能力を身につけている。

Curriculum

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
外国語学研究科日本言語文化学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授
与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方
針に基づき、教育課程を編成する。
①専攻科目においては、日本言語文化学、応用日本語学における特殊研究と演

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・日本言語文化学特別演習ⅠA 〜 F
・日本言語文化学特別演習ⅡA 〜 F
・日本言語文化学特論ⅠA・B
・日本言語文化学特論ⅡA・B
・日本言語文化学特論ⅢA・B
・日本言語文化学特論ⅣA・B
・応用日本語学特別演習ⅠA 〜 F

博士（文学）
教授

FUKUMORI Takahiro
研究分野

上村 圭介

KAMIMURA Keisuke

博士（学術）
教授

言語政策論、社会言語学、日本語情報処理論

●最 終 学 歴：慶應義塾大学大学院
●担当授業科目：応用日本語学特殊研究Ⅲ、応用日本語学演習Ⅲ、応用日本語学特別演習Ⅲ、
応用日本語学特論Ⅲ
●研 究 テ ー マ：言語政策論、計量日本語学、日本語教育学
●主な著書・論文：
『今そこにある多言語なニッポン』
（共著 ,2020, くろしお出版）、
『外国語教
育は英語だけでいいのか』
（共著 ,2016, くろしお出版）、
「英語以外の外国
語教育をめぐる政策課程」
『言語政策』10 号（2014, 日本言語政策学会）

田口 悦男

TAGUCHI Etsuo
研究分野

日本文学、日中比較文学

●最 終 学 歴：奈良女子大学大学院
●担当授業科目：日本言語文化学特殊研究Ⅰ、日本言語文化学演習Ⅰ、日本言語文化学特別演
習Ⅰ、日本言語文化学特論Ⅰ
●研 究 テ ー マ：出典論を軸とする日中比較文学、伝と古辞書・類書の研究
●主な著書・論文：単著『奈良朝漢詩文の比較文学的研究』
（2003 年、翰林書房）、
『延暦僧録注釈』
（2008 年、大東文化大学東洋研究所）。編著『茶譜注釈 巻一〜巻 十一（上）』
（2011
〜 19、同上）、古代文学と隣接諸学 2『古代の文化圏とネットワーク』
（2018 年、竹
林舎）。論文「古代寺院における『伝』と『像』の制作活動一長安と平城京の諸寺院
間ネットワーク」1・2（『考古学ジャーナル』705、2017。同 724、2019）。

福盛 貴弘

担当授業科目のA 〜 Fの表示を省略しています。

研究分野

現代日本語の文法

KURANAKA Shinobu

に応用できる。

博士（学術）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：東京外国語大学大学院
●担当授業科目：応用日本語学特殊研究Ⅰ、応用日本語学演習Ⅰ、応用日本語学特別演習Ⅰ、
応用日本語学特論Ⅰ
●研 究 テ ー マ：アスペクトなど
●主な著書・論文：
『現代日本語のアスペクト論』
（ひつじ書房）、
「現代日本語の状態・特性・関
係を表す動詞の連体形」
『国語と国文学』86-11（ぎょうせい）、
「日本語の
テンスとアスペクトの意味の体系性」
『ひつじ意味論講座１ 語・文と文法カ
テゴリーの意味』
（ひつじ書房）、
「現代語の形態論的なカテゴリーにおける
無標形と動詞基本形」
『日本語文法』14 -2（くろしお出版）

研究分野

る高度な専門的知識と分析能力を身につけており、それを新たな課題の解決

専任教員

修士（英語教育）
教授

応用言語学、第二言語による読みに関する研究

●最 終 学 歴：The Pennsylvania State University, MA in TESL
●担当授業科目：応用日本語学特別演習Ⅵ、応用日本語学特論Ⅰ
●研 究 テ ー マ：Fluency in L2 Reading, Metacognition in L2 Reading
●主な著書・論文：Taguchi, E., Gorsuch, G., Lems, K. & Rosszell, R. (2016). Scaffolding in L2 reading:

How repetition and an auditory model help readers. Reading in a Foreign Language,
28, 101‒117., Taguchi, E., Melhem, L., & Kawaguchi, T. (2016). Assisted Reading: A
Flexible Approach to L2 Reading Fluency Building. The Reading Matrix, 16, 106-118.
田口悦男 , 神田明延 , 大須賀直子 , 佐藤明可 , メイス高安・みよ子 , 竹村雅史（2012）.「第二言語
の読みにおける流暢さの検証― e-Learning の活用による教材共有化の試み―」.『2012 年度日
本 e-Learning 学会学術講演会発表論文』. pp. 53-62. 優秀賞受賞 .

博士（言語学）
教授

実験音声学・言語学

●最 終 学 歴：筑波大学大学院
●担当授業科目：応用日本語学特殊研究Ⅱ、応用日本語学演習Ⅱ、応用日本語学特別演習Ⅱ、
応用日本語学特論Ⅱ
●研 究 テ ー マ：トルコ諸語のアクセントをはじめとする音声研究、日本の諸方言を含めた
プロソディー研究
●主な著書・論文：
『基礎からの日本語音声学』
（2010.12. 東京堂出版）、
『トルコ語の母音調和
に関する実験音声学的研究』
（2004.3. 勉誠出版）、
「トルコ語のアクセント
について」
『言語研究』137：41-63.（2010. 日本言語学会）

・応用日本語学特別演習ⅡA 〜 F
・応用日本語学特別演習ⅢA 〜 F
・応用日本語学特別演習ⅣA 〜 F
・応用日本語学特論ⅠA・B
・応用日本語学特論ⅡA・B
・応用日本語学特論ⅢA・B
・応用日本語学特論ⅣA・B

習を通じて、それぞれの分野の研究方法を学ぶ。
※セメスター制のため全て半期科目

①専攻科目、特殊研究科目群においては、学生の主体的な学びを促し、インタ
ラクティブな教育の取り組みを進め、広くまた高度に専門的な知識や資料や
データを適切に分析する技能を学ぶ。
②演習においては、少人数ゼミで資料やデータの分析方法を学び、レポート、
論文、口頭発表にまとめる実践的スキルを学ぶ。
③各種学会や国際シンポジウムへの参加を積極的に推奨する。
①修了要件となる単位取得条件を満たしている。
②１名の主査、３名の副査によって、博士論文を審査し、評価する。

Student Voice
日本言語文化学専攻
博士課程後期課程1年

大学院での「研究」はさまざまな分野の仕事にも役立つと確信
将来大学の日本語教師になりたいと考えており、大学卒業後は大学院に進学することに決めました。大学院入学前
は、大学院ではどんなことを勉強できるのか、またどのようなものが「研究」と言えるのか、よく理解できていません

ホーラーヌパーブ シースダーさん

でした。しかし大東文化大学には研究方法を詳しく学べる授業が揃っており、
「研究」というものは何か、どのような

ラオス国立大学言語学部卒

研究テーマ「ラオス語と日本語のアスペクト」はもちろんのこと、社会言語学、音声学、第二言語習得、談話分析など

手順で研究成果を出せるのかについて理解し、それを身につけることができました。2 年間の大学院生活では、自身の
のようなさまざまな言語学の分野についても学ぶ機会があり、言語学に関する知識を広げることができました。大学
院で得た言語学に関する知識は将来日本語教師になったときに、大いに役立つと思います。また、大学院で研究する
ことによって、
「思考」
「判断」
「コミュニケーション能力」などスキルを向上することもできました。大学院での研究
生活は、将来教師や研究者などになろうと思っている方だけでなく、さまざまな分野の仕事にも役に立つと思います。
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アジア地域研究科
アジア地域研究専攻

博士課程 前期課程

Asian Area Studies

教育研究上の目的

アジア地域研究専攻

博士課程 後期課程

Asian Area Studies

教育研究上の目的

アジア地域研究科アジア地域研究専攻博士課程前期課程は、アジア諸地域の問題に関する理解と洞察力を深め、アジア地域研究に関する深い
学識を修めた、国際的な広い視野に立脚した研究能力及び高度に専門的な職業能力を有する人材の育成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

東松山キャンパス

Graduate School of Asian Area Studies

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

アジア地域研究科アジア地域研究専攻博士課程後期課程は、アジア地域研究に関して幅広く深い学識を修め、国際的に認知・評価される高度
な専門性と実践力、及び高度な研究能力・職業能力を有し、アジア地域研究の専門家としてグローバルに活躍できる人材の育成を目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アジア地域研究科アジア地域研究専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基

アジア地域研究科アジア地域研究専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目

アジア地域研究科アジア地域研究専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基

づく教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を

的、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課

づく教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を

修得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査

程の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試

修得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査

のうえ合格と認められた学生に修士（アジア地域研究）の学位を授与する。

験によって受け入れる。

のうえ合格と認められた学生に博士（アジア地域研究）の学位を授与する。

①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、アジア地域研究科における単
位取得状況、研究指導受講状況、博士論文等の結果によって測定するものと
する。
②学位授与方針で掲げられた形成的評価として、1 年次の詳細な博士論文計画
書、年 2 回の研究報告会での報告を活用し、教員による面談を実施する。
③博士論文提出までに、レフェリー付の場合は論文 1 本以上、レフェリー無の

①アジア地域の政治・経済・社会・歴史・文化・芸術に関する広範な知識を修得
するとともに、特定の専門分野に関する高い理解力、国際的な広い視野に立

①アジア地域研究に取り組むのに十分な基礎学力と必要な言語運用能力を有し
ている。

な視点に立脚した理解力と洞察力、アジア地域研究の専門家として国際的に

脚した研究能力と職業能力を身につけている。

認知・評価される研究能力、アジアを舞台に活躍できる高度な職業能力を身
①アジア地域の諸事象について多角的かつ批判的に分析し、自らの考えを的確

①アジア地域に生起する諸事象を多角的かつ批判的に考察し、修士論文等にお

①アジア地域に生起する諸事象を多角的かつ批判的に考察し、博士論文等にお
①アジア地域の諸事象について高い問題意識を持ち、国際的な広い視野に立脚
した研究能力と職業能力の獲得を目指し、国際協力や国際交流に貢献する意

①アジア地域について強い関心を持ち、特定の専門分野に高い問題意識を有し、

①アジア地域の政治や社会、歴史や文化など多様な分野に関する専門的な講義

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

度な倫理感と責任感をもって、多角的な視点から課題の探索と問題の解決に
積極的に取り組むことができる。

アジア地域研究演習
・アジア地域研究 1
・アジア地域研究 2
・アジア地域研究 3
・アジア地域研究 4

・アジア地域研究 5
・アジア地域研究 6
・アジア地域研究 7
・アジア地域研究 8

・アジア地域研究 9
・アジア地域研究 10

②関連科目では地域調査方法論、地域研究実習、地域研究特殊講義といった科
目の履修を通じて、アジア諸地域に共通する問題に関する理解と洞察力を深
めると共に、実践的な研究方法を身につける。
③各学生が希望するテーマに基づいた専門的研究が行えるよう教育課程を整備
し、学生による選択の枠組みを設定する。
①演習科目、研究指導等の少人数科目を利用し、インタラクティブな教育を実
施する。
②専門とする地域でのフィールドワークを推奨する。
③主となる指導教員に加えて副となる指導教員 2 名による集団指導を行い、国
際的かつ広い視野に立脚した修士論文の作成能力を育成する。
④年 2 回の研究報告会を実施、その際の各学生の研究報告を活用し、自己評価
と他者評価を踏まえた、研究状況の振り返りを促していく。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
的、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課
程の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試
験によって受け入れる。
①アジア地域研究に取り組むのに十分な学力と言語運用能力を有している。

■専攻科目

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

①アジア地域の諸事象について多角的かつ批判的に分析し、深い洞察力と専門
的な視点から自らの考えを的確に論述することができる。

アジア地域研究科アジア地域研究専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位
授与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の
方針に基づき、教育課程を編成する。

①高い倫理観と使命感を持ち、国際的に認知・評価される水準の論文の作成に
強い意欲をもって努め、アジア地域研究の専門家としてグローバルに活躍で
きる高度な研究能力や職業能力の獲得を目指している。

科目と実習的な演習科目を中心にアジア地域研究に関する深い学識を身につ
ける。

以上の教員によって論文の評価を行う。
⑤最終的な博士号の学位授与については、研究科委員会の投票で決定する。

アジア地域研究科アジア地域研究専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目

共生社会の実現に向けて積極的に行動し、グローバル社会の一員としての高

アジア地域研究科アジア地域研究専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位
方針に基づき、教育課程を編成する。

的に表現することができる。
①アジア地域の歴史と現状について幅広い関心と高い問題意識を有し、多文化

ての倫理感と責任感をもって問題の解決に取り組むことができる。

授与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の

いて、深い洞察力と見識および高い専門性をもった独自性のある意見を論理

欲を有している。

多文化共生社会の実現に向けて積極的に行動し、グローバル社会の一員とし

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

につけている。

場合は 3 本以上の研究論文を学会誌等に発表することを義務付ける。
④3 年間の総括的な学修成果として、博士論文の口頭試問を公開で実施し、3 名

に論じることができる。

いて国際的かつ広い視野に立脚した独自性のある意見を論理的に表現するこ
とができる。

①アジア地域研究に関する高度な専門性と深い学識を修め、国際的かつ多角的

①アジア地域の政治や社会、歴史や文化など多様な分野に関する専門的な知識

■関連科目
・地域研究実習 1
・地域研究実習 2
・地域研究実習 3
・地域研究実習 4
・地域調査方法論 1
・地域調査方法論 2
・地域調査方法論 3
・地域調査方法論 4

・地域研究特殊講義 1
・地域研究特殊講義 2
・地域研究特殊講義 3
・地域研究特殊講義 4
・地域研究特殊講義 5
・地域研究特殊講義 6
・キャリア特殊講義 1
・キャリア特殊講義 2
・キャリア特殊講義 3

をさらに発展させ、演習科目を中心に、アジア地域研究に関する多角的な視
野と高度な専門性、深い学識を身につける。
②論文指導作成では、アジア地域に関する専門的研究を行うための深い洞察力
と、専門家として国際的に認知・評価される研究能力を育成する。
③各学生が専門的研究を行うテーマに関して、より深い研究を推進できるよう
教育課程を整備し、学生が自ら選択し、議論し、研究内容を吟味できるよう
な枠組みを設定する。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■研究指導科目
・アジア地域研究論文作成指導
■専門講義科目

①演習科目、論文作成指導科目を利用し、インタラクティブな教育を実施する。
②専門とする地域でのフィールドワークを推奨する。

・アジア地域研究Ⅰ
・アジア地域研究Ⅱ

③主となる指導教員に加えて副となる指導教員 2 名による集団指導を行い、
多角的な視点から国際的に認知・評価される博士学位論文の作成能力を育
成する。
④年 2 回の研究報告会を実施、その際の各学生の研究報告を活用し、自己評価

①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、アジア地域研究科における単

と他者評価を踏まえた、研究状況の振り返りを促していく。

位取得状況、研究指導受講状況、修士論文等の結果によって測定するものと
する。
②学位授与方針で掲げられた形成的評価として、1 年次の詳細な修士論文計画
書、年 2 回の研究報告会での報告を活用し、教員による面談を実施する。
③2 年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文の評価を行う。

Student Voice
アジア地域研究専攻
博士課程前期課程2年

谷口 裕三さん
大東文化大学 国際関係学部卒
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専門的な知識をカタチにしアウトプットできる楽しさと喜びを知る
私が大学院に進学した理由は主に 2 点あります。1 点目として、大学 3 年生から始まる卒論作成の際に研究をし、自分なりに
意見を持ちそれを論文としてまとめていく作業を通して大学 4 年間学んできた知識をアウトプットできる場としての楽しみ、
魅力を感じたからです。大学では小中高で学んできたような知識ではなく、より専門的で最新の知識を得られるが、就活やその
後の生活においてそれらをアウトプットできる場はそう多くないため、今まで学んできたこれらの知識をカタチにできるとこ
ろに魅力を感じました。2 点目として、研究職を目指したいと考えているからです。上記の理由にも通じることではあるのです
が、大学 3 年生からの卒論作成を通じて研究をすることの楽しさを知り、研究職という道を志したいと感じました。研究職を目
指すにあたって大学院でより専門的、かつ、高度な知識を身につけ、研究者としてそれらを駆使できるようになりたいと思い、
大学進学を選びました。その際に、大学 1 年生からの付き合いの本学国際関係学部教授の指導のもとで研究を行いたいと思い、
本学に内部進学することを決意しました。また、指導教員の研究分野が重なっていることもあり、環境にとても恵まれています。
さらに、指導教員ではない他の教員の方々も積極的に相談に乗ってくださってくれているので安心して研究に取り組むことが
できています。
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アジア地域研究科
アジア地域研究専攻

井上 貴子
INOUE Takako
研究分野

専任教員
博士（学術）
研究科委員長・教授

南アジア地域研究 ( インド文化・芸能史 )

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 8（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア地域
研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア地域研
究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：アジアの音楽文化、宗教芸能の比較文化史
●主な著書・論文：
『近代インドにおける音楽学と芸能の変容』
（2006. 青弓社）、
『ビートルズと旅するインド、
芸能と神秘の世界』(2007. 柘植書房新社）、
『アジアのポピュラー音楽―グローバルとロー
カルの相克―』
（編著：2010. 勁草書房）、
『現代インド 5―周縁からの声―』
（編著：2015. 東
京大学出版会 )、
『インドジェンダー研究ハンドブック』
（編著：2018. 東京外国語大学出版会）

岡本 信広

OKAMOTO Nobuhiro
研究分野

博士（経済学）
教授

中国経済、地域経済学、産業連関分析

●最 終 学 歴：中国人民大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 4（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア地域
研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア地域研
究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：中国の地域開発、都市化
●主な著書・論文：
『転換を模索する中国―改革こそが生き残る道』科学出版社東京（監訳：2015）、
『中国

―奇跡的発展の「原則」』日本貿易振興機構アジア経済研究所（単著：2013）、
『中国の
地域経済−空間構造と相互依存』日本評論社（単著：2012. 日本地域学会著作賞、環太平
洋産業連関学会学会賞）、Spatial Structure and Regional Development in China ?
Interregional Input-Output Approach - Palgrave Macmillan（編著：2005）など

高野 太輔

KONO Taisuke
研究分野

博士（文学）
教授

西アジア史

田辺

清

TANABE Kiyoshi

研究分野

修士（文学）
教授

ス美術論―プロト・ルネサンス美術からバロック美術へ―』
（共著：2000. 東京堂出版）、
『伝統と象徴―美術史のマトリックス―』( 共著：2003. 沖積舎）、
『レオナルドの教え―
美術史方法論研究会論集―』
（共著：2013. ボーダーインク）、
『岡倉天心―伝統と革新―』
（編著：2014. 大東文化大学東洋研究所）

FURUKAWA Noriko

研究分野

博士（教育学）
教授

朝鮮史、教育史

を中心に―」
『植民地帝国日本における支配と地域社会』
（2013. 国際日本文化センター）、
「植民地近代社会における初等教育構造―朝鮮における非義務制と学校「普及」問題―」
『帝国と学校』
（2007. 昭和堂）、
「1920 年代大邱徳山学校―その教育実態と植民地教育
行政」
『朝鮮史研究会論文集』第 45 集（2007）

錫俊

LU Xijun

研究分野

博士（法学）
教授

東アジアの政治と国際関係、日中関係史、中国政治外交史、台湾問題

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 2（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア地
域研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア地
域研究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：A. 要人達の日記の通時的検証に基づく日中関係史の新探究、B. 歴史記念施
設から見る日中両国の歴史観
●主な著書・論文：
『中国国民政府の対日政策1931-1933』
（単著：2001.東京大学出版会）、
『蒋介石の「国
際的解決」戦略1937-1941』
（単著：2016.東方書店）、
『東アジア国際政治史』
（共著：
2007.名古屋大学出版会）、
『中国への多角的アプローチ』
（共著：2014.中央大学出版部）
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SUDA Toshihiko
研究分野

博士（農学）
専攻主任・教授

農業経済学、南アジア農村経済論、日本農業論

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：地域調査方法論 1・2（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア
地域研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア
地域研究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：農業経済学、南アジアの農村経済、日本農業論
●主な著書・論文：
『インド農村金融論』
（2006. 日本評論社）
『日本農業の基本理論』
（2006. 農林統計協会）

ギャレン・ムロイ

Garren MULLOY
研究分野

博士（政治学）
教授

政治学、国際関係、平和安全保障論

●最 終 学 歴：Newcastle University
●担当授業科目：2022 年度特別研究期間
●研 究 テ ー マ：政治学・国際関係・平和安全保障論（特に日本の外交・防衛政策や平和と安
全保障戦略）
●主な著書・論文：My research interests are focused primarily upon Japanese foreign
and defence policies, but also embrace broader security concerns,
such as multinational peace and other intervention operations, and
international security relations and conﬂict prevention efforts.

滝口 明子

TAKIGUCHI Akiko

遠藤

元

ENDO Gen
研究分野

専任教員
博士（理学）
准教授

東南アジア経済論・企業研究（タイ）

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 5（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア地域研究論
文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア地域研究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：東南アジアの消費と流通産業
●主な著書・論文：
『新興国の流通革命─タイのモザイク状消費市場と多様化する流通』
（2010. 日
本評論社）、Diversifying Retail and Distribution in Thailand (Silkworm
Books,2013)、The Key Role of Intermediaries in Thailandʼ s Fresh Food
Distribution System (The International Review of Retail, Distribution
and Consumer Research 24(5), Routledge, 2014)

鈴木 真弥
SUZUKI Maya
研究分野

博士（社会学）
准教授

社会学、地域研究（インド）

●最 終 学 歴：慶應義塾大学大学院
●担当授業科目：地域調査方法論３・４（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：カースト、不可触民問題、社会運動、移民
●主な著書・論文：
『現代インドのカーストと不可触民――都市下層民のエスノグラフィー』
（単著
2015．慶應義塾大学出版会）
、
『インドの社会運動と民主主義』
（共著 2015．
昭和堂）
、The Dynamics of Conﬂict and Peace in Contemporary South
Asia: The State, Democracy and Social Movements（共著 2020．
Routledge）

金

美珍

KIM Mijin
研究分野

博士（社会学）
准教授

社会学、社会政策、市民社会論

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：地域研究特殊講義 3（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：韓国における社会政策、市民社会論
●主な著書・論文：
『労働者と公害・環境問題』
（共著：2021. 法政大学出版局）
、
『韓国「周辺部」
労働者の利害代表―女性の独自組織と社会的連携を中心に―』
（2018. 晃洋書
房）
、
「韓国の最低賃金をめぐる社会的連携に関する一考察―「最低賃金連帯」
の事例を中心に―」
（2017. 日本労働社会学会『労働社会学研究』第 18 巻
pp.1 〜 20）、
『個人加盟ユニオンと労働 NPO』
（共著：2012. ミネルヴァ書房）

廣江 倫子

HIROE Noriko
研究分野

博士（法学）
准教授

香港法

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 9（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア地
域研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア地
域研究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：香港法、香港基本法、香港国家安全維持法
●主な著書・論文：
『香港国家安全維持法のインパクト― 一国二制度における自由・民主主義・経済活動はどう変
わるか―』
（共編著.2021.日本評論社）、
『香港基本法解釈権の研究』(2018.信山社)、
『香港基
本法の研究―「一国両制」における解釈権と裁判管轄を中心に―』(2005.成文堂)、
『香港危機
の深層―「逃亡犯条例」改正問題と「一国二制度」のゆくえ』(共著：2019.東京外国語大学出版会)

博士（アジア地域研究）
教授

文化史

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 9（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア地域
研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア地域研
究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：比較文化史（茶・本・コミュニケーション、藝術と科学）、茶を中心とする日本・
アジア・欧米の文化交流史
●主な著書・論文：
『英国紅茶論争』、
『茶の博物誌』、
『東洋の茶』
（共）、
『お茶を愉しむ―絵画でたどるヨーロッパ茶
文化』、
「ティーテーブルの快楽―茶の英文学史事始」、
「アジアの葉を求めて―欧米より見たアジ
アの喫茶文化」、
「女性・読書・魂―アシーニアン・マーキュリーの答え方」、
『茶の辞典』
（朝倉書店）

新里 孝一

NISSATO Koichi

修士（法学）
学務局長・教授

政治学（日本の政治思想及び政治文化）

●最 終 学 歴：成蹊大学大学院
●担当授業科目：地域研究特殊講義 2（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア
地域研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア
地域研究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：ケアの倫理学的研究
●主な著書・論文：
「“依存” 的伦理─日本社会的关怀伦理研究」
（
『东南大学学报（哲学社会科学版）
2015.5期』
、
「ケアと依存」
（
『東洋研究』178号、2010）
、
「無償性〈GRATUITY〉
の領分」
（
『大東アジア学研究』11 号、2011）
、
「批評の公式―戸坂潤をめぐっ
て―」
（
『東洋研究』135 号、2000）

松本

弘

MATSUMOTO Hiroshi

研究分野

●最 終 学 歴：ソウル大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 7（前期課程）
、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア地域
研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ
（後期課程）、アジア地域研
究Ⅱ
（後期課程）
●研 究 テ ー マ：朝鮮近代における教育構造、就学動向研究
●主な著書・論文：
「植民地期慶尚北道における学校「普及」と地域―金泉高等普通学校の設立をめぐる動き

鹿

須田 敏彦

研究分野

比較芸術学、美術史

●最 終 学 歴：成城大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 10（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア
地域研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア
地域研究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：イタリア・ルネサンス絵画（レオナルド・ダ・ヴィンチとフィレンツェ派を中心に）
『アジアの芸術と文化ーエロスをめぐって」
（編著：1998. 未來社）、
『イタリア・ルネサン
●主な著書・論文：

古川 宣子

アジア地域研究専攻

研究分野

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：地域研究特殊講義 1（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア
地域研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア
地域研究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：初期イスラム時代（7〜10 世紀）の西アジア史
●主な著書・論文：
『アラブ系譜体系の誕生と発展』
（2008. 山川出版社）、
『預言者ムハンマド伝
1〜4』
（共訳：2010〜2012. 岩波書店）、
『マンスール』
（2014. 山川出版社）

東松山キャンパス

Graduate School of Asian Area Studies

PhD
教授

中東地域研究

●最 終 学 歴：マンチェスター大学大学院
●担当授業科目：アジア地域研究 6（前期課程）、アジア地域研究演習（前期課程）、アジア地
域研究論文作成指導（後期課程）、アジア地域研究Ⅰ（後期課程）、アジア地
域研究Ⅱ（後期課程）
●研 究 テ ー マ：エジプト近代史、イエメン地域研究、中東の民主化
●主な著書・論文：酒井啓子編『途上国の軍・政治権力・市民社会』
（共著：2016.晃洋書房）
、
『アラブ諸
国の民主化―2011年政変の課題―』
（2015.山川出版社）
、長谷川雄一・金子芳樹編
『現代の国際政治 第3版』
（共著：2014.ミネルヴァ書房）
、
『現代アラブを知るため
の56章』
（編著：2013.明石書店）
、酒井啓子編『中東政治学』
（共著：2012.有斐閣）

飯國 有佳子
IIKUNI Yukako

研究分野

博士（文学）
准教授

文化人類学、東南アジア地域研究（ミャンマー）

●最 終 学 歴：総合研究大学院大学
●担当授業科目：2022 年度特別研究期間
●研 究 テ ー マ：ミャンマー地域研究（特に宗教と社会文化的変容）
●主な著書・論文：
『現代ビルマにおける宗教的実践とジェンダー』
（単著 2011. 風響社）、
『ミャ
ンマーの女性修行者ティーラシン：出家と在家のはざまを生きる人々』
（単
著 2010. 風響社）、
『転換期のミャンマーを生きる：
「統制」と公共性の人類
額』
（共著 2020 風響社）、
『呪者の肖像』
（共著 2017. 臨川書店）、
『ミャン
マーを知るための 60 章』
（共著 2013. 明石書店）
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経営学研究科
経営学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Business Administration

博士課程 前期課程

Business Administration

教育研究上の目的

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

経営学研究科経営学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標

経営学研究科経営学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的とディプロ

に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と

施方針）に基づき、下記の能力を備えた受験生を各種試験で受け入れる。

認められた学生に修士（経営学）の学位を授与する。
①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で
①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、
高度な専門的業務に従事するために必要な専門知識や能力を身につけている。

の研究を発展させ、この分野での専門能力を高めるのに必要な基礎学力を身

ることができる。

①すでに社会に出ている人で、経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネ
ジメント、会計学の各分野において高度な専門知識を身につけ、理論的な体

自らが設定したテーマに関し、幅広い専門知識に基づいて論文にまとめ、そ
れを発表できる能力を身につけている。

経営学研究科経営学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に
定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野
に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認めら
れた学生に博士（経営学）の学位を授与する。
①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野にまたがる幅広
く深い知識、また各分野での高度な専門知識を身につけ、それを応用して経営の諸問題を解

①出身大学や出身学部に関わらず、経営学、商学・マーケティング、知識・情報
マネジメント、会計学の各分野に深い関心を持ち、専門能力を高めることが
できる。
②経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、
高度な専門性と研究能力を身につけ、専門的職業人を目指すことができる。

門的業務に従事するために必要な専門知識や能力を身につけている。
①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、研究成果を学
動を行うことができる。
②経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、身につけた専
門知識を用いて実社会の状況を的確に分析し、新たな視点で課題に取り組むことができる。
①建学の精神を踏まえ、多様性の考え方を尊重しつつ、高度な専門知識を有する研究者として、
多角的な視点からビジネス上の様々な課題を発見し解決することを通じて、積極的に社会
に貢献することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）

践能力を発揮し、多角的な視点からビジネス上の様々な課題を発見し解決す

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
経営学研究科経営学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲
げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■研究指導科目
・経営学研究指導
・マーケティング研究指導
・知識・情報マネジメント研究指導

する。
②初年度に、経営学研究のための文献・資料収集の方法、プレゼンテーション
の技術、論文の書き方などを指導する「経営学研究の基本技法」を基礎講義

・生産管理論講義
・経営財務論講義
・国際経営論講義

商学・マーケティング系

できるような科目配置を行っている。
常に質の高い論文完成に向けた指導を行う。

・マーケティング講義
・国際マーケティング講義

位論文等の結果によって行う。

・経営情報論講義
・情報ネットワーク論講義

②２年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文指導と共に研究科全
体での論文評価を行う。

①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、自立した研究
活動を行ない、当該分野での専門的職業人になるために必要な基礎学力を身につけている。

知識、実践的能力、問題解決能力を身につけることに強い意志を持ち、これらの知識・能力
を社会に還元することができる。
①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、深い探究心と
独創性を持ち、自立した研究活動を行ない、将来研究者を目指すことができる。
②すでに社会に出ている人で、経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計
学の各分野における専門性をより高め、これまで以上に実践的な能力を発揮する専門的職
業人を目指すことができる。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野から専門分野を

きた新しい経営学の領域にも踏み込んで、学際的な視点から教育する。
③博士論文完成までの各段階で条件を設定すると共に、研究科全体が、逐次、研究内容及び進
捗状況を確認することで、より質の高い論文完成に向けた指導を行う。
①研究指導科目等の少人数科目を積極的に活用し、活発な議論を展開する教育を実施する。
②同じ研究テーマに取り組む研究者及び実務家との共同研究を推奨する。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価は、単位取得状況、授業受講状況、学位論文等の結果
によって行う。
②複数教員による論文指導と共に研究科全体で、博士論文完成までの各段階に設けられた条
件をクリアしていることを確認し、その都度、論文内容の評価を行う。

・流通論講義
・経営診断論講義

・経営学研究指導
・マーケティング研究指導
・知識・情報マネジメント研究指導

・会計学研究指導（税理士試験免除対象）
・税法研究指導（税理士試験免除対象）

■専門講義科目
経営学系
・現代企業論研究
・公益事業論研究
・経営史研究
・経営戦略論研究

・経営組織論研究
・人的資源管理論研究
・経営財務論研究
・国際経営論研究
商学・マーケティング系

・マーケティング研究
・国際マーケティング研究

・流通論研究

知識・情報マネジメント系
・経営情報論研究
・組織情報論研究
・情報ネットワーク論研究

知識・情報マネジメント系

①研究指導科目等の少人数科目を活用し、活発な議論を展開する教育を実施する。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価は、単位取得状況、授業受講状況、学

経営学研究科経営学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教
育課程を編成する。

選択し、より高度な専門的知識や能力を育成する。
②伝統的な経営学の領域だけでなく、国際化や ICT化の進展の中でその重要性が認識されて

経営学系
・企業論講義
・経営史講義
・経営管理論講義
・人的資源管理論講義

科目として配置している。また、昼開講、夜間・土曜開講、いずれにも対応が
③研究科全体が、各院生の論文の方向性や執筆状況についての情報を共有し、

・会計学研究指導（税理士試験免除対象）
・税法研究指導（税理士試験免除対象）

■専門講義科目

①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野か
ら専門分野を選択し、専門性が求められる職業を遂行するための能力を育成

経営学研究科経営学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的とディプロマ・
ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）
に基づき、下記の能力を備えた受験生を各種試験で受け入れる。

■研究指導科目

①建学の精神を踏まえ、多様性の考え方を尊重しつつ、専門的職業人として実
ることができる。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、高度な専門的

術的な研究としてまとめ、それを発表できる能力を身につけ、研究者として自立して研究活

①経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、
②経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

②経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野で、より高度な専

系化を考えることができる。
身につけた専門知識を用いて実社会の状況を的確に分析できる。

経営学研究科経営学専攻博士課程後期課程は、経営・会計・情報・商学といった経営科学の分野において、変化して止まない現代社会に適応
可能なより専門性の高く、創造的かつ自立した研究者を養成するとともに、各分野にまたがる幅広く深い専門的知識を身につけ、それを応用
できる高度な専門業務従事者を養成することを目的とする。

決できる。

につけている。

②経営学、商学・マーケティング、知識・情報マネジメント、会計学の各分野に
またがる幅広く深い知識を身につけ、マネジメントに関わる諸問題に対処す

博士課程 後期課程

Business Administration

教育研究上の目的

経営学研究科経営学専攻博士課程前期課程は、実践能力を発揮できる高度な専門的職業人を養成すること、及び社会で活躍している職業人に
対してビジネスの現場において活用可能な経営・会計・情報・商学の分野における実践的かつ理論的に体系化が可能な知識ならびに教育・研
究の機会を提供することを目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

経営学専攻

・情報セキュリティ論研究
・経営システム科学研究

会計学系

・経営システム科学講義
・経営統計論講義

・財務会計論研究
・会計監査論研究

・管理会計論研究
・税法・税務会計論研究

会計学系
・財務会計論講義
・会計監査論講義
・管理会計論講義
■基礎講義科目
・経営学研究の基本技法

・原価管理論講義
・経営分析論講義
・税法・税務会計論講義

Student Voice
経営学専攻
博士課程前期課程修了

白井

綾さん

大東文化大学 経営学部卒

今の自分をより大きく成長させてくれる環境が大学院にはある
私は、大学生の時に、税法に関する卒業論文を執筆していたのですが、さらに深く税法に関する研究を行いたいと
考えるようになり大学院に進学しました。次に、私が大学院に進学してからは、指導教授の丁寧な指導により、修士
論文の執筆も円滑に進めることができました。最後に、私が修士課程を終えて感じたことは、とても有意義な修士課
程を過ごさせて頂いたと感じています。その理由と致しましては、私が進学の際に考えていた税法に関する研究を
思う存分できたことに加えて、私の就職先につきましても希望していた税法に関する就職先に内定を頂けたからで
す。また、大学院に進学したいと考えている方は、大学院に進学できる環境があるのならば、大学院に進学したほう
がいいと思います。その理由と致しましては、私は、修士課程の 2 年間でたくさんのことを学び成長できたことが、
現在に繋がっていると感じています。そのため、今現在大学院進学に悩んでいる方は、大学院に進学し、修士課程を
しっかりと終えることで今の自分より成長できると思いますので参考にして頂ければ幸いです。
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経営学研究科
経営学専攻

専任教員

樋渡 淳二

HIWATASHI Junji
研究分野

経営学専攻

博士（商学）
研究科委員長・教授

リスクマネジメント、ファイナンス、経営財務

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：経営財務論講義、経営財務論研究
●研 究 テ ー マ：金融危機、持続可能な金融システムの構築、リスクマネジメント
●主な著書・論文：
『金融機関のリスクマネジメント高度化に関する研究』
（2014. 大東文化大学
経営研究所）、
「金融機関の決済リスク管理高度化について」
（2016.『経営論
集』第 30・31 合併号、大東文化大学経営学会）、
「環境変化に対応した企業の
経営・リスクマネジメントのあり方」
（2018.『経営論集』第 35 号、大東文化
大学経営学会）等

青木 幹喜
AOKI Mikiyoshi
研究分野

博士（商学）
教授

國府 俊一郎

研究分野

博士（経済学）
教授

人的資源管理論、労働経済学、台湾

SHUTO Tadashi

研究分野

博士（商学）
教授

マーケティング、事業戦略論、商業経営論

●最 終 学 歴：明治大学大学院
●担当授業科目：マーケティング研究指導（前期・後期課程）、マーケティング講義、経営診断
論講義、マーケティング研究
●研 究 テ ー マ：マーケティング理論とビジネス戦略の新視角の探究
『商品戦略と診断』
（共著：1997. 同友館）、
『市場駆動型の戦略―価値創造のプ
●主な著書・論文：
ロセス―』
（共訳：1998. 同友館）、
『批判的マーケティング論』
（単著：2010.
大東文化大学経営研究）
、
『イノベーションと組織』
（共訳：2012. 創成社）、
『経
営学検定試験公式テキスト 6 マーケティング』
（共著 2006. 中央経済社）
、
『ス
ポート・マーケティングの基礎 第 2 版』
（共訳：2006. 白桃書房）

髙沢 修一

TAKASAWA Shuichi

研究分野

博士（経営学）
教授

ダレン・マクドナルド
研究分野

修士（経営学）
教授

人的資源管理、ダイバーシティ・マネジメント、質的研究方法論

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：経営学研究指導（前期課程）、人的資源管理論講義、人的資源管理論研究
●研 究 テ ー マ：企業・組織におけるダイバーシティ・マネジメント、日本企業における人的
資源管理、経営学における質的研究方法（グラウンデッド・セオリー論）
●主な著書・論文：“Understanding Diversity Management in Companies in Japan:
Preliminary Approaches in Applying Grounded Theory”（単著：
Research Papers No. E-46, Institute of Business Research, Daito
Bunka University, March 2008）、
『人的資源管理論』
（執筆協力：2001.
白桃書房）
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研究分野

博士（工学）
専攻主任・教授

人工知能、データマイニング

●最 終 学 歴：東京工業大学大学院
●担当授業科目：知識・情報マネジメント研究指導 ( 前期・後期課程 )、経営情報論講義、経営
情報論研究、経営学研究の基本技法
●研 究 テ ー マ：実データを用いた効率的なデータ解析手法の研究
●主な著書・論文：
「ヒューマンサービスにおけるサービス提供者の異動影響分析」
（『計測自動
制 御 学 会 論 文 集』, 2019）
「Evaluation of Credibility for Reviewers
and Review Scores Based on Link Analysis」
（2nd Asia Conf. on
Machine Learning and Computing, 2018）他

五十嵐 正毅

IGARASHI Masaki

修士（商学）
教授

崔

冬梅

SAI Fuyume

博士（経営学）
教授

HASEGAWA Rei
研究分野

YAMAZAKI Masanori

白坂

亨

研究分野

博士（商学）
教授

財務管理論、会計史

桝屋

高田 茂臣

TAKADA Shigeomi

聡

MIZUTANI Masahiro

博士（工学）
准教授

ゲーム理論、意思決定論

Optimization and Decision Making, vol.15,pp.281-306, 2016（共著）. “A value

数学、数理物理

山田 敏之

YAMADA Toshiyuki

博士（商学）
教授

経営戦略論、経営組織論、イノベーション・マネジメント

●最 終 学 歴：慶應義塾大学大学院
●担当授業科目：経営学研究指導（前期・後期課程）、経営管理論講義、経営戦略論研究
●研 究 テ ー マ：組織能力転換のマネジメント、戦略シフトと事業転換、双面性組織とイノベー
ション
●主な著書・論文：
『コア事業転換のマネジメント』
（共著：2011, 同文館出版）
、
「IoT イノベーショ
ンの創造と個人レベルの両利き戦略」
（2021, 戦略研究 28）、
「個人レベルの双
面性メカニズムとイノベーション創造：組織文化、双面的リーダーシップ、内
発的モチベーションの役割」
（2022, 経営論集 42・43）

山口 貴史

YAMAGUCHI Takafumi

研究分野

著）. “A fundamental study for partially deﬁned cooperative games” . Fuzzy

博士（理学）
教授

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：経営情報論講義
●研 究 テ ー マ：数理科学（力学系の理論、形式言語、統計力学）、数値計算
●主な著書・論文："Random product of substitutions with the same incidence matrix",
Theoretical Computer Science, Vol.543, pp.68-78(2014)『プリンスト
ン数学大全』
（共訳：2015. 朝倉書店）
『入門 力学系』
（共著：2009. 東京図書）、
『LaTeX 超入門』
（単著 : 2020. 講談社）

研究分野

財務会計

●最 終 学 歴：大阪大学大学院
●担当授業科目：知識・情報マネジメント研究指導（前期課程）、経営システム科学講義、経営
システム科学研究
●研 究 テ ー マ：不完備情報下における協力ゲームの基礎的考察
「マネジメント力の養成」、コーポレート・マネジメント研究会、財経詳報社，2016（共
●主な著書・論文：

修士（経営学）
准教授

財務会計、経営分析

●最 終 学 歴：大阪大学大学院
●担当授業科目：経営分析論講義
●研 究 テ ー マ：財務会計に関する分析的会計研究
●主な著書・論文：
『マネジメント力の養成』
（共著：2016. 財経詳報社）、
「経営者の開示戦略
が投資家の情報獲得行動および企業価値に与える影響」
（単著：2016. 管理
会計学 26（1））、
「資本市場における会計報告書の情報波及効果」
（単著：
2011. 大阪大学経済学 61（1））

based on marginal contributions for multi-alternative games with restricted
coalitions” , Kybernetika, vol.46, pp.50-67, 2010（共著）

渡邊 直人

WATANABE Naoto

研究分野

●最 終 学 歴：明治大学大学院
●担当授業科目：経営学研究指導（前期・後期課程）、経営財務論講義、経営財務論研究
●研 究 テ ー マ：明治期における会社財務関連制度の形成過程
●主な著書・論文：
『わが国会社財務制度の形成過程に関する研究』
（単著：2013. 大東文化大学
経営研究所）、
『企業集団研究の方法』
（共著：1995. 文眞堂）、
「明治初期にお
ける造幣寮の会計」
（『会計史学会年報』第 36 号、2018. 日本会計史学会）

修士（商学）
教授

●最 終 学 歴：日本大学大学院
●担当授業科目：会計学研究指導（前期・後期課程）、財務会計論講義、財務会計論研究
●研 究 テ ー マ：コーポレート・ガバナンスと会計情報の有用性の研究
●主な著書・論文：
『会計学 はじめの一歩（第 2 版）』
（共著：2020. 中央経済社）、
『簿記 はじめの
一歩』
（共著：2013. 中央経済社）、
「日本版 ESOP とコーポレート・ガバナンス」
『Research Paper』No.J-57（2011.3）、
「集団投資スキームと日本版 ESOP
会計」
『産業経営プロジェクト報告書』
（2012.3）

MASUYA Satoshi

水谷 正大
研究分野

国際経営

山崎 雅教

( 共 著 ) “A Hierarchical Framework for Assessing Corporate Sustainability
Performance Using Hybrid Fuzzy Synthetic Method-DEMATEL” ( 共 著 , 2019)
“Exploring Learning Experience in A Total Enterprise Simulation Based on
Means-end Theory” ( 単 著 , 2017) “Green Strategies and Initiatives in the UK
Transport Network and Logistics Industry” ( 共著 , 2012) 等

SHIRASAKA Toru

修士（経営学）
教授

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：経営学研究指導（前期・後期課程）、国際経営論講義、国際経営論研究
●研 究 テ ー マ：国際経営、多国籍企業論、在日外資系企業の経営
●主な著書・論文：“The Inferred Determinants of Employeesʼ Turnover Intentions: A
Comparison between Japanese and Foreign-owned Firms in Japan” ,
International Journal of Business and Management Vol. 16, No. 8
（共著：2021. Canadian Center of Science and Education）、
「生活文化
財産業―ユニリーバ ,P&G, 花王に見る欧米日企業のケース」吉原英樹、白木
三秀、新宅純二郎、浅川和宏編『ケー スに学ぶ国際経営』
（2013. 有斐閣）

研究分野

経営システム科学

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：知識・情報マネジメント研究指導（前期・後期課程）、経営システム科学講義、
経営システム科学研究
●研 究 テ ー マ：経営システム科学の理論や手法及び情報技術との融合アプローチに関する研究
『経営システム的考え方』( 共著 )『C プログラミングによる経済・経営問題の解決法』
●主な著書・論文：

専任教員

長谷川 礼

研究分野

広告論

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：マーケティング研究指導（前期課程）、マーケティング講義、マーケティング
研究
●研 究 テ ー マ：広告の受容に関わる消費者心理
●主な著書・論文：
「広告リテラシー研究の今日的課題」
（経営論集 42-43 号 ,2022），
「消費者の
広告への懐疑意識が広告の受容に与える影響」
（日経広告研究所報 300 号 ,
2018）,「『広告』という言葉から消費者が想起するもの」
（日経広告研究所報
283 号 , 2016）,『マーケティング・コミュニケーション』
（共訳 : 2018, 白
桃書房）

研究分野

税法学、税務会計論

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：税法研究指導（前期・後期課程）、税法・税務会計論講義、税法・税務会計論
研究
●研 究 テ ー マ：東アジアのファミリービジネスと事業承継税制に関する研究
●主な著書・論文：
『韓国財閥のファミリービジネス』
（2020. 財経詳報社）、
『近現代日本の税財
政制度』(2019. 財経詳報社 )、
『ファミリービジネスの承継と税務』
（2016.
森山書店）、
「MBO における創業家取締役の責任と公正な取得価格の算定」
（2015. 會計）等

Darren M. MCDONALD

SHIRAI Yasuyuki

研究分野

●最 終 学 歴：九州大学大学院
●担当授業科目：経営学研究指導（前期・後期課程）、人的資源管理論講義、人的資源管理論研究
●研 究 テ ー マ：海外に進出する日系サービス企業の人事管理、日本の会社における人事労務
管理
「限定正社員をどうモチベートするか」
（
『経営論集』N0.35 2018 年）
、
「台湾
●主な著書・論文：
に進出する日系外食産業における人材育成・確保のための施策の研究」
（
『ア
ジア経営研究』NO.25 2019 年）等

首藤 禎史

白井 康之

研究分野

経営管理論、経営組織論

●最 終 学 歴：慶應義塾大学大学院
●担当授業科目：経営学研究指導（前期・後期課程）、経営管理論講義、経営組織論研究
●研 究 テ ー マ：エンパワーメント経営、エンパワリング・リーダーシップ
●主な著書・論文：
『経営におけるエンパワーメント』
（2005. 大東文化大学経営研究所）、
『エン
パワーメント経営』
（2006. 中央経済社）
『人と組織を活かす経営管理論』
（編
著：2009. 八千代出版）
『エンパワリング・リーダーシップ』(2021. 中央経
済社 )

KOKUBU Shunichiro

板橋キャンパス

Graduate School of Business Administration

修士（商学）
准教授

管理会計、業績評価

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：会計学研究指導（前期）、管理会計論講義、管理会計論研究
●研 究 テ ー マ：バランスト・スコアカード、目標達成
「BSC 活用組織における多面的目標達成および内発的動機づけの関係」
（経
●主な著書・論文：
営論集 37）、
「BSC の 4 つの視点に対する意識の変化と傾向」
（大東文化大
学紀要 56）、
「多面的目標達成に対する心理構造の特性：福井県済生会病院
の事例研究」
（原価計算研究 37：2）

博士（経済学）
教授

経営史、企業家論

●最 終 学 歴：京都大学大学院
●担当授業科目：経営学研究指導 ( 前期・後期課程 )、経営史講義、経営史研究
●研 究 テ ー マ：近代ハプスブルク帝国の産業発展と企業者活動
●主な著書・論文：
『19 世紀ハンガリーの産業革命―ハンガリー資本主義像の再検討―』
（2008. 大東文化大学経営研究所）、
『外国経営史の基礎知識』
（共著：2005.
有斐閣）、
『ハプスブルク史研究入門―歴史のラビリンスへの招待』
（共著：
2013. 昭和堂）、
『経営史学の 50 年』
（共著：2015. 日本経済評論社）

永田

清

NAGATA Kiyoshi

研究分野

博士（工学）
教授

情報セキュリティ

●最 終 学 歴：中央大学大学院
●担当授業科目：知識・情報マネジメント研究指導（前期・後期課程）、経営情報論講義、情報
セキュリティ論研究
●研 究 テ ー マ：誤り訂正符号、組織における情報セキュリティ評価システム、情報セキュリ
ティを学ぶ e-Learning システム
●主な著書・論文：“Mass formula and construction of self-dual codes over $Z̲{2^s}
$” , “A Decision Making System for Cloud Computing Adoption
Focused on Security Issues” , “Multilingual E-Learning System for
Information Security Education with Users' Consciousness”
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スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

Graduate School of
Sports and Health Sciences

修士課程

Sports and Health Sciences

スポーツ・健康科学専攻

勝又

教育研究上の目的
スポーツ・健康科学研究科スポーツ・健康科学専攻修士課程は、スポーツ科学分野と健康科学分野を配置し、スポーツや身体活動及び健康
や医療に関する分野横断的、学際的な教育研究を行うことで、幅広い視野と高度な知識・技能をもった専修免許を有する教員、各分野の専門
的指導者及び職業人を輩出することを目的とする。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

東松山キャンパス

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

スポーツ・健康科学研究科スポーツ・健康科学専攻修士課程は、建学の精神

スポーツ・健康科学研究科スポーツ・健康科学専攻修士課程は、教育研究上

に基づく教育目標に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単

の目的とディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教

位を修得し、専門分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が

育課程の編成・実施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選

審査のうえ合格と認められた学生に修士（スポーツ科学・健康科学）の学位を

抜試験によって受け入れる。

研究分野

ている。

理解し職業人としての専門的知識と実践的技能を修得し、その分野を切り開
いていく学際的な能力を有している。

①スポーツ活動に対して主体的に行動し心身を適応させ、健康や医療に関する
諸問題に対し的確に判断することができる。

①異なる分野の専門的知識・技術を横断的に深化させ、総合的視野と専門的洞
察力を備えた指導者および職業人として的確に表現することができる。

①スポーツや医療・健康増進活動を通して、健康の維持・増進に強い関心を持ち、
広い視点から高度な専門的知識および技能を意欲的に身につけることができる。

①スポーツおよび健康・医療の関連分野において専門的指導者および職業人と
して、多様な文化や立場を理解し、積極的に社会貢献することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
スポーツ・健康科学研究科スポーツ・健康科学専攻修士課程は、修了認定・

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■共通科目
・スポーツ・健康科学研究法

・科学英語

■スポーツ科学分野

①スポーツ科学分野と健康科学分野から専門分野を選択し、その分野の関連科
目（特論と演習）を中心に学ぶ。
①特論、演習、及び特別研究等の少人数科目を利用し、インタラクティブな教
育を実施する。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、スポーツ・健康科学研究科に
おける単位取得状況、特別研究受講状況、学位論文等の結果によって測定す

・健康生理学特論
・健康生理学演習
・スポーツ生理学特論
・スポーツ生理学演習
・スポーツバイオメカニクス特論
・スポーツバイオメカニクス演習
・スポーツ心理学特論
・スポーツ心理学演習
・運動制御・運動学習特論
・運動制御・運動学習演習

・パフォーマンス・アナリシス特論
・パフォーマンス・アナリシス演習
・ヘルスプロモーション特論
・ヘルスプロモーション演習
・スポーツ社会学特論
・スポーツ社会学演習
・スポーツ科学研究セミナー A
・スポーツ科学研究セミナー B
・スポーツ科学特別研究 A
・スポーツ科学特別研究 B

るものとする。

博士（学術）
教授

研究分野

博士（医学）
教授

細胞生理、細胞内情報伝達、がん細胞学

●最 終 学 歴：香川医科大学 医学研究科博士課程
●研 究 テ ー マ：低分子量 G 蛋白質、細胞内情報伝達機構の解明、発がん機構、悪性転化機構
の解明
●主な著書・論文：1. PKCδ deﬁciency inhibits fetal development and is associated with
heart elastic ﬁber hyperplasia and lung inﬂammation in adult PKCδ
knockout mice. Niino YS, KawashimaI et. al. and Gotoh T, PLoS One.
2021 Jul 1;16(7):e0253912 2. Glycosylation is a novel TGFβ1-independent post-translational modiﬁcation of Smad2. Gotoh T, Iwahana H,
et. al. Biochem Biophys Res Commun, 2020 Jan 22;521(4):1010-1016

高山 成伸

TAKAYAMA Shigenobu

研究分野

FUJITA Kazuhiro

博士（医学）
教授

臨床検査学、感染免疫学、血液学

●最 終 学 歴：東邦大学医学部大学院
●担当授業科目：分子生命科学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法、健康医科学特別研究
A ／Ｂ
●研 究 テ ー マ：新たな臨床検査法の研究開発、血友病インヒビター
●主な著書・論文：免疫検査学（2019）臨床検査臨地実習マニュアル（2017）等

Student Voice
スポーツ・健康科学専攻
修士課程2年

杉山 誠さん
大東文化大学
スポーツ・健康科学部卒
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・分子生命科学特論
・分子生命科学演習
・生体情報解析学特論
・生体情報解析学演習
・栄養生理学特論
・栄養生理学演習

・健康医科学特別研究 A
・健康医科学特別研究 B
・老年学特論
・老年学演習
・ウィメンズヘルス学特論
・ウィメンズヘルス学演習

研究活動により社会貢献できる人間を目指して大学院を選択
私がスポーツ・健康科学研究科へ進学したいと思ったきっかけは、学部生時代に所属したゼミの卒業研究で先天性血液凝固
疾患の血友病をテーマとして研究したことです。そのゼミ活動を通して、私は各種の実験法の原理や原則を知り学ぶことにつ
いての面白さや様々な実験結果から新たな知見を見出すことの楽しさを実感し、自身のその気持ちがやがて、より専門的な知
識や高度な技術、実験のノウハウなどより多くのものを身に付け、いつの日か自らの発想でヒトの病気や健康維持に役立つ発
見や技術開発ができるようになりたいと思うようになり大学院進学を決めました。修士課程修了後については、学部生時代に
取得した臨床検査技師国家資格とこの修士課程で学んだ知識や考え方を活かして、臨床の現場である病院や研究機関等に勤務
すること、或いは、さらに博士課程に進学することを考えていますが、いずれにしても研究活動を続けながら少しでも社会に貢
献できる人間となるためにも、この 2 年間は研究活動に没頭したいと思っています。日々進化発展する理論や技術について、知
らないことや疑問に思ったことを調べたり、先行研究の論文を読んだり、指導してくれる先生方とディスカッションすること
が、今や自身の予想をはるかに超えるほど面白く感じています。大学卒業後も学びたい、実験や研究に興味がある、より専門的
な勉強がしたいという人は、ぜひ大学院進学を選択肢の一つとするのも良いと思います。

血液学、ゲノム医学

川本 竜史

KAWAMOTO Ryuji

博士（学術）
（政治学）
博士
教授
教授

スポーツバイオメカニクス

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：スポーツバイオメカニクス特論／演習、スポーツ・健康科学 研究法、スポー
ツ科学研究セミナー A ／Ｂ、スポーツ科学特別研究 A ／Ｂ
●研 究 テ ー マ：サッカーを中心とした各種スポーツ競技に関する動作解析研究
●主な著書・論文：
『SPSS と Excel による「統計力」トレーニング−スポーツデータで分析力
を身につける』
（単著：2004. 東京図書株式会社）、
『サッカーにおけるフェ
イント動作のすばやさに関するバイオメカニクス的研究』
（共著：2011. バ
イオメカニクス研究 14,138-146）

杉森 裕樹

SUGIMORI Hiroki

研究分野

博士（医学）
、修士（臨床疫学）
教授

予防医学・疫学・公衆衛生学

●最 終 学 歴：北海道大学、豪州 Newcastle University 院
●担当授業科目：予防医学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法、健康医科学特別研究 A ／ B
●研 究 テ ー マ：厚生労働科学研究「患者及び医療関係者との医薬品等安全対策情報のリス
クコミュニケーションに関する研究」班 研究代表者（平成 26~27 年度）、
厚生労働科学研究「新しい生活様式における適切な健診実施と受診に向け
た研究」班 研究代表者（令和 3 年度〜）他
●主な著書・論文：読んでわかる ! 疫学入門（大修館書店）、臨床研究マイスターヘの道 医科統
計学が身につくテキスト (MEDSi 社）、
［新装版］医学探偵ジョン・スノウ コレラとブロード・ストリートの井戸の謎（大修館書店）

田中 博史

TANAKA Hiroshi
研究分野

博士（医学）
教授

スポーツ心理学・コーチング科学（バレーボール）

●最 終 学 歴：順天堂大学大学院
●担当授業科目：スポーツ心理学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法、スポーツ科学研究
セミナー A ／Ｂ
●研 究 テ ー マ：スポーツ選手の心身におけるコンディション、高齢者における健康・スポー
ツ・心理に関する研究
●主な著書・論文：著書：バレーボールコーチ教本（メンタル・トレーニング担当）、コーチングバレーボール（発育発達

の基礎：心理面担当）主な論文：バレーボール選手におけるコンディショニングツールとしての酸素
カプセルの有用性に関する検討（共著：2013．バレーボール研究 15，23-27）、日本人高齢者の社会
参加と身体的虚弱との関連：国民健康・栄養調査を用いた横断研究（共著：2018. 東医大誌 76、47-56）

■健康科学分野
・細胞生物学特論
・細胞生物学演習
・健康医学特論
・健康医学演習
・予防医学特論
・予防医学演習

博士（医学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：東京理科大学 / 昭和大学医学研究科
●担当授業科目：生体情報解析学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法、健康医科学特別研究
A ／Ｂ
●研 究 テ ー マ：血液関連検査の検討と新規開発 / 染色体・遺伝子解析技術の応用 / 生殖補助医
療技術
●主な著書・論文：Molecular cloning of t(2;7)(p24.3;p14.2), a novel chromosomal translocation
in myelodysplastic syndrome-derivedacute myeloid leukemia ／ Cytogenetics,
FISH and RT-PCR analysis of acute promyelocytic leukemia:structure of
thefusion point in a case lacking classic t(15;17) translocation.

研究分野

栄養学、栄養生理学

後藤 孝也

藤田 和博
研究分野

●最 終 学 歴：日本女子大学大学院
●担当授業科目：栄養生理学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法
●研 究 テ ー マ：栄養成分と生体内代謝の解析、肥満の分子機構の解析
●主な著書・論文：
「健康づくりの栄養学」
（2021．建帛社）
、Low-carbohydrate diet inhibits
different advanced glycation end products in kidney depending on
lipid composition but causes adverse morphological changes in a
non-obese model mice, Nutrients 11; 2801(2019)、The Inhibitory
Role of α2,6-Sialylation in Adipogenesis, J Biol Chem 292; 2278
(2017)

GOTOH Takaya

学位授与方針に掲げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評
価の方針に基づき、教育課程を編成する。

運動制御・運動学習科学

蕪木 智子
研究分野

①スポーツ科学・健康科学を学ぶのに幅広い十分な基礎学力および知識を有し

Ph.D. in Kinesiology
研究科委員長・教授

●最 終 学 歴：The Pennsylvania State University 大学院
●担当授業科目：運動制御・運動学習特論／演習、スポーツ科学研究セミナー A ／Ｂ、スポー
ツ科学特別研究 A ／Ｂ
●研 究 テ ー マ：
「知覚−動作連関のメカニズムと認知的情報処理機能の関与、打撃／投球動
作の制御メカニズム」
●主な著書・論文：著書：ニューロリハビリテーション、第 2 章、pp.46-57、
（2015. 医学書院）、
主な論文：Human Mov.Sci.67（2019）Journal of Sports Sciences,6
(2017), Journal of Motor Behavior, 46(2) (2015); Experimental Brain
Research, 216(4) (2012); Clinical Neurophysiology,120(2009);

KABURAGI Tomoko

授与する。
①専攻分野（スポーツ科学分野、健康科学分野）の幅広い知識と高度な理論を

宏

KATSUMATA Hiromu

専任教員

日野 るみ
HINO Rumi

研究分野

博士（医学）
教授

修

MIYAGI Osamu

研究分野

MIZUNO Chinatsu

研究分野

病理学

●最 終 学 歴：東京大学大学院医学系研究科
●担当授業科目：生体情報解析学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法
●研 究 テ ー マ：甲状腺腫瘍の病理学形態学的アプローチ、蛍光プローブを用いた甲状腺癌
検査法の探索
●主な著書・論文：1)Hino R, Inoshita N, Kamiya M, Urano Y, et al. Rapid detection of papillary thyroid
carcinoma by ﬂuorescence imaging using a γ-glutamyltranspeptidase-speciﬁc
probe: a pilot study. Thyroid Res. 2018. 2)Hino R, Motoi N, Ishikawa Y, et al.
Stromal tiny black dots, like "sugar-coated", of von Kossa stain is a diagnostic clue
to hyalinizing trabecular tumor of the thyroid gland. Pathol Int. 2018.

宮城

水野 千奈津

博士（体育学）
教授

スポーツ生理学

●最 終 学 歴：中京大学大学院
●担当授業科目：スポーツ生理学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法、スポーツ科学研究
セミナー A ／Ｂ、スポーツ科学特別研究 A ／Ｂ
●研 究 テ ー マ：スポーツ活動中の生理学的応答、身体組成とウエイトコントロール
●主な著書・論文：
『運動とスポーツの生理学』
（共著：2020, 市村出版）、
『スポーツコーチの
ためのトレーニング生理学』
（監訳：2020, 大修館書店）、
『サッカーのコン
ディショニング』
（共著：2010. 大修館書店）

博士（工学）
、修士（看護学）
教授

ウィメンズヘルス学

●最 終 学 歴：東京理科大学大学院
●担当授業科目：ウィメンズヘルス学特論、ウィメンズヘルス学演習
●研 究 テ ー マ：働く女性の健康、ジェンダーに基づくアンコンシャスバイアスに関する分析
手法、日本と欧州におけるひとり親家庭支援に関する施策比較
●主な著書・論文：Study on the Pregnant Women's Walking-Focusing on the Distance
from the Toe to the Floor Face-,Womenʼ s Health Society Journal of
Japan,7(1),pp.99-106, 2015Relationship between work-life balance
and QOL in overworking japanese pregnant women, New Perspective
Ergonomics, pp.161-165,2015

宮本 正秀

MIYAMOTO Masahide

研究分野

修士（文学）
教授

イギリス文学、ヨーロッパ文化史

●最 終 学 歴：金沢大学大学院
●担当授業科目：科学英語
●研 究 テ ー マ：初期近代英国における自然科学
●主な著書・論文：
『過剰な言葉による自然研究』(2010)、
『医師と看取る人の文学』(2014)、
『Anatomical Theatre と近代初期劇』(2014)、
『「死ぬための技法」と死者
の魂について』(2016)
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スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

森

浩寿

MORI Hirohisa
研究分野

教育学修士
教授

スポーツ法学、スポーツ政策学

研究分野

博士（医学）
准教授

運動生理学、競技パフォーマンス分析

大学院公開説明会

function and attenuates the degree of strength decline during 3-week forearm immobilization. Eur J
Appl Physiol (2015) (2) Effects of acute hypoxia on metabolic and hormonal responses to resistance
exercise. Med Sci Sports Exerc. (2010) (3) Low-volume muscle endurance training prevents decrease
in muscle oxidative and endurance function during 21-day forearm immobilization. Acta Physiol.
(2009)

森田 恵子
MORITA Keiko
研究分野

老年看護学

●最 終 学 歴：桜美林大学大学院老年学研究科
●担当授業科目：老年科学特論、老年科学演習
●研 究 テ ー マ：加齢性難聴に対するケアと聴覚補償支援
●主な著書・論文：
（著書）生理学実習ＮＡＶＩ（共著：2017, 医歯薬出版）、
（著書）最新老年心
理学（共著：2018, ワールドプランニング）、
（論文）
『高齢難聴患者が看護
師に期待するコミュニケーション -ＫＪ法による正常聴力者との対比』
（共
著：2017, 日本老年看護学 22(1) p41-50

簗瀬 澄乃

YANASE Sumino
研究分野

開催日程

本学大学院への進学を検討されている方を対象に、説明会・相談会を実施する予定です。
博士（老年学）
教授

博士（医学）
（政治学）
博士
、修士（理学）
教授
准教授

放射線・化学物質影響科学、基礎老化学、分子生物学

●最 終 学 歴：横浜市立大学大学院
●担当授業科目：分子生命科学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法、健康医科学特別研究
A ／Ｂ
●研 究 テ ー マ：モデル生物線虫を用いた生物の老化機構の解明
●主な著書・論文：線虫ラボマニュアル（三谷昌平編）第Ⅱ部応用編 3. 老化解析（共著：2003.
シュプリンガー・フェアラーク東京）、放射線生物研究 53:225-264（2018）、
Journal of Visualized Experiments e57807:1-6（2018）
, Biochemistry
and Biophysics Reports;23,1-6(2020)

開催場所、内容詳細については決まり次第本学 HP にてご案内します（講演会や各専攻の個別相談会を予定）。

2023年度 入学試験日程
（外国語学研究科日本言語文化学専攻・
アジア地域研究科アジア地域専攻のみ）

7月入学試験

研究生・科目等履修生・委託研修生
入学試験

2023年2月 8日（水）〜
2月13日（月）
〔窓口出願のみ〕

2023年6月6日（火）〜
6月8日（木）
〔窓口出願のみ〕

2023年2月 8日（水）〜
2月13日（月）
〔窓口出願のみ〕

2023年1月13日（金）
〔オンライン発表のみ〕

2023年2月16日（木）
〔オンライン発表のみ〕

2023年6月13日（火）
〔オンライン発表のみ〕

2023年2月16日（木）
〔オンライン発表のみ〕

2022年9月13日（火）〜
9月21日（水）
〔必着〕

2023年1月13日（金）〜
1月19日（木）
〔必着〕

2023年2月16日（木）〜
2月22日（水）
〔必着〕

2023年6月13日（火）〜 2023年2月16日（木）〜
6月20日（火）
2月25日（土）
〔必着〕
〔必着〕

2022年10月1日（土）

2023年2月17日（金）
18日（土）

2023年3月2日（木）

2023年2月22日（水）
〔オンライン発表のみ〕

2023年3月9日（木）
〔オンライン発表のみ〕

春季入学試験

3 月入学試験

2022年9月6日（火）〜
9月8日（木）
〔窓口出願のみ〕

2023年1月 7日（土）〜
1月11日（水）
〔窓口出願のみ〕

2022年9月13日（火）
〔オンライン発表のみ〕

秋季入学試験

出願期間

●最 終 学 歴：東京医科大学大学院
●担当授業科目：パフォーマンス・アナリシス特論／演習、スポーツ・健康科学研究法、スポー
ツ科学研究セミナー A ／ B
●研 究 テ ー マ：運動時のエネルギー代謝、トレーニングに対するエネルギー供給能力の適
応、競技パフォーマンス分析
●主な著書・論文：(1) Once-weekly muscle endurance and strength training prevents deterioration of muscle oxidative

2023 年度入学試験情報

出願資格審査 出願資格審査
出願期間
︵ ︶
︵ ︶
※ 合格発表
※

懲戒処分をめぐるスポーツ権、
『標準テキストスポーツ法学』、エイデル研究所、2016 スポーツマネジメン
トに必要な法知識、
『スポーツマネジメント（改訂版）』、大修館書店、2015 体育・スポーツ事故と体育教師
の法的責任、体育科教育 2015 年 6 月号スポーツを巡る体罰と法的課題、みんなのスポーツ、2014 年 6 月号

HOMMA Toshiyuki

東松山
キャンパス

専任教員

●最 終 学 歴：日本大学大学院
●担当授業科目：スポーツ社会学特論／演習、スポーツ・健康科学研究法、スポーツ科学研究
セミナー A ／Ｂ
●研 究 テ ー マ：スポーツを巡る法律問題の研究、スポーツ政策に関する研究、スポーツに
おけるリスクマネジメントの研究
●主な著書・論文：運動部活動の法的根拠〜学校教育法とスポーツ基本法の関係、体育の科学、2007 年 1 月号代表選手選考、

本間 俊行

Graduate School of
Sports and
Health Sciences

（スポーツ・健康科学研究科以外） （スポーツ・健康科学研究科のみ）

試験日

【アジア地域研究科のみ】

合格発表日

2022年10月8日（土）
〔オンライン発表のみ〕

2023年7月1日（土）

2023年3月2日
（木）

【文・経済・法・外国語・経営学研究科】

2023年3月3日（金）

2023年7月8日（土）
〔オンライン発表のみ〕

2023年3月9日（木）
〔オンライン発表のみ〕

手続期間

2022年10月 8日
（土）〜 2023年2月22日
（水）〜 2023年3月 9日
（木）〜 2023年7月 8日
（土）〜 2022年3月 9日
（木）〜
（木）
10月27日
3月 2日（木）
3月13日（月）
7月20日（木）
3月13日（月）

すべて 2022 年 4 月時点の予定であり、変更となる場合があります。詳細は入試要項をご確認ください。
※
「出願資格審査」は、大学院入学試験出願資格を満たしていない方が対象です。

出願手続きの流れ

受験する試験の出願期間中に、下記の流れに従って出願手続きを行ってください。

インターネット
受験申込サイトへアクセス
受験内容の選択・
受験者情報の入力

http://exam.admission.daito.ac.jp/guide/daito-g/ 〈出願期間中のみアクセス可能〉
大学の Web サイトからもアクセスできます。

入学試験要項を参照の上、画面に従って必要な情報を入力してください。

※入学試験要項は、本学 HP よりダウンロードしてください。

下記より支払い方法を選択してください。

支払い方法の選択

検定料の支払い・
必要書類を大学へ提出
（郵送 or 持参）

コンビニエンスストア

セブン - イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、
ヤマザキデイリーストア、セイコーマート

ATM（Pay-easy 利用可能な ATM）

ゆうちょ銀行、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行など

ネットバンキング

楽天銀行、じぶん銀行、住信 SBI ネット銀行、ジャパンネット銀行、その他都市銀行、
地方銀行、労働金庫、信用金庫、信用組合など

クレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners club

登録完了画面に支払い時に必要になる番号が表示されます。
番号を間違いなくメモまたは印刷し、選択した支払い機関で検定料を支払ってください。
「大学院志願票（A 票）」、
「宛名ラベル」を印刷の上、その他必要書類を準備し大学へ郵送または持参して
ください。

出願完了
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各種制度（免許／奨学金／学費等）
免許・資格

大学院入学者の学費・諸経費一覧（2022 年度参考）

■ 専修免許状の種類
本学大学院の研究科において取得できる中学校・高等学校教諭専修免許状の
免許教科の種類は、右の表に掲げるとおりです。

■ 専修免許状取得要件
●中学校・高等学校教諭
中学校・高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許教科
に係る中学校・高等学校専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、

文学研究科

教育職員免許法および教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得し
なければなりません（本学大学院においては基礎資格として原則、修士の学

小学校一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許教科に係る小学校専

外国語学研究科

修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法および教
育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければなりません（本
学大学院においては基礎資格として修士の学位を有し、かつ 24 単位以上を
修得した者）。

中学校教諭

高等学校教諭

日本文学専攻

国語

国語

中国学専攻

国語

国語

英文学専攻

英語

英語

書道学専攻

―

書道

経営学研究科

中国言語文化学専攻

中国語

中国語

英語学専攻

英語

英語

日本言語文化学専攻

国語

国語

経営学専攻

―

商業

保健体育

保健体育

スポーツ・健康科学研究科 スポーツ・健康科学専攻

D. 実習費

E. 研究費

F. 安全
互助会費

G. 学会費

965,100

595,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

4,000

741,100

967,100

597,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

6,000

前期

741,100

965,100

595,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

4,000

後期

741,100

967,100

597,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

6,000

修士

741,100

967,100

597,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

6,000

前期

791,100

1,015,100

620,450

394,650

220,000

530,000

179,300

50,000

30,000

1,800

4,000

後期

791,100

1,017,100

622,450

394,650

220,000

530,000

179,300

50,000

30,000

1,800

6,000

修士

741,100

968,100

598,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

7,000

前期

741,100

961,100

591,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

-

後期

741,100

961,100

591,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

-

前期

741,100

964,700

595,050

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

3,600

後期

741,100

966,500

596,850

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

5,400

前期

741,100

964,700

595,050

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

3,600

後期

741,100

966,500

596,850

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

5,400

前期

741,100

965,100

595,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

4,000

後期

741,100

967,100

597,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

6,000

前期

741,100

965,100

595,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

4,000

後期

741,100

967,100

597,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

6,000

前期

741,100

965,100

595,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

4,000

後期

741,100

967,100

597,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

6,000

前期

741,100

965,100

595,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

4,000

後期

741,100

967,100

597,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

6,000

前期

741,100

963,100

593,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

2,000

後期

741,100

964,100

594,450

369,650

220,000

530,000

179,300

-

30,000

1,800

3,000

スポーツ・健康科学研究科 スポーツ・健康科学 修士
専攻

841,100

1,061,100

641,450

419,650

220,000

600,000

179,300

30,000

30,000

1,800

-

日本文学専攻

中国学専攻
文学研究科

英文学専攻
書道学専攻

教育学専攻
経済学研究科

経済学専攻

政治学専攻

教育ローン

大学院生の学業と学生生活をバックアップするために以下の奨学金制度を設

本学では教育ローンとして公的制度を紹介するとともに信販会社と提携し、

けています。

経済的理由により修学困難な学生に対して、入学金および授業料を低利で融

■ 大東文化大学給付奨学金

資する「大東文化大学教育ローン」制度があります。

学業成績等が特に優秀かつ人格に秀で、他の学生の模範となる学生に対し、
大学が選考のうえ給付します（募集制ではありません）。

1 年生

300,000 円（28 名以内）

2 年生以上

200,000 円（30 名以内）

■ 留学にかかわる奨学金

本学が認めた大学・研究機関等に 1 年間の海外留学を希望する大学院生を対
象に、留学中の授業料等を免除し、奨学金を給付（限度額 120 万円）する制
度があります。留学中に取得した単位については条件を満たせば、互換認定
ができます。

家計の急変により経済的に困窮している学生に給付します（50 万円）。
( 採用人数は学部および大学院を合わせて 20 名以内 )

外国語学研究科

教育ローン
（コールセンター 0570-008656）

■ 信販系

アジア地域研究科 アジア地域研究
専攻

経営学研究科

（株）オリエントコーポレーション

学費サポートデスク
0120-517-325

英語学専攻

日本言語文化学
専攻

■ 公的機関

経営学専攻

H. 初年度
合計額

※単位円

■ 教育ローン利子補給金

■ 特別修学支援金

中国言語文化学
専攻

※申し込みから融資まで２週間ほどかかりますので、入学手続き期間を確認のうえ、お早め
に下記の金融機関にお問い合わせください。

日本政策金融公庫

後期

C. 教育
充実費

法学研究科

奨学金制度

741,100

B. 授業料

法律学専攻

大学院の奨学金・学費減免制度

前期

A. 入学金

小学校教諭

教育学専攻

位を有しかつ 24 単位以上を修得した者）。
●小学校教諭

専攻

I. 2 年次以降
合計額
（A・G 以外）

分納 2

専攻

専修免許状の種類

課程を置く研究科・専攻
研究科

課程

分納 1

研究科

本学と提携する金融機関 ( オリエントコーポレーション ) の教育ローンを利
用し学費を納入した学生を対象に、教育ローン利子補給金を給付します（年
度給付上限額 5 万円）。

１．学費・諸経費合計額には入学金を含む。
２．学費、諸経費の納入方法には、一括納入と分割納入の２種類の方法がある。
３．分割納入の場合は、第１回目が B 〜 E の合計額の半額に A・F・G を加えた額になり、第２回目は B 〜 E の合計額の半額となる。
なお、２年次以降は、入学金・学会費以外を納入すること。

■ 授業料減免

経済的な理由で就学が困難な学生（外国人留学生を除く）に対して、申請の
要件を全て満たす者について授業料の減免をします。
（採用人数は学部生・大
学院生を合わせて、全額免除 30 名以内、半額免除 120 名以内）

天災等により学業継続が困難になった学生を対象とします。

学費減免制度
本学の学部等出身者で次の各号に該当するときには、申請により学費等の減
免措置があります。
１．入学金等の免除（卒業・修了、退学した年度後 5 年以内に限り適用）
（１）本学の学部卒業者または大学院修了者が、本学大学院に進学するとき
（２）本学大学院退学者が、本学大学院に再入学するとき
２．本学大学院博士課程後期課程に 3 年以上在学し、所定の単位を修得した
者が学位論文の研究指導を受けるため引き続き在学する場合、又は所定
の単位を修得し学位を取得せずに退学した者が博士論文審査及び試験の
ために再入学を許可された場合は、授業料半額を減じ、教育充実費、研究
費の全額を免除することができます。ただし、原則１年、更新は２回を限
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大学院に在学し、人物・学業共に優れ、経済的に修学に困難な場合に申込み
が可能な貸与型の奨学金です。奨学金の種類と貸与月額は以下の通りです（い

■ 学生災害見舞金

度とします。

日本学生支援機構 貸与奨学金

ずれかの貸与額を選択、一種・二種併用可）。
その他、入学時特別増額貸与奨学金（一時金）等もあります。
外国籍の方は在留資格により申込に制限があり、在留資格が「留学」、
「家族
滞在」等の場合は申込ができませんのでご注意ください。

奨学金の種類

修士・博士課程前期課程
貸与月額

博士課程後期課程
貸与月額

第一種奨学金
（無利子貸与奨学金）

50,000 円
88,000 円

80,000 円
122,000 円

第二種奨学金
（有利子貸与奨学金）

50,000 円
130,000 円

80,000 円
150,000 円

※上記は 2021 年度在学者用の採用情報参考になります。

100,000 円

授業時間

主な就職先

時 限

授 業 時 間 帯

１時限

9：10 〜 10：40

２時限

10：55 〜 12：25

昼休み

12：25 〜 13：15

３時限

13：15 〜 14：45

４時限

15：00 〜 16：30

５時限

16：45 〜 18：15

６時限

18：30 〜 20：00

※ ７時限

20：10 〜 21：40

● 国内外の私立・公立大学教員
● 国内公立・私立高校／中学教員
● その他教育・学習支援業
立命館大学、東京工業大学（事務職員）等その他海外の日本語学校 等
● 医療・福祉業
国立国際医療研究センター、日本赤十字社 等
● 公務員
総務省、東京消防庁 等
このほかにも、サービス業、情報通信業、出版・マスコミ業等多彩な就職先で
修了生が活躍しています。

※経営学専攻 社会人対象授業
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