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客員教授
氏　名 所　属 学　位 主要担当科目

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容

田代 俊孝

伊東 眞理子

野口 定久

野口 典子

田畑 　治

片山 和男

芝垣 正光

仁愛大学 学長・名古屋大学医学部 客員教授

東京福祉大学大学院 社会福祉学研究科長・特任教授

日本福祉大学 教授

中京大学 教授

名古屋大学 名誉教授

愛知学院大学 教授

関西国際大学 教授

博士（文学）

博士（経済学）

博士（社会福祉学）

博士（社会福祉学）

博士（教育学）

修士（文学）

博士（医学）

真宗学研究、生命倫理学研究

サクセスフル・エイジング研究、老年心理学特論

比較福祉研究

クオリティマネジメント研究

心理療法特論

心の健康教育に関する理論と実践

神経生理学特論

博士前期(修士)課程 専任教員

織田 顕祐 特任教授

福田 　琢 教授

安藤 　弥 教授

園田 博文 教授

鶴見 　晃 教授

漢文文献を用いて専門的研究を進めるための基礎的な文献読解能力を養成する。主として
漢訳大乗経典の原典読解に努める。

まず、各自の問題意識を明確化するため幅広い視点から対話を進める。その上でその問題を
解明するにはどのような仏教的方法論が成り立つのか。この点を直接的な対話と文献研究
を通して明確にするよう指導する。

最古の日本語が記された「魏志倭人伝」（『三国志』）から、『古事記』『日本書紀』『万葉集』を
経て、大正時代の『羅生門』（芥川龍之介）まで、日本語資料として読解する。 

仏教文献を思想史的文脈に即して読解し、文献学の基礎能力を修得する。あわせて近代仏
教研究の蓄積に方法論的可能性を学ぶ。

仏教を歴史的に理解し、現代に活かす力を修得する。仏教史に関する専門的な研究論文や
歴史資料の読解力を修得する。日本仏教史を中心にとりあげていくが、時宜に応じてアジア
仏教史全体からもテーマを見出す。

文学分野における修士論文執筆の指導を行う。先行研究を読み、問題点を明確にした上で、
研究目的、研究方法を明らかにする。 

浄土真宗を文化的側面から把握し、歴史的に理解するために、親鸞のひ孫覚如の著である
『御伝鈔』を通して、歴史資料の文献解読の能力を養成する。

修士論文作成に向け、仏教文献の読解能力を修得するとともに、先行研究を参照しつつ、各
自研究テーマに基づく調査・研究を行うことができるよう、研究指導を行う。

自分自身の問題意識を、研究テーマとして形成し、それを解明するための研究手法を
選択できるようになる。そして自ら立てた「学問的問い」に対する答えを探求していく。

日本における精神保健福祉の歴史から精神障害者がおかれている現状を理解す
る。そのうえで相談援助職としてどのような支援ができるのか、主にグループワーク
に焦点を当てて実践的に学ぶ。

障害者福祉領域に関する先行研究から、この領域における課題について考察す
る。さらに、課題解決に求められる科学的な検証について理解を図る。

おもに福祉分野における保育制度、保育内容を学びます。具体的には、子育てをめ
ぐる諸問題、支援事例や特別支援保育の実践記録の検討を通して、幼児の発達と
保護者支援の具体的な場面での指導方法、評価方法について考えていきます。

教師の仕事、格差社会における教育、教育と福祉、教育現場の多様化、学力政
策、教育と労働、教育改革の歴史、「教育」とは何かといった様々なテーマの教育
学研究を読み解くことを通して、教育的事象の追究の方法を学ぶ。
教育の目的、対象、価値について、哲学的に分析することを学ぶ。倫理学、哲学、
宗教、社会学、人類学などの知見から教育について考える。キリスト教にルーツの
ある西欧の思想家の人間観と、大乗仏教の人間観を対照する。

日本の福祉国家体制の基盤を踏まえながら、経済と福祉国家の関係、「政策論」、
「運動論」、「経営論」という社会福祉理論の体系、「社会福祉の補充性」につい
て、社会福祉政策との関係から講義を展開する。

戦後の地域福祉の理論・主義・歴史を踏まえ、地域包括支援体制（地域包括ケア
システム）に関連する基本的知識、留意点、多職種連携、体制の実現化、グローバ
ル化におけるコミュニティについて考察する。

我が国の社会福祉実践が、ソーシャルワークとケアワークという２つから成立してき
た背景を学ぶとともに他国の状況を比較しながら、実践課題について考究する。

自分自身が興味・関心を持つ課題について、様々な角度から考えディスカッションを
重ねながら研究テーマを決める。研究テーマにふさわしい研究方法を用いられるよ
う、先行研究のレビューを通して学んでいく。

充実した教授陣教員および主要担当科目

博士後期課程 専任教員

研究指導（博士後期課程）

研究指導（博士後期課程）

研究指導補助（博士後期課程）

福田 琢　教授目黒 達哉　教授
人間学研究科長 仏教文化分野 研究指導教員 ／ 文学部長

博士（文学）

修士（文学）

博士（文学）

博士（文学）

修士（文学）

博士（文学）

修士（文学）

博士（文学）

仏教学特殊研究

研究指導（博士前期課程）

仏教学研究

仏教史研究

典籍文化研究

研究指導（博士前期課程）

真宗文化特論

研究指導（博士前期課程）

仏
教
文
化
分
野

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容

目黒 達哉 教授

井上 　薫 教授

小沢 日美子 教授

石牧 良浩 教授

千賀 則史 准教授

織田 顕祐 特任教授

福田 　琢 教授

安藤 　弥 教授

本講義では、まず臨床心理地域援助の基礎となっているコミュニティ心理学について概説
する。また、担当者が実践してきた社会的支援組織、傾聴ボランティア養成など地域援助
の実践事例から地域援助の技法を習得する。

修士論文の見直しを進めながら、博士論文への課題を明確化する。その上で、博士課程
終了後は一人の自立した研究者となることを目指す。そのために必要な方法論や表現
力、学会活動などのスキルが身につくよう指導する。

各自の研究を進め、論文を作成する上で必要な資料を指示し、論文構成について適時に
指示を与える。

各自の研究を進め、論文を作成する上で必要な資料を指示し、論文構成について適時に
指示を与える。

現代社会における臨床心理学的諸課題を明らかにする。先行研究にふれ、各自の研究課
題を明確にし、修士論文を作成する。

児童福祉・家族援助に必要なアセスメントとプランニングの方法を習得する。児童福祉行
政機関・児童福祉施設などにおける総合的な相談援助活動・生活支援に必要な実践理
論・技法に関する基盤的知識を考究する。

家族をシステムとしてとらえ、歴史・発達から見る視点、関係・構造からみる視点、機能・コ
ミュニケーションから見る視点を習得する。さらに、家族との面接や家族や親族、関係者を
招いて行う合同家族面接の方法の基礎を習得する。

人間の心が生得的基盤によりながらも、社会的情報に基づき発達させることを、「心の理
論」、「視点取得」をキーワードにして講義する。その際、発達の過程に生じる心理社会的な
問題を臨床心理学的視点から論考する。

ウェクスラー式知能検査とロールシャッハ・テストを中心に、心理検査の位置づけや実施時
の留意点について学び、それらの検査の実施法・解釈法及び検査所見の書き方などを体
験的に身につける。

入学時の研究計画をもとに、関連する先行研究のレビュー、必要に応じたテーマの再設
定、調査・実験の計画と実施、結果の整理・解釈、修士論文の執筆などについての指導を
行う。

臨床心理学は、科学者－実践者モデルを基本としており、臨床心理士・公認心理師には
実践性だけではなく科学性が求められる。本講義では、具体的な論文を取り上げて、臨床
心理学の研究に必要な方法論について学ぶ。

修士論文の執筆に向けて質的研究法などの研究の方法論について学ぶ。臨床心理学や
社会福祉を取り巻く課題に関するレポートの添削などを通して、研究テーマおよび研究計
画を具体化するための研究指導を行う。

博士（心理学）

修士(文学)

修士（心理学）

博士（文学）

博士（心理学）

 臨床心理地域援助特論

研究指導（博士前期課程）

家族心理学特論

臨床心理関連行政論

発達心理学特論

臨床心理査定演習

研究指導（博士前期課程）

臨床心理学研究法特論

研究指導（博士前期課程）

臨
床
心
理
分
野

人
間
福
祉
分
野

下山　 久之 教授

北島　 信子 教授

吉田 みゆき 教授

大橋　 徹也 教授

工藤　 隆治 教授

汲田 千賀子 准教授

岩瀬 真寿美 准教授

博士（社会福祉学）

修士(教育学)

修士（福祉マネジメント）

博士（社会福祉学）

修士（社会福祉学）

博士（社会福祉学）

博士（教育学）

研究指導（博士前期課程）

 保育学研究

精神保健福祉研究

障害者福祉研究

社会福祉政策論研究

地域福祉研究

ソーシャルケア研究

研究指導（博士前期課程）

教育学研究

教育哲学研究

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容仏
教
文
化
分
野

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容

目黒 達哉 教授

石牧 良浩 教授

現代社会における臨床心理学的諸課題を臨床心理的地域援助に特化した専門性から
分析をし明確にする。先行研究にふれ各自の研究課題を明らかにし学術雑誌への投稿
を目指し博士論文を作成する。

修士課程での研究テーマをもとに、博士論文の章立て、学会の専門誌への投稿論文を
執筆する。何本かの論文指導を行い、博士論文の完成へとつなげていく。

博士（心理学）

博士（文学）

研究指導（博士後期課程）

研究指導補助（博士後期課程）

臨
床
心
理
分
野



0504　
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氏　名 所　属 学　位 主要担当科目

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容

田代 俊孝

伊東 眞理子

野口 定久

野口 典子

田畑 　治

片山 和男

芝垣 正光

仁愛大学 学長・名古屋大学医学部 客員教授

東京福祉大学大学院 社会福祉学研究科長・特任教授

日本福祉大学 教授

中京大学 教授

名古屋大学 名誉教授

愛知学院大学 教授

関西国際大学 教授

博士（文学）

博士（経済学）

博士（社会福祉学）

博士（社会福祉学）

博士（教育学）

修士（文学）

博士（医学）

真宗学研究、生命倫理学研究

サクセスフル・エイジング研究、老年心理学特論

比較福祉研究

クオリティマネジメント研究

心理療法特論

心の健康教育に関する理論と実践

神経生理学特論

博士前期(修士)課程 専任教員

織田 顕祐 特任教授

福田 　琢 教授

安藤 　弥 教授

園田 博文 教授

鶴見 　晃 教授

漢文文献を用いて専門的研究を進めるための基礎的な文献読解能力を養成する。主として
漢訳大乗経典の原典読解に努める。

まず、各自の問題意識を明確化するため幅広い視点から対話を進める。その上でその問題を
解明するにはどのような仏教的方法論が成り立つのか。この点を直接的な対話と文献研究
を通して明確にするよう指導する。

最古の日本語が記された「魏志倭人伝」（『三国志』）から、『古事記』『日本書紀』『万葉集』を
経て、大正時代の『羅生門』（芥川龍之介）まで、日本語資料として読解する。 

仏教文献を思想史的文脈に即して読解し、文献学の基礎能力を修得する。あわせて近代仏
教研究の蓄積に方法論的可能性を学ぶ。

仏教を歴史的に理解し、現代に活かす力を修得する。仏教史に関する専門的な研究論文や
歴史資料の読解力を修得する。日本仏教史を中心にとりあげていくが、時宜に応じてアジア
仏教史全体からもテーマを見出す。

文学分野における修士論文執筆の指導を行う。先行研究を読み、問題点を明確にした上で、
研究目的、研究方法を明らかにする。 

浄土真宗を文化的側面から把握し、歴史的に理解するために、親鸞のひ孫覚如の著である
『御伝鈔』を通して、歴史資料の文献解読の能力を養成する。

修士論文作成に向け、仏教文献の読解能力を修得するとともに、先行研究を参照しつつ、各
自研究テーマに基づく調査・研究を行うことができるよう、研究指導を行う。

自分自身の問題意識を、研究テーマとして形成し、それを解明するための研究手法を
選択できるようになる。そして自ら立てた「学問的問い」に対する答えを探求していく。

日本における精神保健福祉の歴史から精神障害者がおかれている現状を理解す
る。そのうえで相談援助職としてどのような支援ができるのか、主にグループワーク
に焦点を当てて実践的に学ぶ。

障害者福祉領域に関する先行研究から、この領域における課題について考察す
る。さらに、課題解決に求められる科学的な検証について理解を図る。

おもに福祉分野における保育制度、保育内容を学びます。具体的には、子育てをめ
ぐる諸問題、支援事例や特別支援保育の実践記録の検討を通して、幼児の発達と
保護者支援の具体的な場面での指導方法、評価方法について考えていきます。

教師の仕事、格差社会における教育、教育と福祉、教育現場の多様化、学力政
策、教育と労働、教育改革の歴史、「教育」とは何かといった様々なテーマの教育
学研究を読み解くことを通して、教育的事象の追究の方法を学ぶ。
教育の目的、対象、価値について、哲学的に分析することを学ぶ。倫理学、哲学、
宗教、社会学、人類学などの知見から教育について考える。キリスト教にルーツの
ある西欧の思想家の人間観と、大乗仏教の人間観を対照する。

日本の福祉国家体制の基盤を踏まえながら、経済と福祉国家の関係、「政策論」、
「運動論」、「経営論」という社会福祉理論の体系、「社会福祉の補充性」につい
て、社会福祉政策との関係から講義を展開する。

戦後の地域福祉の理論・主義・歴史を踏まえ、地域包括支援体制（地域包括ケア
システム）に関連する基本的知識、留意点、多職種連携、体制の実現化、グローバ
ル化におけるコミュニティについて考察する。

我が国の社会福祉実践が、ソーシャルワークとケアワークという２つから成立してき
た背景を学ぶとともに他国の状況を比較しながら、実践課題について考究する。

自分自身が興味・関心を持つ課題について、様々な角度から考えディスカッションを
重ねながら研究テーマを決める。研究テーマにふさわしい研究方法を用いられるよ
う、先行研究のレビューを通して学んでいく。

充実した教授陣教員および主要担当科目

博士後期課程 専任教員

研究指導（博士後期課程）

研究指導（博士後期課程）

研究指導補助（博士後期課程）

福田 琢　教授目黒 達哉　教授
人間学研究科長 仏教文化分野 研究指導教員 ／ 文学部長
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博士（文学）
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研究指導（博士前期課程）
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典籍文化研究
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研究指導（博士前期課程）

仏
教
文
化
分
野

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容

目黒 達哉 教授

井上 　薫 教授

小沢 日美子 教授

石牧 良浩 教授

千賀 則史 准教授

織田 顕祐 特任教授

福田 　琢 教授

安藤 　弥 教授

本講義では、まず臨床心理地域援助の基礎となっているコミュニティ心理学について概説
する。また、担当者が実践してきた社会的支援組織、傾聴ボランティア養成など地域援助
の実践事例から地域援助の技法を習得する。

修士論文の見直しを進めながら、博士論文への課題を明確化する。その上で、博士課程
終了後は一人の自立した研究者となることを目指す。そのために必要な方法論や表現
力、学会活動などのスキルが身につくよう指導する。

各自の研究を進め、論文を作成する上で必要な資料を指示し、論文構成について適時に
指示を与える。

各自の研究を進め、論文を作成する上で必要な資料を指示し、論文構成について適時に
指示を与える。

現代社会における臨床心理学的諸課題を明らかにする。先行研究にふれ、各自の研究課
題を明確にし、修士論文を作成する。

児童福祉・家族援助に必要なアセスメントとプランニングの方法を習得する。児童福祉行
政機関・児童福祉施設などにおける総合的な相談援助活動・生活支援に必要な実践理
論・技法に関する基盤的知識を考究する。

家族をシステムとしてとらえ、歴史・発達から見る視点、関係・構造からみる視点、機能・コ
ミュニケーションから見る視点を習得する。さらに、家族との面接や家族や親族、関係者を
招いて行う合同家族面接の方法の基礎を習得する。

人間の心が生得的基盤によりながらも、社会的情報に基づき発達させることを、「心の理
論」、「視点取得」をキーワードにして講義する。その際、発達の過程に生じる心理社会的な
問題を臨床心理学的視点から論考する。

ウェクスラー式知能検査とロールシャッハ・テストを中心に、心理検査の位置づけや実施時
の留意点について学び、それらの検査の実施法・解釈法及び検査所見の書き方などを体
験的に身につける。

入学時の研究計画をもとに、関連する先行研究のレビュー、必要に応じたテーマの再設
定、調査・実験の計画と実施、結果の整理・解釈、修士論文の執筆などについての指導を
行う。

臨床心理学は、科学者－実践者モデルを基本としており、臨床心理士・公認心理師には
実践性だけではなく科学性が求められる。本講義では、具体的な論文を取り上げて、臨床
心理学の研究に必要な方法論について学ぶ。

修士論文の執筆に向けて質的研究法などの研究の方法論について学ぶ。臨床心理学や
社会福祉を取り巻く課題に関するレポートの添削などを通して、研究テーマおよび研究計
画を具体化するための研究指導を行う。

博士（心理学）

修士(文学)

修士（心理学）

博士（文学）

博士（心理学）

 臨床心理地域援助特論

研究指導（博士前期課程）

家族心理学特論

臨床心理関連行政論

発達心理学特論

臨床心理査定演習

研究指導（博士前期課程）

臨床心理学研究法特論

研究指導（博士前期課程）

臨
床
心
理
分
野

人
間
福
祉
分
野

下山　 久之 教授

北島　 信子 教授

吉田 みゆき 教授

大橋　 徹也 教授

工藤　 隆治 教授

汲田 千賀子 准教授

岩瀬 真寿美 准教授

博士（社会福祉学）

修士(教育学)

修士（福祉マネジメント）

博士（社会福祉学）

修士（社会福祉学）

博士（社会福祉学）

博士（教育学）

研究指導（博士前期課程）

 保育学研究

精神保健福祉研究

障害者福祉研究

社会福祉政策論研究

地域福祉研究

ソーシャルケア研究

研究指導（博士前期課程）

教育学研究

教育哲学研究

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容仏
教
文
化
分
野

氏　名 学　位 主要担当科目 講義内容

目黒 達哉 教授

石牧 良浩 教授

現代社会における臨床心理学的諸課題を臨床心理的地域援助に特化した専門性から
分析をし明確にする。先行研究にふれ各自の研究課題を明らかにし学術雑誌への投稿
を目指し博士論文を作成する。

修士課程での研究テーマをもとに、博士論文の章立て、学会の専門誌への投稿論文を
執筆する。何本かの論文指導を行い、博士論文の完成へとつなげていく。

博士（心理学）

博士（文学）

研究指導（博士後期課程）

研究指導補助（博士後期課程）

臨
床
心
理
分
野
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　1977年に設立された本研究所は、真宗

史・仏教文化研究において国内屈指の専門

的な研究機関です。特に全国各地に出向い

ての現地史料調査、学術出版活動に大きな

成果を挙げ、また国内外の研究者・研究機

関との学術的交流もしています。

　本研究所の活動に関して、大学院生（主

に仏教文化分野）には、各研究会への参加、

年２回開催の「実物資料に学ぶ仏教文化」

展（ギャラリー史料展示）や資料調査・整理

などの作業への参加を通して学術・研究活

動の経験を積んでもらっています。

仏教文化研究所

　人間のいのちを問い、その尊厳について、

研究し、その成果を広く社会に公開し、地域

貢献するために1994年に設立されたセン

ターです。

　連続公開講座の開催や機関紙『BRIDGE』

の刊行を通して、「仏教」「福祉」「医療」「文学」

「人権」「ボランティア」などと「いのち」の関わ

りを考え、問いかけていきます。

　乳幼児期から老年期までの人生におい

て、私たちは様々な困難や戸惑い、悩みに

直面し、時には自分自身や家族の力だけで

は解決できないような心の問題にぶつかる

こともあります。

　当相談室では、それぞれの問題に応じ

て、専門分野の臨床心理士の資格を持つ本

学教員と研修生が相談に応じます。

“いのちの教育”センター 心理臨床センター
～人間性の回復をめざして～

学内研究機関

※金曜日：心理学特殊演習（隔週開講）
平日の昼間に、2週間程度の学外実習（児童養護施設、学校、精神科病院）があります。

※加えて、特殊演習Ⅰ・Ⅱ（個別の研究指導）が随時設けられます。

履修例

仏教文化分野　1年生Aさんの履修例

仏教学研究

仏教社会福祉研究

仏教人間学研究Ⅰ

集中講義など

3限

4限

5限

6限

13：00～
14：30

14：40～
16：10

16：20～
17：50

18：30～
20：00

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

真宗学研究

仏教学特殊研究

仏教文学研究

仏教史研究

月曜日　　　　　　　火曜日　　　　　　　水曜日　　　　　　　木曜日　　　　　　　金曜日

特殊演習Ⅰ

特殊演習Ⅱ

仏教人間学研究Ⅱ

キリスト教神学研究　　宗教学研究　　実践仏教

集中講義など 社会福祉方法論研究　福祉・心理総合支援演習　福祉研究法　サクセスフル・エイジング研究など

臨床心理分野　1年生Cさんの履修例

1限

2限

6限

7限

9：00～
10：30

10：40～
12：10

18：30～
20：00

20：10～
21：40

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

精神医学研究

家族心理学特論

臨床心理査定演習Ⅰ

投映法特論

心理学研究法特論

臨床心理査定演習Ⅱ

臨床心理面接特論Ⅰ

臨床心理学研究法特論

仏教人間学研究Ⅰ

教育心理学特論

臨床心理学特論Ⅰ

臨床心理面接特論Ⅱ

心理学特殊演習Ⅰ

心理学特殊演習Ⅰ

月曜日　　　　　　　火曜日　　　　　　　水曜日　　　　　　　木曜日　　　　　　　金曜日　　　　　　　土曜日

人間福祉分野　1年生Bさんの履修例

2限

6限

10：40～
12：10

18：30～
20：00

前期

後期

前期

後期

月曜日　　　　　　　火曜日　　　　　　　水曜日　　　　　　　木曜日　　　　　　　金曜日　　　　　　　土曜日

ソーシャルケア研究

レジデンシャル
ソーシャルワーク研究

保育心理研究

地域福祉研究

保育学研究

比較幼児教育研究

仏教人間学研究Ⅰ

障害者福祉研究

学校臨床心理学特論

臨床心理地域援助特論

障害者（児）心理学特論

神経生理学特論

臨床心理基礎実習

臨床心理基礎実習

心理実践実習／
臨床心理実習

心理実践実習／
臨床心理実習

集中講義など 福祉研究法　心理療法特論　老年心理学特論　犯罪心理学特論　産業・労働分野に関する理論と支援の展開など
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ACCESS

東海地方からのアクセス

名古屋駅からのアクセス

約49分

約63分

約37分

約19分

約32分

約41分

約5分

約5分

約10分

約20分 約1分

所要時間 約75分

所要時間 約90分

所要時間 約70分

所要時間 約50分

所要時間 約65分

所要時間 約75分

約5分 約20分

約7分 約5分

約35分

約1分
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同朋大学大学院 人間学研究科におけるアドミッションポリシー
〖大学院研究科のアドミッションポリシー〗
　本学大学院 人間学研究科は、博士前期課程（仏教文化分野、人間福祉分野および臨床心理
分野）と博士後期課程（仏教文化分野および臨床心理分野）からなっています。専攻・分野ごとに
選抜試験を実施し、以下の能力等を持っている方を求めています。

〖人間学研究科 博士前期課程〗
1. 当該分野の学士課程を卒業するか、あるいはこれと同等の能力をもち、さらなる研究

への強い意欲をもつ方
2. 志望する分野に関する基礎的知識・技能をそなえ、研究課題に対して、論理的思考力

によって問題解決に至る能力を有する方
3. 研究に必要な資料を読解する語学力、理解力、および教員をはじめ他者と意見を交わ

すことのできるコミュニケーション力をもっている方
4. 大学院で学び探求し、研究したことを、社会に還元していく熱意、関心、実践力を有

する方

〖人間学研究科 博士後期課程〗
1. 当該分野の博士前期課程（修士課程）を修了するか、あるいはこれと同等の能力をも

ち、高度な研究への強い意欲をもつ方
2. 志望する分野に関する専門的知識・技能を修得しており、研究者として研究課題に対

して、論理的思考力によって問題解決に至る能力を有する方
3. 研究者をめざす学生や社会人で、仏教文化・臨床心理についての研究を、主体的かつ総合的

に遂行しうる能力を持つ者

2023年度 同朋大学大学院 学生募集要項
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人間学研究科 博士前期課程
実施要項

●募集人員

課程 専攻 分野 入学定員

博士前期課程
　修業年限 2 年
　在学年限 4 年以内

仏教人間学専攻
仏教文化分野
人間福祉分野
臨床心理分野

13名
※臨床心理分野は、入学

定員8名を予定し申請
中。

●出願資格
Ⓐ一般選抜（次の事項のいずれかに該当する者）

⑴学校教育法第83条に定める大学を卒業した者および2023年3月卒業見込みの者。
⑵学校教育法第104条第4項の規程により学士の学位を授与された者および2023年3月までに授与見込みの者。
⑶外国において、学校教育における16年の課程を修了した者および2023年3月までに修了見込みの者。
⑷外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年

の課程を修了した者および2023年3月までに修了見込みの者。
⑸我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当刻外国の学校教育における16年の課程を修了したとされる者に

限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に
指定するものの当該課程を修了した者および2023年3月までに修了見込みの者。

⑹文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を
満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月
までに修了見込みの者。

⑺文部科学大臣の指定した者。
⑻本大学院によって、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、2023年3月までに22歳に達する者。
※上記⑺⑻により出願しようとする者は、出願開始日の1ヶ月前までに入試・広報センターまで問い合わせてもらうこととする。

Ⓑ社会人選抜
上記「Ⓐ一般選抜」出願資格のいずれかに該当し、2年以上の職務経験（週32時間以上の勤務であれば雇用形態は問わ
ない）を有する者。

●日程

出願期間 試験日 合格発表 入学手続期間

１期

2022 年 9 月 26 日（月）
〜 10 月 12 日（水）【消印有効】

【窓口受付】10 月 13 日（木）
10:00 〜 16:00

10 月 22 日（土） 11月 4 日（金）

一括・一次納入
2022 年 11月 7 日（月）

〜 11月 15 日（火）
二次納入
2022 年 11月 16 日（水）

〜 11月 25 日（金）

２期

2023 年 1月 23 日（月）
〜 2 月 1日（水）【消印有効】

【窓口受付】2 月 2 日（木）
10:00 〜 16:00

2 月 11日（土） 2 月 17 日（金）

一括・一次納入
2023 年 2 月 20 日（月）

〜 3 月 3 日（金）
二次納入
2023 年 3 月 6 日（月）

〜 3 月 10 日（金）

  ３期※

2023 年 2 月 24 日（金）
〜 3 月 8 日（水）【消印有効】

【窓口受付】3 月 9 日（木）
10:00 〜 16:00

3 月 11日（土） 3 月 15 日（水）
一括納入
2023 年 3 月 16 日（木）

〜 3 月 22 日（水）

※仏教文化分野、人間福祉分野のみ。入試状況により臨床心理分野も3期を実施する場合があります。
　実施する場合は、2023年3月1日（水）より、本学Webサイトにてお知らせいたします。

●試験科目
Ⓐ一般選抜  　Ⓑ社会人選抜

⑴専門（論文） 60分 100点    　　⑴専門（論文）　60分　100点
⑵英語（辞書持込可） 60分 100点　 ※ただし電子辞書は不可 　　⑵口述試験  　 100点
⑶口述試験   100点
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●選考方法
上記試験科目と出願書類を総合的に評価します。

●試験当日のスケジュール
9 :40までに試験場に入場してください。

9:40〜10:00 10:00〜11:00 11:20〜12:20 12:20〜13:00 13:00以降、順番に

一般選抜 （諸注意） 専門（論文） 英語 昼食（休憩） 口述試験

社会人選抜 （諸注意） 専門（論文） 口述試験

●専門（論文）出題形式について
《仏教文化分野》　親鸞および浄土真宗・仏教文化に関する論述試験。
《人間福祉分野》　① 福祉の基礎となる思想・哲学の領域 ② 社会福祉の実践・援助方法の領域

　　　　　　　　③ 社会福祉政策・福祉計画の領域 ④ 保育・児童の領域
以上、4領域の中より1問選択

《臨床心理分野》　心理学全般および臨床心理学に関する論文試験。

●試験会場　　本学（愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1）
本学への自家用車による来場はご遠慮ください。ただし、身体に障がいのある方に限り許可します。

出願手続

「Web出願ガイド（別冊子）」も併せてご確認ください。
選抜試験志願書等出願書類は下記までご提出ください。
〒453-8540　愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1　同朋大学 入試・広報センター

TEL：052-411-1247 / FAX：052-411-4124
E-mail：nyushi@doho.ac.jp

●出願書類
【一般選抜出願者、社会人選抜出願者 共通】

①選抜試験志願書（Web出願サイトから印刷してください。）
②卒業（見込）証明書（本学出身者は本学の卒業（見込）証明書は提出不要）
・必ず原本を提出してください。
・証明書はすべて日本語で書かれたものを提出してください。日本語で発行できない場合は、日本語訳（訳者の署名入りの

こと）を添えて提出してください。
③成績証明書（本学出身者は本学の成績証明書は提出不要）
・必ず原本を提出してください。
・証明書はすべて日本語で書かれたものを提出してください。日本語で発行できない場合は、日本語訳（訳者の署名入りの

こと）を添えて提出してください。
・編入学を経て卒業した者は、卒業時と編入学前の両方の成績証明書を提出してください。
・大学院修了（見込）者は、学部および大学院それぞれについて提出してください。
④入学検定料　35,000円

※「Web出願ガイド」の案内に沿って、コンビニ、ペイジー、クレジットカードのいずれかの方法で納入してください。
※一旦納入された検定料はいかなる理由においても返還いたしません。
※振込手数料は、振込人の負担となります。

⑤研究計画書（本学所定のもの）
※PC等で作成したものも可。本学公式Webサイト内にPC入力可能なフォーマットがあります。

【社会人選抜出願者のみ提出】
⑥職務経歴書（本学所定のもの）

※PC等で作成したものも可。本学公式Webサイト内にPC入力可能なフォーマットがあります。

出願方法・合格発表・入学手続・学納金：P.14に記載する内容を確認ください。
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人間学研究科 博士後期課程
実施要項

●募集人員

課程 専攻 分野 入学定員

博士後期課程
　修業年限 3 年
　在学年限 6 年以内

仏教人間学専攻 仏教文化分野
臨床心理分野 ２名

●出願資格
Ⓐ一般選抜（次の事項のいずれかに該当する者）

⑴修士の学位または専門職学位を有する者および2023年3月までに授与される見込みの者。
⑵外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者および2023年3月までに授与される見込み

の者。
⑶外国の学校が行う通信教育のおける授業科目を我が国において履修し、修士の学位または専門職学位に相当する学位

を授与された者。
⑷我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設

であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授
与された者。

⑸文部科学大臣の指定した者。
⑹本研究科において、個別の入学審査により、修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めら

れた者で、2023年3月までに24歳以上に達する者。
上記⑸⑹により出願しようとする者は、出願開始日の1ヶ月前までに入試・広報センターまで問い合わせてもらうこととする。

Ⓑ社会人選抜
上記「Ⓐ一般選抜」出願資格のいずれかに該当し、2年以上の職務経験（週32時間以上の勤務であれば雇用形態は問わ
ない）を有する者。

●日程

出願期間 試験日 合格発表 入学手続期間

１期

2023 年 1月 23 日（月）
〜 2 月 1日（水）【消印有効】

【窓口受付】2 月 2 日（木）
10:00 〜 16:00

2 月 11日（土） 2 月 17 日（金）

一括・一次納入
2023 年 2 月 20 日（月）

 〜 3 月 3 日（金）
二次納入
2023 年 3 月 6 日（月）

 〜 3 月 10 日（金）

２期

2023 年 2 月 24 日（金）
〜 3 月 8 日（水）【消印有効】

【窓口受付】3 月 9 日（木）
10:00 〜 16:00

3 月 11日（土） 3 月 15 日（水）
一括納入
2023 年 3 月 16 日（木）

〜 3 月 22 日（水）

●試験科目
Ⓐ一般選抜・Ⓑ社会人選抜

⑴専門（論文）  60分 100点 
⑵英語（※辞書持込可） 60分 100点　 ※ただし電子辞書は不可
⑶口述試験    100点

●選考方法
上記試験科目と出願書類を総合的に評価します。

●当日のスケジュール
9 :40までに試験場に入場してください。

9:40〜10:00 10:00〜11:00 11:20〜12:20 12:20〜13:00 13:00以降、順番に

科　目 （諸注意） 専門（論文） 英語 昼食（休憩） 口述試験

●試験会場　　本学（愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1）
本学への自家用車による来場はご遠慮ください。ただし、身体に障がいのある方に限り許可します。
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出願手続

「Web出願ガイド（別冊子）」も併せてご確認ください。
選抜試験志願書等出願書類は下記までご提出ください。
〒453-8540　愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1　同朋大学 入試・広報センター

TEL：052-411-1247 / FAX：052-411-4124
E-mail：nyushi@doho.ac.jp

●出願書類
【一般選抜出願者、社会人選抜出願者 共通】

①選抜試験志願書（Web出願サイトから印刷してください。）
②卒業（見込）証明書（本学出身者は本学の卒業（見込）証明書は提出不要）
・必ず原本を提出してください。
・証明書はすべて日本語で書かれたものを提出してください。日本語で発行できない場合は、日本語訳（訳者の署名入りの

こと）を添えて提出してください。
③成績証明書（本学出身者は本学の成績証明書は提出不要）
・必ず原本を提出してください。
・証明書はすべて日本語で書かれたものを提出してください。日本語で発行できない場合は、日本語訳（訳者の署名入りの

こと）を添えて提出してください。
④入学検定料　35,000円

※「Web出願ガイド」の案内に沿って、コンビニ、ペイジー、クレジットカードのいずれかの方法で納入してください。
※一旦納入された検定料はいかなる理由においても返還いたしません。
※振込手数料は、振込人の負担となります。

⑤研究計画書（本学所定のもの）
※PC等で作成したものも可。本学公式Webサイト内にPC入力可能なフォーマットがあります。

【社会人選抜出願者のみ提出】
⑥職務経歴書（本学所定のもの）

※PC等で作成したものも可。本学公式Webサイト内にPC入力可能なフォーマットがあります。

出願方法・合格発表・入学手続・学納金：P.14に記載する内容を確認ください。
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出願方法
⑴出願書類を郵送する場合は、市販の角型2号の封筒にWeb出願サイトからダウンロードした宛名を貼付し、書留速達郵

便にて郵送してください。その際「書留郵便物受領書」を必ず受取り、本人が保管してください。
⑵窓口受付の場合は、決められた日時に限り出願書類の提出が可能です。

受付場所：同朋大学 入試・広報センター
⑶窓口受付期日および時間を過ぎた場合は受付けませんので、注意してください。
⑷書類の不備がある場合は受付けません。
⑸文字はボールペンで正確・明瞭に記入してください。

※フリクションなど、文字が消える可能性のあるペンは使用しないでください。
⑹一旦提出し、受付された出願書類・入学検定料はいかなる理由においても一切返還いたしません。
⑺振込手数料は、振込人の負担となります。
⑻入学検定料の振込みは、必ず受験する選抜試験の出願期間内にしてください。

※ 外国人留学生の場合は、出願書類の他に「外国人留学生募集要項」に定める出願書類の提出が必要です。詳しくは、出願
前に入試・広報センターまでお問い合わせください。

受験票の印刷について
各種提出書類の確認を本学がした後に、受験票の印刷をすることができます。書類確認完了のメールを受信したら、
Web出願サイトにログオンし、「受験票」欄の 印 刷  ボタンより受験票の印刷をおこなってください。
※受験票は当日忘れずに選抜試験会場へ持参してください。

合格発表
⑴合格された方にのみ、「合格通知書（入学手続書類を含む）」を合格発表日に郵送します。合格者は、必ずこの「合格通知

書」で確認してください。
⑵ 各選抜試験合格発表日の9:30から、補助的な手段としてインターネット（パソコン、スマート

フォン、携帯電話）を利用した「インターネット合否照会システム」が利用できます。
本学公式Webサイト内「受験生サイト」からお入りください。
URL　https://www.doho.ac.jp/examinee

⑶ 電話、郵便等による合否の照会には一切応じられません。

入学手続
⑴ 手続きについての方法・書類は「合格通知書」とともに郵送する「入学手続きについて」を熟読し、指示に従ってください。
⑵ 学納金を一括納入または、一次納入で入学金、二次納入で授業料等を分納することができます。

※博士前期課程（3期）、博士後期課程（2期）は一括納入のみとなります。
※振込手数料は、振込人の負担となります。

⑶手続きが完了されたことを確認し、「入学許可書」を郵送します。
⑷ 手続きを期限までに完了しなかった場合、また2023年3月31日（金）までに出願資格に規定される要件を満たさなかった場

合は、入学を許可しません。
⑸ 一旦納入された学納金は、原則返還いたしません。ただし、学納金を納入後、2023年3月31日（金）13時までに入学辞退を

申し出た場合に限り、入学金を除いた授業料等を返還いたします。
※振込手数料は、振込人の負担となります。

学納金・奨学金
（2023年度予定）

種　別
分　　　納

年　額
入学手続時 後期（ 9 月）

入　学　金 190,000円 － 190,000円
授　業　料 250,000円 250,000円 500,000円
教育充実費 100,000円 100,000円 200,000円
合　　　計 540,000円 350,000円 890,000円

※上記以外の年間諸費用（共育後援会費・同朋学会費）21,500円を納入していただきます。
※修了年次のみ同窓会費25,000円を納入していただきます。
※臨床心理分野は、臨床心理実習費として60,000円を納入していただきます。
※臨床心理分野で「公認心理師となるために必要な科目」を履修する学生は、課程費として20,000円の他、実習のための費用を納入してい

ただきます。
●同朋大学・名古屋音楽大学・名古屋造形大学の卒業生および修了生は入学金を免除します。
● 同朋大学の卒業生・修了生の子または兄弟姉妹・配偶者の入学奨学金制度があります。（ただし、入学金が免除の方に関し

ては対象となりません。詳細は入試・広報センターまでお問い合わせください。）
●同朋大学共育後援会奨学金、同朋大学同窓会奨学金、東本願寺奨学金制度があります。（詳細は入試・広報センターまでお

問い合わせください。）

インターネット合否照会システム



　２０２３年度　研 究 計 画 書

　　　　  同朋大学大学院　人間学研究科　仏教人間学専攻 仏教文化分野

受験番号
※

フリガナ

男・女 　 　　 　年 　　月　 　日生

　（西暦）
氏　名

①研究テーマ

②研究分野

③研究目的

④研究の計画・方法

※印は記入しないでください。 （裏面へ）

博士前期課程

博士後期課程

どちらかに○を付けてください。



用紙が不足する場合はコピーして使用してください。



２０２３年度　研 究 計 画 書

同朋大学大学院　人間学研究科　仏教人間学専攻 人間福祉分野

受験番号
※

フリガナ

男・女 　 　　 　年 　　月　 　日生

　（西暦）
氏　名

①研究テーマ

②研究分野

③研究目的

④研究の計画・方法

※印は記入しないでください。 （裏面へ）



用紙が不足する場合はコピーして使用してください。



　２０２３年度　研 究 計 画 書

同朋大学大学院　人間学研究科　仏教人間学専攻 臨床心理分野　　　　　　　　

受験番号
※

フリガナ

男・女 　 　　 　年 　　月　 　日生

　（西暦）
氏　名

①研究テーマ

②研究分野

③研究目的

④研究の計画・方法

※印は記入しないでください。 （裏面へ）

どちらかに○を付けてください。

博士前期課程

博士後期課程



⑤博士前期課程修了後、どのような公認心理師／臨床心理士を目指すか、記入してください。（※博士前期課程のみ記入）

用紙が不足する場合はコピーして使用してください。



職 務 経 歴 書

同朋大学大学院 人間学研究科 仏教人間学専攻

選抜試験
区分

１）博士前期課程
２）博士後期課程

１）仏教文化分野
２）人間福祉分野
３）臨床心理分野

受験番号

※

フリガナ

男・女 　 　　 　年 　　月　 　日生

　（西暦）
氏　名

職　歴
年月（西暦）

～
勤務先・職種

正規・
非正規別
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職務上の実績・研究活動等

希望する研究テーマに関連すると思われる職務上の実践、研究活動があれば具体的に書いてください。

※印は記入しないでください。 （裏面へ）

（＊社会人選抜出願者のみ提出）



職務上の実践・研究活動等の印刷された実績（実績のない場合は提出不要）
著作、実践レポート、調査報告書、学術雑誌、紀要等への投稿、学会等での発表抄録（抄録集に掲載されたもの）
等、職務上の実践・研究活動に基づく印刷された実績がある場合には、主なものを下欄に記し、そのコピー（現
物、抜刷でも可）を添付してください。（３点以内）
提出されたものは、後日返却いたします。

記入の際には、以下の例を参考にしてください。
・著作の場合

　著作名（出版年）「論文名」（編者名『書名』）出版社名　論文開始ページ－論文末ページ

　（例）山田○子（1999）「○○に関する研究－△△調査から－」（田中○○編、『社会福祉の○○』）○○出版　109-111

・雑誌論文の場合

　著者名（出版年）「論文名」『掲載雑誌（もしくは紀要等）巻（号）論文開始ページ－論文末ページ

　（例）山田○男、上田△△（2006）「○○に関する研究－△△調査から－」『○○センター紀要』42(2)109-111

・学会（研究会）発表抄録の場合

　著者名　発行年「発表タイトル」『学会発表抄録集名』ページ

　（例）山田○美(2006)「○○における研究－△△を保障する実践」『日本○○研究会第５回全国大会抄録集』135






