
交通アクセス
❶東京メトロ日比谷線をご利用の場合
　「六本木駅」下車、3番出口から徒歩10分
❷都営大江戸線をご利用の場合
　「麻布十番駅」下車、7番出口から徒歩5分
❸東京メトロ南北線をご利用の場合
　「麻布十番駅」下車、5a出口から徒歩7分　

問い合わせ
東洋英和女学院大学大学院事務室
〒106-8507 東京都港区六本木5-14-40
　　　　　　TEL：03-3583-4031
E-mail daigakuin@toyoeiwa.ac.jp
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/index.html

　Access & Map

六本木ヒルズ

麻布十番商店街
一の橋

飯倉片町

鳥居坂下

鳥
居
坂

首
都
高
速
都
心
環
状
線

乃木坂

六本木
五丁目

至青山

鳥居坂教会

東洋英和幼稚園
東洋英和女学院小学部

東洋英和女学院
中学部・高等部

東洋英和女学院
大学大学院

❶
六本木駅
3番出口

麻布十番駅
7番出口

❶
六本木駅
3番出口

麻布十番駅
7番出口

❸
麻布十番駅
5a番出口

❸
麻布十番駅
5a番出口

至渋谷

至霞ヶ関

六本
木通
り

首都
高速
3号
線

❷

ロアロア

国際協力研究科（修士課程）
サステイナブル国際協力コース／国際政治経済・地域研究コース

2020年度新カリキュラムスタート

GUIDE  BOOK

◆入試説明・相談会（いずれも13:00（集合）～15:00）

第3回 2019年10月5日（土） 望月克哉教授、今野教授、平体教授、望月敏弘教授、福田准教授が出席いたします

第4回 2019年12月7日（土） 望月克哉教授、望月敏弘教授が出席いたします

◆国際協力研究科修士課程入試日程
2020年度前期入学試験（秋季選抜）

出願期間〈消印有効〉 試験日 合格発表 入学手続〈消印有効〉
10月14日（月）～10月19日（土） 11月10日（日） 11月14日（木） 11月15日(金）～11月21日（木）

募集人数…若干名　試験科目…小論文（60分）、面接

2020年度前期入学試験（春季選抜）
出願期間〈消印有効〉 試験日 合格発表 入学手続〈消印有効〉

1月8日（水）～1月21日（火） 2月8日（土） 2月13日（木） 2月14日(金）～2月20日（木）
募集人数…5名　試験科目…小論文（60分）、面接

◆授業公開（大学院の授業を在学生と一緒に体験できます。ご予約不要です。直接大学院にお越しください。）

科目名 担当者名 第1回日時 第2回日時
国際公共政策特論 山田　満 9月30日（月）6限（18:30～） 12月2日（月）6限（18:30～）
国際安全保障特論 今野 茂充 9月30日（月）7限（20:10～） 12月2日（月）7限（20:10～）
情報処理
ワークショップ 有田富美子 10月1日（火）6限（18:30～） 12月3日（火）6限（18:30～）

社会開発特論 吉川 健治 10月1日（火）7限（20:10～） 12月3日（火）7限（20:10～）

国際協力研究
特殊講義Ⅰ 岡　伸一 10月2日（水）6限（18:30～） 12月4日（水）6限（18:30～）

国際協力
フィールドワーク 桜井 愛子 10月3日（木）6限（18:30～） 12月5日（木）6限（18:30～）

国際協力
ワークショップ 河野　毅 10月3日（木）7限（20:10～） 12月5日（木）7限（20:10～）

北アメリカ地域特論 平体 由美 10月4日（金）7限（20:10～） 12月6日（金）7限（20:10～）

※授業公開予定が変更になった場合は、大学院ホームページでお知らせいたします。

◆国際協力研究科は一般教育訓練給付金の指定講座です



◆国際協力研究科が目指すもの

◆国際協力研究科 担当教員

「グローバルに問題をとらえ、アカデミックに社会を考える」。研究科のウェブサイトに掲げられたこのメッセージは、自分たち
の回りに生じている問題を世界の動きの一部としてとらえ、国際社会の一員として偏りのない眼で見きわめる、というもので
す。多様な経験をもった人間が集い、思索し、その立場を離れて論じ合う、そうした場としての大学院を目指しています。

私はNGOでの自分の仕事を理論的に
学びたいと考え、入学しました。ミャン
マーの少数民族の国際協力について
論文を書きましたが、執筆のおかげで
たくさんの少数民族に会ったり、貴重
な文献が手に入ったり、研究は喜びと
好奇心で一杯でした。
近田 真知子 

（地球市民ACTかながわ代表）
金融機関からのキャリアチェンジの
ため、大学院で国際協力について
研究し、現在は政府系機関で国際
交流の仕事に就いています。大学院
で得た知識、ご指導いただいた先
生、そして学友、すべてが今の仕事
に役立っています。
工藤 真紀（国際交流基金）

学部4年生の科目等履修生から10数年後に進
学。ゼミの先生に大学院でもご指導いただきまし
た。高碕達之助から見る満州引揚を研究し、研究
の厳しさと感動を経験いたしました。多くの方から
ご支援を賜り、英和でなければ経験できない宝物
のようなひと時を過ごさせていただきました。
中台 恭江

「リタイア後は国際医療協力」と考えていた私
は、途上国について学ぶために国際協力研究
科へ。修了式直前に発生した東日本大震災
の医療支援のため医療NGO・AMDAからの
派遣で岩手県大槌町へ出向き大学院での学
びを生かして全国からの支援チームを統括し
ました。現在も継続中で南海トラフ地震に備え
る会議にも参画しています。
高岡 邦子（医師）

先生方の講義、そして同期や先輩方との出
会いが私を成長させてくれました。社会人大
学院の為、様々な年齢・職業の方が在籍し
ています。その方たちとの意見交換は私の視
野を広げ、現在の仕事にも役立っていると感
じています。
高橋 牧子（メーカー勤務）

私は青年海外協力隊を終了後に大学院への入学を考えました。
大学院は、社会人大学院であるため、先生方だけでなく、学生もお互いに学
び助けあえる環境でした。論文
執筆は大変でしたが、大学院
の研究室や図書館も利用でき
大変助かりました。現在は、研
究したことをいつか活かせるよ
うエジプトで新たな仕事を始め
ています。
堂西 弥生

様々な年代・分野の専門家の方 と々の出会
いは、私にとって色々な面で気づきやきっか
けとなりました。研究・論文作成での客観的
視点でロジカルに考えを詰めていく過程は、
仕事にもいい影響を与え、修了後、香港駐
在など、かなり業務の幅を広げることができ
ました。
梅山 かおる 

（沖電気工業（株）財務・経理）

私は社会福祉法人を10年間、民
間企業を40年以上経営していま
す。現在当社では、日本に留学後
入社した方、技能実習生、何らか
の査証で定住した人達の外国
人雇用をしており、大学院で研究
していたテーマに直面していま
す。今後研究を実践・検証し微力
ながら社会に貢献したいと思い
ます。
杉崎 得代 

（ビル総合管理業 取締役会長 ）

大学院で学んでみて、そ
の意義として、課題設定
能力や問題に対する分
析能力・検証能力がつ
くことがあると思います。
それがその後の仕事に
も役立ち、私はこの大学
院で学んで大変良かっ
たと思っています。

菅井 徹郎（博士（経営管理）、会社経営）

私は東洋英和女学院大学大学院で研究
者・実務家としての基礎を身につけました。
私は仕事で自らの力不足を痛感し、本学で
学びました。その後、政治学の学位を取得
し、内閣官房や長野県等で実務経験を積
み、現在に至ります。
田中信一郎 

（千葉商科大学基盤教育機構准教授）

修了生からの
メッセージ

望月 克哉教授（研究科長）
【国際社会ワークショップ、アフリカ地域特論、演習】

東京外国語大学大学院地域研究研究科修了。アジ
ア経済研究所、ナイジェリア国際問題研究所 客員研
究員、通商産業省 通商政策局 経済協力課、北欧ア
フリカ研究所 訪問研究員

河野　毅教授
【国際機構論、演習】

オハイオ州立大学政治学部博士課程修了。Ph.D（政
治学）。在東ティモール日本国大使館政務班長　一
等書記官、国連開発計画対外関係・アドボカシー局
特別顧問、在東ティモール国連開発計画事務所長代
行兼常駐代表臨時代理、外務省総合外交政策局国

連企画調整課　課長補佐、外務省総合外交政策局国際安全・治安対策
協力室　課長補佐

今野 茂充教授
【国際関係論、国際安全保障特論、演習】

慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻後期
博士課程修了。博士（法学）。慶應義塾大学グローバ
ルセキュリティ研究所研究員、名古屋商科大学専任
講師

望月 敏弘教授
【アジア地域特論、演習】

慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取
得満期退学。外務省専門調査員（中国・上海総領事
館）、中央研究院近代史研究所訪問研究員（台湾）

桜井 愛子准教授
【国際教育特論、国際防災特論、演習】

神戸大学大学院国際協力研究科地域協力政策専
攻後期博士課程修了。博士（学術）。日本経団連事
務局、国際復興開発銀行（世界銀行）、教育開発コン
サルタント、国際NGO等を経て、2012年より神戸大
学大学院国際協力研究科特命准教授、東北大学災

害科学国際研究所准教授

池田 明史教授（学長）
【アラブ・中東地域特論】

東北大学法学部卒業。英国オクスフォード大学および
スターリング大学留学。アジア経済研究所研究員、イ
スラエル国ヘブライ大学客員研究員、オクスフォード
大学中東研究所客員研究員

小久保康之教授
【ヨーロッパ・EU地域特論、演習】

慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻博士
課程単位取得満期退学。パリ第3大学留学。武蔵野
短期大学、静岡県立大学国際関係学部教授、ブ
リュッセル自由大学客員研究員

平体 由美教授
【公衆衛生史特論、北アメリカ地域特論、演習】

国際基督教大学行政学研究科博士後期課程修了。
博士（学術）。静岡県立大学、札幌学院大学教授

吉川 健治教授
【国際開発協力論、Contemporary Issues B（国際社会
特殊講義）、演習】

早稲田大学大学院社会科学研究科博士課程満期
退学。国際NGOに参加、カンボジア難民救援事業に
従事。以来、タイ、ラオス等で開発事業、中東湾岸地
域での人道支援に関わる。外務省NGO専門調査員、

アフガニスタン、スリランカでコンサルタントとして開発計画に携わった。
2019年度からベトナム国家大学ハノイ校（日越大学）兼任

福田 保准教授
【社会科学研究手法、演習】

オーストラリア国立大学大学院アジア太平洋研究科
博士後期課程修了。Ph.D. in Political Science 
and International Relations. 日本国際問題研究所
研究員

大学院の目的は論理的な思考に磨きをかけることですが、それは必ずし
も文献との格闘から得られるとは限りません。異なる論理を操る教員たち
との議論、さまざまな経験をもつ学生どうしの交流、そうした切磋琢磨こ
そがカギなのです。

罪、悪、貧困など、幸福を邪魔するものから人類を自由にする。ハーバー
ド大学のモットーVeritasのように、真実を追求することだけが人類を自由
にする方法です。そのために大学院で学び共に真実を追求しましょう！

国際政治や安全保障の研究を通じて、学問の厳しさと楽しさを実感で
きる場を大学院生に提供したいと思っています。

「地に足つけて地球を考える」をモットーに、修士論文に取り組むことで
フィールドでの実践経験を政策へとつなぎ、学術的に体系化していくお手
伝いができればと考えています。

世界はいま大きな転換期に入り、私の専門領域・中華世界（中国・台
湾・香港）にも軋みや胎動がみられます。さまざまな国や地域が抱える難
問を構造的に探究する意欲をもつみなさまと、学びという根源的な楽し
さを共有できればと思います。

国際協力研究科での学びの眼目は、グローバル化が進む現代の国際
社会で、私たちは何故、そしてどのように異文化と関わろうとするのかを
考えるところにあります。そうした知識や思考力を社会に還元して欲しい
と思います。

人はいつまでも学び続けて生きていくものです。大学院はより専門的に
学ぶ人たちが集う場所です。極めたいという国際社会の問題があれば、
是非本大学院の門を叩いて下さい。

大学での「広く浅く」の勉強から、大学院では「狭く深く」の研究に変化し
ます。問題意識をもって、自分なりの視点から関心のあるテーマ・問題に
深く、鋭く切り込んでいってください。

長く国際協力の現場で活動してきました。専門は国際開発。フィールドは
東南アジアを中心に研究調査を進めています。

大学院は自分の理解の根拠を問い直し、様 な々資料を自分で探して分析
し、新しい発見や主張を説得的に提示する訓練を行う場です。多くの院生
が自分の「当たり前」や「思い込み」を解体し、新たな枠組みを提示するた
めに格闘しています。最後まで走りきれれば、新しい自分が誕生します。


