
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
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◆入試説明・相談会（いずれも13:00（集合）～15:00）

第4回 2019年12月7日（土） 教育学は佐藤教授、死生学は山田教授と在学生が個別相談いたします

◆人間科学研究科修士課程人間科学領域入試日程
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14日（火） 2月1日（土） 2月6日（木） 2月7日(金）～2月14日（金）

募集人数…8名　試験科目…小論文（90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 日時

青少年問題と教育 萩原建次郎 12月2日（月）6限（18:30～）

教育哲学特論 尾崎 博美 12月2日（月）7限（20:10～）

神話学Ⅱ 古川のり子 12月5日（木）6限（18:30～）

現代女性教育論Ⅱ 尾崎 博美 12月5日（木）7限（20:10～）

生命倫理特論 大林 雅之 12月7日（土）3限（13:00～）

精神保健学特論 山田 和夫 12月7日（土）4限（14:40～）

※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。

◆人間科学領域は一般教育訓練給付金の指定講座です

人間科学領域（修士課程）
人間科学研究科人間科学専攻

死生学関連分野／教育学関連分野

2020年度新カリキュラムスタート



◇死生学関連分野が目指すもの
死生学関連分野では、臨床死生学として生命倫理学、死生観、ターミナルケア、グリーフケア、スピリチュアルケア等の研究教育実

践活動を死生学研究所と共に行っています。本分野は日本の大学院で最初に開設され25年の伝統を有し、既に200人以上の修了
生を輩出し、全国各地で大学の教員や研究者となり、死生学の研究・教育・実践活動を深めています。

◇教育学関連分野が目指すもの
教育学関連分野は、「教育」を、学校・社会・国際・女性といったより広い視点からを捉えることを通して、現代の教育に関する様々

な問題に対して、専門性に基づきながら質の高い実践家として関わることのできる専門家・職業人の育成を目指します。

私は以前、移植患者会の
副会長として10年間携
わってきました。現在は既
成の価値観から生きづら
さを感じていると思われる
ひきこもりの方の相談員と
して働いています。

病の突然の発症は人の生や死に直面し、そし
てまた、ひきこもりの方も人生への意味を見出
せないといういろいろな思いも持っていると考
えられます。これらのことから私自身あらためて
生や死を学びたくて入学しました。
大学院では死生学分野として、生命倫理やグ
リーフケア等を学んでいます。
死生学分野はいろいろな経験をされた社会人
が学んでおり、皆さんや先生方からも幅広い視
点を学ぶことができ、とても意義深い院生活で
す。
浅井 登美代（ひきこもり相談員）

人は、自分が生きていることを意識したときにはすでにそこに存在し
て、死についての漠とした不安を抱えながら生きています。「生と死」に
ついて多角的に学び、考えることによって新たな生き方を発見できると
思います。対人援助をしている方は、「生と死」について思いをはせる
機会があってもなかなか掘り下げて考える時間を確保することは難し
いと思います。立ち止まることは勇気とエネルギーが必要ですが、その
努力は自分の援助技術の向上につながります。生きやすい社会をめざ

して、今こそ「生と死」についてグローバルな視点から学びませんか。本学は働きながら死生
学をアカデミックに学べる大学院です。校友との出会い、先生方とのディスカッション、研究
方法の獲得など、スキルアップによって新たな自分と再会できます。
石濱 照子（東京都中野区南部すこやか福祉センター所長 人間科学（博士））

私は、高齢者施設で音楽療法士として働いています。認知症を抱え
る高齢者の方 と々共に音楽する場では、時に笑い時に泣き、今ここ
に生きているという実感を味わいます。看取りの方の傍らで音楽と
共に居る空間では、ただ一人の人間として寄り添う意味を感じま
す。そのような生と死に関わっている現場での実践を踏まえ、音楽
療法と死生学を結びつけた研究を進めていきたいと考えています。
尾形 由貴（音楽療法士）

私は両親の死をきっかけ
に死生学を志しました。
テーマは「終末期におけ
る高齢患者と家族の思
い」についてです。これま
でに大学院の先生方や
様々な職種の学友、研究

にご協力いただいた患者家族の皆様、死生学
の専門家の方 な々ど、多くの人との出会いがあ
りました。学びを重ねるにつれ、人の生と死は何
と奥深く、また個性豊かなのだということを思い
知らされます。この興味の尽きない分野に今後
も目を向けていきたいと思っています。
瀬川 博子 

（大学院博士後期課程　医学ライター・エディター）

ドラマやビジュアルアートなどの芸術を通して算数や理科などの
主要科目を学ぶ、アーツ・インテグレーションを広めるため海外
の先生を招いて講座を行っているところです。
檜森 秀子 

（日本女子大学非常勤講師、NPOアートワーク・ジャパン副理事長）

大学院生・
修了生からの
メッセージ

◇開講科目紹介
死生学関連分野 教育学関連分野

◇生命倫理学特論
現代社会は再生医療、遺伝子操作、生殖医療、臓器移植、尊厳
死、安楽死など生命倫理学に関する問題が溢れています。これ
らの問題に、倫理学的側面から論理的に研究していきます。

◇グリーフケア論
大切な人を亡くした悲しみを癒す事をグリーフケアと言います。
自然死、病死もあれば、事故死、自死、災害死もあります。それら
の深い悲しみの癒しを研究し実践活動を行っています。グリーフ
ケアにはスピリチュアルケアが重要になってきます。必然的にスピ
リチュアルケア研究も行っています。

◇ターミナルケア論
終末期医療の実際とあり方を研究します。緩和医療、在宅医療、
在宅死、自然死、安楽死、尊厳死、死生観等をテーマに研究・教
育・臨床をしています。

◇教育社会学特論
近年、家族の人間関係に起因するとされる問題や事件が注目を
集め、時としては確かな根拠や処方がないまま家族の解体や崩
壊と嘆かれ、家族への風当たりは厳しくなっています。こうした家
族危機論の根拠は果たしてどこにあるのでしょう。この授業で
は、戦後の日本の家族を歴史的に振り返り、家族危機と診断さ
れる問題について、その根拠を問いつつ、これからの家族の方
向を展望します。

◇教育哲学特論
本講義では、教育と「知」をキーワードに、人間の成長・発達にお
ける「知」の形成とは何か、またそれを支援する教育のあり方とは
どのようなものかを考察します。それを通して、社会における「知」
の見方を作りだす基盤となる考え方や視点の広さと深さを学び
取り、受講者自身が、教育実践及び社会における最も広い意味
での「教える—学ぶ」という営みに創造的に関わるための手がか
りを得ることを目指します。

山田 和夫 教授
1981年横浜市立大学医学部卒業、2000年横
浜市立大学医学部附属市民総合医療センター
精神医療センター部長（助教授）、2002年東洋
英和女学院大学人問科学部教授・大学院人間
科学研究科死生学分野教授、2019年死生学
研究所所長

〔学会役員〕日本病跡学会理事長、日本不安障害学会理事、日本う
つ病学会監事、日本自殺予防学会理事、日本臨床死生学会評議員、
ほか

〔著書〕「精神保健医療福祉白書2018・2019」（共著）中央法規出
版、2018「こころの医学」（共著）中央法規出版、2017「うつに『なら
ない・負けない』生き方」サンマーク出版ほか

大林 雅之 特任教授
上智大学大学院理工学研究科生物科学専攻

（生命科学基礎論部門）博士後期課程単位
修得満期退学。理学修士。ジョージタウン大
学ケネディ倫理研究所客員研究員、産業医
科大学講師、山口大学医学部教授、川崎医
療福祉大学教授、京都工芸繊維大学大学院
教授等を経て、2008年に東洋英和女学院大

学人間科学部教授となり、2019年より現職。日本生命倫理学会第8
期代表理事・会長（2011～14年）。専門分野は、生命倫理学（バイ
オエシックス）、死生学、科学哲学で、最近では、小説や映画を研究
対象として、カルチュラル・バイオエシックスの視点から、日常場面に見
られる生命観や死生観についての考察を行なっています。

〔著書〕
『小さな死生学入門ー小さな死・性・ユマニチュードー』（東信堂、
2018年）

『生命の問いー生命倫理学と死生学の間でー』（東信堂、2017年）
『シリーズ生命倫理学  第8巻  高齢者・難病患者・障害者の医療福
祉』（共編著、丸善、2012年）ほか。

佐藤 智美 教授 
（教育社会学・教育社会学特論）

スタンフォード大 学 S c h o o l  o f 
Education Ph.D.。名古屋大学大学
院教育学研究科博士課程後期単位
取得退学。
専門は教育社会学。家庭環境が子
どもの学力に及ぼす影響を主な研

究テーマとしています。
近年は、カナダ・オンタリオ州の低所得コミュニティの子ど
もの学習・進学機会の保障とその支援活動について研究
しています。

尾崎 博美 准教授（教育哲学・教育哲学特論）

東北大学教育学部卒、同修士課程修了、同博士課程修了。
（博士（教育学））。「教育とは何か、何のためにあるのか」を
問う教育哲学・教育思想を専攻し、現代の教育問題につ
いて、学校・学習論やジェンダー論の観点から研究を行う。
慶應義塾大学、東京学芸大学等の教職課程科目（教員免
許を取得するための授業）を担当し、東洋英和女学院大
学・大学院に着任。著書に『ワークで学ぶ教育課程論』（共

著、ナカニシヤ出版、2018年）、『あなたと創る教育心理学』（共著、ナカニシヤ出
版、2017年）等。

◇死生学関連分野　担当教員

◇教育学関連分野　担当教員

死生学は生きる意味を考える事が多く、想いの強い学生の方が
多いです。ターミナルケア、死の意味、グリーフケア、スピリチュアリ
ティ、スピリチュアルケア、宗教の意義、実存分析などが研究テーマ
です。修了生の多くが病院、福祉施設、大学などで学びを生かして
活躍しています。今後、一般高齢者の入学、学びも歓迎します。都
内には、その後幾つかの大学で死生学講座、関連研究所が開設
され、同様の研究教育実践活動が行われるようになり、今後それら
の大学とも連携を図り研究を深めていく予定です。

働きながらの勉強はとても大変です。社会人であるこ
との経験や知識を生かして、変わりゆく社会、教育、家
族について考え、いま、何ができるか、すべきなのかを
一緒に考えてみませんか。

大学院での学びは、単なる「勉強」を超えて、社会に資する新たな視点や提
案を探求するものです。教育学領域では、教員や親としての「育てる」経験を
踏まえた社会人の視点を、より学問的に深め、より多様な見方を作り上げてい
く方途を学ぶことができます。東洋英和の多様な分野と合わせて経験する
「知」のプロセスを楽しんでください。

医療や福祉の現場において、患者、利用者、その家族、または専
門職として「問題」を抱いた方と研究を進めたいと思っています。


