
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
http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/index.html
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幼児教育・発達臨床学領域
人間科学研究科人間科学専攻（修士課程）

2020年度スタート

GUIDE  BOOK

◆ 子どもの未来を育み、支える
　 新しい「領域」がスタートします。
　確かな理論で、より深い実践を目指す
　保育者や発達支援の専門職、
　表現療法の実践者をお待ちしています。

◆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） 西教授と在学生が個別相談いたします

第4回 2019年12月7日（土） 平田准教授と在学生が個別相談いたします

◆人間科学研究科人間科学専攻修士課程「幼児教育・発達臨床学領域」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…4名　試験科目…小論文（90分）、面接

◆出願資格等
●大学を卒業（見込み）で、幼稚園教諭1種免許を取得（見込み）している方。
●短大を卒業して、幼稚園教諭1種免許取得している方も出願資格があります。
● 大学を卒業（見込み）で、幼稚園教諭1種免許を取得（見込み）していない方は、書類審査が必要です。2019年11月30日（土）までに、大学院事

務室にご連絡の上、市販の履歴書、職務経歴書、志望理由書をお送りください。
●上記以外の方は大学院事務室にお問い合わせください。

◆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

障害児療育特論 下尾 直子 9月30日（月）6限（18:30～） 12月2日（月）6限（18:30～）

児童福祉特論 有村 大士 10月2日（水）6限（18:30～） 12月4日（水）6限（18:30～）

表現の教育Ⅱ 藤本 朝巳 10月3日（木）6限（18:30～） 12月5日（木）6限（18:30～）

幼児教育特論Ⅰ 永井 理恵子 10月4日（金）6限（18:30～） 12月6日（金）6限（18:30～）

発達心理学研究法 久保田 まり 10月5日（土）3限（13:00～） 12月7日（土）3限（13:00～）

感性コミュニケーション論 西 洋子・久保田 まり 10月5日（土）4限（14:40～） 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。

◆「職業実践力育成プログラム（BP）」「教育訓練給付金」について
　本領域の職業実践力育成プログラムと教育訓練給付金は2019年度中に申請予定です。
　教育訓練給付金の内容は、決まり次第、大学院ホームページ等でお知らせします



◆本領域が目指すもの

◆開講科目紹介

◇キリスト教幼児教育特論
キリスト教幼児教育の歴史と思想を学び、今日
的課題を考察します。西洋の教育思想から学
ぶとともに、日本の幼児教育の基礎を築いた
倉橋惣三を取り上げます。倉橋は、若い時に10
年ほど内村鑑三の聖書研究会に出席し、内村
の『聖書之研究』に寄稿し、晩年には『子供讃
歌』の中で内村を「精神の師」として懐かしく追
憶しています。その倉橋の宗教教育論を考察し
ます。

◇表現教育特論
子どもが「感じたことや考えたことを自分なりに
表現することを通して、豊かな感性や表現する
力を養い、創造性を豊かにする」表現教育のあ
り方について、想像と創造、感性、美的経験等
をキーワードに教育学、保育学、心理学等の文
献を通して学びます。また、国際的に評価の高
い幼児教育実践を取り上げ、理念と教育内容
や方法の実際を学び、主体的で対話的な表現
の教育へのより深い専門的理解を築きます。

◇幼児教育特論Ⅰ
◇幼児教育特論Ⅱ
◇情報教育特論
◇表現教育実践研究

◇障害児保育特論
インクルーシブ保育のベースとして健常児と障
がい児の発達上の差異を明らかにするのでは
なく、障がいを個々の幼児・児童の属性のひと
つとしてとらえ、一人ひとりをどう理解するかと
いった障がい理解の観点から対象への理解を
築きます。あわせて、通常の保育と特別支援保
育の違いを理解し、特にインクルーシブ保育の
実践事例を通して特別支援保育の本質に迫り
ます。

◇乳幼児発達心理学特論
乳幼児期の愛着の発達過程、愛着の個人差、
愛着障害に関して学び、さらに愛着の混乱や傷
つきからの復元（resilience）の問題や、愛着の
世代間連鎖について最新の研究に触れます。ま
た、乳幼児期の親子（母子）相互作用から「自
己」が生成される過程について、最新研究から
の知見を学び、相互作用が損なわれている母
子・親子への援助的介入の在り方について学
びます。

◇障害児療育特論
◇児童福祉特論
◇感性表現学特論
◇カウンセリング特論

◇発達臨床学特論
乳幼児期から青年期までの「関係性の中での
心の発達過程」および「関係性の病理やつま
ずき」について、最新の研究や実践の在り方を
学びます。特に、虐待やネグレクトなどの「不適
切な養育」によって被るダメージについて、脳
科学的知見、発達心理学的知見、臨床心理学
的知見、児童養護の実践などを学び、合わせ
て切れ目のない支援の在り方についても考察
します。

◇臨床表現学特論
音楽や造形、身体表現等の狭義の表現にとど
まらず、人が生きていくことを表現の持続と捉え
て、他者や環境との相互作用の中から生まれ
る多様な表現について、学術的な視点から検
討します。また、保育現場での表現活動や音楽
療法、ダンスセラピー等の現場での実践事例
を取り上げ、さまざまな視点から検討すること
で、表現の実践力を磨きます。

◇思春期・青年期発達心理学特論
◇発達心理学研究法

本学の幼児教育学・教育学の伝統を継承し、時代や社会の変化においても普遍的な「子どもに仕える」ことの意味を探求すると共
に、新たな時代を見据えた幼児教育学と、親子の関わりや発達に問題を抱える子どもの理解や親子支援の在り方を探求する発達臨
床学分野のカリキュラムを整えています。幼稚園教諭1種免許取得者は、幼稚園教諭専修免許を取得できます。

甲斐 仁子・教授（幼児教育学・保育学）
福岡教育大学幼稚園教員養成課程卒業、熊本大学教
育学部教育専攻科教育学専攻修了、ウィスコンシン大
学大学院カリキュラム＆インストラクション修了。学部よ
り一貫して幼児教育を専攻してきた。九州女学院短期
大学および九州ルーテル学院大学（九州地区）、藤女子
大学（北海道地区）において、大学教育のみならず様々
な研修会を通して保育現場と連携し幼児教育・保育に
40年以上携わってきた。

西 洋子・教授（実践芸術学・応用コミュニケーション論）
お茶の水女子大学文教育学部卒、同大学大学院人文
科学研究科修士課程修了、神戸大学大学院総合人間
科学研究科博士後期課程修了。博士（学術）。1988年
より子どものための創造的な表現活動を開始。1995年
より10年間、精神科において入院患者を対象とするダ
ンスセラピーを行う。1998年より年齢や性別・障害の有
無を超えた表現を目指し《みんなのダンスフィールド：
Inclusive Field for Dance》を主宰、実践と研究を繋ぐ
試みを継続中。

久保田 まり・教授（発達心理学）
早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。博士

（文学：早稲田大学）。早稲田大学文学部助手、昭和大
学保健医療学部教授などを経て、2004年より現職。専
門分野は、発達心理学で、とくに乳幼児から思春期・青
年期までの親子（母子）関係や、愛着に関する発達臨床
心理的問題を研究テーマとしている。

私は幼稚園の教務主任として職務に従事していま
す。本大学院での恵まれた環境での研究は、私の人
生にとって掛け替えのない宝物となりました。実務面
においても、後輩教師や保護者の悩みに自信をもっ
て寄り添う力として確実に役立っているからです。
小林 由香（太陽第二幼稚園・教務主任）

大学卒業と同時に幼稚園教諭として幼稚園
に就職し、大学院生との二足の草鞋を履く
生活を送りました。その中で、学びと実践の
両立の大切さを痛感しました。職場では先
生と呼ばれる立場ですが、院生として職種の
異なる方とも共に学ぶことで、視野が広がり
ました。その中で乳幼児期の親子関係の大
切さを改めて感じ、現在は保育士として日々
奮闘しています。
植田 愛 

（東京都中野区立保育園・保育士）

大学院では、2歳児のコミュニケーションを
研究テーマとしています。保育者という実践
者の立場から研究に関わり、先生から学会・
研究会の発表という機会も与えていただきま
した。研究をしていく楽しさと難しさの両方を
知ることができたとても充実した大学院生活
です。
田中 芳美（保育者）

障害児の支援で音楽療法に取り組んでいます。 中でも自閉症児とのかかわりは難しく、英和
大学院の先生方との学びから多くの視点を 頂きました。さらに在学中に学会で発表する機
会を頂けたことは大きな励みとなりまし た。
角田 洋子（音楽療法士）

私は児童養護施設において、愛着や発達に躓きを抱える子ど
も達へ支援を行う中で、発達心理学について学びを深めたい
と思い入学しました。研究テーマ『愛着の可塑性・再構築』に
ついて調査研究を行い、更に社会人学生からも沢山の刺激
を受け、多角的に探究することが出来ました。修了後は乳児院
のソーシャルワーカーとして、『愛着』について、理論と実践の
統合の在り方を模索しています。
林 国男（乳児院生活クラブ風の村・はぐくみの杜君津・赤ちゃ
んの家　主任・家庭支援専門相談員）

レッジョ・エミリアの幼児教育について研究を進めてい
ます。先生方が幅広い視点と経験から丁寧にご指導く
ださり、大学院に入る前は漠然としていた研究テーマ
が明確となりました。更に、研究会での発表の機会に
も恵まれ、大変貴重な経験となりました。研究する意志
のある様々な分野の人を受け入れ、伸ばす素地が
整っており、非常に充実した大学院生活を送っていま
す。
浅見 亜美（外資系金融機関勤務）

平田 幸宏・准教授（障害児保育（特別支援保育））
筑波大学第二学群人間学類卒。同大学院教育研究科
修了。教育学修士。障害児教育（特別支援教育）専攻。
筑波大学付属大塚養護学校教諭、筑波大学学校教育
部講師を経て、1998年本学勤務。知的障害児の指導
や統合保育および逆統合保育の実践研究を中心に進
めている。

幼児教育学 発達臨床学

◆幼児教育・発達臨床学領域　担当教員

保育や療育・療法に携わる方々が、熱心に学んでいます。実践を持ち寄り、学
術の知に照らして相互に学び合いながら、深化を目指しましょう。

「子どもと養育者」を社会全体で支援することは、今後、ますます必要とされま
す。未来を創る子どもたちの発達支援、養育者支援、愛着や発達上の問題、乳
児から青年期までの心の発達に関心のある方々、心からお待ちしています。

保育教育現場での尽きない疑問、私たちとご一緒に探求いたしましょう。皆さん
の意欲に期待します。

【非常勤講師】 有村 大士（日本社会事業大学・准教授）　　大川 洋（国際基督教大学・上級准教授）
大崎 章弘（お茶の水女子大学・特任講師）　永井 理恵子（帝京短期大学・教授）

大学院生・
修了生からの
メッセージ


