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７ カリキュラム
 
[修士課程]  
 
＜特色＞ 
問題解決のステップにあわせ、基礎科目・方法論科目・専

門科目・発展科目・プロジェクト科目・自由科目の 6 つの

科目区分があります。 
専門科目と発展科目は、「公共経営研究領域」「国際ビジネ

ス研究領域」「地域共創・ソーシャルワーク研究領域」「情報

科学研究領域」の 4 つの領域からなります。4 つの研究領域

の中から、主となる研究領域を選択し専門的に学び、また、

自分の研究目的に合わせて他の研究領域の科目を履修しな

がら、専門分野以外の知識・理論を踏まえて研究を進めるこ

とが可能です。 
「演習」は必修科目で、２年間教員の指導を受けながら論

文の作成を進めます。 
 

※なお、体系的な履修のため、参考として「履修モデル」を 
用意していますので、大学院事務室までお問い合わせくだ 
さい。 

 
＜科目区分＞ 
 
◇基礎科目 
「公益とは何か」という問いは本研究科での研究に不可欠

ですが、それを考えるためには、広い視野と深い問題意識の

両方を持つことが必要です。したがって、単に幅広く科目を

履修したり、逆に専門に近い分野の科目を集中的に履修した

りするだけではなく、学びと自らの問題意識を結びつけ、研

究テーマを掘り下げていかなければなりません。 
「公益学総論」では、一見院生それぞれの研究分野と離れ

たテーマを取り上げることもあるかもしれませんが、ディス

カッションを通して院生が問題意識を深めるうえで、むしろ

そういったテーマの回が役に立つこともありますので、毎回

必ず出席してください。 
 
◇方法論科目 
データの取り方や分析の仕方、論文の書き方など、研究を

進めるうえでの基礎となる科目です。科学的方法の基本であ

る「エビデンスに基づいた立論」を行うための基礎となりま

す。 
 
◇専門科目 
修士課程での学びの中心となる科目です。１年次からの履

修を推奨します。 
4 つの研究領域があり、各院生が自らの研究の軸足を置く

学問の分野について深く理解するとともに、それ以外の学問

分野の知見を取り入れて学びの幅を広げます。 
事例研究など実践的な授業を織り込むなどして、単に知識

を得るだけでなく、院生が自ら問題を立て、考える力の養成

を図ります。 
 
◇発展科目 
専門科目の学びをさらに深めるために、研究領域ごとによ

り発展的な科目を設けています。 
 
 

 
◇プロジェクト科目・自由科目 
大学院で学ぶ上で不足している知識を補うため、資格取得

のため、興味関心等、目的に合わせて履修してください。 
 
◇演習科目 

院生が自らの問題意識に応じて担当教員を選び、その指

導・助言のもと、修士論文の作成に取り組みます。同じ教員

の指導を受けている院生とも議論しあうなどして、研究の幅

を広げます。 
 
＜２０１９年度以前の入学者について＞ 

2020 年度にカリキュラムが変更となりました。 
修了要件は入学時のカリキュラムに基づきます。また、

2020 年度に開講する科目のうち一部については、入学時の

カリキュラムの科目に読み替えます。そのため、既に単位を

修得したと見なされ、履修できない科目もあります。また、

入学時に開講されていない科目については、履修は可能であ

っても、修得した単位は修了要件外となる可能性があります。 
2019 年度以前の入学者については、履修登録票を提出す

る前に、大学院事務室に相談をし、履修が可能かどうかや、

単位修得が見込まれるかどうかの確認をしてください。 
 
＜スクール（学校）ソーシャルワーク教育課程受講者＞ 

本学公益学部配置の科目をあわせて履修する必要があり

ます。詳細は 9 ページを確認してください。 
 
 
 
 
────────────────────────── 
 
 [博士後期課程] 

博士後期課程の学びは「研究指導」が中心になります。詳

しくは「５ 研究指導」のページを確認してください。 
 
＜科目区分＞ 
 
◇公益学研究特殊講義科目 

修士課程や他大学の博士前期課程で培った視点や方法論

に加え、「公益」の視点や方法を取り入れた研究をするため

に、研究指導と並行して履修すべき講義科目として設置して

いるものです。 
 
◇研究指導科目 
博士後期課程においては、研究の成果をその都度論文等と

して発表していくことが必要です。それを通して、学内だけ

でなく学外の研究者とも意見を交わすことができ、研究の幅

がさらに広がります。研究し、発表し、それによって得た見

識を研究に反映させる、そうした積み重ねが論文に結実する

のです。ぜひとも本学のグループ指導のメリットを活かして、

研究を進めてください。 
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２０２０（令和２）年度 修士課程カリキュラム

■単位について

0 単位 … 修士論文指導Ⅰ、修士論文指導Ⅱ 
4 単位 … 演習Ⅰ、演習Ⅱ（いずれも通年で 4 単位） 
2 単位 … 上記以外の科目 

■注意事項

・ 黒塗の科目は、2020（令和 2）年度は休講です。

・ 「修士論文指導Ⅰ」および「修士論文指導Ⅱ」は「演習Ⅰ」および「演習Ⅱ」の単位を修得済みの者のみ履修できます。

・ 他大学の相互履修科目は、追加開講される場合があります。決定次第大学院事務室より連絡します。

・ *が付してある科目は、スクール（学校）ソーシャルワーク教育課程受講生のみ履修が可能です。

・ スクール（学校）ソーシャルワーク教育課程修了に必要な単位は以下のとおりです。ただし、保有している資格等により

履修免除になる科目があります。

全員

・ 地域共創研究 9（スクール（学校）ソーシャルワーク論）、スクール（学校）ソーシャルワーク演習、

スクール（学校）ソーシャルワーク実習指導、スクール（学校）ソーシャルワーク実習

・ 教育学、教育行政は 2 科目のうちどちらかを選択して履修が必要です。

・ 生徒指導論、進路指導論、教育心理学、教育相談の理論と方法は 4 科目の中から 2 科目選択して履

修が必要です。

社会福祉士有資格者 「精神保健学」が必修です。

精神保健福祉士有資格者 「児童福祉論」が必修です。

科目区分 研究領域 および 個別科目名

基礎科目 公益学総論

方法論

科目

論文作成法 統計学 社会調査論 共創の技法 情報処理論 文化交渉論 英語集中プログラムⅠ

英語集中プログラムⅡ 英語集中プログラムⅢ 英語集中プログラムⅣ 国際ビジネスコミュニケーション論

専門科目

＜公共経営研究領域＞ ＜国際ビジネス研究領域＞ ＜地域共創・ソーシャルワーク研究領域＞ ＜情報科学研究領域＞

公共経営研究 1 
（理論経済学） 

公共経営研究 2 
（行政法） 

公共経営研究 3 
（行政学） 

公共経営研究 4 
（財政学） 

公共経営研究 5 
（公会計論） 

公共経営研究 6 
（NPM 論） 

公共経営研究 7 
（公共政策論） 

公共経営研究 8 
（自治体政策法務論） 

公共経営研究 9 
（社会保障論） 

公共経営研究 10 
（海外行政研究） 

国際ビジネス研究 1 
（組織行動論） 

国際ビジネス研究 2 
（マーケティング論） 

国際ビジネス研究 3 
（国際経済論） 

国際ビジネス研究 4 
（金融市場論） 

国際ビジネス研究 5 
（経営管理論） 

国際ビジネス研究 6 
（国際人的資源管理論） 

国際ビジネス研究 7 
 

国際ビジネス研究 8 
（コーポレートファイナンス論） 

国際ビジネス研究 9 
（アジア地域経済論） 

国際ビジネス研究 10 
（経営戦略論） 

国際ビジネス研究 11 
（国際ビジネス論） 

地域共創研究 1 
（公共性の社会学） 

地域共創研究 2 
（社会政策論） 

地域共創研究 3 
（多文化共生・人権論） 

地域共創研究 4 
（ソーシャルキャピタル論） 

地域共創研究 5 
（地域デザイン論） 

地域共創研究 6 
（NPO・非営利組織論） 

地域共創研究 7 
（ソーシャルビジネス論） 

地域共創研究 8 
（合意形成・コーディネーション論） 

地域共創研究 9 
（スクール（学校） 

ソーシャルワーク論） 
地域共創研究 10 
 

情報科学研究 1 
（計算理論） 

情報科学研究 2 
（情報システム） 

情報科学研究 3 
（情報数理） 

情報科学研究 4 
（人間工学） 

情報科学研究 5 
（ソフトウェア論理学） 

情報科学研究 6 
（公益ソフトウェア論） 

情報科学研究 7 
（応用統計） 

情報科学研究 8 
（情報セキュリティ） 

情報科学研究 9 
 
情報科学研究 10 

（プログラミング概論） 
 

発展科目
現代政策分析 海外インターンシップ

スクール（学校）ソーシャルワーク演習*
スクール（学校）ソーシャルワーク実習指導*
スクール（学校）ソーシャルワーク実習*

特別セミナーa 特別セミナーb 特別セミナーc 特別セミナーd

プロ

ジェクト

科目

プロジェクト a（ランドスケープ遺産として庄内平野を考える）

プロジェクト b（庄内地方における内発的地域づくり―自然環境の保全と地域コミュニティの再構築）

プロジェクト c
プロジェクト d（地域固有ポイントマッピングシステムおよび管理フローの開発）

自由科目 教育学* 教育行政* 生徒指導論* 進路指導論* 教育心理学* 教育相談の理論と方法* 精神保健学* 児童福祉論*
演習科目 演習Ⅰ 演習Ⅱ 修士論文指導Ⅰ 修士論文指導Ⅱ
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