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他大学院との教育交流協定

特色ある留学生プログラム

武蔵境駅

中央自動車道 調布駅

調布IC 甲州街道

京王線

三鷹駅

南口

中央線

富士重工前

北口

南口

最寄駅からICUまで

・小田急バス「国際基督教大学」行き乗車、終点下車（乗車時間約12分、大学構内まで入ります）
・小田急バス「狛江駅北口」「吉祥寺駅（大沢経由）」行き乗車、「富士重工前」下車（乗車時間約10分）、徒歩10分

◎ JR中央線武蔵境駅（南口）

・小田急バス「国際基督教大学」行き乗車、終点下車（乗車時間約20分、大学構内まで入ります）
・小田急バス「武蔵小金井駅」、「調布駅北口（西野経由）」行き乗車、「富士重工前」下車（乗車時間約20分）、徒歩10分

◎ JR中央線三鷹駅（南口）

・小田急バス「武蔵境駅南口」、「三鷹駅（西野経由）」行き乗車、「富士重工前」下車（乗車時間約20分）、徒歩10分

◎ 京王線調布駅（北口）

上越新幹線
東北新幹線

至 成田

総武線

上野

新宿

高田馬場

秋葉原

東京

浜松町

至 羽田

御茶ノ水

渋谷

品川

京王線

東海道本線

中央線

東西線

羽田空港第1ビル駅または
羽田空港第2ビル駅～浜松町駅、
または京浜急行で羽田空港～品川駅

東京モノレール

浜松町・品川駅～東京駅JR山手線・京浜東北線

東京駅～三鷹駅または武蔵境駅JR中央線

遠隔地からICUまで

◎ 航空機利用の場合

東海道・東北・山形・秋田・上越・北陸新幹線で東京駅→
JR中央線で東京駅～三鷹駅または武蔵境駅

◎ 新幹線利用の場合
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他の大学との学術交流を促進し、教育・研究上の実績をあげることを目的として、大学院生の履修機会の拡大を図り、以下の他大学院と教育交流協定を結んでいます。
履修に関する詳細は本学ホームページをご覧ください。（htps://www.icu.ac.jp/academics/collabo/index.html）
■ 総合研究大学院大学 ■ 東京外国語大学 ■ 東京女子大学 ■ 国連大学 ■ 東京農工大学 ■ 長崎大学 
■ 大学院数学連絡協議会加盟校［中央大学、学習院大学、日本女子大学、明治大学、日本大学、立教大学、上智大学、東京理科大学、東京女子大学、津田塾大学］

ICUはグローバル・コンパクト、
国連アカデミック・インパクトに
参加しています。

欧州の8大学院による「人道アクションネットワーク（NOHA: Network on Humanitarian Action）」と連携協定を結んでおり、NOHAに
加盟する大学院生が、本学で１学期間学ぶとともに、本学大学院生が加盟校のいずれかで１学期間、人道援助関連の授業の履修や、
短期集中授業などへの参加が可能です。

アジアの若手行政官や研究者の留学を助成する人材育成奨学計画（JDS）プログラム、中国若手行政官等長期育成支援事業（JDS
中国）、アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティブ）などに参加し、毎年多様なバックグラウンドの留学
生を受け入れています。

国際ロータリーとの協力により、世界平和と紛争解決を推進するリーダーを育成することを目的として1999年、本学に「ロータリー平和
センター」が設置され、2002年より継続して毎年約10名のロータリー平和フェローの受け入れを行っています。ロータリー平和フェローは、
大学院博士前期課程に所属し、平和と紛争解決を中心とする国際問題研究に従事し修士の学位を取得します。ロータリー平和セン
ターはこのほかに世界6カ国、7大学院に設置されていますが、ICUはアジアで唯一修士の学位を取得するプログラムを提供しています。

■人道アクション
　ネットワークへの参加

■アジアで唯一のロータリー
　平和センター指定校

■日本政府による留学生
　受け入れプログラムへの参加
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IB Teacher Certification Program

IB教員養成プログラム
Diplomatic and International Public Service Program

外交・国際公務員養成プログラム
Responsible Global Corporate Executives and Financial Professionals Training Program

責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム

2019年4月 新規スタート



position of

ICU

The Global 
ICUはリベラルアーツ大学として非常にユニークな存在ですが、大学院も

ICUならではの発展を考え、この数年いろいろな試みを重ねてきました。

世界中の多様な機関と提携を進めていることもそのひとつです。我々は

小規模・少人数の大学院ですが、提携に基づき本当に様々な国から様々

な学生が集まっていて、ダイバーシティは大きな特徴になっています。

例えばロータリー平和センター＊１にアジアで唯一指定されていますか

ら、多くの国から職業体験を経た人々が集まり、平和と紛争解決につい

て研究しています。これはすでに伝統になっていますね。あるいは、JICAが

行うJDS＊2プログラムでは、アジアの行政官の中堅の人がキャリアの中で

ICUの大学院に来てマスターを修めます。その他にもいくつもの受入プロ

グラムがあり、毎年必ず多様な背景の人が集まります。

そうした国際的な特徴に加え、2019年から大学院では３つの新プログラ

ムが始まります。それが「外交・国際公務員養成プログラム」「責任あるグ

ローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム」「IB（国際バカ

ロレア）教員養成プログラム」です。

それぞれ学問だけでなく、社会で活躍するための具体的な道筋を示して、

みなさんの背中を押したい、そういう思いから生まれたプログラムです。

もともと国連機関に進む人が多いのはICUの特徴のひとつで、1970年代

には国連で働いている日本人の多くがICU出身者でした。いまは10人に

1人ぐらいでしょうか。一方、外務省にはこの10年で20人くらい中途採用

も含め入省していますので、進路選択が変化してきたともいえます。

もちろん現在でも国連をはじめとする国際機関を目指す人はとてもたく

さんいます。けれども実際にどのようにすれば国連で働けるのか、将来像

はどうなるのかなど、なかなかわからないわけです。公務員試験によって

入る外務省は、わかりやすい（笑）。

私の授業を受けている外国出身の大学院生の中には途上国で働いた

経験がある人やPKOの軍人出身者もいて、何れも国連を目指しています。

大切なのは国連や国際機関、あるいは外交などの現場で自分は何をし

たいのかを見極めて専門的な研究をし、そして道を知ることです。例えば

一定期間、国際NGO で働いてその経験を使って国際機関に行くという

方法もあります。そういう道をもう少しシステマティックに示そうというの

が、「外交・国際公務員養成プログラム」です。

OECD（経済協力開発機構）とインターンシップ協定を結んだのも、こうし

た環境づくりの一環です。今後とも他の国際機関などとも連携を深めて

いきたいと考えています。

ICUは環境的にも強みがあります。例えば国連の現役職員がICUに来て

います．国連や国際NGO勤務経験者や私のような元外交官もいます。こ

うした人々から得るものも大きいと思います。

どのプログラムも、学問と実務、職業人への道筋などが示されるわけです

が、決してレールが敷かれているわけではありません。自分の学び方・歩

み方は自分で決めます。けれども一人で考えていても結果として遠回りし

すぎたり、著しく効率が悪かったりすることがあります。そこで現実にはど

んな道があり、先にどのような景色が広がるのか、その例を専門の方々や

現場の方 と々ともに紐解いていこうとするものです。

各プログラムの詳細は別資料をご参照いただくとして、ここではポイント
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ICUの学部以上のダイバーシティ。
多様な人々が集い、
多様な社会の現場に向かう。

のみご紹介します。「責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナ

ル養成プログラム」では、特にこの“責任”にフォーカスしています。これか

らの時代、企業はCSRやSDGsへの取り組みなど、社会的責任をいかに

果たすかによって、企業経営も社会からの評価も影響を受けます。こう

した大きな潮流を、経済・経営・金融の学問的な追求に加えて、現場の

実践知からも学びます。

もうひとつのプログラムが「国際バカロレア（IB）教員養成プログラム」

です。ICU卒業生は、教員になる人も数多くいます。そして、いま中等教

育で注目されている人材がIB教員です。文部科学省はIB認定校を200

校まで増やす計画を公表していますし、資格保有者は世界で教員とし

て働くことも視野に入れることができますから、学部で教職課程を取っ

ている人には非常にポテンシャルがあるプログラムです。ICUでは様々

なIB 認定校の先生方の協力を得て、理論だけでなく実践についても

学ぶことができます。

他大学院との教育交流が年々進展していることも進化の一例です。ト

ピックはNOHA＊3という国際ネットワークに参加したことです。この

NOHAは加盟している大学院相互で、緊急人道援助や災害救難に関す

る授業を履修し、単位を取得することができます。将来のキャリアとし

て人道援助関係の国際機関やNGOを希望する人にはぜひ活用しても

らいたい制度のひとつです。

ICUでは自然災害における減災や救難にフォーカスしています。世界で

は難民への緊急人道援助を研究することが多いのですが、日本は地震

や台風など自然災害が多発し、その対応策の蓄積もあって世界をリー

ドしています。災害対応として国や地方、民間や個人レベルで何が求め

られ、どう動くか。政府関係者や赤十字、NGOなど専門家の方々から学

びます。また、被災地にも実際に出向き、教訓を得ています。昨年は私

が学生を東北に連れて行ったのですが、学生は10人で国籍は８つ。赤

十字や国の機関で働いた経験のある人がいたり、同様にロータリーや

JDSで留学してきた社会人学生もいます。つまり、世界中で注目される

学際的な領域であり、そこで得た知見はさまざまな現場で求められる

ため、将来の職業に活かす道も開けると思います。

そうですね。NOHA用の限定的なプログラムと捉えられがちですが、予

想以上に多様な学生が履修してくれています。国際人道援助に関する

ICUならではの学びとして、いっそう充実させていきたいと考えています。

日本でも、社会人が大学で学び直すことが当たり前になりつつありま

す。なればこそ、意欲ある社会人たちに、より大きな意義を見出せる大

学院教育を提供していきたいですね。あるいはもっと社会と接点を持

つ、例えばオンライン教育なども視野に入れ、今後を模索していきたい

と考えています。

教育の現場も絶えず進化し、新たな展開に取り組んでいかなければい

けない。それは入学してくる人に接していると、日々実感しています。

最後に私からもうひとつのお薦めです。それは学生寮に入ることで、私

も寮体験者です。ICUの学生寮は大学院生にも提供されていますから、

多様な人 と々コミュニティを築く難しさや面白さを実体験できて、本当

に得るものが大きい。通学時間がなく研究にも集中できますし、ぜひ検

討してみてください。

Profile
高校時代、AFS奨学生として米国に留学。国際基督教大学
卒業後、74年に外務省入省。国連政策課長、経済協力局審
議官、中東アフリカ局長、スペイン大使、初代アフガニスタン・
パキスタン担当大使、経済協力開発機構（OECD）代表部大
使、国連大使などを歴任し、2016年に退官。17年4月より、母
校である国際基督教大学の特別招聘教授に就任。スペイン、
アルゼンチン、モロッコ、モンゴルより叙勲。日本語、英語、ス
ペイン語、フランス語を話す。

国際基督教大学　学長

Profile
ペンシルヴェニア大学言語学博士（Ph.D.）。慶應義塾大学
国際センター助教授、ダートマス大学客員准教授、国際基
督教大学教授、学務副学長を経て、2012年学長就任。日
本学術会議連携会員（言語・文学）。日本学術振興会評議
員。文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科
会委員。中央教育審議会委員。日本ユネスコ国内委員会
人文・社会科学小委員会委員長。著書に『日本語教育の
過去・現在・未来　文法』、『はじめて学ぶ社会言語学』など。
専門は社会言語学。

日比谷 潤子
国際基督教大学大学院　アーツ・サイエンス研究科
大学院部長

Profile
東京工業大学学術博士。1993年学術振興会特別研究員。
1994年助教授として国際基督教大学に着任。2005年教授。
2014年から2年間、国際基督教大学アーツ・サイエンス研究
科博士前期課程公共政策・社会研究専攻主任。2016年か
ら国際基督教大学アーツ・サイエンス研究科大学院部長。
University of Kiel客 員 教 授。ETH Zürich 客 員 教 授。
Member of Council for the Society for Economic 
Sciences with Heterogeneous Interacting Agents。
Associate editor of the Journal of Economic Interaction 
and Coordination。専門は経済学、経済物理学。

＊1　ロータリー平和センター：国際ロータリーの奨学金プログラムで指定された大学（大学院）。世界平和の実現と紛争解決に寄与できる人材育成を行うことをめざす。指定大学は世界に7大学。修士号取得プログラムを
　　 提供する大学としてはアジアでICUが唯一。
＊2　JDS：JICA（国際協力機構）が行う無償資金協力による人材育成奨学計画。
＊3　NOHA：欧州の名門大学院8校による「人道アクションネットワーク」（NOHA: Network on Humanitarian Action）」。ICUは、欧州外の大学と締結するグローバル・パートナーの6大学目。

海蔵寺 大成
国際基督教大学
特別招聘教授（1974年卒）

吉川 元偉

リベラルアーツの先のプロフェッショナリズムへ。ICUの大学院では、“その先の将来像”として、
研究者・学者に加え、これからの時代に求められるプロフェッショナルを育て導く取り組みが進展しています。

いかに自分を高め、社会に出て貢献するか。
「将来への道筋を示す」、新たな挑戦。
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ICUらしい大学院とは。変化の方向性。



2019年4月より特別プログラムがスタートしました
５年プログラム生を含む大学院生を対象に下記の特別プログラムを実施します。
所定の要件を満たすことで修了証が発行されます。

教 育 の特 長 ～ すべては学生の豊かな学びのために ～

Interdisciplinary
ICU大学院では、「アーツ・サイエンス研究科」という１研究科に全学生が所属します。リベラルアーツを土台とした学際的・分野横
断的な教育システムを活用し、多様な専門領域が複合的に学べる環境の中で、自らの研究課題を見出し、学生が自発的に研究テー
マを模索し、決めることができるよう指導しています。また、研究方法や論文作成、発表スキルの向上を図るなど研究の土台を作る
ために、分野を越えて全大学院生が必修する学際的共通科目を導入しています。

学際性

Dialogue
リベラルアーツカレッジとして、ICU大学院が最も重視しているのは、教員と学生の「対話」です。「誰が、何について、どう考えているの
か」を互いに共有し、対話の中から新しいアイデアを引き出そうとするスタイルは、教員一人ひとりの「学生の個を尊重し、可能性を
引き出そう」とする強い意識の現われです。少人数教育を重視するICU大学院では、教員アドバイザー制度を設けており、専任教員
がアドバイザーとして学生一人ひとりにつきます。履修計画への助言などをし、修士論文の作成にあたっては専門的な指導を中心
に学位取得までの指導に当たります。教員は質の高い教育と責任あるアドヴァイジングに心を砕き、リベラルアーツの大学として、学
生たちがクリティカル・シンキングと独立した思考を養えるよう、あらゆる方法を模索し続けています。

対  話

様々な国籍の学生と教員がキャンパスで出会い、様々の「違い」を受け入れて互いを尊重し、教育・研究できる環境の中で、グローバ
ルな人材を育成しています。大学院は留学生の割合が多く、私費・国費留学生に加え、ロータリー平和プログラムの留学生や、
日本政府による留学生招致プログラムを通じて来るアジアやアフリカからの留学生など、多様な背景を持つ学生が、文化を超えて
ＩＣＵ大学院で学びを共にしています。教員構成にも国籍的文化的多様性を求め、献学以来、専任教員の採用は国際公募を基本
とし、現在、専任教員のうち３人に１人は外国籍。この外国籍教員比率は、世界的に見ても高い水準となっています。一方、日本人
教員も海外での教育・研究経験を持つ教員が多く、その割合は日本人教員の約90%。海外大学の博士号を修得している教員比率
は約60％です。授業は、日本語開講と英語開講があり、学生はその中から状況に応じて授業を選択していきます。日本人学生と留
学生が同じ授業を受ける中で、お互いの語学スキルもアップしていきます。研究に必要な英語能力を習得する英語科目や、留学生に
対する日本語プログラムも、それぞれ用意しています。
※公共政策・社会研究専攻については、英語での授業のみで、修士の学位を取得することも可能です。

Diversity

多様性
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大学院担当各教員の経歴、学歴、研究分野、研究テーマ、著書、論文等をご覧いただけます。
https://www.icu.ac.jp/academics/gs/faculty/

教員の情報についてはこちら
教員や学生が、大学院の特長や魅力を語ります。 
http://icu-admissions.jp/gsvideogallery/

大学院の学びを動画で／Video Gallery 

ミッション 学部における一般的、並びに専門的教養の基礎の上に、学術の理論および応用を教授研究し、その深奥を究め、
または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

5年プログラム
通常、学部で4年、その後大学院2年の計6年間の学びで取得する修士の学位を、学部4年、その後大学院1年の計5年で、「学士」と「修士」
両方の学位を取得できる「学士・修士５年プログラム」を2011年より開始しています。

教養学部４年間 大学院１年間 ５年で博士前期課程まで修了/学士と修士を取得 ※対象はICU教養学部に所属（予定含む）の学生です

将来的に外交分野や国際機関で働くことを志望する学生を対象とします。関連の授業を体系的に提供するとともに、インターンシップや関連セミナーなどの経
験を通して、外交分野・国際機関でのキャリアに向けた支援を行います。

外交・国際公務員養成プログラム

ICUに在学中の学生のうち、① 5年プログラム候補生　②大学院生（5年プログラム生、博士前期課程、および博士後期課程）対象者 Eligible Students

Ⅲ．その他要件 Other Requirements  
1．英語運用能力（英語の非母語話者）：TOEFL100またはIELTS7.5以上　
2．国連公用語または定量分析科目の履修：以下のいずれかを選択
①（英語の非母語話者）ICUの「世界の言語」または本プログラムの認める他機関における、英語以外の1つ以上の国連公用語※の3学期相当以上の科目の履修修了
※英語の母語話者は2つ以上とする。※特にフランス語またはスペイン語を薦める。

国連公用語…アラビア語、英語、スペイン語、中国語（普通話）、フランス語、ロシア語
②統計学等、定量分析を扱う科目の履修　
※特に経済、金融分野を目指す学生に薦める。 ※科目要件にリストされているものをこれに充てる場合には、科目要件の枠外とする。（QALL401の履修・単位取得をもってこの要件を満たすことを認める。）

3．国連・国際機関、政府機関、大使館、国際NGO等、本プログラムの認める外交・国際公務員に関連する機関における、インターンシップへの参加。期間は1か月～3か月が望ましい。
（実施地域、フルタイム／パートタイムを問わない。）（QALL402 または QPPI524の履修・単位取得をもってこの要件を満たすことを認める。）

Ⅰ. 学位要件  Degree Requirement　 
国際基督教大学院 アーツ・サイエンス研究科における、修士号の取得
※博士後期課程に在籍する修士号保持者は本要件免除とする。

Ⅱ. 科目要件 Course Requirements
1. 所定の科目リストから、9科目（18単位）の履修　2. 履修した9科目のGPA3.50以上

修了要件 Requirements of the Program

 ※いずれも本科生とする

社会に対する責任を果たすグローバルに活躍する企業経営者や、金融のプロフェッショナルを目指す学生を対象としています。ESG 評価の高い企業や格付け
機関アナリストなどによる実践的な講義等を提供し、これからの社会に期待されるビジネスプロフェッショナルを育成します。

責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラム

ICUに在学中の学生のうち、① 5年プログラム候補生　②大学院生（5年プログラム生、博士前期課程、および博士後期課程）対象者 Eligible Students

1．責任あるグローバル経営者・金融プロフェッショナル養成プログラムにおいて指定する科目中、5科目10単位の履修
2．上記1．の5科目10単位の指定科目GPA：3.20以上
3．取得大学院科目全体のGPA：3.20以上
4．修士論文の評価：A
5．外部オンラインコース「Bloomberg Market Concepts」のCertificate、またはそれに相当すると大学院が認める認定証の取得

修了要件 Requirements of the Program

 ※いずれも本科生とする

詳細は本学HPまたは専用パンフレットをご参照ください。
特徴詳細や主な担当教員、修了までのステップ等をご覧いただけます。

https://www.icu.ac.jp/academics/gs/
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国際バカロレア(IB)は国際的な視野を持った人材を育成することを目的にした国際水準の教育プログラムです。本養成プログラムは対象年齢区分のうち、MYP
(11～16 歳)またはDP(16～19 歳)の教員を育成します。学生は所定科目の履修等により本プログラムを修了後、国際バカロレア機構に申請し認定証（IB 
Certificate in Teaching and Learning（CTL））を取得できます。

IB（国際バカロレア）教員養成プログラム＜CTL＞

1．次の条件を満たすICU在学中の教養学部生、5年プログラム候補生（メジャーは問わない）
①登録時の成績がGPA2.5以上　②教職課程に登録中で、卒業までに日本における教員免許を取得見込
2．次の条件を満たすICU在学中の大学院生（5年プログラム生を含む）（修士前期課程および博士後期課程。専攻・専修は問わない）
①日本における教員免許あるいは他国においてそれに準ずる教員免許を保持している、または卒業までに取得見込　②登録時の成績がGPA3.0以上 ※いずれも本科生とする。

対象者 Eligible Students

本学のIB教員養成プログラムの修了要件は以下のとおりです。
①指定科目の履修：合計6科目（12単位）　②IB認定校における教育実習の修了（2単位）　③日本における教員免許（または他国の国家資格である教員免許）の取得
※本学のIB教員養成プログラムを修了した学生は、国際バカロレア（IB）機構に、IB教員認定証の取得を申請することが可能です。

修了要件 Requirements of the Program

※2020 年度より，IB Advanced Certificate in Teaching and Learning Research 取得にも対応予定。
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博士前期課程（MA）

心理・教育学専攻

人の営みの根源であり、
平和のための第一歩「教育」の研究。
教育にかかわる学問諸分野において、人類が平和的かつ創造的な営みのうちに
共生するための教育的な諸条件を探求し、国の内外でその実現に向けて
指導的な役割を果たす人材を育成します。

■ 教育学専修　■ 心理学専修　■ 言語教育専修

教師教育の質保証システムから
教育の在り方を考える
　最近は教師教育のアクレディテーションの実施過程に着目し、

教師教育の質保証に関する国際共同研究を行っています。教育の

担い手である教師の「質」への関心は高く、教師教育の「質保証」

は近年の重要な政策課題の一つですが、教師教育の質は誰がどの

ように保証すべきでしょうか。これは教師という職業をその社会に

おいてどのように定位するかという教師の専門職性に関わる問いで

す。また、学力観や能力観が大きく変わるなか、カリキュラム開発と

教師教育の関係についても考える必要があります。大学院の授業

ではカリキュラム開発の実践を分析し、教師教育や学校教育の在

り方について検討します。

◆ 授与学位一覧
研究科

アーツ・
サイエンス
研究科

博士前期

課　程 専　攻 専修分野 学　位

修士（教育学）

修士（行政学）または修士（国際関係学）

修士（社会文化分析）

修士（メディアと言語）

修士（公共経済学）

修士（平和研究）

修士（比較文化）

修士（理学）

教育学

心理学

言語教育

政治・国際研究

社会文化分析

メディアと言語

公共経済学

平和研究

日本文化研究

超学域文化研究

数学・情報科学

物質科学

生命科学

心理・教育学

公共政策・社会研究

比較文化

理学

◆ 資格取得

■ 学芸員

学芸員課程に登録し、規定の単位を修得すると、博物館法に則り本学の「学芸員課程修了証書」が授与

されます。博物館実習はキャンパス内の博物館「湯浅八郎記念館」で行います。

■ 取得できる中学校・高等学校教諭専修免許状

専　攻 中学校教諭免許状 高等学校教諭免許状

英語・国語・数学・理科・
社会・宗教

社会

国語・社会・宗教

理科・数学

英語・国語・数学・理科・
地理歴史・公民・宗教

地理歴史・公民

国語・地理歴史・公民・宗教

理科・数学

心理・教育学

公共政策・社会研究

比較文化

理学

◆ 課程修了の要件
学生は原則として２年以上在籍し、在学中に、最小必修単位として、合計30単位以上を取得するほか、

修士候補資格の認定を受け、修士論文を提出し、その審査および最終試験に合格する必要があります。

２科目４単位以上 ４科目８単位以上 ３科目６単位以上１科目２単位以上

各専攻の専門基礎科目、専門教育科目、
専門研究科目より　３科目６単位以上

研究科内全ての科目より２科目４単位以上

専　攻

必修
単位

（30単位）

大学院共通科目 専攻の
専門基礎科目

専修の
専門教育科目

専攻の
専門研究科目

専攻主任メッセージ　佐藤 豊 教授

佐藤 千津
准教授

教員メッセージ

◆ 博士前期課程　アーツ・サイエンス研究科

博 士 前 期 課 程（MA）

博士前期課程では、広い視野に立って精深な学識を授け、
専攻分野における研究能力またはこれに加えて高度の専門性が
もとめられる職業を担うための卓越した能力を養います。

　私自身40年前にICUの大学院生となり、様々な背景の教員・学生と付き合い、様々な学

問領域にも触れ、その体験が将来の自分の土台となりました。多言語・多文化の中で複眼

的な視野を育み、専門知識を深め、自分のキャリアを構築していく土台を築いていただけ

ればと思います。このようなリベラルアーツ的学問追求が教育学・心理学・言語教育におい

て求められています。

英語教育の現場に貢献できる研究成果を目指して
　初、中、高等教育における英語の指導法及び英語の学習につい

ての研究に取り組んでいます。日本のような、外国語として英語を

学ぶ環境ならではの課題に特に関心があります。例えば、授業中に

どのように学習者同士の英語でのやり取りを促し、効果的な学習に

つなげることができるのか。あるいは、どのようにスピーキング力を

向上させることができるか。また、全て英語で行う授業にはどのよう

な工夫が必要なのか、といった研究課題に取り組んでいます。理論

と実践を関連付けることを重視しています。実践の場から得た研究

成果は第二言語習得理論の構築に貢献しますし、同様に、第二言

語習得の理論を実践に活かすことが、現場でのより良い言語学習

へとつながることを期待しています。

藤井 彰子
准教授

教員メッセージ

専門分野

　心理学専修では、科学性と人間性の統合的視
点に立脚する研究を推進し、高度な専門職業人
養成という社会的ニーズに応えます。認知、言語、
発達、神経科学、教育、社会、文化、臨床領域の教
授陣が専門的講義を通して、実験法、調査法、統
計手法、質的研究を修練するのに加え、全教員合
同のセミナーも積極的に行います。国際色豊かで
多様な背景の学生が、大学教育活動に関わりな
がら切磋琢磨します。

■ 心理学専修

　リベラルアーツ教育を基盤とし、質的・量的研究
方法と批判的思考に基づき、主に三つの領域で教
育学を学びます。国際・比較教育分野では、教育
制度や教育問題を、国際比較分析を通して、将来
に向けた教育政策の根本方針を探ります。教育工
学領域では、e-ラーニングをはじめインターネット
技術の教授学習過程への活用について研究しま
す。教育学理念・実践領域では、教育社会学、教
育心理学、教育哲学、教育史の観点から、教育制
度、学習プロセス、学校・家族・コミュニティの社会
構造・多文化状況の諸特徴と教育との関連につい
て研究します。

■ 教育学専修

博士前期課程では学際的な学びが可能ですが、志望する専攻・専修分野を出願時に選んでいただく必要があります。
志望専攻・専修を決める際は、各専攻の教員の研究分野、開講科目、授与学位名をよく確認してください。
特に大学院では教員による研究指導が重要になります。
志望専攻・専修を決めかねる場合は、自身の興味に近い分野の教員に事前に連絡をとり相談してみることをお勧めします。

専攻・専修について

　英語教育及び外国語としての日本語教育の理
論と実践に関わる学問領域を修めます。その基礎
となる言語学、心理学、教育学の関連知識を学ん
だ後、それぞれの目標言語の言語学的知識を得て、
より具体的な研究領域、すなわち第一言語習得論、
第二言語習得論、外国語教授法、バイリンガル教
育、早期外国語教育、言語と文化の関わり等の研
究に従事します。加えて、実践的学習の一環として、
教室現場において実習を行い、理論と実践の統合
を図ります。

■ 言語教育専修

心理・教育学専攻
・ 教育学専修
・ 心理学専修
・ 言語教育専修

公共政策・社会研究専攻
・ 政治・国際研究専修
・ 社会文化分析専修
・ メディアと言語専修
・ 公共経済学専修
・ 平和研究専修

比較文化専攻
・ 日本文化研究専修
・ 超学域文化研究専修

理学専攻
・ 数学・情報科学専修
・ 物質科学専修
・ 生命科学専修



専攻主任メッセージ　ショーン・マラーニー 教授
　本専攻では5つの集中領域を深く広く扱うとともに、複合的学習を奨励します。ほぼ全て

の授業が英語で行われます。教員の国籍と専門分野は多様であり、同専攻の学生の大多

数が留学生です。コンセプトやアイデアを探り、練り、磨きあげるうえで、学生と教員の双方

が真にグローバルな学習環境を構築します。また同専攻において学生たちは、職業面や学

究面での成功のために自らが選んだ分野における知識と研究能力を習得できます。

専攻主任メッセージ　マット・ギラン 教授
　ICUの比較文化専攻は、人文科学及びその関連分野に基づく科目群と学修経験を提供

しています。講義や論文指導は、芸術、歴史、文学、音楽、哲学、宗教といった分野を専攻

する教員が行い、ヨーロッパ、日本、アジア全域の伝統をカバーしています。

本専攻では、自身の専攻や研究方法を超えて、物の見方や考え方が拡がっていく機会を持

つことができますし、少人数教育における教員や他の学生との広範囲に亘る議論から、多く

のことを学び、成長することができるでしょう。

学際的・国際的観点からの
近代哲学研究
　私は近代英国哲学、とりわけデーヴィッド・ヒュームを研究対象

にしています。特にヒューム哲学を近代以前の形而上学を道徳哲

学へと転換する試みとして解釈しています。それとともに自然宗教・

自然神学の倫理学への転換にも注目し、ヒューム哲学成立史を、同

時代の神学論争からの影響という観点で探求しています。ＩＣＵ大

学院の特徴は、学際性と国際性にあります。比較文化専修には西

洋古典、東洋思想、文学、歴史学、神学、社会思想、科学史・科学

哲学などとの関連で各自の専門性を深めるカリキュラムがあり、成

果があがっています。

矢嶋 直規
教授

教員メッセージ前近代東アジアの外交・貿易から
「現代」を考える
　専門分野は前近代東アジアの対外交流史です。最近は、15~16

世紀の日明貿易や中国の対外貿易体制のありかたについて考えた

り、中近世移行期における日本の対外貿易と国内社会・経済との連

関を考察したりしています。歴史学は、われわれ現代人の過去との

対話であり、この対話を通じて、「人間」そのものに興味を持つよう

になると思います。過去の「人間」の営み・思想などを現代の「人間」

と比較しながら、現代社会や未来を思索する魅力的な学問です。

データを暗記するのではなく、実証分析力や論理的・批判的思考

力を育て、過去との対話を通して歴史学の魅力を味わいましょう。

チャバ・オラー
上級准教授

教員メッセージ移動する「若者」が視る世界－流動的な現象への
フィールドワーク
　文化人類学、ジェンダー研究、「若者」研究、移動研究の交差点

に立ちながら、欧米を経てアジアに渡る日本の「若者」をフィール

ドワークしています。ポストモダンと呼ばれる今日、「若者」という

ライフステージも、人の住む場所も流動的です。また移動の動機

は、その人の出身社会のジェンダー規範と密接に結びついていま

す。移動者一人ひとりの世界観に肉薄することで見える、日本、欧

米、アジア、世界の新たな姿。「グローバル」という語に疑問を感じ

たら、グローバルな現象をローカルに、ミクロに、批判的に見つめ

てみませんか。

加藤 恵津子
教授

教員メッセージ 経済学の視点で企業行動を分析し、
政策提言につなげる
　私は産業組織論の理論分析を専門としています。産業組織論と

はゲーム理論を応用して、企業戦略や企業間の駆け引きを論究す

るという経済学の１分野です。とりわけ、公的企業の経済活動が市

場や経済全体に及ぼす影響を検討する「混合寡占」と、企業の立

地や製品のポジショニングを検討する「空間経済」とを私は主な分

析対象としています。これらについては実例がきわめて多く、そのメ

カニズムを理論的に解明することは、単に学問的に興味深いだけ

ではなく、政策提言を通じて現実世界を改善するような力を持つも

のです。

小川 昭
准教授

教員メッセージ

博士前期課程（MA）

比較文化専攻

人類の歴史の営みを考察し、
今の時代へ提言する。
広義の文化の諸現象を、問題指向的な方法に基づき深く比較研究し、
リベラルアーツの精神と高度の人文学の訓練とを結合した、
未来への先見性と責任感とを備えた人材を養成します。

■ 日本文化研究専修　■ 超学域文化研究専修

専門分野

　専門分野の知識を深めつつ文化の諸構造を理
解し比較研究の方法を学びます。「比較文化研究
方法論」(必修)を含む基礎科目、「日本文化論」等
の専門教育科目、「比較文化研究論」等の専修共
通科目において少人数ゼミ形式でのディスカッ
ションを通じて様々な文化の諸相について学びつ
つ、研究テーマに対する多分野的なアプローチを
発展させます。例えば、歴史・思想・宗教的な観点
を含めて文学・芸術を理解するというような分野
横断的な研究が可能です。

■ 日本文化研究専修

　専門分野の知識を深めつつ文化の諸構造を理
解し比較研究の方法を学びます。「比較文化研究
方法論」(必修)を含む基礎科目、「超学域文化論」
等の専門教育科目、「比較文化研究論」等の専修
共通科目において少人数ゼミ形式でのディスカッ
ションを通じて様々な文化の諸相について学びつ
つ、研究テーマに対する多分野的なアプローチを
発展させます。例えば、歴史・哲学・宗教的な観点
を含めて文学・芸術を理解するというような分野
横断的な研究が可能です。

■ 超学域文化研究専修
　比較文化専攻には、学生・修了生・教職員を主
たる構成員とする「比較文化研究会」が設けられて
います。比較文化研究会では、論文等の研究成果
を学術誌『ICU 比較文化』として発行するほか、比
較文化を主題とする博士論文の内ですぐれた業
績と認められながらも出版の機会に恵まれない著
作を「ICU比較文化叢書」として独自に刊行するな
ど、会員の研究活動を支援するさまざまな活動を
行っています。会員同士の交流や、相互啓発によ
る研究の活発化のためにも、入学の際には研究会
への参加も推奨しています。

〔比較文化研究会〕

博士前期課程（MA）

公共政策・社会研究専攻

今起きている、平和を揺るがす現象。
その原因をあらゆる側面から研究する。 
公共政策を含む社会科学の研究分野を深く掘り下げると共に、他の領域との関連も
視野に入れながら広く学際的に研究し、国内および国際機関等において、
鋭い分析力と構想力を基礎に、柔軟な課題解決能力を発揮しうる人材を育成します。

■ 政治・国際研究専修　■ 社会文化分析専修　
■ メディアと言語専修　■ 公共経済学専修　■ 平和研究専修

専門分野

　公共経済学専修では経済学・経営学分野を学
ぶことができます。経済学分野を選ぶ場合には、
最初にミクロ・マクロ経済学、計量経済分析、上級
計量経済学のコア科目を履修し、経営学分野では、
経営学、会計学、ファイナンス分野から、関連科目
を中心に履修します。教養学部提供の300番台以
上の授業を履修することもできます。入学と同時に
割り当てられる指導教員のもとで研究テーマを定
め、上記の科目の知識を習得するとともに、研究を
深めてゆきます。

■ 公共経済学専修
　平和研究専修は、平和・紛争・安全保障に関す
る様々なコースを提供します。平和研究を概観す
る基礎科目から、人権、見解・規範、ジェンダー､宗
教、紛争解決、平和構築、開発や経済問題、従来
型及び他の安全保障問題、人間の安全保障、国
際機構と国際法の役割を取りあげる専門科目へと
発展します。既存もしくは潜在的な紛争を分析し、
実証的研究プロジェクトを立ち上げ、将来的には
政府機関、国際機関、NGO などで平和と安全保
障に関する課題に取り組む能力を身につけます。

■ 平和研究専修

　政治・国際研究専修は、国際関係学、政治学、
行政学、公共政策、法学の領域に及び、開講科目
は、国際関係と外交、国際政治理論とアジア太平
洋、平和と紛争研究、政治思想史、公共政策論、
難民法、安全保障・紛争解決等を含んでいます。
この専修では、国際関係学・政治学・行政学・法学
の多領域における教育・研究の機会が与えられ、
規範的研究・実証研究・政策研究の３つのアプ
ローチを用いて、各領域における理解を深め、教育・
研究に取りかかることができます。

■ 政治・国際研究専修
　社会文化分析では、社会学、人類学の方法論
や理論を使って今日の世界的な課題を研究します。
ジェンダー・セクシュアリティ研究、科学技術社会
論、グローバルヘルス、人口と開発、暴力、現代宗教、
社会不平等、グローバリゼーションなど幅広い領
域を専門とする教員の密な指導のもと、学生はこ
れらを組み合わせた多角的なアプローチで、自身
の関心に基づく研究を行います。社会文化分析で
は、今日の世界が直面する喫緊の課題を解釈する
のに必要なスキルを習得できます。

■ 社会文化分析専修
　メディアと言語は学際的な専修であり、社会言
語学・コミュニケーション・メディア・翻訳研究の分
野で専門的な教育を受けることができます。基礎
的研究スキルを獲得し、プロジェクト実施型のコー
スでそれらを応用することができます。また、関連
学問領域における重要な理論も理解することがで
きようになります。これらの知識と方法論を土台と
して、現代社会におけるメディアと言語の意味・関係・
働きに関わる多様なテーマをクリティカルに吟味
する研究を行うことができます。

■ メディアと言語専修

87
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専攻主任メッセージ　岡野 健 教授
　本専攻では、学部で学び切れなかったことを学ぶ学生から、真の研究を目指す学生まで、

多様なバックグラウンドを持った学生を、専修内だけに留まらず、3つある専修の複数の教

員で手厚く指導していくことを目指しています。専門分野を探求することももちろん可能で

すが、実社会でありがちな「答えのない問題」に出会ったときに、それを自力でどのように解

決していくかを学ぶためには最適なプログラムだと思います。

持続的な環境を作ることを目指す

　私は環境土壌学が専門分野で、特に環境にやさしい土壌管理を自

然環境における土、水、植物、大気のつながりを理解することによって

構築していくことを研究分野としています。環境における物質のダイナ

ミクスは複雑です。しかし、自然にあるメカニズムをベースにした管理

技術が本当に環境にやさしいのだろうか、などの問いを批判的思考で

検証していくことの繰り返しを重ねて全体の構造が見えた時に初めて

SDGｓにつながる環境にやさしい管理法が見つかると考えています。

大学院での時間は長いようで短いです。その限られた時間に全てを明

らかにするのは無理ですので自然を観察し、文献と照らし合わせて一

番重要だと気づいたメカニズムについて自分なりに深く考察し、実験、

調査を通して突き詰めていくことをして欲しいと思います。

藤沼 良典
准教授

教員メッセージ
生物の季節応答の仕組みを理解する

　生物は１日の明暗、約半月の月の満ち欠け、１年間の季節変動

などの周期的な環境変化に応答する仕組みをもっています。それぞ

れに固有あるいは相互に関連した計時機構により計測されている

と考えられています。私たちは、概日周期の計測を担う概日時計の

機能を分子遺伝学的手法により研究しています。１つの生物にお

ける計時機構だけでなく、共生関係にある生物間における計時機

構の役割についても興味をもっています。多様な生物を有する、緑

豊かなICUのキャンパスで、生物の季節応答などの計時機構研究

に取り組んでくれる大学院生を募集しています。

溝口 剛
教授

教員メッセージ

博士前期課程（MA）

理学専攻

社会との関わりの中で理学のあり方、
多彩な可能性への道筋を探る。
理学の学問的諸分野および関連分野の専門的訓練と研究に留まらず、
科学全体の文脈の中で専門分野を理解し、更には社会的文脈の中で
科学そのものの役割を位置づけることのできる人材を養成します。

■ 数学・情報科学専修　■ 物質科学専修　■ 生命科学専修

専門分野

　本専修では、植物学、動物学、微生物学の３つ
の分野において、分子レベルから個体・生態レベル
の研究が行われています。テーマ別では、生体リズ
ム、代謝、DNA修復、発生、生殖行動、生態保全が
挙げられます。専門的なテーマに加え、科学的な
ものの考え方、基本的な研究の進め方についての
指導を行うとともに、リベラルアーツ大学の特性を
生かして、生命科学と社会の繋がりについて考え
たり、科学コミニュケーション能力を養うことを重
視しています。

■ 生命科学専修

　この専修では、理論と応用あるいは実践を互い
に相補いながら、古典的題材から、国内外の最先
端の分野まで、指導教員と綿密に連携しながら研
究を進めます。修了後は、企業や教育の分野に就
職したり、国内外の博士課程へ進学し、研究職を
目指します。予備知識としては、学部３年生までの
幅広い知識および専門分野の基礎的な学びをし
ていることが望ましく、また、英語を含む外国語で
書かれた論文を読むための外国語能力が必要で
す。

■ 数学・情報科学専修
　物質に関する科学は、主として、実験と理論に分
類されますが、さらに計算機による第一原理的計
算が重要な分野となっています。実験においては、
基礎的な実験スキル、さらに、実験結果から物質
の理解に到る論理的展開、理論においては物質科
学の基本法則と現象のモデル化を基礎とする事
実の説明と予言を行います。実験科学、理論科学、
計算機科学の連携と統合を目指します。

■ 物質科学専修

社会科学アプローチの観点での
新コミュニケーション技術の社会的意味合い 

鄭 朱泳
教授

教員メッセージ

　私の研究は、インターネットやソーシャルメディアといった新コ

ミュニケーション技術が特定の空間、社会、コミュニケーション環

境でもたらす社会的意味合いに重点を置いています。その中でも、

私は様々な都市の都市部コミュニティといった社会的情況、災害

や災害後の状況などの社会的情況、それに急速に変わりつつある

コミュニケーション環境で新旧メディアを特に研究してきました。

最近の研究には、福島における災害復旧でコミュニティの物語ネッ

トワークが果たす役割やソーシャルメディアにおけるクロスレベル

のコミュニケーションフローが持つ意味合いなどがあります。

心を守り修復する
「私たち」の場所を探して
　私の専門は臨床心理学です。その中でも、精神分析的なオリエ

ンテーションの心理療法を中心とし、臨床実践を通した研究に力

を入れています。現在取り組んでいるのは主に３テーマです。一つ

目は、愛着理論に基盤を持つメンタライゼーションとそれに基づい

た心理療法、心理教育プログラムです。二つ目は、児童、特に発達

障害やそれによるトラウマを二次的に抱えた子どもたちへの心理

療法、グループプログラム、家族支援です。そして三つ目は、グループ、

組織そして社会に連なる「社会の無意識」の研究です。騒乱の時

代の心の安全空間を作り出していく叡智をともに探しましょう。

西村 馨
上級准教授

教員メッセージ

博 士 後 期 課 程（Ph.D）

専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、
またはその他の高度に専門的な業務に従事するのに
必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養います。
取得できる学位は、博士（学術）です。

出願に際してのご注意
　理学専攻に入学を希望する場合には、
入学後の研究・実験環境を確認するため、
本学オープンキャンパスなどの機会を利用
して本学の施設・設備の見学や、研究内容
について事前に関係教員にお問い合わせ
いただくことをお勧めしています。

◆ 課程修了の要件
　学生は指導教授の定める方針に従い、「特別専門研究」（３科目６単位）を履修し、指導教授（及び同教授の指導によ
り他の教授）の指導を受け、研究を行います。毎年度末に、年次研究報告を提出します。研究科において定める博士候
補資格試験に合格し、博士候補資格認定を受けます。博士候補資格取得後、少なくとも３学期間所定の研究指導を受
けます。学生は学位論文を提出し、学識の認定のための試験を受けます。論文は審査委員会により審査され合否が決定
されます。標準修業年限は３年です。

◆ 分野別研究指導領域
　１研究科１専攻とすることにより、高度の専門性と学際的・学融合的視点をともに備えた人材の育成を目指します。研
究指導領域は、１専攻の下に「心理・教育学」「公共政策・社会研究」「比較文化」「理学」が設置されています。

◆ 学位取得までの流れ

１年次

２年次 １学期以降

３年次 最終学期以降

１学期

２学期

３学期

入学式・オリエンテーション（履修説明会）［入学時研究計画書］提出

［博士候補資格試験予備申請書］提出

［年次研究報告書］提出（毎年度）

［博士候補資格試験］申請・受験４科目、合計３回まで受験可能 → 博士候補資格認定

［博士学位論文計画書］提出

［博士論文の最終草稿（内容として完成されたもの）］提出

［博士学位請求論文・要旨］提出（博士候補資格認定から５年以内） → 最終試験・合否決定

卒業式・学位授与
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Nan Zheng
Arts and Sciences Program, 
Doctoral Course Student

The pursuit of learning in a 
student-friendly atmosphere

Before studying at ICU, I never thought of bitcoin as a real topic for academic 
research. It was my advisor’s kind leading that brought me into this fantastic field, 
and since then I could not stop. Now I continue my topic in the Ph.D. program at 
ICU. Here, I always feel being motivated and inspired by knowledgeable professors 
and friendly international students. Research-topic-oriented graduate courses and 
the small-class style well facilitate students’ study. I enjoy such a student-friendly 
atmosphere and look forward to obtaining a post-doctoral position in the near 
future.

新谷 万智
博士前期課程　心理・教育学専攻（5年プログラム生）
2019年3月修了
2019年8月よりColorado Col legeにてCultural 
Programs Coordinatorとして勤務予定

先生方にいろいろな面から
支えていただきました

　ICUは全体的に規模が小さく先生との距離も近いですが、大学院ではさら
にきめ細かい指導を受けることができ、必要な場合にはいつでも相談に乗っ
てもらえる環境があります。私は大学院に進学すると同時に寮生活を始めた
ため私生活でも慣れない点が多かったのですが、先生には学問のみならず精
神的にも支えていただき、その結果5年間で卒業することができたと思います。

三宅 利智
PHILIPS Japan勤務
博士前期課程　2018年3月修了

行政研究 ×医療の道へ

　PHILIPS Japanで働いています。現在は、MRIやCTといった弊社の大型医
療装置のサプライチェーンを管理する部に所属しています。
職を探す上で大切にしていたのが、マタイによる福音書25章34-40節でした。
主に仕え、人に奉仕できる職を探す中で導かれたのが、医療業界でした。
ICUでは研究対象であった行政が、今は私のお客様です。昨年、都立病院の
プロジェクトに参加し「医療行政」の現場に立ち会えたことで、西尾先生の下
で学んでいた「行政官の責任構造」や「都政」の内容を肌で感じて理解できた
のは大きな収穫でした。

Shook Yee Leong

Working at UNHCR Malaysia
Master ’s Course Student
Former Rotary Peace Fel low
Graduated in June 2017

A valuable and fruitful journey 
of learning

After my graduating from ICU with a Masters of Arts in Peace Studies in 2017, I 
started working as an Education Associate at UNHCR Malaysia. 
I grateful for the privilege to work with community based refugee learning centres 
in Malaysia while conducting my research for my Master’s thesis. Through the 
research, I had gained invaluable knowledge and understanding of the educational 
experiences of urban refugee children in Malaysia. I believe that the knowledge and 
experiences gained while studying at ICU had helped me tremendously in my 
current work to provide quality education to refugee children.

秋山 すみれ
博士前期課程　比較文化専攻
2019年3月修了
ICU大学院博士後期課程に進学

個性の活かせる空間・
学域を超えた研究機関

　ICU大学院の博士前期課程では、三島由紀夫作品における「狂気」と「エロ
ティシズム」の関係性に着目して研究に取り組みました。論文執筆においては
様々な分野の先生方と先輩方からのご助言をいただき、自身の研究対象を
多角的な視点から見つめることができました。ICUでは自ら進み出れば、先生
や学生との交流を通して、グローバルな思考が培われ、自身の世界を広げる
ことができます。引き続き博士後期課程においても、日々の出会いを大切にし
て研究に取り組んで参りたいと思います。

Matteo Mol iner is
Publ ic Pol icy and Socia l  Research Program, 
Master ’s Course Student

A unique and fascinating 
educational environment

As part of the Public Policy and Social Research programme, I decided to major in 
Public Economics. I picked this program because it seemed to offer the perfect 
balance between Economics, Public Policy and Public Administration.               
I think ICU provides a unique educational environment, where international and 
Japanese students have a chance to meet and create a special bond. ICU 
professors have lived, studied and worked all over the world, and their international 
background really translates in their way of teaching. 
I would recommend it to anyone who wants to study in Tokyo, but who prefers a 
slow-pace lifestyle.

学 生 の声
ICU大学院で学ぶ学生の声を紹介します。

◆ 修了生の声

専門性に加え、幅広い教養が土台にあるからこそ、あらゆる分野で活躍できる

みなさんは大学院を修了後、どのようなキャリアプランを描いていますか？ICUでは、就職支援を広い意味での教育の一環としてとらえ、
画一的な社会風潮に流されることなく、学生が自らの適性を活かし社会に貢献できる職業を選択できるよう、国籍の違いを問わず、
一人ひとりのニーズに向き合い決め細やかな進路支援を行っています。そのため、大学院修了生の就職も教育・研究機関を中心に多方面にわたっています。

進 路について

◆ 主な進路
グローバル企業 | 国際機関・非営利団体 | メディア関連 | 技術者・研究職 | 教職員・公務員　等

◆ 過去の分野別進路先 （2017年度修了生） ◆ 主要就職先・進学先 （2017年度）

教育
（職員を含む）

公務員

一般企業等
（フリーランスを含む）

その他

進学

非営利
団体等

高島屋　
Danske Bank
ラック一級建築士事務所
アスカコーポレーション
フェリス女学院大学
Z会
London Metropolitan University

公益財団法人 日本財団
The Female Voice

Ministry of Education, Namibia
東京大学
武蔵大学
国際基督教大学
Cairo University
United States Department of State
テンプル大学ジャパンキャンパス

Department of Small Business Development
Hebei Local Taxation Bureau
Bangladesh Army
国土交通省（航空保安大学校）
Xi'an Municipal Industry and Information 
Committee

上海交通大学 外国語学院　外国語言文学

一般企業等
フィリップス・ジャパン
インテージテクノスフィア
Bespin　Global
キャスタリア
日立情報通信エンジニアリング
NTTデータSMS
エリクソン・ジャパン
ジーニー
非営利団体
独立行政法人 石油天然ガス・
金属鉱物資源機構（JOGMEC）
公益財団法人　青年海外協力協会
教員
Tianjin University of Finance and 
Economics Pearl River College
国立音楽大学附属中学校高等学校
神田外語大学
開成学園　大宮中学・高等学校
Teach for Australia
Ministry of Education and Vocational Training
公務
Ministry of Education and Sports, Laos
LGU, General Santos City
Northeast China Energy Regulatory Bureau of 
National Energy Administration
中国国家知識産権局
Civil Service Commission
Philippine Center for Postharvest
Development and Mechanization(PHilMech)
進学
国際基督教大学  アーツ・サイエンス研究科
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充実した奨学金・奨励金制度を設け、
金銭面の負担を軽減して研究をサポート。

奨 学 金・奨 励 金

TA制度

Teach ing  Ass i s tan tとして授業の補助をすることにより、教員から直に
教育方法等を学びながら、報酬を得られます。奨学金と並び、大学院生
の研究活動を経済的にサポートするシステムです。

　国際基督教大学は「神と人とに奉仕する」ことを理念として、三つの使命である国際性への使命、キリスト教への使命、学問への使命を掲げて、学問分野間の境界を超えたリベラ
ルアーツ教育を実践している。本大学院は、これら三つの使命に基づき、学部で養われた学術知識の上に、諸分野の研究を通じて教育・研究両面におけるさらなる発展を目的とし
て設置された。大学院は、日本語と英語のバイリンガル教育を基礎に、世界と日本を結ぶ架け橋としての役割を担う高い専門性を備えた指導的人材を育成するため、専門分野の
知識に加え、主体的研究能力や問題解決能力を備えた学生を求めている。このような学生を受け入れるために、入学選考においては4月入学と9月入学の制度を設けており、日本
語または英語で提出される書類の精査（書類選考）および十分な時間をかけた面接を行うことによって、入学志願者の学問的資質や適性、関心や意欲を多角的に評価し判定する。

入学者受け入れの方針（アドミッションポリシー）

4月入学秋季選考

https://www.icu.ac.jp/admissions/gs/index.html

入学手続きや募集要項についてはこちら

入 学 選 考 概 要

2020年度入学選考日程

専　攻 授業料 施設費 合　計

心理・教育学

公共政策・社会研究

比較文化

理　学

研究科 定　員

アーツ・サイエンス研究科

年　額

年　額

各学期

各学期

906,000円

906,000円

302,000円

302,000円

459,000円

345,000円

153,000円

115,000円

1,365,000円

1,251,000円

455,000円

417,000円

28名

30名

17名

9名

専　攻

アーツ・サイエンス
年　額

各学期

授業料

420,000円

140,000円

施設費

345,000円

115,000円

合　計

765,000円

255,000円

研究科

アーツ・サイエンス研究科

定　員

20名

博士後期課程（Ph.D.）

博士前期課程（MA）

2020年度募集人員・学費

入学金

本科学生 

300,000円※

研究生

150,000円

9月入学選考

第一次選考（書類選考）結果通知

2020年4月17日（予定）

第二次選考（面接試験）※予備日あり

2020年4月21日（予定）

合格発表

2020年5月15日（予定）

出願受付期間（オンライン出願フォーム提出及び検定料支払い）

2020年2月17日～ 3月11日

郵送提出による出願書類締切

2020年3月13日必着

4月入学春季選考 

第一次選考（書類選考）結果通知

2020年1月30日

第二次選考（面接試験）※予備日あり

2020年2月4日

合格発表

2020年2月18日

出願受付期間（オンライン出願フォーム提出及び検定料支払い）

2019年11月29日～ 12月11日

郵送提出による出願書類締切

2019年12月13日必着

第一次選考（書類選考）結果通知

2019年9月27日

第二次選考（面接試験）※予備日あり

2019年10月1日

合格発表

2019年10月15日

出願受付期間（オンライン出願フォーム提出及び検定料支払い）

2019年8月14日～ 8月28日

郵送提出による出願書類締切

2019年8月30日必着

　博士前期課程の新入生を対象とし、入学選考出願時にのみ応募を受け付けて選
考を行い、選考結果を合格発表時に通知します。採用されると入学時第1学期目の
授業料および施設費が給付されます。これにより入学時の納付金は入学金のみとな
ります。

● ICUトーチリレー大学院新入学生奨学金

　博士前期課程の在学生（原則、日本国籍の学生）を対象とし、毎年冬学期に募集
と選考を行います。採用されると、年間授業料および施設費の1/3が給付されます。
標準修業年限内に一度のみ応募できます。

● ICUトーチリレー在学生奨学金

　博士前期課程本科学生の外国人留学生のための奨学金です。学業成績、経済的
必要度などに基づく選考を経て、年間授業料および施設費の1/3相当額が減免されます。

● 外国人留学生奨学金

外国籍博士前期課程学生対象

　学会において研究発表をする大学院学生に対して標準修業年限内につき博士前
期課程は2回・博士後期課程は3回まで、1回あたり3万円を支給します。学会に行くこ
とで学外の専門家からもフィードバックを得ることができ、研究に深みをもたせること
ができます。

● 大学院学生学会研究発表奨励金

博士前期・後期課程対象

　博士後期課程に在学する学生を対象に、研究活動の支援を目的に年額127,000
円を支給します。1学年度につき1回で、標準修業年限内に3回まで受給できます。

● 大学院博士後期課程学生研究奨励金

博士後期課程対象

　経済援助の必要が認められる学生を対象とし、大学の保証のもと提携銀行より融
資を受け、授業料および施設費に充当するものです。融資限度額は年間授業料およ
び施設費相当額（入学初年度の第1学期は融資対象外）。在学中の利子は大学が負
担し、返済は最初の契約から20年で行います。

● ICU奨学融資制度

　独立行政法人日本学生支援機構より貸与される奨学金です。貸与期間は修了時
までの最短修業年限内とし、奨学金は原則として修了時より20年以内（貸与総額に
よって異なる）に返還します。貸与月額は入学年度によって異なりますが、2018年度
入学者の場合は下記の通りです。

● 日本学生支援機構奨学金

博士前期課程

第一種（無利子） 

50,000円

第二種（有利子）

88,000円

80,000円 122,000円博士後期課程
50,000円～ 150,000円

　国際基督教大学では国費外国人留学生を受け入れています。授
業料・施設費の全額および毎月の生活費が支給される奨学金を希望
する方には、日本政府（文部科学省）奨学金をお勧めしています。なお、
この奨学金は、標準修業年限内（修士2年、博士3年）に課程を修了す
ることが求められています。

詳細は下記リンクをご確認下さい。
［日本語］
日本留学奨学金パンフレット2018-2019　
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html

［英　語］
Pamphlet "Scholarships for International Students in Japan 2018-2019"
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html

留学生対象「日本政府（文部科学省）奨学金」

　選考方法や一般的な質問に関しては大学院事務グループに
お問い合わせください。

　博士前期課程の学生に学業成績と経済的必要度を考慮した上で、年度毎に年間
授業料および施設費の1/3を給付します。入学前と在学中に1度ずつ応募のチャンス
があります。給付期間はそれぞれ1年間です。

博士前期課程対象 博士前期・後期課程対象

◆ 給付奨学金 返済の義務はありません ◆ 貸与奨学金

2019年7月20日（土）・8月10日（土）・8月17日（土）

2019年5月25日（土）、10月26日（土）

2020年3月20日（金・祝）オープンキャンパス

大学院進学相談会

※ICUで学士の学位を取得した方は150,000円。修士の学位を取得した方は免除（ただし修士学位取得後5年を経た方は除く）。


