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実践力や学識を養う

福祉開発論

明石 留美子 教授＊

社会学部社会福祉学科は90 年、大学院社会福祉学専攻は、文
学研究科社会福祉学専攻として発足してから50 年を超える伝統を誇
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医療ソーシャルワークの支援対象と

社会保障の理論と政策について、法学、
経済学から研究する。EU やILO 等の

の広範なニーズに応えるため、さまざまなカリキュラム改革を実施してき

るために有用な方法について学ぶ。

いる。当事者団体との共同研究から、

て、体系的に理解し、理論的考察がで

国際機関の社会保障政策から国際社

当事者参加型調査のあり方について
も研究する。

きるようになることを目標に、学修を進
めていく。

力を含め、国際社会保障論を研究する。

ソーシャルワーク論

公的扶助論

博士前期課程では多分野にわたる講義科目を配置して、学生の要
社会福祉原論

求に応え、現実の社会福祉課題に対応できる能力を養うことを目標とし
ています。また、博士後期課程では自立した研究能力の養成と、高度
の専門的実践力を養うことに重点が置かれ、博士論文の作成に向け
た指導が行われます。なお、首都圏の社会福祉学専攻博士前期課

武川 正吾 教授
社会福祉学専攻主任

程を有する13 大学の大学院は、委託聴講生を交換し合う「単位互換制度」を実施しており、本
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多様で複雑な困難を抱える子どもと家族の、
良き支援者であるための基礎を固める
児童養護施設で暮らす子どもたちは、
どのような理由から親元に戻ることができないのか。また子ど
もたちとその家族に必要な支援とは何か。学部生時代の実習で強い関心と更なる疑問を持った私
は、博士前期課程への進学を決意し、施設ではなく家庭で暮らすために求められるソーシャルワー
ク支援についての研究を進めました。研究テーマは「虐待等による親子分離後における『家族再

博後

貧困・低所得者福祉に関わる日本、お

社会福祉実践の背景となる「福祉国

よび諸外国の理論の変遷と内容を学

家の社会政策」について、国際比較の

立たせている原理は何かといった本源
的な問いにこたえる理論を探求し、時
代に求められる社会福祉学を構想する。

ルワーク実践を支える価値の生成、
価値の具現化について探究する。

ぶ。また、生活保護制度、生活困窮者
自立支援制度の動向を分析し、今後
のあり方を検討していく。

観点も交えながら、理論と現実を探求
する。欧米諸国だけでなく日本・東ア
ジアも視野に入れる。

社会起業論

社会福祉調査論

高齢者福祉論

ソーシャルワーク論
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金 圓景 准教授＊
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社会福祉実践とスピリチュアルケアの
関係性を学ぶ。また、その研究方法論
としての質的研究をグラウンデッド・
アプローチを中心に学ぶ。

福祉や社会政策と民間組織（NPO や
営利企業）のかかわりを検討する。特
に、転換期の福祉国家における、社会
的包摂にかかわる組織について社会
学的観点から多角的に分析する。

社会福祉学・研究において必須の社
会福祉調査の基礎理論について学ぶ
ことを目標とする。理論なき実証（調
査）は盲目であり、実証なき理論は空
虚である。この理論と実証の関係を視
野に入れて学んでいく。

超高齢社会における高齢者の暮らし
や課題について社会福祉学的観点か
ら多角的に検討し、高齢者を取り巻く
個人的・社会的な背景などについて
関連理論・実践から学修する。

ソーシャルワーク論

特別支援教育論

精神保健福祉論

ソーシャルワーク論

榊原

美樹 准教授＊

博前

メゾ・マクロ領域のソーシャルワーク
について、特に地域福祉計画とプログ
ラム評価に焦点をあて、理論・実践の
両面から学修する。

高倉

誠一 准教授＊

博前

障害のある子どもに加え、不登校など
特別なニーズをもつ子どもを対象に、
この子たちを教育の場でいかに主体
的存在とするかという視座から、教育
的支援を巡る課題について検討する。

平澤

恵美 准教授＊

博前

宮﨑

精神保健福祉における専門職として
の業務・権利擁護の範囲・包括的な
援助・多職種連携とチームアプローチ
に焦点をあて、精神障がいのある人々
に対する支援の体系について学ぶ。

理 准教授＊

博前

ミクロレベルのソーシャルワークに係
る個人の経験と社会的排除・抑圧の
構造的障壁の関係を分析し、国際的・
学際的な視野からクリティカルなソー
シャルワークの理論と実践を探求する。

児童福祉論

三輪

清子 准教授＊

博前

児童福祉、特に社会的養育に重点を

インタビュー
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ように連結するのか、そして、ソーシャ

l博士後期課程

http://soc.meijigakuin.ac.jp/gakuin̲hukusi/

新保 美香 教授＊

ソーシャルワークの理論と実践をどの

現代社会あるいは国際社会において複合的に発生する多様な形態からなる社会問題に対して、研究課題
力を養成する。

博後

社会政策論
博前

会福祉はなぜ必要か、社会福祉を成り

シャルワークの視点から人間全般に対する深い教養と総合的な捉え方のできる人材を養成する。

を設定し、社会福祉学に関する各専門領域の学問研究を深耕しながら社会に貢献できる自立した研究能

久保 美紀 教授＊

博前

会保障協定、途上国への社会開発協

人や社会をいかに理解・認識するか、
社

れたリカレント教育体制を整え、多様な学生を受け入れています。

多様な社会問題を抱える現実社会に対応するため、社会福祉学の体系的な学修を通して研究課題を設定

研究者情報

置く。また里親養育についても学び、
子どもの思いや子どもの声を反映させ
た社会的養育体制をどのようにして
構築していくことができるのか探る。

ピックアップ

ソーシャルワーカーのためのリカレント教育

http://gyoseki.meiji
教員の学位・業績
給付型奨励金制度
8431498̲

リカレント教育とは、主に学校教育を終えた社会人が大学等の教育機関を利用する教育のことです。社会

社会学研究科（社会学専攻・社会福祉

福祉学専攻では、2008 年度より、前期課程・後期課程ともに、現職ソーシャルワーカーのためのリカレント

学専攻）には給付型学生研究奨励金制度

統合』支援に関する一考察」で、多種多様な理由から社会的養護を必要とする子どもたちの「最

教育体制を導入しました。実際に社会福祉の現場で働きながら学べるように、入試、開講時限などでのサポー

があります。この制度には、社会学研究科博

善の利益」を保障する方法の一つとして、
「家族再統合」支援のあり方を模索しました。実際の支

ト体制を整えています。

士前期課程の新入生を対象とし、10 名を上

援現場へ調査のために足を運び実践に触れたことは貴重な経験です。また、研究過程ではソー

ⅰ）入試についてのサポート体制
一定の年数以上の現場経験がある方に関しては「論文」と「口述試験」のみで受験が可能です。＊
ⅱ）開講時限でのサポート体制

限として選考の上、支給する第1種奨励金（1

シャルワークの視点から歴史や理論について議論を深め、現代社会における価値や倫理を再考
しながら、具現化していく思考力を大きく培ったと考えています。現在私は、児童相談所に勤め、児
童福祉司として子どもたちやその家族の支援をする仕事をしています。多様なニーズに応えていく困
難な仕事ですが、大学院で得た貴重な学びと経験を元に、社会正義の実現に向け励んでいます。
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大瀧 敦子 教授＊

なる生活課題とそれを持つ人につい

し、社会福祉学に関する高度で専門的かつ科学的な思考方法と知識および技術を修得すると共に、ソー

社会福祉学専攻 博士前期課程
2021 年 3 月修了

博後

社会保障論
博前

障害福祉領域を中心に、当事者主体

l博士前期課程

広瀬 正太

医療福祉論
博前

の社会福祉支援とは何かを追究して

人材養成上の目的・教育目標

http://soc.meijigakuin.
ac.jp/gakuin_hukusi/

博士後期課程の研究指導

新たな社会福祉支援が必要となる国

博士後期課程

オリジナルサイト

博後

内外の課題を理解し、支援を開発す

このように前・後期課程において、社会福祉の現場におけるソーシャルワーク実践を視野に入
博士前期課程

茨木 尚子 教授＊

博士前期課程の研究指導

ります。21 世紀を迎えて、社会福祉学専攻はわが国の社会福祉領域

専攻の大学院生も他大学院の授業を受講できます。
修士課程

博前

社会福祉運営管理論
博前

ました。

社会福祉学
専攻

＊研究指導教員

社会学研究科

高度の専門職や自立した研究者としての

人 25 万円）
と、博士前期課程の在籍者、博
士後期課程の新入生および在籍者を対象と

社会人が履修しやすいよう、必修の「社会福祉原論研究」と「ソーシャルワーク論研究」は６時限（ 18：40 〜）に設定しています。さら
に全教員が、夜間と土曜日の授業をローテーションで受け持っています。
ⅲ）2 年分の学費で 3 年学べるコース（博士前期課程）

し、15 名を上限として選考の上、支給する第

＊本学の卒業生の方は「口述試験」のみで受験可能な方式もあります。

は、大学院事務室までお問い合わせください。

働いているなどの理由で、2 年間での修士論文提出が困難な学生に対し、学費 2 年分で 3 年通えるコースも設置しています。

2 種奨励金（1 人 15 万円）があります。詳しく

※各授業の詳細はホームページのシラバスをご覧ください。
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