
東洋大学大学院
ライフデザイン学研究科
Graduate School of Human Life Design

■生活支援学専攻【修士課程】昼夜開講制
■健康スポーツ学専攻【修士課程】昼夜開講制
■ヒューマンライフ学専攻【博士後期課程】昼夜開講制
■人間環境デザイン専攻【博士前期・後期課程】昼間開講制

大学院入学試験要項・出願はこちら
　  http://www.toyo.ac.jp/site/gs/93559.html



望ましいライフ（生命・生活・人生）の創造と
人々のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）の向上を目指して

　少子高齢化やグローバル化を背景として、年齢や健康状態、言語・文化、

価値観などが多様な人々の暮らす現代社会では、社会福祉が対処すべき

社会問題も複雑化・多様化しています。生活者レベルでも、それぞれが

生きづらさ、生きにくさを抱えながら生活しています。本研究科は、人々

の生きる生活の「現場」を常に問題関心の中心とし、生活に密着した、

福祉・子育て・健康とスポーツ・ユニバーサルデザインの考え方を基本

とした居住環境やモノのデザイン、の大きく４つを専門領域としています。

また、現場における複合的な社会問題への高度な解決能力を育成するため、

既存学問領域に囚われない領域横断的なカリキュラムを特徴としています。
ライフデザイン学研究科長　大迫　正文

ライフデザイン学研究科の構成

生活支援学専攻【修士課程】 健康スポーツ学専攻【修士課程】 人間環境デザイン専攻

ヒューマンライフ学専攻【博士後期課程】

高齢者、障害者、子どもおよびその家庭・
地域への支援を担う、高度専門職業人を養
成する

スポーツや健康政策を介した多様な人々の
健康増進と健康寿命延伸を担う、高度専門
職業人を養成する 【博士前期課程】

ユニバーサルデザインの考え方を基本に、
利用者中心の環境やものづくりのデザイン
を担う高度専門職業人を養成する

【博士後期課程】
人間環境デザイン学分野における研究者、
教育者、卓越した実務家を養成する

高齢者・障害者支援学

子ども支援学

応用健康科学

スポーツ科学

身体教育学

生活支援学分野および健康スポーツ学分野における研究をさらに深め、各分野の研究者、
教育者、卓越した実務家を養成する

高齢者・障害者支援学

子ども支援学

健康スポーツ学

建築・環境デザイン

道具・機器デザイン

製品・情報デザイン

学位：修士（社会福祉学） または
　　　修士（保育学）

学位：博士（社会福祉学）または博士（健康スポーツ学）

学位：修士（健康スポーツ学）

学位：修士（人間環境デザイン学）

学位：博士（人間環境デザイン学）



生活支援学専攻 【修士課程】

健康スポーツ学専攻 【修士課程】
　応用健康科学、スポーツ科学、および身体教育学の複数分野から、
健康とスポーツに関わる事象にアプローチします。各分野の専門性を
高めつつも複数分野で協働し合い、年齢や性別、障がいの有無など様々
なバックグラウンドを持つ人々の健康増進に寄与すべく研究を行います。
高度な専門知識と分析力を有し、文化としてのスポーツの興隆も求め
ながら、広い視野でデータ等による状況把握と課題発見－健康プログ
ラムの立案－実施という一連のプロセスを遂行できる能力を身につけ
た専門的職業人やそれを支える研究者を養成します。

　健康づくり事業などにおける人々の健康増進のための社会システム
構築、運動負荷試験、筋肉量などのデータ解析による健康度合いの把
握を踏まえた運動処方、アダプティッド・スポーツの指導法、コンデ
ィショニング・トレーニング、アスリート・サポート、学校教育にお
ける保健体育科教育、養護教育、身体文化論、そして、解剖学および
生理学による人体構造と機能の把握など、各専門分野の特性に応じ、
フィールドワークやアクティブラーニング、学内実験設備を使用した
演習を重点的に取り入れた教育研究を展開します。

　本専攻は、「高齢者・障害者への福祉」と「子どもへの福祉・保育」
の２つの専門領域に対応し、高齢者・障害者支援学コースと子ども支
援学コースの２コースで構成しています。教育においては、福祉・保
育現場での高度な実践能力を養うため、学外へのフィールドワークや
参与型研究を積極的に取り入れます。また、コース横断的な履修が可
能なカリキュラムや、各領域の院生および教員との情報交換・指導の
機会を専攻内で積極的に設けることによって、広い視野から現場の問
題解決に挑む、福祉・保育領域の高度専門職業人を養成します。

【コースについて】

●高齢者・障害者支援学コース
　医療福祉、介護、地域のNPO活動などの各分野で、高度な実践能力
を発揮する専門家を養成します。
●子ども支援学コース
　保育士や幼稚園教諭、児童養護施設職員などとして高度な実践能力
を発揮する専門家を養成します。

【教員紹介】

【教員紹介】

教員名 テーマ

教員名 テーマ

教員名 テーマ

教員名 テーマ

教員名 テーマ

 高齢者・障害者支援学

稲沢　公一
是枝　喜代治
山本　美香

吉浦　輪

吉田　光爾
渡辺　裕美
的場　智子

八木　裕子

 子ども支援学

内田　千春

嶋崎　博嗣
杉田　記代子
鈴木　崇之
高橋　直美
中原　美惠
南野　奈津子
内田　塔子
高橋　健介
高山　静子

理論福祉学、精神保健福祉論
障害者福祉、特別支援教育、学校ソーシャルワーク
居住福祉論、地域福祉論（小地域福祉活動）
医療福祉、社会福祉援助論、多職種連携協働論（IPC/IPE）、多重問
題家族アプローチ
精神保健福祉論、訪問（アウトリーチ）支援、プログラム評価
介護福祉、要援護高齢者への介護支援方法論、24時間ホームケア
患者団体、当事者組織、Self-Help
介護福祉学、災害介護、 訪問介護、介護福祉教育、ソーシャルケア
ワーク

発達心理学、教育学、保育学、保育者の専門性、多文化教育･保育、
多文化共生
幼児健康学、幼小児の運動教育、幼小児の健康教育
小児科学、発達神経学、脳科学に基づいた発達支援
子ども家庭福祉
宮沢賢治、昔話、日本近代文学
心理発達支援論、子育て支援における心理教育
児童家庭ソーシャルワーク、多文化ソーシャルワーク
子どもの権利論、子どもにやさしいまち、子ども施策の評価・検証
幼児教育、子どもの遊び、保育の質
保育学、保育者の専門性、保育者の養成・研修、保育内容

 応用健康科学

大迫　正文
神野　宏司
齊藤　恭平

 スポーツ科学

鈴木　哲郎
古川　覚
金子　元彦

 身体教育学

淺間　正通

岩本　紗由美

内山　有子
木内　明
鈴木　智子
平野　智之

骨および軟骨に関する解剖・組織学的研究
公衆衛生学、健康増進科学
ヘルスプロモーション（地域の健康づくり活動支援）

運動生理学（筋・腱組織学、運動と血液成分、運動処方）
健康増進のためのトレーニング科学
障害者スポーツ指導、アダプティッド・スポーツ

情報社会学
アスレティックトレーニング学（コンディショニング、コンディショ
ニング学）
学校保健論
東洋に伝わる身体観・健康観
エアロビクス論
体育科教育学



【教員紹介】

【教員紹介】

ヒューマンライフ学専攻 【博士後期課程】
　本専攻は生活支援学専攻および健康スポーツ学専攻を基礎とします。
福祉・保育・健康スポーツという、子どもから高齢者、障害者など多様
な生活者の生活、すなわち「ヒューマンライフ」分野における実践的課
題を、国際的かつ学際的な見地から研究し、課題解決のための新たな概
念モデルと方法論を構築・提示することができる研究者、ならびにその
成果を各分野の専門従事者に還元する教育者を養成します。カリキュラ
ムにおいては、各領域の高度な専門知識・研究手法、および英語による
プレゼンテーション技法を教授する科目を配置し、学生が関連諸科学に
おける実験・調査・研究方法に習熟し、研究者として自立して国内外で
活躍できる能力を養います。キャリアアップを目指して入学される、福
祉・保育・健康スポーツの各関連領域の専門職や、専門職養成機関にお
いて教員として働く方々を歓迎します。現場における実践上の問題を解
決したいという学生の関心に応えるため、研究指導においては、臨床的
知見を学位論文にまとめるための研究手法の教授のほか、現場での高度
な実践力・指導力を養う教育を行い、問題解決指向型の臨床研究能力の
醸成を図ります。

人 間環境デザイン専攻 【博士前期・後期課程】
　本専攻は「建築・環境デザイン」、「道具・機器デザイン」、「製品・情
報デザイン」の３コースで構成されています。それぞれの専門領域につ
いて深く学ぶとともに、近接する他分野への横断的な視点を持ち、総合
的に問題をとらえ、利用者中心の環境やものづくりをデザインする「人
間環境デザイン学」の専門家の養成を目指しています。インターンシッ
プ科目など、国際的、学際的な教育研究を展開し、キャリアプランに応
じたカリキュラムを展開します。

　博士前期課程では、専門性の深化や包括的視点の修得を目指し、高度
な知識・技術と実践的課題の解決手法を学ぶ講義、演習科目を配置する
ほか、企業や行政等との協働も行います。一級建築士受験に際しては、
就学年数を実務経験年数に換算するためのインターンシップ科目も整備し、
キャリアプランに応じたカリキュラムを構成します。
　博士後期課程では、自立した研究活動や高度な専門的業務の従事に必
要な、学識・研究活動能力や学位を取得できる研究指導体制を構築します。
　課程修了後に、デザイン事務所、企業のデザイン部門、公設研究所、
医療機関、行政などの各機関で高度な専門性を発揮できる人材、あるい
は大学や研究機関の研究者、企
業などにおける企画やコンサル
タント、コーディネートに携わ
る人材の養成を目指しています。

教員名 テーマ

教員名 テーマ

教員名 テーマ

教員名 テーマ

教員名 テーマ

教員名 テーマ

 高齢者・障害者支援学

稲沢　公一
是枝　喜代治

吉浦　輪

吉田　光爾
渡辺　裕美

 子ども支援学

内田　千春

杉田　記代子

 健康スポーツ学

淺間　正通
大迫　正文
神野　宏司
齊藤　恭平

理論福祉学、精神保健福祉論
障害者福祉、特別支援教育、学校ソーシャルワーク
医療福祉、社会福祉援助論、多職種連携協働論（IPC/IPE）、多重
問題家族アプローチ
精神保健福祉論、訪問（アウトリーチ）支援、プログラム評価
介護福祉、要援護高齢者への介護支援方法論、24時間ホームケア

発達心理学、教育学、保育学、保育者の専門性、多文化教育･保育、
多文化共生
小児科学、発達神経学、脳科学に基づいた発達支援

情報社会学
骨および軟骨に関する解剖・組織学的研究
公衆衛生学、健康増進科学
ヘルスプロモーション（地域の健康づくり活動支援）

 建築・環境デザイン

内田　祥士

櫻井　義夫
水村　容子
菅原　麻衣子
仲　綾子
名取　発

 道具・機器デザイン

繁成　剛
高橋　良至
嶺　也守寛

 製品・情報デザイン

奥村　和正
池田　千登勢

柏樹　良

北　真吾

建築設計論、建築技術論、近代日本建築史、量を担った技術を考
える
建築空間構成、都市構成、歴史的街区
住宅計画、住居学、住環境計画
都市計画、まちづくり、農村計画、教育環境計画
子ども環境、建築計画、建築設計
建築構法計画、バリアフリー部品、中国の構法、解体

姿勢保持技術、移動支援機器の開発、障害児用遊具のデザイン
福祉工学、ロボット工学、メカトロニクス
生活支援デザイン、福祉工学

インターフェースデザイン、プロダクトデザイン
ユニバーサルデザイン、プロダクトデザイン
プロダクトデザイン、ファニチャーデザイン、レスポンシブエン
バイロメント
インタラクションデザイン、プロダクトデザイン



【修士課程】 生活支援学専攻／健康スポーツ学専攻
【博士前期課程】 人間環境デザイン専攻 

入学試験 在学（2年間で30単位以上修得） 修了

研究指導

・論文題目に合わせ、指導教
授の指示のもと、基礎科目・
専門科目を履修・単位修得

・修士（社会福祉学）
・修士（保育学）
・修士（健康スポー
ツ学）
・修士（人間環境デ
ザイン学）

演習

・調査、実験等の研究方法論
の修得

・立案した研究計画に基づく
調査、文献研究、実験の実
施と研究成果の取りまとめ

中間報告会
・プレゼンテーションと討論
の実施

講義 修士学位論文
または

特定課題研究論文
の提出

審査
・

最終試験
（口述試験）

【博士後期課程】 ヒューマンライフ学専攻／人間環境デザイン専攻 

入学試験 在学（3年間） 修了

・博士（社会福祉学）
・博士（健康スポー
ツ学）
・博士（人間環境デ
ザイン学）

研究指導
・調査、実験等の研究方法論
の修得

・立案した研究計画に基づく
調査、文献研究、実験の実
施

・収集した研究データの分析
と研究結果の整理、多角的
な考察の展開　

中間報告会
・プレゼンテーションと討論
の実施

博士学位論文
の提出

審査
・

公聴会
・

最終試験
（口述試験）
および
学力試験

・論文題目に合わせ、指導教
授の指示のもと、基礎科目・
専門科目を履修・単位修得

演習

講義

本学学部卒業（見込）者 修士学位授与

四年制大学卒業（見込）
レベルの方

社会人

・一般入試
・外国人留学生入試
・学内推薦入試

・一般入試
・外国人留学生入試

・社会人入試
・一般入試

※学内推薦入試には出願条件
があります。詳細は本学Web
サイトにてご確認ください。

※出願資格は入学試験要項に
てご確認ください。

本学大学院修士・
博士前期課程修了
（見込）者

博士学位授与

大学院修士・
博士前期課程修了
（見込）レベルの方

社会人

・一般入試
・外国人留学生入試
・学内推薦入試

・一般入試
・外国人留学生入試

・社会人入試
・一般入試

※学内推薦入試には出願条件
があります。詳細は本学Web
サイトにてご確認ください。

※出願資格は入学試験要項に
てご確認ください。

入学試験から修了までのイメージ　※出願資格等、入学試験の詳細は「2019入学試験要項」でご確認ください

主な奨学金・助成金等　※下記は一例です。詳細は本学Webサイト等でご確認ください。

各種サポート　※下記は一例です。詳細は本学Webサイト等でご確認ください。

●奨学金・給付型
　東洋大学大学院奨学金（第1種・第2種）、国・地方自治体等連携協定機関からの入学者に対する奨学金
　塩川正十郎奨学金【対象　外国人留学生（在留資格：「留学」）】
●奨学金・貸与型
　日本学生支援機構奨学金（第1種・第2種）、東洋大学教育ローン
●奨励金・給付型
　東洋大学大学院学生研究発表奨励金
●助成型
　井上円了記念研究助成
●減免
　私費留学生授業料減免、東洋大学大学院特別研究員採用者授業料減免

●長期履修制度：修士課程・博士前期課程対象。仕事・育児・介護等の理由で２年間での修了が難しい場合、標準在学年限を３年と
　　　　　　　　することが可能となる制度
●短期修了制度：優れた研究業績を上げた者について、標準修業年限より短い在学期間で修了することができる制度
●留学生向けチューター制度：留学生が日本の風土・社会慣習等に親しみ、大学院での教育研究活動を円滑に進めることをサポート
 する制度
●留学生向け日本語講座：日本語学校講師による論文・レポート指導および添削授業の受講

●修了後の進路

　生活支援学専攻
・保育士、幼稚園教諭
・施設職員　
 など

　健康スポーツ学専攻
・スポーツ健康関連産業
・医療機関　
 など

　人間環境デザイン専攻
・建築関連企業
・設計事務所
・企業の商品開発・企画部門　
 など

●修了後の進路

・研究者
・大学教員 など



アクセスマップ　東洋大学朝霞キャンパス　東武東上線「朝霞台」駅下車、徒歩10分　JR武蔵野線「北朝霞」駅下車、徒歩10分

東洋大学朝霞事務課　TEL. 048-468-6402  URL  http://www.toyo.ac.jp/site/gs/93559.html
●2021年4月に赤羽台キャンパス（東京都北区）へ移転を予定しております。
　詳細は、本学Webサイト（http://www.toyo.ac.jp/site/news/331718.html）をご覧ください。

ライフデザイン学研究科の
入試に関する問い合わせ先

本学出身者※
他大学出身者
本学出身者※
他大学出身者
本学出身者※
他大学出身者
本学出身者※
他大学出身者

入試日程（全専攻・課程共通）

試験科目

納付金（2019年度）※下記の金額は納入予定額のため、変更となる場合があります

入学試験概要／入学時納付金（2019年4月入学）

●一般入試：
　修士課程・博士前期課程……書類選考・小論文・面接
　博士後期課程…………………書類選考・英語・小論文・面接

●社会人入試・外国人留学生入試：
　修士課程・博士前期課程……書類選考・小論文・面接
　博士後期課程…………………書類選考・小論文・面接

●学内推薦入試：
　修士課程・博士前期課程……書類選考・面接
　博士後期課程…………………書類選考・面接

2018年８月試験　

 出願期間 試験日 合格発表日

 2018年 2018年 2018年

 7月17日（火）～7月23日（月） 8月25日（土） 9月5日（水）

2019年２月試験

 出願期間 試験日 合格発表日

 2019年 2019年 2019年

 1月4日（金）～1月10日（木） 2月16日（土） 2月27日（水）

 － 450,000 90,000 － 540,000
 270,000 450,000 90,000 － 810,000
 － 450,000 70,000 － 520,000
 270,000 450,000 70,000 － 790,000
  － 450,000 90,000 70,000 610,000
 270,000 450,000 90,000 70,000 880,000
 － 450,000 70,000 70,000 590,000
 270,000 450,000 70,000 70,000 860,000

研究科 専　攻
入学金 授業料 一般施設

設備資金 実験実習料
学　資

計

ライフ
デザイン学

生活支援学／健康スポーツ学
（修士課程）

ヒューマンライフ学
（博士後期課程）

人間環境デザイン
（博士前期課程）

人間環境デザイン
（博士後期課程）

※本学の学部（通信教育課程・短期大学を除く）から大学院に進学する場合、および本学の大学院修士／博士前期課程から博士後期課程に進学する場合、入学
金は免除となります。
①入学金の納入は初年度のみです。　②納付金は、入学手続時一括納入が原則です。授業料・一般施設設備資金・実験実習料は年２回の分割納入ができます。
③納入した入学金および提出した書類は返還いたしません。　④長期履修学生の納付金等の詳細は本学Webサイトにてご確認ください。

（単位：円）


