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マークはSHOKEIの“S”をモチーフに、未来へ羽ばたく翼をのびやかに表現しています。時代が求める人材育成と教育改革のシンボルとして、
尚絅学院はこのマークとスローガンのもとに心をひとつにし、これからも邁進してまいります。

※本冊子は新型コロナウイルス感染症対策を講じ、撮影を行う他、過去の撮影データにより構成しております。

相談会情報、オープンキャンパス
情報などお届けします。

❶JR仙台駅から
❷仙台南I.Cから

❶JR仙台駅から
❷地下鉄長町南駅から
❸JR南仙台駅から

→ 国道286号を「山形方面」へ
→ 国道286号を「ゆりが丘」へ

→ 西口バスプール8番のりば
→ 3番のりば
→ 西口のりば

約20分
約5分

仙台空港アクセス鉄道「南仙台駅」下車、
西口のりばから、「尚絅学院大前」行きバスに乗り換え 約30分

約40分
約20分
約15分

宮交

尚絅学院大学は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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より高度で先端的な

教育・研究を通じ

社会生活の多様な

問題解決に、果敢に挑む

人間社会の持続に関わる問題を
「こころ」と「からだ」の健康､ 
そして「共生」の視点から捉える

情報やモノにあふれる現代では､ 人間
側の準備が追い付かず､ また度重なる災
害や疫病は社会や技術の脆弱性を衝い
て大きな禍をもたらしています。このよう
な逼迫した諸問題に対処するため､ 大学
院総合人間科学研究科は、人間に直接
関わる問題を「こころ」と「からだ」の健
康､ さらに「人間の共生」という視点から
捉え、健全な人間社会の持続に関わる
諸問題を科学的に研究し、実践に活かす
ことを目標としています。具体的には、学
部教育との発展的な連続性を保つととも
に、社会人入学者には実務経験から得
られた実践的な知識を継続的に補佐し、
それぞれの分野で求められている専門
的・実践的な知識と技術を教授します。

多様な課題解決に必要とされる
Why、What、How の
思考を醸成

本研究科は、学問に対する強い好奇
心と探究心を抱き、常に高い目的意識を
持って諸課題の解決に果敢に挑戦し、そ
れを成し遂げることができる社会性・国
際性豊かな高度専門職業人の育成を目
指しています。キーワードは、Why、What、
Howの思考の醸成です。これはグローバ
ル化する現代社会とそれに伴う人間の諸
活動や社会生活に関わる、多様な問題
や課題解決の上で特に必要とされる能力
です。本研究科では、この点に最も重き
を置いた教育を、効果的に推進していき
ます。また本研究科は、研究者になるた
めの最初の階梯となる基盤的な知識、研
究の作法も教授し、優れた研究者の養成
にも努めます。

東北の地域産業、地域行政、
地域保健等への貢献に寄与

昨今の社会情勢の変化のスピードは目
覚ましく、それに伴い学問諸分野の学際
化の更なる進展が求められています。こ
のような中、本大学院が果たすべき使命
は、人間の生涯にわたる「こころ」と「か
らだ」の健康、さらに「人間の共生」に
関わる、質の向上と知識の整備です。そ
してより高度で先端的な教育・研究を通
じ、今日並びに未来に遭遇するであろう
諸問題に果敢に挑戦し、問題解決に導
ける人材の確保と考えます。これらの人
材が東北地域にとどまり、指導的役割を
担いながら地域産業、地域行政、地域
保健等に貢献することを期待し、その輩
出に努めます。

研究科長
行場 次朗　特任教授
Gyouba Jiro

建学の精神・教育目的

尚絅学院は、1892年アメリカ合衆国のバプテスト派教会が派遣した女性宣教師たちによって創設されま
した。彼女たちは校名の出典である「衣錦尚絅」と、聖書の言葉に示された人間のあり方を建学の精神と
し、内面を豊かに磨き、謙遜な心を持って他者と共に生き、社会に貢献する女性の教育に力を注ぎました。

尚絅学院の教育は、授業や行事などすべての教育活動がキリスト教の精神に基づいています。聖書を
通して愛と奉仕の心を育み、社会の中で「他者と共に生きる」ことを学びます。

このような建学の精神・教育理念を踏まえ、教育目的を学則の第2条で以下のように定めています。「本
大学院は、キリスト教の精神に基づき人格の陶冶をめざし、教育基本法及び学校教育法の規定するとこ
ろに従い、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、精新な学識と研究能力を養うことに
よって、広く文化の向上と人類の福祉に貢献できる人材を育成することを目的とする。」

社会人のための履修環境も整っています

本研究科では、職業を持ちながら学びを深めたい社会人入学者も、専攻する教育課程を全日制の学生
と同じく、全て履修できるよう配慮しています。長期休暇期間や土曜日の開講、その併用による履修での、
必要単位取得が可能です。また、学費総額は同額で在学年数を最大4年間とする「長期履修制度」を設
けています。
※ここでの社会人は、受験時に有職・非有職であるかを問わず、社会経験2年以上の方を対象としています。

健康栄養科学専攻

人間学専攻

心理学専攻
臨床心理学コース

心理行動科学コース
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担当科目：
臨床心理学特論、臨床心理
査定演習、臨床心理実習、
心理実践実習
主な経歴：
東京少年鑑別所・川越少年
刑務所等法務技官、仙台
市いじめ問題専門委員会委
員長
研究分野：
青少年の不適応行動、非
行・犯罪、虐待・いじめ、対話
精神療法

担当科目：
臨床心理面接特論、心理実
践実習、臨床心理実習
主な経歴：
兵庫県特別支援学校主幹
教諭、東北医科薬科大学病
院心理士、障害児施設、保
育園での発達相談、被災者・
高齢者への動作法でのここ
ろのケア
研究分野：
動作療法、箱庭療法、夢分
析、発達障がい児者支援

担当科目：
教育分野に関する理論と支
援の展開、臨床心理学特論、
心理実践実習
主な経歴：
仙台市スクールカウンセラー、
岩手病院心理士、南浜中央
病院心理士、大学附属相談
室相談員
研究分野：
対人恐怖心性、ブリーフ・セ
ラピー、家族療法

担当科目：
心理学研究法特論A、学習
心理学特論
主な経歴：
信州大学人文学部助手、
東北大学大学院情報科学
研究科助手
研究分野：
学習心理学、行動分析学

担当科目：
臨床心理基礎実習、家族心
理学特論、障害者（児）心理
学特論
主な経歴：
東北大学大学院教育学研
究科教授、仙台市教育委員、
放送大学客員教授
研究分野：
生涯発達、家族関係、親子
関係、発達支援、子育て支援

担当科目：
臨床心理基礎実習、心理実
践実習、臨床心理実習
主な経歴：
東北大学病院精神科心理
士、宮城県私立高校スクー
ルカウンセラー、みやぎここ
ろのデザイン教育実行員会

（SCOPE）副委員長
研究分野：
学校メンタルヘルス、認知行
動療法、緩和ケア

担当科目：
発達心理学特論、心理学
研究法特論B
主な経歴：
名取市個人情報保護審査
委員、仙台市保育専門技術
向上支援事業スーパーバイ
ザー
研究分野：
ことばの発達、配慮表現（ポ
ライトネス）、気になる子ども
の社会性発達

担当科目：
臨床心理査定演習、臨床心
理学研究法特論、臨床心理
実習
主な経歴：
仙台市発達相談支援セン
ター心理判定員、宮城県公
立高校SC、東北大学大学
院教育学研究科助教
研究分野：
在住外国人のメンタルヘルス、
災害後の心理支援

教授　

川端　壮康

教授　

田島　裕之

教育の特色

▍研究と実践の融合
それぞれのコースで中心とするところは異なりますが、いずれのコース

でも、学問的なテーマに科学的な研究方法でアプローチしていくという
研究と、現場での実践の両方を重視しています。理論ばかりの頭でっ
かちになるのではなく、また経験一辺倒になるのでもなく、両方をバラ
ンスよく学ぶことで、研究の成果を実践に還元し、また実践の中に研究
のテーマを見出していくという研究と実践の融合を目指しています。

▍多様な現場に対応できる力を養う
現代の心理学が用いられている多様な現場に対応していくために

は、多くの実践を積むことで、現場のノウハウを蓄積していくことと、未
知の現場であっても、既知の知識や理論に基づいて、正しく判断して
行動していくことができる論理的に考える力の両方が必要になってき
ます。演習授業や実習、個別指導などを通して、一人ひとりの学生の
力を引き出していくことを心がけています。

心理学専攻　Psychology　

心理学の知を高め、
社会に役立つ人材を育てる

現代は、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを重視する「心の時代」であるといわ
れます。しかし同時に、ストレス、不安、犯罪、精神疾患等の心の問題が蔓延し、多
くの人がそれに苦しんでいる時代でもあります。学校、職場、家庭といった現代社会の
多様な場面で生じている問題に対処していくためには、豊かな心を持った一人の人間
であるとともに、臨床心理学の知見と技術、幅広い心理学の知識、さらには生物学的
な基礎や社会科学的な素養が必要になってきます。心理学専攻では、他者に寄り添う
こころと科学的手法を武器に、社会に貢献できる人材を養成します。

学部時代に学んだ知識や経験を対人職で活かしたいという思いがあり、
より専門的なスキルを磨くために臨床心理学コースに進学しました。大学
院修了後は、公認心理師・臨床心理士として、主に発達支援や保護者支
援に携わっております。私が院生時代の外部実習で学んだアセスメントや
多職種連携に関しては、日々 の業務の中で活かされていると感じます。また、
会社の専門職主任として、今後は外部連携の一層の強化や、子どもの困
り感にしっかりと寄り添い、子どもや保護者のニーズに応じたより良い療育
の実践に向けて取り組んでいきたいと考えています。

大学院への進学を決断したのは、自分の知識の幅を広げ、仕事に活か
していきたいという思いからでした。多くの方 と々接する仕事でもあったこと
から、心理学の分野を深く学びたくなり、心理行動科学コースに進学しま
した。大学院での学びはコロナ禍という状況もあり、オンライン主体となっ
ておりましたが、遠隔授業形態を活かした講義やディスカッションを通して、
各分野の心理学を幅広く学ぶことができております。研究も思い通りにい
かない時もありますが、先生方にご指導いただきながら修論作成に向けて
実験・研究を進めており充実した日々 を送っています。

担当科目：
社会心理学特論、グループ・
アプローチ特論
主な経歴：
山形少年鑑別所法務教官
兼技官、尚絅学院大学教授、
仙台市防災会議原子力防
災部会委員、岩手県噴火予
知連絡協議会委員、仙台市
学校生活支援巡回相談員
研究分野：
災害後の行動・復興、援助
行動、集団行動

教授　

水田　惠三

心理学専攻主任 
特任教授

行場　次朗

教員紹介

曽我　将斗 さん

臨床心理学コース　2018年度修了
（尚絅学院大学 総合人間科学部
人間心理学科出身）
児童発達支援・放課後等デイサービス
東京エリア専門職主任として勤務

木村　有希 さん

心理行動科学コース
（仙台青葉学院短期大学 在職中）

修了生インタビュー 在学生インタビュー

教授　

三好　敏之

准教授　

渡部　敦子

特任教授　

加藤　道代
准教授　

内田　知宏

講師

一條　玲香

担当科目：
認知心理学特論
主な経歴：
山形大学助教、尚絅学院
大学講師
研究分野：
自伝的記憶、転換的語り直し、
ほめことばの効果

准教授　

池田　和浩

教授　

小泉　嘉子

臨 床 心 理 学コース 心 理 行 動 科 学コース

TOPICS

時代の要請に応える心理専門職を育てる
臨床心理学コースでは、公認心理師及び臨床心理士の受験資格が

取得できます。

臨床心理学コース

臨床心理学コースでは、公認心理師及び臨床心理士の資格取得
を目指し、臨床心理学の基礎的な理論と技術とともに、様々な領域
における心理臨床の理論と実践について学びます。実践力を高める
ため、実習を重視するとともに、理論面での学習や研究にも力を入れ
ています。臨床心理学はもちろんのこと、認知、発達、学習、社会と
いった幅広い専門領域の心理学を学ぶとともに、問題に対して科学
的にアプローチできる研究法も身に付けます。

心理行動科学コース

認知心理学、学習心理学、発達心理学、社会心理学などの実証
的分野を中心とする心理学を幅広く学び、人間の心理や行動につい
て、実験・調査・観察などの科学的方法によって研究するコースです。
現代社会において重要視される、科学的研究法や統計分析のスキル
といった、データに基づいた心理学的研究が可能な高度な専門的知
識を身に付けることで、一般企業をはじめ、国や地方公共団体などで
活躍できる人材を養成します。

心理学専攻臨床心理学コースは、
• 公認心理師の受験資格が取得可能
• 臨床心理士の受験資格が取得可能

Shokei Gakuin University Graduate school

心理学専攻カリキュラム
臨床心理学コース 心理行動科学コース

必
修

臨床心理学特論
臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践）
臨床心理面接特論Ⅱ
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践）
特別研究Ⅰ・Ⅱ　など

心理学総合演習Ⅰ・Ⅱ
特別研究Ⅰ・Ⅱ

選
択

心理学研究法特論A
臨床心理学研究法特論
心理療法特論
犯罪心理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開）
産業・労働分野に関する理論と支援の展開
心の健康教育に関する理論と実践
心理実践実習Ⅰ・Ⅱ
心理実践実習Ⅳ　など

心理学研究法特論A・B
認知心理学特論
学習心理学特論
神経生理学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開）
発達心理学特論
社会心理学特論
グループ・アプローチ特論
障害者（児）心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開）など

修士論文提出（審査）

大学院修了・修士（心理学）

附属の実習棟「臨床心理相談室（ティクヴァ）」

臨床心理相談室「ティクヴァ」

本学大学院の臨床心理学コースの
教員および大学院生が、地域社会の
様々なニーズに対応する、各種相談
業務を実施しています。

担当科目：
神経生理学特論
主な経歴：
九州大学文学部助教授､
東北大学大学院文学研究
科教授､日本学術会議第一
部会員
研究分野：
基礎心理学、実験心理学、
感覚知覚心理学、感性心
理学、認知心理学、人間情
報処理

心理学専攻主任
特任教授　

行場　次朗

※掲載の科目は一例です。



人間学専攻　Humanics　
Shokei Gakuin University Graduate school
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人間の共生に関わる広範な学問、
グローバル社会と地域社会を支える人間の育成

現代はグローバル社会や知識基盤社会と言われます。多様な文化の相互依存と相
互対立が急速に進んでいる社会であり、また新しい知識・技術・情報が文化や社会の
あらゆる領域で活動する際の基盤となる社会です。そのような社会において人間の共
生に関わる解消しがたい問題も様 に々現われ出ています。

人間学専攻は、人間の共生に関わる諸課題を人間の文化性、社会性、歴史性、
また宗教性、倫理性、さらには創造性、協働性という視点から総合的に研究すること
を目指します。これらの研究によって、グローバル社会や知識基盤社会を支え、また構
築しうる人材を養成します。

人間学専攻主任 
教授

目黒　恒夫

教育課程の概要と特色

▍人間の共生を座標軸にしたコースワーク
人間学専攻のカリキュラムは、「特論科目」「演習科目」「研究指導

科目」の三科目区分で構成されています。いずれも人間の共生を座標
軸にして、その諸課題を体系的に履修するコースワークとして設定さ
れています。

▍広範な学問分野に基づいた高度な素養の修得
人間の共生に関わる諸問題は、細分化された単一の学問分野で

対応することが困難になっています。人間学専攻は、宗教学、聖書学、
哲学、倫理学、人間形成学、さらには社会学、経済学、多文化共生
論、地域づくり論など多くの隣接する学問分野から人間の共生に関わ
る諸課題を学際的に研究します。

▍研究能力を高める特別研究
特別研究では、研究倫理の修得、研究課題・研究計画の設定、

先行研究の文献やフィールドワーク、資料の収集、研究ノートの作成
を経て修士論文作成にいたる具体的な研究活動を行います。日常的
な研究指導のもと、これら一連の活動によって高度な研究能力を身に
付けます。

▍履修モデルとしての２コース
人間学専攻は学際的な教育研究を行いますので多様な学問領域

の授業科目が配置されています。そのため履修モデルとして人間学
コースと共生社会学コースを示しています。必修科目は両コースとも
共通であり、選択科目は両コースで各々設定されていますが両コース
の授業科目を受講することが可能です。

人間学コース

人間学コースは、宗教学、聖書学、哲学、倫理学、人間形成学の
観点から「共生」を研究します。

共生社会学コース

共生社会学コースは、社会学、経済学、教育社会学、多文化共生
論、地域づくり論の観点から「共生」を研究します。

取得可能な資格
●修士（学術）
●教育職員専修免許状　　

・中学校教諭社会科専修免許
・高等学校教諭公民科専修免許

人間学専攻カリキュラム
必修科目 選択科目

演習科目 研究指導科目  人間学コース※  共生社会学コース※

１
年
次

人間共生演習Ⅰ
人間共生演習Ⅱ

特別研究 〔 特論科目 〕
ヘブライ思潮
キリスト教思潮
近代思潮
現代思潮
教育哲学特論
認知科学特論

〔 演習科目 〕
聖書学演習Ⅰ
宗教学演習Ⅰ
共生哲学・共生思想演習Ⅰ
人間存在論演習Ⅰ
教育哲学演習Ⅰ

〔 特論科目 〕
共生高等教育特論
社会経済特論
現代社会共生特論
地域社会共生特論
地域づくり特論

〔 演習科目 〕
共生社会論演習Ⅰ
社会経済演習Ⅰ
共生社会演習Ⅰ
地域づくり演習Ⅰ

２
年
次

人間共生演習Ⅲ
人間共生演習Ⅳ

〔 演習科目 〕
聖書学演習Ⅱ
宗教学演習Ⅱ
共生哲学・共生思想演習Ⅱ
人間存在論演習Ⅱ
教育哲学演習Ⅱ

〔 演習科目 〕
共生社会論演習Ⅱ
社会経済演習Ⅱ
共生社会演習Ⅱ
地域づくり演習Ⅱ

必修科目：16単位 選択科目：14単位以上

修士論文提出（審査）

大学院修了・修士（学術）

教員紹介

大学では環境社会学を学びました。大学院進学を決意したのは、そこで
得た専門的な知識を軸に、環境問題の解決につながる知見を吸収したい
と思ったからです。人間学専攻では、地球温暖化の問題や環境問題に対
する社会運動など、本格的で実践的な学問をより専門的な見地から学ぶこ
とができます。自分の意見や研究内容を発表する機会も多いので、受け身
ではなく、自ら進んで学ぼうという積極的な姿勢が大切だと実感しています。
大学院の修士課程を修了した後は、専門的な知識を活かして環境関連の
仕事に就くか、大学院の博士課程に進学したいと考えています。

牧野　紘典 さん

（大阪人間科学大学 人間科学部
人間環境学科出身）

担当科目 ：
ヘブライ思潮、宗教学演習Ⅰ・Ⅱ、
人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、特別研究
主な研究活動等 ：
単著 Land or Earth? （2012
年）、『旧約聖書と新約聖書』

（2011年）、『宗教の倒錯』
（2008年）
研究分野 ：
古代ユダヤ思想史、聖書学、
宗教学

教授　

上村　静

担当科目 ：
現代思潮、共生哲学・共生思
想演習Ⅰ・Ⅱ、人間共生演習Ⅰ〜
Ⅳ、特別研究
主な研究活動等 ：
単著論文「公共圏の他者を問
う」（2016年）、共著『21世紀
の哲学史：明日をひらく知のメッ
セージ』（2011年）、単著論文

「ハーバーマスにおける市民
的公共圏と宗教−啓蒙の弁
証法から世俗化の弁証法へ」

（2010年）
研究分野 ：
哲学、倫理学、現代思想

教授　

箭内　任

担当科目 ：
社会経済特論、社会経済演習
Ⅰ・Ⅱ、人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、特
別研究
主な研究活動等 ：
単 著『 制 度 経 済 学 原 理 』

（2012年）、『経済学を歩く』
（2009年）、『制度主義の経済
学』（2002年）、東北地方交通
審議会船員部会委員、名取市
行政改革推進会議委員
研究分野 ：
経済思想、経済政策論、制度
経済学

教授　

髙橋　真

担当科目 ：
共生高等教育特論、共生社会論演
習Ⅰ、人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、特別研究
主な研究活動等 ：

「アメリカにおける教育型大学の教育へ
の取り組みに関する研究─教学マネジメ
ントを中心に─」（2014年）等大学教育
の質保証と教学マネジメント・教学ガバナ
ンスの実態と課題の研究、「中国におけ
る社会人大学院の構造」（2008年）等
修士卒の社会的評価の国際比較研究、

「グローバル社会における国際理解力
の育成に関する研究」（2015年）等異
文化理解に関する研究を行っています。
研究分野 ：
教育社会学、高等教育論、ダイバ
シティ研究

教授　

黄　梅英

担当科目 ：
キリスト教思潮、聖書学演習Ⅰ・Ⅱ、
人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、特別研究
主な研究活動等 ：

「マルコ福音書の子どもたちと貧
困」（2018年）、共著『聖書学用
語辞典』（2008年）、「排除は問
題解決を遅延させるー仙台市の
路上生活者支援の事例と課題」

（2005年）、翻訳W.シュテーゲマ
ン『子どもたちを私のところに来さ
せなさい』（2018年）、翻訳D.ツェ
ラー『Ｑ資料注解』（2000年）
研究分野 ：
新約聖書学、西洋古典学、路上
生活者・生活困窮者支援

教授　

今井　誠二

担当科目 ：
地域社会共生特論、共生社会
演習Ⅰ・Ⅱ、人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、
特別研究
主な研究活動等 ：

（編著）『再帰的近代の政治社
会学』（2008年）、（共著）『原
発避難者の声を聞く』（2015
年）、（共著）『原発震災と避難』

（2017年）、（共著）『原発災害
はなぜ不均等な復興をもたらす
のか』（2015年）
研究分野 ：
地域社会学、災害研究、社会
調査

准教授　

高木　竜輔

担当科目 ：
地域づくり特論、地域づくり演習
Ⅰ・Ⅱ、人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、特
別研究
主な研究活動等 ：
単著『等話』（2021年）、『駄菓
子屋楽校』（2002年、2008
年）、『関係性はもう一つの世
界をつくり出す』（2009年）、共
同開発「こくばん七夕ノート」

（2017年）、「66将棋」（2018
年）、「だがしや楽校」などを通し
た各地の生涯学習支援・地域
づくり支援
研究分野 ：
生涯学習、社会教育、地域づくり

教授　

松田　道雄

修了生インタビュー 在学生インタビュー

私は30年以上にわたり、社会人として大学等の教育や企業研修、就
労支援などで多くの方と関わりを持ってきました。そのなかで芽生えたのが、
大学院での研究活動を通して自分自身の視野をさらに広め、今後の支援に
つなげていきたいという思いです。グローバル化や多様化が進む現代にあっ
て、人間の共生に関わる文化性・宗教性・倫理性などについて学識を深
められたことは、今後の人生にも大きく役立つものと考えています。仕事と
の両立は大変でしたが、同じ専攻で学ぶ友人たちとの活発な意見交換や、
先生方の熱心なご指導のおかげでとても充実した時間となりました。

瀬尾　千恵美 さん

2020年度修了
blossom　代表

担当科目 ：
近代思潮、人間存在論演習Ⅰ・Ⅱ、
人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、特別研究
主な研究活動等 ：
単著論文「フランス第三共和制後
期における社会学とエピステモロ
ジー」（2018年）、単著論文「フラン
ス思想史の中のデュルケム」（2017
年）、フランス社会思想史・教育思想
史におけるモラルサイエンス、エピス
テモロジー、社会運動論の関連性を
問いながら、哲学・社会学・教育学の
融合領域創出を目指す。
研究分野 ：
フランス社会思想史、フランス
教育思想史及び教育学理論

教授　

太田　健児

担当科目 ：
人間共生演習Ⅰ・Ⅲ、特別研究
主な研究活動等 ：

『 社会運動の現在 』有斐閣
（2020年、編著）、『原発震災
と避難』有斐閣（2017年、共
編著）、『気候変動政策の社会
学』昭和堂（2016年、共編著）、

『岐路に立つ震災復興』東京
大学出版会（2016年、共編著）
研究分野 ：
社会学、環境社会学、社会運
動論

特任教授

長谷川  公一

担当科目 ：
教育哲学特論、教育哲学演
習Ⅰ・Ⅱ、人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、
特別研究
主な研究活動等 ：
単著論文「道徳教育における
評価の問題」（2018年）、共著
論文「異文化コミュニケーショ
ンにおける大学生の自己開示
に関する比較研究」（2017年）、

「グローバル社会における国
際理解力の育成に関する研究」

（2015年）
研究分野 ：
教育哲学、教育史

人間学専攻主任  
教授　

目黒　恒夫

※設置しているコースは、履修モデルであり、両コースの授業を受講することが可能です。

担当科目 ：
現代社会共生特論、共生社会
論演習Ⅱ、人間共生演習Ⅰ〜Ⅳ、
特別研究
主な研究活動等 ：
高橋誠・田中重好・木股文昭編著

『スマトラ地震による津波災害と復
興』（古今書院、2014年）、田中重
好・船橋晴俊・正村俊之編著『東日
本大震災と社会学』（ミネルヴァ書
房、2013年）、田中重好『地域から
生まれる公共性』（ミネルヴァ書房、
2010年）、田中重好『共同性の地
域社会学』（ハーベスト社、2007年）
研究分野 ：
社会学、地域社会学、災害社
会学

特任教授　

田中　重好
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食と栄養の学びを深め、
得た知識を地域社会に還元したい

現代人の「栄養・食生活と健康づくり」を支援するプロフェッショナルと、食と栄養の
諸課題に広い視野で取り組む教育者・研究者の養成・育成が求められています。

本専攻は、東北初の私立大学栄養系大学院として創設されました。保健・医療・福
祉・介護など、社会の様 な々ステージで展開される健康づくり支援システムを、栄養・
食生活の分野から評価し、同時に適正なシステムの構築に寄与する、高度な専門知
識と技術を持った人材の養成を目指しています。

本専攻の修士課程を修了した方たちは、健康と栄養について基礎から応用・実践の
先端技術を学び、研究・調査を通して修得した問題解決能力を地域の病院や学校な
どで活かしています。

健康栄養科学概論
栄養学の役割について理解を深め、現代社会が抱え
る食と健康に関わる諸課題を、各専門分野の担当教
員がそれぞれ提起し、問題解決の方法を考察します。

栄養科学特論Ⅱ（栄養生理学）

食物中の栄養素が“体の中”に取り込まれる吸収の分
子メカニズムを分子生物学の知見から学修し、分子
生物学の側面から栄養科学にアプローチする考え方
を修得します。

健康栄養デザイン論Ⅱ
調理中のミネラル、ビタミンや食味の変化、栄養価の
高い調理法の検討、おいしさの構成要素の探求等、
おいしさと健康の関わりについて、調理科学的に追及
します。

和食文化を多角的な視点から研究

私は現在、栄養士養成校においてライフステージ別の栄養管理について

教鞭をとっています。大学院進学のきっかけは、これまでの現場で得た実践

的な知識に加えて、教育者として必要な論文の読み方や統計解析などを修

得し、学生に対してより洗練された知識・スキルを伝えたいと考えたためです。

大学院では、和食文化に関する研究に取り組んでいます。和食を専門的か

つ多様な視点からとらえるとともに、和食文化の可能性を拓く道筋について

探究を進めています。土曜開講や長期履修制度等も活用しながら、仕事と

研究を両立させ充実した生活を送っています。

病態知識への理解を深めました

栄養管理に対する考え方や、より専門的な知識を身につけ、病院栄養

士としての業務に活かしたいと思い大学院に進学しました。私自身のテーマ

であった「胃術後の栄養管理に関する研究」は、大学院ならではの文献検

索や統計処理等の手技を得て、より一層、病態知識を深められたように感

じています。大学院では常に「自分の考え」を明確にしていくことが求めら

れます。考えがまとまらず悩むこともありましたが、先生方の的確なアドバイ

スにより、修士論文をまとめ上げることができました。今後は大学院で得た

知見を活かし、さらなる研究や学会参加等への取り組みを考えています。

後藤　未希 さん

（尚絅学院大学　総合人間科
学部　健康栄養学科出身）
仙台青葉学院短期大学
栄養学科 助教として勤務

伊藤　玲子 さん

2020年度修了
（尚絅学院大学　総合人間科
学部　健康栄養学科出身）
独立行政法人国立病院機構 
仙台医療センター
管理栄養士として勤務

教育課程の概要と特色

▍高度な専門知識を体系的に修得できるカリキュラム編成
栄養科学領域と健康栄養デザイン領域のいずれを学ぶにあたって

も、課題を俯瞰できるよう「健康栄養科学概論」を1年次に配置して
います。「特別研究」では、興味を持って選択したテーマを学生が研
究し、高度な専門職や研究者に必要とされる能力を養成します。指
導教員はあらゆる角度から研究をサポートします。

▍専門科目はすべて選択できるので、幅広い視野の学びを展開
現代の栄養関連分野の諸課題を広い視野から捉えられるよう、研究

テーマの領域に関わらず、専門科目はすべて選択できます。特定の分
野に偏ることなく、幅広く学ぶことが可能です。健康栄養分野のより高
度な専門知識と技術、研究・指導能力を持った人材を養成します。

▍社会人の方も学びやすい土曜日開講・長期履修制度
仕事をしながらキャリアアップや知識を深めたい社会人の方たちも

学びやすい履修制度です。夏期休暇期間の集中講座や土曜日の開講、
長期履修制度（2年間の学費で3～4年学ぶことが可能）を採用して
います。全日制の学生と同じように、必要な単位取得が可能です。

健康栄養科学専攻主任 
教授

星　清子

修了生インタビュー 在学生インタビュー

教授　杉山　芳宏
担当科目：健康栄養デザイン論Ⅰ（食品衛生学）　他
主な経歴：理化学研究所研究員、美作大学教授、

尚絅学院大学教授
研究分野：食品衛生および病原微生物疫学

教授　赤坂　和昭
担当科目：栄養科学特論Ⅲ（脂質機能論）　他
主な経歴：東北大学大学院農学研究科助教授、

同生命科学研究科准教授、尚絅学院大学教授
委員等/仙台市食品安全対策協議会委員、
仙台市地域保健・保健所運営協議会委員

研究分野：食品化学、食品分析学、天然物化学

特任教授　助川　淳
担当科目：栄養科学特論Ⅰ（栄養生化学）　他
主な経歴：東京大学医科学研究所助手、

東北大学大学院医学系研究科准教授、
尚絅学院大学教授

研究分野：細胞生物学、薬理学

健康栄養科学専攻主任　
教授　星　清子
担当科目：健康栄養デザイン論Ⅱ（調理科学特論）　他
主な経歴：明治乳業（株）食機能科学研究所 栄養研究部 課長

尚絅学院大学 准教授、宮城大学客員教授
委員等／みやぎ食の安全安心推進会議副会長

研究分野：栄養学、栄養生理学

准教授　柳沼　梢
担当科目：健康栄養デザイン論Ⅳ（地域保健学・衛生学）　他
主な経歴：日本学術振興会特別研究員PD、

尚絅学院大学講師
研究分野：公衆衛生、疫学

特任教授　布木　和夫
担当科目：栄養科学特論Ⅱ（栄養生理学）　他
主な経歴：東北大学助教授、尚絅学院大学教授
研究分野：薬理学、生理学、分子生物学

教員紹介

主要科目

選抜試験（筆記・面接）

必修科目 専門科目
１
年
次
健康栄養
科学概論

基礎演習
総合演習
特別研究

〔 栄養科学領域 〕
栄養科学演習
栄養科学特論Ⅰ
栄養科学特論Ⅱ
栄養科学特論Ⅲ

〔 健康栄養デザイン領域 〕
健康栄養デザイン演習
健康栄養デザイン論Ⅰ
健康栄養デザイン論Ⅱ
健康栄養デザイン論Ⅲ
健康栄養デザイン論Ⅳ

２
年
次

必修科目：18単位 選択科目：12単位以上

修士論文提出（審査）

大学院修了・修士（栄養学）

医療機関、保健施設、学校、福祉施設自治体、行政機関　等
他大学院、博士課程進学

健康栄養科学専攻カリキュラム
学部卒業生 社会人

活躍の場
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2022年度 尚絅学院大学大学院 入学試験要項（概要）
詳細については「大学院入学試験要項」で確認してください。

大学院生納付金（2021年度参考）

入試区分
一般選抜 社会人選抜 特別選抜（教会推薦） 特別選抜（外国人留学生）

修士課程 前期日程 修士課程 後期日程 修士課程 前期日程  修士課程 後期日程 修士課程 前期日程  修士課程 後期日程 修士課程 前期日程  修士課程 後期日程

募集人員
心理学専攻 3名
人間学専攻 3名
健康栄養科学専攻 3名

心理学専攻 3名
人間学専攻 3名
健康栄養科学専攻 3名

心理学専攻 若干名
人間学専攻 若干名
健康栄養科学専攻 若干名

心理学専攻 若干名
人間学専攻 若干名
健康栄養科学専攻 若干名

人間学専攻 若干名 人間学専攻 若干名 人間学専攻 若干名 人間学専攻 若干名

出願資格

出願者は、以下のいずれかの資格を満たしていなければならない。

1 大学を卒業した者、および2022年3月に卒業見込みの者。
2 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者、および2022年3月までに学士の

学位を授与される見込みの者。
3 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者、および2022年3月に修了見込

みの者。
4 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修

了した者、および2022年3月に修了見込みの者。
5 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外

国大学日本校）を修了した者、および2022年3月に修了見込みの者。
6 指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧）を修了した者、

および2022年3月に修了見込みの者。
7 本大学院において個別の入学資格審査により認めた者で、2022年4月1日までに22歳に達

している者。
※出願資格3、4に該当する者、および外国籍を有する者は以下の条件に該当していることが

前提となります。また、出願前に事前相談を必要とします。試験日の１ヶ月前までに入試課（アド
ミッションズオフィス）にお問い合わせください。
1  「出入国管理および難民認定法」による留学の在留資格を取得できる者。
2 外国の公館による身分の保証を受けた者。
3 確実な身元保証人がいる者。（身元保証人は日本国内に居住する独立した生計を営む成

年者で、本人の学費や一身上に関することなどを含む一切の責任を連帯して負うことが出来
る者）

※出願資格7に該当する者は主に「短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程、各種学校
の卒業(見込み)者やその他の教育施設の修了(見込み)者など大学卒業資格を有していない
者」が該当しますが、これにより出願しようとする場合は、事前に履歴書・最終学校の成績証明
書等学力を証明する書類・卒業証明書の提出および本大学院における審査が必要となります
ので、試験日の１ヶ月前までに本学入試課（アドミッションズオフィス）にお問い合わせください。

出願者は、次の1を満たしている者のうち、2〜7のうちいずれか1つを有している者。

1 2022年4月1日に卒業後２年以上経過してる24歳以上の者で次のいずれかを満たしている
者。

　 1 2年以上の実社会経験を有する者。
　 2 1に準ずると認められる者。
　 ※出願前にお問い合わせください。
2 大学を卒業した者。
3 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者。
4 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者。
5 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修

了した者。
6 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外

国大学日本校）を修了した者。
7 指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧）を修了した者。
※出願資格4、5に該当する者、および外国籍を有する者は以下の条件に該当していることが

前提となります。また、出願前に事前相談を必要とします。試験日の１ヶ月前までに入試課（アド
ミッションズオフィス）にお問い合わせください。
1「出入国管理および難民認定法」による留学の在留資格を取得できる者。
2 外国の公館による身分の保証を受けた者。
3 確実な身元保証人がいる者。（身元保証人は日本国内に居住する独立した生計を営む成

年者で、本人の学費や一身上に関することなどを含む一切の責任を連帯して負うことが出来
る者）

8 本大学院において個別の入学資格審査により認めた者。
※出願資格8に該当する者は主に「短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程、各種学校

の卒業（見込み）者やその他の教育施設の修了（見込み）者など大学卒業資格を有していない
者」が該当しますが、これにより出願しようとする場合は、事前に履歴書・最終学校の成績証明
書等学力を証明する書類・卒業証明書の提出および本大学院における審査が必要となります
ので、試験日の１ヶ月前までに本学入試課（アドミッションズオフィス）にお問い合わせください。

出願者は、次の1を満たしている者のうち、2〜8のうちいずれか1つを有している者。

1 キリスト者またはキリスト教の求道者である者。（出願資格の条件については、必ず出願前に入
試課（アドミッションズオフィス）に問い合わせて確認してください。）

2 大学を卒業した者、および2022年3月に卒業見込みの者。
3 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者、および2022年3月までに学士の

学位を授与される見込みの者。
4 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者、および2022年3月に修了見込

みの者。
5 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修

了した者、および2022年3月に修了見込みの者。
6 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外

国大学日本校）を修了した者、および2022年3月に修了見込みの者。
7 指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧）を修了した者、

および2022年3月に修了見込みの者。
8 本大学院において個別の入学資格審査により認めた者で、2022年4月1日までに22歳に達

している者。
※出願資格4、5に該当する者、および外国籍を有する者は以下の条件に該当していることが

前提となります。また、出願前に事前相談を必要とします。試験日の1ヶ月前までに入試課（アド
ミッションズオフィス）にお問い合わせください。
1「出入国管理及び難民認定法」による留学の在留資格を取得できる者。
2 外国の公館による身分の保証を受けた者。
3 確実な身元保証人がいる者。（身元保証人は日本国内に居住する独立した生計を営む成

年者で、本人の学費や一身上に関することなどを含む一切の責任を連帯して負うことが出来
る者）

※出願資格8に該当する者は主に「短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程、各種学校
の卒業（見込み）者やその他の教育施設の修了（見込み）者など大学卒業資格を有していない
者」が該当しますが、これにより出願しようとする場合は、事前に履歴書・最終学校の成績証明
書等学力を証明する書類・卒業証明書の提出および本大学院における審査が必要となります
ので、試験日の1ヶ月前までに本学入試課（アドミッションズオフィス）にお問い合わせください。

出願者は、次の1・2の要件および3・4の「出願資格」を満たしている者。

1 外国籍を有し、入学時に満22歳以上の者で、次のいずれか1つを有している者。
1 外国において学校教育における16年の課程を修了した者および修了見込みの者、またはこれに

準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
2 外国において大学院入学資格を有する者。（詳細はお問い合わせください。）
3 その他、研究科の議を経て認めた者。

2 日本語能力試験（日本国際教育支援協会・国際交流基金主催）の「N1」に合格している者。
3 確実な身元保証人がいる者。身元保証人は日本国内に居住する独立した生計を営む成年者

で、本人の学費や一身上に関すること等を含む一切の責任を連帯して負うことができる者である
こと。なお、外国人の場合は、少なくとも留学期間中、在留して保証し得る者であること。

4 「出入国管理および難民認定法」による留学の在留資格を取得できる者。

※出願資格を確認するために事前相談を行います。事前相談期間前に入試課（アドミッションズオ
フィス）に連絡し、相談日を決めてください。（入試課（アドミッションズオフィス）： 022-381-3311）

事前相談期間

前期日程  9/1 水～ 9/17 金
※土日祝日を除く

後期日程 12/1 水～ 12/17 金
※土日祝日を除く

事前相談時提出書類
事前相談時には、以下の1〜⓾の書類を持参してください。

1 写真1枚（縦5cm×横4cm）
2 最終学校の卒業（見込み）証明書
3 最終学校の成績証明書
4 パスポート（写し）
5 在留カードまたは外国人登録証明書（写し）

6 日本語能力試験合否結果通知書（原本）
7 身元保証書
8 身元保証人の身分証明書（写し）
9 外国人留学生調書
⓾ 経費支弁書

※2・3については、日本語または英語による訳文を添付してください。
　7・9・⓾の様式については、本学HPからダウンロードしてください。

提出書類

1 志願書（志願票、写真票）
2 卒業・修了（見込み）証明書、または学位授与（見込み）証明書
3 成績証明書
4 研究計画書（入学後の研究目標と抱負、研究構想など2,000字程度）

5 卒業論文要旨（日本語1,000字程度）
※卒業論文あるいは、それに準ずる研究報告書などがある場合は、その要旨を提出

6 履歴書

7 証明書類および推薦状（特別選抜（教会推薦）出願者のみ）
① 所属教会による教会員であることを証明する書類、あるいは日曜礼拝への定期的な参加を証明する書類
② 教会の推薦状

※ 一般選抜の出願資格3、4または社会人選抜の出願資格4、5に該当し､外国籍の者は外国人留学生調書、パスポートの写し、在留カード（または外国人登録証明書）の写し、身元保証書、経費支
弁書を提出

その他 事前に研究テーマについて 本学教員との相談が望ましい。

選考方法

◦筆記試験（専門科目）
【心理学専攻】「心理学」から出題　※心理学専攻では、コース別に筆記試験の問題を出題します。
【人間学専攻】 宗教学、キリスト教学、哲学、倫理学、社会学、教育学、経済学の範囲から出題
【健康栄養科学専攻】 栄養学、臨床栄養学、医学概論、食品学、公衆衛生学などの分野から出題

◦筆記試験（英語）　※心理学専攻では、コース別に筆記試験の問題を出題します。
【心理学専攻】、【人間学専攻】、【健康栄養科学専攻】

◦面接  「研究計画書」を中心に研究への意欲や将来性について確認する。（一人30分程度）
【心理学専攻】、【人間学専攻】、【健康栄養科学専攻】

◦筆記試験（専門科目）
【心理学専攻】「心理学」から出題　※心理学専攻では、コース別に筆記試験の問題を出題します。
【健康栄養科学専攻】 栄養学、臨床栄養学、医学概論、食品学、公衆衛生学などの分野から出題

◦筆記試験（小論文）　※心理学専攻では、コース別に筆記試験の問題を出題します。
【心理学専攻】、【人間学専攻】、【健康栄養科学専攻】

◦面接  「研究計画書」を中心に研究への意欲や将来性について確認する。（一人30分程度）
【心理学専攻】、【人間学専攻】、【健康栄養科学専攻】

◦筆記試験（小論文）
◦面接　「研究計画書」を中心に研究への意欲や将来性について確認する。（一人30分程度）

◦筆記試験（小論文）日本語による小論文
◦面接　「研究計画書」を中心に研究への意欲や将来性について確認する。（一人30分程度）

出願期間 10/18 月～ 10/28 木 必着 2/2 水～ 2/10 木 必着 10/18 月～ 10/28 木 必着 2/2 水～ 2/10 木 必着 10/18 月～ 10/28 木 必着 2/2 水～ 2/10 木 必着 10/18 月～ 10/28 木 必着 2/2 水～ 2/10 木 必着

試験日 11/6 土 2/19 土 11/6 土 2/19 土 11/6 土 2/19 土 11/6 土 2/19 土

合格発表日 11/10 水 2/24 木 11/10 水 2/24 木 11/10 水 2/24 木 11/10 水 2/24 木

入学手続締切日 11/19 金 3/3 木 11/19 金 3/3 木 11/19 金 3/3 木 11/19 金 3/3 木

【心理学専攻（両コースともに）】 【人間学専攻】 【健康栄養科学専攻】
入学手続金

合　計
入学手続金

合　計
入学手続金

合　計
（前期） （後期） （前期） （後期） （前期） （後期）

入学金 ＊250,000 — 250,000 ＊250,000 — 250,000 ＊250,000 — 250,000

授業料 252,500 252,500 505,000 252,500 252,500 505,000 252,500 252,500 505,000

施設設備費 190,000 0 190,000 40,000 0 40,000 250,000 0 250,000

後援会費 10,200 10,200 20,400 10,200 10,200 20,400 10,200 10,200 20,400

同窓会前納金 900 900 1,800 900 900 1,800 900 900 1,800

オリエンテーション経費 3,930 0 3,930 3,930 0 3,930 3,930 0 3,930

合計 707,530 263,600 971,130 557,530 263,600 821,130 767,530 263,600 1,031,130

＊本学（総合人間科学部、女子短期大学部専攻科、女子短期大学部）卒業生は入学金を免除します。

経済的事情により学業を続けることが困難な学生に対し、一定の金額を給付または貸与する奨学金制度があります。これにより、学生生活を
送る上での経済的負担を軽減させ、学業に専念できるよう支援しています。奨学金としては「独立行政法人日本学生支援機構奨学金」と本学独
自の奨学金制度などを取り扱っています。申し込みにあたっては、入学後に説明会を行い、その後一括して手続きを行います。詳細は学生生活課

（022-381-3308）までお問い合わせください。

名　称 応募資格 種類 受付期間 減免額 注意事項

クリスチャン
奨学生

入学時に経済的支援が必要なクリスチャン家庭の者
●世帯総所得500万円以下

（給与所得者以外は所得金額210万円以下）
●教会牧師と役員会の推薦

給付 入学前
入学金免除
（25万円）

詳細は、出願時に
入 試 課（アドミッ
ションズオフィス）ま
でご連絡ください。

本大学院には、計画的な長期在学・履
修により、就学の便宜と授業料の軽減を図る

「長期履修学生制度」があります。学費は2

年間の在学と同じで、最大4年間の履修が可
能です。出願時または、1年次の2月末日まで
の申請が必要です。詳細は、入試課（アドミッ
ションズオフィス）までお問い合わせください。

学部学生に対して、実験、実習、演習、
外国語などの教育補助やアドバイスを行う制
度があります。（報酬制）

奨学金制度

長期履修学生制度 ティーチングアシスタント制度



大学院 [ 総合人間科学研究科 ]
■ 心理学専攻 [臨床心理学コース/心理行動科学コース ] / ■ 人間学専攻 / ■ 健康栄養科学専攻

2022 大学院案内

〒981-1295　宮城県名取市ゆりが丘4-10-1
tel : 022-381-3311（入試課［アドミッションズオフィス］直通）  fax : 022-381-3325
E-mail : nyushi@shokei.ac.jp

http://www.shokei.jp/

ACCESS

マークはSHOKEIの“S”をモチーフに、未来へ羽ばたく翼をのびやかに表現しています。時代が求める人材育成と教育改革のシンボルとして、
尚絅学院はこのマークとスローガンのもとに心をひとつにし、これからも邁進してまいります。

※本冊子は新型コロナウイルス感染症対策を講じ、撮影を行う他、過去の撮影データにより構成しております。

相談会情報、オープンキャンパス
情報などお届けします。

❶JR仙台駅から
❷仙台南I.Cから

❶JR仙台駅から
❷地下鉄長町南駅から
❸JR南仙台駅から

→ 国道286号を「山形方面」へ
→ 国道286号を「ゆりが丘」へ

→ 西口バスプール8番のりば
→ 3番のりば
→ 西口のりば

約20分
約5分

仙台空港アクセス鉄道「南仙台駅」下車、
西口のりばから、「尚絅学院大前」行きバスに乗り換え 約30分

約40分
約20分
約15分

宮交

尚絅学院大学は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。




