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2023※掲載の学年、所属は取材時のものです。 2022年7月発行

龍谷大学大学院

You,Unlimited

社会学研究科

龍谷大学のブランドストーリー
世界は驚くべきスピードでその姿を変え、

将来の予測が難しい時代となっています。

いま必要なことは、「学び」を深めること。

「つながり」に目覚めること。

龍谷大学は「まごころある市民」を育んでいきます。

自らを見つめ直し、他者への思いやりを発動する。

自分だけでなく他の誰かの安らぎのために行動する。

それが、私たちが大切にしている

「自省利他」であり、「まごころ」です。

その心があれば、激しい変化の中でも本質を見極め、

変革への一歩を踏み出すことができるはず。

探究心が沸き上がる喜びを原動力に、

より良い社会を構築するために。

新しい価値を創造するために。

私たちは、大学を「 心」と「知」と「行動」の拠点として、

地球規模で広がる課題に立ち向かいます。

1639年の創立以来、貫いてきた進取の精神、

そして日々積み上げる学びをもとに、様々な人と手を携えながら、

誠実に地域や社会の発展に力を尽くしていきます。

豊かな多様性の中で、心と心がつながる。人と人が支え合う。

その先に、社会の新しい可能性が生まれていく。

龍谷大学が動く。未来が輝く。

You, Unlimited

2023 年度学費・諸会費については、「2023 年度入学試験要項」をご参照ください。
■ 学費・諸会費について

「2023 年度 入学試験要項」をご確認ください。
また、入試結果については入試情報サイトに掲載しております。
https://www.ryukoku.ac.jp/admission/index.php

■ 入試について

社会学研究科では年に数回、入試説明会を開催しております。
詳しい日程については社会学部教務課へお問い合わせください。

※社会学研究科は、2025年4月に深草キャンパスへ移転します。
　2025年4月からは、深草キャンパスへ通学することになります。

龍谷大学大学院 社会学研究科
新たな知と価値を創造するために、

「 心・知・行動」の拠点として、地域や世界の課題に対峙し、
問い続ける。それが、龍谷大学の研究のあり方です。

これまでの社会のありようや私たちの 行動を省み、
先端的な研究や学際的連携による知の集約のもと、
世界の人々と協力して困難な課題に立ち向かう。
その姿勢と行動が、未来の可能性を切り拓いていきます。

瀬田キャンパス 〒520 -2194　滋賀県大津市瀬田大江町横谷1- 5
Tel 077-543 -7760　   shakai@ad.ryukoku.ac.jp

https://www.soc.ryukoku.ac.jp/daigakuin
社会学研究科の HP はコチラから
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実践的で多様なカリキュラム

　研究を行うには、社会学理論についての理解、外国語文献を
読んで理解する語学力、研究・調査法についての知識とスキル、
自分の専攻したい分野についての最先端の研究の把握、論文作
成の知識とスキルが必要です。修士課程では、これらの基礎的
な知識、能力、スキルを身につけることにより、社会学の研究を
独力でやり遂げる力を身につけます。

社会学専 攻

　複雑化している社会福祉分野に柔軟に対応できる人材を育成
し、より専門的で高度な教育・研究を目指しています。社会福祉に
対する関心や知識を一層深めることができるとともに、福祉現場
などで活躍している人の再教育・スキルアップにも役立ちます。ま
た、将来社会福祉の研究者・教育者を目指す人たちの研究の基礎
づくりの支援を行っています。

社会福 祉学専 攻

※ 大学院設置基準第14条特例に基づく昼夜間開講講義を実施し、社会人入試による学生の受け入れも行っています。
修
士
課
程

　博士後期課程では、修士課程で修得した独力で研究をやり遂
げる力を研究成果に結びつけていきます。自ら研究課題を設定し
て、研究・調査に取り組み、成果を学会発表や学術論文として発表
することを繰り返して、社会学の研究者として活躍できる力量を
身につけていきます。

社会学専 攻
　博士後期課程では、修士課程での研究や成果を土台に、さら
に専門的な研究を展開できるよう、博士号取得に向けての指導
と支援を行い、社会福祉学の研究者の養成を目指しています。

社会福 祉学専 攻博
士
後
期
課
程

1年次 2年次

演習〈必修〉 8単位

4単位外国語〈必修〉

2単位基礎科目〈選択必修〉

16単位選択科目〈選択〉

修
士
論
文

修了要件

　現代社会は、グローバル化や地球環境問題の深刻化などに伴って、社会生活のありようを大きく変化させると
ともに、われわれに未曾有の人類的課題を突きつけ、じつに多くの局面で、これまでの発想ややり方が通用しない
時代に突入しています。それは、これまでわれわれの社会を成り立たせていた「近代」という枠組みが大きくゆらい
でいることを意味しています。
　このような現代において、社会学研究科を構成している社会学・社会福祉学の両専攻分野は、近代という知の
枠組みとその下でできあがった社会のしくみを問い直し、その再編に向けた課題や実践を考察する社会科学とし
て、時代の要請する学問といえるでしょう。本研究科は、そうした「近代のゆらぎ」とともに生起する広範な問題群
に果敢に挑戦しようとする方を歓迎します。
　とはいえ、そうした研究にとって、自然科学のように明確で標準化された方法論は存在しません。そこで本研究
科が重視するのが「現場主義」です。これは、調査や実践から得られた現実社会のリアリティと、先行研究を十分
にふまえた理論的分析とのあいだの比較検討、すなわち理論と実践の絶えざる往復運動をとおして、多様な価値
が錯綜する現実社会の隠された意味や因果関係、また問題解決への糸口へと接近していく研究姿勢を意味しま
す。
　その上で本研究科では、大学院修了後の進路として、専門社会調査士・職業ジャーナリスト・高度福祉専門職な
ど、専門的知識と実践的能力を兼ね備えた「高度専門職業人」の輩出をめざしています。また本研究科からは、博
士後期課程を経て研究者・教育者として各界で活躍している人材も着実に輩出しています。これらに示されるよう
に、本研究科が重視する「現場主義」は、高度な専門的知識と職業的実践能力との結びつきというかたちで活かさ
れることでしょう。
　ぜひ本研究科で、理論と実践のバランスの取れた研究をとおして「近代のゆらぎ」に挑戦し、納得できる研究成
果をものにしていただきたいと思います。

社会学研究科長

𠮷𠮷𠮷 𠮷𠮷 教授

POINT
時代と環境の変化に伴って生じる新たな社会問題と向き合い、自ら公共的課題解決に挑んでいく人材の養成を目指しています。
高度専門職業人の養成

5・6 講時（17 時以降）を中心に構成した昼夜開講制や土曜日開講など、社会人の方にも学びやすいカリキュラムを整え、
2014年度からはセメスター制を導入しています。

社会人が学びやすいカリキュラムと多様な履修コース

多くの留学生が在籍しており、国際化に向けた歩みを着実に進めています。
国際化の推進と留学生へのサポート強化

多様な価値が錯綜する現代社会において、社会学と社会福祉学の分野が果たす役割は大きい。社会学研究科は建学の精神に基づき、専門性と実践性をバラ
ンス良く兼ね備えた高度専門職業人・研究者・教育者を養成する。

教育理念・目的

社会学専攻

社会福祉学専攻

高度で創造的研究を行うことのできる自立した研究者を育成することを
目的とし、社会学の研究領域で価値ありと認められる研究成果を生み
出す能力を有する人材を養成する。

複雑で多様な現代社会の諸問題を分析できる社会学的な学識と能力
を有する専門社会調査士や職業ジャーナリストのような高度専門職業
人及び研究者を育成することを目的とし、現実社会に対応した研究能
力と幅広い実践能力をもつ人材を養成する。

専　攻 修士課程 博士後期課程

現代社会における社会福祉学の専門性と実践性を兼ね備えた高度
専門職業人及び研究者を育成することを目的とし、現実の社会福祉
問題に直結した研究能力と幅広い実践能力をもつ人材を養成する。

社会福祉学の研究方法を身につけ、創造的で自立した研究者を育
成することを目的とし、社会福祉問題の分析における高度の研究能
力を有する人材を養成する。

専門社会調査士資格が取得可能Topics

2 　2008年度から社会学専攻に「専門社会調査士」資格を取
得できる科目を開講しています。「専門社会調査士」とは、社
会調査の知識や方法を用いて社会的現実をとらえることので
きる「調査の専門家」のことをいいます。「専門社会調査士」科
目では、質問紙調査等の「量的調査」と面接調査・観察調査等
の「質的調査」について専門的に学びます。
　現在、会社や自治体における企画、広報、マーケティングな
どに関わる職場では高度な社会調査能力が求められていま
す。大学院で学んだ後、専門知識を活かして働きたい人に取
得を目指していただきたい資格です。

留学生も活躍
　社会学研究科では、多くの留学生が学んでいます。現在、29
名（2022年4月現在）の留学生が学位取得を目指して日々努力
しており、留学生ならではの研究テーマに取り組んでいます。
旧満州時代の満州映画に関する研究・日本人経営の中国語
新聞の研究、植民地時代の台湾の新聞に関する研究などがあ
り、その独特の研究テーマ、研究成果は所属学会からも高く
評価され、全国大会での発表者に選ばれています。

Topics

1
豊富な学びを選択
　2014年度から教育体制の再編成によりカリキュラムを検討
した結果、セメスター制を導入して半期毎に研究科目（講義科
目）を開講することになりました。各専攻及びコースでの学生が、
多くの教員の教育・研究活動の成果を学ぶ授業を選択できる
ように工夫しました。社会学研究科では、龍谷大学の「建学の精
神」と社会学部の「現場主義」の精神を中核にした教育・研究活
動を進め、社会人にも学びやすい多様な履修コースなど豊富な
学びの機会を準備しています。

Topics

3

社会学研究科 4つのトピックス

国内外の大学、市町村、団体との
包括協定の推進

Topics

4 　2022年度も引き続き留学生の継続的な受け入れを推進し
ています。なお、東南アジア地域、さらには南アジア地域から
の留学生受け入れを推進します。
　また、国内においては社会人入学生確保、研究・実習等の
フィールド確保、キャリアパス確保等の目的で市町村、法人団
体との包括協定締結を推進しており、包括協定先の社会人に
対して、修士課程推薦入試制度を導入し、これに合わせて修
士課程1年制を実施しています。

　社会学研究科は、社会学専攻社会学コース・同専攻ジャーナリズムコースおよび社会福祉
学専攻から構成され、各専門の総合的教育を通して、社会の要請に応えられる見識ある研究
者・教育者・高度専門職業人の養成を目指しています。
　開かれた教育研究機関として、留学生や社会人を含め多様な学生が、それぞれに適した形
態の入試によって入学し、共に研究に励んでいます。学生の自由な発想と研究関心を生かし、
実績ある教授陣が懇切丁寧な研究指導を行います。また、修士論文および博士論文の執筆
過程における発表を通して、研究成果形成をサポートします。
　学生一人一人が社会の現状に向き合うことを重視し、社会調査教育や社会福祉実践教育
を推進しています。

人間、地域を共生と協働で切り拓く研究

社会学研究科
Graduate school of Sociology

研究科長のメッセージ

● 社会学コース  ● ジャーナリズムコース

※社会学研究科は、2025年4月に深草キャンパスへ移転します。
　2025年4月からは、深草キャンパスへ通学することになります。
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目的とし、社会学の研究領域で価値ありと認められる研究成果を生み
出す能力を有する人材を養成する。

複雑で多様な現代社会の諸問題を分析できる社会学的な学識と能力
を有する専門社会調査士や職業ジャーナリストのような高度専門職業
人及び研究者を育成することを目的とし、現実社会に対応した研究能
力と幅広い実践能力をもつ人材を養成する。

専　攻 修士課程 博士後期課程

現代社会における社会福祉学の専門性と実践性を兼ね備えた高度
専門職業人及び研究者を育成することを目的とし、現実の社会福祉
問題に直結した研究能力と幅広い実践能力をもつ人材を養成する。

社会福祉学の研究方法を身につけ、創造的で自立した研究者を育
成することを目的とし、社会福祉問題の分析における高度の研究能
力を有する人材を養成する。

専門社会調査士資格が取得可能Topics

2 　2008年度から社会学専攻に「専門社会調査士」資格を取
得できる科目を開講しています。「専門社会調査士」とは、社
会調査の知識や方法を用いて社会的現実をとらえることので
きる「調査の専門家」のことをいいます。「専門社会調査士」科
目では、質問紙調査等の「量的調査」と面接調査・観察調査等
の「質的調査」について専門的に学びます。
　現在、会社や自治体における企画、広報、マーケティングな
どに関わる職場では高度な社会調査能力が求められていま
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Topics

3

社会学研究科 4つのトピックス

国内外の大学、市町村、団体との
包括協定の推進

Topics
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人間、地域を共生と協働で切り拓く研究

社会学研究科
Graduate school of Sociology

研究科長のメッセージ

● 社会学コース  ● ジャーナリズムコース

※社会学研究科は、2025年4月に深草キャンパスへ移転します。
　2025年4月からは、深草キャンパスへ通学することになります。
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犯罪行為のメカニズム解明に役立てたら。

　大学院での研究テーマは、反復被害です。修士論文は「反復被害　児童虐待経験とストーキング
被害との関係　 『̶女性の日常生活の安全に関する調査』を通じて̶」として進めてきました。近
年、児童虐待とストーキングは社会問題として重要視されていますが、犯罪被害についての研究
そのものがまだまだ多くはありません。このベースとなっている調査は、2016年に社会学部と法
学部の先生が協力して実施されたものですが、私は反復被害に着目して、児童虐待経験と成人後
のストーキング被害との関係を解明したいと考え、その研究をしています。犯罪者たちの意識や
行動が何によって影響されるのか、どういったメカニズムで加害に結びつくのか、少しでも解明
していけたらと思っています。
　新型コロナウイルスのパンデミックで、しばらく対面授業が受けられなくて悲しい思いはしま
したが、リモートでも、ゼミ発表をしたあとには、集中して勉強した心地よい疲労感があって充実
していました。大学院で大切なのは、学び続ける心を保つことですね。私は解らないことがあった
ら、すぐに研究室の先輩たちに教えてもらいます。雰囲気に溶け込めるし仲良くなれるいい機会
です。研究テーマもそうしながら決めました。

苗 力元（ミョウ・リキゲン）さん 修士課程2年次生　社会学専攻　社会学コース

社会学専攻
「現場主義」にもとづき調査を主体に多角的な理論的検討をおこなうカリキュラムが特徴です。

社会学の研究を深めたい人だけでなく、専門社会調査士や職業ジャーナリストを目指す人にぴったりです。

専任教員紹介
2022年度 専任教員の
専門分野・主な研究テーマと
担当授業科目

M
・
D

M
・
D

M

音楽学／ドイツ文化史
映画音楽／文化政策とポピュラー音楽

高岡 智子　【博士（学 術）】

病と医療の社会学／食と食事の社会学／社会理論
医療研究のための社会理論／先端医療／健
康食品／健康至上主義／東アジアの医療シス
テム／病をめぐる論争／食と健康をめぐる論争

黒田 浩 一郎　【修 士（文学）】

フランス中世文学／アーサー王文学
13世紀フランスにおける散文による
物語手法の形成

嶋﨑 陽 一　【修 士（文学）】

ジャーナリズム史／東アジアの新聞研究
植民地統治下の新聞研究／
東アジアのマスメディアと国際報道

李 相哲　【博士（新聞学）】

文化社会学／子ども社会学
都市文化・風俗／子どもの社会化

工藤 保 則　【博士（社 会 学）】

都市社会学／情報社会論
バングラデシュの都市下層を対象とした研究
テレワークの実証的研究

佐 藤 彰男　【博士（社 会 学）】

マスメディア／ジャーナリズム
報道倫理／ジャーナリズムの規範論／
地域メディア／コミュニタリアニズム

畑 仲 哲 雄 　【博士（社会情報学）】

犯罪社会学／社会統計学
失業と犯罪／犯罪被害調査

津島 昌寛　【M. A .】

文化人類学
イランにおける「宗教」の社会的布置の変化に
関する人類学的研究

椿原 敦子　【博士（人間 科 学）】

集合行動論
群集の社会的コントロール／
都市祝祭の変容過程

𠮷𠮷田 𠮷𠮷　【修 士（文学）】

地域発展学
中国経済／地域と経済

李 复屏　【博士（経 済 学）】

ジェンダー・スタディーズ／家族社会学
農業労働とジェンダー／グリーン・ツーリズム／
家事労働

渡 辺 めぐみ　【博士（社 会 科 学）】

社会思想史／精神分析
フランス社会学史／
グローバル化と精神病理

村 澤 真保呂 　【修士（人間・環境学）】

福祉社会学／計量社会学
子ども期の不利／ソーシャル・サポート／
調査票調査

三谷  はるよ 　【博士（人間科学）】

「M」は修士課程科目担当者、
「D」は博士後期課程科目の担当者です

専門分野
研究テーマ

名前【学位】

修士論文題目

中山間地域における地域再生活動とその
主体形成 ー滋賀県高島市での炭焼き集
落を事例にー

世論形成におけるネットメディアのオピ
ニオン・リーダーの役割 ーウェイボー上
の「コロナで留学生帰国」の報道を中心
にー

■

■

広い視野、客観的な視点から考える社会学。

　天津外国語大学で日本語を専攻していたので、日本の生活を体験したいという願望はずっとあ
りました。とはいえ留学には費用も時間もかかります。家族が一貫して支持してくれたおかげで、
よし、若いうちにやりたいことをやろう、と踏み切ることができました。
　「世論形成におけるネットメディアのオピニオン・リーダーの役割　̶ウェイボー上の『コロナ
で留学生帰国』の報道を中心に̶」というタイトルで修士論文を書きました。インターネットの急
速な普及で社会は一気に情報化し、誰でもが発信できて、社会に影響を与えることができます。正
しく活用して、より良い社会の実現に役立つことが期待されています。この「世論形成におけるオ
ピニオン・リーダーの役割」の研究を継続して、さらに博士論文にまとめていきたいと考えていま
す。
　私は自分が見た社会、自分の考えたことを人々に伝えたくて、ジャーナリストをめざしてきま
した。社会学は人間を研究対象としていて、それが複雑で面白いところですが、その研究生活の中
で、広い視野で客観的な視点から考えるということを学んできました。研究生活ではオンオフも
大事です。何か困った時があれば、まず先生に相談ですね。

李 昕偉（リ・キンイ）さん 博士後期課程1年次生　社会学専攻

培ったスキルを活かしてライフワークを。

　研究科を卒業して早くも２年が過ぎました。得られた最大の財産は「師」と「仲間」です。研究は
孤独な作業でしたが、師と仲間あればこそ走り切れたと思います。他大学の法学部で憲法学を学
び、将来は全国紙の記者になりたいと夢を描いていたのですが、大学卒業の半年後、就職浪人をす
るか大学院に進学するかの二者択一を迫られる状況でした。その時開かれた説明会で、のちに指
導していただく元記者の教授と出会い、大学院進学へと舵を切りました。私にとっては大きな賭
けで、研究しながら就職活動との両立ができるか、もし記者になれなかったらどうするのか、悩み
ました。
　決断の決め手は、仮に新聞社に就職できなかったとしても専門の研究をしたことは強みになる
だろうと考えたこと、そして、ジャーナリズムコースの先生方がいずれも元新聞記者だったこと
です。実務経験とアカデミックな視点の両面からジャーナリズムを学べるのは貴重な機会だと思
えたからで、まさにその通りでした。
　修士論文を書くのも難行でしたが、膨大な文献を読み解き、未開拓の研究分野を発掘する、とい
うこの時に培ったスキルは、現在の仕事に直結して役立っていると感じています。

中田 敦子さん 毎日新聞記者　2020年修士課程修了

在学生からのメッセージ

修了生からのメッセージ

環境社会学／地域社会学
流域ガバナンス／地域づくり／
農村研究／近代化過程における宗教観と死生
観の変容

脇田 健一　【修 士（社 会 学）】
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したが、リモートでも、ゼミ発表をしたあとには、集中して勉強した心地よい疲労感があって充実
していました。大学院で大切なのは、学び続ける心を保つことですね。私は解らないことがあった
ら、すぐに研究室の先輩たちに教えてもらいます。雰囲気に溶け込めるし仲良くなれるいい機会
です。研究テーマもそうしながら決めました。

苗 力元（ミョウ・リキゲン）さん 修士課程2年次生　社会学専攻　社会学コース

社会学専攻
「現場主義」にもとづき調査を主体に多角的な理論的検討をおこなうカリキュラムが特徴です。

社会学の研究を深めたい人だけでなく、専門社会調査士や職業ジャーナリストを目指す人にぴったりです。

専任教員紹介
2022年度 専任教員の
専門分野・主な研究テーマと
担当授業科目

M
・
D

M
・
D

M

音楽学／ドイツ文化史
映画音楽／文化政策とポピュラー音楽

高岡 智子　【博士（学 術）】

病と医療の社会学／食と食事の社会学／社会理論
医療研究のための社会理論／先端医療／健
康食品／健康至上主義／東アジアの医療シス
テム／病をめぐる論争／食と健康をめぐる論争

黒田 浩 一郎　【修 士（文学）】

フランス中世文学／アーサー王文学
13世紀フランスにおける散文による
物語手法の形成

嶋﨑 陽 一　【修 士（文学）】

ジャーナリズム史／東アジアの新聞研究
植民地統治下の新聞研究／
東アジアのマスメディアと国際報道

李 相哲　【博士（新聞学）】

文化社会学／子ども社会学
都市文化・風俗／子どもの社会化

工藤 保 則　【博士（社 会 学）】

都市社会学／情報社会論
バングラデシュの都市下層を対象とした研究
テレワークの実証的研究

佐 藤 彰男　【博士（社 会 学）】

マスメディア／ジャーナリズム
報道倫理／ジャーナリズムの規範論／
地域メディア／コミュニタリアニズム

畑 仲 哲 雄 　【博士（社会情報学）】

犯罪社会学／社会統計学
失業と犯罪／犯罪被害調査

津島 昌寛　【M. A .】

文化人類学
イランにおける「宗教」の社会的布置の変化に
関する人類学的研究

椿原 敦子　【博士（人間 科 学）】

集合行動論
群集の社会的コントロール／
都市祝祭の変容過程

𠮷𠮷田 𠮷𠮷　【修 士（文学）】

地域発展学
中国経済／地域と経済

李 复屏　【博士（経 済 学）】

ジェンダー・スタディーズ／家族社会学
農業労働とジェンダー／グリーン・ツーリズム／
家事労働

渡 辺 めぐみ　【博士（社 会 科 学）】

社会思想史／精神分析
フランス社会学史／
グローバル化と精神病理

村 澤 真保呂 　【修士（人間・環境学）】

福祉社会学／計量社会学
子ども期の不利／ソーシャル・サポート／
調査票調査

三谷  はるよ 　【博士（人間科学）】

「M」は修士課程科目担当者、
「D」は博士後期課程科目の担当者です

専門分野
研究テーマ

名前【学位】

修士論文題目

中山間地域における地域再生活動とその
主体形成 ー滋賀県高島市での炭焼き集
落を事例にー

世論形成におけるネットメディアのオピ
ニオン・リーダーの役割 ーウェイボー上
の「コロナで留学生帰国」の報道を中心
にー

■

■

広い視野、客観的な視点から考える社会学。

　天津外国語大学で日本語を専攻していたので、日本の生活を体験したいという願望はずっとあ
りました。とはいえ留学には費用も時間もかかります。家族が一貫して支持してくれたおかげで、
よし、若いうちにやりたいことをやろう、と踏み切ることができました。
　「世論形成におけるネットメディアのオピニオン・リーダーの役割　̶ウェイボー上の『コロナ
で留学生帰国』の報道を中心に̶」というタイトルで修士論文を書きました。インターネットの急
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在学生からのメッセージ

修了生からのメッセージ

環境社会学／地域社会学
流域ガバナンス／地域づくり／
農村研究／近代化過程における宗教観と死生
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脇田 健一　【修 士（社 会 学）】
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児童福祉学／臨床発達心理学
「抱き」を中心とする発達心理学／

子どもの発達環境に関する実践的研究　　
　　　　

金子 龍 太 郎　【博士（学術）】

英語学
意味論・語用語

五十嵐 海理　【MLitt in Linguistics】

ソーシャルワーク／メンタルヘルス
臨床ソーシャルワーク／消防職員のメンタルヘルス

栗田 修司　【修士（文学）】

児童福祉論／保育ソーシャルワーク
児童福祉分野の専門性／地域子育て支援

土田 美世子　【博士（人間福祉）】

地域福祉論／市民活動論
地域福祉の理論と方法／災害と地域福祉／
ボランティアコーディネーション（マネジメント）論

筒井 のり子　【修士（社会学）】

障害福祉／特別支援教育
知的障害とQuality of life／支援／
デンマークの福祉・教育

立田 瑞 穂　【博士（教育学）】

障害者福祉論
地域生活支援／意思決定支援

樽井 康 彦　【博士（学術）】MM
・
D

修士論文題目

病院における精神保健福祉士の業務と
主観的達成度の関連 ー「精神保健福祉
士業務指針及び業務分類第2版」を手が
かりにー

介護護保険制度における小規模多機能
型居宅介護の現状と展望

医療ソーシャルワーカー（MSW）に求め
られる能力に関する研究 ～支援の質の
向上に向けて～

■

■

■

社会福祉学専攻
社会福祉の高度専門職業人及び、研究者・教育者の
育成を目的とし、人間力豊かな人材を養成します。

専任教員紹介
2022年度 専任教員の
専門分野・主な研究テーマと
担当授業科目

「M」は修士課程科目担当者、
「D」は博士後期課程科目の担当者です

専門分野
研究テーマ

名前【学位】

社会保障法／社会保障論
皆年金に関する研究／最低生活保障における
年金と生活保護の関係／雇用と社会保障の連携

田中 明彦　【修士（法学）】

理論言語学／英語学
英語の統語論

前川 貴史【PhD in Linguistics】 

苦しんでいる人々のために何かできれば。

　遼寧師範大学の工学部で電子工学を学び、中国本土で２年ほどパソコン関連の仕事に就いてい
たのですが、働きながら、もう少し学びたい、勉強したいという気持ちがあって、インターネット
で海外留学の情報を検索、理工系の学校を探していました。その時に突然、龍谷大学のホームペー
ジがひらいて、ロゴマークが印象的でした。仏教の説法印と似ている、と思ったのです。私は子供
の頃から無宗派ですが仏教徒でしたので、ご縁を感じ、ホームページを熟読して、理工系ではなく
実践真宗学研究科への留学を決めました。
　実践真宗学研究科での修士論文は「仏教思想に基づいた現代社会の苦悩への対応　̶特に坐
禅・瞑想を通じて̶」。ここで学ぶ課程で、もう少し仏教社会福祉について研究したいと思うよう
になり、社会学研究科で社会福祉学を専攻する博士課程への進学を決めたのです。現在、テーマを
「タイの寺院におけるヴィパッサナー瞑想の社会福祉活動への影響に関する研究　̶共感性の視
点から̶」として進めています。これから先の人生、ずっと仏教と社会について研究したいと思う
ようになりました。そして、世界中で苦しんでいる人々のために何かできることをしていきたい、
と考えています。

姜 咨任（キョウ・シニン）さん 博士後期課程1年次生　社会福祉学専攻

手厚いサポートで、真剣に、楽しく学ぶ。

　大学院に入ってまず感じたのは、学部の頃と較べてやるべきことが一気に増えたことです。課
題も増え、その難易度も上がるので、作業量は大きく増加しました。さすがに大学院、というとこ
ろです。学部生の時、児童福祉でのボランティアサークルに所属して「子ども食堂」の活動に参加
してきたので、修士論文の研究テーマを「子ども食堂の役割」としました。より良い活動にしてい
くためにどんなことができるのか、実践活動に少しでも寄与できる研究が進められたら、と考え
ています。
　大学院への進学は、最初はまったく想定していませんでした。社会学部の講義を受けている時、
たまたま先生から君は大学院に向いていると言われて、意識し始めたのはそれからです。誰もが
まず気にすることですが、卒業とともに就職する同級生に遅れるという焦り、就職で不利になら
ないかという不安はありました。そんなことを知人に相談した時、「就職が心配なら、２年遅れて
も大丈夫なくらいの知識や資格を身につければ問題ないのでは」と言われて、あ、その通りだ、と
吹っ切れました。真剣に、かつそれを楽しく学ぶ場所が大学院。勉学も、そして学費についても、サ
ポートが手厚いので心配ありません。

石井 晴也さん 修士課程1年次生　社会福祉学専攻

専門職で働く前の、２年間の充実した補完。

　人の感受性というのは豊かで素晴らしいものです。そしてその豊かさは繊細で複雑なバランス
で成り立っているゆえに、心を病んでしまうこともあります。人間らしさとは何か、精神保健福祉
にはずっと関心を持っていたので、修士論文では「病院における精神保健福祉士の業務と主観的
達成度の関連」として研究をまとめました。
　もともと大学院までは考えていませんでした。大学進学そのものが、福祉の仕事に就くための
国家資格取得を目的としていたのですが、その資格を得ただけでプロとみなされて現場に出るこ
とにためらいがありました。もっと学ぶことがあるのではないかと悩んでいたところ、ずっと指
導をいただいていた先生のアドバイスもあり、修士課程に進みました。２年「遅れて」社会人にな
るのでハンディになるかもしれない、という意見もありましたが、勉強したい、その確固たる意思
を持って進もうと決断しました。実際の就職活動ではハンディなどまったく杞憂で、研究生活で
得たものは多く、この２年間は他で経験しがたい貴重な時間となりました。社会人になってから
は、時間に余裕をもって勉強する機会はありません。やりたいことの軸をしっかり定めて、自分を
納得させてください。

山﨑 咲奈さん 医療ソーシャルワーカー　2022年修士課程修了

在学生からのメッセージ

修了生からのメッセージ
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2023※掲載の学年、所属は取材時のものです。 2022年7月発行

龍谷大学大学院

You,Unlimited

社会学研究科

龍谷大学のブランドストーリー
世界は驚くべきスピードでその姿を変え、

将来の予測が難しい時代となっています。

いま必要なことは、「学び」を深めること。

「つながり」に目覚めること。

龍谷大学は「まごころある市民」を育んでいきます。

自らを見つめ直し、他者への思いやりを発動する。

自分だけでなく他の誰かの安らぎのために行動する。

それが、私たちが大切にしている

「自省利他」であり、「まごころ」です。

その心があれば、激しい変化の中でも本質を見極め、

変革への一歩を踏み出すことができるはず。

探究心が沸き上がる喜びを原動力に、

より良い社会を構築するために。

新しい価値を創造するために。

私たちは、大学を「 心」と「知」と「行動」の拠点として、

地球規模で広がる課題に立ち向かいます。

1639年の創立以来、貫いてきた進取の精神、

そして日々積み上げる学びをもとに、様々な人と手を携えながら、

誠実に地域や社会の発展に力を尽くしていきます。

豊かな多様性の中で、心と心がつながる。人と人が支え合う。

その先に、社会の新しい可能性が生まれていく。

龍谷大学が動く。未来が輝く。

You, Unlimited

2023 年度学費・諸会費については、「2023 年度入学試験要項」をご参照ください。
■ 学費・諸会費について

「2023 年度 入学試験要項」をご確認ください。
また、入試結果については入試情報サイトに掲載しております。
https://www.ryukoku.ac.jp/admission/index.php

■ 入試について

社会学研究科では年に数回、入試説明会を開催しております。
詳しい日程については社会学部教務課へお問い合わせください。

※社会学研究科は、2025年4月に深草キャンパスへ移転します。
　2025年4月からは、深草キャンパスへ通学することになります。

龍谷大学大学院 社会学研究科
新たな知と価値を創造するために、

「 心・知・行動」の拠点として、地域や世界の課題に対峙し、
問い続ける。それが、龍谷大学の研究のあり方です。

これまでの社会のありようや私たちの 行動を省み、
先端的な研究や学際的連携による知の集約のもと、
世界の人々と協力して困難な課題に立ち向かう。
その姿勢と行動が、未来の可能性を切り拓いていきます。

瀬田キャンパス 〒520 -2194　滋賀県大津市瀬田大江町横谷1- 5
Tel 077-543 -7760　   shakai@ad.ryukoku.ac.jp

https://www.soc.ryukoku.ac.jp/daigakuin
社会学研究科の HP はコチラから


