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研究科の紹介

研究課題一覧
国際文化学専攻（修士課程）
（平成28年度～平成29年度修了生分）

健康福祉学専攻（博士前期課程）
（平成28年度～平成29年度修了生分）

●服飾デザインにおけるサービスデザインの活用と課題
●祭りが果たす現代的意義の一考察
　－山口地域における三自治会の祭りを事例に－
●盆行事の伝承と変容に関する中日比較研究
　－火をともす行事を中心として－
●The Identity of Children in a Multilingual Education Region:
　A Case Study on Primary Education in the Basque 
Autonomous Community
●高度外国人材の採用および待遇の韓日比較
　－慶尚南道昌原市および山口県における企業調査－
●中国（山東省）の大学における女性の進出に関する一考察：若者世代を中心に
●伝統的茶道の研究と新様式野点の普及
　－アーツ・マネジメントを通した地域活性化のための実践的研究－
●伝統染織文化の継承と地域貢献
　～染織ワークショップと商品開発の実践的研究～
●山口の地域素材を服飾デザインに活かす実践的研究
　～デニムと和紙と藍布を用いた服飾造形～
●山口市阿東地区の観光を主体とした地域活性化
　－スローフード・スローライフの町あとうをめざして－
●陶淵明研究
　－学習者の自己理解を深めるための教材作りを目的として－
●地域資源を活用したメディア表現研究
●山口県における青少年海外派遣事業を通した異文化理解促進のための一考察
　－英語圏姉妹都市派遣研修プログラムへの中高生参加者を中心に－
●高齢女性のおしゃれ・美容行動に関する研究
●中国における留学生教育の現状と課題
　－山東省に留学した日本人留学生を中心に－
●歴史的街並みの観光活用に関する研究
　～文化的共通点に着目した国際交流の可能性を中心に～
●中小企業におけるソリューションフォーカスによる組織開発の効果分析

●高齢者が旅行に参加する際の意思決定に影響を及ぼす要因の分析
●看護カンファレンス質評価尺度の開発　－インタビュー調査をもちいた項目プールの作成－
●新卒看護職の看護実践能力及び社会的スキルと職場適応との関連性
●臨地実習が看護学生に必要な社会人基礎力に及ぼす影響の検討
●中国空巣老人問題の研究　－地域住民による見守り活動に焦点を当てて－
●慢性疾患の子どもを支える養護教諭の教育実践に関する研究
●看護師のリスク感性を高めるための教育課題の析出
　－標準予防策における手指衛生に焦点をあてて－
●地域在住高齢者の転倒予防につながる日常生活行動特性
●就業継続3年が職業継続意欲へ及ぼす要因の検討　－看護師における3年神話の検証から－
●少子化時代における小児看護学の学習内容の検討
●過疎地域で暮らす在宅高齢者の廃用症候群の予防につながる生活要因の検討
●難病患者における医療従事者に対する心理過程の解明
●単位子ども会役員が抱える負担感とやりがいについての検討
●近代化と引きこもりに関する研究　－中日比較の視点から－

健康福祉学専攻（博士後期課程）
（平成28年度～平成29年度修了生分）

●血管機能の新たな測定方法の検討　～レーザースペックル二次元血流画像化法の応用～
●児童生徒に対する食育の指導方法と評価に関する研究
●1型糖尿病患者における発症時の栄養指導に対する受け止め方がその後の
食生活及び療養生活に与える影響について

●看護学生のリフレクションを活性化させる教育方法の創出
●メディカルフィットネス施設における運動実施および継続行動に関する研究
　－健康運動指導士から提供されるソーシャルサポートに着目して－
●保育士のメンタルヘルス　－陽性・陰性感情に基づく実証的研究－

国際文化学研究科 国際文化学専攻

健康福祉学研究科 健康福祉学専攻

国際文化学研究科は、「文化の多様性の相互理解と文化の共存・創造」を教育理念として
掲げ、グローバルな感覚の涵養とローカルな歴史・文化の尊重・創造を教育研究の
目的として開設されました。「国際文化学」は、人間の「文化」について、さまざまな側面
から学際的に考究する学問です。そのため、本研究科では、哲学・歴史学・政治学・文
学・語学・人類学・社会学・経済学・教育学・地域学・デザイン学・観光まちづくりといった多
彩な専門領域をもつ教員をスタッフとして揃えています。グローバルな視野と、ローカ
ルな問題意識のもとに、新しい時代における文化の国際的課題や地域文化の発掘・創造
について、皆さんとともに究明できることを楽しみにしています。

健康福祉学研究科は、社会福祉学・看護学・栄養学の学際的融合のもと、人々への健康
づくりのための保健・福祉サービスに関する高度な知識・技術を有する人材養成を
目的に設置されました。我々が目指すところは、人が「生まれ」、「育ち」、「社会で活躍」
し、「死に行く」まで、人生の中で健康に生きて行くことに対し「お手伝い」ができる人材
の養成だと考えています。山口県立大学大学院は、昼夜開講し、社会で活躍している
方々にも門戸を広げています。今、社会で求められているより高度な人の健康を支える
知識、技術を「様々な視点」から磨くためにも、健康福祉学研究科で学び、一緒に解明
してみませんか。



教員の教育研究分野
国際文化学研究科国際文化学専攻

井竿 富雄
○日本政治史におけるシベリア出兵問題
○歴史意識と現代
○近代日本における政治的訓練　○近代日本と植民地

教　授 比較政治特論

林　炫情
○日本語と韓国語の社会言語学的研究　　
○外国語教育と言語評価に関する研究

教　授 言語文化特講Ⅲ

ウィルソン・エイミー
○ハワイ在住日系アメリカ人高齢者の生きがい研究
○子どもの健全な育成のための「発達資産」の日米比較

教　授 国際文化特講Ⅲ

金　恵媛
○多文化共生と地域社会
○アクティブ・エイジング社会における世代関係

教　授 国際文化特講Ⅱ

鈴木 隆泰
○インド哲学/仏教学/宗教学
○自己と他者（他人・世界）との関係性

教　授 仏教文化特論

倉田 研治
○Webデザインの拡張、表現方法における
　GIS（地理情報システム）の考察
○メディアと写真表現の考察

准教授 文化創造特講Ⅰ

西脇 靖洋
○欧州統合
○南欧諸国の政治と外交

准教授 国際関係特論

山口　光
○プロダクトデザイン
○地域産業デザイン

教　授 文化創造特講Ⅲ

稲田 秀雄
○能・狂言の作劇法に関する研究
○山口鷺流狂言の系統的研究

教　授 日本文化特講Ⅰ

岩野 雅子
○多文化主義や多文化教育の理論と実践を中心に、
　国際教育、異文化理解教育、グローバル教育、
　教育の国際的なスタンダード等

教　授 多文化教育論

川口 喜治
○中国唐代の詩歌
○唐代詩人の生態（伝記、交遊等）

教　授 言語文化特講Ⅰ

齊藤　理
○文化遺産の保護・利活用、観光まちづくりに関する研究
○地域文化の普及教育プログラム
　（コミュニティ・サービスラーニング）

教　授 文化遺産論

水谷 由美子
○服飾デザインとサービスデザインの研究
○地域をフィールドとした文化イベント・展覧会等の企画
　及び運営に関する実践的研究

教　授 文化創造特講Ⅱ
文化コーディネート論

西田 光一
〇英語と日本語の事例を中心とした語用論
〇現代英語の語法と文法
〇対照言語学

教　授 言語文化特講Ⅱ

進藤 優子
○開発途上国の経済
○教育・人的資本蓄積による経済成長
○財政政策のシミュレーション分析

准教授 NGO・NPO特論

菱岡 憲司
○江戸時代の散文文学
○１９世紀日本における「個」の自己表出の変遷

准教授 日本文化特講Ⅲ

渡邉　滋
○日本古代～中世前期における地方政治
○日本漢文の形成過程
○史料学（古文書・古典籍の研究）

准教授 日本文化特講Ⅱ

必修科目である「文化コーディネート論」では、地域における文化領域とマ
ネジメント領域の研究者やオピニオンリーダーから理論と実践を学び、地
域文化の活性化や事業展開の可能性などについて事例を通して理解でき
ます。「国際文化学研究法」では、学際的な学問分野である国際文化学への
アプローチについて基礎的な研究方法を学びます。

必修科目である博士前期課程の「健康福祉学特論」や博士後期課程の「健
康福祉学講究」で、人々の健康づくりに関する共同研究等を通して統合的
で実践的な健康福祉学の理論的背景と研究方法を学びます。博士前期課
程の「健康福祉学特論応用演習」では、事例検討等を通してリーダーの実
践力やスーパーバイザーの指導力を修得します。

山口国際文化学研究会、健康福祉学研究会を定期的に開催し、公開し
ています。

●「生命と生活の質特論」は国際文化学研究科・健康福祉学研
究科の院生が合同で学ぶ科目です。私たちの生命・生活・人
生の質（Quality of Life）について領域を超え、多角的・複眼
的な視点で問い、講義をふまえた自由なディスカッションや
ワークショップ形式の学びあいの中で認識を深めます。

●両研究科ともに、充実した科目群（コースワーク）と複数名に
よる丁寧な研究指導（リサーチワーク）のバランスのとれた
カリキュラムを用意しています。

～ カリキュラムの詳細は大学ウェブサイトでご覧ください ～

国際文化学研究科の特色ある科目

健康福祉学研究科の特色ある科目

研 究 会

山口県立大学大学院の特色ある科目



健康福祉学研究科健康福祉学専攻

内田 耕一
○肝硬変患者の栄養治療の研究
○肥満症治療の研究

教　授 病態栄養学特論
臨床栄養学講究

浦山 晶美
○子育て中の母親の自己効力感・自尊感情に関する研究
○Virtuesに関する研究

教　授 看護科学特論

加登田 惠子
○社会変化と福祉問題発生構造の史的研究
○社会福祉実践及びソーシャルワークの社会的意義と
　効果についての史的研究

教　授 社会福祉学特論

草平 武志
○市町村・福祉地区における保健医療福祉サービス
　システムの構築に関する研究
○フィーマルケアとインフォーマルケアの関連についての研究

教　授 地域福祉学特論 坂本 俊彦
○高齢者の社会参加と生きがいに関する研究
〇高齢者の生活支援活動に関する研究
○協働のまちづくりの推進条件に関する研究

教　授 老年社会学特論

田中 マキ子
○創傷治癒に効果する新たな
　体位変換方法の検討
○百寿者研究　―長寿要因に関する国際比較―

教　授 臨床看護学特論
臨床看護学講究

中村 仁志
○精神障害者の社会参加に対する看護職の役割と
　システムについての研究
○児童・思春期にある子どもたちの心理的支援についての研究

教　授 精神保健福祉学特論 中村 文哉
○保健・医療・福祉の発生基盤
　をなす人間の生とそれを取り巻く社会的なものに
　関する理論的・実証的な考察

教　授 社会学特論
健康福祉学講究

乃木 章子
○食習慣改善による生活習慣病の予防および
　改善に関する研究

教　授 臨床栄養学特論 人見 英里
○種々の食品（健康茶、
　山口県産野菜・果実類等）の成分が生体機能に及ぼす
　影響に関する研究

教　授 健康栄養学特論
健康栄養学講究

藤村 孝枝
○地域保健活動の計画策定及び評価に関する研究　　
○住民の自己健康管理能力を高めるための専門職の支援
　方法に関する研究

教　授 地域看護学特論

増成 直美
○骨粗しょう症の疫学に関する研究
○研究診療情報の利活用

教　授 健康福祉学研究法特論

横山 正博
○在宅医療と介護の多職種連携
○介護人材確保

教　授 健康福祉学特論応用演習
地域ケア論講究

藪本 知二
○子どもの権利に関する研究
○成年後見制度に関する研究

教　授 権利擁護特論

吉村 耕一
○循環器疾患の病態解明と
　新規治療法開発に関する研究

教　授 健康福祉学特論
健康福祉学講究

上白木 悦子
○患者の意思決定支援に関する研究
○終末期医療の倫理問題等、医療福祉分野の倫理問題に
　関する研究

教　授 健康福祉倫理学特論
健康福祉倫理学講究

佐々木 直美
○心理学的見地からの不妊予防の研究
〇親子関係に関する研究
○セクシュアルマイノリティに関する研究

准教授 臨床心理学特論
臨床心理学講究

長谷川 真司
○戦前期の民間財源に関する研究
○コミュニティソーシャルワークの理論や
　手法に関する研究

准教授 健康福祉学特論

曽根 文夫
○身体運動の生理心理学的
　効果に関する研究
○冷え症の予防等の体温と健康に関する研究

教　授 身体運動科学特論
身体運動科学講究

園田 純子
○起泡性を持つ茶の物性及び茶の嗜好性に関する研究
○幼児や保護者、大学生の食育に関する研究
○地域の伝承料理や食文化に関する研究

准教授 食生活科学特論

弘津 公子
○栄養状態とADLおよび
　QOLの関係に関する研究
○介護予防やスポーツ栄養に関する研究

教　授 地域栄養学特論

宮﨑 まさ江
○精神障がいのある人の地域生活支援
○精神保健福祉士の権利擁護実践
○精神保健福祉士養成教育のあり方（演習・実習を中心に）

准教授 臨床福祉学特論



選抜種別 試験科目 試験科目の内容

一般選抜
英語

●大学一般教養程度の英文を3題（うち2題を選択し回答
します。）を出題し、英語の学力を評価します。
●解答時間は2時間とし、200点満点で評価します。

面接試問 ●研究計画書及び卒業論文の要旨等に基づき行い、
200点満点で評価します。

社会人選抜
（英語を選択する者）

英語 ●一般選抜と同様です。
●解答時間は2時間とし、200点満点で評価します。

研究計画書及び
これに関する
面接試問

●研究計画などの準備状況及びそれに関する基礎
知識を問うものとし、200点満点で評価します。

社会人選抜
（英語を選択しない者）

専門に関わる
小論文

●一般共通問題1題及び専門領域（健康、福祉、看護、
栄養等に関するテーマから1つを選択）1題を
出題し、専門領域に関する知識だけでなく、論理性、
説得力、文章表現力を問います。
●解答時間は2時間とし、200点満点で評価します。

研究計画書及び
これに関する
面接試問

●研究計画などの準備状況及びそれに関する基礎
知識を問うものとし、200点満点で評価します。

外国人留学生
選抜

小論文

●一般共通問題1題及び専門領域（健康、福祉、看護、
栄養等に関するテーマから1つを選択）1題を出題し、
専門領域に関する知識だけでなく、論理性、説得力、
文章表現力を問います。小論文の課題は日本語
ですが、英語で解答することも可とします。
●解答時間は2時間とし、200点満点で評価します。

日本語又は英語の
研究計画書

及びこれに関する
面接試問

●日本語又は英語の研究計画書に基づき行い、
日本語能力、日本での生活基盤、本研究科への
適性、研究への熱意を問うものとし、200点満点
で評価します。

入試制度
選抜種別と募集人員 入学資格審査

対象者は、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業生やその
他の教育施設の修了者など、大学卒業資格を有していない者で、入学時ま
でに22歳に達する者です。詳しくは、学生募集要項を参照するか、山口県立
大学教務学生部教務入試グループまでお問い合わせください。

入学試験関係スケジュール

初年度納付金

選抜方法

研究科・専攻・課程 募集人数 選抜種別

国際文化学研究科
国際文化学専攻 修士課程

健康福祉学研究科
健康福祉学専攻 博士前期課程

健康福祉学研究科
健康福祉学専攻 博士後期課程

10名

10名

3名

○一般選抜 ○社会人選抜
○外国人留学生選抜
○学術交流協定校推薦選抜 ○学内推薦選抜
○一般選抜 ○社会人選抜
○外国人留学生選抜
○学術交流協定校推薦選抜 ○学内推薦選抜
○一般選抜 ○社会人選抜
○外国人留学生選抜
○学内進学者選抜

通常募集 国際文化学専攻（修士課程）
健康福祉学専攻（博士前期課程） 健康福祉学専攻（博士後期課程）

※国際文化学専攻（修士課程）及び健康福祉学専攻（博士前期課程）については2年間分、
　健康福祉学専攻（博士後期課程）については3年間分の授業料が必要です。

2018年11月5日（月）～11月16日（金）
2018年12月 1 日（土）
2018年12月 7 日（金）
2018年12月20日（木）

出願期間
試 験 日
合格発表
入学手続締切日

選抜種別 試験科目

総合試験

面接試問

総合試験

面接試問

総合試験

面接試問

総合試験

面接試問

総合試験

面接試問

試験科目の内容

一般選抜
（英語を選択する者）

一般選抜
（英語を選択しない者）

社会人選抜
（英語を選択する者）

社会人選抜
（英語を選択しない者）

外国人留学生
選抜

対　 象

諸会費

教育
後援会費

入会金
年会費

学生教育研究災害傷害保険
同窓会費（入会金・終身会費）

国際文化学専攻（修士課程）
健康福祉学専攻（博士前期課程）

健康福祉学専攻
（博士後期課程）

282,000
535,800（前期：267,900／後期：267,900）

5,000
9,000

40,000
2,430 3,620

874,230 875,420

入学金
授業料

初年度納付金　計

■国際文化学研究科 国際文化学専攻（修士課程）

●専門に関する問題2問（各50点）と英語（50点）
●解答時間は3時間とし、150点満点で評価します。

●研究計画書及び卒業論文の要旨等を考慮し、100
点満点で評価します。

●専門に関する問題3問（各50点）
●解答時間は3時間とし、150点満点で評価します。

●研究計画書及び卒業論文の要旨等を考慮し、100
点満点で評価します。

●専門に関する問題2問（各50点）と英語（50点）
●解答時間は3時間とし、150点満点で評価します。

●研究計画書等を考慮し、100点満点で評価します。

●専門に関する問題3問（各50点）
●解答時間は3時間とし、150点満点で評価します。

●研究計画書等を考慮し、100点満点で評価します。

●専門に関する問題2問（各50点）と日本語（50点）
なお、専門に関する問題については、英語で解答す
ることも可とします。
●解答時間は3時間とし、150点満点で評価します。

●研究計画書（英語での作成も可）等を考慮し、100
点満点で評価します。なお、面接試問は日本語で行
います。

●専門に関する問題は、全部で6問出題します。
●「英語を選択する一般選抜受験者」、「英語を選択する社会人選抜受験
者」、「外国人留学生選抜受験者」は、6問のうちから2問を選び解答する
ものとします。
●「英語を選択しない一般選抜受験者」、「英語を選択しない社会人選抜受
験者」は、6問のうちから3問を選び解答するものとします。

（単位：円）

■健康福祉学研究科 健康福祉学専攻（博士前期課程）

■健康福祉学研究科 健康福祉学専攻（博士後期課程）
選抜種別 試験科目 試験科目の内容

一般選抜
英語

●健康、保健、福祉、看護、栄養等に関する英文を出
題し、英文読解力等の英語の学力を評価します。
●解答時間は2時間とし、200点満点で評価します。

面接試問 ●研究計画書及び修士論文の要旨等に基づき評価します。

社会人選抜

小論文
●研究テーマを明確にするための小論文を課し、併せ
て、理論性、説得力、文書表現力等を評価します。
●解答時間は1時間とし、100点満点で評価します。

英語
●健康、保健、福祉、看護、栄養等に関する英文を出
題し、英文読解力等の英語の学力を評価します。
●解答時間は2時間とし、200点満点で評価します。

面接試問 ●研究計画書及び修士論文の要旨等に基づき評価します。

外国人留学生
選抜

小論文
●研究テーマを明確にするための小論文を課し、併せ
て、理論性、説得力、文書表現力等を評価します。
●解答時間は1時間とし、100点満点で評価します。

英語
●健康、保健、福祉、看護、栄養等に関する英文を出
題し、英文読解力等の英語の学力を評価します。
●解答時間は2時間とし、200点満点で評価します。

面接試問 ●研究計画書及び修士論文の要旨等に基づき評価します。

国際文化学研究科 国際文化学専攻
 「専門に関する問題」について



働きながら学ぶ ―社会人向け制度―
昼夜開講制大学院

長期履修制度 教育訓練給付制度

お問い合わせ先

授業実施方法

対象

授業の実施においては、通常時間帯（昼間）に開講される授業科目と特例の時間帯
（夜間・土曜日等）に開講される授業科目を隔年で入れ替えて開講します。なお、
一部科目については、夏季・冬季休業期間中などを利用して短期集中で開講
するものもあります。したがって、原則として、各授業科目は1年次か２年次の
どちらかに特例の時間帯（夜間・土曜日等）において開講されますので、仕事を
しながらの通学であっても必要単位を取得することにより２年間で修了することが
できます。

長期履修制度とは、職業を有している等の事情により、定め
られた修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な方
を対象に、標準修業年限（修士課程・博士前期課程は２年、博
士後期課程は３年）を超えて修学するものです。本制度の適
用を申請し認められた場合、納入する授業料総額は標準修
業年限分でよく、標準修業年限分の授業料を計画した履修
年数で除した額を毎年納入します。（ただし、在学中に授業
料の改定が行われた場合は再計算されます。）本大学院に
おける長期履修の取り扱いは、以下のとおりです。

〒753‒0021
山口県山口市桜畠6丁目2番1号
TEL：083‒929‒6506
E‒mail：nyushi@ypu.jp

国際文化学研究科国際文化学専攻修士課程および健康福
祉学研究科健康福祉学専攻博士前期課程は厚生労働大臣
から教育訓練給付制度（一般教育訓練）の対象として指定さ
れています。

給付額
教育訓練経費の20％（上限10万円）

受給申請方法
大学院修了後、所定の手続期間内にハローワークへ直接
申請してください。
※教育訓練給付金を受けるためには一定の条件が必要です。

長期履修制度は以下のいずれかに該当する方を対象として
います。
①職業を有している方（臨時雇用、非常勤等を除く。）
②育児、介護等に従事している方
③その他やむを得ない事情を有すると認められる方

長期履修制度を利用した際の授業料年額は、通常の授業料
の年額に標準修業年限を乗じて得た額を在学期間の年数
で除した額となります。

授業時間
時 限
1時限
2時限
3時限
4時限
5時限
6時限
7時限

時 間
  8：40～10：10
10：25～11：55
12：55～14：25
14：40～16：10
16：25～17：55
18：05～19：35
19：45～21：15

専攻（課程） 標準修業年限 長期履修できる期間

国際文化学専攻（修士課程）
健康福祉学専攻（博士前期課程）

健康福祉学専攻（博士後期課程）

２年

３年

３年～４年

４年～６年

対象

修
士
課
程

博
士
前
期
課
程

博
士
後
期
課
程

授業料納入額

通常（2年）

3年の長期履修

4年の長期履修

通常（3年）

4年の長期履修

5年の長期履修

6年の長期履修

1年目

535,800

357,200

267,900

535,800

401,850

321,480

267,900

2年目

535,800

357,200

267,900

535,800

401,850

321,480

267,900

3年目

357,200

267,900

535,800

401,850

321,480

267,900

4年目

267,900

401,850

321,480

267,900

5年目

321,480

267,900

6年目

267,900

計

1,071,600

1,071,600

1,071,600

1,607,400

1,607,400

1,607,400

1,607,400
詳しくは

大学webサイトをチェック！

年間授業料 =
通常授業料 × 標準修業年限

許可された長期履修の年数

アクセスマップ

山口県立大学
北キャンパス

山口県立大学
南キャンパス

教務学生部
教務入試グループ

（単位：円）
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