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コンセプト

２ １ 世 紀 の 市 民 社 会 を デ ザ イ ン す る の は 、あ な た で す 。

社会をダイナミックに創造し、課題と渡り合う力、
危機をチャンスに変え、
生き抜いていく力を持つ人「財」を養成。
知識と戦略、そして実践力を育てます。
なぜSocial Designか?
本研究科は、21世紀の社会が直面する諸問題に現実的に取り組み、新
しい市民的知の結集と協働のネットワークによって、
“いかに対処すべき
か”
の具体的な社会と組織の運営方法論を系統的な理論と実践として探
究する大学院です。
異なる価値観を持つ人々が共生していくための知恵や仕掛けや仕組みと
しての社会と、そこでの人々の参加 ･参画の仕方を、これまでの常識にとら
われず、根底的という意味でラディカルに革新（イノベーション）
していく思
考と実践のありようを、
私たちは
「社会デザイン」
と呼んできました。
本研究科の設立から20年、ソーシャルメディアによる市民・各アクター間
の情報共有や協働が加速しています。また、ビジネスの手法を通じて社
会的課題の解決をはかるソーシャルビジネスや企業組織の社会的責任
（CSR/CSV）
、グローバルなリスクガバナンスなど、社会デザインが関わ
る分野は広がっています。
本研究科は引き続き、
21世紀社会にイノベーティブに関われる専門知識、
マネジメント能力、グローバルな視野を有し、変化する社会状況に的確に
対応できる総合的な判断力を備えた専門家＝ソーシャルデザイナーを育成
していきます。
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カリキュラム

3研究領域・5科目群の有機的な関連を
重視したカリキユラム編成
NPO/NGOなど非営利組織や

21世紀社会が直面する

社会における組織原理と

ソーシャルビジネスが可能にする

さまざまな危機に的確に

その歴史的過程を検証・解明し、

ネットワーク社会の運営理論を

対応できる総合的危機管理の

多様なアクターの連携協働の可能性と

実践的に研究する

方法論を開発する

組織理論のパラダイム転換を追究する

コミュニティデザイン学

グローバル・リスクガバナンス

社会組織理論

本専攻では、これら3つの研究領域を軸に、5つの科目群を設定しており、それぞれを有機的に関連させた
学際的な授業を通じて、幅広い視野と総合的な判断力を養います。
コミュニティ
デザイン学科目群
NPO/NGO・ソーシャルビジネスなどの
運営を実際的に研究する

グローバル・リスクガバナンス
科目群

社会デザイン学科目群

さまざまなレベルのリスクガバナンスを
個別的かつ総合的に研究する

集中演習科目群
他の科目で学んだことを
実践的レベルで定着させる

本専攻に共通する
基本理念を
深める科目群

社会組織理論科目群
社会組織の歴史的社会科学的
分析研究を行う

＜研究と指導の特色＞
■ 実務的、実践的な研究に重きをおいた指導を行う

従来の学問領域を横断する柔軟な発想の総合的、多角的な理論研究を基盤としなが
らも、実務的・実践的研究に重きをおき、具体的な問題解決を図るための指導を行いま
す。そのために、専任の教員以外にも、各分野で高い見識を持つ専門家を講師に招
聘するなど学外との相互交流を促進し、外部との共同研究や共同活動の可能性を広
げています。
なお、本研究科では、MBAコース（博士課程前期課程）に加えて、DBAプログラム
（博士課程後期課程）を設け、実践にもとづく先駆的な研究者の養成も行なって
います。

■ 複数の指導教員による徹底した研究指導

入学後直ちに2名の指導教員による徹底した研究指導を開始します。ゼミ形式のグ

ループ指導、個別面談によるマンツーマン指導、ゼミ合宿などを活用して論文や研究
報告書の執筆を支援します。学生自身の自主的な勉強会、交流会も相互研鑽の機
会として奨励しています。

■ 多様な学術研究を可能にする研究評価方式

これまでの学問領域の枠を超えた学術研究を目指す本専攻では、修士論文にかわる
修了成果として、たとえば、職業上の問題関心に基づくケーススタディ、ボランティア活
動に関わる調査報告書なども厳正審査の上、
認定します。

■ 産学地域連携に基づく研究教育活動の推進

各分野・科目群では、
関連学会やパートナー企業、
NPO/NGO、
自治体、
地域との連携
による実践的研究の機会も追求しています。また、
下記を随時展開しています。

＜英語カリキュラム構成による「公共・社会デザイン学」コースのご案内＞
2021年 9月に、英語カリキュラム編成による「公共・社会デザイン学」コース (Master of Social Development and
Administration Course (MSDA))を開設しました。入試および入試要項の詳細は下記 URLを参照してください。
The Graduate School Of Social Design Studies launched a new English based program called “MSDA” in
September 2021, and the website for the program is now available.
https://msda.rikkyo.ac.jp/index.html ▶
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教 員 紹 介
2022年度の教員一覧です。

倉本 由紀子／教授
「努⼒しても報われない社会」は、格差や不公平感を縮減できないと考えま
す。現在の⽶国社会では、多くの⼈々のAmerican Dreamを実現すること
が困難になり、社会の分断が深刻な問題になっています。私たちの身近な
出来事にも「グローバル」な視野でクリティカル・シンキングを働かせ、
「21世
紀の社会の様々な問題」や「夢や希望を失わず⽣きていける社会」などにつ
いて、皆様と研究や教育を通じて切磋琢磨することができたら光栄です。

立教大学社会学部教授。米国ジョージ・ワシントン大学政治学博
士号取得（Ph.D.）
。米国アーラム大学助教授、マイアミ大学客員
助教授、立教大学 AIIC・社会学部特任准教授、中央大学社会科
学研究所客員研究員を経て現職。専門は、国際関係論、社会開
発、
ジェンダー論、
グローバル官民パートナーシップなど。
ジェンダーとコミュニティ／グローバル化の再検証／集中演習

若林 朋子／特任教授

コ ミ ュ ニ ティ デ ザ イ ン 学

文化は、よりよく生きようとする人間の営みであり、知恵の結晶で、世
の中のあらゆる領域に深く関係しています。芸術は社会を映しとる鏡
です。 両者とも一人ひとりがよりよく生きていくための社会のデザイ
ンに欠かせない要素です。文化・芸術を切り口に現代社会を見つめ
なおし、人を大事にする未来社会のデザインについて、皆さんと研究
を深めます。

宮本 聖二／特任教授
社会課題を可視化するために映像コンテンツを制作し、
それを関係者
が視聴して問題の所在や原因を共有、課題解決に向けて一歩足を
踏み出す。映像の持つ力を社会デザインにどう活かすのか皆さんと
一緒に考え、実践して行きましょう。また、プラットフォームもデバイス
も日々変化しているメディアのいまを見極めながら、これからのありよう
を、
より良い社会の実現と結びつけて考えます。

中野 佳裕／特任准教授

グ ロ ー バ ル・リ ス ク ガ バ ナ ン ス
Graduate School of Social Design Studies

特定非営利活動法人 AIMS理事。高齢者介護領域でのICT活
用、子どものグリーフケア・生活困窮者支援・児童養護施設で生活
する子どもの学習支援等、生きづらさを抱える人を支えるための様々
な実践活動と研究に従事。
福祉課題に取り組む実践活動１
・
２／福祉システムと社会デザイン
１／社会デザインと福祉課題２／集中演習

※博士前期課程のゼミ
（集中演習）
および研究指導は担当いたしません。

今年度よりコミュニティデザイン関連の科目を担当することになりまし
た。学問には大きく分けて
「科学」
「批判」
「知恵」の三つの潮流があ
ります。現代世界の諸課題を理解・検証するための科学的・批判的
思考を大切にしつつ、
人生を導く
「知恵の道」
としての学問を探求して
いきたいと思っています。

21世紀社会デザイン研究科

NHK沖縄放送局、報道局おはよう日本プロデューサー、戦争証言プロジェ
クト・東日本大震災プロジェクト編集責任を経てYahoo!ニューストラスト&
セーフティー室プロデューサー。デジタルアーカイブ学会理事・地域アーカ
イブ部会長、学会誌編集委員会副委員長。デジタルアーカイブ推進コン
ソーシアム副会長。筑波大学大学院非常勤講師
（博物館情報メディア）
。
ドキュメンタリーと社会デザイン１／映像ジャーナリズム論／デジタ
ル・アーカイブ論／メディア研究方法論／集中演習

三浦 建太郎／特任准教授
福祉とは、人びとが幸せに暮らせるようにすること。もしくは、生きづら
さを抱える人びとを支えることと考えています。その主語であり主役
は私たち自身。社会は、超高齢社会化、貧困格差拡大など、様々な
課題を抱え、対応を迫られています。対応を政治家や行政に任せる
のではなく、ジブンゴトとして捉え、どんな社会を望み作っていくのか。
皆さんと議論を重ねていきたいと思います。
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プロジェクト・コーディネーター。専門は文化政策、芸術文化支援、
アートマネジメント。1999年～2013年公益社団法人企業メセナ
協議会プログラム・オフィサー。
現在はフリーランスのコーディネーターとして、企画立案、執筆、調査
研究、
自治体の文化政策やNPOの運営支援、事業評価、助成選
考、
コンサルティング等に取り組む。
非営利法人制度論／文化政策論１
・
２／助成と評価／集中演習

英国サセックス大学社会科学とカルチュラル・スタディーズ研究科
開発学博士課程修了（DPhil）
。国際基督教大学非常勤講師、
早稲田大学地域・地域間研究機構次席研究員を経て、現在に至
る。各地で市民講座・ワークショップの企画運営も務める。
ローカリズム原論１／ローカリズム原論２

長 有紀枝／教授
21世紀の国際社会では、
「人間の安全保障」
「保護する責任」など
新しい概念が登場し、人間一人ひとりの生存、生活、尊厳に焦点が
あたる一方で、伝統的な国家の安全保障をめぐる課題も存在します。
私たち自身が当事者であるとの意識をもち、21世紀の社会が直面す
る多様な課題に、
皆さんとともに取り組んでいきたいと思います。

立教大学社会学部教授。認定 NPO法人難民を助ける会会長。
人間の安全保障学会
（JAHSS）
会長。長年NGOの活動を通じて、
緊急人道支援、地雷対策、地雷禁止条約策定交渉などに携わる。
専門はジェノサイド研究、
移行期正義、
人間の安全保障など。
ダークツーリズム／人間の安全保障論／集中演習

長坂 俊成／教授
リスクガバナンスとは不確実性を孕む現代社会において、組織や制
度、文化、技術などの巨視的な視座を持ちながらもシステムに還元し
得ない多様性、当事者性、生の一回性という小さな物語に共感しつ
つ、多様なステークホルダーと協調してリスクとつきあうことをいう。授
業では社会デザインの視点からリスクガバナンスを考究する。

立教大学社会学部教授。略歴：慶應義塾大学助教授、
防災科学
技術研究所主任研究員。専門：
リスク学・防災危機管理など。
（一
社）協働プラッ
トフォーム代表理事、
（一社）
日本モバイル建築協会
代表理事を兼務。モバイル建築を活用した応急仮設住宅の社会
的備蓄、Webラジオを利用したオーラルヒストリーやコミュニティアー
カイブなどの社会実装に取り組む。
プラットフォームと社会デザイン／オーラルヒストリーとデジタルアーカイブ／
防災政策論／リスクガバナンス論／リスクコミュニケーション論／集中演習

グローバル・リスクガバナンス

滝口 直樹／特任教授
2030アジェンダ・SDGs、パリ協定と、21世紀の世界は持続可能な
社会に向け動き始めました。気候正義、
カーボンニュートラルは、暮ら
しやなりわいを変えていくでしょう。地球や環境、生物多様性，
人と人
権を尊重する社会への変革には、
クリエイティビティが求められるはず
です。ともに考え、次のステップを刻んでいきましょう。

（同）環境活動支援工房代表社員。武蔵野大学環境学研究科
客員准教授。地球環境基金助成アドバイザー。環境省で主に政
策立案業務に従事。UNDPワルシャワ事務所出向を経て、気候
変動問題交渉、省庁再編、協働推進、石綿健康被害救済などに
取組み、退職後現職。市民活動支援に携わりつつ、越境的研究
者集団
（みがくSD研）
で活動している。
持続可能社会と行政ガバナンス／持続可能社会と地域ガバナン
ス／資源と環境の経済社会論／都市環境生活論／集中演習

大熊 玄／教授
日本で唯一の「哲学の博物館」
で十年間ほど学芸員をしていました。行
政と民間、中央と地方、研究者と生活者、哲学と宗教という境界線を行
き来しながら、現在のシステムの中で一本の弱き「考える葦」として生き
てきました。個人は、組織・地域・自然という「場」においてどう生きれば
よいのか。個と場がともに生きる道を考えてきました。そのような「場に
開かれた個」
が生きる方法を、皆さんと一緒に考えていければ幸いです。

立教大学文学部教授。金沢大学大学院博士後期課程満期退
学。Pune 大学大学院国費留学。金沢大学非常勤講師（インド
哲学・金沢学等）
、石川県西田幾多郎記念哲学館専門員・学芸課
長を経て、2015年より同館副館長。西田哲学会理事。専門は、
哲学、
宗教学、
日本思想。
2022年度研究休暇

中森 弘樹／准教授
社会問題を研究していると、一般的には迷惑とされている行いが、問
題の当事者にとってはある種の救いとなっていたり、逆に善いとされ
る行いが、当事者には負担だったりすることがしばしば観察されます。
一筋縄ではいかないところが、社会の難しさでもあり、面白さでもありま
す。このような現代社会を捉え、未来を構想するために必要な多元
的な視座を、
皆さんと学んでいければと思います。

（PD）
、
立教大学文学部准教授。日本学術振興会特別研究員
京都大学非常勤講師、21世紀社会デザイン研究科助教等を経
て現職。社会学の視座から失踪の研究を行ってきた。NPO法
人日本行方不明者捜索・地域安全支援協会理事。専門分野は
社会病理／社会問題論、
親密性論、
社会調査、
現代社会論。社
会学原論／社会デザインと社会学の方法／論文作成法Ⅰ／親
密性と現代社会／社会問題の分析理論／集中演習

社 会 組 織 理 論

亀井 善太郎／特任教授
みんなにとってよいこと＝Publicや公と呼ばれるものを担うのは政府
だけではありません。デモクラシーの本来の姿を踏まえ、
また、政府機
能の相対的縮小が必然となる現代では、一人ひとりが Publicを担う
力をもっと磨いていかねばなりません。多様な価値観を受けとめ、社
会課題を自分のこととし、本質を見極め、具体的な解決手段に至る。
お互いにそんな一人になれるよう切磋琢磨していきましょう。

慶応義塾大学経済学部卒業。日本興業銀行、ボストン・コンサル
ティング・グループ、衆議院議員等を経て、現在、PHP総研主席研
究員、みずほリサーチ＆テクノロジーズアドバイザー、アジア教育友
好協会理事等を務め、シンクタンカーやNPOマネジメントとして民間
からの政策立案、
社会変革に取り組む。
対話を重ねて構築するパブリック／社会課題と対話の実践／民が
担う政策提言のための基礎・実践／企業組織が担うパブリック／
集中演習

河口 眞理子／特任教授
気候変動の脅威が日々の生活にも影響するようになる中、競争から
共生へ、自己利益追求から社会課題解決へ、最高から最適へ、サス
テナビリティこそが人類社会を存続のカギです。その道筋を照らすＳ
ＤＧｓは、企業、金融、消費者が、価値観と意識と行動を三位一体で
変革させるという未曽有の現在進行形のチャレンジでもあります。ダ
イナミックな社会変革の流れを一緒に学んでいきましょう。
ほ ん

不二製油グループ本社 CEO補佐。アセッ
トマネジメントONEサス
テナビリティ諮問会議アドバイザー。元大和総研研究主幹。一
橋大学大学院修士課程修了。アナリスト協会検定会員、中央環
境審議会臨時委員、WWFジャパン理事、日本サステナブル投資
フォーラム理事など。
著書
「SDGｓで
『変わる経済』
と
『新たな暮らし』
（生産性出版）
」
ほか。
CSR/ESG金融総論ー１
・
２／エシカル消費総論―１
・
２／集中演習
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品治 佑吉／助教
これまでは、社会学者の清水幾太郎を対象とした思想史的研究を
行ってきました。清水の社会学の面白さは、いくら音声・映像の技術
が発達しても、なお「読書」が人間の「人生」の分岐点をなす重要な
経験だと主張している点にあります。これからの研究では、書物とい
うモノと人間の生きざまとの結びつきを、研究科のみなさんと一緒に
考えていきたいと思います。

東京大学法学部卒業、東京大学大学院人文社会系研究科（博
士課程）
修了後、
現職。
論文作成法Ⅱ／社会調査法Ⅰ
・Ⅱ／社会デザイン学の可能性１
・
２
／メディアとしての読書文化論／ライフコースとキャリア／集中演
習

■ 法人略記 （公財）
…公益財団法人、
（一財）
…一般財団法人、
（一社）
…一般社団法人、
（特非）
…特別非営利活動法人・ＮＰＯ法人、
（福）
…社会福祉法人、
（同）
…合同会社
※認定NPO法人はそのまま記した
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教 員 紹 介

稲葉 剛
貧困と社会的排除１
(一社）
つくろい東京ファンド代表理事。認定NPO法人ビッ
グイシュー基金共同代表。『 貧困パンデミック』
（明石書
店）
『
，貧困の現場から社会を変える』
（堀之内出版）
等、著
書多数。

客 員 教 授

指田 朝久
気候変動とリスクマネジメント／災害と事業継続計画ＢＣＰ
東京海上ディーアール株式会社主幹研究員。 東京大学
工学部卒。危機管理、リスクマネジメント、BCPなどのコン
サルティングに従事。京都大学博士（情報学）
、気象予報
士、情報処理技術者システム監査の資格をもつ。

吉田 敏浩
聞き書きとコミュニケーション
ジャーナリスト。アジアプレス・インターナショナルメンバー。
早稲田大学ジャーナリズム教育研究所客員研究員。『森
の回廊』で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。著書に『赤
紙と徴兵』
など。

相藤 巨
地方自治と社会政策
社会デザイン学会理事。２１世紀社会デザイン研究科博
士前期課程修了後、同研究科博士後期課程修了。博士
（社会デザイン学）
。 専門は地方自治、社会政策、ジェン
ダー。

奥田 裕之
市民社会論
（特非）
まちぽっと事務局長。未来バンク理事、
ジャーナリズ
ム支援市民基金運営幹事。市民ファンドやNPOバンクの
運営・設立、非営利事業への政策提案や支援などを行う。

川口 智子
社会を眼差すアートの世界
演出家。近年の上演作に
『4.48 PSYCHOSIS』、
『タバタ
バ』、
『動物たちのバベル』
など。他者の劇場／演劇を目指
し、香港・韓国・イギリスなど国外アーティストとの共同制作、
市民との作品づくり等も行う。

髙宮 知数
ソーシャル・マーケティング論

兼 任 講 師

（株）
ファイブ・ミニッツ代表。東日本国際大学地域振興戦
略研究所客員教授。座・高円寺劇場創造アカデミー講師。
立教大学社会デザイン研究所研究員。久留米シティプラ
ザ初代館長や神田淡路町再開発事業アドバイザーなど文
化施設やまちづくりを手掛ける。

仁平 典宏
「新しい公共」の社会学

社会組織とフォロワーシップ／ライフストーリーと社会的帰属
NTT、ベイン、
シュローダーベンチャーズ、サザビーリーグを経
て独立（経営コンサルタント）
。スターバックスコーヒー立上
げ総責任者。専門は、経営戦略、組織人事、能力開発、
マーケティング、ブランディング、サードプレイス論、ライフス
トーリー論、
物語マトリクス理論、
パーソナリティ理論。

鈴木 均
ＣＳＲ基礎論
（一財）日本民間公益活動連携機構事務局長、元（株）国
際社会経済研究所代表取締役社長、NEC CSR推進部
長。ソーシャルビジネスネットワーク理事、
サステナビリティ日
本フォーラム理事など。

石井 砂母亜
場の人間学

日本司法支援センター（法テラス）常勤弁護士。厚労省成
年後見制度利用促進専門家会議委員。認知症の人、障
害のある人、
成年被後見人等を対象とする意思決定支援ガ
イドラインの整備や研修、支援ツール開発、司法ソーシャル
ワークを中心に活動。

森屋 雅幸
文化財保護と社会デザイン
法政大学大学院人間社会研究科博士後期課程修了。博
士（学術）
。コミュニティと文化財保護の関わりを研究。著
書に『地域文化財の保存・活用とコミュニティ―山梨県の
擬洋風建築を中心に―』
（2018、
岩田書院）
。
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コーオウンド・ビジネス
（一社）従業員所有事業協会代表理事。跡見学園女子大
学マネジメント学科教授。 ㈱コア・
ドライビング・フォース社
長。21世紀社会デザイン研究科前・後期課程修了。 社
会デザイン学博士。 企業のコーオウンド化指導、エシカル
経営指導を実践。

今里 義和
メディアと政治・世論

跡見学園中学校高等学校社会科教諭。青山学院大学、
白百合女子大学他非常勤講師。上智大学大学院哲学研
究科博士後期課程修了。博士
（哲学）
。西田哲学会理事・
幹事。専門は西田哲学、
日本哲学思想、
キリスト教思想。

東京新聞外報部記者。前論説委員
（政治・外交担当）
、元
ワシントン特派員。外務省 ODA評価有識者会議委員を6
年務める。

景平 義文

加勢 雅善

イスラム社会と国際協力
認定NPO法人[難民を助ける会]エリア・マネージャー
（中東・
南アジア）
。 大阪大学大学院人間科学研究科博士課程
修了。博士（人間科学）
。中東、アフリカなどで教育開発
や難民支援に従事。

菊地 栄
ジェンダーとリプロダクション

ソーシャルビジネス論
（特非）ETIC.シニア・コーディネーター、アスクネット
（名古屋
市）
理事、森の生活
（北海道下川町）
理事。100団体以上
のNPO・社会起業の立ち上げを担当。 大手企業 CSRと
連携プログラムを多数実施。

佐野 敦子
「デジタル化」
と社会デザイン

(一社)社会デザイン研究所特別研究員。聖隷クリストファー
大学他非常勤講師。立教大学大学院 21世紀社会デザイ
ン研究科博士後期課程修了。 社会デザイン博士。 専門
はジェンダー、
リプロダクション、
子育て支援。

東京大学大学院情報学環特任研究員。 元国立女性教
育会館専門職員（eラーニング担当）
。博士（社会デザイン
学）
。eラーニング大手企業に勤務しながら本研究科に進
学、
ドイツ留学を経て学位取得。現在、AIやICTの拡大が
ジェンダー平等推進に及ぼす影響を研究中。

寺中 誠

中村 陽一

グローバル社会から考える人権

社会デザイン学への招待

国際人権 NGOのアムネスティ・インターナショナル日本の
元事務局長。 東京経済大学現代法学部客員教授。 国
内人権機関と選択議定書の実現を求める活動に従事して
いる。

立教大学 21世紀社会デザイン研究科教授等を経て東京
大学特任教授（22年 5月～）
、青森中央学院大学特任教
授、
社会デザイン学会会長等。社会デザイン学、
NPO、
ソー
シャルビジネスの実践的研究に取組む。

萩原 なつ子

広石 拓司

社会的合意形成とコミュニティ

本多 創史

自己決定権と意思決定支援

細川 淳

ソーシャル・ガバナンス論

星野 哲

水島 俊彦

科学コミュニケーション論
本講では、コロナを対象に、研究者、メディア、そして社会の
コミュニケーションのあり方を考える。
特定非営利活動法人 医療ガバナンス研究所 理事長 内
科医。

元 21世紀社会デザイン研究科教授。（公財）助成財団セ
ンター理事。（特活）
市民社会創造ファンド副理事長。（公
財）横浜市男女共同参画推進協会評議員など。 著書に
『市民社会創造の10年』
など。

認定特定非営利活動法人日本 NPOセンター代表理事。
お茶の水女子大学大学院修了。博士（学術）
。専門分野
は環境社会学、
非営利活動論、
ジェンダー論。

立教大学社会デザイン研究所研究員、
ライター。元朝日新
聞社記者。21世紀社会デザイン研究科博士課程前期課
程修了。著書に「人生を輝かせるお金の使い方 遺贈寄
付という選択」
「『定年後』
はお寺が居場所」
ほか。

上 昌広

渡辺 元

東京大学大学院教育学研究科教授。博士（教育学）
。日
本NPO学会理事。専門社会調査士。著書は
『「ボランティ
ア」の誕生と終焉：
〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』な
ど。専門は社会学。

看取り・弔いの社会デザイン
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梅本 龍夫

生命技術と21世紀社会

コミュニティマネジメント論
（株）
エンパブリック代表取締役。ソーシャル・プロジェクト・プ
ロデューサーとして、地域・企業・行政など多様な主体の協
働による社会課題解決型事業の企画・立ち上げ・担い手育
成・実行支援に多数携わる。

本間 まり子
アジア・アフリカの社会デザイン

福島県立医科大学教授。博士（学術）
。著書に『近代日
本の優生学〈他者〉像の成立をめぐって』明石書店、2022
年などがある。専門は思想史。

早稲田大学社会科学部講師（2022年度より）
。 一橋大
学大学院博士（社会学）
。イーストアングリア大学大学院
修士。国際協力の実務とバングラデシュ女性のエンパワメ
ント研究に従事。専門はジェンダーと開発。

村尾 るみこ

森田 系太郎

アフリカ地域研究

環境人文学

総合地球環境学研究所研究部所属。アフリカ日本協議
会理事。専門は地域研究
（アジア・アフリカ）
、人類学。研
究分野は、
難民・帰還民研究。

環境人文学・エコフェミニズム・医療人文学研究者、会議通
訳者、立教 ESD
（持続可能な開発のための教育）
研究所・
研究員。社会デザイン学博士（立教）
。著書に『環境人文
学Ⅰ&Ⅱ』
（勉誠出版 2017）
他。

山内 幸治

吉水 岳彦

ソーシャルビジネス論
（特非）ETIC.シニア・コーディネーター / Co-Founder。97
年 ETIC.事業化から参画。 認定 NPO法人カタリバ理事、
NPO法人 JANIC理事なども務める。

宗教と社会デザイン
私は現実的な苦しみに応ずる宗教的な智慧や慈悲をいか
に実践していけるかについて模索してきた。 講義では、宗
教者による社会実践の具体相を学びながら、宗教が社会や
人々に何をもたらしているのかを共に考えたい。

多様な授業形態

遠隔地でも受講可能に

～ミックス型授業の導入

対 面 で もオンラインで も受 講 が 可 能 な 授 業 の 実 現

21世紀社会デザイン研究科は、設立以
来、昼夜開講制の大学院として地域・職場
の中で社会課題の解決に取り組む社会人
や学部から進学する若者に対して、社会デ
ザインの実践的な学びと研究の機会を提
供することを使命としてきました。
コロナ禍において、従来のワークスタイル
やライフスタイルが大きく変化しつつある中
で、大学院での学びや研究のスタイルにも
変革が求められています。
そこで、Webを利用した遠隔授業やゼミ活
動・研究指導において、教室での対面授業
と同等の学習環境確保への取り組みとし

ミックス 型 授 業 では360度 カメラとマイク、
スピーカーが内蔵されたＡ
Ｉシステムを活用します。

て、2021年度より対面型の授業に加え、
オンラインでも受講が可能なミックス型の
授業を導入しました。 対面受講とオンライ
ン受講という２つの選択肢によって、学生
の方々の多様なニーズに応えることを目指
しています。

21世紀社会デザイン研究科
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修 了 生 の 声

社会デザインの分野における
高いレベルの専門家＝ソーシャルデザイナーを輩出
修 了 生 の キャリア

私が 50歳から学び始めたこと
生涯学び続けること ＝ 目的を持ち続けること
多くの業界で新たな事業創出に従事したことで、一種の
“高慢さ”
を持ち、他人
の意見や論調に耳を貸さず、頭の中で常に持論を展開していた自信家の私
は、ウォフォード・カレッジ学長 ベン・ダンラップ氏が語る「生涯学び続けること」
（YouTube:TED 2007）
を見て、
大きく考え方が変わった。
「知と経験に対する決して消えることのない不屈の欲求が、思い描く未来の形を
作る」
という力説が、
私の心を動かし大学院に通うという結論に導いた。

多様な“知”と“仲間”との出会い

山崎 宇充 さん

2019年 3月修了

東京メトロポリンタンテレビジョン株式会社
常務取締役
立教大学 社会デザイン研究所

研究員

（2022年 4月現在）

幅広い”
知”
を求めて、２１世紀社会デザイン研究科を専攻したのだが、これが大
正解であった。知らなかった、必要ないと思っていた分野に接すると、次第に関
心を持ち始め、関連する本を読むとこれが面白い。
当初、50歳で大学院に通うという恥ずかしさがあったのだが、共に学ぶ仲間は
20〜70代、経営者に建築家、サラリーマン、OL、NPO主催者、専業主婦など
様々で、
経験や考え方の異なる面々の意見を聞くことが本当に面白かった。
誰でも、年齢を重ねるごとに「もっと勉強しておけばよかった」と思うのではないか。
「学ぶことの楽しさ」、
「知ることの尊さ」
を教えてくれた大学院での２年間は、今も
私の糧となっている。

実践と研究を行き来する
大学院進学のきっかけ

大学でキャリアカウンセラーとして勤務する中で、保育士を目指していた学生が保
育実習をきっかけに夢を諦めてしまう事例を見てきたことと、保育園児の娘を持つ
母親として保育所の重要性と保育士不足による待機児童について問題意識を
持ち、大学院に入学しました。

視野の広がり

研究科で幅広い分野の先生と同級生の知見に触れるうちに、視野を広げ研究につ
なげることができました。政策に関する講義では保育士育成や雇用についての各
種政策を調べ、人道支援スペシャリストの先生から現場での判断力が求められる人
道支援組織と保育所との組織としての共通点に気づかされ、保育現場観察で園長
新保友恵 さん 2019年 3月修了
先生等リーダーの役割の重要性に気づきリーダーシップ専門の先生に相談をし、地
名古屋産業大学
域に開かれた保育所の事例調査からサードプレイスとしての保育所の可能性も考
現代ビジネス学部 特任講師
察しました。主指導の先生だけではなく多くの研究科の先生方から助言やヒントを
立教大学 社会デザイン研究所 研究員
得て、入学当初にイメージしていたものより、ずっと多角的に研究をすすめられ
「保育
（2022年 4月現在）
所の職場環境と組織作りについて」
というテーマで修士論文を書きました。
修了後は、大学で教員となり、ゼミナール活動や講義で社会デザイン研究を活かした教育実践をおこないながら、社会デザイン
教育を大学生の一般教養科目に展開すべく研究も続けています。
様々な角度から対象を見つめ、実践と研究を行き来することを21世紀社会デザイン研究科で学ぶことができました。

＜立教大学社会デザイン研究所＞
研究科付属の研究所として2008年に設置。社会デザイン学研究とそれにもとづく実践を、学内外研究機関・社会活動組織および研究者・実務家とのネットワーキングに
よって推進する実践的研究機関として、各種研究・実践プロジェクト
（社会実験・社会実装につながる実践的研究会・研究プロジェクト、寄付講座、文化庁採択プログラム、
地域との連携協定による事業、企業と連携したプラットフォーム
「社会デザイン・ビジネスラボ」運営、調査研究受託など）
、公開講演会の開催、出版、図書・資料の収集・整
備等に取り組み、
成果を市民社会・地域・大学および研究科にフィードバックしています。

8

21世紀社会デザイン研究科
Graduate School of Social Design Studies

NPO/NGOやソーシャルビジネス、企業の社会的責任
（CSR）
、国際協力団体の運営、企業・自治体から地球レベルに至る危機管理に関する
専門知識、スキル、マネジメント能力を修得し、かつグローバルな視野から、変化する社会状況に的確に対応できる総合的な判断力を備えた専
門家＝ソーシャルデザイナーを輩出しています。

（詳細は本研究科 HPを参照）

「何か」の正体を探して…
大学院進学のきっかけ
当時は小規模事業者の経営支援を目的とした公的機関に在職しており、全国
のいわゆる過疎地域を巡る機会が多くありました。仕事を通じて強く感じたのは、
経営に関する机上のアドバイスでは太刀打ちできない「何か」です。単に事業
者の利益を向上させることが答えにならないケースが確実に存在しました。この
「何か」の正体を突き止めるべく、学ぶことを決意しました。経済面からしか見て
いなかった地域を、
もっと深く知りたかったということなのかもしれません。

学びによって変わったこと

黒須 大樹 さん

2019年 3月修了

経営コンサルタント

多くの研究者が異なる角度から地域を見つめ、
様々な答えを出していることを知り
ました。それら全ては
“理論上”
実現し得るものかもしれません。しかしながら、実
際に見てきた地域には当てはまらないと感じることも多々ありました。まさにこれ
が私の研究の序章です。
研究を通じて出した結論の一つに「自分ごととして取り組めるか否か」というもの
があります。それを実践するために修了後、早々に転職＋地方への移住を決断
致しました。学びがなければ、恐らくこの決断はしていなかったと思います。ただ
し、やるべきこと、目指すべきことが明確に見えている今は以前よりやりがいに満
ち溢れています。

社会問題に国境はない

～視野を広くする学びの場への招待

アフリカでの生活から考えたこと
入学する半年前まで、アフリカのモザンビークで青年海外協力隊として2年間、
環境教育を普及する活動をしてきました。現地で生活をする中で、アフリカで起
きている様々な社会問題は日本でも同じように起きていることに気づき、また一
つの問題においても様々な要因があり、各問題へアプローチをしていくことが必
要だと感じました。そこで複合的に社会問題を学びたいと考え、大学時代の恩
師からの薦めもあり21世紀社会デザイン研究科への進学を決めました。

身近な社会問題を自分事に捉える
研究は、アフリカで活動していた時に、プロジェクトや問題に対し日本人とモザン
ビークの人々との間に認識のズレを感じて悩んでいたことをテーマに執筆しまし
た。社会人と学生の両立は容易ではないですが、朝早く起きて論文を書く
「朝
論」という時間を作り、土日を活用して執筆を進めました。授業では自分が見て
きた分野以外の様々な社会問題を学び、日本に潜む身近な問題を以前よりも自
分事に捉え考えるようになりました。
現在は人材育成のコンサルタントとして働きつつ、大学院で学んだことやモザン
ビークでの経験を活かし、国際理解教育に取り組んでいます。今後も学びと活
動を継続し、社会問題と向き合っていきたいと思います。

関 朱美 さん

2020年 3月修了

人材育成系コンサルタント企業
営業部勤務

＜社会デザイン学会＞
研究科や他大学と連携して、2006年に設立。研究分野として、コミュニティデザイン分野、CSR
（企業の社会的責任）
分野、国際協力・平和構築分野、非営利活動分
野、
危機管理分野、
都市防災分野、文化・芸術組織分野などについて、社会デザイン研究の確立を目指して多様な研究が展開されています。

21世紀社会デザイン研究科
Graduate School of Social Design Studies
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現役生の声／
入学者データ

多様なバックグラウンドの学生が世代を超えて交流できる場所
～大学院での学びを一生の財産に
社会人大学院は多様な業種やバックグラウンドの学生が在籍しているため、
未知の分野で活躍する人たちと交流できる場でもあります。
ここでは現役生の声をご紹介します。

現 役 生 の 声

人生の折り返し地点での選択として

伊藤 篤生 さん

個人事業主 (食品関連 )

社会をよりよくイノベーションするために大学院で学ぶ
なんて大それた目的があったわけではなく、大学院への興味と大学時代ろくに勉強しなかった学問
に対するやり残し感、そしてコロナで世の中の動きが止まった今こそ学びに時間を費やそうと考え
たことが大学院進学のきっかけでした。
その後、
タイのチェンマイという街に住んでいる日本人の単身高齢者男性の現状に興味を持ち、
こ
れを研究テーマに掲げ本研究科の進学相談会に参加しました。
そこで感じたリベラルかつアットホームな雰囲気と先生方の人柄や受容力に感動し、本研究科へ
の入学を決めました。たしかに仕事との両立はたいへんで、また若かった頃とは違い、体力も記憶
力も頭の回転も・・・ではありますが、優れた研究環境と懇切丁寧に指導してくださる先生方に恵ま
れて、
ここ数年経験したことないくらいの充実した日々を過ごしています。
もし今、少しでも大学院進学が頭にあるなら、
ぜひいちど本研究科の進学相談会に参加されること
を強くおすすめします。

井の中の蛙、社会デザインを知る

古屋 恵子 さん

国立大学法人職員

「怖いから、お金をもらっても絶対に海外留学には行きたくない」
ーそんな学生の声を聞いた時、留
学経験者として、また大学職員としてできることはないのかと思ったことがきっかけでした。”正しく”
未知を怖がり、学生の可能性を広げるために、大学は危機管理の観点から何ができるのか。そう
思った時、大学院への道を選択したことは、私にとってごく自然なことでした。入学説明会とソー
シャルデザイン集中講座を経て、危機管理と社会デザインの強い親和性を感じ、本研究科を受験
することを決意しました。
入学後は、自分の視野の狭さを痛感する日々。社会デザインの名の下に集った、様々なバックグ
ラウンドを持つ先生方と同級生達の話は、今まで私にとって未知だった世界へ優しく誘ってくれま
す。皆、
自身の考える社会課題解決のための強い情熱を持ち、
それに大きな刺激を受けています。
私も社会人 10年目で部下も持つ身ですが、いかに自分が小さな世界で威張ってきたかを感じま
す。本研究科での学びは、自身の業務だけでなく、自身の今後のあり方の道しるべともなること
を確信しています。

◆修了時に取得できる学位
比較組織ネットワーク学専攻

博士課程前期課程

修士（社会デザイン学）

比較組織ネットワーク学専攻

研究科入学者データ（2021年度入学者）
◆ 入試区分別

◆ 性別

一般 12%

女性 67%

男性 33%

博士課程後期課程

◆ 年代別

◆業種

60代〜 2%

20代 31%

留学生 6%■
■
公務 4%■
■
情報通信業 1%■
■

40代 20%
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■
医療，
福祉業 4%■

50代 29%
30代 18%

■製造業 2%
■卸売・小売業 3%

■
その他 6%■

社会人 88%

博士（社会デザイン学）

Doctor of Business Administration in Social Design Studies

Master of Business Administration in Social Design Studies

教育，
学習支援業
■
9%■

■運輸業・郵便業 1%
■金融業・保険業 1%
■生活関連サービス業
8%
■学術研究・専門・
技術サービス業 4%
■その他
サービス業 2%

学 習 環 境・ 施 設

社会人の創造的な学びを
支援する学習環境
立教大学および２１世紀社会デザイン研究科では、
社会人が日常の忙しさから離れて、研究や創造的な
思考に集中するための環境を整備しています。

池袋図書館
ロイドホール（18号館）の地下 2階から地上 3階までの5
層に位置する池袋図書館は、収蔵可能冊数 200万冊、
閲覧席数 1520席を有する国内の大学でも屈指の大規
模図書館です。
総合学習図書館および研究図書館としての2つの機能
を維持するとともに、多様なニーズに対応し利便性を向上
させることによって、
学習・教育・研究を支援しています。
平日は8:30～22:30、土曜日は8:30～20:00、
日曜・祝日
も10:00～17:00で開館しており、大学院の授業前後に
図書館で資料を収集したり、
文献を探すこともできます。
館内には軽飲食を取ることが可能なリフレッシュルームや
テラスを設置し、館外にはカフェ
（タリーズコーヒー）
を併設
しています。また、キャップのできる飲み物の持ち込みも
可能で、図書館内で長時間過ごせるよう環境を整えてい
ます。

2 1 世 紀 社 会 デ ザ イン 研 究 科

院生室

マキムホール４階には、２１世紀社会デザイン研究科学生の
ための院生室が用意されています。 院生室フロアの入口
は、カード錠
（学生証）
によって入室管理されており、院生の
みが使用できるようになっています。
院生室は、平日は8:30～23:00、土曜日は8:30～20:00、
休日は8:30～19:00の時間帯で自由に利用できます。
前期課程・後期課程の院生室にはそれぞれパソコンとプ
リンタが備え付けてあり、院生は自由に使用できます。
院生室フロアには、院生室のほか、共同ラウンジや共同院
生室が用意されています。

21世紀社会デザイン研究科
Graduate School of Social Design Studies
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受け継いできた社会を守る「愛」。
まだ誰も知らない世界を導く「力」。
次につながる100年をつくる「知」。

ここにそれがある。

研究科行事のご案内
進学相談会、公開講演会、
その他行事については随時研究科ホームページでご案内します。
開催日時や内容はホームページでご確認ください。

研究科ホームページ
https://sds.rikkyo.ac.jp/

募集要項概略
※出願については、必ず入試要項を確認してください。入試要項は、6月上旬と11月上旬
（予定）
に立教大学公式サイトに掲載します。後期課程は11月のみ掲載されます。

◆博士課程後期課程

入学定員

50名

入学定員

5名

入学試験
実施時期

秋季
（９月）
と春季
（２月）
※指定法人推薦入試は夏季(８月予定)

入学試験
実施時期

春季
（2月）
のみ実施

対象

大学院入学資格を有する者、
もしくは本大学院において大学を卒業した者と同等以
上の学力があると認められた者。

試験区分と
出願資格
要件

（注）
後者の出願資格を得るためには、
出願に先立ち、
出願資格審査を受ける必要が
あります。
一般

試験区分と
出願資格
要件

一般

◆博士課程前期課程

【選考方法】書類審査、筆記試験、口頭試問の成績を総合的に評価して行う。

社会人

社会人

【受験資格】
出願資格を有し、
かつ次の１または２のいずれかをを満たす者。
１．
教育・福祉・宗教・国際協力・芸術文化・環境保全・まちづくり、
その他何らか
の社会的実践活動を2023年３月末までに１年以上経験している者。
２．
学校・官公庁・団体・企業などで、2023年３月末までに１年以上の就業経験
があり、2023年４月１日に満23歳以上の者。
【選考方法】書類審査、筆記試験、口頭試問の成績を総合的に評価して行う。
指定法⼈推薦

【選考方法】書類選考

１．
教育・福祉・宗教・国際協力・芸術文化・
環境保全・まちづくり、
その他何らかの
社会的実践活動を2023年３月末まで
に１年以上経験している者。
２．
学校・官公庁・団体・企業などで、2023
年３月末までに１年以上の就業経験が
あり、2023年４月１日に満24歳以上
の者。
【選考方法】書類審査、筆記試験、口頭
試問の成績を総合的に評価して行う。

【受験資格】
出願資格を有し、
かつ次の条件をすべて満たす者。

２．
所属している法人に本学で学んだことを還元する強い意欲をもつ者。

【選考方法】書類審査、筆記試験、口頭
試問の成績を総合的に評価して行う。
【受験資格】出願資格要件を満たし、
か
つ、次のいずれかの条件を満たす者。

【受験資格】
出願資格を有する者

１．
本研究科が指定した法人で勤務しており、本研究科修了後も当該法人で勤
務する見込みの者。

【受験資格】
出願資格を有する者。

前期課程・後期課程ともに
「外国人区分」
はありません。
また、
入学定員は試験区分ごとの定めはなく、
すべての試験区分の
合計です。
学費・奨学金・教育訓練給付金については、
研究科ホームペー
ジをご覧ください。

お問い合わせ先
独立研究科事務室

21世紀社会デザイン研究科担当

■ 入試に関するお問い合わせ・過去問の請求

TEL 03-3985-3321

2022.4

21世紀社会デザイン研究科

平日 10：30～18：30

土曜日 10：00～13：30

■ 入試以外のお問い合わせ

MAIL：cde-ad@rikkyo.ac.jp
立教大学大学院

受付時間

MAIL：shindaigakuin@rikkyo.ac.jp
https://sds.rikkyo.ac.jp/

〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1 立教大学池袋キャンパス

