
社会科学研究科

履修方法（現代日本学プログラム以外の一般プログラム）

１．科目選択の一般的注意

(1) 研究指導は、出願の際に選択した研究指導を受けること。

(2) 研究指導を担当する教員を指導教員とし、講義科目の選択、論文の作成および研究一般については、その指

導に従うこと。

(3) 学生は年度の始めに、その年度に履修する科目を選択し、指定された期日に科目登録を行うこと。

(4) 指導教員がその必要を認めるときは、指導教員の指定する他箇所に設置されている講義科目を履修すること。

２．修士課程

(1) 修士課程を修了するためには、２年以上在学し、本研究科設置の授業科目について３２単位以上を修得し、必

要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格し、かつ所定の学費等を納めていなければな

らない。

※2015年度以降の修士課程入学者は、「研究倫理概論」（2単位）が必修。

(2) 前項の３２単位の標準的な修得方法は以下のとおりとする。

・研究指導

・授業科目（３２単位）
第１年度 指導教員の行う研究指導＋２０単位～２４単位

第２年度 指導教員の行う研究指導＋８単位～１２単位
ただし、指導教員担当の演習は１・２年とも必修とする。

(3) 講義科目は地球社会論専攻・政策科学論専攻に関わりなく、どちらの専攻の設置科目でも選択できる。
(4) 在学中、他研究科に設置された科目を履修して修得した単位は、１６単位を限度として修了必要単位として認
定される（別表参照）。

３．博士後期課程
博士後期課程を修了するためには、３年以上在学し、指導教員から所定の研究指導を受けた上、博士学位論文
の審査および最終試験に合格し、かつ所定の学費等を納めていなければならない。

【博士後期課程修了要件に係る在学期間短縮について】

大学院学則第14条第1項ただし書の規定により本研究科において博士後期課程の在学期間を短縮して修了させ
る場合の取扱いについて、以下のとおり定める。

・研究科博士後期課程に１年以上在籍し、その在学期間中に、学問的価値が特に高いと認められる査読付き論文

を２本以上発表した者（以下「短縮該当者」という。）は、指導教員の推薦により博士学位申請論文を提出すること

ができる。
・指導教員から前項に定める推薦があったときは、研究科長は、指導教員を除く研究科運営委員のうちから無記
名連記投票により選出された3名の委員で構成される委員会（以下「委員会」という。）に対 し、短縮該当者が、学
則第14条第1項ただし書に定める「優れた研究業績を上げた者」に適合するか否かについての審査を付託する。



【別表：現代日本語プログラムでない一般プログラム】



社会科学研究科 地球社会論専攻「現代日本学プログラム」 （2013年度、2014年度入学者）

注）本学が定めるところの「コース」とされるものですが、本研究科の教育理念である学際性と総

合性を勘案し、本研究科では「プログラム」の呼称を通称とするものです。

履修方法

１．科目選択の一般的注意

(1) 研究指導は、合格の際に決定した研究指導を受けること。

(2) 研究指導を担当する教員を指導教員とし、講義科目の選択、論文の作成および研究一般につ

いては、その指導に従うこと。

(3) 学生は学期の始めに、その学期に履修する科目を選択し、指定された期日に科目登録を行う

こと。

(4) 指導教員が研究教育上有益と認めるときは、指導教員の指定する本研究科「一般プログラ

ム」設置の講義科目および他機関・他研究科等に設置されている講義科目を履修すること。

２．修士課程

(1) 修士課程を修了するためには、２年以上在学し、本研究科設置の授業科目について３２単位

以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格し、かつ所

定の学費等を納めていなければならない。

(2) 前項の３２単位の標準的な修得方法は以下のとおりとする。

研究指導

授業科目（３２単位）

第１年度 指導教員の行う研究指導および 演習科目・講義科目２０単位～２４単位

第２年度 指導教員の行う研究指導および 演習科目・講義科目 ８単位～１２単位

ただし、指導教員担当の演習は１・２年とも必修とする。

(3) 指導教員が研究教育上有益と認める場合には、本研究科「一般プログラム」の講義科目の履

修を許可し、８単位を上限として修了に必要な単位として認定することができる。その際、地球社

会論専攻・政策科学論専攻いずれの設置科目でも選択することができる。

(4) 指導教員が研究教育上有益と認める場合には、社会科学部「現代日本学プログラム」設置の

講義科目の履修を許可し、６単位を上限として修了に必要な単位として認定することができる。

(5) ただし、上記(3)と(4)を合わせて、修了に必要な単位として認定できるのは８単位を上限とする。

(6) 上記(3)、(4)、他機関・他研究科設置科目等を履修して修得した単位は、１６単位を上限として

修了に必要な単位として認定することができる。算入方法については、別表「入学前既修単位、

在学中取得単位算入制限表」のとおりとする。

３．博士後期課程

博士後期課程を修了するためには、３年以上在学し、指導教員から所定の研究指導を受けた上、

博士学位論文の審査および最終試験に合格し、かつ所定の学費等を納めていなければならない。

以 上



（別表）入学前既修単位、在学中取得単位算入制限表

種別 区分 算入上限単位数 認定方法

入

学

前

A.他機関・

他研究科

本研究科入学前に本学他研究科または

他大学（外国の大学を含む）研究科で正

規生または科目等履修生として修得し

た単位

10 単位

10

単

位

本研究科入学時に指導教員の許可

を得た科目について研究科運営委

員会が承認する。

在

学

中

B.他機関

（留学）

在学中の留学により他大学研究科で修

得した単位 10 単位

帰国後に、指導教員の許可を得た

科目について、教務主任が行う面

接により承認し、研究科運営委員

会に報告する。

C.大学院共通

D.他研究科聴講

本学の大学院共通設置科目および他研

究科が履修を認める科目を履修し修得

した単位

16

単

位

科目登録時に指導教員の許可を得

て履修した科目について承認す

る。

入

学

前

E.本研究科

科目等履修

「現代日本学プログラム」

本研究科入学前に、本研究科「現代日本

学プログラム」設置科目を科目等履修生

（注）として履修し修得した単位

本研究科入学時に指導教員の許可

を得た科目について研究科運営委

員会が承認する。

F.本研究科

先取り履修

「現代日本学プログラム」

本研究科入学前に、本研究科「現代日本

学プログラム」設置科目を先取り履修制

度により履修し修得した単位

10 単位

10

単

位

G.本研究科

先取り履修

「一般プログラム」

本研究科入学前に、本研究科「一般プロ

グラム」設置科目を先取り履修制度によ

り履修し修得した単位

10 単位

10

単

位

H.本研究科

科目等履修

「一般プログラム」

本研究科入学前に、本研究科「一般プロ

グラム」設置科目を科目等履修生として

履修し修得した単位

10 単位

在

学

中

I.本研究科

「一般プログラム」

本研究科「一般プログラム」設置科目を

履修し修得した単位

8単位 8

単

位

科目登録時に指導教員の許可を得

て履修した科目について承認す

る。J.社会科学部

「現代日本学プログラム」

本学の社会科学部「現代日本学プログラ

ム」設置科目を履修し修得した単位

6単位

K.他箇所 本学の他箇所設置科目を履修し修得し

た単位

修了必要単位には算入されない。

計 16 単位以内

（注）研究科「現代日本学プログラム」設置科目の科目等履修生による履修は、原則として「委託科目等履修生」のみに認めることとする。



社会科学研究科 地球社会論専攻「現代日本学プログラム」 （2015年度以降入学者）

注）本学が定めるところの「コース」とされるものですが、本研究科の教育理念である学際性と総合性を勘

案し、本研究科では「プログラム」の呼称を通称とするものです。

履修方法

１．科目選択の一般的注意

(1) 研究指導は、合格の際に決定した研究指導を受けること。

(2) 研究指導を担当する教員を指導教員とし、講義科目の選択、論文の作成および研究一般については、

その指導に従うこと。

(3) 学生は学期の始めに、その学期に履修する科目を選択し、指定された期日に科目登録を行うこと。

(4) 指導教員が研究教育上有益と認めるときは、指導教員の指定する本研究科「一般プログラム」設置の

講義科目および他機関・他研究科等に設置されている講義科目を履修すること。

２．修士課程

(1) 修士課程を修了するためには、２年以上在学し、本研究科設置の授業科目について３２単位以上を修

得し、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格し、かつ所定の学費等を納め

ていなければならない。

※２０１５年度以降の修士課程入学者は、「研究倫理概論」（2単位）が必修。

(2) 前項の３２単位の標準的な修得方法は以下のとおりとする。

研究指導

授業科目（３２単位）

第１年度 指導教員の行う研究指導および 演習科目・講義科目２０単位～２４単位

第２年度 指導教員の行う研究指導および 演習科目・講義科目 ８単位～１２単位

ただし、指導教員担当の演習は１・２年とも必修とする。

(3) 指導教員が研究教育上有益と認める場合には、本研究科「一般プログラム」の講義科目の履修を許

可し、８単位を上限として修了に必要な単位として認定することができる。その際、地球社会論専攻・政策

科学論専攻いずれの設置科目でも選択することができる。

(4) 指導教員が研究教育上有益と認める場合には、社会科学部「現代日本学プログラム」設置の講義科

目の履修を許可し、６単位を上限として修了に必要な単位として認定することができる。

(5) ただし、上記(3)と(4)を合わせて、修了に必要な単位として認定できるのは８単位を上限とする。

(6) 上記(3)、(4)、他機関・他研究科設置科目等を履修して修得した単位は、１６単位を上限として修了に

必要な単位として認定することができる。算入方法については、別表「入学前既修単位、在学中取得単位

算入制限表」のとおりとする。

３．博士後期課程

博士後期課程を修了するためには、３年以上在学し、指導教員から所定の研究指導を受けた上、博士学

位論文の審査および最終試験に合格し、かつ所定の学費等を納めていなければならない。

以 上



（別表）入学前既修単位、在学中取得単位算入制限表

種別 区分 算入上限単位数 認定方法

入

学

前

A.他機関・

他研究科

本研究科入学前に本学他研究科または

他大学（外国の大学を含む）研究科で正

規生または科目等履修生として修得し

た単位

10 単位

10

単

位

本研究科入学時に指導教員の許可

を得た科目について研究科運営委

員会が承認する。

在

学

中

B.他機関

（留学）

在学中の留学により他大学研究科で修

得した単位 10 単位

帰国後に、指導教員の許可を得た

科目について、教務主任が行う面

接により承認し、研究科運営委員

会に報告する。

C.大学院共通

D.他研究科聴講

本学の大学院共通設置科目および他研

究科が履修を認める科目を履修し修得

した単位

16

単

位

科目登録時に指導教員の許可を得

て履修した科目について承認す

る。

入

学

前

E.本研究科

科目等履修

「現代日本学プログラム」

本研究科入学前に、本研究科「現代日本

学プログラム」設置科目を科目等履修生

（注）として履修し修得した単位

本研究科入学時に指導教員の許可

を得た科目について研究科運営委

員会が承認する。

F.本研究科

先取り履修

「現代日本学プログラム」

本研究科入学前に、本研究科「現代日本

学プログラム」設置科目を先取り履修制

度により履修し修得した単位

10 単位

10

単

位

G.本研究科

先取り履修

「一般プログラム」

本研究科入学前に、本研究科「一般プロ

グラム」設置科目を先取り履修制度によ

り履修し修得した単位

10 単位

10

単

位

H.本研究科

科目等履修

「一般プログラム」

本研究科入学前に、本研究科「一般プロ

グラム」設置科目を科目等履修生として

履修し修得した単位

10 単位

在

学

中

I.本研究科

「一般プログラム」

本研究科「一般プログラム」設置科目を

履修し修得した単位 8単位

科目登録時に指導教員の許可を得

て履修した科目について承認す

る。

J.他箇所 本学の他箇所設置科目を履修し修得し

た単位

修了必要単位には算入されない。

計 16 単位以内

（注）研究科「現代日本学プログラム」設置科目の科目等履修生による履修は、原則として「委託科目等履修生」のみに認めることとする。


