
４  課  程  修  了 

 

 

(1) 博士前期課程・修士課程 

 

① 修了要件 

博士前期課程又は修士課程に２年以上在学し、部局細則等に規定する修了の要件として必要な授業

科目を履修し、及びその単位（３０単位以上）を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、修士論文又

は特定の課題についての研究の成果を提出した上、その審査及び最終試験に合格した学生について、

研究科運営委員会の議を経て、その修了を認定します。 

なお、優れた研究業績を上げた者は、修了に必要な在学期間を短縮することが可能です（早期修了）。 

 

② 修士の学位 

研     究     科 専          攻 学             位 

教育研究科 

（修士課程） 

スクールリーダーシップ 
開発専攻 

修士（教育学） 教科教育専攻 

教育学（国際教育）修士プロ

グラム 

人文社会科学研究科 

（修士課程） 
国際地域研究専攻 

修士（地域研究）、修士（国際学）、修士（公共政策）、

修士（経済学）、修士（学術） 

人文社会科学研究科 

（博士前期課程） 

現代語・現代文化専攻 修士（文学）、修士（言語学）、修士（学術） 

国際公共政策専攻 
修士（政治学）、修士（社会学）、修士（国際政治経済

学）、修士（国際公共政策）、修士（学術） 

国際地域研究専攻 修士（国際学） 

国際日本研究専攻 
修士（人文科学）、修士（社会科学）、修士（国際日本

研究）、修士（日本語教育学） 

ビジネス科学研究科 

（博士前期課程） 

＊経営システム科学専攻 修士（経営学）、修士（経営システム科学） 

＊企業法学専攻 修士（法学） 

数理物質科学研究科 

（博士前期課程） 

数学専攻 

修士（理学） 物理学専攻 

化学専攻 

電子・物理工学専攻 
修士（工学） 

物性・分子工学専攻 

システム情報工学研究科 

（博士前期課程） 

社会工学専攻 

社会工学学位プログラム 
修士（社会工学） 

社会工学専攻 

サービス工学学位プログラム
修士（サービス工学） 

リスク工学専攻 修士（社会工学）、修士（工学） 

コンピュータサイエンス専攻

修士（工学） 知能機能システム専攻 

構造エネルギー工学専攻 

 



  

研     究     科 専          攻 学             位 

生命環境科学研究科 

（博士前期課程） 

地球科学専攻 修士（理学）、修士（地球科学）、修士（地球環境科学）

生物科学専攻 修士（理学） 

生物資源科学専攻 
修士（農学）、修士（生物資源工学）、修士（生物工学）、

修士（学術）、修士（バイオディプロマシー） 

環境科学専攻 修士（環境科学） 

山岳科学学位プログラム 修士（山岳科学） 

国際連携持続環境科学専攻 修士（持続環境科学） 

人間総合科学研究科 

（修士課程） 

フロンティア医科学専攻 
修士（医科学）、修士（公衆衛生学）、修士（ヒューマ

ン・ケア科学） 

＊スポーツ健康システム・マ

ネジメント専攻 
修士（体育学）、修士（保健学） 

スポーツ国際開発学共同専攻 修士（スポーツ国際開発学） 

国際連携食料健康科学専攻 修士（食料健康科学） 

人間総合科学研究科 

（博士前期課程） 

教育学専攻 修士（教育学） 

心理専攻 修士（心理学） 

障害科学専攻 修士（障害科学）、修士（特別支援教育学） 

感性認知脳科学専攻 
修士（感性科学）、修士（行動科学）、修士（神経科学）、

修士（学術） 

体育学専攻 
修士（体育学）、修士（コーチング学）、修士（スポー

ツ国際開発学）、修士（スポーツ・オリンピック学）

芸術専攻 修士（芸術学）、修士（デザイン学） 

世界遺産専攻 修士（世界遺産学）、修士（学術） 

＊生涯発達専攻 修士（カウンセリング）、修士（リハビリテーション）

看護科学専攻 修士（看護科学） 

図書館情報メディア研究科 

（博士前期課程） 
図書館情報メディア専攻 修士（図書館情報学）、修士（情報学） 

グローバル教育院 

（博士前期課程） 

ライフイノベーション学位 

プログラム 

修士（医科学）、修士（病態機構学）、修士（食料革新

学）、修士（環境制御学） 

 

 

（備考） １．上記のほかに学際的な分野を専攻した者にあっては、修士（学術）とする場合があります。 

      ２．表中の＊印は専ら夜間に教育を行う課程を示します。（東京キャンパスにおいて開講） 



(2) 博士課程 

 

① 一貫制博士課程の修了要件 

一貫制博士課程に５年以上（医学の課程にあっては４年以上）在学し、部局細則に規定する修了の要件

として必要な授業科目を履修し、及びその単位（３０単位以上。研究科ごとに定められています。）を修得し、

かつ、必要な研究指導を受け、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格した学生について、研

究科運営委員会の議を経て、その修了を認定します。 

なお、優れた研究業績を上げた者は、修了に必要な在学期間を短縮することが可能です（早期修了）。 

 

  ② 博士後期課程・３年制博士課程の修了要件 

博士後期課程又は３年制博士課程に３年以上在学し、部局細則に規定する修了の要件として必要な授

業科目を履修し、及びその単位を修得し（単位の修得を要件としない研究科もあります。）、かつ、必要な

研究指導を受け、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格した学生について、研究科運営委員

会の議を経て、その修了を認定します。 

なお、優れた研究業績を上げた者は、修了に必要な在学期間を短縮することが可能です（早期修了）。 

 

  ③ 博士の学位 

研     究     科 専          攻 学             位 

人文社会科学研究科 

（一貫制博士課程） 

哲学・思想専攻 
博士（文学） 

歴史・人類学専攻 

文芸・言語専攻 博士（文学）、博士（言語学） 

人文社会科学研究科 

（博士後期課程） 

現代語・現代文化専攻 博士（文学）、博士（言語学）、博士（学術） 

国際公共政策専攻 
博士（政治学）、博士（社会学）、博士（国際政治経済

学）、博士（国際公共政策）、博士（学術） 

法学専攻 博士（法学） 

国際日本研究専攻 
博士（人文科学）、博士（社会科学）、博士（国際日本

研究）、博士（日本語教育学）、博士（学術） 

ビジネス科学研究科 

（博士後期課程） 
＊企業科学専攻 

博士（経営学）、博士（システムズ・マネジメント）、

博士（法学） 

数理物質科学研究科 

（博士後期課程） 

（３年制博士課程） 

数学専攻 

博士（理学） 物理学専攻 

化学専攻 

ナノサイエンス・ナノテクノロ

ジー専攻 
博士（理学）、博士（工学） 

電子・物理工学専攻 

博士（工学） 物性・分子工学専攻 

物質・材料工学専攻 

 

 

 

 



研     究     科 専          攻 学             位 

システム情報工学研究科

（博士後期課程） 

社会システム・マネジメント専攻 
博士（社会経済）、博士（社会工学）、博士（工学）、 

博士（マネジメント） 

社会工学専攻 

社会工学学位プログラム 
博士（社会工学） 

リスク工学専攻 博士（社会工学）、博士（工学） 

コンピュータサイエンス専攻 

博士（工学） 知能機能システム専攻 

構造エネルギー工学専攻 

生命環境科学研究科 

（一貫制士課程） 
環境バイオマス共生学専攻 博士（学術） 

生命環境科学研究科 

（博士後期課程） 

（３年制博士課程） 

地球環境科学専攻 博士（理学）、博士（地球環境科学） 

地球進化科学専攻 博士（理学）、博士（地球科学） 

生物科学専攻 博士（理学）、博士（生物科学） 

国際地縁技術開発科学専攻 博士（農学）、博士（生物資源工学）、博士（学術） 

生物圏資源科学専攻 博士（農学）、博士（学術） 

生物機能科学専攻 博士（農学）、博士（生物工学）、博士（学術） 

生命産業科学専攻 
博士（農学）、博士（生物科学）、博士（生物工学）、 

博士（学術） 

持続環境学専攻 博士（環境学） 

先端農業技術科学専攻 博士（農学） 

人間総合科学研究科 

（博士後期課程） 

（３年制博士課程） 

教育基礎学専攻 博士（教育学） 

学校教育学専攻 博士（教育学）、博士（学術） 

心理学専攻 博士（心理学）、博士（学術） 

障害科学専攻 博士（障害科学） 

＊生涯発達科学専攻 
博士（生涯発達科学）、博士（カウンセリング科学）、

博士（リハビリテーション科学） 

ヒューマン・ケア科学専攻 

博士（ヒューマン・ケア科学）、博士（教育学）、 

博士（心理学）、博士（体育科学）、博士（公衆衛生学）、

博士（学術） 

感性認知脳科学専攻 
博士（感性科学）、博士（行動科学）、博士（神経科学）、

博士（学術） 

スポーツ医学専攻 博士（スポーツ医学）、博士（学術） 

体育科学専攻 
博士（体育科学）、博士（学術）、博士（健康スポーツ

科学） 

コーチング学専攻 
博士（コーチング学）、博士（学術）、博士（体育スポ

ーツ学） 

大学体育スポーツ高度化共同

専攻 
博士（体育スポーツ学） 

芸術専攻 博士（芸術学）、博士（デザイン学） 

世界文化遺産学専攻 博士（世界遺産学）、博士（学術） 

看護科学専攻 博士（看護科学） 



研     究     科 専          攻 学             位 

人間総合科学研究科 

（一貫制博士課程） 

【医学の課程】 

生命システム医学専攻 
博士（医学）、博士（学術） 

疾患制御医学専攻 

図書館情報メディア研究科 

（博士後期課程） 
図書館情報メディア専攻 博士（図書館情報学）、博士（情報学）、博士（学術）

グローバル教育院 

（一貫制博士課程） 

ヒューマンバイオロジー 

学位プログラム 
博士（人間生物学） 

エンパワーメント情報学 

プログラム 
博士（人間情報学） 

グローバル教育院 

（博士後期課程） 

ライフイノベーション学位 

プログラム 

博士（医科学）、博士（病態機構学）、博士（食料革新

学）、博士（環境制御学） 

  

（備考） 

1. 上記のほか、学際的な分野を専攻した者にあっては、博士（学術）とする場合があります。詳しくは、指導教員に確認して

ください。 

2. 表中の＊印は専ら夜間に教育を行う課程を示します。（東京キャンパスにおいて開講） 

 

 

(3) 学位論文審査の手続き 

手続きは、修士論文又は博士論文正副各１編と、所定の学位論文審査願（指導教員の承認印が必要）に、論

文概要（4,000 字以内）、論文目録及び履歴書各２通、論文公正に関する確認書を添え、当該研究科の指定す

る期日・場所に提出してください。 

なお、学位論文は１編に限りますが、参考として他の論文を添付することは差し支えありません。また、提出さ

れた学位論文は返付しません。 

※研究科によっては手続き方法が異なりますので、対応支援室大学院教務担当で確認してください。 

 

 

(4) 課程修了日程について 

① 博士前期課程及び修士課程修了 

標準的な課程修了日程は研究科ごとに定めていますので、対応支援室大学院教務担当において確認し

てください。 

なお、前年度末の修了者学位論文審査日程（昨年度博士前期課程及び修士課程の課程修了があった研

究科のみ）を次頁に掲載していますので、参考としてください。 

また、博士前期課程及び修士課程に２年以上在学（短期在学コースを除く。）し、所定の単位を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた者については、春学期末においても課程修了することができることとしていま

すが、それぞれの修了日程については、対応支援室大学院教務担当において確認してください。 

 

② 一貫制博士課程、博士後期課程又は３年制博士課程修了 

標準的な課程修了日程は研究科ごとに定めていますので、対応支援室大学院教務担当において確認し

てください。 

なお、前年度末の修了者学位論文審査日程を次頁に掲載していますので、参考としてください。 



研究科運営委員会等

（論文受理・審査委員会設置）

人文社会科学研究科

現代語・現代文化専攻【博士前期】 2/14
国際公共政策専攻【博士前期】 2/21
経済学専攻【博士前期】 2/21
法学専攻【博士前期】 -
国際日本研究専攻【博士前期】 2/14
国際地域研究専攻【修士課程】 2/14
現代語・現代文化専攻【博士後期】 2/14
国際公共政策専攻【博士後期】 2/14
法学専攻【博士後期】 -
国際日本研究専攻【博士後期】 2/14
哲学・思想専攻【一貫制博士】 2/14
歴史・人類学専攻【一貫制博士】 2/14
文芸・言語専攻【一貫制博士】 2/14

ビジネス科学研究科

経営システム科学専攻 1/9 1/19 2/3 2/6
企業法学専攻 1/25 2/1 2/11～2/12 2/14

企業法ｺｰｽ 1/22 企業法ｺｰｽ 1/27～2/14 企業法ｺｰｽ 2/14
ｼｽﾏﾈｺｰｽ 1/17 ｼｽﾏﾈｺｰｽ 1/27～2/8 ｼｽﾏﾈｺｰｽ 2/8

国際経営ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ専攻【専門職学位課程】 ― ― ― ―
法曹専攻【専門職学位課程】 ― ― ― ―

数理物質科学科学研究科

【博士前期課程】 1/25
【博士後期課程・３年制博士課程】 1/18～1/19

システム情報工学研究科

【博士前期課程】 1/16 1/25～2/8 2/14
【博士後期課程】 1/10 1/25～2/13 2/19

平成29年度修了者学位論文審査日程

研究科運営委員会等論文審査報告書の提出期限

3/2

研究科・専攻

2/22

学位論文審査の願い出 審査委員会審査

2/7

　　企業科学専攻 1/26 2/16

2/222/8～2/16

12/7～12/8

12/7～12/8

3/7

3/2

12/8

1/4

1/10



研究科運営委員会等

（論文受理・審査委員会設置）
研究科運営委員会等論文審査報告書の提出期限研究科・専攻 学位論文審査の願い出 審査委員会審査

生命環境科学研究科

地球科学専攻（地球環境科学領域） 1/24 1/24 1/24～2/5
地球科学専攻（地球進化科学領域） 1/24 1/24 1/24～2/5
生物科学専攻【博士前期課程】 1/18 1/18 1/18～2/2
生物資源科学専攻 1/17～1/18 1/18 1/18～1/31
環境科学専攻 1/16 1/16 1/17～1/31
地球環境科学専攻 12/6 1/10 1/11～2/2
地球進化科学専攻 12/4 1/10 1/11～2/6

   生物科学専攻【博士後期課程】 12/4～12/5 1/10 1/29～1/31
生命共存科学専攻
環境バイオマス共生学専攻
国際地縁技術開発科学専攻
生物圏資源科学専攻
生物機能科学専攻
生命産業科学専攻 12/1 1/10 1/18～1/31
持続環境科学専攻 11/29 1/10 1/11～1/31
先端農業技術科学専攻 11/24～12/1 1/10 1/11～2/1

人間総合科学研究科

フロンティア医科学専攻【修士課程】 12/20 1/9 1/17～1/31 2/6

ｽﾎﾟｰﾂ健康ｼｽﾃﾑ･
　　　　　　　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻【修士課程】

1/11 1/23 1/27 2/1

教育学専攻【博士前期課程】 1/11 1/11 1/24
心理専攻【博士前期課程】 1/9 1/9 1/24
障害科学専攻【博士前期課程】 12/22 12/22 1/17

生涯発達専攻【博士前期課程】 1/25
2/20

（1/25）
2/3 2/7

感性認知脳科学専攻【博士前期課程】 12/25 1/9 1/10～2/1
体育学専攻【博士前期課程】 1/9 1/17 1/24～1/26
芸術専攻【博士前期課程】 1/5 1/17 1/18～1/29
世界遺産専攻【博士前期課程】 1/11 1/24 1/23～2/2 2/9
看護科学専攻【博士前期課程】 12/8 1/10 1/11～1/23 1/24

2/20

2/8

2/9 3/2

2/13

12/4 1/10 1/11～1/31

12/4～12/5 1/10 1/11～1/31



研究科運営委員会等

（論文受理・審査委員会設置）
研究科運営委員会等論文審査報告書の提出期限研究科・専攻 学位論文審査の願い出 審査委員会審査

教育基礎学専攻【博士後期課程】
学校教育学専攻【博士後期課程】
心理学専攻【博士後期課程】
障害科学専攻【博士後期課程】
感性認知脳科学専攻【博士後期課程】 12/7 12/19 12/20～2/1 2/13
ヒューマン・ケア科学専攻【3年制博士課程】 12/1 12/19 12/19～1/28 1/29
スポーツ医学専攻【3年制博士課程】 11/27 12/19 12/20～1/24 2/13
体育科学専攻【博士後期課程】 12/5 12/19 12/20～1/24 2/2
生涯発達科学専攻【博士後期課程】 12/2 12/19 12/20～1/31 2/3
芸術専攻【博士後期課程】 11/1～11/2 11/21 11/22～1/23 2/13
世界文化遺産学専攻【博士後期課程】 11/22,11/24 12/19 12/20～2/3 2/9
看護科学専攻【博士後期課程】 10/20 1/23 1/24～1/30 1/31
生命システム医学専攻
疾患制御医学専攻
コーチング学専攻【３年制博士課程】 12/5 12/19 12/20～2/5 2/6

図書館情報メディア研究科

【博士前期課程】 1/11 12/20※ 1/12～2/7 2/7
【博士後期課程】 1/4,1/5,1/9 12/20※ 1/10～2/7 2/7

　※論文提出前に学位論文審査委員会の設置等を承認する。

教育研究科

スクールリーダーシップ開発 1/10 1/17
教科教育 1/10 1/17
　　　理科教育コースのみ 1/16 1/17

グローバル教育院

ヒューマンバイオロジー学位プログラム
Ph.D. Program in Human Biology

Due date of
dissertation defense
and QE2 application

submitted by students:
10/31

Date of acceptance of
the dissertation

deliberated by the
SIGMA Council:

12/21

Final examination
period:

12/25 - 2/8

Due date of
assessment report on
the final examination

submitted by the Chair
of the Committee:

2/19

Date of approval of
the program
completion

deliberated by the
SIGMA Council:

2/27

エンパワーメント情報学プログラム 1/5 1/10 1/25～2/9 2/15 2/28

ライフイノベーション学位プログラム
【博士前期課程】2017年9月修了

5/29 -6/12 6/28 6/29 - 7/13 7/14 7/26

ライフイノベーション学位プログラム
【博士前期課程】2018年3月修了

1/9 - 1/15 1/26 1/27 - 2/15 2/16 2/28

2/5 2/15

9/13～9/14

2/21

2/20

1/31

2/8

2/6

12/20
（1/23）

12/20～1/19

12/6～12/8
（1/9～1/11）

12/20～2/7

12/19
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