
○共同教育課程に係る学位記の様式に関する法人細則 

 

平成３０年２月２２日 

法 人 細 則 第 ２ 号  

改正 平成３１年法人細則第２０号  

令和 元年法人細則第２５号  

 

   共同教育課程に係る学位記の様式に関する法人細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この法人細則は、筑波大学学位規程（平成１６年法人規程第４８号）第１７条の規定に

基づき、筑波大学大学院学則（平成１６年法人規則第１１号。以下「大学院学則」という。）第

２６条の４第２項に規定する共同教育課程に係る学位記の様式を定めるものとする。 

 

 （共同教育課程に係る学位記の様式） 

第２条 共同教育課程に係る学位記の様式は、共同教育課程を編成する専攻ごとに、次の表のと

おりとする。 

共同専攻の名称 学位記の様式 

人間総合科学学術院 

 スポーツ国際開発学共同専攻 
別記様式第１号 

人間総合科学学術院 

 大学体育スポーツ高度化共同専攻 
別記様式第２号 

 

   附 則 

 この法人細則は、平成３０年２月２２日から施行する。 

 

   附 則（平３１．４．２６法人細則２０号） 

 この法人細則は、平成３１年５月１日から施行する。 

 

   附 則（令元．１２．２６法人細則２５号） 

（施行期日） 

１ この法人細則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の一部を改正する法人規則（令和

元年法人規則第１５号）附則第３条の規定によりなお従前の例によるとされた研究科の専攻に

係る第２条、別記様式第１号及び別記様式第２号の規定の適用については、この法人細則によ

る改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 



別記様式第１号（第２条関係） 

人間総合科学学術院 スポーツ国際開発学共同専攻 

University of Tsukuba 

and 

National Institute of Fitness and Sports in 

KANOYA 

 

This is to certify that 

Name 

Date of Birth:  

 

has fulfilled all requirements and has been 

conferred the degree of 

Master of Arts in International Development  

and Peace through Sport 

from the Joint Master’s Program in International  
Development and Peace through Sport 

between the Graduate School of Comprehensive 

Human Sciences, 

University of Tsukuba 

and the Graduate School of Physical Education, 

National Institute of Fitness and Sports in 

KANOYA. 
 

Date 

Diploma No.  

 

Name                  Name              
President                  President 
University of Tsukuba      National Institute of Fitness and 

Sports in KANOYA 

筑鹿 修甲第   号 

 

 

学 位 記 

 

氏    名 

年 月 日生 

 

筑波大学大学院人間総合科学学術院 

及び鹿屋体育大学大学院体育学研究科 

のスポーツ国際開発学共同専攻の修士 

課程を修了したので 

修士（スポーツ国際開発学）の学位を 

授与する 

 

 

     年 月 日 

 

 

筑波大学長    鹿屋体育大学長 

備考  規格は、日本産業規格Ａ列３番とする。 

     

  

学
長
印 

学
長
印 



別記様式第２号（第２条関係） 

人間総合科学学術院 大学体育スポーツ高度化共同専攻 

University of Tsukuba 

and 

National Institute of Fitness and Sports in 

KANOYA 

 

This is to certify that 

Name 

Date of Birth:  

 

has fulfilled all requirements and has been 

conferred the degree of 

Doctor of Philosophy in Physical Education 

and Sport Studies 

from the Joint Doctoral Program in Advanced 

Physical 

Education and Sports for Higher Education 

between the Graduate School of Comprehensive 

Human Sciences, 

University of Tsukuba 

and the Graduate School of Physical Education, 

National Institute of Fitness and Sports in 

KANOYA. 
 

Date 

Diploma No.  

 

Name                  Name              
President                  President 
University of Tsukuba      National Institute of Fitness and 

Sports in KANOYA 

筑鹿 博甲第   号 

 

 

学 位 記 

 

氏    名 

年 月 日生 

 

筑波大学大学院人間総合科学学術院 

及び鹿屋体育大学大学院体育学研究科 

の大学体育スポーツ高度化共同専攻の 

３年制博士課程を修了したので 

博士（体育スポーツ学）の学位を 

授与する 

 

 

     年 月 日 

 

 

筑波大学長    鹿屋体育大学長 

備考  規格は、日本産業規格Ａ列３番とする。 

 

学
長
印 

学
長
印 


