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建学の理念と創立者　井上円了

建学の理念
○建学の精神

「諸学の基礎は哲学にあり」　「独立自活」　「知徳兼全」

○東洋大学の教育理念

【自分の哲学を持つ】

多様な価値観を学習し理解するとともに、自己の哲学（人生観・世界観）を持つ人間を育成する。

【本質に迫って深く考える】

先入観や偏見にとらわれず、物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考える人間を育成する。

【主体的に社会の課題に取り組む】

社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間関係を築いていける人間を育成する。

○東洋大学の心

【他者のために自己を磨く】 

自分を磨くのは、人々のためにはたらくことができるようになるためであり、そのことを自覚して学業に励むのが東

洋大学の心である。

【活動の中で奮闘する】 

現実社会における活動の中にどこまでも前進してやまないのが、東洋大学の心である。

創立者　井上円了

　東洋大学は、明治20（1887）年、哲学者・井上円了が創設した「私立哲学館」よりそ

の歴史が始まりました。円了は幕末の安政5（1858）年、越後国長岡藩西組浦村（現在

の新潟県長岡市浦）のお寺の長男として生まれ、明治14（1881）年、設立間もない東京

大学文学部哲学科にただひとりの1年生として入学しました。勉学を通して「洋の東西

を問わず、真理は哲学にあり」と確信します。当時のわが国は欧米文化至上主義の時代

で、円了は西洋化に踊らされる日本を憂えていたと思われます。ここでいう哲学とは、「万

物の原理を探り、その原理を定める学問」であり、それは観念的演繹的な哲学ではなく、

事実と実証にもとづく哲学であるという点が強調されました。

　円了は創設前に「哲学はあらゆる事物の原理を定める学問であります。政治、法律は

もとより科学や芸術まで、その根底には哲学がなくてはなりません」と述べています。

この考えから明治20年「私立哲学館」という哲学専修の専門学校を創設しました。これ

が現在の東洋大学の前身であります。

　井上円了が教育で目指した哲学は、いわゆる「哲学者」の養成ではなく、思想や精神を錬磨する術であり、他に応

用する能力も身につけなければならないものであると説いています。

　円了は「余資なく、優暇なき者」のために「社会教育」と「開かれた大学」を目指して活動を開始しました。その

一つに、学校開設の翌年から「哲学館講義録」を発行して、通学できない者にも勉学の機会を与えました。これは当

時としては画期的なことであり、この精神は現在の通信教育部に受け継がれています。

　さらに、円了が生涯続けることになる全国巡講を30代から始めています。統計の残っている明治39年から大正7年

までの13年間で、全国60市、2198町村において5291回の講演を行い、社会教育に力を入れました。明治の日本に新し

い教育の扉を開こうとした円了の情熱がうかがえます。この心を伝えて現在の東洋大学では「開かれた大学」を目指し、

講師派遣事業や、公開講座などを開催して、地域の人々や多くの市民に生涯学習の場を提供しています。

創立者 井上円了 博士
画：岡田 三郎助
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法 務 研 究 科
法 科 大 学 院

学際・融合科学研究科

福祉社会デザイン研究科

生命科学研究科

国際地域学研究科

経 営 学 研 究 科

法 学 研 究 科

経 済 学 研 究 科

理 工 学 研 究 科

社 会 学 研 究 科

大学院の組織図

経営学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
ビジネス・会計ファイナンス専攻（博士前期課程・博士後期課程）
マーケティング専攻（博士前期課程・博士後期課程）

社会学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
社会心理学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

哲学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

インド哲学仏教学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
日本文学文化専攻（博士前期課程・博士後期課程）

国文学専攻（博士後期課程）〔2013年度入学生まで〕
中国哲学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

英文学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

史学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
教育学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
英語コミュニケーション専攻（博士前期課程・博士後期課程）

私法学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
公法学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

経済学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
公民連携専攻（修士課程）

機能システム専攻（博士前期課程・博士後期課程）
生体医工学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
電気電子情報専攻（博士前期課程・博士後期課程）
応用化学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
都市環境デザイン専攻（博士前期課程）
建築学専攻（博士前期課程）
建築・都市デザイン専攻（博士後期課程）

国際地域学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
国際観光学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

生命科学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

バイオ・ナノサイエンス融合専攻（博士前期課程・博士後期課程）

社会福祉学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
福祉社会システム専攻（修士課程）

総合情報学専攻（修士課程）

食環境科学専攻（修士課程）

ヒューマンデザイン専攻（博士前期課程・博士後期課程）
人間環境デザイン専攻（博士前期課程・博士後期課程）

法務専攻（専門職学位課程）

大

　学

　院

院
学
大
職
門
専

総合情報学研究科

食環境科学研究科

情報連携学専攻（修士課程）情報連携学研究科

文 学 研 究 科
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2017（平成29）年度大学院行事予定



2017（平成29）年度　大学院行事予定
日 月 火 水 木 金 土 春学期

４
月

1 4/1 就学手続・事務局ガイダンス

4/6 入学式（日本武道館）＜平成29年度4月入学生＞
4/10 春学期授業開始
4/10～12 春学期履修登録期間（最終日17：00まで〈予定〉）
4/12 定期健康診断

4/29 昭和の日（通常授業日）

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 �
30

５
月

1 2 ③ ④ ⑤ 6 5/1・2 臨時休業（休講）

5/8 修士学位論文題目届提出締切日7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

６
月

1 2 3
6/6 学祖祭（通常授業日）
6/7 赤羽台キャンパス開学式4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

７
月

1

7/15 オープンキャンパス（休講）

7/16 オープンキャンパス
7/17 海の日（通常授業日）

7/29 春学期授業終了

7/31 集中講義

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 ⑰ 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 �

８
月

1 2 3 4 5 8/1～5 集中講義

8/7 夏季休暇開始

8/18・19 オープンキャンパス

8/下旬 春学期成績発表（ToyoNet-G）

6 7 8 9 10 ⑪ 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

９
月

1 2
9/9 オープンキャンパス

9/16 就学手続・事務局ガイダンス、入学式＜平成29年度秋入学生＞
9/21 夏季休暇終了
9/22 秋学期授業開始
9/22～25 秋学期履修登録期間（最終日17：00まで〈予定〉）
9/23 秋分の日（通常授業日）

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 ⑱ 19 20 21 22 �
24 25 26 27 28 29 30

太数字：通常授業日 　□：集中講義日 　■：休日・長期休暇・大学休業日等 　○：祝日・振替休日 

─ 8 ─



赤羽台キャンパス【情報連携学研究科】
日 月 火 水 木 金 土 秋学期

10
月

1 2 3 4 5 6 7

10/9 体育の日（通常授業日）8 ⑨ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

11
月

1 2 ③ 4 11/3 文化の日・大学祭準備日（休講）
11/4 哲学堂祭・大学祭（休講）
11/5 大学祭
11/6 大学祭整理日（休講）
11/7 修士学位論文題目届提出締切日＜2017年秋入学生＞
11/中旬 修士論文提出要領公開＜3月修了予定者＞

11/23 勤労感謝の日・創立記念日（通常授業日）

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 � 24 25

26 27 28 29 30

12
月

1 2

12/23 天皇誕生日（通常授業日）

12/25 12月授業終了
12/26 冬季休暇開始

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 �
24 25 26 27 28 29 30

31

１
月

① 2 3 4 5 6 1/4 冬季休暇終了
1/5 授業再開
1/6・9・10 修士論文提出期間＜3月修了予定者＞
1/12 センター試験準備日（休講）
1/13 センター試験日（休講）
1/下旬～2/上旬 修士論文口述試験＜3月修了予定者＞
1/22 秋学期授業終了
1/23～27・29 集中講義
1/27 TOEIC-IP テスト
1/30 春季休暇開始

7 ⑧ 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 � � � � �
28 � 30 31

２
月

1 2 3

2/中旬 修了要件充足者発表・成績発表（ToyoNet-G）＜3月修了予定者＞
2/下旬 秋学期成績発表（ToyoNet-G）

4 5 6 7 8 9 10

⑪ ⑫ 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

３
月

1 2 3 3/上旬 修了決定者発表（ToyoNet-G）＜3月修了決定者＞

3/23 学位記授与式・卒業式（日本武道館）＜3月修了決定者＞

3/31 春季休暇終了

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 � 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
太数字：通常授業日 　□：集中講義日 　■：休日・長期休暇・大学休業日等 　○：祝日・振替休日 
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Ⅰ　教 員 組 織
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学　長　竹　村　牧　男

◎印　研究科長　　　　　　
○印　専攻長　　　　　　　

文学研究科
哲学専攻

○教　　　授 河 本 英 夫 博士（学術）
教　　　授 稲 垣　　 諭 博士（文学）
教　　　授 相 楽　　 勉
教　　　授 中 里　　 巧 博士（文学）
教　　　授 永 井　　 晋 博士（文学）
准 教 授 辻 内 宣 博 博士（文学）
客 員 教 授 山 口 一 郎 Ph.D. 
非常勤講師 阿　部　又一郎 博士（医学）
非常勤講師 加 藤　　 敏 博士（医学）
非常勤講師 金 沢　　 誠 Ph.D.
非常勤講師 黒 田 昭 信 Ph.D.
非常勤講師 ゼーベル　シュテファン
非常勤講師 高 山　　 守 博士（文学）
非常勤講師 土 屋　　 俊
非常勤講師 矢 内 義 顕
非常勤講師 吉 田 量 彦 Ph.D.
非常勤講師（兼担） 松 村 淳 子 Ph.D.

インド哲学仏教学専攻

○教 授 橋 本 泰 元 博士（文学）
教 授 伊 吹　　 敦
教 授 岩 井 昌 悟 博士（文学）
教 授 沼 田 一 郎
教 授 山　口　しのぶ 博士（文学）〔海外研究〕
教 授 渡 辺 章 悟 博士（文学）
特 任 教 授 竹 村 牧 男 博士（文学）
客 員 教 授 宮 本 久 義 Ph.D.
非常勤講師 伊 藤　　 真 博士（文学）
非常勤講師 高 橋 孝 信 D.Lit.
非常勤講師 田 中 公 明 博士（文学）
非常勤講師 林 田 康 順
非常勤講師 松 村 淳 子 Ph.D.
非常勤講師 蓑 輪 顕 量 博士（文学）

日本文学文化専攻（国文学専攻）

○教 授 三 宅 和 子 博士（文学）
教 授 石 田 仁 志
教 授 岡 崎 友 子 博士（文学）
教 授 菊 地 義 裕 博士（文学）

教 授 谷 地 快 一 博士（文学）
教 授 中 山 尚 夫 博士（文学）
教 授 原 田 香 織
教 授 山 崎 甲 一 博士（文学）
教 授 山 本 亮 介 博士（文学）
教授（兼担） 有 澤 晶 子 博士（日本語日本文学）
客 員 教 授 河 地　　 修
非常勤講師 阿久澤　　　忠
非常勤講師 藤 澤　　 紫 博士（哲学）
非常勤講師 山 田 吉 郎 博士（文学）
非常勤講師（兼担） 牧 角 悦 子 博士（文学）

中国哲学専攻

○教 授 小路口　　　聡 博士（文学）
教 授 有 澤 晶 子 博士（日本語日本文学）
教 授 野 間 信 幸 〔国内研究〕
教 授 山 田 利 明 博士（文学）
教授（兼担） 相 楽　　 勉
教授（兼担） 千 葉 正 史 博士（史学）
准 教 授 坂　井　多穂子 博士（文学）
非常勤講師 川 合 康 三 博士（文学）
非常勤講師 中 村　　 聡
非常勤講師 牧 角 悦 子 博士（文学）
非常勤講師（兼担） 高 山　　 守 博士（文学）
非常勤講師（兼担） 趙　　 景 達

英文学専攻

○教 授 石和田　昌　利
教 授 赤 須　　 薫
教 授 北 原 妙 子 博士（文学）
教 授 田 中 一 隆
教 授 ティモシ ニューフィールズ H.A
教 授 波多野　満　雄
教 授 余 田 真 也 博士（文学）
教授（兼担） 倉 田 雅 美
非常勤講師 井 上 亜 依 博士（言語コミュニケーション文化）

史 学 専 攻

◎教 授 高 畠 純 夫

○教 授 大豆生田　　稔 博士（文学）

教 授 岩 下 哲 典 博士（歴史学）
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教 授 神 田 千 里 博士（文学）
教 授 白川部　達　夫 博士（文学）
教 授 鈴 木 道 也 博士（文学）
教 　 授 千 葉 正 史 博士（史学）
教 　 授 村　田　奈々子 Ph.D.
教 授 森　　 公 章 博士（文学）
准　教　授 後　藤　はるみ Ph.D.
准　教　授 西 村 陽 子 博士（史学）
非常勤講師 趙　　 景 達
非常勤講師 土 肥　　 孝

教育学専攻

○教 授 斎 藤 里 美
教 授 榎 本 淳 子 博士（教育学）
教 授 緒　方　登士雄
教 授 桂　　 直 美
教 授 吉 良　　 直 Ed.D.
教 授 栗 原　　 久
教 授 篠 崎 信 之
教 授 下 田 好 行
教 授 関　　 直 規
教 授 滝 川 国 芳 博士（医療福祉学）
教 授 谷 口 明 子 博士（教育学）
教 授 長谷川　勝　久
教 授 藤 本 典 裕
教 授 矢 口 悦 子 博士（人文科学）
准 教 授 北 澤 俊 之 〔国内研究〕
准 教 授 須 田 将 司 博士（教育学）
准 教 授 高 野 聡 子 博士（心身障害学）
非常勤講師 上 田 幸 夫
非常勤講師 北 野 秋 男 博士（教育学）
非常勤講師 木 戸　　 裕
非常勤講師 桐 谷 正 信 博士（教育学）
非常勤講師 瀧 澤 利 行 博士（教育学・医学）
非常勤講師 東 條 吉 邦 博士（心理学）
非常勤講師 内 藤 和 美 保健学博士
非常勤講師 西 永　　 堅

英語コミュニケーション専攻

○教　　　授 鈴 木 雅 光
教 授 倉 田 雅 美
教　　　授 高 橋 雄 範
教　　　授 竹野谷　みゆき Ph.D.
准　教　授 迦部留チャールズ Ph.D.
非常勤講師 エリス　俊　子 Ph.D.

社会学研究科
社会学専攻

◎教 授 中 村　　 功
○教　　　授 山　本　須美子 博士（教育学）

教 授 青 木 辰 司
教 授 井 沢 泰 樹 博士（人間科学）
教 授 植 野 弘 子 博士（学術）
教 授 宇都宮　京　子 博士（人文科学）
教 　 授 海 野　　 敏
教 授 大　谷　奈緒子 〔国内研究〕
教 授 栗 山 和 子 博士（工学）
教 授 小 林 正 夫
教 授 柴 田 隆 行 博士（社会学）
教 授 長　　 広 美 Ph.D.
教 授 中 山 伸 樹
教 授 西 野 理 子
教 授 平 島 み さ 博士（国際関係論）
教 授 三 沢 伸 生
教 授 水 野 剛 也 Ph.D.
教授（兼担） 松 本 誠 一
教授（兼担） 山 田 一 成
准　教　授 小 山　　 裕 博士（社会学）
准　教　授 鈴 木 崇 史 博士（学際情報学）〔海外研究〕
准　教　授 薗 部 靖 史 博士（商学）
准 教 授 高 橋 典 史 博士（社会学）
准 教 授 長 津 一 史 博士（地域研究）〔海外研究〕
准 教 授 西 野 淑 美
准 教 授 本 田 宏 治 博士（社会学）
准 教 授 米 原 あ き Ph.D.
非常勤講師 荒 川 敏 彦
非常勤講師 大 石 高 典 博士（地域研究）
非常勤講師 桔 川 純 子
非常勤講師 白　戸　健一郎 博士（教育学）
非常勤講師 トパロフ リュボミール Ph.D
非常勤講師 安 村 克 己 博士（観光学）
非常勤講師（兼担） 大 竹 延 幸
非常勤講師（兼担） 久 保 沙 織 博士（文学）

社会心理学専攻

○教 授 桐 生 正 幸 博士（学術）
教 授 安 藤 清 志 文学博士
教 授 大 島　　 尚
教 授 片　山　美由紀
教 授 加 藤　　 司 博士（心理学）
教 授 久　保　ゆかり
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教 授 戸　梶　亜紀彦
教 授 堀 毛 一 也
教 授 松 田 英 子 博士（人文科学）
教 授 山 田 一 成
教授（兼担） 水 野 剛 也 Ph.D.
准 教 授 尾 崎 由 佳 博士（社会心理学）
准教授（兼担） 長 津 一 史 博士（地域研究）〔海外研究〕
非常勤講師 久 保 沙 織 博士（文学）
非常勤講師（兼担） 大 石 高 典 博士（地域研究）
非常勤講師（兼担） 大 竹 延 幸
非常勤講師（兼担） トパロフ リュボミール Ph.D

法学研究科
私法学専攻

○教 授 太 矢 一 彦 博士（法学）
教 授 相 川　　 修
教 授 芦 野 訓 和
教 授 安 藤 和 宏 博士（法学）
教 授 井 上 貴 也
教 授 今 井 雅 子
教 授 上 田 真 理
教 授 遠 藤 喜 佳
教 授 大 森 文 彦
教 授 鎌 田 耕 一
教 授 楠　元　純一郎
教 授 熊 田 裕 之
教 授 小 林 秀 年
教 授 坂 本 恵 三 Dr.iur.utr.
教 授 櫻 本 正 樹
教 授 清 水　　 宏
教 授 多 田 英 明 〔海外研究〕
教 授 中 村　　 恵
教 授 橋 本 昇 二
教 授 藤 村 知 己
教 授 松 井 英 樹
教 授 山　下　りえ子
教授（兼担） 後 藤 武 秀
教授（兼担） 佐　藤　修一郎
教授（兼担） 竹 島 博 之 博士（政治学）
教授（兼担） 名 雪 健 二
教授（兼担） 萩 原　　 滋 博士（法学）
教授（兼担） 宮 原　　 均
教授（兼担） 武 藤 眞 朗
准教授（兼担） ジェイムズ ダニエル ショート 博士（学術）
非常勤講師 佐　藤　　　修

非常勤講師 周　　 劍 龍 博士（法学）
非常勤講師 田 中 建 一
非常勤講師 中 野　　 宏
非常勤講師 矢 澤 曻 治
非常勤講師（兼担） 浅 海 伸 夫
非常勤講師（兼担） 藤 井 浩 司
非常勤講師（兼担） 山　下　清兵衛

公法学専攻

◎教 授 武 藤 眞 朗
○教 授 高 野 幸 大

教 授 後 藤 武 秀
教 授 齋 藤　　 洋 法学博士
教 授 佐　藤　修一郎
教 授 竹 島 博 之 博士（政治学）
教 授 名 雪 健 二
教 授 萩 原　　 滋 博士（法学）
教 授 宮 原　　 均
教授（兼担） 芦 野 訓 和
教授（兼担） 今 井 雅 子
教授（兼担） 上 田 真 理
教授（兼担） 遠 藤 喜 佳
教授（兼担） 鎌 田 耕 一
教授（兼担） 坂 本 恵 三 Dr.iur.utr.
教授（兼担） 太 矢 一 彦 博士（法学）
教授（兼担） 橋 本 昇 二
教授（兼担） 藤 村 知 己
教授（兼担） 松 井 英 樹
教授（兼担） 山　下　りえ子
准 教 授 ジェイムズ ダニエル ショート 博士（学術）
客 員 教 授 森　　 稔 樹
客 員 教 授 渡 邊　　 充
非常勤講師 浅 海 伸 夫
非常勤講師 藤 井 浩 司
非常勤講師 山　下　清兵衛
非常勤講師（兼担） 中 野　　 宏
非常勤講師（兼担） 矢 澤 曻 治

経営学研究科
経営学専攻

◎教 授 西 澤 昭 夫
○教 授 柿 崎 洋 一 博士（経営学）

教 授 旭　　 貴 朗 理学博士
教 授 石 井 晴 夫 博士（経済学）
教 授 今 泉　　 淳 博士（工学）
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教 授 大 坪 宏 至
教 授 董　　 晶 輝 博士（経営学）
教 授 劉　　 永 鴿 博士（経営学）
教授（兼担） 井 上 善 海 博士（商学）
教授（兼担） 川　崎　健太郎 博士（経済学）
教授（兼担） 幸　田　浩　文 博士（経営学）
教授（兼担） 茅 根　　 聡 博士（商学）
教授（兼担） 鳥 飼 裕 一
准 教 授 寺 畑 正 英
准 教 授 富 田 純 一 博士（経済学）
講 師 蜂 巣　　 旭 博士（商学）

ビジネス・会計ファイナンス専攻

○教 授 井 上 善 海 博士（商学）
教 授 菊 池 宏 之 博士（学術）
教　　 授 幸 田 浩 文 博士（経営学）
教　　 授 小 嶌 正 稔 博士（経済学）
教 授 杉 山 晶 子
教 授 茅 根　　 聡 博士（商学）
教 授 鳥 飼 裕 一
教 授 宮　村　健一郎
教 授 依 田 俊 伸 博士（経営学）
教授（兼担） 石　井　晴　夫 博士（経済学）
教授（兼担） 今 泉　　 淳 博士（工学）
教授（兼担） 大 坪 宏 至
教授（兼担） 董　　 晶 輝 博士（経営学）
教授（兼担） 西 澤 昭 夫
准 教 授 金 子 友 裕 博士（経営学）
准 教 授 里 吉 清 隆 博士（経済学）〔海外研究〕
准 教 授 増 子 敦 仁
非常勤講師 大 坂 周 作
非常勤講師 内 山　　 隆
非常勤講師 大 平 浩 二
非常勤講師 尾 畑　　 裕 博士（商学）
非常勤講師 坂 口 幸 雄
非常勤講師 佐久間　信　夫
非常勤講師 竹 内　　 進
非常勤講師 中 島 朋 子 博士（経営学）
非常勤講師 吉 村 孝 司 博士（経営学）

（中小企業診断士登録養成コース）

教 授 井 上 善 海 博士（商学）
教 授 菊 池 宏 之 博士（学術）
教 授 幸 田 浩 文 博士（経営学）
教 授 小 嶌 正 稔 博士（経済学）

特 任 教 授 木 下　　 潔
教授（兼担） 西 澤 昭 夫
教授（兼担） 安 田 武 彦
非常勤講師 五十嵐　暁　美
非常勤講師 岩 岡 博 徳
非常勤講師 大 仲　　 均
非常勤講師 小 國 義 之
非常勤講師 小 野 史 人
非常勤講師 鴨志田　栄　子
非常勤講師 岸　　 嘉 男
非常勤講師 北 澤 治 郎
非常勤講師 久 野　　 威
非常勤講師 熊 谷　　 学
非常勤講師 後 閑 和 子
非常勤講師 越　　　純一郎
非常勤講師 小 島 慎 一
非常勤講師 佐 井 行 雄
非常勤講師 境　　　憲一郎
非常勤講師 酒 井 勇 貴
非常勤講師 佐 藤　　 剛 博士（経営学）
非常勤講師 重 松 久 惠
非常勤講師 鈴 木 和 枝
非常勤講師 瀬 戸 正 人
非常勤講師 田 島　　 悟
非常勤講師 田 中 聡 子
非常勤講師 中 村 秀 剛
非常勤講師 廣 瀬 一 郎
非常勤講師 福 島 正 人
非常勤講師 藤 田 雅 三
非常勤講師 藤 間 輝 雄
非常勤講師 古 澤　　 智
非常勤講師 堀 安 吉 城
非常勤講師 松 永 智 子
非常勤講師 村 山 幹 夫
非常勤講師 山 口 隆 二
非常勤講師 山 根 義 信
非常勤講師 吉 田 勧 司
非常勤講師 渡 辺 英 男

マーケティング専攻

○教 授 塚 田 朋 子
教 授 小 川 純 生
教 授 川　崎　健太郎 博士（経済学）
教 授 住 谷　　 宏 博士（経営学）
教 授 長 島 広 太
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教 授 野 中　　 誠
教 授 峰　尾　美也子 博士（商学）
教 授 松 村 良 平 博士（理学）
教授（兼担） 旭　　 貴 朗 理学博士
教授（兼担） 菊 池 宏 之 博士（学術）
教授（兼担） 西 澤 昭 夫
准 教 授 李　　 炅 泰 博士（経済学）
准 教 授 大瀬良　　　伸
准 教 授 長 島 直 樹 博士（経営学）
講 師 李 振 博士（商学）
非常勤講師 今 井 雅 和

経済学研究科
経済学専攻

◎教 授 佐々木　啓　介 博士（経済学）
○教 授 郝　　 仁 平

教 授 大 野 裕 之 Ph.D.
教 授 城 川 俊 一 博士（経済学）
教 授 児 玉 俊 介
教 授 斎 藤　　 孝
教 授 島 西 智 輝 博士（商学）
教 授 鈴 木 孝 弘 工学博士
教 授 清 田 佳 美 博士（工学）
教 授 竹 澤 康 子
教 授 中 川 利 香 博士（学術）
教 授 中 澤 克 佳 博士（経済学）
教 授 藤 井 信 幸 博士（経済学）
教 授 道 重 一 郎 経済学博士
教 授 棟　近　みどり
教 授 門 間 麻 紀 Ph.D.
教 授 安 田 武 彦
教 授 山 谷 修 作 経済学博士
教 授 吉 田 明 子
教授（兼担） 小 川 芳 樹 理学博士
教授（兼担） 中 北　　 徹 〔国内研究〕
教授（兼担） 松 原　　 聡 博士（経済学）
教授（兼担） 和 田 尚 久 博士（経済学）
准 教 授 川 瀬 晃 弘 博士（経済学）
准 教 授 久 米 功 一 博士（経済学）
准 教 授 佐 野 聖 香 博士（経済学）
准 教 授 隅 田 和 人 博士（経済学）

公民連携専攻

○教 授 根 本 祐 二
教 授 小 川 芳 樹 理学博士

教 授 加賀見　一　彰 博士（経済学）
教 授 川 崎 一 泰 博士（経済学）
教 授 サ ム 田 渕
教 授 中 北　　 徹 〔国内研究〕
教 授 松 原　　 聡 博士（経済学）
准 教 授 井 上 武 史 博士（経済学）
准 教 授 松 崎 大 介 博士（工学）
特任准教授 難 波　　 悠
客 員 教 授 阿 部 仁 志 理学博士
客 員 教 授 五十嵐　　　誠
客 員 教 授 片 桐 徹 也
客 員 教 授 金 谷 隆 正
客 員 教 授 桑　原　　　進
客 員 教 授 関　　 幸 子
客 員 教 授 玉 置 知 己
客 員 教 授 中 村 賢 一
客 員 教 授 町 田 裕 彦
客 員 教 授 南 学
客 員 教 授 美 原　　 融
客 員 教 授 矢 部 智 仁
客 員 教 授 山 田　　 肇 工学博士
非常勤講師 藤 木 秀 明

理工学研究科
機能システム専攻

○教 授 尼 子　　 淳 博士（工学）
教 授 大久保　俊　文 博士（工学）
教 授 藤 岡 照 高 博士（工学）
教 授 松 元 明 弘 工学博士
教 授 松　本　　　潔 博士（工学）
教 授 山 川 聡 子 博士（工学）
教 授 吉 野　　 隆 博士（工学）
教 授 和 田　　 昇 Ph.D.
准 教 授 窪 田 佳 寛 博士（工学）
准 教 授 藤 松 信 義 博士（工学）
准 教 授 物 部 秀 二 博士（工学）
准 教 授 山 田 和 明 博士（工学）
准 教 授 横 田　　 祥 博士（工学）
非常勤講師 原 山 卓 久 博士（理学）

生体医工学専攻

○教 授 加 藤 和 則 薬学博士
教 授 小 河 繁 彦 博士（人間・環境学）
教 授 小 山 信 也 博士（理学）
教 授 田 中 尚 樹 博士（工学）
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教 授 寺 田 信 幸 博士（医学）
教 授 堀 内 城 司 博士（医学）
教 授 望 月　　 修 工学博士
教 授 本 橋 健 次 博士（工学）
教 授 山 内 康 司 博士（工学）
教 授 吉 田 宏 予
教 授 吉 田 善 一 工学博士

電気電子情報専攻

○教 授 堺　　 和 人 博士（工学）
教 授 伊 藤 繁 夫 工学博士
教 授 加 藤 正 平 工学博士
教 授 木 本 伊 彦 博士（工学）
教 授 小 室 修 二 工学博士
教 授 佐 野 勇 司 博士（工学）
教 授 篠 永 英 之 博士（工学）
教 授 柴 田 絢 也 博士（理学）
教 授 中 野 秀 俊 工学博士
教 授 福 井 伸 太 博士（工学）
教 授 藤 野 義 之 博士（工学）
教 授 山 崎 丈 明 博士（理学）
教 授 吉 本 智 巳 博士（工学）

応用化学専攻

○教 授 安 藤 直 子 Ph.D.
教 授 泉　　 克 幸 工学博士
教 授 勝 亦　　 徹 理学博士
教 授 蒲 生 美 香 博士（工学）
教 授 藤 野 竜 也 博士（理学）
教 授 田 島 正 弘 博士（工学）
教 授 福 島 康 正 博士（理学）
教 授 吉 田 泰 彦 工学博士
准 教 授 相 沢 宏 明 博士（工学）
准 教 授 佐々木　直　樹 博士（工学）
准 教 授 井 坂 和 一 博士（工学）
客 員 教 授 安 藤 寿 浩 博士（理学）
客 員 教 授 萩 原 時 男 工学博士
非常勤講師 新 井　　 充 工学博士
非常勤講師 上 田 貴 洋 博士（理学）
非常勤講師 小 島 紀 徳 博士（工学）
非常勤講師 根　建　美也子 博士（農学）

都市環境デザイン専攻

○教 授 福 手　　 勤 工学博士
教 授 石 田 哲 朗 工学博士

教 授 鈴 木 崇 伸 博士（工学）
教 授 鈴 木 信 行 博士（工学）
教 授 政 春 尋 志 博士（工学）
教 授 村 野 昭 人 博士（工学）
准 教 授 青 木 宗 之 博士（工学）
准 教 授 及 川　　 康 博士（工学）
准 教 授 山 崎 宏 史 博士（工学）
非常勤講師 末 岡 英 二 博士（工学）
非常勤講師 峰 松 敏 和 博士（工学）

建築学専攻

◎教 授 秋 山 哲 一 工学博士
○教 授 野 澤 千 絵 博士（工学）

教 授 浦 江 真 人 工学博士
教 授 香 取 慶 一 博士（工学）
教 授 工 藤 和 美
教 授 田 中 毅 弘 工学博士 Ph.D.
教 授 日 色 真 帆 博士（工学）
教 授 松 野 浩 一 博士（工学）
准 教 授 イ　ム　ウンス 博士（工学）
准 教 授 岡 本 和 彦 博士（工学）
准 教 授 篠 﨑 正 彦 博士（工学）
准 教 授 伊 藤　　 暁
准 教 授 田 口 陽 子 博士（工学）
非常勤講師 平 野 吉 信 博士（工学）

建築・都市デザイン専攻

○教 授 福　手　　　勤 工学博士
教 授 秋 山 哲 一 工学博士
教 授 石 田 哲 朗 工学博士
教 授 浦 江 真 人 工学博士
教 授 香 取 慶 一 博士（工学）
教 授 工 藤 和 美
教 授 鈴 木 崇 伸 博士（工学）
教 授 田 中 毅 弘 工学博士 Ph.D.
教 授 野 澤 千 絵 博士（工学）
教 授 政 春 尋 志 博士（工学）
教 授 松 野 浩 一 博士（工学）
教 授 村 野 昭 人 博士（工学）
准 教 授 青 木 宗 之 博士（工学）
准 教 授 イ　ム　ウンス 博士（工学）
准 教 授 及 川　　 康 博士（工学）
准 教 授 山 崎 宏 史 博士（工学）
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工学研究科
機能システム専攻

○教授（兼担） 尼 子　　 淳 博士（工学）
教 授 椿　　　光太郎 博士（工学）
教授（兼担） 大久保　俊　文 博士（工学）
教授（兼担） 小 河 繁 彦 博士（人間・環境学）
教授（兼担） 加 藤 和 則 薬学博士
教授（兼担） 小 室 修 二 工学博士
教授（兼担） 小 山 信 也 博士（理学）
教授（兼担） 田 中 尚 樹 博士（工学）
教授（兼担） 田 村 善 昭 博士（工学）
教授（兼担） 寺 田 信 幸 博士（医学）
教授（兼担） 中 野 秀 俊 工学博士
教授（兼担） 堀 内 城 司 博士（医学）
教授（兼担） 松 元 明 弘 工学博士
教授（兼担） 望 月　　 修 工学博士
教授（兼担） 本 橋 健 次 博士（工学）
教授（兼担） 山 内 康 司 博士（工学）
教授（兼担） 吉 田 善 一 工学博士
教授（兼担） 吉 本 智 巳 博士（工学）
教授（兼担） 和 田　　 昇 Ph.D.
准教授（兼担） 物 部 秀 二 博士（工学）

バイオ・応用化学専攻

○教授（兼担） 安 藤 直 子 Ph.D.
教授（兼担） 泉　　 克 幸 工学博士
教授（兼担） 勝 亦　　 徹 理学博士
教授（兼担） 蒲 生 美 香 博士（工学）
教授（兼担） 田 島 正 弘 博士（工学）
教授（兼担） 福 島 康 正 博士（理学）
教授（兼担） 吉 田 泰 彦 工学博士

環境・デザイン専攻

◎教授（兼担） 秋 山 哲 一 工学博士
○教授（兼担） 福 手　　 勤 工学博士

教 授 尾 崎 晴 男 博士（工学）
教授（兼担） 石 田 哲 朗 工学博士
教授（兼担） 工 藤 和 美
教授（兼担） 鈴 木 崇 伸 工学博士
教授（兼担） 田 中 毅 弘 工学博士 Ph.D.
教授（兼担） 野 澤 千 絵 博士（工学）
教授（兼担） 松 野 浩 一 博士（工学）
教授（兼担） 村 野 昭 人 博士（工学）
准教授（兼担） 及 川　　 康 博士（工学）

情報システム専攻

○教授（兼担） 堺　　 和 人 博士（工学）
教 授 塩 谷 隆 二 博士（工学）
教授（兼担） 安 達 由 洋 工学博士
教授（兼担） 伊 藤 繁 夫 工学博士
教授（兼担） 上 原　　 稔 博士（工学）
教授（兼担） 加 藤 正 平 工学博士
教授（兼担） 加　藤　千恵子 博士（工学）
教授（兼担） 木 本 伊 彦 博士（工学）
教授（兼担） 佐 野 勇 司 博士（工学）
教授（兼担） 篠 永 英 之 博士（工学）
教授（兼担） 杉 本 富 利 博士（工学）
教授（兼担） 土 田 賢 省 博士（理学）
教授（兼担） 藤 野 義 之 博士（工学）
教授（兼担） 藤 本 貴 之 博士（学術）
教授（兼担） 堀 口 文 男 博士（工学）
教授（兼担） 三 原 孝 志 博士（情報科学）
准教授（兼担） 村 上　　 真 博士（情報科学）

国際地域学研究科
国際地域学専攻

◎教 授 中　挾　知延子 博士（学術）
○教 授 岡 村 敏 之 博士（工学）

教 授 荒 巻 俊 也 博士（工学）
教 授 安　　 相 景
教 授 岡 本 郁 子 博士（地域研究）
教 授 北 脇 秀 敏 工学博士
教 授 坂 元 浩 一 博士（経済学）
教 授 杉 田 映 理 Ph.D.
教 授 高 橋 一 男
教 授 沼 尾 波 子
教 授 藤 本 典 嗣 博士（経済学）
教 授 松 丸　　 亮 博士（工学）
教 授 藪 長 千 乃
准 教 授 志 摩 憲 寿 博士（工学）
准 教 授 中 島 晶 子 博士（学術）
准 教 授 山 崎 義 人 博士（工学）
講 師 佐々木　悠　介 博士（学術）

国際観光学専攻

○教 授 和 田 尚 久 博士（経済学）
教 授 飯 嶋 好 彦 博士（経営学）
教 授 島 川　　 崇
教 授 東海林　克　彦 博士（農学）
教 授 野 村 尚 司 博士（経済学）
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教 授 古 屋 秀 樹 博士（工学）
教 授 堀　　 雅 通 博士（商学）
教 授 梁　　 春 香 経済学博士
准 教 授 佐々木　一　彰 博士（地域政策学）
准 教 授 藤　稿　亜矢子 博士（環境学）
准 教 授 徳　江　順一郎
准 教 授 矢ヶ崎　紀　子
客 員 教 授 丁　野　　　朗
非常勤講師 ポッケンドルフ　ローレンツ 博士（農学）

生命科学研究科
生命科学専攻

◎教 授 一 石 昭 彦 博士（学術）
○教 授 道 久 則 之 博士（工学）

教 授 伊 藤 政 博 博士（工学）
教 授 梅　原　三貴久 博士（理学）
教 授 柏 田 祥 策 博士（農学）
教 授 金 子 律 子 医学博士
教 授 上 條 賢 一 博士（理学）
教 授 川 口 英 夫 博士（工学）
教 授 小　柴　和　子 博士（理学）
教 授 児 島 伸 彦 医学博士
教 授 佐々木　和　生 博士（理学）
教 授 清 水 文 一 博士（農学）
教 授 角 野 立 夫 博士（農学）
教 授 竹 井 弘 之 Ph.D.
教 授 長 坂 征 治 博士（農学）〔海外研究〕
教 授 鳴 海 一 成 博士（農学）
教 授 根 建　　 拓 博士（農学）
教 授 長谷川　輝　明 博士（工学）
教 授 藤 村　　 真 博士（学術）
教 授 山 本 浩 文 薬学博士
教 授 吉　永　　　淳 博士（保健学）
教 授 和 田 直 久 理学博士
特 任 教 授 下　村　講一郎 薬学博士
教授（兼担） 大 熊 廣 一 工学博士
教授（兼担） 福 森 文 康 農学博士
教授（兼担） 宮 西 伸 光 博士（水産学）
教授（兼担） 矢 野 友 啓 薬学博士
教授（兼担） 吉　江　由美子 博士（水産学）
准 教 授 椎　崎　一　宏 博士（医学）
准 教 授 高 品 知 典 博士（工学）
准 教 授 玉 岡　　 迅 農学博士
准 教 授 東 端 啓 貴 博士（工学）
准 教 授 廣 津 直 樹 博士（農学）

准 教 授 三 浦　　 健 博士（工学）
非常勤講師 佐 々 義 子 博士（生物科学）
非常勤講師 山 川　　 隆 農学博士

福祉社会デザイン研究科
社会福祉学専攻

○教 授 秋 元 美 世 博士（社会福祉学）
教 授 伊奈川　秀　和 博士（法学）
教 授 稲 沢 公 一 博士（社会福祉学）
教 授 金 子 光 一 博士（社会福祉学）
教授（兼担） 志 村 健 一 Dr. of Education
教授（兼担） 藤 林 慶 子
准 教 授 加 山　　 弾 博士（人間福祉）〔国内研究〕
客 員 教 授 野 村 豊 子
非常勤講師 新 保 祐 光 博士（社会福祉学）
非常勤講師 村 社　　 卓 博士（社会福祉学）
非常勤講師 山 田 知 子 博士（学術）
非常勤講師（兼担） 北 島 英 治 Ph.D.

福祉社会システム専攻

○教 授 須　田　木綿子 博士（保健学）
教 授 小 澤 浩 明
教 授 紀　　 葉 子 社会学博士
教 授 志 村 健 一 Dr. of Education
教 授 高 山 直 樹
教 授 藤 林 慶 子
教 授 松 本 誠 一
教 授 文　　 貞 實
教 授 山 本 美 香
教 授 渡 辺 満 久 理学博士
教授（兼担） 伊奈川　秀　和 博士（法学）
教授（兼担） 白 石 弘 巳 医学博士
准 教 授 荻 野 剛 史 博士（社会福祉学）
准 教 授 村　尾　祐美子 博士（社会科学）
非常勤講師 井 上 治 代 博士（社会学）
非常勤講師 大 竹 延 幸
非常勤講師 北 島 英 治 Ph.D.
非常勤講師 小 山 秀 夫
非常勤講師 高　橋　龍太郎 医学博士
非常勤講師 原 山　　 哲 博士（社会学）
非常勤講師 皆　川　満寿美
非常勤講師 森 田 明 彦
非常勤講師 若 林 浩 司
非常勤講師（兼担） 新 保 祐 光 博士（社会福祉学）
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ヒューマンデザイン専攻

◎教 授 大 迫 正 文 博士（歯学）
○教 授 吉 浦　　 輪 博士（社会福祉学）

教 授 角　藤　智津子 博士（芸術学）
教 授 神 野 宏 司 博士（医学）
教 授 是　枝　喜代治 博士（教育学）
教 授 齊 藤 恭 平 博士（医学）
教 授 坂 口 正 治
教 授 嶋 崎 博 嗣
教 授 白 石 弘 巳 医学博士
教 授 杉　田　記代子 博士（医学）
教 授 鈴 木 崇 之
教 授 鈴 木 哲 郎
教 授 高 橋 直 美
教 授 中 原 美 惠
教 授 古 川　　 覚 博士（医学）
教 授 本　名　　　靖
教 授 松 尾 順 一 博士（体育科学）
教 授 森 田 明 美
教 授 渡 辺 裕 美 博士（社会福祉学）
教授（兼担） 高 山 直 樹
准 教 授 岩　本　紗由美 博士（スポーツ科学）
准 教 授 内 山 有 子
准 教 授 木 内　　 明
准 教 授 平 野 智 之
准 教 授 的 場 智 子 博士（文学）
非常勤講師 荒 牧 重 人
非常勤講師 小 野 道 子
非常勤講師 清 水 玲 子
非常勤講師 寺 島 達 夫 歯学博士
非常勤講師（兼担） 井 上 治 代 博士（社会学）

人間環境デザイン専攻

○教 授 高 橋 良 至 博士（工学）
教 授 内 田 祥 士 博士（工学）
教 授 奥 村 和 正
教 授 川 内 美 彦 博士（工学）
教 授 櫻 井 義 夫
教 授 繁 成　　 剛 博士（医療情報学）
教 授 高 橋 儀 平 博士（工学）
教 授 水 村 容 子 博士（芸術）
准 教 授 池　田　千登勢 〔国内研究〕
准 教 授 柏 樹　　 良
准 教 授 北　　 真 吾
准 教 授 菅　原　麻衣子 博士（工学）

准 教 授 仲　　 綾 子 博士（工学）
准 教 授 名 取　　 発 博士（工学）
准 教 授 嶺　　　也守寛 博士（人間科学）
非常勤講師 開 原 典 子 博士（工学）
非常勤講師 小 林 吉 之 博士（人間科学）
非常勤講師 松 本 康 弘

学際・融合科学研究科
バイオ・ナノサイエンス融合専攻

◎教 授 花 尻 達 郎 博士（工学）
○教 授 森 本 久 雄 博士（工学）

教 授 D.Sakthi Kumar Ph.D.
教 授 前 川　　 透 工学博士
教授（兼担） 伊 藤 政 博 博士（工学）
教授（兼担） 大久保　俊　文 博士（工学）
教授（兼担） 大 熊 廣 一 工学博士
教授（兼担） 金 子 律 子 医学博士
教授（兼担） 長谷川　輝　明 博士（工学）
教授（兼担） 吉 田 泰 彦 工学博士
教授（兼担） 吉 田 善 一 工学博士
教授（兼担） 吉 本 智 巳 博士（工学）
特任准教授 内 田 貴 司 博士（理学）
特任准教授 中 島 義 賢 博士（工学）
特任准教授 水 木　　 徹 博士（工学）
准教授（兼担） 東 端 啓 貴 博士（工学）
客 員 教 授 John  Wa lke r Ph.D.
客 員 教 授 Daniel Morse Ph.D.
客 員 教 授 Raymond Whitby Ph.D.
客 員 教 授 Règine Perzynski Ph.D.
客 員 教 授 Nicole Grobert Ph.D.
客 員 教 授 Leonid Kalachev Ph.D.
客 員 教 授 P.V .Mohanan Ph.D.
客 員 教 授 小 林　　 徹 農学博士
客 員 教 授 出 口　　 茂 博士（工学）
客 員 教 授 板 東 義 雄 理学博士
非常勤講師 鵜 飼 智 文 博士（工学）
非常勤講師 下 重 裕 一 博士（工学）

総合情報学研究科
総合情報学専攻

◎教 授 上　原　　　稔 博士（工学）
○教 授 田 村 善 昭 博士（工学）

教 授 加　藤　千恵子 博士（工学）
教 授 小 瀬 博 之 博士（工学）
教 授 島 田 裕 次 博士（工学）



─ 21 ─

教 授 杉 本 富 利 博士（工学）
教 授 多 田 光 利
教 授 土 田 賢 省 博士（理学）
教 授 中　林　　　靖 博士（工学）
教 授 藤 本 貴 之 博士（学術）
教 授 堀 口 文 男 工学博士
教 授 三 原 孝 志 博士（情報科学）
准 教 授 大 塚 佳 臣 博士（工学）
准 教 授 喜 岡 恵 子
准 教 授 村　上　　　真 博士（情報科学）

食環境科学研究科
食環境科学専攻

◎教 授 矢 野 友 啓 薬学博士
○教 授 宮 西 伸 光 博士（水産学）

教 授 五十嵐　博　久 博士（文学）
教 授 大 熊 廣 一 工学博士
教 授 近 藤 和 雄 医学博士
教 授 佐　藤　加代子
教 授 佐　藤　　　順 博士（農学）
教 授 辻　　　ひろみ
教 授 角 田 伸 代 博士（栄養学）
教 授 西牟田　　　守 医学博士
教 授 野 島 直 人 博士（農学）
教 授 林 清 農学博士
教 授 福 森 文 康 農学博士
教 授 宮 越 雄 一 博士（医学）
教 授 吉　江　由美子 博士（水産学）
教授（兼担） 根　建　　　拓 博士（農学）
准 教 授 飯　島　久美子 博士（学術）
准 教 授 井 上 広 子 博士（食品栄養学）
准 教 授 大 上 安 奈 博士（学術）
准 教 授 太 田 昌 子 博士（学術）
准 教 授 藤　澤　　　誠 博士（生命科学）
准教授（兼担） 廣 津 直 樹 博士（農学）
講 師 吉 崎 貴 大 博士（食品栄養学）
助 教 ウママヘスワリ　ラジャゴパラン 博士（工学）
客 員 教 授 辰　野　まどか
客 員 教 授 武 藤 倫 弘 博士（医学）
客 員 教 授 山 口 宏 二 博士（農学）
非常勤講師 鬼 武 一 夫
非常勤講師 安 井 明 美 農学博士

情報連携学研究科
情報連携学専攻

◎教 授 花 木 啓 祐 工学博士
○教 授 後 藤 尚 弘 博士（工学）

教 授 井　村　　　亮 工学博士
教 授 小笠原　武　史 博士（学際情報学）
教 授 神 場 知 成 博士（工学）
教 授 坂　村　　　健 工学博士
教 授 曽 根 真 理 博士（工学）
教 授 土 屋 雅 義
教 授 富 田 亜 紀 博士（理学）
教 授 中 村 周 吾 博士（農学）
教 授 中 村 光 宏 博士（学術）
教 授 横 田 達 也 工学博士
教 授 吉 越 健 治 Ph.D.
准 教 授 川 本 清 美 博士（工学）
准 教 授 Khan M. Fahim Ferdous 博士（学際情報学）
准 教 授 別 所 正 博 博士（学際情報学）
准 教 授 矢 代 武 嗣 博士（学際情報学）
非常勤講師 柳 原 正 実 博士（工学）
非常勤講師 渡 邊 朗 子 博士（学術）
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Ⅱ　大学院における教育活動
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１．教育方法・修了要件

（１）大学院における教育方法 

　　 　大学院における教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という）によっ

て行う。 

（２）修了要件について 

　　①博士前期課程・修士課程 

　　　１） 本課程に２年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、当該研究科の目的に

応じ「修士学位論文」または「特定の課題についての研究の成果」（以下「特定課題研究論文」という）の

審査および最終試験に合格した者に修士の学位を授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を

上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

　　　　■「特定課題研究論文」による場合の修了要件 

　　　　○ 文学研究科英文学専攻・教育学専攻、社会学研究科社会学専攻、法学研究科私法学専攻・公法学専攻 

（ただし、公務員コース所属学生のみ）、経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻（ただし、中小 

企業診断士登録養成コース所属学生のみ）、経済学研究科公民連携専攻、理工学研究科建築学専攻、生命 

科学研究科、福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻・人間環境デザイン専攻において、特定課 

題研究論文による場合の修了に必要な単位数は、30単位以上とする。 

　　　　○ 国際地域学研究科においては、社会人学生に対して適用し、特定課題研究論文による場合の修了に必要 

な単位数は、32単位以上とする。 

　　　　○ 福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻においては、特定課題研究論文による場合の修了に必 

要な単位数は、36単位以上とする。 

　　　２） 各研究科・専攻により修了に必要な授業科目等が異なるので、各専攻の課程表にあわせて記載された「履

修方法」をよく確認すること。 

　　②博士後期課程 

　　　 　本課程に５年（博士前期課程・修士課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程に

おける２年の在学期間を含む）以上在学し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、博士学位論文の審査および最終

試験に合格した者に対して博士の学位を授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者

については、３年（博士前期課程・修士課程を修了した者にあっては、当該課程における在学期間を含む）以

上在学すれば足りるものとする。

２．授業時間・窓口時間・休講

（１）授業時間・窓口時間（授業期間中） 

　　　研究科によって担当窓口が異なるので注意すること。 

　　　窓口時間は、時期によって変更することがあるので、掲示やホームページなどで確認すること。
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◎白山キャンパス【担当窓口：大学院教務課】

文学・社会学・法学・経営学・経済学・国際地域学・
福祉社会デザイン研究科
（社会福祉学専攻・福祉社会システム専攻）
時限 授業時間 窓口時間

1   9：00 ～ 10：30

（月～金）
　 9：30 ～ 13：00
　14：00 ～ 20：30

（土）
　 9：30 ～ 16：45

2 10：40 ～ 12：10
3 13：00 ～ 14：30
4 14：45 ～ 16：15
5 16：30 ～ 18：00
6 18：15 ～ 19：45
7 19：55 ～ 21：25

◎朝霞キャンパス【担当窓口：朝霞事務課】

福祉社会デザイン研究科
（ヒューマンデザイン専攻・人間環境デザイン専攻）

時限 授業時間 窓口時間
1   9：00 ～ 10：30

（月～金）
　 9：30 ～ 13：00
　14：00 ～ 18：00

（土）
　 9：30 ～ 12：45

2 10：40 ～ 12：10
3 13：00 ～ 14：30
4 14：40 ～ 16：10
5 16：20 ～ 17：50
6 18：00 ～ 19：30   
7 19：40 ～ 21：10

◎赤羽台キャンパス【担当窓口：赤羽台事務課】

情報連携学研究科

時限 授業時間 窓口時間
1   9：00 ～ 10：30

（月～金）
　 9：30 ～ 13：00
　14：00 ～ 19：45

（土）
　 9：30 ～ 12：45

2 10：40 ～ 12：10
3 13：00 ～ 14：30
4 14：45 ～ 16：15
5 16：30 ～ 18：00
6 18：15 ～ 19：45

※白山キャンパス・朝霞キャンパス間をまたがり履修する場合

　移動時間に１時間以上を要するため、昼休みを除き連続している時限では白山キャンパスと朝霞キャンパス間をま

たぐ履修はできない。

　同日内に白山キャンパス・朝霞キャンパス間を移動しなければならない場合は、下表を参照の上、履修可能な時間

割を作成すること。

1時限 2時限 昼休み 3時限 4時限 5時限 6時限 7時限
● 履修不可 － 履修可能

● － 履修可能
－ ● 履修不可 履修可能
－ ● 履修不可 履修可能
－ ● 履修不可 履修可能

●…移動前のキャンパスで履修している場合

◎板倉キャンパス【担当窓口：板倉事務課】

生命科学研究科、食環境科学研究科

時限 授業時間 窓口時間
1   9：30 ～ 11：00 （月～金）

　 9：20 ～ 13：30
　14：00 ～ 18：30

（土）
　 9：20 ～ 12：50

2 11：10 ～ 12：40
3 13：20 ～ 14：50
4 15：00 ～ 16：30
5 16：40 ～ 18：10
6 18：20 ～ 19：50

◎川越キャンパス【担当窓口：川越教学課】

工・理工学研究科、学際・融合科学研究科、総合情報学研究科

時限 授業時間 窓口時間
1   9：00 ～ 10：30 （月～金）

　 9：30 ～ 13：00
　14：00 ～ 16：45

（土）
　 9：30 ～ 12：45

2 10：40 ～ 12：10
3 13：10 ～ 14：40
4 14：50 ～ 16：20
5 16：30 ～ 18：00

◎大手町サテライト【担当窓口：大学院教務課】

経済学研究科公民連携専攻（授業期間のみ）

時限 授業時間 窓口時間
6 18：30 ～ 20：00 （月～金）

　16：00 ～ 21：307 20：10 ～ 21：40
※土曜日は白山キャンパスで開講
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（２）休講について 

　　①授業等の休講 

　　　 　授業の休講については、休講掲示板および ToyoNet-G（P.55（4）①参照）の掲示情報として配信するので、

授業が始まる前には必ず確認すること。 

　　　 　電話による問い合わせはできない。なお、休講掲示板等に休講掲示がない状態で講義が行われない場合は、各

キャンパスの教務担当窓口に連絡すること。

［休講掲示板の設置場所］ 

開講キャンパス 掲示場所

白山キャンパス ８号館４階 大学院教務課前
朝霞キャンパス 講義棟１階 電光掲示板

大手町サテライト サテライト内 掲示板
川越キャンパス ４号館１階 教学課横大学院関係掲示板
板倉キャンパス 食堂棟 電光掲示板

赤羽台キャンパス ToyoNet－G にて配信

　　②台風の接近等により交通機関の混乱が予想される場合等の授業の取扱い 

　　　　１． 台風の接近等により交通機関の混乱が予想される場合および台風・地震の災害等により交通機関が運行

停止となった場合（人身事故等一時的な運行停止を除く）の授業の取扱いについては、本学のホームペー

ジ・ToyoNet-G にてお知らせするので、大学の指示に従うこと。 

　　　　　　 ホームページはアクセスが集中し、繋がりにくい場合があるので、ToyoNet-G も利用すること。 

　　　　　　 なお、授業中に交通機関の混乱等が予想される場合は、学内掲示、学内緊急放送にてお知らせする。 

　　　　２． 大規模な地震の発生が予想され、警戒宣言が発令された場合の授業の取扱いについても、本学のホームペー

ジ・ToyoNet-G にてお知らせするので、大学の指示に従うこと。授業中に警戒宣言が発令された場合は、

学内掲示、学内緊急放送にてお知らせする。 

　　　　※学内で実施される講演会・講座等についても、上記措置に準ずるものとする。 

３．履修・成績評価・進級手続

（１）履修について 

　　①博士前期課程・修士課程 

　　　１） 各自の研究分野に従い、主指導教授の研究指導および副指導教授の指導を受けるとともに、授業科目等に

ついて30単位以上（国際地域学研究科特定課題研究選択者は32単位以上、福祉社会システム専攻特定課題

研究論文選択者は36単位以上）修得しなければならない。 

　　　２） 履修する科目の選択・決定にあたっては、必ず指導教授の指導を受けること（指導教授の決定については、

P.29参照）。なお、新入生は、研究指導受講希望の教員と研究計画等について話し合いのうえ、指導教授

を決定すること。 

　　　３） 所属する研究科・専攻により履修方法が異なるので、各専攻の課程表にあわせて記載された「履修方法」 を

よく確認すること。 

　　　４） 指導教授が研究指導上必要と認めた場合は、本大学院の他研究科・専攻の授業科目および、交流協定校（「11．

委託聴講生制度（特別科目履修生）」〈P.51〉、「12．首都大学院コンソーシアム協定聴講生制度」〈P.51〉参照）

の授業科目を履修することができる。

　　　　　 なお、上記の履修によって修得した単位は、「（５）既修得単位の認定」で認定される単位と合わせて10単

位を超えない範囲で修了要件に充当することができる。

　　　５） 他研究科・専攻の授業科目等を履修する場合は、窓口で詳細を確認した後、当該科目の担当教員の承認を

受けること。 
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　②博士後期課程 

　　　１）各自の研究分野に従い、主指導教授の研究指導および副指導教授の指導を受けなければならない。 

　　　２）授業科目等は、指導教授の指示により履修することができる。 

　　　３） 所属する研究科・専攻により履修方法が異なるので、各専攻の課程表にあわせて記載された「履修方法」を

よく確認すること。 

　　　４） 指導教授が研究上必要と認めた場合は、本大学院の他の研究科・専攻・課程または交流協定校（「11．委託

聴講生制度（特別科目履修生）」〈P.51〉、「12．首都大学院コンソーシアム協定聴講生制度」〈P.51〉参照）

の授業科目等を履修することができる。 

　　　５） 他の研究科・専攻・課程の授業科目等を履修する場合は、手続方法等について窓口で詳細を確認した後、指

導教授および当該科目の担当教員の承認を受けること。 

（２）履修登録 

　　①履修する科目が決定した後、下記の日程で「ToyoNet－G」で各自履修登録を行うこと。

所属キャンパス 履修登録期間 担当窓口

白山キャンパス
通 年 制 専 攻 　　　 ４月10日（月）～ 17日（月）19時〈予定〉

教 務 部
大 学 院 教 務 課セメスタ制専攻 春学期 ４月10日（月）～ 17日（月）19時〈予定〉

秋学期 ９月22日（金）～ 29日（金）19時〈予定〉

朝 霞 キ ャ ン パ ス 春学期 ４月10日（月）～ 19日（水）17時〈予定〉
秋学期 ９月22日（金）～ 29日（金）17時〈予定〉

朝 霞 事 務 部
朝 霞 事 務 課

川 越 キ ャ ン パ ス 春学期 ４月８日（土）～ 13日（木）〈予定〉
秋学期 ９月下旬〈予定〉 川越事務部教学課

板 倉 キ ャ ン パ ス 春学期 ４月10日（月）～ 15日（土）
秋学期 ９月下旬〈予定〉

板 倉 事 務 部
板 倉 事 務 課

赤 羽 台 キ ャ ン パ ス 春学期 ４月10日（月）～ 12日（水）17時〈予定〉
秋学期 ９月22日（金）～ 25日（月）17時〈予定〉

赤 羽 台 事 務 部
赤 羽 台 事 務 課

　　②履修登録期間終了後の変更や登録の追加は一切認めない。上記期間内に余裕をもって登録すること。 

　　③ 他の研究科・専攻・課程の授業科目等を履修する場合は所定の届出用紙があるので、各担当窓口に申し出のう

え、指導教授および当該科目の担当教員の承認を受けること。 

（３）成績評価・成績発表 

　　① 履修登録した授業科目等について、試験その他の方法により成績評価がなされ、合格者には所定の単位が与え

られる。 

　　②成績の評価は下記のとおりである。 

　　　授業での発言、課題への対応状況、日常の授業の取り組みと成果等を考慮し、総合的に評価する。

成績評価 点数 合・否 評価の視点

S 100 ～ 90 合　格 科目の目標に照らし特に優れた成績を修めている。
A 89 ～ 80 合　格 科目の目標に照らし優れた成績を修めている。
B 79 ～ 70 合　格 科目の目標を理解した成績を修めている。
C 69 ～ 60 合　格 科目の目標に対し最低限度を満たしている。
D 59 ～ 0 不合格 さらに努力・改善等が必要である。

※ 上記の他、出席不良・試験不受験・レポート未提出等により成績評価が不可能な場合は、「＊」
（評価対象外〈不合格〉）となる。

　 また、留学や他大学等での学修成果、入学前の既修得単位などを単位認定するため、 
「T（Transfer の略）」を合格の評価として使用する。（2013年度入学生より適用）
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　　③成績は下記の日程に ToyoNet－G で発表するので、次年度・次学期の履修登録等の参考にすること。 

所属キャンパス 成績発表日程

白山キャンパス
通 年 制 専 攻 　　　　２月14日より〈予定〉

セメスタ制専攻 春学期　８月21日より〈予定〉
秋学期　２月14日より〈予定〉

朝 霞 キ ャ ン パ ス 春学期　８月22日より〈予定〉
秋学期　２月28日より〈予定〉

川 越 キ ャ ン パ ス 春学期　８月31日より〈予定〉
秋学期　２月26日より〈予定〉

板 倉 キ ャ ン パ ス 春学期　９月中旬以降〈予定〉
秋学期　３月中旬〈予定〉

赤 羽 台 キ ャ ン パ ス 春学期　８月下旬〈予定〉
秋学期　２月下旬〈予定〉

（４）進級手続等 

　　① 在学生は毎年度学年の初めに、指定された場所で進級手続を行う必要がある。手続日程等の詳細は、適宜掲示

する。 

　　②進級手続時に「大学院要覧」「時間割」「学生証裏面シール」等を配付する。 

　　③ 博士前期課程・修士課程２年生、博士後期課程３年生が「在学期間の延長（原級）」をする場合は、別途手続が

必要となるので、６月上旬（セメスタ制専攻のみ）または１月上旬までに、担当窓口に申し出ること（「９．学籍（６）

原級（在学期間の延長）」〈P.49〉参照）。

 

（５）既修得単位の認定（対象：博士前期課程・修士課程の新入生） 

　　 　学則第10条の２に基づき、研究科委員会が教育上有益と認めるときは、本大学院入学前に本大学院または他大

学の大学院において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）を、入学後の履修単位として、本

大学院の他研究科・専攻の授業科目および交流協定校の授業科目と合わせて10単位を超えない範囲で認定し、修

了に必要な単位数に算入することができる。 

　　　単位認定を希望する者は、主指導教授と相談のうえ、下記のとおり提出書類を担当窓口へ提出すること。

　［提出書類］ 

　①単位認定申請書 
　　＊申請書用紙は担当窓口にて配布 
　②成績証明書 
　③単位修得年度のシラバスの写し 
　　＊申請する科目が次に該当する場合のみ提出 
　　　・本学大学院で修得した科目であっても、現在開講されていない科目 
　　　・他大学大学院で修得した科目 
　［提出期間］ 
　　入学した学期の履修登録期間内 
　※ 認定を申請する年度・学期に、認定を受ける科目と同一名称の科目を履修することはできない。よって、 

履修登録の際は、認定されなくても修了要件を満たすように登録を行うこと。
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４．指導教授の決定・論文題目届等の提出

　修士学位論文または特定課題研究論文※及び博士学位（甲）請求論文の作成にあたっては、指導教授を決めて、研
究内容を相談の上、研究題目を決める必要がある。
※特定課題研究論文 
　　 　研究科・専攻の目的に応じて、修士学位論文と並んで特定課題研究論文の審査も可能としている専攻は、下記

のとおりである。
　　・文学研究科　英文学専攻・教育学専攻
　　・社会学研究科　社会学専攻
　　・法学研究科　私法学専攻・公法学専攻（ただし、公務員コース所属学生のみ）
　　・経営学研究科　ビジネス・会計ファイナンス専攻（ただし、中小企業診断士登録養成コース所属学生のみ） 
　　・経済学研究科　公民連携専攻
　　・理工学研究科　建築学専攻
　　・国際地域学研究科　国際地域学専攻・国際観光学専攻
　　・生命科学研究科　生命科学専攻
　　・福祉社会デザイン研究科　福祉社会システム専攻・ヒューマンデザイン専攻・人間環境デザイン専攻

■研究指導の体制 

　　① 指導教授は、主指導教授１名・副指導教授１名の計２名とする。ただし、主指導教授の判断により、副指導教
授が２名となる場合がある。副指導教授については、主指導教授の指示を受け、原則として自専攻の研究指導
担当教員の中から決定すること。 

　　　 本学の専任教員の他、大学院の教育研究の高度化・活性化・国際化を推進するため、学外研究機関等で活躍し
ている研究者等が客員教授として研究指導を担当する場合がある。

　　［ 総合情報学研究科］
　　　 英語論文指導を可能とする十分な英文業績を有した主指導教員が、その専門知識を活かして国際的に通用する

研究及び論文執筆を指導する。
　　②指導教授は、特別の理由がない限り変更できない。 

■指導教授の決定・論文題目届及び研究計画概要（博士後期課程のみ）の提出 

　　①学位論文の作成にあたっては、指導教授の研究指導を受けること。
　　②指導教授を決めて研究内容を相談の上、研究題目を決めること。 
　　③ 指導教授および論文題目が決定したら、「ToyoNet－G」で学位論文題目申請をしたうえで題目届を印刷し、指導

教授の署名・捺印を受けて、担当窓口に提出すること。この届出は、毎年度提出しなければならない。提出に
あたり、指導教授の印鑑もれ、書類不備、提出の遅れなどは、如何なる理由においても一切受け付けない。提
出には細心の注意をはらうこと。

　　④ 博士後期課程は論文題目届に A ４サイズの用紙１枚以内で研究計画概要を作成し、添付すること（自由書式）。

所属キャンパス 申請・提出期間 提出場所（担当窓口）

白山キャンパス

通 年 制 専 攻 ４月10日（月）～ ４月19日（水）

教 務 部
大 学 院 教 務 課セ メ ス タ 制 専 攻

春学期　　　　４月10日（月）～ ４月19日（水）
秋学期＊　　　９月22日（金）～ 10月３日（火）
＊ 秋学期は、秋入学新入生および秋学期復学者のみ

提出すること。秋入学者であっても、２年目以降
は春学期のみ提出すればよい。

朝 霞 キ ャ ン パ ス 春学期　　　　４月19日（水）
秋学期復学者　10月３日（火）

朝 霞 事 務 部
朝 霞 事 務 課

川 越 キ ャ ン パ ス ４月入学生　　５月８日（月）
秋入学生　　　11月７日（火） 川越事務部教学課

板 倉 キ ャ ン パ ス ４月入学生　　５月８日（月）
秋入学生　　　10月20日（金）

板 倉 事 務 部
板 倉 事 務 課

赤 羽 台 キ ャ ン パ ス ４月入学生　　５月８日（月）
秋入学生　　　11月７日（火）

赤 羽 台 事 務 部
赤 羽 台 事 務 課

★上記期間内に余裕をもって提出すること。〈提出締切日厳守〉
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５．論文報告会

　　専攻によっては論文報告会を行う為、各自主指導教授及び専攻長に確認すること。

６．修士学位論文または特定課題研究論文の提出

（１）提出日時

　　 　修士学位論文または特定課題研究論文を提出する際は、「審査願」に指導教授の署名・捺印を受けて、論文要

旨等とともに提出すること。今年度の提出日程は、下記のとおりである。記載されている日時以外は一切受け付

けないので注意すること。

　　 　なお、修士学位論文または特定課題研究論文を提出しない場合、次年度・次セメスタに向けて「原級（在学期

間の延長）」「退学」「休学」のいずれかの手続が必要となる（P.47以降参照）。該当者は６月上旬（セメスタ制専

攻のみ）または１月上旬までに担当窓口へ申し出ること。 

　　　特に、年末年始は教員が大学に不在の場合が多いため、余裕をもって指導教授の署名・捺印を受けること。

所属キャンパス 提出日時 提出場所（担当窓口）

白 山 キ ャ ン パ ス
（公民連携専攻除く）

９月修了
2017年７月６日（木）～８日（土）
９：30 ～ 13：00　14：00 ～ 19：00
※ただし、土曜日の受付は９：30 ～ 12：30 教務部大学院教務課

（白山キャンパス）
３月修了

2018年１月６日（土）・９日（火）・10日（水）
９：30 ～ 13：00　14：00 ～ 19：00
※ただし、土曜日の受付は９：30 ～ 12：30

白 山 キ ャ ン パ ス
（ 公 民 連 携 専 攻 ）

９月修了

2017年７月６日（木）・７日（金）
18：00 ～ 20：00 大手町サテライト

2017年７月８日（土）
９：30 ～ 12：30

教務部大学院教務課
（白山キャンパス）

３月修了

2018年１月９日（火）・10日（水）
18：00 ～ 20：00 大手町サテライト

2018年１月６日（土）
９：30 ～ 12：30

教務部大学院教務課
（白山キャンパス）

朝 霞 キ ャ ン パ ス

９月修了
2017年７月６日（木）～８日（土）
９：30 ～ 13：00　14：00 ～ 18：00
※ただし、土曜日の受付は９：30 ～ 12：45

朝霞事務部朝霞事務課

３月修了
2018年１月６日（土）・９日（火）・10日（水）
９：30 ～ 13：00　14：00 ～ 18：00
※ただし、土曜日の受付は９：30 ～ 12：45

川 越 キ ャ ン パ ス
９月修了 2017年６月29日（木）・30日（金）

９：30 ～ 13：00　14：00 ～ 16：45
川越事務部教学課

３月修了 2018年１月23日（火）・24日（水）
９：30 ～ 13：00　14：00 ～ 16：45

板 倉 キ ャ ン パ ス
９月修了 2017年７月７日（金）

14：00 ～ 16：00
板倉事務部板倉事務課

３月修了 2018年１月10日（水）
14：00 ～ 16：00

赤羽台キャンパス

９月修了

赤羽台事務部赤羽台事務課
３月修了

2018年１月６日（土）・９日（火）・10日（水）
９：30 ～ 13：00　14：00 ～ 16：30
※ただし、土曜日の受付は９：30 ～ 12：00

★上記期間内に余裕をもって提出すること。〈提出日時厳守〉
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（２）提出物 

　　①修士学位論文・特定課題研究論文提出時に提出するものは、下記のとおりである。 

　　　１） 修士学位論文（詳細は、後述の「（３）修士学位論文・特定課題研究論文作成時の注意」および下記②によ

り指示する。）

　　　２）修士学位論文審査願（所定フォームあり） 

　　　３）修士学位論文審査料5,000円（証明書発行機にて納入）

　　　４） 修士学位論文要旨（詳細は下記②により指示する。）

　　　５）修士学位論文審査報告書（所定フォームあり） 

　　　６）その他（「修士学位論文提出票」等（所定フォームあり）詳細は後日下記②により指示する。） 

　　②上記①の論文提出に必要な書類は、５月中旬（９月修了者用）および11月中旬（３月修了者用）より配布する。 

（３）修士学位論文・特定課題研究論文作成時の注意 

　　① 修士学位論文の様式・枚数・字数は次のとおりである。（特定課題研究論文は当該専攻の掲載頁を参照のこと。） 

　　　修士学位論文・論文要旨の提出部数等は、上記（２）提出物②で配布する書類により指示する。

　　　修士学位論文

研究科 専攻 パソコンの
使用 枚数・字数 サイズ 様式

文 学

哲 学
イ ン ド 哲 学 仏 教 学
中 国 哲 学
史 学

原則使用 制限なし A4 自由

日 本 文 学 文 化 原則使用 制限なし A4 縦書

英 文 学 ※ 原則使用 制限なし A4 横書

教 育 学 ※ 要使用 40,000字以上
（図表を含む） A4 横書

英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 要使用 30枚以上 A4 横書

社 会 学
社 会 学

原則使用
60,000字以上
（図表を含む） A4 横書

社 会 心 理 学 制限なし

法 学

全専攻（公務員コースで修士
論文を選択した場合を含む） 原則使用

制限なし
A4 自由全専攻（公務員コースで特定課

題研究論文を選択した場合）※
20,000字を目途とする

５科目選択も１科目選択も同様

経 営 学
経 営 学
ビジネス・会計ファイナンス※
マ ー ケ テ ィ ン グ

原則使用
40,000字～ 80,000字程度

特定課題研究論文については
40,000字以上

A4 横書

経 済 学

経 済 学 可 制限なし A4 横書

公 民 連 携 可
60,000字程度以上

（図表を含む）
特定課題研究に関しては40,000

字程度以上
A4 横書

理 工 学 全 専 攻 可 制限なし
（日本語もしくは英語） A4 横書

国 際
地 域 学 全 専 攻 原則使用 制限なし A4 横書

生命科学 生 命 科 学 原則使用
総ページ数30 ～ 60ページ程度。
１枚あたりの文字数35文字×25

行（図表含む）
A4 横書

福祉社会
デザイン 全 専 攻 可 60,000字以上

（図表を含む） A4 横書

学際・融
合 科 学 バイオ・ナノサイエンス融合 可 制限なし（英語） A4 横書

総 合
情 報 学 総 合 情 報 学 原則使用 制限なし A4 横書
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研究科 専攻 パソコンの
使用 枚数・字数 サイズ 様式

食 環 境
科 学 食 環 境 科 学 原則使用

総ページ数60 ～ 100ページ程度。
１枚あたりの文字数35文字×25

行（図表含む）
A4 横書

情 報
連 携 学 情 報 連 携 学 要使用 制限なし A4 横書

※ 英文学専攻、教育学専攻、私法学・公法学専攻（公務員コース）、ビジネス・会計ファイナンス専攻（中小企

業診断士登録養成コース）の特定課題研究論文の場合も同じ形式。

　　② 論文は、正本・副本ともハードカバーで製本し（公民連携専攻を除く）、表紙と背表紙に論文題目・氏名等を記

入すること。金文字での印字が望ましいが、必ずしも金文字での印字でなくともよい。ただし、紙を貼る場合

は剥がれないよう補強すること。副題がある場合は、背表紙にも必ず記入すること。

　　　 社会学、経営学、経済学、理工学、国際地域学、生命科学、福祉社会デザイン、学際・融合科学、総合情報学、
食環境科学、情報連携学研究科は仮製本での提出が認められているが、仮製本で提出するか本製本（ハードカ
バー）で提出するかは指導教授の指示に従うこと。

　　　（仮製本による提出の場合も、本製本と同様に、表紙と背表紙に論文題目・氏名等を記入すること）

（製本見本）

（背表紙）　　　　　　  （表紙）

論
文
題
目

　
副
題

氏
　
名

研
究
科

専
　
攻

2017年度
東洋大学修士学位論文

論文題目
副題

研究科・専攻・課程
学籍番号・氏名

※※

（Spine）　　　　　  （Front cover）

Title of the thesis
Subtitle of the thesis

N
am

e
Course
Graduate School

AY 2017
Toyo University Master’s Degree Thesis

Title of the thesis
Subtitle of the thesis

Program・Course・Graduate 

School・Name・Student ID number

※※

　　※ の内容は必ず、すべて明記すること。（特定課題研究論文提出者は、「～修士学位論文」を「～特定課題研究論文」

と明記すること）
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　　　④論文要旨

研究科 専攻 パソコンの
使用 枚数・字数 サイズ 様式

文 学

哲 学
イ ン ド 哲 学 仏 教 学
中 国 哲 学
史 学

原則使用 2,000字程度 A4 自由

日 本 文 学 文 化 原則使用 2,000字程度 A4 縦書
英 文 学
教 育 学 原則使用 2,000字程度 A4 横書

英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 要使用 2,000字程度 A4 横書
社 会 学 全 専 攻 原則使用 2,000字程度 A4 横書
法 学 全 専 攻 原則使用 2,000字程度 A4 自由
経 営 学 全 専 攻 原則使用 2,000字程度 A4 横書
経 済 学 全 専 攻 可 2,000字程度 A4 横書

理 工 学 全 専 攻 可 A4サイズ２枚
（日本語もしくは英語） A4 横書

国 際
地 域 学 全 専 攻 原則使用 ４枚 A4 横書

生命科学 生 命 科 学 MS-Word
を使用 ２ページ以内 A4 横書

福祉社会
デザイン

社 会 福 祉 学
福 祉 社 会 シ ス テ ム 原則使用

2,000字程度
A4 横書ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン

人 間 環 境 デ ザ イ ン
2,000字程度

（A4サイズ２枚以内）
学際・融
合 科 学 バイオ・ナノサイエンス融合 可 400 ～ 600語（英語）

A4サイズ1枚 A4 横書
総 合
情 報 学 総 合 情 報 学 原則使用 各６枚

（日本語および英語） A4 横書
食 環 境
科 学 食 環 境 科 学 MS-Word

を使用 ２ページ以内 A4 横書
情 報
連 携 学 情 報 連 携 学 要使用 2,000字程度 A4 横書

　　⑤ 論文要旨は、原則パソコン（MS ワード）で作成し、原稿とともに、CD -R または USB メモリ（BD-R・フロッピー

ディスク・SD カード等を除く）の記録媒体も提出すること。提出したデータは、「修士学位論文要旨・審査報告書」

のための入稿原稿となる。したがって、要旨以外のデータは入れないこと。（公民連携専攻を除く。公民連携専

攻は論文要旨のほかに、論文のデータも提出が必要となる。）

　　　　また、段組みはしないこと。（理工学研究科は可）。

重
　
要

論文題目はサブタイトルも含めて重要で、論文（表紙・背表紙・中表紙）学位論文審査願・論文要旨・
要約・報告書 の題目が一字一句同一でないと受付できない。「　」のあるなし、「 と『 の違い、「－」「～」

「・」アルファベットの大文字・小文字などに十分注意して提出前に再度確認すること。

（４）論文審査員 

　　 　研究科委員会は、学位論文を受理したときは、論文審査員として、主指導教授のほか、当該論文に関連ある授業

科目担当教員１名以上（内、１名は、研究指導担当教員）を選任し、研究科委員会の議を経て、１名を主任審査員（主

査）とし、他を副審査員（副査）とする。さらに、論文の審査等のため必要があるときには、研究科委員会の議を経て、

当該論文に関連ある授業科目担当教員等（非常勤講師を含む）を副審査員（副査）として加えることができる。

（５）最終試験 

　　①論文を提出した者に対しては、最終試験を行う。 

　　②最終試験は、論文を中心として、これに関連ある授業科目について口述試験により行う。 

　　③最終試験の日程等は、その都度掲示する。
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（６）修士学位論文または特定課題研究論文の合否の通知 

　　①論文の合否は、論文の審査及び最終試験の結果を総合して判定する。 

　　②合格した者については、修得した単位数を確認し、修了要件充足者発表により合格の旨を掲示する。 

（７）合格論文の取り扱い（文学・社会学・法学・経営学・経済学・国際地域学・福祉社会デザイン研究科のみ） 

　　 　合格した論文のうち、正本は大学で保管し、閲覧に供される。副本は学位記授与式までに、副査から直接返却

される。

修士学位論文提出要件（特定課題研究論文含む）

研究科 修士学位論文提出要件

文 学

（修士論文）
１． 学位を請求しようとする者は、博士前期課程に在学し、指導教授の「研究指導」を受けて

いること。
２． 学位を請求しようとする者は、所定の単位を修得していること、または修得することが見

込まれること。
３． 学位を請求しようとする者は、各専攻主催の研究発表ないしは、中間報告を経て、指導教

授の許可を得ていること。
（特定課題研究論文）
［英文学専攻］
　１．論文の題目・内容については、主指導教授との相談により決定する。　
　２． 教育現場の質の向上・改善に資する研究成果を挙げ、専修免許の取得を目指す者を対象

とする。但し、博士後期課程への進学を志望する場合には、特定課題研究論文の提出は
認めない。

［教育学専攻］
　１． 主指導教授および副指導教授と協議し、原則として第１セメスタ終了時までに、修士論文、

特定課題研究論文のいずれかを選択する。
　２． 特定課題研究論文を提出予定の者も、修士論文中間報告会および修士論文成果報告会で

報告しなければならない。
　３． 特定課題研究論文において、カリキュラムや教材の開発、実践研究報告、作品や演奏等、

自らの実践の成果を研究テーマにした場合は、それらの成果についても論文の枚数およ
び字数に含めることができる。

社 会 学

（修士論文）
１． 指導教授の「研究指導」を受け、論文提出年度末に、博士前期課程在学年限２年を満たすこと。

（ただし、短期修了制度に該当する場合は除く）
２．「学位論文題目届」を提出していること。（４月）
３． 「研究指導」等において必要な中間報告を行い、提出について指導教授の同意を得ているこ

と。（項目の掲載必要性・表現の妥当性検討）
４． 修士論文「審査願」に指導教授の署名・捺印がされていること。
（特定課題研究論文）
［社会学専攻のみ］
１．特定課題研究論文は、12,000字以上のものを３本提出する。
２． 修士学位論文または特定課題研究論文については、原則として入学時に選択する（２年次

の７月末まで変更を認める）。
３．博士後期課程進学希望者は、修士学位論文を選択すること。
４． 特定課題研究論文の１・２・３本目については、主指導教授の指示を受け、適切な時期に、

主・副指導教授に直接提出すること。また、３本まとめたものを、下記の通り、修士学位
論文に準じた時期に、大学院教務課に提出する必要がある。３本まとめたものの提出にあ
たっては、提出時期・様式とも修士学位論文に準ずる。
題目届提出締切 論文提出時期（３本まとめたもの） 提出先
４月 修士学位論文提出時期に同じ 大学院教務課

５． 特定課題研究論文を選択した場合の研究指導スケジュールは、修士学位論文を選択した場
合に準ずる。

法 学

（修士論文／特定課題研究論文）
原則として、２年にわたり主指導教授の研究指導を受け、また適宜、副指導教授の指導を受け
た上で、実体的には主指導教授と副指導教授が、研究科が定める水準を超える論文であること
を認めること、手続的には、２年次に行われる修士論文中間報告会で報告を行うこと。なお、
疾病等やむを得ない理由により、中間報告を行うことができなかった場合、中間報告会と近接
する時期に主指導教授その他の自分の属する専攻の大学院科目担当教員等の前で報告すること
で中間報告に代えることができる。
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研究科 修士学位論文提出要件

経 営 学

（修士論文）
①　 大学院に2年以上在学し、30単位（取得見込み単位を含む）以上修得し、必要な研究指導

を受けていること。
②　 修士論文は、表紙・日本語要旨および本体から成る。英語で執筆する場合は、英語表紙・

英語要旨および本体から成る。
③　 本体の書式は、『修士論文執筆の手引』に従うこと。論文の内容については、主指導教授、

副指導教授等の十分な指導を受けること。
④　 中間報告会において、内容について一定の評価を受けなければならない。
⑤　 提出期限は厳守すること、提出遅延は認めない。
（特定課題研究論文）
　 　ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コースでは、修士論文の提出に

かえて特定課題研究論文の提出を認めている。特定課題研究論文とは、特定の課題について
実践的に調査・研究した論文をいう。

　特定課題研究論文の提出要件は、以下の通りである。
①　 特定課題研究論文を選択する場合は、原則として入学時に、主指導教授および副指導教授

と協議し決定する。
②　 特定課題研究論文は40,000字以上で作成する。
③　 特定課題研究論文の提出要件、体裁、提出時期等は修士論文に準ずる。
④　 博士後期課程進学希望者は、修士論文を選択すること。

経 済 学

［経済学］
　経済（学）分野におけるテーマに関する考察であり、「広い視野に立って精深な学識を授け専
攻分野における研究能力を培う」( 大学院設置基準第３条 ) という修士課程の趣旨に沿ったもの
と主指導教授が認めた場合は、修士論文として提出することができる。
［公民連携］
（修士論文）
　公民連携に関連するテーマに関する考察であって、「広い視野に立って精深な学識を授け専攻
分野における研究能力を培う」( 大学院設置基準第３条 ) という修士課程の趣旨に沿ったものと
主指導教授が認めた場合は、修士論文として提出することができる。
（特定課題研究）
　公民連携に関連するテーマに関する考察であって、企業、政策官庁、自治体などに対して提
案し相手方に検討を促すものであると主指導教授が認めた場合は、特定課題研究として提出す
ることができる。

理 工 学

本研究科の定める提出期間までに、以下の要件を満たす者。
１．本研究科の定める修了に必要な単位を修得した者、または修了見込みの者。
２．本研究科の定める必要な研究指導を受けた者。
３．中間発表を実施し、適切な評価を受けた者。
　　（対象：電気電子情報、都市環境デザインの各専攻）
４．研究題目（論文題目）を本研究科の定める期間に申請している者。
５．主・副の指導教授により修士学位論文審査に関する承認を受けた者。

国 際 地 域 学

（修士論文）
　国際地域学専攻では、国内外の地域の発展のため、また、国際観光学専攻では、国際観光の
発展のために高度な専門業務に必要な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を持ち、かつ国
際的な感覚を身に付けた専門家や研究者を養成することを目的としている。その目的に沿いな
がら、本課程に２年以上在学するとともに30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた
者が「修士論文」を提出することができる。
（特定課題研究論文） 
　社会人学生に対しては、修士学位論文に代えて特定課題研究論文の提出を認めている。特定
課題論文とは、特定の課題について実践的に調査・研究した論文であり、下記の3つの要件を予
め満たしている必要がある。
①　学会における口頭発表論文が1 本以上あること。
②　専門誌などにおける論文発表が1 本以上あること。
③　授業科目等について32 単位以上取得していること。
※①②については本人の貢献箇所について提出時に明らかにすること。
なお、特定課題研究論文を選択する学生は、最終セメスタ時に指導教員の了承を得た上で申告
しなければならない。

生 命 科 学

本研究科の定める提出期日までに、以下の要件を満たす者であること。
１．本研究科の定める修了に必要な単位を修得、または修得見込みの者。
２．本研究科の定める必要な研究指導を受けた者。
３．中間研究発表を実施し、適切な評価を受けた者。
４．学位論文題目を本研究科の定める期間に申請している者。
５．主および副指導教授により修士学位論文審査に関する承認を得ている者。
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研究科 修士学位論文提出要件

福祉社会デザイン

（修士論文）
　本大学院に２年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けること。修士
論文を提出する予定の者は、各専攻またはコースで定められた中間報告会で論文要旨をまとめ
て報告をしなければならない。
（特定課題研究論文）
［福祉社会システム専攻・ヒューマンデザイン専攻・人間環境デザイン専攻］
１． 原則本大学院に２年以上在学し、各専攻で定められた単位数を修得しなくてはならない。
　　１）福祉社会システム専攻は、36単位以上修得（見込）していること。
　　２） ヒューマンデザイン専攻・人間環境デザイン専攻は、30単位以上修得（見込）していること。
２． 特定課題研究論文（12,000字以上のもの３本提出）の審査をもって修士論文の審査に代え

ることができる。
３．特定課題研究論文の選択は、原則として入学時に選択する。

学 際・ 融 合 科 学

本研究科の定める提出期間までに、以下の要件を満たす者。
１．本研究科の定める修了に必要な単位を修得した者、または修了見込みの者。
２．本研究科の定める必要な研究指導を受けていること。
３． 博士前期課程在学中に、東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター国際シンポ

ジウムで１回以上、筆頭著者として発表すること。これをもって、修士学位論文の中間発
表に替えることとする。

　　※ 本研究科委員会で止むを得ない事情があると判断した場合に限り、別途中間発表の機会
を設ける。

４．研究題目（論文題目）を本研究科の定める期間に申請している者であること。
５． 修士学位論文および修士学位論文要旨を英語で執筆すること。論文題目も必ず英語とする。

日本語の副題をつけることは可とする。
６．主・副の指導教授により修士学位論文審査に関する承認を受けていること。

総 合 情 報 学

本研究科の定める提出期間までに、以下の要件を満たす者。
１．本研究科の定める修了に必要な単位を修得した者、または修了見込みの者。
２．本研究科の定める必要な研究指導を受けた者。
３．最終セメスタを除くセメスタ毎に中間発表を実施し、適切な評価を受けた者。
４．研究題目（論文題目）を本研究科の定める期間に申請している者。
５．本人を筆頭著者とする英語論文１編（口頭発表を含む）の研究業績を有する者。
６．主・副の指導教授により修士学位論文審査に関する承認を受けた者。

食 環 境 科 学

本研究科の定める提出期日までに、以下の要件を満たす者であること。
１．本研究科の定める修了に必要な単位を修得、または修得見込みの者。
２．本研究科の定める必要な研究指導を受けた者。
３．中間研究発表会にてプレゼンテーションを行い、適切な評価を受けた者。
４．学位論文題目を本研究科の定める期間に申請している者。
５．主および副指導教授により修士学位論文審査に関する承認を得ている者。

情 報 連 携 学

本研究科の定める提出期日までに、以下の要件を満たす者であること。
１．本研究科の定める修了に必要な単位を修得、または修得見込みの者。
２．本研究科の定める必要な研究指導を受けた者。
３．中間研究発表を実施し、適切な評価を受けた者。
４．学位論文題目を本研究科の定める期間に申請している者。
５．主および副指導教授により修士学位論文審査に関する承認を得ている者。

修士学位論文審査基準

研究科 修士学位論文審査基準

文 学

（修士論文）
１．論文の独創性
２．研究史をふまえた適切な課題設定
３．資料に即した実証的な考察
４．論旨の整合性や一貫性
５．研究倫理上の配慮
６．その他、主査および副査が必要と認めた事項

（特定課題研究論文）
　上記、修士論文に対するものと同一であるが、研究対象及び内容が、特定の課題について、
実践的に調査・研究したものであること。

社 会 学

（修士論文）
１． 当該論文のテーマが適切に選定され、先行研究を踏まえ、十分な資料やデータを駆使し、

妥当な研究方法によって、論理的あるいは実証的に展開されて、新たな知見を示している
こと。

２． 当該論文が、修士学位請求者の、研究者としての専門的知識・研究能力を示す論文であること。

（特定課題研究論文）
［社会学専攻のみ］
　修士論文の審査基準に準じる。
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研究科 修士学位論文審査基準

法 学

（修士論文）
広い視野に立って法学の精深な学識を身につけ、専門分野における研究能力又はこれに加えて
高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培ったことを伺わせる水準である
こと。

（特定課題研究論文）
広い視野に立って法学の精深な学識を身につけ、公務員に求められる職責を担うための卓越し
た能力を培ったことを伺わせる水準であること。ただし、論文の分量は、通常の修士論文に求
められる分量に満たないものであることを妨げない。

経 営 学

①　論文の着眼点、方法、内容、結論等における独創性
②　論文テーマ設定の妥当性、重要性
③　論文構成の的確性、問題検討範囲の整合性
④　先行研究のサーベイを踏まえた専門分野に関する十分な知識
⑤　データや資料に裏付けられた実証性、提案された解決策の有用性
⑥　 論旨展開における論証力、説得力、専門用語や概念の使い方における正確さ、妥当性
⑦　 引用の仕方、注の付け方、資料の利用の仕方、文献リストの作り方における妥当性

（特定課題研究論文）
　特定課題研究論文の審査基準は、修士（学位）論文の審査基準に準ずるものとする。

経 済 学

［経済学］
（修士論文）
１． 当該論文が、当該分野の先行研究の成果を体系的に踏まえたうえで、合理的な論理展開によっ

て結論を導き、何らかの学術的な価値を持つ可能性を秘めていること、または社会的意義
の大きい知見を当該分野に対して提供するものであること。

２． 当該論文が、学位請求者が今後、研究成果を研究者あるいは社会人として活用する能力と
学識を備えていることを示すものであること

［公民連携］
　修士論文、特定課題研究とも、以下の観点から総合的に判断する。
　１．独創性（課題の把握・整理方法、解決方法の独創性）
　２．論理的一貫性（解決方法の合理性、論証による説得力、一貫性）
　３．理論的発展性（公民連携の制度や手法に対する発展性）
　４．適時性（公民連携一般の抱える課題や、提案先が抱える課題への適時性）
　５． 応用可能性（社会的貢献性）（課題解決に当たり検討すべき諸問題の考察、提案の実現可

能性）

理 工 学

（修士論文）
修士学位論文は学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果からなり、専門分野における高度な
研究手法の習得を示す一定の新規性を有していなければならない。論文審査にあたっては、以
下の点を考慮し評価を行う。
１．論文の新規性が明示されていること。
２． 文献資料などによる先行研究の調査や事実調査が適切であり、研究の位置付けを明示して

いること。
３．研究の方法が明確かつ具体的に記述されていること。
４．結果および解析・考察の展開が論理的かつ説得力があること。
５．引用等が適切になされ、論文として体裁が整っていること。

（特定課題研究『修士設計』）
修士設計は学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果からなり、専門分野における高度な研究
手法の修得を示す一定の新規性を有していなければならない。成果物としての設計図書（設計
図および設計に至るまでの研究成果を記載した図書）の審査にあたっては、以下の点を考慮し
評価を行う。
１．設計意図および設計内容の新規性が明示されていること。
２． 文献資料などによる先行研究の調査や事実調査が適切であり、設計の位置付けを明示して

いること。
３．設計の方法が明確かつ具体的に記述されていること。
４． 設計内容が設計図書内に適切に表現され、設計意図が論理的かつ説得力をもって伝えられ

ていること。
５．設計内容がオリジナルなものであり、設計図書として体裁が整っていること。

国 際 地 域 学

（修士論文）①から④までの基準全てを充足する必要がある。
①　論文の学問的、社会的貢献
　当該論文が、国際地域学・国際観光学における学問的、社会的発展に貢献すること。
②　先行する研究成果の吸収
　当該論文が、先行する研究成果の十分な吸収の上に立って、その適切な活用を行っているの
と同時に、該当分野における新たな知見を付与するものであること。
③　独創性
　当該論文が、修士学位論文提出者の十分な独創性を示すものであること。
④　論文の完成度
　当該論文が、高い完成度を有し、首尾一貫した論理に支えられていること。

（特定課題研究論文） 
実践的に調査・研究した特定課題研究論文の審査基準は、上記修士論文に準じる。
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研究科 修士学位論文審査基準

生 命 科 学

（修士論文）
修士学位論文は学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果からなり、専門分野における高度な
研究手法の習得を示す一定の新規性を有していなければならない。論文審査にあたっては、以
下の点を考慮し評価を行う。
１．論文の新規性が明示されていること。
２． 文献資料などによる先行研究の調査や事実調査が適切であり、研究の位置付けを明示して

いること。
３．研究の方法が妥当性をもっており、明確かつ具体的に記述されていること。
４．結果および解析・考察の展開が論理的かつ説得力があること。
５．引用等が適切になされ、論文として体裁が整っていること。

福祉社会デザイン

修士論文および特定課題研究論文は、以下の基準に照らし合わせて審査する。
　①　関連研究を引用し、その内容を適切に理解していることが示されている。
　②　そのテーマに関する研究の到達点をふまえて、課題の設定がなされている。
　③　目的が明確に示され、目的に沿った結論が導かれている。
　④　目的を遂行するうえで適切な方法が選択されている。
　⑤　得られた知見が簡潔に示されている。
　⑥　研究遂行の過程において、倫理的課題への配慮がなされている。
　⑦　論文としての形式が整っている。
　⑧　抄録において、自身の論文の内容を簡潔に示している。
　⑨　口述試験において、自身の論文の内容を簡潔に説明できる。
　⑩　口述試験において、応答が的確である。

学 際・ 融 合 科 学

（修士論文）
修士学位論文は学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果からなり、専門分野における高度な
研究手法の習得を示す一定の新規性を有していなければならない。論文審査にあたっては、以
下の点を考慮し評価を行う。
１．論文の新規性が明示されていること。
２． 文献資料などによる先行研究の調査や事実調査が適切であり、研究の位置付けを明示して

いること。
３．研究の方法が明確かつ具体的に記述されていること。
４．結果および解析・考察の展開が論理的かつ説得力があること。
５．引用等が適切になされ、論文として体裁が整っていること。
６． 修士学位論文発表会において、英語のスライド資料を用い、英語で論理的かつ科学的に口

頭発表すること。

総 合 情 報 学

（修士論文）
修士学位論文は学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果からなり、専門分野における高度な
研究手法の習得を示す一定の新規性を有していなければならない。論文審査にあたっては、以
下の点を考慮し評価を行う。
１．論文の新規性が明示されていること。
２． 文献資料などによる先行研究の調査や事実調査が適切であり、研究の位置付けを明示して

いること。
３．研究の方法が明確かつ具体的に記述されていること。
４．結果および解析・考察の展開が論理的かつ説得力があること。
５．引用等が適切になされ、論文として体裁が整っていること。

食 環 境 科 学

（修士論文）
修士学位論文は学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果からなり、専門分野における高度な
研究手法の習得を示す一定の新規性を有していなければならない。論文審査にあたっては、以
下の点を考慮し評価を行う。
１．論文の新規性が明示されていること。
２． 文献資料などによる先行研究の調査や事実調査が適切であり、研究の位置付けを明示して

いること。
３．研究の方法が妥当性をもっており、明確かつ具体的に記述されていること。
４．結果および解析・考察の展開が論理的かつ説得力があること。
５．引用等が適切になされ、論文として体裁が整っていること。

情 報 連 携 学

（修士論文）
修士学位論文は学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果からなり、専門分野における高度な
研究手法の習得を示す一定の新規性を有していなければならない。論文審査にあたっては、以
下の点を考慮し評価を行う。
１．論文の新規性が明示されていること。
２． 文献資料などによる先行研究の調査や事実調査が適切であり、研究の位置付けを明示して

いること。
３．研究の方法が明確かつ具体的に記述されていること。
４．結果および解析・考察の展開が論理的かつ説得力があること。
５．引用等が適切になされ、論文として体裁が整っていること。

（１）博士の種類 

　　　博士の学位には、課程博士と論文博士の２種類がある。 

　　　・課程博士（甲）　： 博士後期課程在学中（退学または除籍からの再入学を含む）に論文を提出して学位を授与

された者。 

　　　・論文博士（乙）　： 博士後期課程在学中でない者であって、博士論文を提出してその審査および最終試験に合

格し、かつ専攻学術に関し博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認さ

れて学位を授与された者。

（２）博士学位（甲）請求論文の提出

　　① 指導教授の指示により、東洋大学学位規程第５条に基づく「課程による」学位請求論文を提出する者は、課程

博士学位請求論文提出要件（P.42 ～ 43）を確認のうえ、所定の学位請求書等に必要事項を記入し、学位請求論

文とともに担当窓口に提出すること。今年度の提出日程は、次のとおりである。なお、博士学位請求論文には

高度な研究成果が求められるため、その成果に当たっては指導教授と十分相談すること。 

所属キャンパス 提出締切日 提出時間 提出場所（担当窓口）

白山キャンパス
9月修了　提出書類配付日 ～ 2017年５月８日（月） 10：00 ～ 13：00

14：00 ～ 19：00
※土曜日の受付は

10：00 ～ 12：30
教務部大学院教務課

3月修了　提出書類配付日 ～ 2017年11月11日（土）

朝霞キャンパス
9月修了　提出書類配付日 ～ 2017年５月８日（月） 10：00 ～ 13：00

14：00 ～ 18：00
※土曜日は 　　　

10：00 ～ 12：45

朝 霞 事 務 部
朝 霞 事 務 課3月修了　提出書類配付日 ～ 2017年11月11日（土）

川越キャンパス
9月修了　2017年 ５月 25日 （木）～  26日 （金） ９：30 ～ 13：00

14：00 ～ 16：45 川 越 事 務 部 教 学 課
3月修了　2017年 11月 27日 （月）～  28日 （火）

板倉キャンパス
9月修了　2017年 ５月 26日 （金）

14：00 ～ 16：00 板 倉 事 務 部
板 倉 事 務 課3月修了　2017年 11月 24日 （金）

★上記期間内に余裕をもって提出すること。〈提出時間厳守〉

　　②提出に必要な書類は、担当窓口で1ヶ月前から配付する。（USB メモリを持参すること。）

　　　 なお、指導教授より担当窓口に、「提出することを了解している」旨の連絡があってからの配付となるため、担

当窓口へ連絡したことを主指導教授に確認してから受け取りにくること。
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７．博士学位請求論文の提出

（１）博士の種類 

　　　博士の学位には、課程博士と論文博士の２種類がある。 

　　　・課程博士（甲）　： 博士後期課程在学中（退学または除籍からの再入学を含む）に論文を提出して学位を授与

された者。 

　　　・論文博士（乙）　： 博士後期課程在学中でない者であって、博士論文を提出してその審査および最終試験に合

格し、かつ専攻学術に関し博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認さ

れて学位を授与された者。

（２）博士学位（甲）請求論文の提出

　　① 指導教授の指示により、東洋大学学位規程第５条に基づく「課程による」学位請求論文を提出する者は、課程

博士学位請求論文提出要件（P.42 ～ 43）を確認のうえ、所定の学位請求書等に必要事項を記入し、学位請求論

文とともに担当窓口に提出すること。今年度の提出日程は、次のとおりである。なお、博士学位請求論文には

高度な研究成果が求められるため、その成果に当たっては指導教授と十分相談すること。 

所属キャンパス 提出締切日 提出時間 提出場所（担当窓口）

白山キャンパス
9月修了　提出書類配付日 ～ 2017年５月８日（月） 10：00 ～ 13：00

14：00 ～ 19：00
※土曜日の受付は

10：00 ～ 12：30
教務部大学院教務課

3月修了　提出書類配付日 ～ 2017年11月11日（土）

朝霞キャンパス
9月修了　提出書類配付日 ～ 2017年５月８日（月） 10：00 ～ 13：00

14：00 ～ 18：00
※土曜日は 　　　

10：00 ～ 12：45

朝 霞 事 務 部
朝 霞 事 務 課3月修了　提出書類配付日 ～ 2017年11月11日（土）

川越キャンパス
9月修了　2017年 ５月 25日 （木）～  26日 （金） ９：30 ～ 13：00

14：00 ～ 16：45 川 越 事 務 部 教 学 課
3月修了　2017年 11月 27日 （月）～  28日 （火）

板倉キャンパス
9月修了　2017年 ５月 26日 （金）

14：00 ～ 16：00 板 倉 事 務 部
板 倉 事 務 課3月修了　2017年 11月 24日 （金）

★上記期間内に余裕をもって提出すること。〈提出時間厳守〉

　　②提出に必要な書類は、担当窓口で1ヶ月前から配付する。（USB メモリを持参すること。）

　　　 なお、指導教授より担当窓口に、「提出することを了解している」旨の連絡があってからの配付となるため、担

当窓口へ連絡したことを主指導教授に確認してから受け取りにくること。

─ 37─

7．博士学位請求論文の提出

（ 1 ）博士の種類

　博士の学位には、課程博士と論文博士の２種類がある。

　・課程博士（甲）　：�博士後期課程在学中（退学または除籍からの再入学を含む）に論文を提出して学位を授与

された者。

　・論文博士（乙）　：�博士後期課程在学中でない者であって、博士論文を提出してその審査および最終試験に合

格し、かつ専攻学術に関し博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認さ

れて学位を授与された者。

（ 2 ）博士学位（甲）請求論文の提出

①�指導教授の指示により、東洋大学学位規則第５条に基づく「課程による」学位請求論文を提出する者は、課程博

士学位請求論文提出要件（p.40）を確認のうえ、所定の学位請求書等に必要事項を記入し、学位請求論文ととも

に担当窓口に提出すること。今年度の提出日程は、次のとおりである。なお、博士学位請求論文には高度な研究

成果が求められるため、その成果に当たっては指導教授と十分相談すること。

所属キャンパス 提出締切日 提出時間 提出場所（担当窓口）

白山キャンパス
9 月修了 2014 年 5 月 7 日（水）～ 5 月 9 日（金） 10：00 ～ 13：00

14：00 ～ 19：00
※ただし、土曜日の受付は

10：00 ～ 12：30

教務部大学院教務課
3 月修了 2014 年 11月 6 日（木）～ 11月 8 日（土）

朝霞キャンパス
9 月修了 2014 年 5 月 7 日（水）～ 5 月 9 日（金） 10：00 ～ 13：00

14：00 ～ 18：00
※土曜日は 　　　
10：00 ～ 12：45

朝 霞 事 務 部
朝 霞 事 務 課

3 月修了 2014 年 11月 6 日（木）～ 11月 8 日（土）

川越キャンパス
9 月修了 2014 年 5 月 29 日（木）～ 5 月 30 日（金）

9：30 ～ 13：00
14：00 ～ 16：45 川 越 事 務 部 教 学 課

3 月修了 2014 年 11月 27 日（木）～ 11月 28 日（金）

板倉キャンパス
9 月修了 2014 年 5 月 30 日（金）

10：00 ～ 13：00
14：00 ～ 16：00

板 倉 事 務 部
板 倉 事 務 課

3 月修了 2014 年 11 月 26 日（水）

★上記期間内に余裕をもって提出すること。〈提出時間厳守〉

②�提出に必要な書類は、担当窓口で 1ヶ月前から配付する。

　�なお、指導教授より、提出することを了解している旨の連絡をうけてからの配付となるため、担当窓口へ連絡し

たことを主指導教授に確認してから受け取りにくること。

□配付様式　　様式（甲）－1〜 6……各 1枚

□提出物

1．学位請求論文…5部および PDFデータ 1部

　　・�学位論文は、審査終了後、本学の図書館で保管されるので、ハードカバーで製本（黒表紙／金文字）するこ

と（社会学研究科、経済学研究科、理工学研究科、国際地域学研究科、福祉社会デザイン研究科、学際・融

合科学研究科、生命科学研究科では仮製本での提出が認められている）。

　　・�仮製本で提出した場合、審査終了時までに本製本（ハードカバー、黒表紙／金文字）した論文を 1部提出す

ること。
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に示指の授教導指、めたいないてれらめ定に特はていつに式様・数枚。とこるす成作で4Aはさき大の文論 ・　　

従うこと。

（照参を頁次、は裁体の紙表 ・　　 サブタイトルがある場合、サブタイトルも必ず含めること）。仮製本による提出

も同様の体裁とすること。

そはターデFDPたれさ出提。とこるす出提を）む含紙表（ターデの文全文論たれさ本製本、はターデFDP ・　　

のままインターネット上で公表される。ゲラではなく印刷製本したもののデータを提出すること。なお、論

文をスキャナーで読み取って PDFデータを作成することはしないこと。

2．学位請求論文提出票（様式（甲）－1）…1部

　　・指導教授承認印の主・副指導教授欄には、論文題目届にて届け出ている教員に署名・捺印をもらうこと。

　　・学位論文および提出書類一式を主・副指導教授に最終確認を受けた後、署名・捺印をもらうこと。

3．学位請求書（様式（甲）－2）…1部

　　・提出書類と提出部数が記載されているので確認して作成すること。

4．履歴書・業績書（様式（甲）－3）…5部

。とこるす出提でーピコーラカは部4、）印捺、付貼真写（本原は部1、で要必部5は」書績業・書歴履「 ・　　

は付日の欄歴学 ・　　 年月日まで必要となる。なお、東洋大学の場合、入学の月日は 4月 1日（秋入学生は提出前

に事務局に確認すること）、卒業・修了の月日は 3月 25 日（9月修了生は 9月 25 日）となる。

　　・ 休学期間がある場合は、学歴欄に「○○年○○月○○日～△△年△△月△△日　休学」と休学期間を明記す

ること。

。とこるけ受を認確の授教導指ず必、はていつに載記の績業に特 ・　　

5．学位請求論文要旨…5部

、がいなわ問は無有の紙表。とこるす成作に安目を内以枚6で紙用の4A ・　　 必ず先頭に題目（サブタイトルを含

む）と学籍番号・氏名を入れること。

6．博士論文の公表方法について（様式（甲）－4）…1部

。とこるす出提てし入記を項事要必 ・　　

刷印（約要の文論士博、は合場いなきで表公でトッネータンイを文全の文論士博てっあが由事いなえをむや ・　　

物および PDFデータ）を各 1部提出すること。

、がるじ準に文論士博は裁体の紙表。とこるけ付を紙表はに約要の文論士博 ・　　 「東洋大学審査学位論文の要約」

と明記すること。この要約は、提出物「５」の論文要旨とは別の物とすること。

7．受領書（様式（甲）－5）…1部

　　・学位請求論文名を記入して提出すること。

8．共著者同意承諾書（様式（甲）－6）…1部

。とこるす出提ず必、は合場るすと績業の件要出提文論求請位学士博を等文論・書訳翻・書著の著共 ・　　

9．博士学位論文審査料…20,000 円

。とこるす入納てっ従に示指のらか局務事。るすを知通の求請に宛人本、後理受文論で会員委科究研の属所 ・　　

10．その他・注意事項

要必が出提の類書拠証の等知通定決録採、は合場るすと績業の件要出提文論求請位学士博を等文論の前行刊 ・　　

となるので、事前に担当窓口に確認すること。

　　・論文審査体制によっては、博士学位請求論文等を追加提出することになるので、担当窓口の指示に従うこと。

に示指の授教導指、めたいないてれらめ定に特はていつに式様・数枚。とこるす成作で4Aはさき大の文論 ・　　

従うこと。

（照参を頁次、は裁体の紙表 ・　　 サブタイトルがある場合、サブタイトルも必ず含めること）。仮製本による提出

も同様の体裁とすること。

そはターデFDPたれさ出提。とこるす出提を）む含紙表（ターデの文全文論たれさ本製本、はターデFDP ・　　

のままインターネット上で公表される。ゲラではなく印刷製本したもののデータを提出すること。なお、論

文をスキャナーで読み取って PDFデータを作成することはしないこと。

2．学位請求論文提出票（様式（甲）－1）…1部

　　・指導教授承認印の主・副指導教授欄には、論文題目届にて届け出ている教員に署名・捺印をもらうこと。

　　・学位論文および提出書類一式を主・副指導教授に最終確認を受けた後、署名・捺印をもらうこと。

3．学位請求書（様式（甲）－2）…1部

　　・提出書類と提出部数が記載されているので確認して作成すること。

4．履歴書・業績書（様式（甲）－3）…5部

。とこるす出提でーピコーラカは部4、）印捺、付貼真写（本原は部1、で要必部5は」書績業・書歴履「 ・　　

は付日の欄歴学 ・　　 年月日まで必要となる。なお、東洋大学の場合、入学の月日は 4月 1日（秋入学生は提出前

に事務局に確認すること）、卒業・修了の月日は 3月 25 日（9月修了生は 9月 25 日）となる。

　　・ 休学期間がある場合は、学歴欄に「○○年○○月○○日～△△年△△月△△日　休学」と休学期間を明記す

ること。

。とこるけ受を認確の授教導指ず必、はていつに載記の績業に特 ・　　

5．学位請求論文要旨…5部

、がいなわ問は無有の紙表。とこるす成作に安目を内以枚6で紙用の4A ・　　 必ず先頭に題目（サブタイトルを含

む）と学籍番号・氏名を入れること。

6．博士論文の公表方法について（様式（甲）－4）…1部

。とこるす出提てし入記を項事要必 ・　　

刷印（約要の文論士博、は合場いなきで表公でトッネータンイを文全の文論士博てっあが由事いなえをむや ・　　

物および PDFデータ）を各 1部提出すること。

、がるじ準に文論士博は裁体の紙表。とこるけ付を紙表はに約要の文論士博 ・　　 「東洋大学審査学位論文の要約」

と明記すること。この要約は、提出物「５」の論文要旨とは別の物とすること。

7．受領書（様式（甲）－5）…1部

　　・学位請求論文名を記入して提出すること。

8．共著者同意承諾書（様式（甲）－6）…1部

。とこるす出提ず必、は合場るすと績業の件要出提文論求請位学士博を等文論・書訳翻・書著の著共 ・　　

9．博士学位論文審査料…20,000 円

。とこるす入納てっ従に示指のらか局務事。るすを知通の求請に宛人本、後理受文論で会員委科究研の属所 ・　　

10．その他・注意事項

要必が出提の類書拠証の等知通定決録採、は合場るすと績業の件要出提文論求請位学士博を等文論の前行刊 ・　　

となるので、事前に担当窓口に確認すること。

　　・論文審査体制によっては、博士学位請求論文等を追加提出することになるので、担当窓口の指示に従うこと。

　　　　・ １～８の書類提出後に、学内手続きを経て、本人宛に請求の通知をする。事務局からの指示に従って納入

すること。

4．履歴書・業績書（様式（甲）－3）…5部

。とこるす出提でーピコーラカは部4、）印捺、付貼真写（本原は部1、で要必部5は」書績業・書歴履「 ・　　

は付日の欄歴学 ・　　 年月日まで必要となる。なお、東洋大学の場合、入学の月日は春入学生は 4月 1日（秋入

学生は1 0 月1 日）、卒業・修了の月日は 3月 2 5 日（9月修了生は 9月 2 5 日）となる。

　　・ 休学期間がある場合は、学歴欄に「○○年○○月○○日～△△年△△月△△日　休学」と休学期間を明記す

ること。

。とこるけ受を認確の授教導指ず必、はていつに載記の績業に特 ・　　
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に示指の授教導指、めたいないてれらめ定に特はていつに式様・数枚。とこるす成作で4Aはさき大の文論 ・　　

従うこと。

（照参を頁次、は裁体の紙表 ・　　 サブタイトルがある場合、サブタイトルも必ず含めること）。仮製本による提出

も同様の体裁とすること。

そはターデFDPたれさ出提。とこるす出提を）む含紙表（ターデの文全文論たれさ本製本、はターデFDP ・　　

のままインターネット上で公表される。ゲラではなく印刷製本したもののデータを提出すること。なお、論

文をスキャナーで読み取って PDFデータを作成することはしないこと。

2．学位請求論文提出票（様式（甲）－1）…1部

　　・指導教授承認印の主・副指導教授欄には、論文題目届にて届け出ている教員に署名・捺印をもらうこと。

　　・学位論文および提出書類一式を主・副指導教授に最終確認を受けた後、署名・捺印をもらうこと。

3．学位請求書（様式（甲）－2）…1部

　　・提出書類と提出部数が記載されているので確認して作成すること。

4．履歴書・業績書（様式（甲）－3）…5部

。とこるす出提でーピコーラカは部4、）印捺、付貼真写（本原は部1、で要必部5は」書績業・書歴履「 ・　　

は付日の欄歴学 ・　　 年月日まで必要となる。なお、東洋大学の場合、入学の月日は 4月 1日（秋入学生は提出前

に事務局に確認すること）、卒業・修了の月日は 3月 25 日（9月修了生は 9月 25 日）となる。

　　・ 休学期間がある場合は、学歴欄に「○○年○○月○○日～△△年△△月△△日　休学」と休学期間を明記す

ること。

。とこるけ受を認確の授教導指ず必、はていつに載記の績業に特 ・　　

5．学位請求論文要旨…5部

、がいなわ問は無有の紙表。とこるす成作に安目を内以枚6で紙用の4A ・　　 必ず先頭に題目（サブタイトルを含

む）と学籍番号・氏名を入れること。

6．博士論文の公表方法について（様式（甲）－4）…1部

。とこるす出提てし入記を項事要必 ・　　

刷印（約要の文論士博、は合場いなきで表公でトッネータンイを文全の文論士博てっあが由事いなえをむや ・　　

物および PDFデータ）を各 1部提出すること。

、がるじ準に文論士博は裁体の紙表。とこるけ付を紙表はに約要の文論士博 ・　　 「東洋大学審査学位論文の要約」

と明記すること。この要約は、提出物「５」の論文要旨とは別の物とすること。

7．受領書（様式（甲）－5）…1部

　　・学位請求論文名を記入して提出すること。

8．共著者同意承諾書（様式（甲）－6）…1部

。とこるす出提ず必、は合場るすと績業の件要出提文論求請位学士博を等文論・書訳翻・書著の著共 ・　　

9．博士学位論文審査料…20,000 円

。とこるす入納てっ従に示指のらか局務事。るすを知通の求請に宛人本、後理受文論で会員委科究研の属所 ・　　

10．その他・注意事項

要必が出提の類書拠証の等知通定決録採、は合場るすと績業の件要出提文論求請位学士博を等文論の前行刊 ・　　

となるので、事前に担当窓口に確認すること。

　　・論文審査体制によっては、博士学位請求論文等を追加提出することになるので、担当窓口の指示に従うこと。

に示指の授教導指、めたいないてれらめ定に特はていつに式様・数枚。とこるす成作で4Aはさき大の文論 ・　　

従うこと。

（照参を頁次、は裁体の紙表 ・　　 サブタイトルがある場合、サブタイトルも必ず含めること）。仮製本による提出

も同様の体裁とすること。

そはターデFDPたれさ出提。とこるす出提を）む含紙表（ターデの文全文論たれさ本製本、はターデFDP ・　　

のままインターネット上で公表される。ゲラではなく印刷製本したもののデータを提出すること。なお、論

文をスキャナーで読み取って PDFデータを作成することはしないこと。

2．学位請求論文提出票（様式（甲）－1）…1部

　　・指導教授承認印の主・副指導教授欄には、論文題目届にて届け出ている教員に署名・捺印をもらうこと。

　　・学位論文および提出書類一式を主・副指導教授に最終確認を受けた後、署名・捺印をもらうこと。

3．学位請求書（様式（甲）－2）…1部

　　・提出書類と提出部数が記載されているので確認して作成すること。

4．履歴書・業績書（様式（甲）－3）…5部

。とこるす出提でーピコーラカは部4、）印捺、付貼真写（本原は部1、で要必部5は」書績業・書歴履「 ・　　

は付日の欄歴学 ・　　 年月日まで必要となる。なお、東洋大学の場合、入学の月日は 4月 1日（秋入学生は提出前

に事務局に確認すること）、卒業・修了の月日は 3月 25 日（9月修了生は 9月 25 日）となる。

　　・ 休学期間がある場合は、学歴欄に「○○年○○月○○日～△△年△△月△△日　休学」と休学期間を明記す

ること。

。とこるけ受を認確の授教導指ず必、はていつに載記の績業に特 ・　　

5．学位請求論文要旨…5部

、がいなわ問は無有の紙表。とこるす成作に安目を内以枚6で紙用の4A ・　　 必ず先頭に題目（サブタイトルを含

む）と学籍番号・氏名を入れること。

6．博士論文の公表方法について（様式（甲）－4）…1部

。とこるす出提てし入記を項事要必 ・　　

刷印（約要の文論士博、は合場いなきで表公でトッネータンイを文全の文論士博てっあが由事いなえをむや ・　　

物および PDFデータ）を各 1部提出すること。

、がるじ準に文論士博は裁体の紙表。とこるけ付を紙表はに約要の文論士博 ・　　 「東洋大学審査学位論文の要約」

と明記すること。この要約は、提出物「５」の論文要旨とは別の物とすること。

7．受領書（様式（甲）－5）…1部

　　・学位請求論文名を記入して提出すること。

8．共著者同意承諾書（様式（甲）－6）…1部

。とこるす出提ず必、は合場るすと績業の件要出提文論求請位学士博を等文論・書訳翻・書著の著共 ・　　

9．博士学位論文審査料…20,000 円

。とこるす入納てっ従に示指のらか局務事。るすを知通の求請に宛人本、後理受文論で会員委科究研の属所 ・　　

10．その他・注意事項

要必が出提の類書拠証の等知通定決録採、は合場るすと績業の件要出提文論求請位学士博を等文論の前行刊 ・　　

となるので、事前に担当窓口に確認すること。

　　・論文審査体制によっては、博士学位請求論文等を追加提出することになるので、担当窓口の指示に従うこと。

《博士論文の体裁》

　　（和文で作成・表紙） （背表紙）

　　

2017 年度
東洋大学審査学位論文

題目・サブタイトル

○○研究科△△専攻博士後期課程
学籍番号　氏　名
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　　（英文で作成の場合）

この内容は、必ず、すべて明記すること。

―
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この内容は、必ず、すべて明記すること。

―
―
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Doctoral Thesis

Title ････････････････････････
･･････････････････････････

Name
Student ID No. ･･････

Doctoral Program

Course of ･･･････････････
Graduate School of ･･･････････

Toyo University, Japan
2017 AY
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　　・記入漏れや文章が途中で欠けていないか等、印刷後確認をしたうえで提出すること。

　　・作成した提出書類は、提出前に必ず指導教授の確認を受けること（特に業績の記載について）。

　　・審査料の納入方法については、各研究科委員会で論文受理後、本人宛に通知する。

　論文題目はサブタイトルも含めて重要で、論文（表紙・背表紙・中表紙）、学位請求書、受領書、論文
要旨の 6箇所の題目が一字一句同一でないと受付できない。「　」のあるなし、「と『の違い、「－」「～」
「・」、アルファベットの大文字・小文字などに十分注意して提出前に再度確認すること。

重
　
要

論文題目はサブタイトルも含めて重要で、論文（表紙・背表紙・中表紙）、学位請求書、受領書、論
文要旨 の6箇所の題目が一字一句同一でないと受付できない。「　」のあるなし、「 と『 の違い、「－」

「～」「・」、アルファベットの大文字・小文字などに十分注意して提出前に再度確認すること。
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（３）論文審査員

　　 　研究科委員会は、学位請求論文を受理したときは、論文審査員として、主指導教授のほか、当該論文に関連あ

る授業科目担当教員２名以上（内、１名は、研究指導担当教員）を選任し、研究科委員会の議を経て、１名を主

任審査員（主査）とし、他を副審査員（副査）とする。さらに、論文の審査等のため必要があるときには、研究

科委員会の議を経て、当該論文に関連ある授業科目担当教員等（非常勤講師を含む）を副審査員（副査）として

加えることができる。

（４）審査期間

　　博士学位請求論文の審査及び最終試験又は学力の確認の諮問は、論文の受理後１年以内に終了するものとする。

（５）審査結果の通知

　 　論文の合否は、論文の審査及び最終試験の結果を総合して判定する。合格した者については、研究科・専攻で定

めた修了要件を確認し、修了決定者発表により合格の旨を掲示する。

（６）学位論文の公表

　 　博士の学位を授与された者は、学位を授与した日から１年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公

表するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、研究科委員会の承認を得て、当該博士の学位の授

与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本大学は、そ

の論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

　　公表は、本大学の学術機関リポジトリの利用により行うものとする。

　　公表する場合は、「東洋大学審査学位論文」「東洋大学審査学位論文の要約」と明記しなければならない。

課程博士学位請求論文提出要件
（主・副指導教授決定時に主・副指導教授より説明を受け内容についてよく確認しておくこと）

研究科 博士学位論文提出要件

文 学
１． 学位を請求しようとする者は、指導教授の「研究指導」を受け、博士後期課程に在学し

なければならない。
２． 学位を請求しようとする者は、全国的または国際的規模の学会が発行するレフェリー制

のある学会誌に、提出しようとする論文領域に関する論文を１点以上、発表していること。

社 会 学
１． 査読制のある学術誌に第一著者として掲載された、当該領域の論文があること（掲載決

定済みも可）。
２．学会発表を１回以上おこなっていること。

法 学

１．東洋大学大学院学則及び学位規程に適合していること。
２．中間報告会で研究成果を報告していること。
３．学位論文に関連した研究論文３編が学会誌、紀要等に発表されていること。
　　 但し、研究科委員会の判断により、修士学位論文及び学会又はそれに準ずる研究会にお

ける口頭発表をそれらに含めることができる。

経 営 学

［2015年度以前入学生適用］
１． 論文３本の掲載（内１本は日本学術会議登録の学会またはそれに準ずる学会での査読論

文であることが望ましい）。
２．上記学会での報告を２回以上行うこと。
［2016年度以降入学生適用］
・ 査読制のある学術誌に第一著者として掲載された当該領域論文が３本以上あること（内１

本は日本学術会議協力学術研究団体の学会またはそれと同等の学会での査読論文であるこ
と）。

・ 日本学術会議協力学術研究団体の学会またはそれと同等の学会で研究報告を２回以上行っ
ていること。
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研究科 博士学位論文提出要件

経 済 学

１．博士（甲）論文の申請は、東洋大学大学院学則及び学位規則の諸要件を満たしていること。
２．当該課程在籍中の研究業績として学会報告が２回以上であること。
３． 当該課程在籍中の研究業績として学外レフェリ一付論文が１本以上第一著者として掲載

もしくは掲載予定であること。
４． 当該課程在籍中の研究業績として所定の年報、紀要等に記載された論文が１本以上ある

こと。ただし「３」項とは異なる論文であること。
５． 前３、４項の論文が共同論文である場合、共同執筆者全員より研究における学位請求者

の役割を明記した文書を添えること。
６．博士号取得のための学内発表会で発表すること。

理 工 学
※ 詳細は各専攻に

て確認すること

［機能システム専攻］
　 論文（学会誌などの査読のあるもの）が２編以上あること。上記２編のうち、少なくとも

１編は筆頭著者であること、および英語論文１編以上を含むこと。（掲載の通知があれば可）
［生体医工学専攻］
　 論文（学会誌などの査読のあるもの）が２編以上あること。上記２編のうち、少なくとも

１編は筆頭著者であること、および英語論文１編以上を含むこと。（掲載の通知があれば可）
［電気電子情報専攻］
　 英語論文（筆頭著者のもの）が１編以上あること、または、論文が２編以上あり、そのう

ち少なくとも１編は筆頭著者であること。（英語論文、論文は学会誌などの査読があるもの
で、掲載決定の通知があれば可）

［応用化学専攻］
　 英文論文（査読のあるもの）２編以上あること。２編は筆頭著者であること。（掲載決定の

通知があれば可）
［建築・都市デザイン専攻］
　 論文２編以上あること。うち、１編は筆頭著者であること。論文は、学会誌などの査読が

あるものとする。（掲載決定の通知があれば可）

国 際 地 域 学

１． 学位を請求しようとするものは、指導教授の「研究指導」を受け、博士後期課程に在学
していること。

２． 学位を請求しようとするものは、博士論文のテーマに関連が深い分野の研究において以
下のいずれかに該当していること。

　　⑴　 第１著者で外部査読付き論文１編 + 第１著者で研究科内部査読付き紀要論文１編 +
第１著者で口頭発表論文１編以上を審査時点までに発表した者。（査読付き論文の場
合は論文審査時点で論文掲載予定証明書があれば可）

　　⑵　 第１著者で外部査読付き論文１編 + 第１著者で口頭発表論文３編以上を審査時点まで
に発表した者。（査読付き論文の場合は論文審査時点で論文掲載予定証明書があれば可）

生 命 科 学

１． 原著論文は１報以上。少なくとも１報は、論文の査読が厳格になされている定期出版の
英文学術雑誌に、第１著者でかつ full paper であること（連名者がある場合には、別に
定める承諾書の提出が必要）。

　　 他大学において博士前期（修士）課程を修了後、本研究科の博士後期課程に入学したも
のについては、博士後期課程において発表した原著論文が１報以上あること。

２．第１年次および第２年次の終わりに研究報告書が提出されていること。

福祉社会デザイン
※ 詳細は各専攻・

各 コ ー ス に て
確 認 す る こ と

［2015年度以前入学生適用］
１． 過去５年以内に審査付き雑誌に単著もしくはファーストオーサーとして掲載された研究

論文が１点以上存在すること（審査付き雑誌の詳細は指導教員に確認すること）。
２． 過去５年以内に著書、設計、作品その他の研究成果物を通じて前項に準じる業績を有す

ると認められること。
［2016年度以降入学生適用］
・過去５年以内に、以下の業績が１点以上存在すること。
・審査付き雑誌の詳細は指導教員に確認すること。

専　攻 要　件
社会福祉学
ヒューマンデザイン

審査付き雑誌に単著もしくはファーストオーサーとして掲載さ
れた研究論文

人間環境デザイン 審査付き雑誌に単著もしくはファーストオーサーとして掲載さ
れた研究論文または設計、作品その他の研究成果物

※ 2015年度以前・2016年度以降入学生共通事項：上記業績については、掲載決定の通知があ
れば可とする。

学 際・ 融 合 科 学
※ 詳 細 は 専 攻 に

て確認すること
国際論文誌が２編以上あること。
上記２編のうち、少なくとも１編は筆頭著者であること（掲載の通知があれば可）
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課程博士学位請求論文審査基準 
本学の課程博士学位請求論文は、以下の基準により厳正に審査される。

研究科 博士学位論文審査基準

文 学

１． 当該論文が、従来の研究成果の十分な吸収の上に立って、その適切な活用を行っている
と同時に、かつ当該研究分野において新たな知見を付与するものであり、学位請求論文
提出者の独創性を示すものであること。

２． 当該論文が、分析の面においても論理展開の面においても、自立的な研究者として研究
活動を行うことのできる、学位請求論文提出者の高度な研究能力を示す実証性、体系性
を具えたものであること。

３． 当該論文が全般において、高度な専門的業務を遂行するに十分な、学位請求論文提出者
の学識と能カとを有していることが認められる高水準のものであること。

社 会 学

［2015年度以前入学生適用］
１． 学位請求論文が、先行研究を踏まえ、十分な資料やデータを駆使し、妥当な研究方法によっ

て、論理的一貫性または実証性の下に、新しい知見を付与するものであること。
２． 学位請求論文が、学位請求論文提出者の高度な専門的知識・学識・研究能力を示す論文

であること。
［2016年度以降入学生適用］
１． 当該論文が、テーマが適切に選定され、先行研究を踏まえ十分な資料やデータを駆使し、

妥当な研究方法によって論理的あるいは実証的に展開されて、新たな知見を示している
こと。

２． 当該論文が、学位請求者の高度な専門的知識・学識・研究能力を示す内容を有すること。

法 学

１． 論文の作成において、十分な内外国の文献・資料が適切に引用されていること。尚、関
連科目及び外国語については、審査委員会においてロ述をもって審査されるものとする。

２． 論文がその研究の対象となる分野に関する従来の研究成果を十分に踏まえており、かつ、
精綴な理論によって裏付けされた独創性ないし新規性がそれに認められること。

３．論文の内容から、その作成者が相当な研究能力を有することが認められること。

経 営 学

１． 学位請求論文が、現代の経営社会に貢献するものであり、未開拓の研究領域に挑戦し、
そこに新たな知見を加え、また独創性を有していること。

２． 学位請求論文が、上記１に加え、高い完成度を有し、首尾一貫した論理に支えられたも
のであること。

３． 学位請求論文提出者が、完成した研究者能力もしくは研究者として自立して活躍できる
高度な研究能力もしくは高度な専門的業務を遂行する能力を有すると認められること。

経 済 学

１． 当該論文が、高い学術的価値を持つこと。すなわち、当該分野の先行研究の成果を十分
かつ体系的に踏まえたうえで、厳密かつ合理的な論理展開によって結論を導き、それが
新しくかつ社会的意義の大きい知見を当該分野に対して提供するものであること。

２． 当該論文が、学位請求者が今後独立して研究を遂行するに足る能カと学識を備えている
ことを示すものであること。

理 工 学
１． 当該論文が、研究の学術的意義、新規性、創造性、応用的価値を有していること。
２． 博士学位請求者が研究企画・推進能力、研究成果の論理的説明能力、研究分野に関する

高度で幅広い専門的知識を有していること。

国 際 地 域 学

１．論文の学問的、社会的貢献
　　当該論文が、国際地域学・国際観光学における学問的、社会的な発展に貢献すること。
２．先行する研究成果の吸収
　　 当該論文が、先行する研究成果の十分な吸収の上に立って、その適切な活用を行ってい

ると同時に、該当分野における新たな知見を付与するものであること。
３．独創性
　　当該論文が、学位請求論文提出者の十分な独創性を示すものであること。
４．論文の完成度
　　当該論文が、高い完成度を有し、首尾一貫した論理に支えられていること。

生 命 科 学

① 学位請求論文が、国際的な幅広い視野に立ち、従来の研究成果を踏まえ、高度な専門性を
基盤とした独創性のある研究で、当該研究分野において新規の知見を提供するものである
こと。

② 学位請求論文が、上記①に加え、高い完成度を有し、首尾一貫した論理に支えられたもの
であること。

③学位請求論文が、提出者の高い学識および研究能力を示す論文であること。

学 際・ 融 合 科 学

１． 当該論文が先行研究を踏まえ、十分なデータあるいは正しい理論の展開に基づいて、新
しい知見を提供するものであること。

２． 当該論文が、学位請求者が研究者として研究を遂行する能カと学識を備えていることを
示すものであること。
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研究科 博士学位論文審査基準

福祉社会デザイン

社会福祉学専攻

１．論文全体が明確な主題に基づいて構成され、記述されていること。
２． 関連する学会のこれまでの研究蓄積に付け加えることのできる新たな知見が含まれてい

ること。
３．論文作成上の手続きが明確であること
　　⑴　 既存文献や資料の十分なレビューが行われており、その結果を踏まえた独自のテー

マ設定が行われていること。
　　⑵　各章の展開と相互の関連が明確であること。
　　⑶　内容の説明を行うにあたって、十分な理論的・経験的裏づけを持っていること。
　　⑷　 十分な調査データや資料の収集が行われ、手続きに従って適切な分析・検討が行わ

れていること。
　　⑸　論文の主題に即した適切な考察・結論が示されていること。
４．その他学位論文にふさわしい内容となっていること。

ヒューマンデザイン・人間環境デザイン専攻

１．研究の位置づけの適切性
　　 既存文献、資料等の十分なレビューがなされ、学位論文としての課題が明確であり、学

術的価値が認められるものであること。
２．題目及び全体構成
　　 論文題目が適切であること、本文の構成、表現、図表、文献等の引用が適切であること、

論文全体のバランスがとれ、全体構成が完結していること。
３．妥当性
　　論旨、論拠が妥当であり、明確であること。
４．独創性
　　導入した概念、発見した事実が独創的であること。
５．信頼性
　　研究方法や分析方法、論拠とするデータ等が的確であり信頼性があること。
６．新規性、先駆性
　　使用した概念や方法、得られた結論の新規性、先駆性があること。
７．有用性
　　論文の結論が明確に示されており、当該専門分野の今後の展開において有用であること。
８． 以上の他、東洋大学が規定する「学校法人東洋大学行動規範」「東洋大学研究倫理規程」

に定める事項を遵守していること。

（３）博士学位請求論文（乙）について 

　　①東洋大学大学院学位規程第６条に基づく「課程によらない」学位請求論文を提出する者を対象とする。 

　　② 学位（乙）請求論文を提出しようとする者は、事前に専攻長に相談し、専攻での審査が可能かどうか、提出要

件を満たしているかの確認をとらなければならない。 

　　③ 専攻長から論文提出の許可を受けた者には、担当窓口で必要書類を配付するので、必要事項を記入し、学位請

求論文とともに担当窓口に提出すること。 

　　④ 博士学位（乙）請求論文の提出期限は特に定められていないが、提出に当たっては、事前に担当窓口に申し出

ること。 
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８．博士後期課程研究報告書

　　① 博士後期課程在学者は、毎年度始めに当該年度の題目届および研究計画概要を必ず提出すること。

　　　この研究計画概要の提出は、前記の「４．指導教授の決定・論文題目届等の提出」（P.29参照）に含まれている。 

　　② 博士後期課程在学者は、年度始めに提出した研究計画概要（①）に基づき、年度末に研究についての報告書を

原則として必ず提出しなければならない（博士論文提出者を含む）。

　　　 提出された研究報告書は、「博士後期課程研究報告書」として毎年度刊行される。

　　　今年度の研究報告書用紙の配布・提出日程等は、下記のとおりである。 

　　 　 また、夏季休暇中や年末年始は教員が大学に不在の場合が多いため、余裕をもって指導教授の署名・捺印を受

けること。 

所属キャンパス 用紙配布日程 提出締切日 提出場所

白 山 キ ャ ン パ ス

2017年9月
修了予定者・秋入学生 ７月上旬 2017年９月30日（土）

教 務 部
大 学 院 教 務 課

上記以外 11月上旬 2017年12月25日（月）

朝 霞 キ ャ ン パ ス

2017年9月
修了予定者 ７月上旬 2017年９月30日（土）

朝 霞 事 務 部
朝 霞 事 務 課

上記以外 11月上旬 2017年12月23日（土）

川 越 キ ャ ン パ ス
秋入学生 ７月上旬 2017年７月28日（金）

川越事務部教学課
4月入学生 11月上旬 2018年１月５日（金）

板 倉 キ ャ ン パ ス
秋入学生 ７月上旬 2017年９月４日（月）

板 倉 事 務 部
板 倉 事 務 課

4月入学生 11月上旬 2018年１月５日（金）

★上記期間内に余裕をもって提出すること。

　　③研究報告書は下記の要領で作成する。 

　　　・ 字数は3,600字以内。印刷時には、一人当たり40字×90行以内となる。図表等は、文末にＡ４サイズ１枚以内（白

黒）で掲載可能（厳守）。段組みはしないこと。 

　　　・ 報告書は原則パソコン（MS ワード）を使用して、Ａ４サイズの用紙で作成し、所属研究科・専攻・氏名・研

究題目、末尾に総文字数を記入すること。なお、所定の提出票（原本１部及びコピー１部）とともに、 CD－R 

または USB メモリ（BD－R・フロッピーディスク・SD カード等を除く）の記録媒体も提出すること（返却不可）。

　　　　※ CD－R または USB メモリには　「主指導教授の所見」のデータも併せて保存すること。 

　　　・ 報告書を作成した後、主指導教授から「主指導教授の所見」の記入を受け、その後に主指導教授・副指導教

授の署名・捺印を受けてから提出すること。 

　　　・ 報告書は印刷物として刊行するが、その際には校正を１回のみ行う。校正の時期は１月下旬～２月上旬頃の

予定。
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９．学籍

（１）標準修業年限・最長在学年限

　　①博士前期課程・修士課程

標準修業年限 在学期間の延長

通年制 １年 ２年 ３年 ４年

セ メ ス タ 制 １セメスタ ２セメスタ ３セメスタ ４セメスタ ５セメスタ ６セメスタ ７セメスタ ８セメスタ

在学できる最長在学年限は４年である ※１

　※１　休学した学期（通年制の場合は年度）は在学年限に算入しない＝休学を含めると最長在籍期間は６年になる。

　　　博士前期課程・修士課程（長期履修学生）

　　　法学研究科および経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コースは除く

長期履修期間 在学期間の延長

セ メ ス タ 制 １セメスタ ２セメスタ ３セメスタ ４セメスタ ５セメスタ ６セメスタ ７セメスタ ８セメスタ

在学できる最長在学年限は４年である ※１

　※１　休学した学期（通年制の場合は年度）は在学年限に算入しない＝休学を含めると最長在学期間は６年となる。

　　②博士後期課程

標準修業年限 在学期間の延長

通年制 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

セメスタ制 １セメスタ ２セメスタ ３セメスタ ４セメスタ ５セメスタ ６セメスタ ７セメスタ ８セメスタ ９セメスタ 10セメスタ 11セメスタ 12セメスタ

在学できる最長在学年限は６年である ※２

　　※２　休学した学期（通年制の場合は年度）は在学年限に算入しない＝休学を含めると最長在籍期間は９年になる。

（２）休学

　　①休学について

　　　 　病気や怪我、その他やむを得ない理由で連続３か月以上授業に出席することができない場合は、学内手続を
経て休学することができる。ただし、経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コー
スは休学できない。

　　②手続・期間・延長について

通年制
セメスタ制

春学期 秋学期

　　　手続締切　※３ 休学を希望する年度の５月下
旬まで

休学を希望する学期の５月下
旬まで

休学を希望する学期の11月上
旬まで

休学期間 ４月１日～３月31日 ４月１日～９月30日 10月１日～３月31日

休学期間延長 原則として、連続して休学できるのは1年間（2学期）までとする。ただし、特別な事情の場合、
さらに１年間（２学期）に限り休学可能とする。※５

通算休学期間 博士前期課程・修士課程は通算２年間（４学期）を超えることができない。
博士後期課程は通算３年間（６学期）を超えることができない。

※３　 具体的な日付については、担当窓口に確認すること。 
「許可願」を提出するだけでなく、提出後に在籍料を納入することで手続が完了するため、「許可願」は余裕をもって提出す
ること。 
なお、上記の手続締切を過ぎた場合、学期途中の休学となる。（通年制については※４を参照） 
学期途中の休学は、春学期は６月末日まで、秋学期は12月末日まで手続の受付を行う。 
ただし、当該学期納付金が期限までに納入されていることが前提であり、納付金の返還はできない。

※４　 通年制の学生で、休学を希望する年度の後期納付金納入期限までに手続を終了した場合、後期納付金は在籍料を除いて返還
される。（後期納付金未払いの場合は、在籍料のみ納入すること。） 
その他、手続締切を過ぎた場合は※３に準じる。

※５　１年を超えて連続して休学する場合は、その旨担当窓口に相談すること。

◆通年制
・文学・社会学・経済学研究科（除
く公民連携専攻）の2014年度以
前の入学生
・法学研究科

◆セメスタ制
　上記以外の研究科および専攻
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　　③手続き方法

　

　　※６　①在籍料の納入方法等については、あらかじめ担当窓口で確認すること。 
　　　　　②所定の期間内に在籍料の納入を怠ると「除籍」となる。
　　※７　主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

　　④留学生の休学について 

　　　 　留学生は勉学の目的で日本滞在が許可されているため、原則として休学はできない。病気等でやむを得ず休

学した場合でも、正当な滞在理由（入院等）がない限り、一旦母国へ帰国することになる。休学中に帰国せず、

３カ月以上正当な滞在理由なく日本に滞在していた場合は、入管法により在留資格を取り消されることもある

ので注意すること。また、休学中はアルバイトをすることはできない。 

　　　 　やむを得ず休学を考えている場合は、入国管理局で在留資格の相談をすることが望ましい。また、許可願の

提出時には、大学所定の帰国届も必ず担当窓口へ提出すること。

（３）復学 

　　①復学について 

　　　休学状態から在学状態に復帰することを、復学といい、以下の手続きが必要となる。

　　②手続き方法

　　※８　 提出期限：通年制＝原則１月末まで、セメスタ制の春学期に復学＝原則１月末まで、セメスタ制の秋学期に復学＝原則７
月末まで 

（４）退学 

　　①手続き方法

　　※９　学内手続を経て許可を得た場合は、「退学許可書」を発送する。

　　②退学後の証明書について

　　　申請があった場合は、退学等の項目を明記した「在籍期間証明書」を担当窓口にて有料で発行する。

　　③満期退学について

　　 　博士後期課程における退学で、標準修業年限（３年）以上在学し、「必要な研究指導を受け、修了要件のうち、学

位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。」という要件のみを満たしていない場合は満期退学として

取り扱う。

（５）除籍

　　①除籍について

　　　次の場合は「除籍」の取扱いとし、「除籍通知書」を発送する。

担当窓口で説明を受ける 「許可願」に必要事項を記入 担当窓口へ提出 納付金（在籍料等）納入 ※６

主指導教授に相談し、承認印を得ること ※７

保証人の連署 診断書提出（病気・怪我等の場合）

休学延長の場合は、その旨担当窓口に相談のこと

「許可願」に必要事項を記入 担当窓口へ提出 ※８ 納付金（学費）納入

主指導教授に相談し、承認印を得ること ※７

保証人の連署

担当窓口で説明を受ける 「許可願」に必要事項を記入 担当窓口へ提出 ※９

主指導教授に相談し、承認印を得ること※７

保証人の連署

学生証提出
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　　　・所定の期日までに納付金（学費）を納入しない場合

　　　・新入生で指定した期限までに履修登録を行わなかった場合や、就学の意思がないと認められた場合

　　　・外国人留学生で出入国管理及び難民認定法に定める「留学」の在留資格の入国査証の発給が拒否された場合

　　②除籍後の証明書について 

　　　申請があった場合は、除籍等の項目を明記した「在籍期間証明書」を担当窓口にて有料で発行する。 

（６）原級（在学期間の延長） 

　　①「原級（在学期間の延長）」とは 

　　　修了要件を充足せず、標準修業年限期間を超えて在学すること。

　　②手続き方法 

（７）再入学 
　　１）退学者および除籍者の再入学 
　　①再入学について 
　　　 　退学者（在学年数満期による退学を除く）および除籍者が再入学を願い出た場合は、学内手続を経て、これ

を許可することがある。 

　　②手続き方法

　　※10 　 期限：通年制＝１月末まで、セメスタ制の春学期に再入学＝１月末まで、セメスタ制の秋学期に再入学（秋入学を実施し
ている専攻のみ）＝７月末まで

　　※11　在学時の指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、承認を得ること。

　　２）博士後期課程退学者の再入学 
　　① 博士後期課程の学生が退学（満期退学を含む）し、学位請求論文提出のために再入学する場合は、最長在学年

限（６年）内において、入学の年から退学・休学期間を含め、通算９年以内に修了可能な場合に限り許可する
ことがある。

例

2010年度に入学した学生が〈４年間在学（在学期間延長１年含む）＋休学１年間（＝合計５年間在籍）〉のあと2014
年度末に退学（満期退学）、2017年４月に再入学した場合は、2018年度末までの２年間のみ（通算９年間）在学で 
きる。

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10 年目以降

休学 在学期間延長←在籍しなくても期間に算入する→←在学できる期間→ 在学期間の延長はできない
  入学 退学 2017年4月に再入学した場合

通算９年以内に修了可能な場合に限り、再入学を許可することがある

　　② 博士後期課程の学生が退学（満期退学を含む）し、再入学しないで博士の学位を請求する場合は、「課程によ 
らない者の学位請求論文の提出」（本学「学位規程」第６条）として取扱う（「（３）博士学位請求論文（乙）について」

〈P.45〉参照）。

担当窓口で説明を受ける 「許可願」に必要事項を記入 担当窓口へ提出 納付金（学費）納入

主指導教授に相談し、承認印を得ること※７

保証人の連署

担当窓口で説明を受ける 「許可願」に必要事項を記入 担当窓口へ提出 ※10 納付金（学費）納入（学内手続を経て許可を得た場合）

在学時の主指導教授に相談し、承認印を得ること ※11

保証人の連署
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（８）住所等の変更手続きについて

　　① 大学に届け出ている「本人氏名」「本人住所（電話番号・携帯電話番号含む）」等に変更があった場合は、速や 

かに「ToyoNet-G」で変更手続きを行うか、担当窓口に「変更届」を提出すること。

　　②「本人氏名」の変更（改姓等）や「本籍地」を変更した場合は、＜戸籍抄本＞を担当窓口へ提出すること。

　　③ 外国人学生（定住者等も含む）が住所やビザの変更・更新をした場合は、担当窓口で手続きが必要になる。その

都度＜住民票　在留資格・期間が記載されたもので、マイナンバーは記載されてないもの＞を担当窓口へ提出

すること。

10．学籍異動に関する納付金の取扱

休　学

　　①通年制の場合

　　　 　当該学期の期首付で休学が許可された場合、休学期間中の授業料・一般施設設備資金・実験実習料は徴収し

ない。ただし、在籍料（年間20,000円）は納入しなければならない。

　　②セメスタ制の場合

　　　 　当該学期の期首付で休学が許可された場合、休学期間中の授業料・一般施設設備資金・実験実習料は徴収し

ない。ただし、在籍料（半期10,000円）は納入しなければならない。

復　学

　休学者が復学する場合の納付金は、入学年度の額が適用される。

退　学

　退学する場合は、退学日の属する当該学期の納付金を全額納入していなければならない。

再入学

　　① 再入学する場合の納付金は、再入学する学年次の額を適用する。ただし、入学金は再入学する年度の新入生の

額の半額となる。

　　② 修士・博士前期課程に２年以上在学した後、退学もしくは除籍となった者が再入学する場合の学費は、再入学

する学年次の授業料の半額及び一般施設設備資金となる。

　　　 ただし、入学金は再入学する年度の新入生の額の半額を徴収し、実験実習料は当該研究科委員会の決定により

実費を徴収する。

　　③ 博士後期課程に３年以上在学した後、学位論文を提出しないで退学した者が学位論文提出のため再入学する場

合の学費は、再入学する学年次の授業料の半額となる。

　　　 ただし、入学金は再入学する年度の新入生の額の半額を徴収し、実験実習料は当該研究科委員会の決定により

実費を徴収する。

停　学

　停学期間の属する当該学期の納付金を納入しなければならない。

原　級（在学期間の延長）

　　① 修士・博士前期課程において原級する場合の学費は、入学年度の授業料の半額及び一般施設設備資金となる。た

だし、実験実習料は当該研究科委員会の決定により実費を徴収する。

　　② 博士後期課程において原級する場合の学費は、入学年度の授業料の半額となる。ただし、実験実習料は当該研

究科委員会の決定により実費を徴収する。
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11．委託聴講生制度（特別科目履修生）

　本学大学院学則第８条に基づき、下記の研究科・専攻において、他大学の大学院と協定して授業科目の委託を実施

している。

研究科・専攻（協定名） 協定校
文 学 研 究 科 哲 学 専 攻 上智大学

文学研究科インド哲学仏教学専攻
国際仏教学大学院大学（上限８単位）
〔仏教系四大学単位互換〕
駒澤大学　大正大学　立正大学

〔英文学専攻課程協議会〕
文 学 研 究 科 英 文 学 専 攻

青山学院大学　　法政大学　　　上智大学　　　　明治学院大学
日本女子大学　　立教大学　　　聖心女子大学　　東北学院大学
東京女子大学　　津田塾大学　　明治大学

文 学 研 究 科 史 学 専 攻 青山学院大学　　中央大学　　　上智大学　　　明治大学　　立教大学
専修大学　　　　國學院大學　　国士舘大学　　駒澤大学　　東海大学

文 学 研 究 科 教 育 学 専 攻 青山学院大学　聖心女子大学
〔社会福祉学専攻課程協議会〕
福 祉 社 会 デ ザ イ ン 研 究 科
全 専 攻

上智大学　　　　　明治学院大学　　日本女子大学　　淑徳大学
日本社会事業大学　大正大学　　　　立正大学　　　　ルーテル学院大学
関東学院大学　　　立教大学　　　　法政大学

［社会学分野］
社会学研究科全専攻、
福祉社会デザイン研究科福祉
社会システム専攻

茨城大学　　　　埼玉大学　　　　千葉大学　　　都留文科大学
駒澤大学　　　　成蹊大学　　　　専修大学　　　中央大学
常磐大学　　　　日本女子大学　　法政大学　　　武蔵大学
立教大学　　　　流通経済大学　　創価大学　　　立正大学
明治学院大学　　明治大学　　　　大妻女子大学　上智大学
大正大学　　　　日本大学

経 済 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 青山学院大学　専修大学　　　　中央大学　　日本大学
法政大学　　　明治学院大学　　明治大学　　立教大学

理 工 学 研 究 科 東京電機大学理工学研究科※１
生 命 科 学 研 究 科 日本獣医生命科学大学　浜松医科大学大学院医学系研究科※２

　　① 修得した単位は、本大学院他研究科・専攻の授業科目および入学前の既修得単位の認定（P.28）と合わせて10単

位を超えない範囲で修了単位として認定することができる。聴講希望者は、指導教授の承認を得た後、本学担

当窓口へ申し出ること。

　　② 申し込み期間は、受け入れ先大学の委託聴講生受付期間内とする（秋学期開講科目であっても、受付期間が春

学期のみの大学もあるので注意すること）。各協定校の時間割・履修要覧等は、本学各担当窓口で閲覧できる。

　　　申し込み手続等については、本学担当窓口へ問い合わせること。

　　③聴講に必要な書類は、本学担当窓口で配布する。また、聴講に必要な手数料は、下記のとおりである。

研究科・専攻（協定名） 手数料

文学研究科インド哲学仏教学専攻 国際仏教学大学院大学の授業科目を履修する場合は、１単位 500円
仏教系四大学単位互換制度で授業科目を履修する場合は、１科目 3,000円

［社会学分野］
社会学研究科全専攻、
福祉社会デザイン研究科福祉
社会システム専攻

国立大学の授業科目を履修する場合は、手数料不要。
それ以外の場合は、２単位 1,000円、４単位 2,000円

上記以外の各研究科・専攻 ２単位 1,000円、４単位 2,000円
※１　理工学研究科の学生が東京電機大学理工学研究科で聴講する場合は協定により手数料不要。
※２　生命科学研究科の学生が日本獣医生命科学大学、浜松医科大学で聴講する場合は協定により手数料不要。

12．「首都大学院コンソーシアム協定聴講生」制度

　本学大学院学則第８条に基づき、下記の「首都大学院コンソーシアム」加盟大学院の開講授業科目を協定聴講生と

して聴講することにより、課程の修了に必要な単位として修得することができる。詳細は各キャンパス窓口で確認す

ること。科目によっては聴講できない場合があるので注意すること。

　なお、経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻、経済学研究科公民連携専攻、情報連携学研究科は本協定に

加盟していないので注意すること。
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協　定　校

共立女子大学　　順天堂大学　　　専修大学　　玉川大学　　中央大学
東京電機大学　　東京理科大学　　日本大学　　法政大学　　明治大学

　　① 修得した単位は、本大学院他研究科・専攻の授業科目および入学前の既修得単位の認定（P.28）と合わせて10単

位を超えない範囲で、修了単位として認定することができる。聴講希望者は、指導教授の承認を得た後、本学

担当窓口へ申し出ること。

　　② 申し込み期間は、受け入れ先大学の協定聴講生受付期間内とする（秋学期開講科目であっても、受付期間が春

学期のみの大学もあるので注意すること）。各協定校の時間割・履修要覧等は、本学担当窓口で閲覧できる。

　　　申し込み手続等については、本学担当窓口へ問い合わせること。

　　③聴講に必要な書類は、本学担当窓口で配布する。

　　④聴講に必要な手数料は、下記のとおりである。

　　　１単位500円、２単位 1,000円、４単位 2,000円

　　　上記の金額を受け入れ先大学の担当窓口で支払うこと。

13．研究指導委託制度

　　本学大学院学則第９条に基づき、下記の研究科において、外部研究所等と協力して研究指導の委託を行っている。

研究科・専攻 協定機関

理 工 学 研 究 科
生 命 科 学 研 究 科
学際・融合科学研究科

国立研究開発法人　理化学研究所　　
国立研究開発法人　海洋研究開発機構

食 環 境 科 学 研 究 科 国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門

14．大学共同利用機関における履修と単位認定（対象：史学専攻）

　文学研究科史学専攻において、国文学研究資料館の史料管理学研修会の長期コースを履修（前期４週間、後期４週

間程度の集中講義形式）することで、「史料管理学」４単位を修得することができる。

　史料管理学研修会は、近年の歴史学研究において古文書・古記録はもとより、絵画、映像、音声資料、遺跡など多 

様な史資料の整理保存の問題が盛んに論議され、公文書館法、国立公文書館法の制定により、都道府県の文書館が設

置される状況の中で、文書館や史料館等に従事する専門職員（アーキビスト）の養成を目的として開設されたもので、

史学専攻ではここでの研修を大学院教育協力制度をもつ大学共同利用機関における履修として単位を認定する。

　希望者は、当該科目の履修登録を行うとともに、国文学研究資料館のホームページから実施要項を入手し、 

所定の手続期間内に大学院教務課窓口へ申込書類を提出すること。手続期間については大学院教務課窓口にて確認す

ること。

※ 定員を上回る応募があった場合は、国文学研究資料館において選考が行われる。したがって、所定の手続を行った

場合でも、必ず履修できるとは限らないため注意すること。

15．大学院紀要

１．目的

　　 　「大学院紀要」は、教員および学生の真摯な学問的成果を発表することを目的とする機関誌であり、文学・社 

会学・法学・経営学・経済学・国際地域学・福祉社会デザイン研究科の各研究科において年１回発行している。

２．大学院紀要への応募要領

　　 　2007年度から、学術論文としての質的向上と大学院生および修了生等の継続的指導を目的として、査読制を導入

している。提出された論文は、研究指導担当教員と１名以上の匿名審査者によって審査され、必要に応じて投稿者
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との間で複数回の校正作業を行う。提出に必要な書類等は、５月下旬から白山・朝霞キャンパス窓口にて配布する。

（１）応募資格

　　１）大学院担当の専任教員…査読なし

　　２） 研究指導教員の推薦を得た大学院生および大学院修了者（満期退学者を含む）…査読あり（ただし、博士後

期課程修了者については査読なし）

　　３）本学大学院を担当し退職した元専任教員で、年次刊行物編集委員会が認めた者…査読なし

（２）原稿枚数（厳守）

　　１）の該当者……32,000字以内（図表等を含む）

　　２）．３）の該当者……16,000字以内（図表等を含む）※ただし、博士後期課程在学中の大学院生は24,000字以内

（３）原稿締切日

　　●論文題目届・論文要旨の提出締切……2017年６月22日（木）まで

　　　 「予定題目届」と要旨（Ａ４用紙１枚程度）を所属キャンパス担当窓口へ提出する。予定題目等を提出しなかっ

た者は、論文を投稿することができないので注意すること。

　　● 論文原稿・提出届提出期間……2017年９月22日（金）・23日（土）・25日（月）

　　　「論文」「執筆言語以外の要旨」「提出届」等を各キャンパス担当窓口へ提出する。

　　●修正原稿提出期間……2017年11月30日（木）・12月１日（金）・２日（土）

　　　 指導に応じて修正作業が行われた最終論文と、データを保存した CD－R または USB メモリ（BD－R・フロッピー

ディスク・SD カード等を除く）を、所属キャンパス大学院担当窓口へ提出する。

（４）提出するもの

　　  2017年６月22日（木）まで

　　　　① 予定題目届（所定フォーマットあり）……「応募資格２）」の該当者は、研究指導担当教員による署名・捺

印による推薦を得ること。修了者（および満期退学者）で在学時の指導教員が退職等で不在の場合は、研

究科長または専攻長より推薦を得ること。

　　　　②要旨（Ａ４用紙１枚程度）※査読のない者については、「要旨」の提出は不要。

　　  2017年９月22日（金）・23日（土）・25日（月）　

　　　　①提出届（所定フォーマットあり）

　　　　②カラー印刷使用申請書（希望者のみ）

　　　　③「東洋大学学術情報リポジトリ」への登録・公開許諾書（所定フォーマットあり）

　　　　④論文原稿……完成原稿で２部提出（査読のない者は１部）。パソコン（MS ワード）での作成を原則とする。

　　　　⑤執筆言語以外の要旨……原則として英語で作成すること。２部提出（査読のない者は１部）

　　　　　※　 査読のない者については今回が最終締め切りとなるので、論文と執筆言語以外の要旨を印刷したもの

に加えて、データを保存した CD-R または USB メモリ（BD－R・フロッピーディスク・SD カード等を

除く）も提出すること（返却不可）。

　　　　　※　 原稿の中に図や写真がある場合は、それをワードに貼り付けず元の形（エクセル等）のまま別ファイ

ルで保存し、提出すること。

　　  2017年11月30日（木）・12月１日（金）・２日（土） 　査読のない者については不要。

　　　　①提出届（所定フォーマットあり）

　　　　②カラー印刷使用申請書（希望者のみ）

　　　　③論文原稿……審査員の指導を受け、校正した最終原稿（印刷したもの）とデータ

　　　　④執筆言語以外の要旨……審査員の指導を受け、校正した執筆言語以外の要旨（印刷したもの）とデータ

　　　　⑤ 論文原稿および執筆言語以外の要旨データを保存した CD－R または USB メモリ（BD－R・フロッピーディス

ク・SD カード等を除く）（返却不可）

　　　　　※　 原稿の中に図や写真がある場合は、それをワードに貼り付けず元の形（エクセル等）のまま別ファイ

ルで保存し、提出すること。
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（５）査読審査について

　　　査読期間中、研究指導担当教員を通じて評価等が伝えられる。

　　　掲載の可否については、10月下旬頃に執筆者あてに書面にて通知する。

（６）校正について

　　　初校は12月末、再校は翌年１月下旬の予定。

　　　査読を経ているので、この時点の修訂正は認められない。誤字・脱字、「てにをは」を修正する程度とする。

（７）刊行日

　　　 2018年３月末日を予定。論文掲載者は2018年４月９日（月）〜 28日（土）の間に、紙袋等を持参のうえ所属キャ

ンパス大学院担当窓口に大学院紀要３冊、抜刷り50部、PDF ファイルが入った CD－R を受け取りに来ること。

16．留学生が一時帰国する場合について

　　 　留学生が一時帰国する場合、有効な旅券と在留カードを所持しており、出国後１年以内かつ在留期限内に再入国

する場合、「みなし再入国許可」制度により「再入国許可」の取得は不要。出国する際に必ず空港の出国審査場で在

留カードを提示すること。ただし、「みなし再入国許可」制度の対象とならない場合、日本を出発する前に入国管理

局へ行き、必ず「再入国許可」を受けて出国すること。「再入国許可」を受けずに出国すると、日本へ戻る時、あら

ためてビザを取得しなければ入国できなくなるので注意すること。また、一時帰国する場合は、大学の指導教員に連

絡し、担当窓口（P.25）に「帰国届」を提出すること。在学中は帰国期間を定めずに帰国することはできない。

17．その他

（１）学生に対する事務連絡等について

　　　学生に対する事務的な連絡は、すべて掲示板を通して行うので、登校したら必ず掲示板を確認すること。

　　　・白山キャンパス……８号館４階大学院教務課掲示板

　　　・大手町サテライト……大手町サテライト内掲示板

　　　・朝霞キャンパス……中央掲示板

　　　・川越キャンパス……４号館１階教学課横大学院関係掲示板

　　　・板倉キャンパス……中央掲示板

　　　・赤羽台キャンパス……ホームページに掲載

　　 　また、事務連絡の主だったものについては、「ToyoNet－G」でも照会することができる。

（２）学生証について

　　 　学生証は常に携帯し、教職員から請求があった場合はこれを提示しなければならない。また、他人に貸与、譲渡

することはできない。学生証がないと、定期券の購入や通学証明書、学生旅客運賃割引証明書（学割）、その他の証

明書等の発行が受けられず、図書館の利用もできない。万一紛失したときは、直ちに届け出て再発行の手続きをする

こと（有料）。
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（３）各種証明書について

証明書の種類 発行場所 発行に要する日数

在 学 証 明 書（ 和 文 ）
成 績 証 明 書（ 和 文 ）
修 了 見 込 証 明 書（ 和 文 ）
履 修 科 目 証 明 書（ 和 文 ）
学　　　　　　割
健 康 診 断 証 明 書（ 和 文 ）

証　明　書　発　行　機 稼 働 日 程 内
即　時　発　行

上 記 以 外 の 証 明 書

文学・社会学・法学・
経営学・経済学・国際
地域学・福祉社会デザ
イン（社会福祉学・福
祉社会システム専攻）

大学院教務課

申し込み日から約１週間後

工・理工学研究科
学際・融合科学研究科
総合情報学研究科

川越事務部教学課

生命科学研究科
食環境科学研究科 板倉事務部板倉事務課

福祉社会デザイン研究
科（ヒューマンデザイ
ン・人間環境デザイン
専攻）

朝霞事務部朝霞事務課

情報連携学研究科 赤羽台事務部赤羽台事務課
※ 窓口時間・取扱日（証明書発行機を含む）は時期により変更されるので、掲示や本学ホームページで確認す

ること。
　　　各種証明書の発行手数料等については、『学生生活ハンドブック』を参照すること。

（４）インターネットを利用した学生サービス

　　① ToyoNet-G　（http ://g-sys.toyo.ac.jp/portal/）

　　　履修登録・住所変更をはじめ、教員が事務局に届け出た休講などの情報が確認できる。

　　　＊利用にはユーザ ID とパスワードが必要（入学時に配布した「情報システム利用通知書」で確認できる）。

　　　　 詳しくは、『東洋大学情報システム利用ガイドブック』、『学務システム ToyoNet-G 利用ガイドブック』

（ToyoNet-G にログインし、トップページにある「各種資料」をクリック）で確認すること。

　　② ToyoNet メールサービス

　　　本学では学生と教職員の教育コミュニケーションを目的に、学生全員にメールアドレスを配付している。

　　　＊利用にはユーザ ID とパスワードが必要（入学時に配付した「情報システム利用通知書」で確認できる）。

　　　　詳しくは、『東洋大学情報システム利用ガイドブック』で確認すること。

18．博士後期課程への学内推薦について

　　 　本学の博士前期課程・修士課程を、各専攻で定める基準以上の優秀な成績で修了する予定の者は、本学博士後期課 

程へ進学するための学内推薦入試を受験することが可能である（基準等は各専攻により異なる）。

　　　詳細は各キャンパス担当窓口に問い合わせること。

19．厚生労働大臣指定教育訓練講座（一般教育訓練給付）

　　 　厚生労働省が定める一定の基準に該当する受給資格者が、本学の指定を受けた専攻・コースを修了（修士学位
取得）した場合、大学に納入した入学金・授業料の一部（受給資格により金額は異なる）の給付を受けることが
できる制度である。

　　 　一般教育訓練の教育訓練給付金の概要等については、ハローワーク発行のパンフレット及び自身の住民票のあ
る地域のハローワークに問い合わせること。
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教育訓練給付制度の利用について（手続き方法）

在住の最寄ハローワークで「①教育訓練給付金支給要件回答書」を入手してください。
＊受講開始日は入学年月日を記入→春入学：2017年4月1日

秋入学：2017年9月21日（川越キャンパスのみ９月19日）

前期課程(修士課程）修了時に「②教育訓練修了証明書」と「③教育訓練給付金支給申請書」を交付します。

上記②③を在住の最寄ハローワークへ提出してください。
注意：前期課程(修士課程)修了より1ヶ月以内に手続きを完了してください。

指定口座に給付金が振り込まれます。

決められた日までに手続きを行わなかった場合は、制度の適用を受けることができません。

上記①のコピーを各キャンパス担当窓口へ提出
秋入学：10月28日（土）締切
春入学： 4月28日（金）締切

　　　教育訓練給付制度の適用を受けられる専攻・コース（2017年４月１日現在）

研 究 科 専　攻・コ　ー　ス

理工学研究科
応用化学専攻
都市環境デザイン専攻
建築学専攻

国際地域学研究科 国際観光学専攻

生命科学研究科 生命科学専攻

福祉社会デザイン研究科 全専攻

総合情報学研究科 総合情報学専攻

食環境科学研究科 食環境科学専攻

情報連携学研究科 情報連携学専攻

研 究 科 専　攻・コ　ー　ス

文学研究科 教育学専攻

社会学研究科 全専攻

法学研究科 全専攻

経営学研究科 全専攻・コース

経済学研究科 全専攻・コース

理工学研究科
機能システム専攻
生体医工学専攻
電気電子情報専攻

20．教育職員免許状

教職課程を学ぶにあたって－専修免許状の取得をめざす皆さんへ－
東洋大学教職課程運営委員長

　本学の学祖井上円了は哲学館の創設にあたり「諸学の基礎は哲学にあり」の理念の下、「先入観や偏見にとらわれず、

物事の本質に迫る仕方で、論理的・体系的に深く考える人間」「社会の課題に自主的・主体的に取組み、よき人間関係

を築いていける人間」の育成をめざした。そして特に「教育家と宗教家」の養成に力を入れた。このように本学は創

設以来、教員養成を重視し、この分野の伝統と実績を有する大学であり、多くの卒業生が教員として全国の学校で活

躍している。

　教員免許状を取得して教員になろうと志す学生にはまずこのことをしっかりと自覚してほしい。

　言うまでもなく、教員になるためには教員免許状の取得が必要である。本学大学院の各研究科・専攻は、別に記載

にあるとおり、専修免許状の所要資格を得るための課程として認定されている。

　専修免許状の取得は、修士の学位取得または本大学院の課程に１年以上在学し、30単位以上修得すること、および、

一種免許状を基礎免許状とした上で、大学院で教科又は教職に関する科目などの単位を24単位以上修得する必要があ

る。

　また、専修免許状を授与されて教員になる者に対しては、教員としてより高度な研究能力と実践的力量が求められる。

　各専攻での学修と並行して専修免許状の取得をめざす場合には、学修負担はより大きなものとなる。
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　強い決意をもって専修免許状の取得に臨んでほしい。

（１）取得可能な免許状

　本大学院において取得できる免許状は下表のとおりであり、取得できる免許教科の種類は、別表１のとおりである。

取得可能な専修免許状 専修免許状取得に必要となる免許状 取得条件 取得に要する科目

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
高等学校教諭一種免許状

（旧、高等学校教諭二級普通免許状）
・ 修士の学位取得

または

・ 本大学院の課程に
１年以上在学し、
30単位以上修得

履修方法にしたがい、 
当該教科に関する科
目を24単位以上修得

（授与又は授与のための資格を得ている）

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
中学校教諭一種免許状

（旧、中学校教諭一級普通免許状）
（授与又は授与のための資格を得ている）

小 学 校 教 諭 専 修 免 許 状
特別支援学校教諭専修免許状

（教育学専攻のみ）

小学校教諭一種免許状
特別支援学校教諭一種免許状

（授与又は授与のための資格を得ている）

（２）免許状取得に関する科目

　　①高等学校教諭専修免許状　及び　中学校教諭専修免許状

　　　 　取得に必要な科目は、別表２（P.59 ～ 61参照）に基づき、各専攻の履修方法にしたがい、当該教科に関する

科目を24単位以上修得しなければならない。

　　②小学校教諭専修免許状　及び　特別支援学校教諭専修免許状（対象：教育学専攻）

　　　 　取得に必要な科目は、別表２（P.59参照）に基づき、教育学専攻の履修方法にしたがい、当該教科に関する

科目を24単位以上修得しなければならない。

（３）免許状の申請

　　① 本学では修了と同時に所定の基礎資格を取得し、かつ所定の単位を修得した者に限り、各人の申請を代行（一

括申請）し、学位記授与式（卒業式）当日に免許状を手交する。

　　② 申請（一括申請）手続きについては、７月上旬（白山キャンパス）・９月上旬（川越キャンパス）・12月上旬（板

倉キャンパス）の掲示で確認すること。

　　※ 川越・板倉キャンパスについては、掲示等に注意し、不明な点は川越事務部教学課・板倉事務部板倉事務課窓

口に相談すること。

　　　なお、個人で申請する際の申請先等は次のとおりである。

　　　〈申請先〉住民登録をしている都道府県の教育委員会（通常は都道府県庁の教育職員免許状を発行する部署）

　　　〈申請に必要な書類・受付時期・免許状発行日〉申請先によって異なるので、各自で問い合わせること。

（４）〔2017年度入学生適用〕大学院生の学部開講科目の履修について

　　　 　本学大学院の入学試験に合格した者で、学部開講科目（諸資格科目を含む）の履修を希望する場合は、所定

の選考を経た上で、学部科目等履修生（科目履修生／諸資格履修生）として履修が認められる。

　　　 　詳しくは P.62「21．大学院生の学部開講科目の履修について」を参照すること。
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（５）〔2016年度以前入学生適用〕教育職員免許状取得のための学部授業科目の履修について

　　　 　教育職員免許状取得のため、学部で開講されている授業科目の履修を希望する場合は、担当窓口に申し出る

こと。なお、１年間で履修できる上限を、通年開講科目は５科目、半期開講科目は10科目までとする。学生個々

により条件が異なるので、必ず事前に問い合わせるか、掲示で確認すること。

　　　 　また、この制度は、修了と同時に専修免許状を取得することを目的とし、教育職員免許状取得に必要な教職

関連科目（教科含む）の一部を、本学の学部通学課程在学時に履修・修得していることが前提となるので注意

すること。ただし、小学校一種免許状については、この制度を利用することができない。

別表１ （2017年度入学生に適用）

研 究 科 専　　攻
免許教科の種類

高等学校教諭専修免許状 中学校教諭専修免許状 その他

文 学

哲 学 公　　　民 社　　　会
イ ン ド 哲 学 仏 教 学 公　　　民 社　　　会
日 本 文 学 文 化 国　　　語 国　　　語
中 国 哲 学 国　　　語 国　　　語
英 文 学 英　　　語 英　　　語
史 学 地 理 歴 史 社　　　会

教 育 学 地理歴史・公民 社　　　会

特別支援学校教諭
専修免許状
（知的障害者）
（肢体不自由者）
（病弱者）
小学校教諭専修免
許状

英語コミュニケーション 英　　　語 英　　　語

社 会 学
社 会 学 公　　　民 社　　　会
社 会 心 理 学 公　　　民

法 学
私 法 学 公　　　民 社　　　会
公 法 学 公　　　民 社　　　会

経 営 学 経 営 学 商　　　業

理 工 学

機 能 シ ス テ ム 理　　　科 理　　　科
生 体 医 工 学 理　　　科 理　　　科
電 気 電 子 情 報 理　　　科 理　　　科
応 用 化 学 理　　　科 理　　　科
都 市 環 境 デ ザ イ ン 工　　　業
建 築 学 工　　　業

経 済 学 経 済 学 地理歴史・公民 社　　　会

国際地域学
国 際 地 域 学 公　　　民 社　　　会
国 際 観 光 学 公　　　民 社　　　会

生 命 科 学 生 命 科 学 理　　　科 理　　　科
注意：2016年度以前入学生については、当該入学年度の要覧で確認すること。
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教員採用試験について

　　　教育職員免許状を取得した者が教員になるためには、まずは教員採用試験に合格する必要がある。
　　 　出願期間・受験条件・試験日程・試験方法は、教育委員会・学校によって異なるので、教員採用試験の実施要

綱の取り寄せと応募は各自で行うこと。
　　　教員採用試験（第１次・第２次）に合格した場合は、必ず各キャンパス教務担当窓口に届け出ること。

教員免許更新制について

　　 　教員免許状取得後10年ごとに更新講習を受け修了認定されることにより、有効期間が更新される教員免許更新
制が平成21年に施行されたが、文部科学省では、教員の資質向上のための教員免許制度の抜本的な見直し（教員
養成課程の充実や専門免許状制度の導入の検討を含む）に着手し、その過程において現行制度の効果等を検証す
ることとなった。新たな教員免許制度の内容及び移行方針を具体化する中で、現在の教員免許更新制の在り方に
ついて結論を得ることが示されている。日頃から教育関連のニュースによく目を通しておくとともに、教職課程
の履修に際しては、自分自身の教職に対する意思を再確認すること。

【別表２】（2017年度入学生に適用）

　　　　　注意事項：①本表について、後日補足される科目がある場合、「別表２補足」として掲示する。
　　　　　　　　　　②2016年度以前入学生については、当該入学年度の要覧で確認すること。
　　　　　　　　　　③ 教職および教科に関する科目は、同一科目を複数回履修・修得することができる場合でも、初回

に修得した単位のみ資格科目として認定される。

研 究 科 専攻 授業科目
文　 学 哲 学 哲学特論 A/B　　　　哲学演習 A/B　　　　　古代中世哲学演習 A/B　近世哲学研究 A/B

近世哲学演習Ⅰ A/B　近世哲学演習Ⅱ A/B　　現代哲学研究 A/B　　　現代哲学演習Ⅰ A/B
現代哲学演習Ⅱ A/B　論理学特論 A/B　　　　倫理学特論 A/B　　　　印度哲学特論 A/B

インド哲学仏教学 インド哲学研究Ⅳ A/B　インド哲学研究Ⅰ A/B　インド哲学研究Ⅱ A/B
インド仏教研究Ⅰ A/B　インド仏教研究Ⅱ A/B　インド仏教研究Ⅲ A/B
インド仏教研究Ⅳ A/B　インド仏教研究Ⅴ A/B　東アジア仏教研究Ⅰ A/B　
東アジア仏教研究Ⅱ A/B

日 本 文 学 文 化 日本文学文化特論Ⅱ A/B　日本文学文化特論Ⅳ A/B　
日本文学文化演習Ⅰ A/B　日本文学文化演習Ⅱ A/B　日本文学文化演習Ⅲ A/B
日本文学文化演習Ⅳ A/B　日本文学文化演習Ⅴ A/B　日本文学文化演習Ⅵ A/B
日本文学文化演習Ⅶ A/B　日本文学文化演習Ⅷ A/B　日本語学特論Ⅰ A/B
日本語学演習Ⅰ A/B　日本語学演習Ⅱ A/B　比較文学 A/B　中国文学特論 A/B

中 国 哲 学 中国文学特論Ⅰ A/B　中国文学特論Ⅱ A/B　中国文学演習Ⅰ A/B　中国文学演習Ⅱ A/B
中国語学研究Ⅰ A/B　中国語学研究Ⅱ A/B　文献研究（東洋）A/B

英 文 学 英文学特論Ⅰ A/B　　英文学特論Ⅱ A/B　　英文学特論Ⅲ A/B　　英文学演習Ⅰ A/B　
英文学演習Ⅱ A/B　　米文学特論 A/B　　　米文学演習 A/B　　　英語学特論Ⅰ A/B
英語学特論Ⅱ A/B　　英語学特論Ⅲ A/B　　英語学演習 A/B　　　英文学思想 A/B
米文学思想 A/B

史 　 学 日本史学特論Ⅰ A/B　日本史学特論Ⅱ A/B　日本史学特論Ⅲ A/B　日本史学特論Ⅳ A/B　日本史学特論Ⅴ A/B
日本史学演習Ⅰ A/B　日本史学演習Ⅱ A/B　日本史学演習Ⅲ A/B　日本史学演習Ⅳ A/B　日本史学演習Ⅴ A/B
東洋史学特論Ⅰ A/B　東洋史学特論Ⅱ A/B　東洋史学特論Ⅲ A/B　東洋史学演習Ⅰ A/B　東洋史学演習Ⅱ A/B
東洋史学演習Ⅲ A/B　西洋史学特論Ⅰ A/B　西洋史学特論Ⅱ A/B　西洋史学特論Ⅲ A/B　西洋史学特論Ⅳ A/B
西洋史学演習Ⅰ A/B　西洋史学演習Ⅱ A/B　西洋史学演習Ⅲ A/B　西洋史学演習Ⅳ A/B　文献研究（日本）A/B
文献研究（東洋）A/B　文献研究（西洋）A/B

教 育 学 ［地理歴史・公民・社会］
学校教育研究特殊講義 A/B　教育学説史研究特殊講義 A/B　　　学校教育研究演習 A/B
比較教育史演習 A/B　　　　教育学説研究特殊講義 A/B　　　　学習指導論特殊講義 A/B
教育学説研究演習 A/B　　　生徒指導・進路指導特殊講義　　　心理発達学特殊講義 A/B
心理査定法特殊講義 A/B

［特別支援学校］
発達障害児教育研究特殊講義 A/B　発達障害児教育研究演習 A/B　臨床教育心理学特殊講義 A/B
臨床教育心理学研究演習 A/B　発達障害児臨床心理研究特殊講義 A/B　カウンセリング実習
臨床教育心理治療法特殊講義　　学習心理学特殊講義 A/B　心理適応論研究演習 A/B

［小学校］
学習指導論研究演習 A/B　教育行財政学特殊講義 A/B　　　  授業分析論特殊講義
音楽科教育研究演習　　　図画工作・美術科教育研究演習　　社会科教育研究演習
比較教育史特殊講義　　　教育文化論特殊講義　　　　　　　環境教育論特殊講義
理科教育研究演習　　　　国語科教育研究演習　　　　　　　算数・数学科教育研究演習
教育心理学特殊講義　　　教育相談学特殊講義
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文　 学 英語コミュニケーション 英語文法分析演習 A/B　日英対照言語論演習 A/B　　　　語用論演習 A/B
翻訳・通訳論演習 A/B　異文化コミュニケーション A/B　スピーチコミュニケーション A/B
英語文学・英語文化 A/B　テクスト理論 A/B　　　　　　グローバル英語教育 A/B
英語コミュニケーション教育 A/B

社 会 学 社 会 学 社会学特論Ⅰ　社会学特論Ⅴ　社会学特論Ⅵ　社会学特論Ⅶ A/B　社会学特論Ⅷ A/B
社会学特論Ⅸ A/B　　　社会学特論Ⅹ A/B　　　文化人類学特論Ⅰ A/B
文化人類学特論Ⅱ A/B　文化人類学特論Ⅳ A/B　文化人類学特論Ⅴ A/B
文化人類学特論Ⅵ A/B　文化人類学特論Ⅶ A/B　社会情報学特論Ⅰ A/B　
社会情報学特論Ⅲ A/B　社会学演習Ⅰ A/B　　　社会学演習Ⅱ A/B
社会学演習Ⅲ A/B　　　社会学演習Ⅳ A/B　　　文化人類学演習Ⅰ A/B
文化人類学演習Ⅱ A/B　社会情報学演習Ⅰ A/B　社会情報学演習Ⅱ A/B
社会情報学演習Ⅲ A/B　社会情報学演習Ⅳ A/B

社 会 心 理 学 基礎社会心理学　社会心理学研究法Ⅳ　社会心理学研究法Ⅴ　　
社会心理学特論Ⅰ A/B　社会心理学特論Ⅱ A/B　社会心理学特論Ⅲ A/B　　
社会心理学特論Ⅳ A/B　社会心理学特論Ⅴ A/B　社会心理学演習Ⅰ A/B
社会心理学演習Ⅱ A/B　社会心理学演習Ⅲ A/B　社会心理学演習Ⅳ A/B
社会心理学演習Ⅴ A/B　社会心理学演習Ⅵ A/B

法　 学 私 法 学 民法特論Ⅰ　　　　民法特論Ⅱ　　　　民法演習Ⅰ　　　　民法演習Ⅱ
民法演習Ⅲ　　　　民法演習Ⅳ　　　　民法演習Ⅴ　　　　商法特論Ⅰ
商法特論Ⅱ　　　　商法演習Ⅰ　　　　商法演習Ⅱ　　　　商法演習Ⅲ
企業法演習　　　　民事訴訟法特論　　民事訴訟法演習Ⅰ　民事訴訟法演習Ⅱ
法哲学特論　　　　外国法（英法）　　　外国法（独法）　　　外国法（仏法）
国際私法演習　　　知的財産権法演習　労働法演習　　　　経済法演習

公 法 学 憲法演習Ⅰ　　　　憲法演習Ⅱ　　　　憲法演習Ⅲ　　　　行政法演習Ⅰ
行政法演習Ⅱ　　　行政学演習　　　　刑法特論　　　　　刑法演習Ⅰ　　　刑法演習Ⅱ
刑事訴訟法特論　　刑事訴訟法演習　　刑事政策特論　　　租税法特論Ⅰ　　租税法特論Ⅱ
租税法演習　　　　法哲学特論　　　　政治学演習　　　　比較法思想史演習
国際公法特論　　　国際公法演習　　　外国法（英法）　　　外国法（独法）

経 営 学 経 営 学 経営学特論 A/B　　　 経営学演習 A/B　　　 経営史特論 A/B　　　 経営史演習 A/B
企業論特論 A/B　　　 企業論演習 A/B　　　 財務会計論特論 A/B　 管理会計論特論 A/B
監査論特論 A/B　　　 国際金融特論 A/B　　 国際金融演習 A/B　　 経営財務特論 A/B
経営財務演習 A/B

経 済 学 経 済 学 〔社会〕
ミクロ経済学 A/B　　マクロ経済学 A/B　　財政学 A/B　　情報経済 A/B　　労働経済 A/B
金融論 A/B　　　　　国際経済 A/B　　　　日本経済史 A/B　　　統計・計量経済学 A/B
環境経済 A/B　　　　社会経済システム A/B
〔地理歴史〕
日本経済史 A/B　　　開発経済論 A/B　　　西欧経済史 A/B　　　経済発展論 A/B　　　
アジア経済 A/B　　　社会経済システム A/B　　　社会経済史 A/B
〔公民〕
ミクロ経済学 A/B　　　　　マクロ経済学 A/B　　　金融論 A/B　　　　労働経済 A/B
統計・計量経済学 A/B　　　環境経済 A/B　　　　　国際経済 A/B　　　情報経済 A/B
財政学 A/B
※環境コースの学生は、履修の際、以下の点に注意してください。
　 「環境経済」を履修する場合は、経済学コースで開講している「環境経済」を他コース科目

として履修してください。「環境経済学」と合併開講されていますが、「環境経済学」を履修
しても無効です。

国際地域学 国 際 地 域 学 エネルギー資源管理特論　　　エネルギー資源管理演習
地球環境特論　　　地球環境演習　　　都市開発特論　　　都市開発演習
居住環境計画特論　居住環境計画演習　国際環境衛生特論　国際環境衛生演習
国際協力特論　　　国際協力演習　　　公共経営特論　　　公共経営演習
地域社会学特論　　地域社会学演習　　開発経済学特論　　開発経済学演習
公共経済学特論　　公共経済学演習　　開発人類学特論　　開発人類学演習

国 際 観 光 学 観光交流特論　　　　　観光交流演習　　　　観光資源特論　　　観光資源演習
都市観光システム特論　都市観光システム演習
国際交通経営特論　　　国際交通経営演習　　地域経営特論　　　地域経営演習
環境保護特論　　　　　環境保護演習　　　　
観光・ホテル事業特論　観光・ホテル事業演習　
旅行産業特論　　　　　旅行産業演習　　　　観光交通特論　　　観光交通演習

理 工 学 機 能 シ ス テ ム 光科学　　　　　　シミュレーション学　　　応用物理学　　　　　プラズマ物理学　
物性物理学　　　　ナノサイエンス　　　　　エコロジーと化学　　ダイナミクス特論　
材料科学特論　　　エアロスペース科学特論　流体物理学特論　　　熱統計力学特論　
形の科学特論　　　制御工学特論　　　　　　センシング工学特論　
マイクロメカトロニクス特論　情報記憶機構特論

生 体 医 工 学 光科学　　　　　　　シミュレーション学　応用物理学　　　　　　プラズマ物理学　
物性物理学　　　　　ナノサイエンス　　　エコロジーと化学　　　数理生物学特論　
生物模倣特論　　　　生体流体力学特論　　運動科学特論　　　　　人間工学特論　
生理学特論　　　　　生物学特論　　　　　生体防御学特論　　　　分子・遺伝生物学特論　
医工学特論　　　　　基礎医学特論　　　　計測科学特論　　　　　生体情報工学特論　
ナノメディスン特論　医工材料力学特論　　量子ビーム医工学特論
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理 工 学 電 気 電 子 情 報 光科学　　　　　　シミュレーション学　応用物理学　　　　プラズマ物理学　
物性物理学　　　　ナノサイエンス　　　エコロジーと化学　電磁気学特論　
電気回路特論　　　電子回路特論　　　　高電圧・放電物理特論　
パワーエレクトロニクス特論　　電力システム工学特論　　　エネルギー変換工学特論
半導体工学特論　　　　　　　　光エレクトロニクス特論　　固体電子物性特論　
電子デバイス特論　　情報通信科学特論　　電磁波工学特論　　色彩科学特論

応 用 化 学 光科学　　　　シミュレーション学　応用物理学　　　　プラズマ物理学　
物性物理学　　ナノサイエンス　　　エコロジーと化学　無機化学特論　
有機化学特論　物理化学特論　　　　分析化学特論　　　大気化学特論　
フォトケミストリー特論　　　グリーンエンジニアリング特論　　　グリーン合成化学特論
遺伝子工学特論　　　応用生物有機化学特論　　　バイオプロセスエンジニアリング特論　
食品・バイオ特論　有機材料科学特論　無機材料化学特論　結晶化学特論　固体材料化学特論

都市環境デザイン コンクリート工学特論　　　都市メンテナンス特論　　　耐震設計特論　
都市ライフライン工学特論　地盤工学特論　　地盤環境学特論　　水圏環境工学特論　
流域圏環境システム特論　　環境材料工学特論　　都市環境政策学特論　　環境経済特論　
環境分析特論　　　　リモートセンシング特論　　　　都市計画デザイン特論

建 築 学 空間デザイン特論　　都市・建築特論　　建築計画特論　　生活空間計画特論　
構造デザイン特論　　構造解析学特論　　構造材料学特論　防災構造特論　
設備システムデザイン特論　　建築環境工学特論　　　ファシリティマネジメント特論　
まちづくり計画特論　　　　　建築・都市法規特論　　ビルディングシステム特論

生命科学 生 命 科 学 極限環境生命科学特論、地球環境科学特論、生命情報制御学特論、植物病理学特論、植物生産
生理学特論、神経細胞機能学特論、脳神経科学特論、機能性高分子材料学特論、生物機能調節
化学特論、細胞機能学特論、バイオナノフォトニクス特論、極限環境微生物学特論、酵素工学
特論、応用極限生命科学特論、植物代謝工学特論、植物生長制御特論、微生物利用学特論、環
境分析化学特論､ 環境工学特論､ 動物細胞工学特論､ 極限生命分子生物学特論､ バイオエネル
ギー代謝制御学特論､ 植物分子制御学特論､ 植物細胞工学特論､ 地球情報学特論、環境細胞毒
性学特論、動物発生工学特論、科学コミュニケーション特論、科学コミュニケーション演習

　  ※納入は、大学院在学中１回（30,000円）でよい（次年度以降の納入は不要である）。

理工学 応 用 化 学 光科学　　　　シミュレーション学　応用物理学　　　　プラズマ物理学　
物性物理学　　ナノサイエンス　　　エコロジーと化学　無機化学特論　
有機化学特論　物理化学特論　　　　分析化学特論　　　大気化学特論　
フォトケミストリー特論　　　グリーンエンジニアリング特論　　　グリーン合成化学特論
遺伝子工学特論　　　応用生物有機化学特論　　　バイオプロセスエンジニアリング特論　
食品・バイオ特論　有機材料科学特論　無機材料化学特論　結晶化学特論　固体材料化学特論

都市環境デザイン コンクリート工学特論　　　都市メンテナンス特論　　　耐震設計特論　
都市ライフライン工学特論　地盤工学特論　　地盤環境学特論　　水圏環境工学特論　
流域圏環境システム特論　　環境材料工学特論　　都市環境政策学特論　　環境経済特論　
環境分析特論　　　　リモートセンシング特論　　　　都市計画デザイン特論

建 築 学 空間デザイン特論　　都市・建築特論　　建築計画特論　　生活空間計画特論　
構造デザイン特論　　構造解析学特論　　構造材料学特論　防災構造特論　
設備システムデザイン特論　　建築環境工学特論　　　ファシリティマネジメント特論　
まちづくり計画特論　　　　　建築・都市法規特論　　ビルディングシステム特論

生命科学 生 命 科 学 極限環境生命科学特論　地球環境科学特論　生命情報制御学特論　植物病理学特論
植物機能制御学特論　生物物理学特論　神経細胞機能学特論　脳神経科学特論
機能性高分子材料学特論　生物機能調節化学特論　細胞制御学特論
バイオナノフォトニクス特論　環境微生物学特論　酵素工学特論
応用極限生命科学特論　植物代謝工学特論　植物バイオテクノロジー特論
エコテクノロジー特論　環境分析化学特論　環境工学特論　動物細胞工学特論
情報分子科学特論　応用ゲノム情報学特論　バイオエネルギー代謝制御工学特論
食物科学特論　フードアセスメント特論　食品微生物学特論　糖質生命機能科学特論
微生物制御・食品衛生学特論　食品計測工学特論　植物分子制御学特論
植物細胞工学特論　地球情報学特論

注意：本表について、後日補足される科目がある場合、「別表 2補足」として掲示する。
　　　2013 年度以前入学生については、当該入学年度の要覧で確認すること。

教職課程登録料について
　本学では、通学課程の学部学生及び大学院生が教職課程の履修を希望する場合、教職課程登録料が必要となる。
所定の期日までに指定された方法で納入すること。
　なお、登録料の区分、徴収対象、徴収額および有効期間は以下の通り。

教職課程
登録料

区分 徴収対象 徴収額 有効期間

在籍生
登録料

東洋大学教職課程の履修を希望
する通学課程の学部生及び大学
院生

30,000 円
※

・ 学部生は、納入時から卒業年度の 3
月 31 日（秋学期卒業生を含む。ただ
し、春学期卒業生は 9月 30 日）まで。

・ 大学院生は、納入時から修了年度の 3
月 31 日（秋学期修了生を含む。ただ
し、春学期修了生は 9月 30 日）まで。

卒業生等
登録料

東洋大学の卒業生及び大学院修
了生（ただし、退学者及び除籍
者を含む。）で、教職支援室の利
用等（教職に関するセミナー等
への参加を含む。）を希望する者

5,000 円
（ただし、秋学期からの
場合は当該年度のみ
2,500 円とする。）

納入年度の 3月 31 日まで。

※再入学した学生のうち、在籍時に教職課程登録料を納入している場合は、再度の納入は必要ない。

16．大学院紀要

1．目的

　「大学院紀要」は、教員および学生の真摯な学問的成果を発表することを目的とする機関誌であり、文学・社会

学・法学・経営学・経済学・国際地域学・福祉社会デザイン研究科の各研究科において年 1回発行している。

2．大学院紀要への応募要領

　2007 年度から、学術論文としての質的向上と大学院生および修了生等の継続的指導を目的として、査読制を導入

している。提出された論文は、研究指導担当教員と 1名以上の匿名審査者によって審査され、必要に応じて投稿者

との間で複数回の校正作業を行う。提出に必要な書類等は、5月中旬から各キャンパス窓口にて配布する。

（ 1 ）応募資格

１）大学院担当の専任教員…査読なし

はていつに者了修程課期後士博…）者学退期満む含（者了修院学大びよお生院学大た得を薦推の員教導指究研 ）２

理工学 応 用 化 学 光科学　　　　シミュレーション学　応用物理学　　　　プラズマ物理学　
物性物理学　　ナノサイエンス　　　エコロジーと化学　無機化学特論　
有機化学特論　物理化学特論　　　　分析化学特論　　　大気化学特論　
フォトケミストリー特論　　　グリーンエンジニアリング特論　　　グリーン合成化学特論
遺伝子工学特論　　　応用生物有機化学特論　　　バイオプロセスエンジニアリング特論　
食品・バイオ特論　有機材料科学特論　無機材料化学特論　結晶化学特論　固体材料化学特論

都市環境デザイン コンクリート工学特論　　　都市メンテナンス特論　　　耐震設計特論　
都市ライフライン工学特論　地盤工学特論　　地盤環境学特論　　水圏環境工学特論　
流域圏環境システム特論　　環境材料工学特論　　都市環境政策学特論　　環境経済特論　
環境分析特論　　　　リモートセンシング特論　　　　都市計画デザイン特論

建 築 学 空間デザイン特論　　都市・建築特論　　建築計画特論　　生活空間計画特論　
構造デザイン特論　　構造解析学特論　　構造材料学特論　防災構造特論　
設備システムデザイン特論　　建築環境工学特論　　　ファシリティマネジメント特論　
まちづくり計画特論　　　　　建築・都市法規特論　　ビルディングシステム特論

生命科学 生 命 科 学 極限環境生命科学特論　地球環境科学特論　生命情報制御学特論　植物病理学特論
植物機能制御学特論　生物物理学特論　神経細胞機能学特論　脳神経科学特論
機能性高分子材料学特論　生物機能調節化学特論　細胞制御学特論
バイオナノフォトニクス特論　環境微生物学特論　酵素工学特論
応用極限生命科学特論　植物代謝工学特論　植物バイオテクノロジー特論
エコテクノロジー特論　環境分析化学特論　環境工学特論　動物細胞工学特論
情報分子科学特論　応用ゲノム情報学特論　バイオエネルギー代謝制御工学特論
食物科学特論　フードアセスメント特論　食品微生物学特論　糖質生命機能科学特論
微生物制御・食品衛生学特論　食品計測工学特論　植物分子制御学特論
植物細胞工学特論　地球情報学特論

注意：本表について、後日補足される科目がある場合、「別表 2補足」として掲示する。
　　　2013 年度以前入学生については、当該入学年度の要覧で確認すること。

教職課程登録料について
　本学では、通学課程の学部学生及び大学院生が教職課程の履修を希望する場合、教職課程登録料が必要となる。
所定の期日までに指定された方法で納入すること。
　なお、登録料の区分、徴収対象、徴収額および有効期間は以下の通り。

教職課程
登録料

区分 徴収対象 徴収額 有効期間

在籍生
登録料

東洋大学教職課程の履修を希望
する通学課程の学部生及び大学
院生

30,000 円
※

・ 学部生は、納入時から卒業年度の 3
月 31 日（秋学期卒業生を含む。ただ
し、春学期卒業生は 9月 30 日）まで。

・ 大学院生は、納入時から修了年度の 3
月 31 日（秋学期修了生を含む。ただ
し、春学期修了生は 9月 30 日）まで。

卒業生等
登録料

東洋大学の卒業生及び大学院修
了生（ただし、退学者及び除籍
者を含む。）で、教職支援室の利
用等（教職に関するセミナー等
への参加を含む。）を希望する者

5,000 円
（ただし、秋学期からの
場合は当該年度のみ
2,500 円とする。）

納入年度の 3月 31 日まで。

※再入学した学生のうち、在籍時に教職課程登録料を納入している場合は、再度の納入は必要ない。

16．大学院紀要

1．目的

　「大学院紀要」は、教員および学生の真摯な学問的成果を発表することを目的とする機関誌であり、文学・社会

学・法学・経営学・経済学・国際地域学・福祉社会デザイン研究科の各研究科において年 1回発行している。

2．大学院紀要への応募要領

　2007 年度から、学術論文としての質的向上と大学院生および修了生等の継続的指導を目的として、査読制を導入

している。提出された論文は、研究指導担当教員と 1名以上の匿名審査者によって審査され、必要に応じて投稿者

との間で複数回の校正作業を行う。提出に必要な書類等は、5月中旬から各キャンパス窓口にて配布する。

（ 1 ）応募資格

１）大学院担当の専任教員…査読なし

はていつに者了修程課期後士博…）者学退期満む含（者了修院学大びよお生院学大た得を薦推の員教導指究研 ）２

　　　再入学した学生のうち、在籍時に教職課程登録料を納入している場合は、再度の納入は必要ない。
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略号 学問分野名
AAN 応用人類学
ABS 水圏生産科学
ACC 会計学
AEA 農業環境・情報工学
AEE 航空宇宙工学
AEN 建築環境・設備
AHD 建築史・意匠
AHS 応用健康科学
ALG 代数学
ALS 水圏生命科学
AMA 応用物性
AMC 応用分子細胞生物学
AMQ 原子・分子・量子エレクトロニクス
ANC 分析化学
ANE 麻酔科学
APA 動物生理・行動
APB 応用生物化学

略号 学問分野名
APM 応用微生物学
APP 応用薬理学
APS 動物生産科学
ARC 考古学
ARL 芸術一般
ARS 地域研究
ASA 美学・芸術諸学
ASM 経営・経済農学
ASR 社会・開発農学
AST 天文学
BAA 解析学基礎
BAC 細菌学（含真菌学）
BCH 生物有機化学
BEB 生体医工学・生体材料学
BIB 生物機能・バイオプロセス
BIC 生物分子化学
BIO 生物物理学

略号 学問分野名
BIP 生物系薬学
BIS 生物多様性・分類
BPC 生物物理・化学物理・ソフトマターの物理
BRB 脳計測科学
BRC 生体関連化学
BSB 基盤・社会脳科学
BSM 建築構造・材料
CAM 循環器内科学
CAS 文化財科学・博物館学
CBR 生物資源保全学
CEB 細胞生物学
CEE 土木環境システム
CEM 土木材料・施工・建設マネジメント
CEP 土木計画学・交通工学
CES 制御・システム工学
CGS 認知科学
CHB ケミカルバイオロジー

21．大学院生の学部開講科目の履修について

　以下の内容は、2017年度入学生適用となる。
　本学大学院に在学しながら、学部開講科目（諸資格科目を含む）の履修を希望する場合は、所定の選考を経た上で、
学部科目等履修生（科目履修生／諸資格履修生）として履修することができる。詳細は科目等履修生募集要項で確認
すること。
（１）区分
　科目履修生・・・教養を高め、理論を深める目的で特定科目の履修を希望する者
　諸資格履修生・・・教育職員免許状（一種免許）など資格取得を目的とする者
（２）手続・費用等
　学部の科目等履修生への出願手続（３月上旬予定）が必要となる。この手続をしないと、学部開講科目を履修できない。
　大学院の授業料とは別に、履修料が必要となる。
　教育職員免許状（一種免許）取得のために諸資格履修生を希望する場合、本学学部通学課程卒業（見込）であるこ
となど、出願資格に制限がある。
　学部科目等履修生として修得した単位は、大学院の修了要件単位にはならない。
（３）科目等履修生募集要項
　毎年度２月発行予定となっているため、東洋大学ホームページ等で確認すること。

22．科目ナンバリング

　それぞれの授業科目に「学問分野の略号」と「学修段階（難易度）」を明示することで、順次的・体系的な履修を可
能とする。
　科目ナンバリングは、2016年度以降の入学生に明示する。

　①　記号と番号の意味

学問分野記号

PHI

科目番号（学修段階＋通し番号）

6 01

科目の学問領域を

示す。　　　　　

科目の学修段階・

難易度を示す。　

科目の並び順などの

管理上の番号である。

　②　学問分野記号
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略号 学問分野名
CHI 語学（中国語）
CHL 中国文学
CHN 地域看護学
CHS 子ども学（子ども環境学）
CIB 中国哲学・印度哲学・仏教学
CIL 民事法学
CIV キャリアインターンシップボランティア系科目
CLD 衣・住生活学
CLI 臨床心理学
CLN 臨床看護学
CMA 複合材料・表界面工学
CME 商学
CMP 物性Ⅰ
CMS 計算科学
CNE 通信・ネットワーク工学
COD 保存治療系歯学
COM 物性Ⅱ
COS 計算機システム
CPA 膠原病・アレルギー内科学
CPH 化学系薬学
CPS 作物生産科学
CRC 触媒・資源化学プロセス
CRE 結晶工学
CRL 刑事法学
CSU 心臓血管外科学
CUA 文化人類学・民俗学
DDC 創薬化学
DEB 発生生物学
DEE 設計工学・機械機能要素・トライボロジー
DEN 歯科医用工学・再生歯学
DER 皮膚科学
DES デザイン学
DEV 持続可能システム
DIS 消化器外科学
DMB 身体教育学
DRC デバイス関連化学
DYC 機械力学・制御
EAH 食生活学
ECD キャリア・市民形成
ECE 生態・環境
ECH 経済史
ECM 環境材料・リサイクル
ECP 経済政策
ECS 経済統計
ECT 理論経済学
EDA 環境動態解析
EDE 経済学説・経済思想
EDP 教育心理学
EDT 教育工学
EDU 教育学
EER 環境技術・環境負荷低減
EES 自然共生システム
EGI エンタテイメント・ゲーム情報学
EHP 環境・衛生系薬学
EIA 環境影響評価
ELD 電子デバイス・電子機器
EME 電子・電気材料工学
EMM 救急医学
ENA 環境農学（含ランドスケープ科学）
ENC エネルギー関連化学

略号 学問分野名
END 内分泌学
ENE エネルギー学
ENG 語学（英語）
ENL 英語学
ENM 胎児・新生児医学
ENP 環境生理学（含体力医学・栄養生理学）
EPA 実験病理学
EPM 疫学・予防医学
EPS 環境政策・環境社会システム
ERC 環境リスク制御・評価
ESR 地球・資源システム工学
ESS 教科教育学
EUL ヨーロッバ文学
EVB 進化生物学
EXP 実験心理学
FAH 美術史
FAS 学問の基礎
FBD 機能系基礎歯科学
FEN 流体工学
FLE 外国語教育
FMA 数学基磋・応用数学
FOS 食品科学
FRA 語学（フランス語）
FSC 森林科学
FSS 機能物性化学
FUB 機能生物化学
FUL 基礎法学
FUN 基礎看護学
GAP 応用物理学一般
GAS 消化器内科学
GCD 遺伝・染色体動態
GCO 地球宇宙化学
GDE ジェンダー
GEA 解剖学一般（含組織学・発生学）
GEB ゲノム生物学
GEC グリーン・環境化学
GEE 地盤工学
GEN 高齢看護学
GEP 薬理学一般
GER 語学（ドイツ語）
GES 外科学一般
GGR 地理学
GIM 内科学一般（含心身医学）
GLG 地質学
GMC 医化学一般
GMT 幾何学
GPH 生理学一般
HAA アジア史・アフリカ史
HEA ヨーロッパ史・アメリカ史
HEH 家政・生活学一般
HEM 血液内科学
HGE 人類遺伝学
HII ヒューマンインターフェース・インタラクション
HIT 思想史
HOS 園芸科学
HPC 高性能計算
HPH 衛生学・公衆衛生学
HSG 史学一般
HUG 人文地理学
HUP 人体病理学

略号 学問分野名
HYE 水工学
IAS 統合動物科学
IDM 感染症内科学
IHR 国際人の形成
IIM 無機工業材料
ILA 国際法学
IMM 免疫学
IMP 無機材料・物性
INC 無機化学
INI 知能情報学
INM 知能機械学・機械システム
INN 情報ネットワーク
INR 国際関係論
INS 昆虫科学
IRO 知能ロボティクス
ISE 情報セキュリティ
ITS 総合・学際
JLE 日本語教育
JLN 日本語学
JLT 日本文学
JPH 日本史
JPN 語学（日本語）
KAI 感性情報学
KIM 腎臓内科学
KOR 語学（韓国語）
LAM 病態検査学
LAS 実験動物学
LDN 生涯発達看護学
LEM 法医学
LHM 生命・健康・医療情報学
LIE 英米・英語圏文学
LIG 文学一般
LIH 図書館情報学・人文社会情報学
LIN 言語学
LSS 学習支援システム
MAI 数理情報学
MAN 経営学
MBD 形態系基礎歯科学
MEE 計測工学
MEG ゲノム医科学
MES 医療技術評価学
MET 代謝学
MHM 病院・医療管理学
MMA 数学解折
MMM 機械材料・材料力学
MMR 金属・資源生産工学
MOB 分子生物学
MOF 金融・ファイナンス
MOS 形態・構造
MPF 数理物理・物性基礎
MPH 医療系薬学
MPM 材料加工・組織制御工学
MPO 気象・海洋物理・陸水学
MPP 医学物理学・放射線技術学
MSO 医療社会学
MSY 医用システム
MTE 環境モデリング・保全修復技術
MUD マルチメディア・データベース
NAC ナノ材料化学
NAE ナノ材料工学



─ 64 ─

略号 学問分野名
NAM ナノマイクロシステム
NAN 神経解剖学・神経病理学
NAP ナノ構造物理
NBI ナノバイオサイエンス
NDD 自然災害科学・防災学
NEN 神経化学・神経薬理学
NEU 神経内科学
NFL 新領域法学
NFS 核融合学
NGN 神経生理学・神経科学一般
NMA 船舶海洋工学
NME 天然資源系薬学
NSC ナノ構造化学
NSU 脳神経外科学
NUE 原子力学
OBG 産婦人科学
OEP 光工学・光量子科学
OHM 有機・ハイブリッド材料
OPD 矯正・小児系歯学
OPH 眼科学
ORC 有機化学
ORS 整形外科学
OTO 耳鼻咽喉科学
PAR 寄生虫学（含衛生動物学）
PAS 疼痛学
PCE 化工物性・移動操作・単位操作
PDD 病態科学系歯学・歯科放射線学
PDM 補綴・理工系歯学
PED 小児科学
PEN 生産工学・加工学
PEP 電力工学・電力変換・電気機器
PER 歯周治療系歯学
PFP 財政・公共経済
PHA 自然人類学
PHC 物理化学
PHE 哲学・倫理学
PHP 薬理系薬学

略号 学問分野名
PHT 哲学・思想
PIP 知覚情報処理
PLE プラズマエレクトロニクス
PLS 形成外科学
PMB 植物分子・生理科学
PMC 病態医化学
PME 岩石・鉱物・鉱床学
PNC 素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理
PNS 植物栄養学・土壌学
POC 高分子化学
POL 政治学
PPH 物理系薬学
PPM 金属物性・材料
PPS 植物保護科学
PSC プラズマ科学
PSS 精神神経科学
PSU 小児外科学
PTM 高分子・繊維材料
PUL 公法学
QBS 量子ビーム科学
RAS 放射線科学
REG 研究指導科目
REN 反応工学・プロセスシステム
REP 地域環境工学・計画学
RES 宗教学
ROI 呼吸器内科学
RRC 放射線・化学物質影響科学
RSU 呼吸器外科学
RSW リハビリテーション科学・福祉工学
SCE 科学教育
SCO ソフトコンピューティング
SEE 構造工学・地震工学・維持管理工学
SEM ゼミナール基礎演習
SEP 固体地球惑星物理学
SFM 構造・機能材料
SGB 遺伝育種科学
SGS システムゲノム科学

略号 学問分野名
SHS 科学社会学・科学技術史
SNE 特別支援教育
SOC 社会学
SOD 社会系歯学
SOE 教育社会学
SOF ソフトウェア
SOL 社会法学
SOP 社会心理学
SPA 語学（スペイン語）
SPS スポーツ科学
SSE 社会システム工学・安全システム
STB 構造生物化学
STP 層位・古生物学
STS 統計科学
SUA 超高層物理学
SUD 外科系歯学
SUS 留学支援
SWS 社会福祉学
SYC 合成化学
TFS 薄膜・表面界面物性
THA 語学（タイ語）
THE 卒業論文卒業制作
THI 情報学基礎理論
THN 熱工学
TOS 観光学
TPA 都市計画・建築計画
TTH 腫瘍治療学
TUB 腫瘍生物学
TUD 腫瘍診断学
TYS 自校教育科目
URO 泌尿器科学
VIR ウイルス学
VMS 獣医学
WIS ウェブ情報学・サービス情報学
WOS 木質科学

　③　科目番号（学修段階＋通し番号）
科目番号
100番台 主に大学１年生を対象とした授業（１年次レベル）
200番台 主に大学２年生を対象とした授業（２年次レベル）
300番台 主に大学３年生を対象とした授業（３年次レベル）
400番台 主に大学４年生を対象とした授業（４年次レベル）
500番台 大学院入門レベル
600番台 博士前期課程（修士）レベル
700番台 博士後期課程（博士）レベル



─ 65 ─

23．短期修了について

　東洋大学大学院（博士前期課程・修士課程・博士後期課程）において優れた業績を上げた者の在学期間短期修了に
関する規程に基づき、優れた業績を上げた者については標準修業年限より短い在学期間で修了することができる。
　申請するための条件は、研究科によって異なるので、各キャンパス担当窓口で確認すること。
　在学期間短期修了を希望する学生は、以下のとおり申請すること。なお、在学期間短期修了となる可否については、
研究科委員会の議を経て決定する。

白山キャンパス 大学院教務課窓口にて条件を確認し、履修登録期間に申請すること。
朝霞キャンパス 朝霞事務課窓口にて条件を確認し、履修登録期間に申請すること。
川越キャンパス 履修登録期間前にお知らせする掲示にて詳細を確認すること。
板倉キャンパス 板倉事務課窓口にて確認すること。

赤羽台キャンパス 赤羽台事務課窓口にて確認すること。

対象となる研究科・専攻・課程

研究科 専攻
課程

博士前期・修士 博士後期

文学

哲学 ○ －
インド哲学仏教学 ○ －
日本文学文化 ○ －
中国哲学 ○ －
英文学 ○ －
史学 ○ －
教育学 ○ －
英語コミュニケーション ○ －

社会学
社会学　　　　※ 2015年4月入学生より適用 ○ ○
社会心理学　　※ 2015年4月入学生より適用 ○ ○

経営学

経営学 ○ －
ビジネス・会計ファイナンス
（中小企業診断士養成コース以外） ○ －

マーケティング ○ －
経済学 経済学 ○ ○
理工学 全専攻 ○ ○

国際地域学
国際地域学 ○ ○
国際観光学 ○ ○

生命科学 生命科学 ○ ○

福祉社会デザイン
福祉社会システム ○
ヒューマンデザイン ○ －

学際・融合科学 バイオ・ナノサイエンス融合 ○ ○
総合情報学 総合情報学 ○
食環境科学 食環境科学 ○
情報連携学 情報連携学 ○

24．長期履修学生の履修期間の短縮について

　長期履修学生が履修期間の短縮を希望する場合は、別に定める申請書類を、所定の期間に提出しなければならない。
　前項の申請は、在学中１回限りとし、最短で標準修業年限（２年）までの短縮とする。ただし、短縮した履修期間を、
再び長期履修期間に戻すことはできない。
　長期履修学生は、大学院学則第12条ただし書に規定する在学期間短期修了の認定を申請することはできない。
　詳細は各キャンパス担当窓口で確認すること。
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Legal work post graduate course 
（Law school）

Graduate School of 
Interdisciplinary New Science

Graduate School of 
Welfare Society Design

Graduate School of Life Sciences

Graduate School of 
Regional Development Studies

Graduate School of 
Business Administration

Graduate School of Law

Graduate School of Economics

Graduate School of 
Science and Engineering

Graduate School of Sociology

Organization Chart of Graduate Schools

Course of Business Administration （Master’s Program / Doctoral Program）
Course of Business, Accounting and Finance （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Marketing （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Sociology （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Social Psychology （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Philosophy （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Indian Philosophy and Buddhist Studies （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Japanese Literature and Culture （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Japanese Literature （Doctoral Program）（only for students enrolled in or before AY 2013）

Course of Chinese Philosophy （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of English  Language and Literature （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of History （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Education （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of English Communication （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Private Law （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Public Law （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Economics （Master’s Program / Doctoral Program）
Course of Public / Private Partnership （Master’s Program）

Course of Advanced Mechatronics Systems （Master’s Program / Doctoral Program）
Course of Biomedical Engineering （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Electricity, Electronics and Communications （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Applied Chemistry （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Civil and Environmental Engineering （Master’s Program）

Course of Architecture （Master’s Program）

Course of Architecture, Civil and Environmental System Design （Doctoral Program）

Course of Regional Development Studies （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of International Tourism Studies （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Life Sciences （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Bio-Nano Science Fusion （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Social Welfare （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of System for Welfare Society （Master’s Program）

Course of Information Sciences and Arts （Master’s Program）

Course of Food and Nutritional Sciences （Master’s Program）

Course of Human Centered Life Design （Master’s Program / Doctoral Program）

Course of Human Environment Design （Master’s Program / Doctoral Program）

Legal work post graduate course （Professional degree Program）

Graduate Schools

　

Professional 
Graduate School

Graduate School of 
Information Sciences and Arts

Graduate School of 
Food and Nutritional Sciences

Course of Information Networking for Innovation and Design （Master’s Program）Graduate School of Information 
Networking for Innovation and Design

Graduate School of Letters
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Graduate School Event Calendar in AY 2017
SUN MON TUE WED THU FRI SAT Spring Semester

A
pril

1 4/1  Enrollment Procedure, Freshmen Education（Guidance by the 
Academic Office）〈for students enrolled Spring in 2017〉

4/6  Entrance Ceremony（Nippon Budokan）〈for students enrolled 
Spring in 2017〉

4/10 Spring Semester Classes Start
4/10～12  Period for Course Registration of Spring Semester（web entry）

（by 17:00 of the last day 〈scheduled〉）
4/12 Physical exam
4/29 Lecture Day on National Holiday（regular class day）

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 �
30

M
ay

1 2 ③ ④ ⑤ 6 5/1・2 （no class day）

5/8  Deadline to submit the Notification of Thesis Title of Master's 
Thesis7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

June

1 2 3
6/6  Founder's Festival（regular class day）4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

July

1

7/15 Campas Open Day（no class day）

7/17  Lecture Day on National Holiday（regular class day）

7/29  Spring Semester Classes End
7/31～8/5   Period for Intensive course（some intensive courses will be given 

during this period）

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 ⑰ 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 �

A
ugust

1 2 3 4 5
8/7  Summer Break Start

End-Aug. Announcement of Grades（via ToyoNet-G）（scheduled）

6 7 8 9 10 ⑪ 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

S
eptem

ber

1 2 9/16  Entrance Ceremony（Akabanedai Campus）〈for students 
enrolled Fall in 2017〉

  Enrollment Procedure, Freshmen Education（ Guidance by the 
Academic Office）〈for students enrolled Fall in 2017〉

9/21  Summer Break End
9/22  Fall Semester Classes Start
9/22～25  Period for Course Registration of Fall Semester（web entry）（by 

17:00 of the last day〈scheduled〉）
9/23 Lecture day on National Holiday（regular class day）

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 ⑱ 19 20 21 22 �
24 25 26 27 28 29 30

Bold Font Number：Reguler class day　□：Intensive course 　■：No class day 　○：National Holiday
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Akabanedai Campus
【Graduate School of Information Networking for Innovation and Design 】

SUN MON TUE WED THU FRI SAT Fall Semester

O
ctober

1 2 3 4 5 6 7
10/9 Lecture Day on National Holiday（regular class day）8 ⑨ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

N
ovem

ber

1 2 ③ 4 11/3  University Festival preparation day（no class day）
11/4  Tetsugaku-do（hall of philosophy）Festival
 University Festival（no class day）
11/5  University Festival
11/6  University Festival clean-up day（no class day）
11/7   Deadline to submit the Notification of Thesis Title of Master's 

Thesis（for students enrolled Fall in 2017）
Mid-Nov  Distribution of the instruction of Master's thesis〈for students 

expected to complete their course of study in March〉
11/23 Foundation Day（regular class day）

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 � 24 25

26 27 28 29 30

D
ecem

ber

1 2

12/23  Lecture Day on National Holiday（regular class day）

12/25  Classes End in December
12/26  Winter Break Start

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 �
24 25 26 27 28 29 30

31

January

① 2 3 4 5 6 1/4  Winter Break End
1/5  Classes restart
1/6・9・10   Period for submission of Master's thesis〈for students expected to 

complete their course of study in March〉
1/12・13 （no class day）
1/22  Fall semester classes End
1/23～29   Period for Intensive course（some intensive courses will be given 

during this period）
End-Jan～Beg-Feb  Oral Examination of Master's thesis 〈for students expected to 

complete their course of study in March〉
1/27 TOEIC Listening & Reading IP Test（All Graduate students）
1/30  Spring Break Start

7 ⑧ 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 � � � � �
28 � 30 31

February

1 2 3

Mid-Feb   Announcement of academic results and students who will 
complete Master's course in March（via ToyoNet-G）

 Announcement of grades（via ToyoNet-G）（scheduled）

4 5 6 7 8 9 10

⑪ ⑫ 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

M
arch

1 2 3 Beg-Mar  Announcement of students who complete in March（via 
ToyoNet-G）

3/23   Commencement ceremony and graduation ceremony（Nippon 
Budokan）〈Students expected to complete their course of study in 
March〉

3/31 Spring Break End 

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 � 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
Bold Font Number：Reguler class day　□：Intensive course 　■：No class day 　○：National Holiday
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Ⅰ　Faculty Member
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President　Takemura Makio

◎　Dean
○　Course Chair

Graduate School of Economics
Course of Public/Private Partnership

○Professor Yuji Nemoto
Professor Yoshiki Ogawa Doctor of Science
Professor Kazuaki Kagami Ph.D. （Economics）
Professor Kazuyasu Kawasaki Ph.D. （Economics）
Professor Sam Tabuchi
Professor Toru Nakakita 〔Local Research〕
Professor Satoru Matsubara Doctor in Economics
Associate Professor Takeshi Inoue Ph.D. （Economics）
Associate Professor Daisuke Matsuzaki Ph.D.
Special Appointed Associate Professor Yu Namba
Visiting Professor Hitoshi Abe Doctor of Science
Visiting Professor Makoto Igarashi
Visiting Professor Tetsuya Katagiri
Visiting Professor Takamasa Kanaya
Visiting Professor Susumu Kuwahara
Visiting Professor Sachiko Seki
Visiting Professor Tomomi Tamaki
Visiting Professor Kenichi Nakamura 
Visiting Professor Hirohiko Machida 
Visiting Professor Manabu Minami 
Visiting Professor Toru Mihara 
Visiting Professor Tomohito Yabe 
Visiting Professor Hajime Yamada Doctor of Engineering
Adjunct Lecturer Hideaki Fujiki

Graduate School of Regional Development Studies
Course of Regional Development Studies

◎Professor Chieko Nakabasami Ph.D
○Professor Toshiyuki Okamura Doctor of Engineering

Professor Toshiya Aramaki Dr. Eng.
Professor An Sang kyung 
Professor Ikuko Okamoto Doctor（Area Studies）
Professor Hidetoshi Kitawaki Doctor of Engineering
Professor Koichi Sakamoto DOCTOR OF ECONOMICS
Associate Professor Elli Sugita Ph.D.
Professor Kazuo Takahashi
Professor Namiko Numao
Professor Noritsugu Fujimoto Ph.D. in Economics
Professor Ryo Matsumaru Doctor of Engineering
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Professor Chino Yabunaga
Associate Professor Norihisa Shima Doctor of Engineering
Associate Professor Akiko Nakajima Ph.D.（Social Science）
Associate Professor Yoshito Yamazaki Ph.D.
Lecturer Yusuke Sasaki Ph.D.（Comparative Literature and Culture）

Graduate School of Life Sciences
Course of Life Sciences

◎Professor Akihiko Ichiishi Doctor of Philosophy
○Professor Noriyuki Doukyu Doctor of Engineering 

Professor Masahiro Ito Doctor of Engineering 
Professor Mikihisa Umehara Doctor of Science
Professor Shosaku Kashiwada Doctor of Agriculture
Professor Ritsuko Ohtani-Kaneko Doctor of Medical Science
Professor Kenichi Kamijo Doctor of Science
Professor Hideo Kawaguchi Doctor of Engineering 
Professor Kazuko Koshiba-Takeuchi Doctor of Science
Professor Nobuhiko Kojima Doctor of Medical Science
Professor Kazuo Sasaki Doctor of Science
Professor Bun-ichi Shimizu Doctor of Engineering 
Professor Tatsuo Sumino Doctor of Agriculture
Professor Hiroyuki Takei Ph.D
Professor Seiji Nagasaka Doctor of Agriculture
Professor Issay Narumi Doctor of Agriculture
Professor Taku Nedachi Doctor of Agriculture
Professor Teruaki Hasegawa Doctor of Engineering 
Professor Makoto Fujimura Doctor of Philosophy
Professor Hirobumi Yamamoto Doctor of Pharmacy
Professor Jun Yoshinaga Doctor of Philosophy in Health Science
Professor Naohisa Wada Doctor of Science
Special Appointed Professor Koichiro Shimomura Doctor of Pharmacy
Professor ※ Hirokazu Okuma Doctor of Engineering 
Professor ※ Fumiyasu Fukumori Doctor of Agriculture
Professor ※ Nobumitsu Miyanishi Doctor of Fisheries
Professor ※ Tomohiro Yano Doctor of Pharmacy
Professor ※ Yumiko Yoshie Doctor of Fisheries
Associate Professor Kazuhiro Siizaki Doctor of Medical Science
Associate Professor Tomonori Takashina Doctor of Engineering 
Associate Professor Jin Tamaoka Doctor of Agriculture
Associate Professor Hiroki Higashibata Doctor of Philosophy in Engineering
Associate Professor Naoki Hirotsu Doctor of Philosophy（Agricultural Science）
Associate Professor Takeshi Miura Doctor of Engineering 
Visiting Professor Yoshiko Sassa Doctor of Philosophy in Bioscience
Visiting Professor Takashi Yamakawa Doctor of Agriculture
※ These members combine with other Graduate Schools
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Graduate School of Interdisciplinary New Science
Course of Bio-Nano Science Fusion

Professor Tatsuro Hanajiri Doctor of engineering
Professor Hisao Morimoto Doctor of Engineering
Professor D. Sakthi Kumar Ph.D.
Professor Toru Maekawa Doctor of Engineering
Professor ※ Masahiro Ito Doctor of Engineering
Professor ※ Toshifumi Okubo Doctor of Engineering
Professor ※ Hirokazu Ookuma Doctor of Engineering
Professor ※ Ritsuko Kaneko Doctor of Medical Science
Professor ※ Teruaki Hasegawa Doctor of Engineering
Professor ※ Yasuhiko Yoshida Doctor of Engineering
Professor ※ Yoshikazu Yoshida Doctor of Engineering
Professor ※ Tomomi Yoshimoto Doctor of Engineering
RA Professor Takashi Uchida Doctor of Science
RA Professor Yoshikata Nakajima Doctor of Engineering
RA Professor Toru Mizuki Doctor of Engineering
Associate Professor ※ Hiroki Higashibata Doctor of Engineering
Visiting Professor John Walker （University of Cambridge, UK）
Visiting Professor Daniel Morse （University of California Santa Barbara, USA）
Visiting Professor Raymond Whitby （Nazarbayev University, Kazakhstan）
Visiting Professor Régine Perzynski （University Pierre and Marie Curie, France）
Visiting Professor Nicole Grobert （University of Oxford, UK）
Visiting Professor Leonid Kalachev （University of Montana, USA）
Visiting Professor Parayanthala Valappil Mohanan （Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, INDIA）
Visiting Professor Yoshio Bando （National Institute for Materials Science） 
Visiting Professor Shigeru Deguchi （Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology）
Visiting Professor Tohru Kobayashi （Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology）
Parttime Lecturer Tomofumi Ukai Doctor of Engineering
Parttime Lecturer Hirokazu Shimoshige Doctor of Engineering
※ These members combine with other Graduate Schools
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Ⅱ　Educational Activities 
in Graduate Schools
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１．Educational methods / Completion requirements  〔日本語：P.24参照〕

　1）Educational methods in graduate schools
Education in graduate schools is provided through classes of courses and advising on completing a degree 
thesis (hereafter referred to as “research advising”). 

　2）Completion requirements 
① Master’s program 

i） A Master’s degree is awarded to those who have been enrolled in the Master’s program for two or more 
years; have earned 30 or more credits; and have passed the review of a master’s degree thesis or research 
achievements on a specific subject (hereafter referred to as “research paper”) according to the purposes 

of the relevant graduate school and the final examination after receiving necessary research advising. 
However, students who have achieved outstanding results are allowed to complete their course of study 
after being enrolled in the program for at least one year

　　　　■ Completion requirements for the research paper
　　　　○  Courses of English Language and Literature / Education, Graduate School of Letters; Course of 

Sociology, Graduate School of Sociology; Courses of Private Law / Public Law, Graduate School of 
Law (students enrolled in the Civil Service course only); Course of Business, Accounting and Finance, 
Graduate School of Business Administration (students enrolled in the Small and Medium Enterprise 
Management Consultant Registration Training course only); Course of Public/Private Partnership, 
Graduate School of Economics; Course of Architecture, Graduate School of Science and Engineering; 
Graduate School of Life Sciences; Courses of Human Centered Life Design / Human Environment 
Design, Graduate School of Welfare Society Design:

　　　　　The minimum number of credits required for completion is 30 credits.
　　　　○ Graduate School of Regional Development Studies:
　　　　　Completion of the program based on the research paper applies only to students who have a full-time 

job. The minimum number of credits required for completion is 32 credits.
　　　　○  Course of System for Welfare Society, Graduate School of Welfare Society Design:
　　　　　The minimum number of credits required for completion is 36 credits.

ii） Since courses required to complete the Master’s program vary depending on the graduate school and 
course, carefully read the “Course requirements” section provided in each course curriculum.

② Doctoral program
A Doctoral degree is awarded to those who have been enrolled in the Doctoral program for five or more 
years (including two years of enrollment in the Master’s program for students who have been enrolled in 
the Master’s program for two or more years and have completed the program), and have passed the review 
of a doctoral degree thesis and the final examination after receiving necessary research advising. However, 
students who have achieved outstanding results are allowed to complete their course of study after being 
enrolled in the program for at least three years (including the period of enrollment in the Master’s program 
for students who have completed the Master’s program).

２．Class hours / Staff Office hours / Class cancellation  〔日本語：P.24参照〕

　1）Class hours / Staff Office hours (during a semester)
Please note that office in charge vary depending on the graduate school.
Since staff office hours are subject to change depending on the time of year, check them on bulletin boards or 
the university’s website.
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◎ Hakusan Campus
【Office in charge: Education Affairs Section for Graduate Schools】

Graduate Schools of Letters / Sociology / Law / Business 
Administration / Economics / Regional Development 
Studies / Welfare Society Design (Courses of Social Welfare 
/ System of Welfare Society)
Period Class hours Office hours

1   9：00 ～ 10：30
（Monday to Friday）

　 9：30 ～ 13：00
　14：00 ～ 20：30

（Saturday）
　 9：30 ～ 16：45

2 10：40 ～ 12：10
3 13：00 ～ 14：30
4 14：45 ～ 16：15
5 16：30 ～ 18：00
6 18：15 ～ 19：45
7 19：55 ～ 21：25

◎ Asaka Campus
【Office in charge: Administration Section, Asaka Campus Office】

Graduate School of Welfare Society Design (Courses of 
Human Centered Life Design / Human Environment Design)
Period Class hours Office hours

1   9：00 ～ 10：30
（Monday to Friday）

　 9：30 ～ 13：00
　14：00 ～ 18：00

（Saturday）
　 9：30 ～ 12：45

2 10：40 ～ 12：10
3 13：00 ～ 14：30
4 14：40 ～ 16：10
5 16：20 ～ 17：50
6 18：00 ～ 19：30   
7 19：40 ～ 21：10

◎ Akabanedai Campus
【Office in charge: Administration Section, Akabanedai Campus Office】

Graduate School of Information Networking for 
Innovation and Design
Period Class hours Office hours

1   9：00 ～ 10：30
（Monday to Friday）

　 9：30 ～ 13：00
　14：00 ～ 19：45

（Saturday）
　 9：30 ～ 12：45

2 10：40 ～ 12：10
3 13：00 ～ 14：30
4 14：45 ～ 16：15
5 16：30 ～ 18：00
6 18：15 ～ 19：45

* When you take courses on both the Hakusan Campus and the Asaka Campus:
Since it takes more than one hour to move between both campuses, you cannot take courses offered in consecutive 
periods on the Hakusan Campus and the Asaka Campus, excluding the lunch break.
When you need to move between the Hakusan Campus and the Asaka Campus on the same day, make a class 
timetable that enables you to take courses on both campuses, referring to the following table.

1st period 2nd period Lunch break 3rd period 4th period 5th period 6th period 7th period

● Course unable 
to be taken － Courses able to be taken

● － Courses able to be taken

－ ● Course unable 
to be taken Courses able to be taken

－ ● Course unable 
to be taken Courses able to be taken

－ ● Course unable 
to be taken

Courses able 
to be taken

●：When you take this course before moving to the other campus

◎ Itakura Campus
【Office in charge: Administration Section, Itakura Campus Office】
Graduate School of Life Sciences, Graduate School of 
Food and Nutritional Sciences
Period Class hours Office hours

1   9：30 ～ 11：00 （Monday to Friday）
　 9：20 ～ 13：30
　14：00 ～ 18：30

（Saturday）
　 9：20 ～ 12：50

2 11：10 ～ 12：40
3 13：20 ～ 14：50
4 15：00 ～ 16：30
5 16：40 ～ 18：10
6 18：20 ～ 19：50

◎ Kawagoe Campus
【Office in charge: Education and Student Affairs Section, Kawagoe Campus Office】
Graduate School of Science and Engineering, 
Graduate School of Interdisciplinary New Science, 
Graduate School of Information Sciences and Arts
Period Class hours Office hours

1   9：00 ～ 10：30 （Monday to Friday）
　 9：30 ～ 13：00
　14：00 ～ 16：45

（Saturday）
　 9：30 ～ 12：45

2 10：40 ～ 12：10
3 13：10 ～ 14：40
4 14：50 ～ 16：20
5 16：30 ～ 18：00

◎ Otemachi Satellite
【Office in charge: Education Affairs Section for Graduate Schools】

Course of Public/Private Partnership, Graduate School 
of Economics (only during a semester)

Period Class hours Office hours
6 18：30 ～ 20：00 （Monday to Friday）

　16：00 ～ 21：307 20：10 ～ 21：40
※ Classes are offered on the Hakusan Campus on Saturdays.
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　2）Class cancellation
① Cancellation of classes.

Information on class cancellation is announced on class cancellation boards and is available on ToyoNet-G, a 
web system to support students (see 4)- ① on P.107). Make sure to check information on class cancellation 
before the relevant class starts.
Telephone inquiries on class cancellation are not accepted. When classes are not conducted without a 
notification of class cancellation on class cancellation boards or other places, contact the office in charge of 
education affairs on the relevant campus.

［Location of class cancellation boards］ 

Campus Location of boards

Hakusan Campus Building 8, 4th floor In front of the Education Affairs Section for Graduate 
Schools

Asaka Campus Lecture Building, 1st floor Digital signage
Otemachi Satellite In the satellite building Bulletin board

Kawagoe Campus Building 4, 1st floor Bulletin board for graduate schools next to the Education 
and Student Affairs Section

Itakura Campus Cafeteria Digital signage
Akabanedai Campus ToyoNet-G

②  Handling of classes when public transportation is expected to be disrupted due to an approaching typhoon 
or other reason:
i）  For the handling of classes when public transportation is expected to be disrupted due to an 

approaching typhoon or other reason, and when public transportation is suspended due to a typhoon, 
an earthquake, or other natural disaster (excluding when it is temporarily suspended due to an accident 
resulting in injury or death, or other reason), follow the instructions issued by the university, which are 
offered through the university’s website and the ToyoNet-G system.

  If it is difficult to access the university’s website due to overloading of the site, use the ToyoNet-G 
system.

  When public transportation is expected to be disrupted on the day, the information is announced on on-
campus bulletin boards as well as over the air to all campuses.

ii）  When a large-scale earthquake is expected to occur or a warning is issued, follow the instructions issued 
by the university, both on the university’s website and the ToyoNet-G system. When a warning is issued 
on the day, such information is announced on on-campus bulletin boards and is urgently announced over 
the air to all campuses.

* These measures described above apply to lecture meetings and a course of lectures provided on campus.

３．Courses / Grades / Procedure for Academic Year Promotion  〔日本語：P.26参照〕

　1）Courses to be taken
① Master’s program

i）  Students are required to receive research advising from their academic supervisor and advising from 
their co-supervisor according to their area of research, and earn 30 or more credits for courses (32 or 
more credits for students who choose to conduct  the research paper in the Graduate School of Regional 
Development Studies; 36 or more credits for students who choose to conduct the research paper in the 
Course of System for Welfare Society).

ii）  When selecting and determining courses to take, students are required to receive advising from their 
academic supervisors. (For the determination of academic supervisors, see P.81.) New students are 
required to determine their academic supervisors through discussions with the instructor from whom 
they wish to receive research advising about their research proposals.

iii）  Since how to take courses varies depending on the graduate school and course to which they belong, 
students are required to carefully read the “Course requirements” section provided in each course 
curriculum.

iv）  Students are allowed to take courses offered by other graduate schools, courses of our university when 
their academic supervisors consider this necessary for research advising. 

  Moreover, credits you earned from courses taken through the above-mentioned method, together with 
credits which will be recognized as 5)Recognition of credits that have already been earned as below, may 
be counted toward the completion requirements up to a maximum of 10 credits.

v）  When taking courses offered by other graduate schools and courses, students are required to gain approval 
from instructors in charge of the relevant courses after confirming the details at the office in charge.
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② Doctoral program
i）  Students are required to receive research advising from their academic supervisor and advising from 

their co-supervisor according to their area of research.
ii） Students are allowed to take courses according to the instructions of their academic supervisors.
iii）  Since how to take courses varies depending on the graduate school and course to which they belong, 

students are required to carefully read the “Course requirements” section provided in each course 
curriculum.

iv）  Students are allowed to take courses offered by other graduate schools and courses of our university 
when their academic supervisors consider this necessary for their research.

v）  When taking courses offered by other graduate schools, courses, and programs, students are required 
to gain approval from their academic supervisors and instructors in charge of the relevant courses after 
confirming the details on necessary procedures at the office in charge.

　2）Course registration
①  After courses to be taken are determined, students are required to undertake course registration by 

themselves through the ToyoNet-G system during the period indicated below.

Campus Period for course registration Office in charge

Hakusan 
Campus

Full-year 
course 　　　　　　　   4/10 (Mon) – 4/17 (Mon) 19:00 (scheduled) Educa t i o n  A f f a i r s 

Section for Graduate 
Schools, Education 
Affairs OfficeSemester 

course
Spring semester: 4/10 (Mon) – 4/17 (Mon) 19:00 (scheduled)
Fall semester:     9/22 (Fri) – 9/29 (Fri) 19:00 (scheduled)

Asaka Campus Spring semester: 4/10 (Mon) – 4/19 (Wed) 17:00 (scheduled)
Fall semester:     9/22 (Fri) – 9/29 (Fri) 17:00 (scheduled)

Administration Section, 
Asaka Campus Office

Kawagoe Campus Spring semester: 4/8 (Sat) – 4/13 (Thu)(scheduled)
Fall semester:     End of September (scheduled)

Education and Student 
Affairs Section, Kawagoe 
Campus Office

Itakura Campus Spring semester: 4/10 (Mon) – 4/15 (Sat)
Fall semester:     End of September (scheduled)

Administration Section, 
Itakura Campus Office

Akabanedai Campus Spring semester: 4/10 (Mon) – 4/12 (Wed) 17:00 (scheduled)
Fall semester:     9/22 (Fri)  – 9/25 (Mon)  17:00 (scheduled)

Administration Section, 
Akabanedai Campus Office

②  Any changes and additional registration are not allowed after the end of the course registration period. 
Students are required to allow sufficient time to undertake course registration.

③  When taking courses offered by other graduate schools, courses, and programs, students are required to gain 
approval from their academic supervisors and instructors in charge of the relevant courses after providing 
notification at the office in charge, using prescribed forms.

　3）Grades / Announcement of grades
①  Students will be graded for the courses that they have registered through examinations or other measures. 

Students who get passing grade can receive the prescribed credits.
② Grades is conducted as described below.

 The academic performance of students is assessed in a comprehensive manner based on their remarks in 
classes, responses to assignments, daily commitment to classes and results, and other factors.

Grade Score Pass/Failure Perspective for assessment

S 100 ～ 90 Pass Have achieved particularly outstanding results in terms of the goals of the course

A 89 ～ 80 Pass Have achieved outstanding results in terms of the goals of the course

B 79 ～ 70 Pass Have achieved results that meet the requirements of the goals of the course

C 69 ～ 60 Pass Have achieved results that meet the minimum requirements of the goals of the course

D 59 ～ 0 Failure Need to make further efforts and improvement

*  When the academic performance of students cannot be assessed due to their poor class attendance, 
failure to take examinations, failure to submit reports, or other reason, they are considered ineligible for 
assessment, and a “*” mark (ineligible for assessment: failure) is given as their grade. 

   Their learning outcomes by studying abroad or at another university, as well as the credits that they 
have already earned before entering one of our graduate schools, are recognized as credits at one of our 
graduate schools. In such case, a “T (Transfer)” mark is used to indicate that they have received a passing 
grade. (This system applies to students enrolled in or after AY 2013.)

　　③  Grades are announced through the ToyoNet-G system. These grades should be used as reference for course 
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registration in the following year or semester.

Campus Schedule for the notification of grades

Hakusan 
Campus

Full-year course From 2/14 (scheduled)

Semester course Spring semester: 
Fall semester:

From 8/21 (scheduled)
From 2/14 (scheduled)

Asaka Campus Spring semester: 
Fall semester:

From 8/22 (scheduled)
From 2/28 (scheduled)

Kawagoe Campus Spring semester: 
Fall semester:

From 8/31 (scheduled)
From 2/26 (scheduled)

Itakura Campus Spring semester: 
Fall semester:

Middle of September (scheduled)
Middle of March (scheduled)

Akabanedai Campus Spring semester: 
Fall semester:

Late August (scheduled)
Late February (scheduled)

　4）Procedure for Academic Year Promotion, etc.
①  Students need to carry out procedure for academic year promotion at designated places at the beginning of 

every academic year. The details on the schedule for procedure for academic year promotion are announced 
as needed.

②  The Academic catalog for graduate school, a timetable of classes, and a sticker for Student ID card are 
distributed at the time of the procedure for academic year promotion.

③  When students in the second year of the Master’s program or in the third year of the Doctoral program 
extend their term of study (repeating), they need to take other procedures. Accordingly, they are required 
to provide notification at the office in charge by the beginning of June (students enrolled in the Semester 
course only) or by the beginning of January (see the “9. Enrollment status 6) Repeating (extension of the 
period of enrollment” section on P.102).

　5）Recognition of credits that have already been earned (Target: new students enrolled in the Master’s program)
Based on Article 10-2 of the Toyo University Graduate School Academic Roles and Regulations, up to ten 
credits that students have already earned at our university or another university’s graduate school before 
entering one of our graduate schools (including credits that they have earned as a non-matriculated student), 
together with other graduate schools or courses at Toyo university and partner universities, are recognized as 
credits at one of our graduate schools, and can be included in the number of credits required for the completion 
of their course of study, when the graduate school committee considers this beneficial from an educational 
perspective.
Students who wish to have the credits that they have already earned recognized as credits at one of our 
graduate schools are required to submit the documents listed below to the office in charge after consultation 
with their academic supervisor.

　［Documents to be submitted］ 
　① Application for Credit Recognition
　　* Application forms are distributed at the office in charge.
　② Academic transcript
　③ Copy of the syllabus for the academic year when the relevant credits were earned
　　*  Students are required to submit a copy only when courses for which they have earned credits fall under 

the following categories.
　　　・Courses that are not currently offered at our graduate schools although they used to be
　　　・Courses that are offered at graduate schools of other universities
　［Submission period］ 
　　During the period for course registration in the semester when the relevant students enter graduate school
　*  Students are not allowed to take courses with the same title as the courses for which they have earned 

the relevant credits in the academic year and semester when they apply for the recognition of the credits. 
Accordingly, they are required to register for courses so that they can meet the completion requirements 
even though the relevant credits are not recognized.
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４．Determination of supervisors / Submission of the Notification of Thesis Title, etc.
 〔日本語：P.29参照〕

When writing a master’s degree thesis or the research paper*, or a doctoral thesis (KOU), students need to determine 
their academic supervisors and decide the title of their thesis or paper after consultation with their academic 
supervisors about the content of their research.
* Research paper
　　 　A review of the research paper or a master’s degree thesis is performed only for the following courses 

according to the purposes of the graduate school and course.
　　・ Courses of English Language and Literature / Education, Graduate School of Letters
　　・ Course of Sociology, Graduate School of Sociology
　　・ Courses of Private Law / Public Law, Graduate School of Law (students enrolled in the Civil Service course only)
　　・ Course of Business, Accounting and Finance, Graduate School of Business Administration (students enrolled in 

the Small and Medium Enterprise Management Consultant Registration Training course only)
　　・ Course of Public/Private Partnership, Graduate School of Economics
　　・ Course of Architecture, Graduate School of Science and Engineering
　　・ Courses of Regional Development Studies / International Tourism Studies, Graduate School of Regional 

Development Studies
　　・ Course of Life Sciences, Graduate School of Life Sciences
　　・ Courses of System for Welfare Society / Human Centered Life Design / Human Environment Design, 

Graduate School of Welfare Society Design

■ System for research advising
①  There should be a total of two academic supervisors: an academic supervisor and a co-supervisor. However, 

two co-supervisors may be chosen at the discretion of the academic supervisor. In principle, students should 
determine co-supervisors among instructors in charge of research advising in their course, according to the 
instructions of their academic supervisor. 
In some cases, researchers who are playing an active role in off-campus research institutions may be in 
charge of research advising as visiting professors, in addition to full-time instructors in our university, 
in order to promote the sophistication, revitalization, and globalization of education and research in our 
graduate schools.

［Graduate School of Information Sciences and Arts］
An academic supervisor who has achieved enough results in English to provide advising for writing thesis 
in English takes on the advising of students, using his/her expertise, so that students can conduct world-
class research and write theses that are acceptable by international standards.

② Academic supervisors cannot be changed unless there is a compelling reason.

■  Determination of academic supervisors / Submission of the Notification of Thesis Title and a research proposal 
outline (students enrolled in the Doctoral program only)

①  When writing a degree thesis, students are required to receive research advising from their academic 
supervisors.

②  Students are required to determine their academic supervisors and decide the title of their thesis after 
consultation with their academic supervisors about the content of their research.

③  When academic supervisors and the title of their thesis are determined, students are required to provide 
notification of the title of their thesis through the ToyoNet-G system, print out the Notification of Thesis 
Title, and submit it to the office in charge after having their academic supervisors affix their signatures 
and personal seals on it. The Notification of Thesis Title must be submitted every academic year. The 
Notification of Thesis Title cannot be accepted under any circumstance if the personal seals of their 
academic supervisors are not affixed on it, there are any deficiencies in the notification form, or the form is 
submitted after the deadline. Students are required to submit the form with the utmost care and attention.

④  Students enrolled in the Doctoral program are required to write a research proposal outline on a single 
sheet of A4 paper (free format) and attach it to the Notification of Thesis Title.

Campus Application and submission period Place of submission 
(office in charge)

Hakusan 
Campus

Full-year course 4/10 (Mon) – 4/19 (Wed)

Education Affairs 
S e c t i o n  f o r 
Graduate Schools, 
Education Affairs 
Office

Semester course

Spring semester: 4/10 (Mon) – 4/19 (Wed)
Fall semester: 9/22 (Fri) – 10/3 (Tue) 
*  Regarding the fall semester, only new students who 

enter graduate school in the fall semester, and students 
who return to graduate school in the fall semester, are 
required to submit the documents. After the second 
year, however, they only have to submit the documents 
in the spring semester.

Asaka Campus
Spring semester:  4/19 (Wed)
Students who return to graduate school in the fall 
semester:   10/3 (Tue)

Adm i n i s t r a t i o n 
Sect ion ,  Asaka 
Campus Office
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Campus Application and submission period Place of submission 
(office in charge)

Kawagoe Campus
Students who enter graduate school in April: 
   5/8 (Mon)
Students who enter graduate school in the fall 
semester:  11/7 (Tue)

Educa t i o n  a nd 
Student  Af fa i rs 
Section, Kawagoe 
Campus Office

Itakura Campus
Students who enter graduate school in April: 
   5/8 (Mon)
Students who enter graduate school in the fall 
semester:  10/20 (Fri)

Adm i n i s t r a t i o n 
Section, Itakura 
Campus Office

Akabanedai Campus
Students who enter graduate school in April: 
   5/8 (Mon)
Students who enter graduate school in the fall 
semester:  11/7 (Tue)

Adm i n i s t r a t i o n 
Section, Akabanedai 
Campus Office

★  Students should allow sufficient time to submit necessary documents during the period indicated above. (The 
submission deadline should be strictly observed.)

５．Thesis presentation session  〔日本語：P.30参照〕
Some courses hold thesis presentation sessions. Students should confirm with their academic supervisor and 
the course chair of the course whether thesis presentation sessions will be held.

６．Submission of a master’s degree thesis or the research paper  〔日本語：P.30参照〕
　1）Submission date and time

When submitting a master’s degree thesis or the research paper, students are required to have their 
academic supervisors affix their signatures and personal seals on the Application for Thesis Review, 
and submit it with a thesis abstract. The submission schedule in this academic year is described blow. 
Please note that a thesis or paper can be accepted only on the date and at the time indicated below. 
When students do not submit a master’s degree thesis or the research paper, they need to take any of 
the following procedures for the next academic year or semester: “repeating (extension of the period 
of enrollment)” “withdrawal from graduate school,” or “absence from graduate school” (see P.100 and 
subsequent pages). Relevant students are required to provide notification to the office in charge by the 
beginning of June (students enrolled in the Semester course only) or by the beginning of January.
Since instructors are often absent from the university during the year-end and New Year holidays, students 
should allow sufficient time to have their academic supervisors affix their signatures and personal seals.

Campus Submission date and time Place of submission
 (office in charge)

Hakusan Campus
(excluding the Course 

of Public/Private 
Partnership)

Completion 
in September

7/6 (Thu) – 8 (Sat), 2017
9:30 – 13:00, 14:00 – 19:00
* Saturdays: 9:30 – 12:30

Education Affairs Section for 
Graduate Schools, Education 

Affairs Office
(Hakusan Campus)Completion 

in March
1/6 (Sat), 9 (Tue), 10 (Wed), 2018
9:30 – 13:00, 14:00 – 19:00
* Saturdays: 9:30 – 12:30

Hakusan Campus
(Course of Public/
Private Partnership)

Completion 
in September

7/6 (Thu), 7 (Fri), 2017
18:00 – 20:00 Otemachi Satellite

7/8 (Sat), 2017
9:30 – 12:30

Education Affairs Section for 
Graduate Schools, Education 

Affairs Office
(Hakusan Campus)

Completion 
in March

1/9 (Tue), 10 (Fri), 2018
18:00 – 20:00 Otemachi Satellite

1/6 (Sat), 2018
9:30 – 12:30

Education Affairs Section for 
Graduate Schools, Education 

Affairs Office
(Hakusan Campus)

Asaka Campus

Completion 
in September

7/6 (Thu) – 8 (Sat), 2017
9:30 – 13:00, 14:00 – 18:00
* Saturdays: 9:30 – 12:45 Administration Section, Asaka 

Campus Office
Completion 
in March

1/6 (Sat), 9 (Tue), 10 (Wed), 2018
9:30 – 13:00, 14:00 – 18:00
* Saturdays: 9:30 – 12:45

Kawagoe Campus
Completion 

in September
6/29 (Thu), 30 (Fri), 2017
9:30 – 13:00, 14:00 – 16:45 Education and Student Affairs 

Section, Kawagoe Campus OfficeCompletion 
in March

1/23 (Tue), 24 (Wed), 2018
9:30 – 13:00, 14:00 – 16:45
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Campus Submission date and time Place of submission
 (office in charge)

Itakura Campus
Completion 

in September
7/7 (Fri), 2017
14:00 – 16:00 Administration Section , Itakura 

Campus OfficeCompletion 
in March

1/10 (Wed), 2018
14:00 – 16:00

Akabanedai Campus

Completion 
in September

Administration Section , 
Akabanedai Campus OfficeCompletion 

in March
1/6 (Sat), 9 (Tue), 10 (Wed), 2018
9:30 – 13:00, 14:00 – 16:30
* Saturdays: 9:30 – 12:00

★  Students should allow sufficient time to submit necessary documents during the period indicated above. (The submission 
deadline should be strictly observed.)

　2）What needs to be submitted
① What needs to be submitted for a master’s degree thesis or the research paper are listed below.

1） Master’s degree thesis (For the details, see the “3) Precautions when writing a master’s degree thesis or 
the research paper” section and ② provided below.)

2） Application for Master’s Degree Thesis Review (prescribed form)
3） Fees for the review of the master’s degree thesis: 5,000 yen (Payment should be made through certificate 

issuing machines.)
4） Abstract of the master’s degree thesis (The details will be disclosed as mentioned in ② below.)
5） Report on the Review Results of the Master’s Degree Thesis (prescribed form)
6） Other documents (Master’s Degree Thesis Submission Form, etc. (prescribed form): The details will be 

disclosed later as mentioned in ② below.)
②  Documents required for the submission of a master’s degree thesis or the research paper, which are listed 

in ① above, begin to be distributed in the middle of May (for students who have completed their course of 
study in September) or the middle of November (for students who have completed their course of study in 
March).

　3）Precautions when writing a master’s degree thesis or the research paper
①  The format, number of pages and characters of a master’s degree thesis are described below. (For the 

research paper, see the pages in which the submission requirements provided by the relevant courses are 
listed.)

　 The required number of copies of a master’s degree thesis and its abstruct will be disclosed as mentioned in 
the documents is distributed in ② above.

Master’s degree thesis

Graduate School Course Use of 
a PC

Number of pages
/characters Size Format

Letters

Philosophy
Indian Philosophy and Buddhist 

Studies
Chinese Philosophy

History

A PC should 
be used, in 
principle.

No limit A4 Free

Japanese Literature
A PC should 
be used, in 
principle.

No limit A4 Vertical 
writing

English Language and Literature *
A PC should 
be used, in 
principle.

No limit A4 Horizontal 
writing

Education * A PC must be 
used.

40,000 or more characters
(incl. charts) A4 Horizontal 

writing

English Communication A PC must be 
used. 30 or more pages A4 Horizontal 

writing

Sociology
Sociology

A PC should be 
used, in principle

60,000 or more characters
(incl. charts)

A4 Horizontal 
writing

Social Psychology No limit

Law

All courses (incl. when students 
enrolled in the Civil Service 
course choose to write a master’s 
degree thesis) A PC should 

be used, in 
principle.

No limit

A4 FreeAll courses (when students 
enrolled in the Civil Service 
Course choose to write the 
research paper)*

About 20,000 characters
The same condition applies in 

both cases where students choose 
five courses and one course.

Business 
Administration

Business Administration
Business, Accounting and 

Finance *
Marketing

A PC should 
be used, in 
principle.

About 40,000 to 80,000 
characters

40,000 or more characters for 
the research paper

A4 Horizontal 
writing

Economics Economics A PC may be 
used. No limit A4 Horizontal 

writing
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Graduate School Course Use of 
a PC

Number of pages
/characters Size Format

Economics Public/Private Partnership A PC may be 
used.

About 60,000 or more characters
(incl. charts)

About 40,000 characters for the 
research paper

A4 Horizontal 
writing

Science and 
Engineering All courses A PC may be 

used.
No limit

(in Japanese or English) A4 Horizontal 
writing

Regional 
Development 

Studies
All courses

A PC should 
be used, in 
principle.

No limit A4 Horizontal 
writing

Life Sciences Life Sciences
A PC should 
be used, in 
principle.

About 30 to 60 pages
35 characters × 25 lines per 

page (incl. charts)
A4 Horizontal 

writing

Welfare Society 
Design All courses A PC may be 

used.
60,000 or more characters (incl. 

charts) A4 Horizontal 
writing

Interdisciplinary 
New Science Bio-Nano Science Fusion A PC may be 

used.
No limit

(in English) A4 Horizontal 
writing

Information 
Sciences and Arts Information Sciences and Arts

A PC should 
be used, in 
principle.

No limit A4 Horizontal 
writing

Food and Nutritional 
Sciences Food and Nutritional Sciences

A PC should 
be used, in 
principle.

About 60 to 100 pages
35 characters × 25 lines per 

page (incl. charts)
A4 Horizontal 

writing
Information 

Networking for 
Innovation and 

Design

Information Networking for 
Innovation and Design

A PC must be 
used. No limit A4 Horizontal 

writing

*   The same conditions applies to the case where students enrolled in the Course of English Literature, the Course of 
Education, the Course of Private Law, the Course of Public Law (Civil Service course), or the Course of Business, 
Accounting and Finance (Small and Medium Enterprise Management Consultant Registration Training course) choose to 
write the research paper.

②  Both the original and duplicate of a thesis must be bound with a hard cover (excluding students enrolled in 
the Course of Public/Private Partnership). The front cover and spine of the thesis must include the title of 
the thesis and the author’s name. Although the title and the name should be lettered in gold, they are not 
required to be so. When paper sheets on which the title and the name are entered are attached to the front 
cover and the spine, they must be firmly adhered so that they will not come off. The subtitle, if any, also 
must be entered on the spine as well as the front cover.
Students enrolled in the Graduate Schools of Sociology, Business Administration, Economics, Science and 
Engineering, Regional Development Studies, Life Sciences, Welfare Society Design, Interdisciplinary New 
Science, Information Sciences and Arts, Food and Nutritional Sciences and Information Networking for 
Innovation and Design are allowed to submit a thesis in temporary binding. However, they are required 
to follow the instructions of their academic supervisors about whether they should submit a thesis in 
temporary binding or a thesis in permanent binding (hard cover).
(Even when a thesis in temporary binding is submitted, the front cover and spine of the thesis must include 
the title of the thesis and the author’s name, as is the case with a thesis in permanent binding.)

（Example of binding）

*  All items marked with an asterisk ( ※ ) must be included. (Students who submit the research paper must 
clearly write “Toyo University Research Paper” instead of “Toyo University Master’s Degree Thesis.”

③  The Application for Master’s Degree Thesis Review must be attached to the reverse side of the front cover 
of the original and the duplicate (original: a formal form; duplicate: a copy).

（Spine）　　　　　  （Front cover）

Title of the thesis
Subtitle of the thesis

N
am

e
Course
Graduate School

AY 2017
Toyo University Master’s Degree Thesis

Title of the thesis
Subtitle of the thesis

Program・Course・Graduate 

School・Name・Student number

※※
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④ Thesis abstract

Graduate School Course Use of a PC Number of pages /
characters Size Format

Letters

Philosophy
A PC should 
be used, in 
principle.

About 2,000 characters A4 Free
Indian Philosophy and Buddhist 

Studies
Chinese Philosophy

History
Japanese Literature and Culture

Japanese Literature

A PC should 
be used, in 
principle.

About 2,000 characters A4 Vertical writing

English Language and Literature
Education

A PC should 
be used, in 
principle.

About 2,000 characters A4 Horizontal 
writing

English Communication A PC must be 
used. About 2,000 characters A4 Horizontal 

writing

Sociology All courses
A PC should 
be used, in 
principle.

About 2,000 characters A4 Horizontal 
writing

Law All courses
A PC should 
be used, in 
principle.

About 2,000 characters A4 Free

Business 
Administration All courses

A PC should 
be used, in 
principle.

About 2,000 characters A4 Horizontal 
writing

Economics All courses A PC may be 
used. About 2,000 characters A4 Horizontal 

writing

Science and
Engineering All courses A PC may be 

used.

2 sheets of A4 paper
(in Japanese or 

English)
A4 Horizontal 

writing

Regional 
Development Studies All courses

A PC should 
be used, in 
principle.

4 pages A4 Horizontal 
writing

Life Sciences Life Sciences MS Word must 
be used. 2 or less pages A4 Horizontal 

writing

Welfare Society 
Design

Social Welfare
System for Welfare Society A PC should 

be used, in 
principle.

About 2,000 characters

A4 Horizontal 
writingHuman Centered Life Design

Human Environment Design

About 2,000 characters
(2 or less sheets of A4 

paper)

Interdisciplinary New 
Science Bio-Nano Science Fusion A PC may be 

used.

400 to 600 words (in 
English)

One sheet of A4 paper
A4 Horizontal 

writing

Information Sciences 
and Arts Information Sciences and Arts

A PC should 
be used, in 
principle.

6 pages each
(in English and 

Japanese)
A4 Horizontal 

writing

Food and Nutritional 
Sciences Food and Nutritional Sciences MS Word must 

be used. 2 or less pages A4 Horizontal 
writing

Information 
Networking for 
Innovation and 

Design

Information Networking for 
Innovation and Design

A PC must be 
used. About 2,000 characters A4 Horizontal 

writing

⑤  A thesis abstract must be written using a PC (MS Word), in principle, and to be submitted with recording 
media, such as CD-R discs or USB storage devices (excluding BD-R discs, floppy disks, and SD cards). Since 
submitted data is used for the Report on the Review Results of the Abstract of the Master’s Degree Thesis, 
data other than the abstract must not be included (excluding students enrolled in the Course of Public/
Private Partnership, because they are required to submit the data of a thesis as well as its abstract).
A multi-column layout should not be used. (The use of a multi-column layout is allowed in the Graduate 
School of Science and Engineering.)

Im
p

ortant

The title and subtitle of a thesis are very important. Every letter of the title and subtitle entered on the 
thesis (front cover, spine, and inside cover), the Application for Master’s Degree Thesis Review, the 
thesis abstract, the summary of the thesis, and the Report on the Review Results of the Master’s Degree 
Thesis must be identical. If not, they cannot be accepted. Careful attention should be paid to the use 
or non-use of brackets, quotation marks and punctuation marks, the type of them, and the difference 
between uppercase and lowercase letters. The title and subtitle entered on these documents should be 
checked again before submission.
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4）Thesis examiners
When accepting a master’s degree thesis, the graduate school committee elects an academic supervisor and 
one or more instructors in charge of courses related to the relevant thesis (an instructor in charge of research 
advising must be included) as thesis examiners. One of them is appointed as the chief thesis examiner and 
the rest of them as deputy thesis examiners through discussions among the committee members. Moreover, 
instructors in charge of courses related to the relevant thesis and other members (including part-time 
instructors) may be added as deputy thesis examiners through discussions among the committee members, if 
this is necessary for the review of the thesis.

　5）Final examination
① A final examination is conducted for students who have submitted a thesis.
②  The final examination is conducted orally, dealing with not only the thesis but also courses related to the 

thesis.
③ The schedule of the final examination is announced each time.

　6）Notification of the pass-fail judgment of a master’s degree thesis or the research paper
①  The pass-fail judgment of a master’s degree thesis or the research paper is made in a comprehensive 

manner based on the results of the review of the thesis or paper and the final examination.
②  For students whose thesis or paper has passed the review and the final examination, the pass-judgment 

is disclosed through the announcement of students who have met the completion requirements, after the 
number of credits that they have earned is checked.

　7 ）Handling of a thesis or paper that has passed the review and the final examination (Graduate Schools of 
Letters, Sociology, Law, Business Administration, Economics, Regional Development Studies, and Welfare and 
Society Design only)

 The original of a thesis or paper that has passed the review and the final examination is stored at the 
university, and is made available for inspection. The duplicates of the thesis or paper are returned directly 
to the student who wrote the thesis or paper from the deputy thesis examiners by the time of the diploma 
awarding ceremony.

Submission requirements for a master’s degree thesis (including the research paper)

Graduate School Submission requirements for a master’s degree thesis

Letters

(Master’s thesis)
1.  Students who wish to earn a degree must be enrolled in the Master’s program and receive 

research advising from their academic supervisors.
2.  Students who wish to earn a degree must (be expected to) obtain prescribed credits.
3.  Students who wish to earn a degree must give a research presentation or a thesis interim 

presentation at a session hosted by their course, and gain permission from their academic 
supervisors.

(Research paper)
[Course of English Literature]
1.  Students must determine the title and content of their research paper through consultation with 

their academic supervisor.
2.  Eligible students are those who aim to produce research results that contribute to enhancing 

and improving the quality of educational settings and to obtain a specialized teacher's 
certificate. However, students who wish to go on to the Doctoral program are not allowed to 
submit the research paper.

[Course of Education]
1.  Students must choose to submit either a master’s degree thesis or the research paper through 

discussions with their academic supervisor and co-supervisor by the end of the first semester, in 
principle.

2.  Students who are scheduled to submit the research paper also must give a presentation at a 
master thesis interim presentation session and a master thesis results presentation session.

3.  When the research theme of the research paper deals with the results of the practical work 
of the relevant student, including the development of a curriculum and educational materials, 
practical research reports, works, and musical performance, these results may be included in 
the number of pages and characters of the paper.

Sociology

(Master’s thesis)
1.  Students must receive research advising from their academic supervisors, and complete the 

two-year term of study for the Master’s program at the end of the academic year when they 
submit a thesis (excluding when a short-term completion system applies to the students).

2.  Students must submit the Notification of Thesis Title. (April)
3.  Students must give the thesis interim presentation required by the research advising process, 

and gain approval from their academic supervisors regarding the submission of their thesis. 
(Consideration should be given to the necessity of inclusion of individual items and the 
suitability of expression.)

4.  The Application for Master’s Degree Thesis Review must include the signatures and personal 
seals of the academic supervisors.
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Graduate School Submission requirements for a master’s degree thesis

Sociology

(Research paper)
[Course of Sociology only]
1.  Three research papers, each of which must contain 12,000 or more characters, must be 

submitted.
2.  Students must choose to submit either a master’s degree thesis or research paper at the time of 

enrollment in the graduate school, in principle. (Their choice may be changed by the end of July 
in their second year.)

3.  Students who wish to go on to the Doctoral program must choose to submit a master’s degree 
thesis.

4.  Each of the three research papers must be written according to the instructions of their 
academic supervisor, and be submitted directly to their academic supervisor and co-supervisor 
at an appropriate time. Moreover, all three papers should be submitted to the Education 
Affairs Section for Graduate Schools at the time corresponding to the submission time of a 
master’s degree thesis as described below. The submission time and format of the three papers 
correspond to those of a master’s degree thesis.

Submission deadline of the 
Notification of Thesis Title

Submission time 
(all three research papers) Place of submission

April Same as the submission time of a 
master’s degree thesis

Education Affairs Section for 
Graduate Schools

5.  The schedule of research advising for research paper corresponds to that for a master’s degree 
thesis.

Law

(Master’s thesis / Research paper)
Students must receive research advising from their academic supervisor for two years, in principle, 
and also receive advising from their co-supervisor as needed. Moreover, they must have their 
academic supervisor and co-supervisor acknowledge that their master’s degree thesis or research 
paper exceeds the standards established by the graduate school. As one of the procedures for 
submission, students must give a presentation at a master thesis interim presentation session 
held in their second year. When they cannot give the interim presentation due to disease or other 
unavoidable reason, they are allowed to give a presentation, instead of the interim presentation, 
in front of their academic supervisor and the instructors in charge of the graduate school courses 
offered by their course at a time close to the interim presentation session.

Business 
Administration

(Master’s thesis)
1.  Students must be enrolled in the graduate school for two or more years, earn 30 or more credits 

(including credits expected to be earned), and receive necessary research advising.
2.  A master’s thesis in Japanese should consist of a front cover, an abstract, and a main body, all 

of which should be written in Japanese. A master’s thesis in English should consist of a front 
cover, an abstract, and a main body, all of which should be written in English.

3.  For the format of the main body, students must follow the instructions provided in the Guidebook 
for Writing a Master’s Thesis. They must also receive adequate advising from their academic 
supervisor and co-supervisor about the content of their thesis.

4.  The content of their thesis must be appreciated to some extent at an interim presentation 
session.

5.  The submission deadline must be observed. No thesis can be accepted after the deadline.
(Research paper)
　In the Small and Medium Enterprise Management Consultant Registration Training course of the 
Course of Business, Accounting and Finance, students are allowed to submit the research paper 
instead of a master’s thesis. Research paper refer to those written based on practical surveys and 
research on a specific subject.
The submission requirements for the research paper are as follows.
1.  Basically, the determination to choose to submit the research paper should be made at the time 

of enrollment through discussions with their academic supervisor and co-supervisor.
2.  The research paper must contain 40,000 or more characters.
3.  The submission requirements, format, and submission time of the research paper correspond to 

those of a master’s thesis.
4.  Students who wish to go on to the Doctoral program must choose to submit a master’s degree 

thesis.

Economics

[Economics]
　When a research paper discusses a theme in the field of economics and when the academic 
supervisor recognizes that the research paper conforms to the objectives of the Master’s program, 
which aim to impart precise and deep knowledge to students from a wide perspective and to 
cultivate students’ research ability in their major field of study (Article 3 of the Standards for 
Establishment of Graduate Schools), the research paper can be submitted as a master’s thesis.
[Public/Private Partnership]
(Master’s thesis)
　When a research paper discusses theme in the field of public/private partnership and when the 
academic supervisor recognizes that the research paper conforms to the objectives of the Master’s 
program, which aim to impart precise and deep knowledge to students from a wide perspective 
and to cultivate students’ research ability in their major field of study (Article 3 of the Standards 
for Establishment of Graduate Schools), the research paper can be submitted as a master’s thesis.
(Research paper)
　When a research paper discusses theme in the field of public/private partnership and when 
the academic supervisor recognizes that the research paper makes proposals to companies, 
policy-making government agencies, or local governments and encourages them to consider the 
proposals, the research paper can be submitted as the research paper.
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Graduate School Submission requirements for a master’s degree thesis

Science and 
Engineering

Students must meet the following requirements by the submission period determined by the 
Graduate School of Science and Engineering
1.  (Be expected to) earn the number of credits, as determined by the Graduate School of Science 

and Engineering, required for the completion of their course of study 
2.  Receive necessary research advising determined by the Graduate School of Science and 

Engineering
3.  Give an interim presentation on their thesis, which should be appropriately evaluated
　 ( only students enrolled in the Course of Electricity, Electronics and Communications and the 

Course of Civil and Environmental Engineering)
4.  Provide notification of the theme of their research (the title of the thesis) during the period 

determined by the Graduate School of Science and Engineering
5.  Receive approval from their academic supervisor and co-supervisor regarding the review of their 

master’s degree thesis 

Regional 
Development 

Studies

(Master’s thesis)
　The objective of the Graduate School of Regional Development Studies is to train professionals 
and researchers who have acquired the research capacity necessary for highly specialized 
tasks, rich knowledge that forms the basis of such capacity, and an international sense. Under 
this objective, the Course of Regional Development Studies and the Course of International 
Tourism Studies aim at the development of domestic and foreign regions and the development 
of international tourism, respectively. Students who are enrolled in the Master’s program for two 
or more years, earn 30 or more credits, and receive necessary research advising, pursuing the 
objective and aim of their graduate school and course, are allowed to submit a master’s thesis.
(Research paper)
　Students who have a full-time job are allowed to submit the research paper instead of a master’s 
degree thesis. Research paper refer to those written based on practical surveys and research on a 
specific subject. Relevant students need to meet the following three requirements
1.  Give one or more oral presentations of their thesis at an academic conference.
2.  Publish one or more theses in a professional journal.
3.  Earn 32 or more credits for courses
* Regarding 1 and 2, students must clarify the parts mentioning their contribution when submitting 
their research paper.
Students who choose to submit the research paper must provide notification about it during the 
final semester after gaining approval from their supervisors.

Life Sciences

Students must meet the following requirements by the submission period determined by the 
Graduate School of Life Sciences
1.  (Be expected to) earn the number of credits, as determined by the Graduate School of Life 

Sciences, required for the completion of their course of study 
2.  Receive necessary research advising determined by the Graduate School of Life Sciences
3.  Give an interim research presentation, which should be appropriately evaluated
4.  Provide notification of the title of their degree thesis during the period determined by the 

Graduate School of Life Sciences
5.  Receive approval from their academic supervisor and co-supervisor regarding the review of their 

master’s degree thesis.

Welfare Society 
Design

(Master’s thesis)
　Students must be enrolled in the Graduate School of Welfare Society Design for two or more 
years, earn 30 or more credits, and receive necessary research advising. Students who are 
scheduled to submit a master’s thesis must give a presentation on the abstract of their thesis at an 
interim presentation session held by their course or concentration.
(Research paper)
[Course of System for Welfare Society, Course of Human Centered Life Design, Course of Human 
Environment Design]
1.  Basically, students must be enrolled in the Graduate School of Welfare Society Design for two 

or more years, and earn the number of credits determined by their course.
　　1)  Students in the Course of System for Welfare Society must (be expected to) earn 36 or 

more credits.
　　2)  Students in the Course of Human Centered Life Design and the Course of Human 

Environment Design must (be expected to) earn 30 or more credits.
2.  Students are allowed to undergo the review of research paper (three papers required; 12,000 or 

more characters per paper) instead of the review of a master’s thesis.
3.  Basically, the determination to choose to submit research paper should be made at the time of 

enrollment.
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Graduate School Submission requirements for a master’s degree thesis

Interdisciplinary 
New Science

Students must meet the following requirements by the submission period determined by the 
Graduate School of Interdisciplinary New Science
1.  (Be expected to) earn the number of credits, as determined by the Graduate School of 

Interdisciplinary New Science, required for the completion of their course of study 
2.  Receive necessary research advising determined by the Graduate School of Interdisciplinary 

New Science
3.  Give one or more presentations as a first author at international symposiums held by the Bio-

Nano Electronics Research Centre of Toyo University while enrolled in the Master’s program. 
These presentations are considered as substitutes for interim presentations.

　 *  Only when the committee of the Graduate School of Interdisciplinary New Science determines 
that students cannot give such presentations due to unavoidable reasons, they are separately 
provided with the opportunity to give an interim presentation.

4.  Provide notification of the theme of their research (the title of their thesis) during the period 
determined by the Graduate School of Interdisciplinary New Science

5.  Write a master’s degree thesis and its abstract in English. The title of the thesis must be given 
in English. The subtitle may be given in Japanese.

6.  Gain approval from their academic supervisor and co-supervisor regarding the review of their 
master’s degree thesis

Information 
Sciences and Arts

Students must meet the following requirements by the submission period determined by the 
Graduate School of Information Sciences and Arts
1.  (Be expected to) earn the number of credits, as determined by the Graduate School of 

Information Sciences and Arts, required for the completion of their course of study 
2.  Receive research advising required by the Graduate School of Information Sciences and Arts
3.  Give an interim presentation on their thesis in each semester, excluding the final semester, 

which should be appropriately evaluated
4.  Provide notification of the theme of their research (the title of their thesis) during the period 

determined by the Graduate School of Information Sciences and Arts
5.  Publish a first-author paper in English (including giving an oral presentation)
6.  Gain approval from their academic supervisor and co-supervisor regarding the review of their 

master’s degree thesis

Food and 
Nutritional 
Sciences

Students must meet the following requirements by the submission period determined by the 
Graduate School of Food and Nutritional Sciences
1.  (Be expected to) earn the number of credits, as determined by the Graduate School of Food and 

Nutritional Sciences, required for the completion of their course of study 
2.  Receive necessary research advising determined by the Graduate School of Food and 

Nutritional Sciences
3.  Give a presentation at an interim presentation session, which should be appropriately evaluated
4.  Provide notification of the title of their thesis during the period determined by the Graduate 

School of Food and Nutritional Sciences
5.  Gain approval from their academic supervisor and co-supervisor regarding the review of their 

master’s degree thesis

Information 
Networking for 
Innovation and 

Design

Students must meet the following requirements by the submission period determined by the 
Graduate School of Information Networking for Innovation and Design
1.  (Be expected to) earn the number of credits, as determined by the Graduate School of 

Information Networking for Innovation and Design, required for the completion of their course of 
study 

2.  Receive necessary research advising determined by the Graduate School of Information 
Networking for Innovation and Design

3.  Give an interim presentation on their thesis, which should be appropriately evaluated
4.  Provide notification of the theme of the title of their degree thesis during the period determined 

by the Graduate School of Information Networking for Innovation and Design
5.  Receive approval from their academic supervisor and co-supervisor regarding the review of their 

master’s degree thesis

Review criteria for a master’s degree thesis
Graduate School Review criteria for a master’s degree thesis

Letters

(Master’s thesis)
1.  Originality of the thesis
2.  Appropriate setting of subjects based on the study history
3.  Empirical consideration based on actual materials
4.  Coherence of and consistency in the points of an argument
5.  Considerations to research ethics
6.  Other items that the chief thesis examiner and deputy thesis examiner consider necessary
(Research paper)
　Although the criteria for the research paper are the same as those for a master’s thesis 
described above, the research subject and the content of the research paper should be based on 
practical surveys and research.

Sociology

(Master’s thesis)
1.  The theme of the relevant thesis should be appropriately selected, and the thesis should show 

new findings in a logical and empirical manner through appropriate research methods, making 
full use of sufficient materials and data based on previous studies.

2.  The relevant thesis should show that the relevant student who wishes to earn a master’s degree 
has expertise and research capacity as a researcher.

(Research paper)
[Course of Sociology only]
　The criteria for the research paper correspond to those for a master’s thesis.
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Graduate School Review criteria for a master’s degree thesis

Law

(Master’s thesis)
A master’s thesis should achieve a level by which the relevant student is considered to have 
acquired precise and deep knowledge of law from a wide perspective and have developed 
research capacity in his/her area of expertise and an outstanding ability to assume jobs for which 
a high degree of specialization is required.

(Research paper)
The research paper should achieve a level by which the relevant student is considered to have 
acquired precise and deep knowledge of law from a wide perspective and have developed an 
outstanding ability to assume the responsibilities required of civil servants. The length of the paper 
can be shorter than the length required for an ordinary master’s thesis.

Business 
Administration

1.  Originality of the viewpoint, method, content, and conclusion of the thesis
2.  Suitability and importance of the theme of the thesis
3.  Accuracy of the composition of the thesis, and consistency in the scope of consideration of 

subjects
4.  Sufficient knowledge in the area of expertise based on a survey of previous studies
5.  Substantiation supported by data and materials, and usefulness of proposed solutions
6.  Demonstration and cogency in the expansion of the points of an argument, and accuracy and 

suitability of the use of technical terms and concepts
7.  Suitability of ways of citation, annotation, use of materials, and creation of the bibliography

(Research paper)
　The review criteria for the research paper correspond to those for a master’s (degree) thesis.

Economics

[Economics]
(Master’s thesis)
1.  The relevant thesis should draw a conclusion through logical development of an argument 

based on a systematic review of the results of previous studies in the relevant area, have the 
potential to offer some academic value, or provide findings that are of great social significance 
to the relevant area.

2.  The relevant thesis should show that the relevant student who wishes to earn a master’s degree 
has the ability and knowledge to make use of his/her research results as a researcher or a 
working member of society in the future.

[Public/Private Partnership]
Both a master’s thesis and the research paper are reviewed in a comprehensive manner from the 
following viewpoints.
1.  Originality (originality of the ways to understand and organize the subject and to resolve the 

subject)
2.  Logical consistency (reasonableness, demonstrative cogency, and consistency of solutions)
3.  Theoretical development (development in the public/private partnership system and methods)
4.  Timeliness (timeliness of the subject in the field of public/private partnership and in the areas to 

which solutions are proposed)
5.  Application possibility (social contribution) (feasibility of the consideration of and proposals for 

various issues to be examined to resolve the subject)

Science and 
Engineering

(Master’s thesis)
A master’s degree thesis should be based on the results of research in which the relevant student 
who wishes to earn a master’s degree has been independently engaged, and should have a certain 
novelty that shows that the student has acquired advanced research methods in his/her area of 
expertise. For the review of the thesis, evaluation is made based on the following viewpoints.
1.  The novelty of the thesis should be clearly shown.
2.  The survey of previous studies based on bibliographical sources and fact-finding research 

should be appropriately conducted, and the positioning of the research should be clearly shown.
3.  Research methods should be described in a clear and specific manner.
4.  The conclusion of the thesis and the development of analysis and discussion should be logical 

and convincing.
5.  The thesis should be organized in a proper format, with sources cited appropriately.

(Research paper “master’s design thesis”)
A master’s design thesis should be based on the results of research in which the relevant student 
who wishes to earn a master’s degree has been independently engaged, and should have a certain 
novelty that shows that the student has acquired advanced research methods in his/her area of 
expertise. For the review of a design book (a book containing a design drawing and a research 
outcome) as an academic outcome, evaluation is made based on the following viewpoints.
1.  The novelty of the design intent and content should be clearly shown.
2.  The survey of previous studies based on bibliographical sources and fact-finding research 

should be appropriately conducted, and the positioning of the design should be clearly shown.
3.  Design methods should be described in a clear and specific manner.
4.  The design content should be appropriately described in the design book, and the design intent 

should be conveyed in a logical and convincing manner.
5.  The design content should be original, and the design book should be organized in a proper 

format.
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Graduate School Review criteria for a master’s degree thesis

Regional 
Development 

Studies

(Master’s thesis)
A master’s thesis must satisfy all of the following standards.
1.  Academic and social contribution of the thesis

The relevant thesis should make an academic and social contribution in the fields of regional 
development studies and international tourism studies.

2.  Absorption of the results of previous studies
The relevant thesis should fully absorb the results of previous studies and properly use them, 
and should offer new findings in the relevant area.

3.  Originality
The relevant thesis should show the full originality of the relevant student who has submitted 
the thesis. 

4.  Completeness of the thesis
The relevant thesis should reach a high degree of perfection, and should be supported by 
coherent logic.

(Research paper)
The review criteria for the research paper, which is written based on practical surveys and 
research, correspond to those for the master’s thesis described above.

Life Sciences

(Master’s thesis)
A master’s degree thesis should be based on the results of research in which the relevant student 
who wishes to earn a master’s degree has been independently engaged, and should have a certain 
novelty that shows that the student has acquired advanced research methods in his/her area of 
expertise. For the review of the thesis, evaluation is made based on the following viewpoints.
1.  The novelty of the thesis should be clearly shown.
2.  The survey of previous studies based on bibliographical sources and fact-finding research 

should be appropriately conducted, and the positioning of the research should be clearly shown.
3.  Research methods should be appropriate and be described in a clear and specific manner.
4.  The conclusion of the thesis and the development of analysis and discussion should be logical 

and convincing.
5.  The thesis should be organized in a proper format, with sources cited appropriately.

Welfare Society 
Design

A master’s thesis and the research paper are reviewed according to the following standards.
　1.  Related studies should be cited, and it should be shown that the relevant student has a 

proper understanding of the content of the studies.
　2.  Subjects should be set in the light of the goal of the research related to the topic of the thesis 

or research paper.
　3.  The purpose of the research should be made clear, and the conclusion of the research should 

be drawn according to the purpose.
　4.  Appropriate research methods should be chosen to pursue the purpose of the research.
　5.  Obtained findings should be briefly presented.
　6.  Considerations should be given to ethical subjects in the process of conducting the research.
　7.  The thesis should be organized in a proper format.
　8.  The content of the thesis or research paper should be briefly presented in its abstract.
　9.  The relevant student can provide a concise description of the content of his/her thesis or 

research paper in an oral examination.
　10.  The relevant student can make appropriate responses in an oral examination.

Interdisciplinary 
New Science

(Master’s thesis)
A master’s degree thesis should be based on the results of research in which the relevant student 
who wishes to earn a master’s degree has been independently engaged, and should have a certain 
novelty that shows that the student has acquired advanced research methods in his/her area of 
expertise. For the review of the thesis, evaluation is made based on the following viewpoints.
1.  The novelty of the thesis should be clearly shown.
2.  The survey of previous studies based on bibliographical sources and fact-finding research 

should be appropriately conducted, and the positioning of the research should be clearly shown.
3.  Research methods should be described in a clear and specific manner.
4.  The conclusion of the thesis and the development of analysis and discussion should be logical 

and convincing.
5.  The thesis should be organized in a proper format, with sources cited appropriately.
6.  The relevant student should give an oral presentation in English in a logical and scientific 

manner, using slides in English, at a master’s degree thesis presentation session.

Information 
Sciences and Arts

(Master’s thesis)
A master’s degree thesis should be based on the results of research in which the relevant student 
who wishes to earn a master’s degree has been independently engaged, and should have a certain 
novelty that the student has acquired advanced research methods in his/her area of expertise. For 
the review of the thesis, evaluation is made based on the following viewpoints.
1.  The novelty of the thesis should be clearly shown.
2.  The survey of previous studies based on bibliographical sources and fact-finding research 

should be appropriately conducted, and the positioning of the research should be clearly shown.
3.  Research methods should be described in a clear and specific manner.
4.  The conclusion of the thesis and the development of analysis and discussion should be logical 

and convincing.
5.  The thesis should be organized in a proper format, with sources cited appropriately.
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Graduate School Review criteria for a master’s degree thesis

Food and 
Nutritional 
Sciences

(Master’s thesis)
A master’s degree thesis should be based on the results of research in which the student who 
wishes to earn a master’s degree has been independently engaged, and should have a certain 
novelty that the student has acquired advanced research methods in his/her area of expertise. For 
the review of the thesis, evaluation is made based on the following viewpoints.
1.  The novelty of the thesis should be clearly shown.
2.  The survey of previous studies based on bibliographical sources and fact-finding research 

should be appropriately conducted, and the positioning of the research should be clearly shown.
3.  Research methods should be appropriate and be described in a clear and specific manner.
4.  The conclusion of the thesis and the development of analysis and discussion should be logical 

and convincing.
5.  The thesis should be organized in a proper format, with sources cited appropriately.

Information 
Networking for 
Innovation and 

Design

(Master’s thesis)
A master’s degree thesis should be based on the results of research in which the relevant student 
who wishes to earn a master’s degree has been independently engaged, and should have a certain 
novelty that the student has acquired advanced research methods in his/her area of expertise. For 
the review of the thesis, evaluation is made based on the following viewpoints.
1.  The novelty of the thesis should be clearly shown.
2.  The survey of previous studies based on bibliographical sources and fact-finding research 

should be appropriately conducted, and the positioning of the research should be clearly shown.
3.  Research methods should be described in a clear and specific manner.
4.  The conclusion of the thesis and the development of analysis and discussion should be logical 

and convincing.
5.  The thesis should be organized in a proper format, with sources cited appropriately.

７．Submission of a doctoral degree thesis  〔日本語：P.39参照〕

　1）Types of doctoral degrees
 There are two types of doctoral degrees: a doctoral degree by coursework and thesis and a doctoral degree by 
thesis only.

　　　・Doctoral degree by coursework and thesis （KOU）: For students who have submitted a doctoral thesis 
while enrolled in the Doctoral program (including when they are re-enrolled after once or being 
expelled from graduate school) and have been awarded a doctoral degree

　　　・Doctoral degree by thesis only （OTSU）: For students who are not enrolled in the Doctoral program and 
who have passed the review of their doctoral thesis and the final examination and have been awarded 
a doctoral degree after it has been confirmed that they have academic ability equivalent to or greater 
than those who have completed the Doctoral program in their academic area of specialization

　2）Submission of a doctoral degree thesis （KOU）
①  Students who submit a doctoral degree thesis while enrolled in the Doctoral program based on Article 

5 of the Toyo University Degree Regulations according to the instructions of their academic supervisors 
are required to enter necessary information on the Application for a Doctoral Degree and other forms 
designated by the university after confirming the submission requirements for a doctoral degree thesis 
(KOU) (P.95 – 97), and to submit the forms with the doctoral degree thesis to the office in charge. The 
submission schedule in this academic year is described below. Since advanced research results are required 
for a doctoral degree thesis, students are required to fully consult with their academic supervisors on their 
research results.

Campus Submission deadline Submission hours Place of submission 
(office in charge)

Hakusan 
Campus

Completion in September:
Documents distributed – 5/8 (Mon), 2017

10:00 – 13:00
14:00 – 19:00
* Saturdays:
10:00 – 12:30

Education Affairs 
Section for Graduate 
Schools, Education 

Affairs Office
Completion in March:
Documents distributed – 11/11 (Sat), 2017

Asaka Campus

Completion in September:
Documents distributed – 5/8 (Mon), 2017

10:00 – 13:00
14:00 – 18:00
* Saturdays:
10:00 – 12:45

Administration 
Section, Asaka 
Campus OfficeCompletion in March:

Documents distributed – 11/11 (Sat), 2017

Kawagoe 
Campus

Completion in September:
5/25 (Thu) – 26 (Fri), 2017 9:30 – 13:00

14:00 – 16:45

Education and 
Student Affairs 

Section, Kawagoe 
Campus Office

Completion in March:
11/27 (Mon) – 28 (Tue), 2017

Itakura Campus

Completion in September:
5/26(Fri), 2017

14:00 – 16:00
Administration 
Section, Itakura 
Campus OfficeCompletion in March:

11/24(Fri), 2017
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  ★  Students should allow sufficient time to submit their doctoral degree thesis during the period indicated above. 
(The submission deadline should be strictly observed.)

②  Documents necessary for the submission of a doctoral degree thesis are distributed at the office in charge 
one month before the submission deadline. (Students are required to bring a USB storage device.)
The documents are distributed after any academic supervisor of the relevant student notifies the office in 
charge that the student is authorized to submit a doctoral degree thesis. Therefor, the student is required 
to visit the office in charge to receive the documents after confirming with his/her academic supervisor that 
notification of authorization has already been provided to the office in charge.

　　□ Forms to be distributed　　　Forms A-1 to A-6 : one sheet per Form

　　□ What needs to be submitted
　　 1. Doctoral degree thesis　five copies of the thesis and one PDF data file
　　　　・ A doctoral degree thesis must be bound with a hard cover (black cover with gold lettering) since it is 

stored at the university’s library after the review of the thesis. (Students enrolled in the Graduate Schools 
of Sociology, Economics, Science and Engineering, Regional Development Studies, Welfare Society Design, 
Interdisciplinary New Science, and Life Sciences are allowed to submit a thesis in temporary binding.)

　　　　・ If submitting a thesis in temporary binding, students are required to submit the thesis in permanent 
binding (black hard cover with gold lettering) by the end of the review of the thesis.

　　　　・ The thesis must be presented in A4 format. Since the number of pages and style of the thesis are not 
particularly designated, students should follow the instructions of their academic supervisors.

　　　　・ For the style of the cover, see the next page. (The subtitle, if any, must be entered on the cover as well.) 
The same conditions apply to a thesis in temporary binding.

　　　　・ The PDF data file must contain the data of the entire thesis in permanent binding (including the cover). 
The submitted PDF data is published on the internet without any modifications. The data of the printed 
and bound thesis, not of a galley proof of the thesis, must be submitted. The PDF data file should not be 
created by scanning the thesis.

　　 2. Doctoral Degree Thesis Submission Form (Form A-1)　one copy
　　　　・ The personal seals and signatures of academic supervisors who are written on the Notification of Thesis 

Title must be affixed in the column for the approval personal seal of the academic supervisor and co-
supervisor.

　　　　・ Students are required to have their academic supervisor and co-supervisor affix their signatures and 
personal seals in the column after receiving their final confirmation of the doctoral degree thesis and a set 
of documents to be submitted.

　　 3. Application for a Doctoral Degree (Form A-2)　one copy
　　　　・ Students are required to fill out the form, confirming the documents to be submitted and the required 

number of copies, which are described on the form.

　　 4. Resume / Research Achievement Form (Form A-3)　five copies
　　　　・ Five copies of the Resume / Research Achievement form must be submitted: one is the original (with a 

photo and a personal seal) and four are colored copies.
　　　　・ The date in the academic background column must include the date, month, and year. At Toyo 

University, the enrollment date and month should be 4/1 for students enrolled in the spring semester (10/1 
for students enrolled in the fall semester). The graduation or completion date and month should be 3/25 
for students graduated in March (9/25 for students graduated in September).

　　　　・ If students have taken a leave of absence for a certain period of time, they are required to specify the 
period of the leave of absence in the academic background column, such as “A leave of absence starting 
MM/DD, YY to MM/DD, YY.”

　　　　・ In particular, students are required to have their academic supervisors check their research 
achievements.

　　 5. Doctoral thesis abstract　five copies
　　　　・ An abstract must be written on a maximum of six A4 pages. Although it does not matter whether a front 

cover is attached or not, the title (including the subtitle) of the thesis, student number, and student name 
must be entered at the top of the abstract.
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　　 6. How to publish a doctoral thesis (Form A-4)　one copy
　　　　・ Students are required to enter necessary information on the form to submit it.
　　　　・ When students cannot publish the entire doctoral thesis on the internet due to unavoidable reasons, they 

are required to submit a summary of the doctoral thesis (printed material and a PDF data file).
　　　　・ A front cover must be attached to the summary of the thesis. Although the style of the front cover 

should correspond to that of the doctoral thesis, the words “Summary of the Toyo University Doctoral 
Degree Thesis” must be clearly written on the front cover. The summary must be different from the 
thesis abstract listed in submission item 5 above.

　　 7. Certificate of receipt (Form A-5)　one copy
　　　　・ The title of the thesis must be entered.

　　 8. Coauthors’ agreement (Form A-6)　one copy
　　　　・ When students include their books, translations, or papers written in collaboration with coauthors as 

research achievements required for the submission of a doctoral degree thesis, the coauthors’ agreement 
must be submitted.

　　 9. Doctoral degree thesis review fees　20,000 yen
　　　　・ After all documents (No. 1-8) are submitted, students will be charged thesis review fees. Students are 

required to pay the fees according to the instructions of the office in charge.

　　 10. Other precautions
　　　　・ When students include papers that have not yet been published as research achievements required for 

the submission of a doctoral degree thesis, they need to submit written evidence, such as a notification of 
paper acceptance. In such case, they are required to confirm with the office in charge in advance.

　　　　・ In some thesis review systems, students may have to submit an additional doctoral degree thesis. In such 
case, they are required to follow the instructions of the office in charge.

　　　　・ Students are required to submit the forms after making sure that there are no incomplete parts or 
sentences on the forms printed out.

　　　　・ Students are required to have their academic supervisors check their forms before submitting them (in 
particular, regarding their research achievements).

　　　　・ Students are informed of how to pay thesis review fees after their thesis is accepted by the graduate 
school committee of their graduate school.

Im
p

ortant

The title and subtitle of a thesis are very important. Every letter of the title and subtitle entered on the 
following six items must be identical: the thesis (front cover, spine, and inside cover), the Application 
for a Doctoral Degree, the certificate of receipt, and the thesis abstract. If not, they cannot be accepted. 
Careful attention should be paid to the use or non-use of brackets, quotation marks and punctuation 
marks, the type of them, and the difference between uppercase and lowercase letters. The title and 
subtitle entered on these items should be checked again before submission.

《Style of a doctoral thesis》
　　(Front cover written in English)

　　・様式のデータファイルが必要な場合は、USBメモリを各キャンパス担当窓口に持参すること。

　　・記入漏れや文章が途中で欠けていないか等、印刷後確認をしたうえで提出すること。

　　・作成した提出書類は、提出前に必ず指導教授の確認を受けること（特に業績の記載について）。

　　・審査料の納入方法については、各研究科委員会で論文受理後、本人宛に通知する。

　論文題目はサブタイトルも含めて重要で、論文（表紙・背表紙・中表紙）、学位請求書、受領書、論文
要旨の 6箇所の題目が一字一句同一でないと受付できない。「　」のあるなし、「と『の違い、「－」「～」
「・」、アルファベットの大文字・小文字などに十分注意して提出前に再度確認すること。

《博士論文の体裁》

　　（和文で作成・表紙） （背表紙）

　　

2016 年度
東洋大学審査学位論文

題目・サブタイトル

○○研究科△△専攻博士後期課程
学籍番号　氏　名
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　3）Thesis examiners
When accepting a doctoral degree thesis, the graduate school committee elects an academic supervisor and 
two or more instructors in charge of courses related to the relevant thesis (an instructor in charge of research 
advising must be included) as thesis examiners. One of them is appointed as the chief thesis examiner and 
the rest of them as deputy thesis examiners through discussions among the committee members. Moreover, 
instructors in charge of courses related to the relevant thesis and other members (including part-time 
instructors) may be added as deputy thesis examiners through discussions among the committee members, if 
this is necessary for the review of the thesis.

　4）Thesis review period
　 The review of a doctoral degree thesis, and the final examination or inquiry to confirm the academic ability of the 

relevant student, will be completed within one year after the acceptance of the doctoral thesis.

　5）　Notification of the review results
　 The pass-fail judgment of a doctoral degree thesis is made in a comprehensive manner based on the results of 

the review of the thesis and the final examination. For students whose thesis has passed the review and the final 
examination, the pass-judgment is disclosed through the announcement of students who are recognized to have 
met the completion requirements established by their graduate school and course.

　6）Publication of a doctoral degree thesis
　 Students who have been awarded a doctoral degree are required to publish the entire thesis related to the 

awarded doctoral degree within one year after the date when they were awarded the doctoral degree. However, 
if there is an unavoidable reason, they may publish a summary of the thesis related to the awarded doctoral 
degree instead of the entire thesis after gaining approval from the graduate school committee. In such case, Toyo 
University makes available for inspection the entire thesis when requested to do so.

　 The publication of the thesis should be done through the university’s institutional repository.
　 When the thesis is published, “Toyo University Doctoral Degree Thesis” or “Summary of the Toyo University 

Doctoral Degree Thesis” must be clearly stated.

Submission requirements for a doctoral degree thesis
　( When the academic supervisor and co-supervisor are determined, students should confirm 

with them about the details on the submission requirements.)
Graduate School Submission requirements for a doctoral degree thesis

Letters

1.  Students who wish to earn a degree must receive research advising from their academic 
supervisors and be enrolled in the Doctoral program.

2.  Students who wish to earn a degree must publish one or more papers related to the field of 
the thesis that they intend to submit in a refereed academic journal, which is issued by a 
nationwide or international-scale academic society.

Sociology
1.  At least one first-author paper related to the relevant field must be published in a refereed 

academic journal. (Papers determined to be published in such a journal are accepted.)
2.  Students must give one or more presentations at an academic conference.

Law

1.  Students must comply with the Toyo University Graduate School Academic Rules and 
Regulations and the Toyo University Degree Regulations.

2.  Students must report their research results at an interim presentation session.
3.  At least three research papers related to their doctoral degree thesis must be published in 

an academic journal or bulletin. Their master’s degree thesis and oral presentations given 
at an academic conference or equivalent study meeting may be accepted instead of these 
papers at the discretion of the graduate school committee.

Business 
Administration

[Students enrolled in or before AY 2015]
1.  At least three papers must be published in an academic journal. (It is desirable that at least 

one paper be published in a refereed journal of an academic society registered with the 
Science Council of Japan or equivalent academic society.)

2.  Students must give two or more presentations at a conference held by an academic society 
mentioned above.

[Students enrolled in or after AY 2016]
1.  At least three first-author papers related to the relevant field must be published in a 

refereed academic journal. (At least one paper must be published in a refereed journal of 
a cooperative academic society of the Science Council of Japan or equivalent academic 
society.)

2.  Students must give two or more presentations at a conference held by a cooperative 
academic society of the Science Council of Japan or equivalent academic society.
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Graduate School Submission requirements for a doctoral degree thesis

Economics

1.  Students who wish to earn a doctoral degree by coursework and thesis (KOU) must 
comply with the requirements of the Toyo University Graduate School Academic Rules and 
Regulations and the Toyo University Degree Regulations.

2.  Students must give two or more presentations on their research results, which have been 
achieved during their course of study in the Doctoral program, at an academic conference.

3.  At least one first-author paper on the research results, which have been achieved during their 
course of study in the Doctoral program, must (scheduled to) be published in an outside 
refereed academic journal.

4.  At least one paper on the research results, which have been achieved during their course of 
study in the Doctoral program, must be published in a designated annual report or bulletin. 
These papers must be different from those described in item 3.

5.  When the papers described in items 3 and 4 are written in collaboration with coauthors, 
documents in which the role of the relevant student in the relevant research is clearly stated 
by all of the coauthors must be attached.

6.  Students must give presentations at the university’s thesis presentation sessions for 
students who wish to earn a doctoral degree.

Science and 
Engineering

*  Please confirm the 
details provided 
by each course.

[Course of Advanced Mechatronics Systems]
　 Students must publish two or more papers in a refereed academic journal. At least one of 

these papers must be a first-author paper. They must also include one or more papers written 
in English. (It is acceptable if there is a notification of publication acceptance.)

[Course of Biomedical Engineering]
　 Students must publish two or more papers in a refereed academic journal. At least one of 

these papers must be a first-author paper. They must also include one or more papers written 
in English. (It is acceptable if there is a notification of publication acceptance.)

[Course of Electricity, Electronics and Communications]
　 Students must publish one or more first-author papers written in English, or two or more 

papers, at least one of which must be a first-author paper. (Papers written in English and 
other papers must be published in a refereed academic journal. It is acceptable if there is a 
notification of publication acceptance.)

[Course of Applied Chemistry]
　 Students must publish two or more papers written in English in a refereed journal. At least 

two of these papers must be first-author papers. (It is acceptable if there is a notification of 
publication acceptance.)

[Course of Architecture, Civil and Environmental System Design]
　 Students must publish two or more papers, at least one of which must be a first-author 

paper, in a refereed academic journal. (It is acceptable if there is a notification of publication 
acceptance.)

Regional 
Development 

Studies

1.  Students who wish to earn a degree must receive research advising from their academic 
supervisors and to be enrolled in the Doctoral program.

2.  Students who wish to earn a degree must fall under any of the following categories in research 
in the field closely related to the topic of their doctoral thesis.

　i)  Students who publish one or more first-author papers in an outside refereed journal, publish 
one or more first-author papers in a refereed bulletin of their graduate school, and give one or 
more first-author oral presentations by the review of their thesis. (Regarding refereed papers, 
it is acceptable if there are certificates proving that the papers are scheduled to be published 
at the time of the review of the thesis.)

　ii)  Students who publish one or more first-author papers in an outside refereed journal and give 
three or more first-author oral presentations by the review of their thesis. (Regarding refereed 
papers, it is acceptable if there are certificates proving that the papers are scheduled to be 
published at the time of the review of the thesis.)

Life Sciences

1.  Student must publish one or more original papers. At least one of these papers must be a 
first-author and full paper and be published in an English academic journal regularly issued 
in which theses are rigorously refereed. (When there are coauthors, their written consents 
prescribed separately must be submitted.)

　 Students who have completed a Master’s program at another university and are enrolled 
in the Doctoral program at Toyo University must publish one or more original papers during 
their course of study in the Doctoral program.

2.  Students must submit research reports at the end of their first year and second year in the 
Doctoral program.

Welfare Society 
Design

*  Please confirm the 
details provided 
by each course.

[Students enrolled in or before AY 2015]
1.  Students must have published one or more single-author or first-author research papers 

in a refereed journal within the past five years. (For details on refereed journals, students 
must confirm with their academic supervisors.)

2.  Students must be recognized to have achieved results corresponding to those 
mentioned in item 1 above through their books, designs, works, and other research 
outputs within the past five years.

[Students enrolled in or after AY 2016]
・Students must have achieved the following results within the past five years.
・For details on refereed journals, students must confirm with their academic supervisors.

Course Requirements
Social Welfare

Human Centered Life Design
One or more single-author or first-author research papers must be 
published in a refereed journal.

Human Environment Design One or more single-author or first-author research papers, designs, works, 
or other research outputs must be published in a refereed journal.

*  Matters common to students enrolled in or before AY 2015 and those enrolled in or after AY 2016:
  It is acceptable if there is a notification of publication acceptance about the results above.
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Graduate School Submission requirements for a doctoral degree thesis

Interdisciplinary 
New Science

*  Please confirm the 
details provided 
by each course.

Students must publish two or more research papers in an international journal.
At least one of these papers must be a first-author paper. (It is acceptable if there is a 
notification of publication acceptance.)

Review criteria for a doctoral degree thesis （KOU）
At Toyo University, a doctoral degree thesis （KOU） is rigorously reviewed according to the 
following criteria.

Graduate School Review criteria for a doctoral degree thesis

Letters

1.  The relevant doctoral degree thesis should fully absorb the results of conventional studies 
and appropriately use them, and should provide new findings in the relevant research area 
and show the originality of the relevant student who has submitted the thesis.

2.  The relevant doctoral degree thesis should be based on an empirical and systematic 
approach, which shows that the relevant student who has submitted the thesis has the 
sophisticated research capacity to conduct research activities as an independent researcher 
both in terms of analysis and logical expansion.

3.  Overall, the relevant doctoral degree thesis should reach a high academic level, and should 
show that the relevant student who has submitted the thesis has enough knowledge and 
ability to perform highly specialized tasks.

Sociology

[Students enrolled in or before AY 2015]
1.  The doctoral degree thesis should provide new findings in a logically consistent and 

empirical manner through appropriate research methods, making full use of sufficient 
materials and data based on previous studies.

2.  The doctoral degree thesis should show that the relevant student who has submitted the 
thesis has sophisticated expertise, knowledge, and research capacity.

[Students enrolled in or after AY 2016]
1.  With the topic of the thesis appropriately chosen, the relevant doctoral degree thesis should 

show new findings in a logical and empirical manner through appropriate research methods, 
making full use of sufficient materials and data based on previous studies.

2.  The content of the relevant thesis should show that the relevant student who has submitted 
the thesis has sophisticated expertise, knowledge, and research capacity.

Law

1.  A large amount of domestic and foreign documents and materials should be appropriately 
cited in the relevant thesis. Regarding courses related to the thesis and foreign language 
skills, students should be assessed orally by the review committee.

2.  The relevant thesis should be fully based on the results of conventional studies in the 
subject area of the relevant research, and should have originality or novelty supported by 
sophisticated theories.

3.  The content of the relevant thesis should show that the author of the thesis has considerable 
research capacity.

Business 
Administration

1.  The doctoral degree thesis should contribute to a modern management society, step into an 
unexplored research area, provide new findings in the area, and have originality.

2.  The doctoral degree thesis should reach a high degree of perfection and be supported by 
coherent logic, as well as meet the requirements mentioned in item 1 above.

3.  The relevant student who has submitted the doctoral degree thesis should be recognized to 
have complete ability as a researcher, the sophisticated research capacity to play an active 
role as an independent researcher, or the ability to perform highly specialized tasks.

Economics

1.  The relevant thesis should have high academic value. In other words, the thesis should reach 
a conclusion through a rigorous and reasonable expansion of logic, fully and systematically 
based on the results of previous studies in the relevant research area, and the conclusion 
should offer new and socially significant findings in the relevant research area.

2.  The relevant thesis should show that the relevant student who wishes to earn a degree has 
enough capacity and knowledge to independently conduct research in the future.

Science and 
Engineering

1.  The relevant thesis should have academic significance, novelty, creativity, and applicative 
value in the relevant research area.

2.  Students who wish to earn a doctoral degree should have the ability to plan and promote 
research and to logically explain research results, and should have a high level and broad 
range of expertise related to their research area.

Regional 
Development 

Studies

1.  Academic and social contribution of the thesis
　 The relevant thesis should make an academic and social contribution in the fields of regional 

development studies and international tourism studies.
2.  Absorption of the results of previous studies
　 The relevant thesis should fully absorb the results of previous studies and properly use them, 

and should offer new findings in the relevant area.
3.  Originality
　 The relevant thesis should show the full originality of the relevant student who has submitted 

the thesis. 
4.  Completeness of the thesis
　 The relevant thesis should reach a high degree of perfection, and should be supported by 

coherent logic.
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Graduate School Review criteria for a doctoral degree thesis

Life Sciences

1.  The doctoral degree thesis should have a global and broad perspective, be full of originality 
with a high level of expertise based on the results of conventional studies, and provide a few 
findings in the relevant research area. 

2.  The doctoral degree thesis should reach a high degree of perfection and be supported by 
coherent logic, as well as meet the requirements mentioned in item 1 above.

3.  The doctoral degree thesis should show that the relevant student who has submitted the 
thesis has sophisticated knowledge and research capacity.

Interdisciplinary 
New Science

1.  The relevant thesis should provide new findings through sufficient data analysis and a proper 
expansion of logic based on previous studies.

2.  The relevant thesis should show that the relevant student who wishes to earn a degree has 
the capacity and knowledge to conduct research as a researcher.

Welfare Society 
Design

[ Course of Social Welfare]
1.  The entire thesis should be composed and written based on a clear theme.
2.  The thesis should contain new findings that can be added to research results that have been 

accumulated by relevant academic societies.
3.  The process for writing the thesis should be clear.
　i) Existing literature and materials should be fully reviewed, and a unique theme should be 

set based on the review results.
　ii) The logical expansion in each chapter and the relationships between each chapter should 

be clear. 
　iii) The description provided in the thesis should be fully supported by theoretical and 

empirical evidence.
　iv) Enough survey data and materials should be collected, and be appropriately analyzed 

and discussed according to the process.
　v) The discussion and conclusion should be appropriately presented in line with the theme of 

the thesis.
4.  The content of the thesis should be appropriate for a doctoral degree thesis.
[Course of Human Centered Life Design / Course of Human Environment Design]
1.  Appropriateness of the positioning of the research
　 Existing literature and materials should be fully reviewed, subjects for the doctoral degree 

thesis should be clear, and the thesis should be considered to have academic value.
2.  Theme and overall composition
　 The theme and composition of the thesis, the expressions and charts used in the thesis, and 

the citation of literature should be appropriate. The overall thesis should be well balanced, 
and the total composition of the thesis should be completed.

3.  Reasonability
　 The points and basis of an argument should be reasonable and clear.
4.  Originality
　 The introduced concepts and discovered facts should have originality.
5.  Reliability
　 Research methods, analysis methods, and data that provide the basis of an argument should 

be accurate and reliable.
6.  Novelty / Pioneering characteristics
　 The used concepts and methods and the drawn conclusions should have novelty and 

pioneering characteristics.
7.  Usefulness
　 The conclusion of the thesis should be clearly presented and be useful for the future 

development of the relevant area of expertise.
8.  In addition to these, the thesis should comply with the provisions of the Toyo University 

Code of Conduct and the Toyo University Regulations for Research Ethics prescribed by 
Toyo University.

　3）Doctoral degree thesis （OTSU）
①  Eligible students are those who are not enrolled in the Doctoral program and submit a doctoral degree 

thesis based on Article 6 of the Toyo University Degree Regulations.
②  Students who intend to submit a doctoral degree thesis (OTSU) are required to consult the course chair in 

advance to confirm whether their thesis can be reviewed by the course instructors and whether their thesis 
meets the submission requirements. 

③  Students who are allowed by the course chair to submit their thesis are required to receive necessary 
forms at the office in charge, enter necessary information on the forms, and submit them with their doctoral 
degree thesis to the office in charge.

④  Although the submission deadline for a doctoral degree thesis (OTSU) is not particularly set, students are 
required to notify the office in charge of the submission of the thesis in advance.
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８．Doctoral Program Research Report  〔日本語：P.46参照〕

①  Students enrolled in the Doctoral program are required to submit the Notification of Thesis Title and 
a research proposal outline for the relevant academic year at the beginning of every academic year. 
The submission of the research proposal outline is also mentioned in the “4. Determination of supervisors / 
Submission of the Notification of Thesis Title, etc.” section on P.81.

②  As a rule, students enrolled in the Doctoral program are required to submit a report on their research at the 
end of the academic year based on the research proposal outline ( ① ), which is submitted at the beginning 
of the academic year (including students who have submitted a doctoral thesis).
 The submitted research report is published as the Doctoral Program Research Report every academic year.
 The details on the distribution of research report forms and the schedule of submission for this academic 
year are described below.
 Since instructors are often absent from the university during summer break and the year-end and New 
Year holidays, students should allow sufficient time to have their academic supervisors affix their signatures 
and personal seals.

Campus Schedule of the distribution of forms Submission deadline Place of submission

Hakusan Campus

Students expected to 
complete their course 
of study in September 

2017 / those who 
enter the graduate 
school in the fall 

semester

Beginning of 
July 9/30 (Sat), 2017

Education Affairs 
S e c t i o n  f o r 
Graduate Schools, 
E d u c a t i o n 
A f f a i r s  O f f i c e

Other than those 
above

Beginning of 
November 12/25 (Mon), 2017

Asaka Campus

Students expected to 
complete their course 
of study in September 

2017

Beginning of 
July 9/30 (Sat), 2017 Adm in i s t r a t i o n 

Sect ion ,  Asaka 
Campus Of f iceOther than those 

above
Beginning of 
November 12/23 (Sat), 2017

Kawagoe Campus

Students who enter 
the graduate school in 

the fall semester
Beginning of 

July 7/28 (Fri), 2017 Educa t i on  and 
Student Affa i rs 
Section, Kawagoe 
Campus Of f ice

Students who enter 
the graduate school in 

April
Beginning of 
November 1/5 (Fri), 2018

Itakura Campus

Students who enter 
the graduate school in 

the fall semester
Beginning of 

July 9/4 (Mon), 2017 Adm in i s t r a t i o n 
Section, Itakura 
Campus Of f iceStudents who enter 

the graduate school in 
April

Beginning of 
November 1/5 (Fri), 2018

★ Students should allow sufficient time to submit necessary documents by the deadline indicated above.

③ A research report should be written in the following manner.
・ The maximum number of characters should be 3,600. When printed out, the characters should be arranged 

in the format of 90 or less lines of 40 characters each per student. Charts are allowed to be included at the 
end of the report. They must be on a single sheet of A4 paper (black and white). A multi-column layout 
should not be used.

・ In principle, a research report should be written in A4 format, using a PC (MS Word), with the name of 
the graduate school and course, the author’s name, and the title of the research being entered. The total 
number of characters also should be entered at the end of the report. Recording media, including CD-R 
discs and USB storage devices (excluding BD-R discs, floppy disks, and SD cards), also should be submitted 
along with the designated research reports (one original and one copy). The recording media will not be 
returned.
*  The data of the “views of the academic supervisor” also should be stored on a CD-R disc or a USB 
storage device.

・ After writing the report, students are required to have their academic supervisor fill in the “views of 
the academic supervisor” column, and then have their academic supervisor and co-supervisor affix their 
signatures and personal seals on the report.

・ The report is published as printed material after being proofread once. It is planned to be proofread at the 
end of January to the beginning of February.
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９．Enrollment status  〔日本語：P.47参照〕

　1）Standard term of study / Maximum period of enrollment
① Master’s program

Standard term of study Extension of the period of enrollment
Full-year course 1st year 2nd year 3rd year 4th year

Semester course 1st 
semester

2nd 
semester

3rd 
semester

4th 
semester

5th 
semester

6th 
semester

7th 
semester

8th 
semester

The maximum period of enrollment is four years. *1

　*1  The period of a leave of absence is not included in the period of enrollment. = The 
maximum period of enrollment is six years when the period of a leave of absence is 
included.

② Doctoral program
Standard term of study Extension of the period of enrollment

Full-year course 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year

Semes-ter course 1st 
semester

2nd 
semester

3rd 
semester

4th 
semester

5th 
semester

6th 
semester

7th 
semester

8th 
semester

9th 
semester

10th 
semester

11th 
semester

12th 
semester

The maximum period of enrollment is six years. *2
　* 2  The period of a leave of absence is not included in the period of enrollment. = The maximum period of enrollment is nine 

years when the period of a leave of absence is included.

　2）Leave of absence
① Leave of absence

  When students cannot attend classes for three or more consecutive months due to disease, injury, or 
other unavoidable reason, they are allowed to take a leave of absence through procedures prescribed by 
the university. However, students enrolled in the Small and Medium Enterprise Management Consultant 
Registration Training course of the Course of Business, Accounting and Finance, Graduate School of 
Business Administration are not allowed to take a leave of absence.

② Procedures, periods, and extension of the period

Full-year course
Semester course

Spring semester Fall semester

Procedure deadline
※3

By the end of May on year of 
wishing to leave of absence)

By the end of May on 
semester of wishing to leave 
of absence)

By the beggining of 
November on semester of 
wishing to leave of absence)

Period of a leave of 
absence 4/1 - 3/31 4/1 - 9/30 10/1 - 3/31

Extension of the period 
of a leave of absence

Students are allowed to take a leave of absence consecutively for one year (two semesters) 
at maximum. The period of a leave of absence may be extended for anoter one year (two 
semesters) if the circumstances are exceptional. *5

Total period of a leave 
of absence

In the Master's program, the period of a leave of absence must not exceed a total of two 
years(four semesters).
In the Doctoral program, the period of a leave of absence must not exceed a total of 
three years(six semesters).

　*3  Consult the office in charge about the specific date.
To complete the procedure, you must not only submit the request for Leave of Absence form but also pay the enrollment fee 
after submitting the request. Therefore, you should submit the request for Leave of Absence form with time to spare.
Note that, if you fail to complete the necessary procedure in time, your period of absence will start in the middle of the 
semester. (For details of Full-year course, see *4.)
Requests for leave of absence in the middle of a semester are accepted until the final day of June for the spring semester 
and until the final day of December for the fall semester. However, requests are accepted on the condition that requesting 
students have paid the necessary tuition and fees for the semester by the payment deadline. The paid tuition and fees 
cannot be refunded.

　*4  If students under the Full-year course complete the procedure by the payment deadline for the necessary tuition and fees 
for the second semester of the academic year when the students intend to take a leave of absence, the paid tuition and 
fees for the second semester will be refunded excluding the enrollment fees. (If you have not paid the tuition and fees for 
the second semester, pay only the enrollment fee.)
If you fail to complete the necessary procedure in time concerning other matters, follow *4 above.

　*5 If you intend to take a leave of absence for more than one consecutive year, consult the office in charge about that.

◆Full-year course
・ Students enrolled in the Graduate 

Schools of Letters, Sociology, and 
Economics (excluding the Course 
of Public/Private Partnership) 
who entered the university in or 
before AY 2014

・Graduate School of Law
◆Semester course
　Graduate schools and courses 
other than those described above
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③ How to carry out procedures

　

　　*6 ①  As for the payment method of enrollment fees, confirm with the office in charge in advance.
　　　 ② If you fail to pay enrollment fees within the prescribed period, you will be dismissed from the university.
　　*7  If your academic supervisor is absent, consult the director of the course and gain approval from him/her.

④ When international students take a leave of absence
 Since international students are permitted to stay in Japan for study purposes, they are not allowed to 
take a leave of absence, in principle. Even if they need to take a leave of absence due to disease or other 
unavoidable reason, they are required to return home country temporarily unless there is a good reason 
(for instance, hospitalization) for staying in Japan. If they do not return home country during the period of a 
leave of absence and stay in Japan for three or more months without good reason for staying in Japan, their 
residence status may be revoked in accordance with the Immigration Control and Refugee Recognition Act. 
Moreover, they are not allowed to work part-time during the period of a leave of absence.
 If students intend to take a leave of absence due to an unavoidable reason, it is advisable that they consult 
the Immigration Bureau of Japan about their residence status. When submitting the Request for Leave of 
Absence form, they are also required to submit the Notification of Returning Home, as prescribed by the 
university, to the office in charge without fail.

　3）Return to graduate school
① Return to graduate school

Students who take a leave of absence can return to graduate school after the following procedures.
② How to carry out procedures

　

　　*8  Submission deadline: Full-year course = generally by the end of January; Semester course (when returning to graduate 
school in the spring semester) = generally by the end of January; Semester course (when returning to graduate school in 
the fall semester) = generally by the end of July.

　4）Withdrawal from graduate school

① How to carry out procedures

　　*9  When a withdrawal from graduate school is approved through procedures prescribed by the university, the Withdrawal 
Permit is dispatched.

② Certificates after a withdrawal from graduate school
 The Certificate of Enrollment Period, which states the withdrawal from graduate school and other matters, 
is issued by the office in charge for a charge, if there is an application.

Receive an explanation 
at the office in charge.

Enter necessary information on the 
Request for Leave of Absence form.

Submit the form to the 
office in charge. 

Pay tuition and fees 
(enrollment fees, etc.). *6

Consult your academic supervisor 
and obtain his/her personal seal. *7

Ask your guarantor to countersign 
the form.

Submit a medical certificate  
(in the case of disease or injury).

When you wish to extend the period of a 
leave of absence, consult the office in charge.

Enter necessary information on the 
Request for Return to School form.

Submit the form to the office in 
charge. *8

Pay tuition and fees (academic 
fees).

Consult your academic supervisor and 
obtain his/her approval personal seal. *7

Ask your guarantor to countersign 
the form.

Receive an explanation at the office 
in charge.

Enter necessary information on the 
Request for Withdrawal from School form.

Submit the form to the office in 
charge. *9

Consult your academic supervisor and 
obtain his/her approval personal seal. *7

Ask your guarantor to countersign 
the form.

Submit your student ID 
card.
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③ Completion of the Doctoral program without a doctoral degree
 In the Doctoral program, students who have been enrolled in the program for the standard term of study (3 
years) or more and do not meet one of the requirements, which requires them to pass the review of a doctoral 
degree thesis and the final examination after receiving necessary research advising, are defined to have 
completed the program without a doctoral degree.

　5）Dismissal from graduate school
① Dismissal from graduate school

 Students who fall under any of the following cases will be dismissed from the university, and the Notification 
of Dismissal from School will be dispatched to them.
・In the case where students do not pay tuition and fees (academic fees) by the prescribed deadline
・In the case where new students do not complete course registration by the prescribed deadline or where 

they are considered to have no intention to enter the university
・In the case where international students are declined to be issued a VISA for “Student” status on 

Immigration Control and Refugee Recognition Act.
② Certificates after dismissal from graduate school

 The Certificate of Enrollment Period, which states the dismissal from graduate school and other matters, is 
issued by the office in charge for a charge, if there is an application.

　6）Repeating(extension of the period of enrollment)
① Repeating(extension of the period of enrollment)

 Repeating occurs when students who have completed the standard term of study but have not met the 
completion requirements continue to be enrolled in the university.

② How to carry out procedures 

　7）Re-admission to graduate school
i）Re-admission of students who have withdrawn or been dismissed from the university
① Re-admission to graduate school

When students who have withdrawn or been dismissed from the university (excluding those who have 
been expelled from the university due to exceeding the maximum period of enrollment) wish to re-enter the 
university, they may be permitted to do so through procedures prescribed by the university.

② How to carry out procedures

　　* 10  Submission deadline: Full-year course = by the end of January; Semester course (when re-entering the university in the 
spring semester) = by the end of January; Semester course (when re-entering the university in the fall semester; only for 
courses that accept enrollment in the fall semester). = by the end of July

　　* 11  If your academic supervisor from whom you received advising while in graduate school is absent, consult the director of 
the course and gain approval from him/her.

ii）Re-admission of students who have withdrawn from the Doctoral program
①  When students who have withdrawn from the Doctoral program (including those who have completed the 

program without a doctoral degree) re-enter the university to submit a doctoral degree thesis, they may be 
permitted to do so, as long as they can complete the program within the maximum period of enrollment (six 
years), or within a total of nine years of enrollment, including the period of withdrawal and leave of absence 
after admission to the university.

Receive an explanation 
at the office in charge.

Enter necessary information on the 
Request for Repeating form.

Submit the form to the 
office in charge.

Pay tuition and fees 
(academic fees)

Consult your academic supervisor 
and obtain his/her personal seal. *7

Ask your guarantor to countersign 
the form.

Receive an 
explanation at the 
office in charge.

Enter necessary information on the 
Request for Re-admission form.

Submit the form to the 
office in charge. *10

Pay tuition and fees (academic fees) 
(when permission is granted through 
procedures prescribed by the university).

Consult the academic supervisor from whom you received advising 
while in graduate school, and obtain his/her personal seal. *11

Ask your guarantor to countersign 
the form.
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Exam
ple

Students who entered the university in AY 2010 and withdrew from the university at the end of AY 2014 (including 
when they completed the program without a doctoral degree) after being enrolled in the Doctoral program for 
four years (including one year of extension) + one year of leave of absence (= a total of five years of enrollment), 
and who re-entered the university in April 2017, are allowed to be enrolled in the university only for two more 
years till the end of AY 2018 (a total of nine years).

AY 2010 AY 2011 AY 2012 AY 2013 AY 2014 AY 2015 AY 2016 AY 2017 AY 2018 AY 2019

1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th and subsequent years

Leave of 
absence

Extension of 
the period of 
enrollment

←　　　　　　　　　　→←　　　　　　　　　　　　　→ An extension of the period of 
enrollment is not approved.

  Admission Withdrawal When students re-enter the university in April 2017

　

②  When students who have withdrawn from the Doctoral program (including those who have completed the 
program without a doctoral degree) wish to earn a doctoral degree without re-entering the university, they 
are allowed to submit a degree thesis to earn a doctoral degree by thesis only, based on Article 6 of the 
Toyo University Degree Regulations (see the “3) Doctoral degree thesis (OTSU)” section on P.98).

　8）Procedures to change address, etc.
①  When there are any changes in the student’s name, the student’s address (including a fixed phone number 

and a mobile phone number), or other personal information that has been provided to the university, 
students are required to promptly carry out the procedures for changes through the ToyoNet-G system or 
submit the Notification of Change form to the office in charge.

②  When students have changed their name (alteration of their family name, etc.) or their legal domicile, they 
are required to submit an official copy of their family register to the office in charge.

③  When international students (including permanent residents in Japan) have changed their address, changed 
their visa status, or renewed their visa, they need to take procedures at the office in charge. In such case, 
they are required to submit their Certificate of Residence, which includes their status of residence and 
period of stay and does not include their My Number, to the office in charge on a case-by-case basis.

10．Handling of tuition and fees related to the transfer of an enrollment status
 〔日本語：P.50参照〕

Leave of absence
① In the case of a Full-year course

When a leave of absence is approved as of the beginning of the relevant semester, students do not need to 
pay tuition, facility fee, and lab fee for the period of the leave of absence. However, they are required to pay 
enrollment fees (20,000 yen per year).

② In the case of a Semester course
When a leave of absence is approved as of the beginning of the relevant semester, students do not need to 
pay tuition, facility fee, and lab fee for the period of the leave of absence. However, they are required to pay 
enrollment fees (10,000 yen for a half year).

Returning to graduate school
When students who are on a leave of absence return to graduate school, they are required to pay the same 
amount of tuition and fees as for the year of entry to the university.

Withdrawal from graduate school
When students withdraw from graduate school, they are required to pay the full amount of tuition and fees for 
the semester during which they leave school.

Re-admission to graduate school
①  When students re-enter the university, they are required to pay the tuition and fees applicable to the year 

of re-entry to the university. However, the admission fee is half the amount required of new students in the 
year when they re-enter the university.

②  When students who have withdrawn or been dismissed from the university after being enrolled in the 
Master’s for two or more years re-enter the university, they are required to pay half the amount of tuition 
and the full amount of facility fee, both of which are applicable to the year of re-entry to the university.
The admission fee is half the amount required of new students in the year when they re-enter the 
university. As for lab fee, they are required to pay the actual costs based on the decision of the relevant 

Period when 
students are allowed 
to be enrolled in the 
university

Years included in the 
period of enrollment 
even though students 
are not enrolled in 
the university during 
these years

Students may be permitted to re-enter the university as long as they can 
complete the Doctoral program within a total of nine years of enrollment.
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graduate school committee.
③  When students who have withdrawn from the university without submitting a doctoral degree thesis after 

being enrolled in the Doctoral program for three or more years re-enter the university to submit a doctoral 
degree thesis, they are required to pay half the amount of tuition applicable to the year of re-entry to the 
university.
The admission fee is half the amount required of new students in the year when they re-enter the 
university. As for lab fee, they are required to pay the actual costs based on the decision of the relevant 
graduate school committee.

Suspension from graduate school
Students are required to pay tuition and fees for the semester during which they are suspended from the 
university.

Repeating (extension of the period of enrollment)
①  When students enrolled in the Master’s program stay back to repeat the year, they are required to pay half 

the amount of tuition and the full amount of facility fee, both of which were applied to the year of entry to 
the university. As for lab fee, they are required to pay the actual costs based on the decision of the relevant 
graduate school committee.

②  When students enrolled in the Doctoral program stay back to repeat the year, they are required to pay half 
the amount of tuitions, which were applied to the year of entry to the university. As for lab fee, they are 
required to pay the actual costs based on the decision of the relevant graduate school committee.

11．Commissioned auditor system (special-degree students)  〔日本語：P.51参照〕

The content is written in Japanese only.

12．Auditor system under the Tokyo Metropolitan Graduate School Consortium Agreement
 〔日本語：P.51参照〕

The content is written in Japanese only.

13．Commissioned system for research advising  〔日本語：P.52参照〕

The content is written in Japanese only.

14．Course registration in inter-university research institutes and recognition of credits (for students enrolled in the Course of History)
 〔日本語：P.52参照〕

The content is written in Japanese only.

15．Graduate School Bulletin  〔日本語：P.52参照〕

１．Aim
 The Graduate School Bulletin is a publication that aims to present academic research results that have been 
achieved through the diligent efforts of the instructor and students. It is published annually by the Graduate 
Schools of Letters, Sociology, Law, Business Administration, Economics, Regional Development Studies, and 
Welfare Society Design.

２．How to apply for publication in the Graduate School Bulletin
Since AY 2007, a referee system has been adopted to improve the quality of thesis as academic papers and to 
continue to provide advising to graduate school students and those who have completed their course of study 
at graduate school. Thesis submitted by students are reviewed by instructors in charge of their research 
advising and one or more anonymous examiners. They are also proofread several times through exchange of 
views with the authors of the thesis as needed. Documents necessary to submit thesis are distributed at the 
office in charge on the Hakusan Campus and the Asaka Campus from the end of May.

　1）Application requirements
i）Full-time instructors in charge of graduate school education: No review required
ii）Graduate school students who have received recommendations from instructors in charge of their research 
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advising and those who have completed their course of study at graduate school (including those who have 
completed their course of study at graduate school without a doctoral degree): Review required (As for those 
who have completed the Doctoral program, no review is required.)
iii）Full-time instructors who have left the university after taking charge of graduate school education and 
have gained approval from the Annual Publication Editorial Committee: No review required

　2）Length of a thesis (The requirements must be strictly followed.)
Those who fall under category i) above: 32,000 or less characters (including charts, etc.)
 Those who fall under categories ii) and iii) above: 16,000 or less characters (including charts, etc.) * As for 
graduate school students enrolled in the Doctoral program, the length of their thesis should be 24,000 or less 
characters.)

　3）Submission deadline
● Submission deadline for the Notification of Thesis Title and the abstract of a thesis: by 6/22 (Thu), 2017

Students are required to submit the Notification of Tentative Thesis Title and the abstract of their thesis 
(about a single sheet of A4 paper) to the office in charge on their campus. Students who have not submitted 
these documents are not allowed to submit their thesis.

●  Submission period for a thesis and the Notification of the Submission of a Thesis: 9/22 (Fri), 23 (Sat), 25 (Mon), 
2017
Students are required to submit a thesis, the abstract of the thesis written in a language other than the one 
used to write the thesis, and the Notification of the Submission of a Thesis to the office in charge on their 
campus.

● Submission period for a revised thesis: 11/30 (Thu), 12/1 (Fri), 2 (Sat), 2017
Students are required to submit the final version of their thesis, which has been revised as instructed, and 
CD-R discs or USB storage devices (excluding BD-R discs, floppy disks, and SD cards) in which the data of 
their thesis is stored to the office in charge of graduate schools on their campus.

　4）What needs to be submitted

　　  By 6/22 (Thu), 2017
①  Notification of Tentative Thesis Title (prescribed format): Students who fall under category ii) of the 

Application requirements are required to receive recommendations from instructors in charge of their 
research advising, asking them to affix their signatures and personal seals on the notification form. As 
for students who have completed their course of study at graduate school (including those who have 
completed their course of study at graduate school without a doctoral degree), when academic supervisors 
from whom they received advising while in graduate school are absent due to retirement or other reason, 
they are required to receive recommendations from the dean of their graduate school or the course chair 
of their course.

②  Abstract (about a single sheet of A4 paper) * Students who do not need to have their thesis reviewed are 
not required to submit an abstract of their thesis.

　　  9/22 (Fri), 9/23 (Sat), and 9/25 (Mon), 2017　
① Notification of the Submission of a Thesis (prescribed format)
② Application for the Use of Color Printing (only for those who wish to have their thesis printed in color)
③  Approval of the Registration and Publication of a Thesis in the Toyo University Repository for Academic 

Resources (prescribed format)
④  Thesis: Two copies of the completed thesis must be submitted (one copy for students who do not need to 

have their thesis reviewed). In principle, theses should be written using a PC (MS Word).
⑤  Abstract written in a language other than the one used to write the thesis: (In principle, the abstract 

should be written in English.) Two copies of the abstract must be submitted (one copy for students who 
do not need to have their thesis reviewed).
*  Students who do not need to have their thesis reviewed are required to submit their thesis and an 
abstract of their thesis written in a language other than the one used to write their thesis, both of 
which must be printed out, as well as CD-R discs or USB storage devices (excluding BD-R discs, floppy 
disks, and SD cards) in which the data of their thesis and the abstract is stored since this is the last 
opportunity to submit their thesis. The recording media will not be returned.

*  When charts and photos are included in their thesis, they should not be pasted on MS Word but be 
stored in their original format (Excel, etc.) in other files.

　　  11/30 (Thu), 12/1 (Fri), and 12/2 (Sat), 2017 　

① Notification of the Submission of a Thesis (prescribed format)
② Application for the Use of Color Printing (only for those who wish to have their thesis printed in color)

Students who do not need to have their thesis reviewed 
are not required to submit the documents described 
below.
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③  Thesis: the final version of a thesis that has been proofread under the direction of examiners and is 
printed out, as well as the data of the thesis

④  Abstract written in a language other than the one used to write the thesis: an abstract written in a 
language other than the one used to write the thesis, which has been proofread under the direction of 
examiners and is printed out, as well as the data of the abstract

⑤  CD-R discs or USB storage devices (excluding BD-R discs, floppy disks, and SD cards) in which the data 
of the thesis and the abstract of the thesis written in a language other than the one used to write the 
thesis is stored
*  When charts and photos are included in the thesis, they should not be pasted on MS Word but be stored 
in their original format (Excel, etc.) in other files. The recording media will not be returned.

　5）Review of thesis
 Students are informed of the assessment results of their thesis through instructors in charge of their research 
advising during the review period.
 Notification in writing to the author of the thesis will be provided around the end of October on whether or not 
the thesis will be published in the Graduate School Bulletin (scheduled).

　6）Proofreading
The first and second proof readings of a thesis are scheduled to be conducted at the end of December and the 
end of January of the following year, respectively.
 Any modifications are not permitted at the time of the proof readings stated above since the thesis has been 
already reviewed. Only correction of errors, omissions, and other tiny mistakes is permitted.

　7）Publication date
The Graduate School Bulletin is scheduled to be published at the end of March 2018. Those whose thesis is 
published in the bulletin are required to visit the office in charge of graduate schools on their campus during 
the period from 4/9 (Mon) to 28 (Sat), 2018, bringing a paper or other bag, to receive three Graduate School 
Bulletins, 50 offprints, and a CD-R disc containing PDF files.

16．When international students return home country temporarily  〔日本語：P.54参照〕

 Under the Special Re-entry System, they do not need to apply for re-entry permission if they possess a valid 
passport and resident card and re-enter Japan within one year after leaving Japan and within their period 
of stay. In such case, they are required to present their resident card at the departure immigration area of 
an airport without fail when leaving Japan. If they are not eligible for the Special Re-entry System, they are 
required to apply for re-entry permission at the Immigration Bureau of Japan without fail before leaving Japan. 
If they leave Japan without applying for re-entry permission, they are required to obtain a visa again to re-
enter Japan. When returning home country temporarily, they are required to notify their academic supervisors 
of this at the university and submit the Return Home Notification to the office in charge (P.77). They are not 
allowed to return home country without setting a period for returning home country while in graduate school.

17．Others  〔日本語：P.54参照〕

　1）Administrative notifications to students
 Administrative notifications to students are announced on the university’s bulletin boards. Students are 
required to check the notifications on the boards whenever they go to the university.

　　　・Hakusan Campus:  Bulletin board of the Education Affairs Section for Graduate Schools (Building 8, 4th 
floor)

　　　・Otemachi Satellite: Bulletin board in the Otemachi Satellite building
　　　・Asaka Campus: Central bulletin board
　　　・Kawagoe Campus:  Bulletin board for graduate schools next to the Education and Student Affairs 

Section (Building 4, 1st floor)
　　　・Itakura Campus: Central bulletin board
　　　・Akabanedai Campus: Toyo university’s website

Major notices can also be referred to through the ToyoNet-G system.
　2）Student ID card

 Students are required to always carry their student ID card with them and present it when faculty members 
ask them to do so. They are not allowed to lend or transfer it to others. Without their student ID card, they 
cannot purchase commuter passes, use the university’s libraries, or have attending school certificates, student 
discount for public transportations, and other certificates issued. If they should lose their student ID card, they 
are required to immediately contact the office in charge to carry out procedures to reissue the card (for a 
charge).
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　3）Certificates

Types of certificates Place of issuance Number of days required 
to issue a certificate

Certificate of enrollment
Academic transcript
Certificate of expected completion
Health certificate

Certificate issuing machines
Issued immediately on 

days when the machines 
are in operation

Certificates other than those 
above

Graduate Schools of 
Letters / Sociology / Law 
/ Business Administration 
/ Economics / Regional 
Development Studies / 
Welfare Society Design 

(Courses of Social Welfare / 
System for Welfare Society) 

Education Affairs 
Section for Graduate 

Schools

Approximately one week 
after application for the 

certificate

Graduate Schools of 
Science and Engineering 
/ Interdisciplinary New 
Science / Information 

Sciences and Arts

Education and Student 
Affairs Section, Kawagoe 

Campus Office

Graduate Schools of Life 
Sciences / Food and 
Nutritional Sciences

Administration Section, 
Itakura Campus Office

Graduate Schools of 
Welfare Society Design 

(Courses of Human 
Centered Life Design / 

Human Environment Design) 
/ Information Networking for 

Innovation and Design

Administration Section, 
Asaka Campus Office

Graduate Schools of 
Infomation Networking for 

Innovation and Design

Administration Section, 
Akabanedai Campus 

Office

*  Since office hours and available dates for issuing certificates (including those for certificate issuing machines) are subject 
to change depending on the time of the year, check them on bulletin boards or the university’s website.

For information on issuing fees for individual certificates, refer to the Student Handbook.
　4）Student services using the internet

① ToyoNet-G (http://g-sys.toyo.ac.jp/portal/)
Course registration, address changes, and confirmation of information on class cancellation and other 
information delivered to the university’s offices by instructors can be made through the ToyoNet-G system.
*  A user ID and password are necessary to use the system. (They can be confirmed in the Notice of 
Network Service ID, which is distributed at the time of entrance to the university.) For more information, 
refer to the Guidebook for the Use of the Toyo University Information System and the Guidebook for the 
Use of the School Affairs System “ToyoNet-G”. (Log in to the ToyoNet-G system and click the “Various 
Materials” button on the top page.)

② ToyoNet email service
Toyo University allocates a dedicated email address to each student to facilitate educational communication 
between faculty members and students.
*  A user ID and password are necessary to use the service. (They can be confirmed in the Notice of 
Network Service ID, which is distributed at the time of entrance to the university.) For more information, 
refer to the Guidebook for the Use of the Toyo University Information System.

18．Internal recommendation to go on to the Doctoral program  〔日本語：P.55参照〕

Students who are expected to complete the Master’s program at our university with excellent results 
exceeding the standards set by their course can take an internal recommendation-based examination to go on 
to the Doctoral program at our university. (The standards vary depending on the course.)
For more information, contact the office in charge on your campus.

19．Education and training courses designated by the Minister of Health, Labour and Welfare (education and training benefit plans)
 〔日本語：P.55参照〕

The content is written in Japanese only.
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20．Teaching certificates (teacher employment examination, teacher’s license recertification system, registration fees for teacher training courses)

 〔日本語：P.56参照〕
The content is written in Japanese only.

21．Course registration in Faculty courses for graduate school students
 〔日本語：P.62参照〕

The content is written in Japanese only.

22．Course number  〔日本語：P.62参照〕

A code for an academic discipline and a stage of study (level of difficulty) are allocated to each course to enable 
students to take courses in a sequential and systematic manner.
Course codes and numbers indicating the stage of study are shown to students who enter the university in or after 
AY 2016.

　①　Meaning of codes and numbers

Code for an academic discipline

PHI

Course number 
(stage of study + serial number)

6 01

Showing  
the academic discipline  

of a course

Showing the stage of study 
or level of difficulty  

of a course

Number used for management 
purposes, including the order 

of a course

　②　Code for an academic discipline

Code Academic discipline
AAN Applied anthropology
ABS Aquatic bioproduction science
ACC Accounting

AEA
Agricultural environmental 
engineering/Agricultural 
information engineering

AEE Aerospace engineering

AEN Architectural environment/
Equipment

AHD Architectural history/Design
AHS Applied health science
ALG Algebra
ALS Aquatic life science
AMA Applied materials

AMC Applied molecular and cellular 
biology

AMQ Atomic/Molecular/Quantum 
electronics

ANC Analytical chemistry
ANE Anesthesiology

APA Animal physiology/Animal 
behavior

APB Applied biochemistry

Code Academic discipline
APM Applied microbiology
APP Applied pharmacology
APS Animal production science
ARC Archaeology
ARL Art at large
ARS Area studies
ASA Aesthetics and studies on art

ASM Agricultural science in 
management andeconomy

ASR Agricultural science in rural 
society anddevelopment

AST Astronomy
BAA Basic analysis

BAC Bacteriology (including 
mycology)

BCH Bioorganic chemistry

BEB
Biomedical engineering/
Biomaterial science and 
engineering

BIB Biofunction/Bioprocess
BIC Biomolecular chemistry
BIO Biophysics
BIP Biological Pharmacy

Code Academic discipline
BIS Biodiversity/Systematics

BPC Biological physics / Chemical 
physics /Soft matter physics

BRB Brain biometrics
BRC Bio-related chemistry
BSB Basic / Social brain science
BSM Building structures/Materials
CAM Cardiovascular medicine

CAS Cultural assets study and 
museology

CBR Conservation of biological 
resources

CEB Cell biology

CEE Civil and environmental 
engineering

CEM
Civil engineering materials/
Construction/Construction 
management

CEP Civil engineering project/
Traffic engineering

CES Control engineering/System 
engineering

CGS Cognitive science
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Code Academic discipline
CHB Chemical biology
CHI Languages(Chinese)
CHL Chinese literature
CHN Community health nursing

CHS Childhood science(childhood 
environmentscience)

CIB Chinese philosophy/Indian 
philosophy/Buddhist studies

CIL Civil law
CIV Career/Internship /Volunteer
CLD Clothing life/Dwelling life
CLI Clinical psychology
CLN Clinical nursing

CMA Composite materials/Surface 
and interfaceengineering

CME Commerce
CMP Condensed matter physics Ⅰ
CMS Computational science

CNE Communication/Network 
engineering

COD Conservative dentistry
COM Condensed matter physics Ⅱ
COS Computer system

CPA Collagenous pathology/
Allergology

CPH Chemical pharmacy
CPS Crop production science

CRC Catalyst/Resource chemical 
process

CRE Crystal engineering
CRL Criminal law
CSU Cardiovascular surgery
CUA Cultural anthropology
DDC Drug development chemistry
DEB Developmental biology

DEE Design engineering/Machine 
functionalelements/Tribology

DEN Dental engineering/
Regenerative dentistry

DER Dermatology
DES Design science

DEV
Design and evaluation of 
sustainable andenvironmental 
conscious system

DIS Digestive surgery

DMB Developmental mechanisms 
and the body works

DRC Device related chemistry
DYC Dynamics/Control
EAH Eating habits

ECD Education for Career 
Development and Citizenship

ECE Ecology/Environment
ECH Economic history

ECM Environmental conscious 
materials andrecycle

ECP Economic policy
ECS Economic statistics
ECT Economic theory

EDA Environmetal dynamic 
analysis

Code Academic discipline

EDE Economic doctrine / 
Economic thought

EDP Educational psychology
EDT Educational technology
EDU Education

EER
Environmental engineering 
and reduction ofenvironmental 
burden

EES Environmental and ecological 
symbiosis

EGI Entertainment and game 
informatics

EHP Environmental and hygienic 
pharmacy

EIA Environmental impact 
assessment

ELD Electron device/Electronic 
equipment

EME Electronic materials/Electric 
materials

EMM Emergency medicine

ENA Environmental agriculture 
(including landscape science)

ENC Energy-related chemistry
END Endocrinology
ENE Energy engineering
ENG Languages(English)
ENL Engilish linguistics
ENM Embryonic/Neonatal medicine

ENP
Environmental physiology 
(including physical medicine 
and nutritionalphysiology)

EPA Experimental pathology

EPM Epidemiology and preventive 
medicine

EPS Environmental policy and 
social systems

ERC Environmental risk control and 
evaluation

ESR Earth system and resources 
engineering

ESS Education on school subjects 
and activities

EUL European literature
EVB Evolutionary biology
EXP Experimental psychology
FAH Fine art history

FAS Foundation of Academic 
Studies

FBD Functional basic dentistry
FEN Fluid engineering
FLE Foreign language education

FMA Foundations of mathematics/
Appliedmathematics

FOS Food science
FRA languages(French)
FSC Forest science

FSS Functional solid state 
chemistry

FUB Functional biochemistry
FUL Fundamental law
FUN Fundamental nursing

Code Academic discipline
GAP General applied physics
GAS Gastroenterology

GCD Genetics/Chromosome 
dynamics

GCO Geochemistry/
Cosmochemistry

GDE Gender

GEA
General anatomy 
(includinghistology/
embryology)

GEB Genome biology

GEC Green/Environmental 
chemistry

GEE Geotechnical engineering
GEN Gerontological nursing
GEP General pharmacology
GER Languages(German)
GES General surgery
GGR Geography

GIM
General internal medicine 
(including psychosomatic 
medicine)

GLG Geology
GMC General medical chemistry
GMT Geometry
GPH General physiology
HAA History of Asia and Africa
HEA History of Europe and America
HEH Home economics/Human life
HEM Hematology
HGE Human genetics

HII Human interface and 
interaction

HIT History of thought
HOS Horticultural science
HPC High performance computing
HPH Hygiene and public health
HSG Historical studies in general
HUG Human geography
HUP Human pathology
HYE Hydraulic engineering
IAS Integrative animal science
IDM Infectious disease medicine

IHR International Human Resource 
Development

IIM Inorganic industrial materials
ILA International law
IMM Immunology

IMP Inorganic materials/Physical 
properties

INC Inorganic chemistry
INI Intelligent informatics

INM Intelligent mechanics/
Mechanical systems

INN Information network
INR International relations
INS Insect science
IRO Intelligent robotics
ISE Information security
ITS Interdisciplinary Studies
JLE Japanese language education
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Code Academic discipline
JLN Japanese linguistics
JLT Japanese literature
JPH Japanese history
JPN Languages(Japanese)
KAI Kansei informatics
KIM Kidney internal medicine
KOR Languages(Korean)
LAM Laboratory medicine
LAS Laboratory animal science

LDN Lifelong developmental 
nursing

LEM Legal medicine

LHM Life/Health/Medical 
informatics

LIE Literature in English
LIG Literature in general

LIH
Library and information 
science/Humanisticsocial 
informatics

LIN Linguistics
LSS Learning support system
MAI Mathematical informatics
MAN Management
MBD Morphological basic dentistry
MEE Measurement engineering
MEG Medical genome science

MES Medical engineering 
assesment

MET Metabolomics

MHM Medical and hospital 
management

MMA Mathematical analysis

MMM Materials/Mechanics of 
materials

MMR Metal making/Resorce 
production engineering

MOB Molecular biology
MOF Money/Finance
MOS Morphology/Structure

MPF
Mathematical physics/
Fundamental condensed 
matter physics

MPH Medical pharmacy

MPM
Material processing/
Microstructural control 
engineering

MPO Meteorology/Physical 
oceanography/Hydrology

MPP Medical Physics and 
Radiological Technology

MSO Medical sociology
MSY Medical systems

MTE
Modeling and technologies 
for environmentalconservation 
and remediation

MUD Multimedia database
NAC Nanomaterials chemistry
NAE Nanomaterials engineering
NAM Nano/Microsystems

Code Academic discipline

NAN Nerve anatomy/
Neuropathology

NAP Nanostructural physics
NBI Nanobioscience

NDD Natural disaster/Disaster 
prevention science

NEN Neurochemistry/
Neuropharmacology

NEU Neurology
NFL New fields of law
NFS Nuclear fusion studies

NGN Neurophysiology/General 
neuroscience

NMA Naval and maritime 
engineering

NME Natural medicines
NSC Nanostructural chemistry
NSU Neurosurgery
NUE Nuclear engineering
OBG Obstetrics and gynecology

OEP Optical engineering, Photon 
science

OHM Organic and hybrid materials

OPD Orthodontics/Pediatric 
dentistry

OPH Ophthalmology
ORC Organic chemistiy
ORS Orthopaedic surgery
OTO Otorhinolaryngology

PAR Parasitology (including 
sanitary zoology)

PAS Pain science

PCE
Properties in chemical 
engineering process/Transfer 
operation/Unit operation

PDD Pathobiological dentistry/
Dental radiology

PDM
Prosthodontics/ Dental 
materials science 
andengineering

PED Pediatrics

PEN Production engineering/
Processing studies

PEP Power engineering/Power 
conversion/Electric machinery

PER Periodontology

PFP Public finance/Public 
economy

PHA Physical anthropology
PHC Physical chemistry
PHE Philosophy/Ethics
PHP Pharmacology in pharmacy
PHT Philosophy and Thought

PIP Perceptual information 
processing

PLE Plasma electronics
PLS Plastic surgery

PMB Plant molecular biology/Plant 
physiology

PMC Pathological medical 
chemistry

Code Academic discipline

PME Petrology/Mineralogy/
Economic geology

PNC Particle/Nuclear/Cosmic ray/
Astro physics

PNS Plant nutrition/Soil science
POC Polymer chemistry
POL Politics
PPH Physical pharmacy

PPM Physical properties of metals/
Metal-base materials

PPS Plant protection science
PSC Plasma science
PSS Psychiatric science
PSU Pediatric surgery
PTM Polymer/Textile materials
PUL Public law
QBS Quantum beam science
RAS Radiation science
REG Research Guidance

REN Reaction engineering/Process 
system

REP Rural environmental 
engineering/Planning

RES Religious studies

ROI Respiratory organ internal 
medicine

RRC Risk sciences of radiation and 
chemicals

RSU Respiratory surgery

RSW Rehabilitation science/
Welfare engineering

SCE Science education
SCO Soft computing

SEE

Structural engineering/
Earthquake engineering/
Maintenance management 
engineering

SEM Seminar

SEP Solid earth and planetary 
physics

SFM Structural/Functional 
materials

SGB Science in genetics and 
breeding

SGS System genome science

SHS Sociology/History of science 
and technology

SNE Special needs education
SOC Sociology
SOD Social dentistry
SOE Sociology of education
SOF Software
SOL Social law
SOP Social psychology
SPA Languages(Spanish)
SPS Sports science

SSE Social systems engineering/
Safety system

STB Structural biochemistry
STP Stratigraphy/Paleontology
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　③　Course numbers (study stages + serial numbers)
Course number

100s Courses mainly targeting undergraduates in their 1st year 
(first-year undergraduate level)

200s Courses mainly targeting undergraduates in their 2nd year 
(second-year undergraduate level)

300s Courses mainly targeting undergraduates in their 3rd year 
(third-year undergraduate level)

400s Courses mainly targeting undergraduates in their 4th year 
(fourth-year undergraduate level)

500s Introductory level for study in a graduate school

600s Postgraduate level for study in the Master’s program 
(master’s degree level)

700s Postgraduate level for study in the Doctoral program 
(doctoral degree level)

23．Short-term completion  〔日本語：P.65参照〕

Based on Toyo University Graduate School Regulations for the Shortening of the Term of Study for Students 
Achieving Outstanding Results in the Master’s or Doctoral Program, students who have demonstrated 
outstanding performance can complete shorter than standard term of study.
The requirements to apply differ depending on courses, therefore students need to confirm it at the office in 
charge in the different campuses.
The students who wish to study short-term need to apply as below.
Whether you can complete short-term will be decided through discussions among the Graduate School 
Committee.

Hakusan Campus Confirm the requirements and apply within course registration period at 
Education Affairs Section for Graduate Schools, Education Affairs Office.

Asaka Campus Confirm the requirements and apply within course registration period at 
Administration Section, Asaka Campus Office.

Kawagoe Campus Confirm the details on the bulletin board before course registration period.
Itakura Campus Confirm the requirements at Administration Section, Itakura Campus Office.

Akabanedai 
Campus Confirm the requirements at Administration Section, Akabanedai Campus Office.

Code Academic discipline
STS Statistical science

SUA Space and upper atmospheric 
physics

SUD Surgical dentistry

SUS Subject to Support Study 
Abroad

SWS Social welfare and social 
work studies

SYC Synthetic chemistry

TFS Thin film/Surface and 
interfacial physicalproperties

Code Academic discipline
THA Languages(Thai)
THE Thesis
THI Theory of informatics
THN Thermal engineering
TOS Tourism Studies

TPA Town planning/Architectural 
planning

TTH Tumor therapeutics
TUB Tumor biology
TUD Tumor diagnostics

Code Academic discipline
TYS Toyo Studies
URO Urology
VIR Virology
VMS Veterinary medical science

WIS Web informatics,Service 
informatics

WOS Wood science
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Course and Program
Graduate School Course Master’s Program Doctoral Program

Letters

Philosophy ○ ―
Indian Philosophy and Buddhist Studies ○ ―
Japanese Literature and Culture ○ ―
Chinese Philosophy ○ ―
English Language and Literature ○ ―
History ○ ―
Education ○ ―
English Communication ○ ―

Sociology

Sociology　※ Students can apply on or after 
April, 2015 ○ ○

Social Psychology　※ Students can apply on 
or after April, 2015 ○ ○

Business 
Administration

Business Administration ○ ―
Business, Accounting and Finance
（Except the Small and Medium Enterprise 
Management Consultant Registration Training 
course）

○ ―

Marketing ○ ○
Economics Economics ○ ○
Science and 
Engineering All courses ○ ○

Regional 
Development 
Studies

Regional Development Studies ○ ○

International Tourism Studies ○ ○

Life Sciences Life Sciences ○ ○

Welfare Society 
Design

System for Welfare Society ○
Human Centered Life Design ○ ―

Interdisciplinary 
New Science Bio-Nano Science Fusion ○ ○

Information 
Sciences and Arts Information Sciences and Arts ○

Food and 
Nutritional 
Sciences

Food and Nutritional Sciences ○

Networking for 
Innovation and 
Design

Networking for Innovation and Design ○

24．Shortening of the term of study for long-term course students  〔日本語：P.65参照〕

The content is written in Japanese only.
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Ⅲ　学　則　等

/�Academic�Rules�and�
Regulations,�etc.
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東 洋 大 学 大 学 院 学 則

昭和29年４月１日 

施行

改正 昭和31年４月１日 昭和34年４月１日

　 昭和37年４月１日 昭和39年４月１日

　 昭和40年４月１日 昭和41年４月１日

　 昭和42年４月１日 昭和43年４月１日

　 昭和44年４月１日 昭和45年４月１日

　 昭和47年４月１日 昭和49年４月１日

　 昭和51年４月１日 昭和52年４月１日

　 昭和53年４月１日 昭和56年４月１日

　 昭和57年４月１日 昭和58年４月１日

　 昭和60年４月１日 昭和61年４月１日

　 昭和62年４月１日 昭和63年４月１日

　 昭和63年９月26日 平成元年４月１日

　 平成元年５月30日 平成２年４月１日

　 平成３年４月１日 平成３年７月１日

　 平成３年10月１日 平成４年４月１日

　 平成５年４月１日 平成５年７月１日

　 平成５年11月１日 平成６年４月１日

　 平成６年９月５日 平成７年４月１日

　 平成８年４月１日 平成９年４月１日

　 平成10年４月１日 平成10年９月１日

　 平成11年４月１日 平成12年２月１日

　 平成12年４月１日 平成13年４月１日

　 平成14年４月１日 平成15年４月１日

　 平成16年４月１日 平成17年４月１日

　 平成18年４月１日 平成19年４月１日

　 平成20年４月１日 平成21年４月１日

　 平成22年４月１日 平成23年４月１日

 平成24年４月１日 平成25年４月１日

　 平成26年４月１日 平成27年４月１日

 平成28年４月１日 平成29年４月１日

目次

　第１章　総則（第１条－第３条）

　第２章　研究科の構成（第４条－第５条）

　第３章　教育課程（第５条の２－第11条）

　第４章　課程の修了要件及び学位の授与（第12条－第18条）

　第５章　教育職員の免許状（第19条）

　第６章　教員組織（第20条）
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　第７章　運営組織（第21条－第28条）

　第８章　入学、留学、休学、退学及び除籍（第29条－第39条）

　第９章　学生納付金（第40条－第42条）

　第10章　 受託学生、科目等履修生、研究生、特別科目履修生、特別研究生、特別学生、外国人研修生及び交換留学生（第

43条－第49条の２）

　第11章　学年、学期及び休日（第50条－第51条）

　第11章の２　削除（第51条の２）

　第12章　奨学制度（第52条）

　第13章　賞罰（第53条－第54条）

　第14章　施設及び設備（第55条）

　第15章　事務組織（第56条－第57条）

　附則

第１章　総則

（目的）

第１条　東洋大学大学院（以下「本大学院」という。）は東洋大学（以下「本学」という。）の建学の精神に則り、世

界の学術の理論及び応用を研究教授しその深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。

（自己点検・評価及び認証評価制度）

第１条の２　本大学院は、教育研究水準の向上に資するため、本大学院の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及

び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。

２　前項の点検・評価の実施細目については、別に定める。

３　第１項の措置に加え、本大学院の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法第109条第２項に基づき、政令

で定められた期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受け、その結果を公表する。

（教育研究活動等についての情報の公表）

第１条の３　本大学院は、学校教育法施行規則第172条の２に定める教育研究活動等の状況についての情報を公表す

る。

２　前項に規定するもののほか、教育上の目的に応じ本大学院生（以下「学生」という。）が修得すべき知識及び能力

に関する情報を積極的に公表するよう努める。

（課程）

第２条　本大学院に博士課程及び修士課程を置く。

２　博士課程の標準修業年限は５年とし、修士課程の標準修業年限は２年とする。

３　博士課程は、これを前期２年及び後期３年の課程に区分し、前期２年の課程を博士前期課程、後期３年の課程を

博士後期課程という。

４　博士前期課程は、これを修士課程として取り扱う。

（課程の趣旨）

第３条　博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に

従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う。

２　修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等

に必要な高度の能力を養う。

第２章　研究科の構成

（研究科及び専攻）

第４条　本大学院に次の研究科を置く。
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（１）　文学研究科

（２）　社会学研究科

（３）　法学研究科

（４）　経営学研究科

（５）　理工学研究科

（６）　経済学研究科

（７）　国際地域学研究科

（８）　生命科学研究科

（９）　福祉社会デザイン研究科

（10）　学際・融合科学研究科

（11）　総合情報学研究科

（12）　食環境科学研究科

（13）　情報連携学研究科

２　前項の研究科に、別表第１に掲げる専攻を置く。

３　前項のうち経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻及び経済学研究科公民連携専攻並びに福祉社会デザイ

ン研究科福祉社会システム専攻は、専ら夜間において教育を行う課程とする。ただし、教育上特別の必要があると

認められる場合には、昼間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育

を行うことができる。

４　本大学院において教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業

又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

５　各研究科における研究科規程は、別に定める。

（研究科及び専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的）

第４条の２　各研究科は、研究科及び各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を研究科規程に定

める。

（学位授与、教育課程編成・実施並びに入学者の受入の方針）

第４条の３　各研究科は、前条の目的を達成するために、研究科及び専攻の学位授与に関する方針、教育課程編成・

実施に関する方針並びに入学者の受入に関する方針を研究科規程に定める。

（学生定員）

第５条　前条の研究科及び専攻の学生定員は、別表第１に掲げるとおりとする。

第３章　教育課程

（教育課程の編成方針）

第５条の２　本大学院は、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに、

学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成する。

２　教育課程の編成に当たっては、本大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、

当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

（授業及び研究指導）

第６条　本大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行う。

（成績評価基準等の明示等）

第６条の２　本大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画

をあらかじめ明示する。

２　本大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保する

ため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行う。
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（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第６条の３　本大学院は、本大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を

実施する。

２　本大学院は、前項に加え、大学院の運営の高度化を図ることを目的として、教職員が大学院の運営に必要な知識

及び技能を身に付け、能力及び資質を向上させるための研修を実施する。

（メディアを利用して行う授業）

第６条の４　メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって

行う。

２　前項の授業を実施する科目については、別に定める。

（履修方法等）

第７条　各専攻の教育課程における科目区分、授業科目及び研究指導科目の名称、単位数、配当学年、及び履修方法

等は、各研究科において研究科規程に定める。

（授業科目の委託）

第８条　各研究科において、教育研究上必要と認めるときは、外国の大学を含む他の大学の大学院（以下「他の大学院」

という。）とあらかじめ協議の上、その大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項の規定により履修させた単位は10単位を超えない範囲で、これを第12条に規定する単位に充当することがで

きる。

（研究指導の委託）

第９条　各研究科において教育研究上必要と認めるときは他の大学院又は外国の研究所等を含む研究所等（以下「研

究所等」という。）とあらかじめ協議の上、学生にその大学院、研究所等において研究指導の一部を受けさせること

ができる。ただし、博士前期課程及び修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一

年を超えないものとする。

（単位の認定）

第10条　授業科目を履修した者に対しては、試験その他の方法によって、その合格者に所定の単位を与える。

（既修得単位の認定）

第10条の２　研究科委員会は教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他の大学院に

おいて修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）を、10単位を超えない範囲で本大学院における授

業科目の履修により修得したものとみなし、博士前期課程又は修士課程の修了に必要な単位数に算入することがで

きる。

（試験及び成績評価）

第11条　試験は各研究科委員会の定める方法によって行う。

２　成績は、Ｓ（100点から90点まで）、Ａ（89点から80点まで）、Ｂ（79点から70点まで）、Ｃ（69点から60点まで）

及びＤ（59点以下）とし、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。

第４章　課程の修了要件及び学位の授与

（博士前期課程又は修士課程の修了要件）

第12条　博士前期課程又は修士課程の修了要件は本大学院に２年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ必要な研究

指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合

格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、本大学院に１年以上在

学すれば足りるものとする。

２　各研究科の修了に必要な単位等は、各研究科において研究科規程に定める。

（博士課程の修了要件）

第13条　博士課程の修了の要件は、本大学院に５年（修士課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在
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学期間を含む。）以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試

験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に３

年（修士課程を修了した者にあっては、当該課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

２　各研究科の修了に必要な単位等は、各研究科において研究科規程に定める。

３　標準修業年限が１年以上２年未満の修士課程を修了した者及び前条第１項のただし書きの規定による在学期間を

もって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件は、博士課程に修士課程における在学期間に３年を加えた期間

以上在学し、研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に

関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に３年（修士課程を修了した者にあっては、当該課程に

おける在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

４　第１項及び前項の規定にかかわらず、第30条第２項第２号から第８号の規定により、修士の学位を有する者と同

等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期３年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学

院に３年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に１年（標準修業年限が１年以上２

年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、３年から当該１年以上２年未満の期限を減じた期間）以上在籍

すれば足りるものとする。

（最長在学年限）

第14条　本大学院に在学できる最長年限は、博士前期課程又は修士課程にあっては４年、博士後期課程にあっては、

６年とする。

（長期にわたる課程の履修）

第14条の２　学生が職業を有している等の事情がある場合には、第２条に定める標準修業年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し修了すること（以下「長期履修制度」という。）ができる。ただし、最長在学年限

は、前条に定める最長年限を超えることはできない。

２ 前項に定めるもののほか、長期履修制度に関し必要な事項は、別に定める。

（修士の学位授与）

第15条　博士前期課程又は修士課程を修了した者には、次の区分により修士の学位を授与する。

（１）　文学研究科哲学専攻　修士（文学）

（２）　文学研究科インド哲学仏教学専攻　修士（文学）

（３）　文学研究科日本文学文化専攻　修士（文学）

（４）　文学研究科中国哲学専攻　修士（文学）

（５）　文学研究科英文学専攻　修士（文学）

（６）　文学研究科史学専攻　修士（文学）

（７）　文学研究科教育学専攻　修士（教育学）

（８）　文学研究科英語コミュニケーション専攻　修士（英語コミュニケーション）

（９）　社会学研究科社会学専攻　修士（社会学）

（10）　社会学研究科社会心理学専攻　修士（社会心理学）

（11）　法学研究科私法学専攻　修士（法学）

（12）　法学研究科公法学専攻　修士（法学）

（13）　経営学研究科経営学専攻　修士（経営学）

（14）　経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻　修士（経営学）

（15）　経営学研究科マーケティング専攻　修士（マーケティング）

（16）　理工学研究科生体医工学専攻　修士（理工学）

（17）　理工学研究科応用化学専攻　修士（理工学）

（18）　理工学研究科機能システム専攻　修士（理工学）
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（19）　理工学研究科電気電子情報専攻　修士（理工学）

（20）　理工学研究科都市環境デザイン専攻　修士（工学）

（21）　理工学研究科建築学専攻　修士（工学）

（22）　経済学研究科経済学専攻　修士（経済学）

（23）　経済学研究科公民連携専攻　修士（経済学）

（24）　国際地域学研究科国際地域学専攻　修士（国際地域学）

（25）　国際地域学研究科国際観光学専攻　修士（国際観光学）

（26）　生命科学研究科生命科学専攻　修士（生命科学）

（27）　福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻　修士（社会福祉学）又は修士（ソーシャルワーク）

（28）　福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻　修士（社会学）又は修士（社会福祉学）

（29）　福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻　修士（社会福祉学）又は修士（健康デザイン学）

（30）　福祉社会デザイン研究科人間環境デザイン専攻　修士（人間環境デザイン学）

（31）　学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻　修士（バイオ・ナノサイエンス融合）

（32）　総合情報学研究科総合情報学専攻　修士（情報学）

（33）　食環境科学研究科食環境科学専攻　修士（食環境科学）

（34）　情報連携学研究科情報連携学専攻　修士（情報連携学）

（博士の学位授与）

第16条　博士課程を修了した者には、次の区分により博士の学位を授与する。

（１）　文学研究科哲学専攻　博士（文学）

（２）　文学研究科インド哲学仏教学専攻　博士（文学）

（３）　文学研究科日本文学文化専攻　博士（文学）

（４）　文学研究科中国哲学専攻　博士（文学）

（５）　文学研究科英文学専攻　博士（文学）

（６）　文学研究科史学専攻　博士（文学）

（７）　文学研究科教育学専攻　博士（教育学）

（８）　文学研究科英語コミュニケーション専攻　博士（英語コミュニケーション）

（９）　社会学研究科社会学専攻　博士（社会学）

（10）　社会学研究科社会心理学専攻　博士（社会心理学）

（11）　法学研究科私法学専攻　博士（法学）

（12）　法学研究科公法学専攻　博士（法学）

（13）　経営学研究科経営学専攻　博士（経営学）

（14）　経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻　博士（経営学）又は博士（会計・ファイナンス）

（15）  経営学研究科マーケティング専攻　博士（マーケティング）

（16）　理工学研究科生体医工学専攻　博士（理工学）

（17）　理工学研究科応用化学専攻　博士（理工学）

（18）　理工学研究科機能システム専攻　博士（理工学）

（19）　理工学研究科電気電子情報専攻　博士（理工学）

（20）　理工学研究科建築・都市デザイン専攻　博士（工学）

（21）　経済学研究科経済学専攻　博士（経済学）

（22）　国際地域学研究科国際地域学専攻　博士（国際地域学）

（23）　国際地域学研究科国際観光学専攻　博士（国際観光学）

（24）　生命科学研究科生命科学専攻　博士（生命科学）

（25）　福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻　博士（社会福祉学）又は博士（ソーシャルワーク）
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（26）　福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻　博士（社会福祉学）又は博士（健康デザイン学）

（27）　福祉社会デザイン研究科人間環境デザイン専攻　博士（人間環境デザイン学）

（28）　学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻　博士（バイオ・ナノサイエンス融合）

（課程によらない者の博士の学位授与）

第17条　博士の学位は、前条の規定にかかわらず、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格し、かつ、専

攻学術に関し博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

（学位規程）

第18条　学位の授与に関し、必要な事項は、東洋大学学位規程の定めによる。

第５章　教育職員の免許状

（授与される免許状の所要資格と履修すべき授業科目）

第19条　各専攻において取得できる教育職員の免許状は、各研究科において研究科規程に定める。

２　前項の免許状取得のための授業科目及び単位数は、各研究科において研究科規程に定める。

第６章　教員組織

（担当教員）

第20条　本大学院には、教育研究上の目的を達するため、研究科及び専攻の規模並びに学位の種類に応じて、必要な

教員を置く。

２　本大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意しなければな

らない。

３　本大学院における授業科目及び研究指導を担当する教員は、別に定める本学大学院教員資格に該当する東洋大学

の専任教員又はこれに相当する資格があると認められる客員教授をもってこれに充てる。ただし、特別の事情があ

るときは非常勤講師に授業科目を担当させることができる。

第７章　運営組織

第21条　削除

（研究科委員会の組織）

第22条　学長が決定を行うに当たり意見を述べる事項及び当該研究科の運営に関する事項を審議するために、各研究

科に研究科委員会を置く。

２　研究科委員会規程は別に定める。

（研究科長）

第23条　各研究科に研究科長を置く。

２　研究科長は、当該研究科に関する校務をつかさどる。

（研究科委員会の審議事項）

第24条　削除

（専攻長）

第25条　各研究科の専攻に専攻長を置く。

２　専攻長は、当該専攻に関する校務をつかさどる。

（研究科長会議）

第26条　本大学院運営のために研究科長会議を置く。

２　研究科長会議規程は別に定める。

（研究科長会議の組織）

第27条　削除
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第28条　削除

第８章　入学、留学、休学、退学及び除籍

（入学の時期）

第29条　入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、経営学研究科、理工学研究科、経済学研究科公民連携専攻、

国際地域学研究科、生命科学研究科、福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻、学際・融合科学研究科、総

合情報学研究科及び食環境科学研究科については、「学年」を「学期」と読み替える。

（入学の資格）

第30条　博士前期課程又は修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格をもち、所定の試験

に合格した者とする。

（１）　学校教育法第83条に規定する大学を卒業した者

（２）　学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者

（３）　外国において学校教育における16年の課程を修了した者

（４）　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育に

おける16年の課程を修了した者

（５）　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したもの

に限る。）を有する者として当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣

が別に指定するものの当該課程を修了した者

（６）　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機

関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに

限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授

業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の

学位に相当する学位を授与された者

（７）　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

（８）　文部科学大臣の指定した者

（９）　大学に３年以上在学した者で、本大学院において、所定の単位を優秀な成績をもって修得したものと認めた

者

（10）　外国において学校教育における15年の課程を修了した者若しくは外国の学校が行う通信教育における授業

科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者で、本大学院

において、所定の単位を優秀な成績をもって修得したものと認めた者

（11）　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したもの

に限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大

臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本大学院において、所定の単位を優秀な成績をもって修得

したものと認めた者

（12）　学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院において当該者を大学院に

おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

（13）　本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

22歳に達した者

２　博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格をもち、所定の試験に合格した者とす

る。

（１）　修士の学位を有する者
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（２）　専門職学位を有する者

（３）　外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

（４）　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当す

る学位を授与された者

（５）　我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の大学院の課程を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

（６）　学校教育法施行規則第156条第４号の規定により、国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学

位を授与された者

（７）　学校教育法施行規則第156条第５号の規定による外国の学校等において、大学院設置基準第16条の２に規定

する試験及び審査に相当するものに合格し、本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があ

ると認めた者

（８）　文部科学大臣の指定した者

（９）　本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力が

あると認めた者で、24歳に達した者

（入学の選考）

第31条　入学志願者については、学力、資質、健康について考査する。

２　外国語については、博士前期課程又は修士課程においては、少なくとも１カ国語以上の外国語に通じていなけれ

ばならない。博士後期課程においては少なくとも２カ国語以上の外国語に通じていなければならない。

（外国人の学生の入学の選考）

第32条　外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者、又はこれに準ずる者は第30条及び第31条の規

定にかかわらず、特別の選考を経て入学を許可することがある。

（入学の志願）

第33条　入学志願者は、所定の入学志願書その他の出願書類に入学検定料を添えて所定の期日までに願い出なければ

ならない。

２　入学検定料は、別表第２のとおりとする。

（入学の手続）

第34条　入学を許可された者は、指定期日までに所定の入学手続きをしなければならない。

（留学）

第34条の２　学長は、本大学院生が外国の大学で学修することを願い出たときは、当該研究科委員会の意見を聴いて

留学を許可することができる。

２　前項の許可を得て留学した期間は、在学年数に算入する。

３　本大学院の留学に関する事項は、別に定める。

（二重学籍の禁止）

第34条の３　学生は、他の研究科又は専攻、他の大学又は大学院等と併せて在学することはできない。ただし、東洋

大学と東洋大学の協定大学の間で実施されるダブル・ディグリー・プログラム等への参加者には適用しない。

（休学）

第35条　病気その他やむをえない理由で引き続き３カ月以上出席することのできない者は、その理由を付して保証人

連署のうえ願い出て、許可を受けなければならない。許可を受けた場合は休学とする。

２　休学の期間は、次のとおりとする。

（１） 　当該学年限りとする。ただし、特別の事情がある場合には引き続き１年に限り当該研究科委員会の審議を経

て休学を延長させることができる。

（２） 　第50条第３項に規定する専攻の休学期間は、当該学期限りとするが、１学期分に限り延期することができる。
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ただし、特別の事情がある場合には引き続き２学期分に限り当該研究科委員会の審議を経て休学を延長させる

ことができる。

（３） 　博士前期課程及び修士課程においては通算して２年間、博士後期課程においては通算して３年間を超えるこ

とができない。

３　休学の期間は、在学年数に算入しない。

４　休学した者が、休学の理由が消滅したときは、学年又は学期の始めに限り、保証人連署のうえ復学を願い出て、

許可を受けなければならない。

５　休学を許可された者は、所定の在籍料を納入しなければならない。

（退学）

第36条　病気その他の理由で退学しようとする者は、その理由を付して保証人連署のうえ願い出なければならない。

（除籍）

第37条　次の各号の一に該当する者は、所定の手続きを経て、除籍する。

（１）　所定の学費の納付を怠った者

（２）　在学できる年数を超えた者

（３）　新入生で指定された期限までに履修届を提出しないこと、その他本大学院において修学の意思がないと認め

られる者

（４）　外国人留学生で出入国管理及び難民認定法に定める「留学」の在留資格の入国査証の発給が拒否された者

（再入学）

第38条　退学した者及び第37条の規定（第２号に掲げる者を除く）により除籍された者が再入学を願い出たときは、

学年の始めに限り選考のうえこれを許可することがある。この場合には、既修の授業科目の全部又は一部を再び履

修させることがある。

２　博士後期課程において所定の研究指導を受けた者が、３年を超えて在学した後退学し、学位論文提出のために再

入学する場合の取り扱いは、東洋大学学位規程に定めるところによる。

（入学、休学、復学、退学及び再入学の許可）

第39条　入学、休学、復学、退学及び再入学の許可は、当該研究科委員会の意見を聴いて学長がこれを行う。

第９章　学生納付金

（学生納付金）

第40条　第40条　学生納付金は、別表第２のとおりとする。ただし、第14条の２第１項の規定による長期履修制度の

学生納付金については、別表第２を基に別に定める。

（学生納付金の返還制限）

第41条　一旦納入した学生納付金は、返還しない。

（学位論文審査料）

第42条　学位論文の審査料は、別表第３のとおりとする。

第10章　受託学生、科目等履修生、研究生、特別科目履修生、特別研究生、特別学生、外国人研修生及び交換留学生

（受託学生）

第43条　本大学院においては、他の大学の大学院又は研究所等とあらかじめ協議の上、その大学院の学生又は研究所

等の研究員等に本大学院の授業科目を履修し又は研究指導を受けることを認めることができる。

２　前項の場合について、必要な事項は、別に定める。

第43条の２　公の機関、団体、外国政府等から、本大学院の授業科目又は特定課題について研究指導の委託があると

きは、第29条から第32条までの規定にかかわらず、正規の学生の修学を妨げない限り、選考のうえ許可することが

できる。

２　受託学生は、履修した授業科目について、試験を受けることができる。
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３　前項の試験を受けた者には証明書を交付する。

４　受託学生の選考料及び納付金は、別表第２のとおりとする。

５　その他、受託学生は正規の学生に関する規程を準用する。

（科目等履修生）

第44条　本大学院の授業科目について科目履修を希望する者があるときは、正規の学生の修学を妨げない限り、選考

のうえ許可することができる。

２　科目等履修生に関する規程は、別に定める。

（研究生）

第45条　本大学院において、特定の専門領域について研究を希望する者があるときは、正規の学生の修学を妨げない

限り、選考のうえ許可することができる。

２　研究生に関する規程は、別に定める。

（特別科目履修生）

第46条　第８条に規定する授業科目の履修を希望する者があるときは、これを特別科目履修生として許可することが

できる。

２　特別科目履修生に関する規程は、別に定める。

（特別研究生）

第47条　第９条に規定する研究指導を希望する者があるときは、これを特別研究生として許可することができる。

２　特別研究生に関する規程は、別に定める。

（特別学生）

第48条　国内留学者、外国人研究者、外国の大学の大学院学生で特定課題について研究指導を希望する者があるとき

は、第29条から第32条までの規定にかかわらず、選考のうえ許可することができる。

（外国人研修生）

第49条　外国籍を有する者で、本大学院の課程に入学することを目的として、本大学院において研修指導を希望する

者があるときは、選考のうえ許可することができる。

２　外国人研修生に関する規程は、別に定める。

（交換留学生）

第49条の２　交換留学生受け入れは、別に定める受け入れに関する規程により行うことができる。

第11章　学年、学期及び休日

（学年及び学期）

第50条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。ただし、経営学研究科、理工学研究科、経済学研究科

公民連携専攻、国際地域学研究科、生命科学研究科、福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻、学際・融合

科学研究科、総合情報学研究科、食環境科学研究科及び情報連携学研究科の秋学期入学生については、学年は、10

月１日に始まり、翌年９月30日に終わる。

２　学年は、次の２期に分ける。

前期　４月１日から９月30日まで

後期　10月１日から翌年３月31日まで

３　文学研究科、社会学研究科、経営学研究科、理工学研究科、経済学研究科、国際地域学研究科、生命科学研究科、

福祉社会デザイン研究科、学際・融合科学研究科、総合情報学研究科、食環境科学研究科及び情報連携学研究科に

ついては、前期を春学期、後期を秋学期と呼称する。

４　学長は、第２項の規定にかかわらず、研究科委員会の意見を聴いて第２項の前期の終了日及び後期の開始日を変

更することができる。

（休業日）
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第51条　本学における授業を行わない日（以下「休業日」という。）を次のとおり定める。ただし、学長は、研究科委

員会の意見を聴いて、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

（１）　日曜日

（２）　国民の祝日に関する法律に定める休日

（３）　創立記念日（11月23日）及び学祖祭（６月６日）

（４）　夏季休業　８月上旬から９月30日まで

（５）　冬季休業　12月下旬から翌年１月上旬まで

（６）　春季休業　２月上旬から３月31日まで　

第11章の２　削除

第51条の２　削除

第12章　奨学制度

（奨学）

第52条　本大学院に東洋大学奨学制度を置く。

２　前項の奨学に関する規程は、別に定める。

第13章　賞罰

（褒賞）

第53条　学生にして品行方正、学術優秀又は善行のあった者は、次のとおり褒賞する。

（１）　特待生　一定期間授業料を免除又は減額することがある。

（２）　優等生　賞状及び賞品を授与する。

（３）　その他の褒賞

（懲戒）

第54条　学生にして本学則若しくはこれに基づいて定められた学内諸規程に違反し、その他学生としての本分に反す

る行為のあった者に対しては懲戒する。

２　懲戒は、譴責、停学及び退学とする。

３　次の各号の一に該当する者は、退学させる。

（１）　性行不良で改善の見込みがないと認められる者

（２）　学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者

（３）　正当の理由がなくて出席常でない者

（４）　大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第14章　施設及び設備

（講義室等）

第55条　本大学院にその教育研究に必要な講義室、演習室、実験室、実習室、研究室を備える。

２　東洋大学の学部、附属の研究所等の施設は、その教育研究上支障を生じない場合には必要に応じて共用すること

ができる。

３　東洋大学の附属図書館に本大学院の教育研究に必要な図書及び学術雑誌等を備える。

第15章　事務組織

（事務組織）

第56条　本大学院の事務を処理するため、必要な事務組織を置く。

　（改正）
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第57条　この学則の改正は、学長が各研究科委員会の意見を聴き研究科長会議の審議を経て理事会に提案し、理事会

の議を経て理事長が行う。

　　　附　則

（施行日及び適用）

１　この学則は、昭和58年４月１日から施行し、昭和58年度入学者から適用する。

２　昭和52年度以前に入学した学生は旧学則を適用する。ただし、当該研究科委員会において研究指導上必要と認め

た場合にはこの学則を適用することができる。

＜省　略＞

附　則

１　この学則は、平成17年４月１日から施行する。

２　この学則施行の際、現に工学研究科に在学する者については、第７条別表第２の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

附　則

１　この学則は、平成17年４月１日から施行する。

２　改正後の第７条別表第２は、平成17年度以前の入学生にも適用する。ただし、次の科目については、平成17年度

の新入生から適用する。

　○　博士前期課程

　　文学研究科史学専攻

　　　資料管理学

附　則

１　この学則は、平成18年４月１日から施行する。

２　前項の規定にかかわらず、第４条及び第５条別表第１、第７条別表第２、第19条別表第３については、平成18年

度入学生から適用し、平成17年度以前の入学生については、なお従前の例による。

附　則

　この学則は、平成18年４月１日から施行する。

附　則

１　この学則は、平成18年４月１日から施行する。

２　この学則施行の際、現に経営学研究科又は経済学研究科に在学する者については、第７条別表第２の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

附　則

　この学則は、平成18年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成18年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成19年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成19年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成19年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成20年４月１日から施行する。

附　則

１　この学則は、平成21年４月１日から施行する。



─ 127 ─

２　この学則施行の際、現に経営学研究科経営学専攻に在学する者については、第７条別表第２、第29条並びに第50

条第１項及び第３項の規定　にかかわらず、従前の例による。

３　この学則施行の際、現に経済学研究科経済学専攻に在学する者については、第７条別表第２の規定にかかわらず、

従前の例による。

４　この学則施行の際、現に福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻に在学する者については、第７条別表

第２、第15条並びに第16条の規定にかかわらず、従前の例による。

附　則

　この学則は、平成21年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成22年４月１日から施行する。

附　則

１　この学則は、平成22年４月１日から施行する。

２　改正後の第40条別表第４は、平成21年度以前の入学生にも適用する。

附　則

　この学則は、平成22年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成23年４月１日から施行する。

附　則

１　この学則は、平成23年４月１日から施行する。

２　この学則施行の際、現に文学研究科仏教学専攻に在学する者については、第７条別表第２の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

附　則

　この学則は、平成23年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成24年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成24年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成25年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成25年４月１日から施行する。

附　則

１　この学則は、平成26年４月１日から施行する。

２　この学則施行の際、現に工学研究科に在学する者については、第７条別表第２の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

３　この学則施行の際、現に文学研究科国文学専攻に在学する者については、第７条別表第２の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

附　則

この学則は、平成26年４月１日から施行する。

附　則

この学則は、平成26年４月１日から施行する。

附　則

１　この学則は、平成27年4月1日から施行する。
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２　この学則施行の際、現に文学研究科各専攻、社会学研究科各専攻及び経済学研究科経済学専攻に在学する者につ

いては、第7条別表第2及び第50条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、次の授業科目について

は、平成26年度以前の入学生についても適用する。

　○　博士前期課程

　　文学研究科インド哲学仏教学専攻

　　　インド哲学仏教学特殊演習Ａ、インド哲学仏教学特殊演習Ｂ

　　社会学研究科社会学専攻

　　　外国語表現法Ａ、外国語表現法Ｂ

　　社会学研究科社会心理学専攻

　　　外国語表現法Ａ、外国語表現法Ｂ

３　改正後の第40条別表第４は、平成26年度以前の入学生にも適用する。

附　則

１　この学則は、平成28年４月１日から施行する。

２　前項の規定にかかわらず、平成27年度以前の入学生については、なお従前の例による。

附　則

　この学則は、平成28年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成28年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成29年４月１日から施行する。

附　則

　この学則は、平成29年４月１日から施行する。
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別表第１

研　究　科　名 専　攻　名
博　士　課　程 修　士　課　程前 期 課 程 後 期 課 程

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

文 学 研 究 科

哲 学 専 攻 5 10 3 9
インド哲学仏教学専攻 4 8 3 9
日 本 文 学 文 化 専 攻 10 20 3 9
中 国 哲 学 専 攻 4 8 3 9
英 文 学 専 攻 5 10 3 9
史 学 専 攻 6 12 3 9
教 育 学 専 攻 20 40 4 12
英語コミュニケーション専攻 10 20 5 15

社 会 学 研 究 科 社 会 学 専 攻 10 20 3 9
社 会 心 理 学 専 攻 12 24 5 15

法 学 研 究 科 私 法 学 専 攻 10 20 5 15
公 法 学 専 攻 10 20 5 15

経 営 学 研 究 科
経 営 学 専 攻 10 20 5 15
ビジネス・会計ファイナンス専攻 20 40 5 15
マーケティング専攻 10 20 3 9

理 工 学 研 究 科

生 体 医 工 専 攻 18 36 3 9
応 用 化 学 専 攻 12 24 3 9
機 能 シ ス テ ム 専 攻 15 30 3 9
電 気 電 子 情 報 専 攻 11 22 3 9
都市環境デザイン専攻 8 16
建 築 学 専 攻 14 28
建築・都市デザイン専攻 3 9

経 済 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 10 20 3 9
公 民 連 携 専 攻 30 60

国際地域学研究科 国 際 地 域 学 専 攻 15 30 5 15
国 際 観 光 学 専 攻 10 20 3 9

生命科学研究科 生 命 科 学 専 攻 20 40 4 12

福祉社会デザイン
研 究 科

社 会 福 祉 学 専 攻 20 40 5 15
福祉社会システム専攻 20 40
ヒューマンデザイン専攻 20 40 5 15
人間環境デザイン専攻 10 20 4 12

学 際・ 融 合 科 学
研 究 科

バイオ・ナノサイエンス
融 合 専 攻 12 24 4 12

総合情報学研究科 総 合 情 報 学 専 攻 15 30
食環境科学研究科 食 環 境 科 学 専 攻 10 20
情報連携学研究科 情 報 連 携 学 専 攻 20 40

合　　　　　　計 341 682 106 318 95 190

別表第２

　（１）博士前期課程及び修士課程 （単位：円）

文学、社会学、法学、経営学（ビジネス・
会計ファイナンス専攻中小企業診断士登
録養成コース除く。）、経済学（公民連携
専攻除く。）、国際地域学、福祉社会デザ
イン各研究科

理工学、生命科学、
学際・融合科学、
総合情報学、食環
境科学各研究科

情報連携学研究科

入 学 検 定 料 35,000 35,000 35,000
入 学 金 270,000 270,000 270,000
授 業 料 450,000 550,000 550,000
一 般 施 設 設 備 資 金 90,000 130,000 250,000
実 験 実 習 費 120,000

受託学生並
びに科目等
履修生

選 考 料 20,000 20,000 20,000
登 録 料 10,000 10,000 10,000
科目等履修料
（１科目につき） 43,000 43,000 43,000
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 （単位：円）

経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス
専攻中小企業診断士登録養成コース 経済学研究科公民連携専攻

入 学 検 定 料 35,000 35,000
入 学 金 270,000 270,000
授 業 料 900,000 600,000
一 般 施 設 設 備 資 金 90,000 300,000
実 験 実 習 費 160,000

受託学生並
びに科目等
履修生

選 考 料 20,000
登 録 料 10,000
科目等履修料

（１科目につき） 43,000

　（２）博士後期課程 （単位：円） 

文学、社会学、法学、経営学、経済学、国
際地域学、福祉社会デザイン各研究科

理工学、生命科学、学際・融合科学
各研究科

入 学 検 定 料 35,000 35,000
入 学 金 270,000 270,000
授 業 料 450,000 550,000
一 般 施 設 設 備 資 金 70,000 80,000
実 験 実 習 費 120,000

受託学生並
びに科目等
履修生

選 考 料 20,000 20,000
登 録 料 10,000 10,000
科目等履修料

（１科目につき） 43,000 43,000

別表第３

 （単位：円）
学位論文審査料

修 士 5,000
博 士 甲 20,000

博 士 乙
（１）20,000

（２）200,000
（注、（１）は本大学院博士後期課程満期退学者、（２）は学外者）
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東洋大学学位規程
昭和37年４月１日

施行

  改正 昭和41年３月１日 昭和43年３月１日 

  昭和45年４月１日 昭和49年４月１日 

  昭和53年４月１日 平成３年７月１日 

  平成６年４月１日 平成７年４月１日 

  平成８年４月１日 平成11年４月１日 

  平成12年４月１日 平成13年４月１日 

  平成15年４月１日 平成16年４月１日 

  平成17年１月１日 平成17年４月１日 

  平成18年４月１日 平成19年４月１日 

  平成21年４月１日 平成22年４月１日 

  平成23年４月１日 平成24年４月１日 

  平成25年４月１日 平成26年４月１日 

  平成27年６月１日 平成28年４月１日 

  平成29年４月１日  

（目的）

第１条　本規程は、東洋大学大学院（以下「本大学院」という。）学則に定める学位について、東洋大学（以下「本学」

という。）が授与する学位に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（学位の種類）

第２条　本学において授与する学位は、博士及び修士とする。

２　博士及び修士の種類は、次のとおりとする。

 
文 学 研 究 科 哲 学 専 攻 博士（文学） 修士（文学）
文 学 研 究 科 イ ン ド 哲 学 仏 教 学 専 攻 博士（文学） 修士（文学）
文 学 研 究 科 日 本 文 学 文 化 専 攻 博士（文学） 修士（文学）
文 学 研 究 科 中 国 哲 学 専 攻 博士（文学） 修士（文学）
文 学 研 究 科 英 文 学 専 攻 博士（文学） 修士（文学）
文 学 研 究 科 史 学 専 攻 博士（文学） 修士（文学）
文 学 研 究 科 教 育 学 専 攻 博士（教育学） 修士（教育学）
文学研究科英語コミュニケーション専攻 博士（英語コミュニケーション） 修士（英語コミュニケーション）
社 会 学 研 究 科 社 会 学 専 攻 博士（社会学） 修士（社会学）
社 会 学 研 究 科 社 会 心 理 学 専 攻 博士（社会心理学） 修士（社会心理学）
法 学 研 究 科 私 法 学 専 攻 博士（法学） 修士（法学）
法 学 研 究 科 公 法 学 専 攻 博士（法学） 修士（法学）
経 営 学 研 究 科 経 営 学 専 攻 博士（経営学） 修士（経営学）
経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻 博士（経営学）又は博士（会計・ファイナンス） 修士（経営学）
経 営 学 研 究 科 マ ー ケ テ ィ ン グ 専 攻 博士（マーケティング） 修士（マーケティング）
理 工 学 研 究 科 生 体 医 工 学 専 攻 博士（理工学） 修士（理工学）
理 工 学 研 究 科 応 用 化 学 専 攻 博士（理工学） 修士（理工学）
理 工 学 研 究 科 機 能 シ ス テ ム 専 攻 博士（理工学） 修士（理工学）
理 工 学 研 究 科 電 気 電 子 情 報 専 攻 博士（理工学） 修士（理工学）
理 工 学 研 究 科 都 市 環 境 デ ザ イ ン 専 攻 修士（工学）
理 工 学 研 究 科 建 築 学 専 攻 修士（工学）
理工学研究科建築・都市デザイン専攻 博士（工学）
経 済 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 博士（経済学） 修士（経済学）
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経 済 学 研 究 科 公 民 連 携 専 攻 修士（経済学）
国 際 地 域 学 研 究 科 国 際 地 域 学 専 攻 博士（国際地域学） 修士（国際地域学）
国 際 地 域 学 研 究 科 国 際 観 光 学 専 攻 博士（国際観光学） 修士（国際観光学）
生 命 科 学 研 究 科 生 命 科 学 専 攻 博士（生命科学） 修士（生命科学）
福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻 博士（社会福祉学）又は博士（ソーシャルワーク） 修士（社会福祉学）又は修士（ソーシャルワーク）
福祉社会デザイン研究科福祉社会システム専攻 修士（社会福祉学）又は修士（社会学）
福祉社会デザイン研究科ヒューマンデザイン専攻 博士（社会福祉学）又は博士（健康デザイン学） 修士（社会福祉学）又は修士（健康デザイン学）
福祉社会デザイン研究科人間環境デザイン専攻 博士（人間環境デザイン学） 修士（人間環境デザイン学）
学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻 博士（バイオ・ナノサイエンス融合） 修士（バイオ・ナノサイエンス融合）
総 合 情 報 学 研 究 科 総 合 情 報 学 専 攻 修士（情報学）
食 環 境 科 学 研 究 科 食 環 境 科 学 専 攻 修士（食環境科学）
情 報 連 携 学 研 究 科 情 報 連 携 学 専 攻 修士（情報連携学）

（博士の学位授与の要件）

第３条　博士の学位は、本大学院学則第13条により、博士課程を修了した者に授与する。

２　前項に規定するもののほか、博士の学位は、本大学院の博士課程を経ない者であっても、本大学院学則第17条に

より授与することができる。

（修士の学位授与の要件）

第４条　修士の学位は、本大学院学則第12条により博士前期課程又は修士課程を修了した者に授与する。

（課程による者の学位論文の提出）

第５条　第３条第１項により学位を請求しようとする者は、所定の学位請求書に学位請求論文及び論文要旨各５部を、

第４条により学位を請求しようとする者は、所定の学位請求書に学位請求論文及び論文要旨各２部を、当該研究科

長に提出しなければならない。

２　本大学院学則第38条第２項に定める再入学は、本大学院学則第14条の最長在学年限内において、最初の入学の年

から退学期間を含め通算９年以内に修了可能な場合に限る。

（課程によらない者の学位論文の提出）

第６条　第３条第２項により学位を請求しようとする者は、所定の学位請求書に学位請求論文、論文要旨、履歴書及

び業績書各５部をその請求する学位の種類を指定して学長に提出しなければならない。

２　本大学院の博士後期課程において必要な研究指導を受けた者が３年を超えて在学した後、退学し、再入学しない

で博士の学位を請求する場合は、前項の規定により取り扱う。

（学位論文の受理）

第７条　第５条による学位請求論文の提出があったときは、研究科長はその論文を受理し学位を授与できるか否かに

ついて研究科委員会の審査に付さなければならない。

２　第６条による学位請求論文の提出があったときは、学長はその論文の専攻分野に属する研究科委員会の議を経て、

受理するか否かを決定し、受理することに決定した学位請求論文については、当該研究科委員会の審査に付さなけ

ればならない。

３　受理した学位請求論文は、返還しない。

（審査料）

第８条　学位請求論文を受理したときは、学位請求者にその旨を通知し、別に定める審査料を納付させなければなら

ない。

２　納入した審査料は、返還しない。

（論文審査）

第９条　研究科委員会は、学位請求論文を受理したときは、第３条第１項及び第４条については、学位請求論文の審

査及び最終試験、第３条第２項については学位請求論文の審査及び学力の確認のために、本大学院学則第22条第２

項による専任教員のうちから審査員を選任する。

２　前項の規定にかかわらず、論文の審査等のため必要があるときは、研究科委員会の議を経て、本学教員、非常勤
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講師等を審査員に加えることができる。

３　第１項の審査員は、第３条第１項については、指導教授のほか、当該論文に関連ある授業科目担当教員２名以上、

第４条については指導教授のほか、当該論文に関連ある授業科目担当教員１名以上、第３条第２項については当該

論文に関連ある授業科目担当教員のうちから３名以上を選任し、１名を主任審査員とし他を副審査員とする。

４　学位請求論文は、１篇に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。

５　審査のため必要があるときは、当該論文の副本、訳本、模型、標本等を提出させることができる。

（最終試験）

第10条　学位に関する最終試験は、当該審査員が学位請求論文を中心として、これに関連ある授業科目については、

口述諮問によって行う。

（学力の確認）

第11条　学位に関する学力の確認は、当該審査員が学位請求論文を中心として、広く関連ある授業科目及び外国語に

ついて諮問を行う。

２　前項の授業科目についての諮問は、口述又は筆答諮問とし、外国語についての諮問は、原則として２カ国語につ

いて行う。

３　前２項の規定にかかわらず、当該審査員が特別の理由があると認めた場合は、学力の確認の諮問を免除すること

がある。

（審査期間）

第12条　修士の学位請求論文の審査及び最終試験は、当該論文の受理後３カ月以内に、また、博士学位請求論文の審

査及び最終試験又は学力の確認の諮問は、当該論文の受理後１年以内に終了する。

（論文審査の結果の報告）

第13条　審査員は、学位請求論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、速やかに審査の結果及び評

価に関する審査報告書を研究科委員会に提出しなければならない。

（論文審査の判定）

第14条　研究科委員会は、前条の報告に基づき、合否について議決をする。

２　前項の議決は、当該研究科の構成員の３分の２以上の出席を要し、出席者の３分の２以上の賛成がなければなら

ない。

（研究科長会議及び学長への報告）

第15条　研究科委員会が前条第１項の議決をしたときは、当該研究科長は、論文とともに論文審査報告書及び最終試

験又は学力の確認の結果を速やかに研究科長会議及び学長に報告しなければならない。

第16条　削除

（学位の授与）

第17条　学長は、第15条の報告に基づいて、学位記を授与する。

２　前項の学位を授与したときは、学長は学位簿に登録する。

３　学長は学位を授与できなかった者についてはその旨を通知する。

（論文審査要旨の公表）

第18条　本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から３カ月以内に、当該博士の学位の

授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。

（学位論文の公表）

第19条　博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位の授与に係

る論文の全文を公表する。

　ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りではない。

２　前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、研究科委員会の承

認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。こ

の場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供する。
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３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、本学の学術情報リポジトリの利用により行う。

４　第１項の規定により、公表する場合は、当該博士の学位の授与に係る論文に「東洋大学審査学位論文」と、また

第２項の規定により公表する場合は、当該博士の学位の授与に係る論文の要約に「東洋大学審査学位論文の要約」

と明記しなければならない。

（学位の名称）

第20条　本学において学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。

（学位授与の取消）

第21条　本学において学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、学長は、当該研究科委員会の議に基

づき、授与した学位を取り消すことができる。

　⑴　不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき

　⑵　名誉をいちじるしく汚す行為があったとき

２　前項の議決については、第14条第２項の規定を準用する。

（学位記の再交付）

第22条　学位記の再交付を受けようとするときは、その理由を記載した願書に所定の手数料を添えて学長に願い出な

ければならない。

（学位授与の報告）

第23条　本学において博士の学位を授与したときは、学長は、当該博士の学位を授与した日から３カ月以内に文部科

学大臣に報告する。

（学位記及び書類の様式）

第24条　学位記は、別表第１及び第２のとおりとする。

２　学位請求関係書類の様式は別に定める。

（改正）

第25条　この規程の改正は、学長が大学院研究科長会議の意見を聴いて行う。

附　則

この規則は、平成７年４月１日から施行する。

附　則（平成８年規則第118号）

この規則は、平成８年４月１日から施行する。

＜省　略＞

附　則（平成23年規則第３号）

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

附　則（平成24年規則第２号）

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

附　則（平成25年規則第57号）

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

附　則（平成26年規則第79号）

１　この規則は、平成26年４月１日から施行する。

２　この規則施行の際、現に文学研究科国文学専攻および工学研究科に在学する者については、第２条第２項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。

附　則（平成27年規則第162号）

この規則は、平成27年６月１日から施行する。

附　則（平成28年規程第４号）

この規程は、平成28年４月１日から施行する。

附　則（平成29年規程第８号）

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
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東洋大学大学院奨学生規程
平成 22 年規程第 35 号

平成 22 年 6 月 7 日
公示

平成 22 年 4 月 1 日 
施行

　　改正　平成 26 年 4 月 1 日
（目的）
第 1 条　この規程は、東洋大学大学院学則（以下、「大学院学則」という。）第 52 条に基づき、大学院に給費奨学金に

よる奨学制度を置き、学術の奨励と経済援助を行うことにより、有為な人材育成に資することを目的とする。
（奨学生の種類）
第 2 条　奨学生の種類は、第 1 種奨学生及び第 2 種奨学生とする。
（奨学生の資格）
第 3 条　奨学生は、大学院に在学し次の要件を備えなければならない。
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東洋大学大学院奨学生規程
平成 22 年規程第 35 号

平成 22 年 6 月 7 日
公示

平成 22 年 4 月 1 日 
施行

　　改正　平成 26 年 4 月 1 日
（目的）
第 1 条　この規程は、東洋大学大学院学則（以下、「大学院学則」という。）第 52 条に基づき、大学院に給費奨学金に

よる奨学制度を置き、学術の奨励と経済援助を行うことにより、有為な人材育成に資することを目的とする。
（奨学生の種類）
第 2 条　奨学生の種類は、第 1 種奨学生及び第 2 種奨学生とする。
（奨学生の資格）
第 3 条　奨学生は、大学院に在学し次の要件を備えなければならない。
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東洋大学大学院奨学生規程
平成 22 年規程第 35 号

平成 22 年 6 月 7 日
公示

平成 22 年 4 月 1 日 
施行

　　改正　平成 26 年 4 月 1 日
（目的）
第 1 条　この規程は、東洋大学大学院学則（以下、「大学院学則」という。）第 52 条に基づき、大学院に給費奨学金に

よる奨学制度を置き、学術の奨励と経済援助を行うことにより、有為な人材育成に資することを目的とする。
（奨学生の種類）
第 2 条　奨学生の種類は、第 1 種奨学生及び第 2 種奨学生とする。
（奨学生の資格）
第 3 条　奨学生は、大学院に在学し次の要件を備えなければならない。

（1）　第 1種奨学生　学業成績、人物とも特に優秀で、本奨学生としてふさわしい者
（2）　第 2種奨学生　就学中に主たる家計支持者の死亡または失業により、修学を継続するための経済的援助が必要

となった者

（奨学金）
第 4条　奨学生には、次の奨学金を給付する。

（1）　第 1種奨学金　30 万円
（2）　第 2種奨学金　奨学生が、当該年度に納入すべき授業料の半額に相当する額

（奨学生の人数）

第 5条　奨学生の人数は、別に定める。

（奨学期間）

第 6条　奨学生の期間は、1か年とする。但し、第 1種奨学生については次年度以降再度選出されることを妨げない。

（出願）

第 7条　奨学生を希望する者の出願手続きについては別に定める。
（選考）

第 8条　奨学生の選考は、研究科委員会が推薦し、大学院研究科長会議を経て学長がこれを決定する。

（異動届）

第 9条　奨学生は、次の事項に該当する場合は、直ちに学長に届け出なければならない。但し、本人に事故あるときは、

保証人が代わって届け出なければならない。
（1）　休学、退学

（2）　本人又は保証人の氏名、住所、その他重要事項の変更

（資格の喪失）
第 10 条　奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。

（1）　奨学生が奨学生期間途中で休学、退学もしくは修了した場合
（2）　大学院学則第 54 条に該当する場合
（3）　申請書など提出書類に、虚偽の記載があった場合

（4）　正当な理由がなく、第 9条の届出を怠った者

（5）　本人が奨学生を辞退したとき

（6）　その他研究科委員会および大学院研究科長会議が奨学生として適当でないと認めたとき

（奨学金の返還）

第 11 条　前条により資格を失った者については、すでに支給した奨学金を返還させるものとする。

（所管）

第 12 条　この規程に関する事務運営は、大学院教務課の所管とする。

（取扱要領）

第 13 条　この規程を円滑に実施するため、事務取扱要領については別に定める。

（規程の改廃）

第 14 条　この規程の改廃は、大学院研究科長会議の議を経て理事長の承認を得るものとする。

附　則

1　この規程は、平成 22 年 4 月 1日から施行する。

2　この規程の施行に伴い、東洋大学大学院奨学生規程（昭和 55 年 4 月 1 日施行。）は、廃止する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
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（1）　第 1種奨学生　学業成績、人物とも特に優秀で、本奨学生としてふさわしい者
（2）　第 2種奨学生　就学中に主たる家計支持者の死亡または失業により、修学を継続するための経済的援助が必要

となった者

（奨学金）
第 4条　奨学生には、次の奨学金を給付する。

（1）　第 1種奨学金　30 万円
（2）　第 2種奨学金　奨学生が、当該年度に納入すべき授業料の半額に相当する額

（奨学生の人数）

第 5条　奨学生の人数は、別に定める。

（奨学期間）

第 6条　奨学生の期間は、1か年とする。但し、第 1種奨学生については次年度以降再度選出されることを妨げない。

（出願）

第 7条　奨学生を希望する者の出願手続きについては別に定める。
（選考）

第 8条　奨学生の選考は、研究科委員会が推薦し、大学院研究科長会議を経て学長がこれを決定する。

（異動届）

第 9条　奨学生は、次の事項に該当する場合は、直ちに学長に届け出なければならない。但し、本人に事故あるときは、

保証人が代わって届け出なければならない。
（1）　休学、退学

（2）　本人又は保証人の氏名、住所、その他重要事項の変更

（資格の喪失）
第 10 条　奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。

（1）　奨学生が奨学生期間途中で休学、退学もしくは修了した場合
（2）　大学院学則第 54 条に該当する場合
（3）　申請書など提出書類に、虚偽の記載があった場合

（4）　正当な理由がなく、第 9条の届出を怠った者

（5）　本人が奨学生を辞退したとき

（6）　その他研究科委員会および大学院研究科長会議が奨学生として適当でないと認めたとき

（奨学金の返還）

第 11 条　前条により資格を失った者については、すでに支給した奨学金を返還させるものとする。

（所管）

第 12 条　この規程に関する事務運営は、大学院教務課の所管とする。

（取扱要領）

第 13 条　この規程を円滑に実施するため、事務取扱要領については別に定める。

（規程の改廃）

第 14 条　この規程の改廃は、大学院研究科長会議の議を経て理事長の承認を得るものとする。

附　則

1　この規程は、平成 22 年 4 月 1日から施行する。

2　この規程の施行に伴い、東洋大学大学院奨学生規程（昭和 55 年 4 月 1 日施行。）は、廃止する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
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東洋大学大学院学生研究発表奨励金規程
平成 22 年規程第 34 号
平成 22 年 6 月 7 日

公示
平成 22 年 4 月 1 日

施行
改正　　平成 26 年 4 月 1 日
（趣旨）
第 1条　この規程は、大学院学生の広い視野に立った研究活動を奨励し、国内外における学会での研究成果の発表、及
び学会誌等への論文発表の促進を図るため、大学院学生研究発表奨励金（以下、「奨励金」という。）を給付すること
を目的とする。

（定義）
第 2条　この規程における「学会」とは、日本学術会議協力学術研究団体又はこれに準ずる国内外の学会の開催する学
術研究集会（大会、部会、シンポジウム等）とする。
2　この規程における「研究成果の発表」とは、前項に定める学会が主催する学術研究集会において、正規の手続きに
より行われる個人研究または共同研究による発表をいう。
3　この規程における「学会誌等」とは、査読付学会誌・論文誌・学術雑誌とする。
4　この規程における「論文発表」とは、前項に定める学会誌等に正規の手続きにより原則としてファーストオーサー
として論文を投稿し、当該論文が掲載されることをいう。

（資格および基準）
第 3条　奨励金の受給資格を有する者は、大学院の正規課程に在学している者とする。
2　奨励金の受給回数は、大学院学則第 50 条に定める学年内において、博士前期課程又は修士課程に在学する者は 2回、
博士後期課程に在学する者は 3回を上限とする。

（給付金額）
第 4条　国内外で開催される学会において、成果発表を行った場合の奨励金額は別に定める。
2　学会誌等へ論文が掲載された場合、及び掲載された論文が学会賞等の賞を受賞した場合の奨励金額は別に定める。
（申請手続）
第 5条　奨励金の給付を受けようとする者は、所定の申請書を別に定める期日までに指導教授の承認を得て、当該研究
科長に提出するものとする。

（報告書の提出）
第 6条　奨励金の給付を受けた者は、別に定める期日までに所定の報告書を作成し、指導教授の確認を得たうえで、当
該研究科長に提出するものとする。

（奨励金の返還）
第 7条　奨励金の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の一部又は全額を返還するものと
する。
（1）　申請書など提出書類に、虚偽の記載があった場合
（2）　正当な理由がなく、大学が求める書類の提出を怠った場合
（3）　東洋大学大学院学則第 54 条に該当する場合
（4）　その他研究科委員会及び大学院研究科長会議が適当でないと認めた場合
（所管）
第 8条　この規程に関する事務運営は、大学院教務課の所管とする。
（取扱要領）
第 9条　この規程を円滑に実施するため、事務取扱要領については別に定める。
（規程の改廃）
第 10 条　この規程の改廃は、大学院研究科長会議の議を経て理事長の承認を得るものとする。

附　則

1　この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
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東洋大学大学院学生研究発表奨励金規程
平成 22 年規程第 34 号
平成 22 年 6 月 7 日

公示
平成 22 年 4 月 1 日

施行
改正　　平成 26 年 4 月 1 日
（趣旨）
第 1条　この規程は、大学院学生の広い視野に立った研究活動を奨励し、国内外における学会での研究成果の発表、及
び学会誌等への論文発表の促進を図るため、大学院学生研究発表奨励金（以下、「奨励金」という。）を給付すること
を目的とする。

（定義）
第 2条　この規程における「学会」とは、日本学術会議協力学術研究団体又はこれに準ずる国内外の学会の開催する学
術研究集会（大会、部会、シンポジウム等）とする。
2　この規程における「研究成果の発表」とは、前項に定める学会が主催する学術研究集会において、正規の手続きに
より行われる個人研究または共同研究による発表をいう。
3　この規程における「学会誌等」とは、査読付学会誌・論文誌・学術雑誌とする。
4　この規程における「論文発表」とは、前項に定める学会誌等に正規の手続きにより原則としてファーストオーサー
として論文を投稿し、当該論文が掲載されることをいう。

（資格および基準）
第 3条　奨励金の受給資格を有する者は、大学院の正規課程に在学している者とする。
2　奨励金の受給回数は、大学院学則第 50 条に定める学年内において、博士前期課程又は修士課程に在学する者は 2回、
博士後期課程に在学する者は 3回を上限とする。

（給付金額）
第 4条　国内外で開催される学会において、成果発表を行った場合の奨励金額は別に定める。
2　学会誌等へ論文が掲載された場合、及び掲載された論文が学会賞等の賞を受賞した場合の奨励金額は別に定める。
（申請手続）
第 5条　奨励金の給付を受けようとする者は、所定の申請書を別に定める期日までに指導教授の承認を得て、当該研究
科長に提出するものとする。

（報告書の提出）
第 6条　奨励金の給付を受けた者は、別に定める期日までに所定の報告書を作成し、指導教授の確認を得たうえで、当
該研究科長に提出するものとする。

（奨励金の返還）
第 7条　奨励金の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の一部又は全額を返還するものと
する。
（1）　申請書など提出書類に、虚偽の記載があった場合
（2）　正当な理由がなく、大学が求める書類の提出を怠った場合
（3）　東洋大学大学院学則第 54 条に該当する場合
（4）　その他研究科委員会及び大学院研究科長会議が適当でないと認めた場合
（所管）
第 8条　この規程に関する事務運営は、大学院教務課の所管とする。
（取扱要領）
第 9条　この規程を円滑に実施するため、事務取扱要領については別に定める。
（規程の改廃）
第 10 条　この規程の改廃は、大学院研究科長会議の議を経て理事長の承認を得るものとする。

附　則

1　この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
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2　この規程の施行に伴い、東洋大学大学院学生の学会発表補助に関する取扱基準（平成 11 年 4 月 19 日施行。）は、廃
止する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

東洋大学大学院学生の取り扱いに関する規程
平成 22 年規程第 6号
平成 22 年 2 月 23 日

公示
平成 22 年 4 月 1 日

施行
改正　　平成 26 年 4 月 1 日
（目的）
第 1条　この規程は、東洋大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）に基づき、大学院学生の履修、修了、退学
及び学生納付金の取り扱いに関し、必要な事項を定める。

（課程の履修及び修了）
第 2条　課程の修了は、大学院学則第 12 条又は第 13 条に規定する修了要件を満たす場合に限る。
2　博士後期課程の修了時期は、大学院学則第 13 条に定める修了要件を満たす場合、3月又は 9月に修了することがで
きる。
3　各研究科において教育研究上必要と認めるときは、博士後期課程に在学している学生に対して、博士前期課程の授
業科目を履修させることができる。

（退学及び満期退学）
第 3条　大学院学則第 36 条で定める者のほか、大学院学則第 14 条に定める最長在学年限内に、大学院学則第 12 条又
は第 13 条に定める修了要件を満たさなかった者は、退学とする。
2　前項の規定にかかわらず、博士後期課程において必要な研究指導を受けたうえで、大学院学則第 13 条の修了要件の
うち、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない、との修了要件のみを満たしていない者は、満期退学
として取り扱う。

（在学期間の延長）
第 4条　大学院学則第 2条で定める標準修業年限の期間在学しているが、大学院学則で規定する修了要件を満たしてい
ない場合で、引き続き在学を希望する者は、許可願書を提出し、当該研究科委員会の承認を得るものとする。
2　在学期間の延長は、大学院学則第 14 条に定める期間を超えることはできない。
（再入学）
第 5条　再入学は、大学院学則第 38 条第 1項の規定による。
2　博士後期課程において第 3条第 2項の規定により満期退学した者の再入学は、大学院学則第 38 条第 2項並びに東洋
大学学位規則第 5条第 2項の規定による。
3　再入学の時期は、大学院学則第 29 条を準用する。
（入学金）
第 6条　東洋大学（通信教育課程、短期大学を除く。）から本学大学院に進学する者は、大学院学則第 40 条別表第 4に
定める入学金を全額免除することができる。
2　本学大学院博士前期課程又は修士課程から本学大学院博士後期課程に進学する者は、大学院学則第 40 条別表第 4に
定める入学金を全額免除することができる。

（在学期間が標準修業年限を超えた場合の学費）
第 7条　博士前期課程又は修士課程において、第 4条の規定により在学期間の延長が認められた者の学費は、入学年度
授業料の半額及び一般施設設備資金とする。ただし、実験実習料については、当該研究科委員会の決定により実費を
徴収する。
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2　この規程の施行に伴い、東洋大学大学院学生の学会発表補助に関する取扱基準（平成 11 年 4 月 19 日施行。）は、廃
止する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

東洋大学大学院学生の取り扱いに関する規程
平成 22 年規程第 6号
平成 22 年 2 月 23 日

公示
平成 22 年 4 月 1 日

施行
改正　　平成 26 年 4 月 1 日
（目的）
第 1条　この規程は、東洋大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）に基づき、大学院学生の履修、修了、退学
及び学生納付金の取り扱いに関し、必要な事項を定める。

（課程の履修及び修了）
第 2条　課程の修了は、大学院学則第 12 条又は第 13 条に規定する修了要件を満たす場合に限る。
2　博士後期課程の修了時期は、大学院学則第 13 条に定める修了要件を満たす場合、3月又は 9月に修了することがで
きる。
3　各研究科において教育研究上必要と認めるときは、博士後期課程に在学している学生に対して、博士前期課程の授
業科目を履修させることができる。

（退学及び満期退学）
第 3条　大学院学則第 36 条で定める者のほか、大学院学則第 14 条に定める最長在学年限内に、大学院学則第 12 条又
は第 13 条に定める修了要件を満たさなかった者は、退学とする。
2　前項の規定にかかわらず、博士後期課程において必要な研究指導を受けたうえで、大学院学則第 13 条の修了要件の
うち、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない、との修了要件のみを満たしていない者は、満期退学
として取り扱う。

（在学期間の延長）
第 4条　大学院学則第 2条で定める標準修業年限の期間在学しているが、大学院学則で規定する修了要件を満たしてい
ない場合で、引き続き在学を希望する者は、許可願書を提出し、当該研究科委員会の承認を得るものとする。
2　在学期間の延長は、大学院学則第 14 条に定める期間を超えることはできない。
（再入学）
第 5条　再入学は、大学院学則第 38 条第 1項の規定による。
2　博士後期課程において第 3条第 2項の規定により満期退学した者の再入学は、大学院学則第 38 条第 2項並びに東洋
大学学位規則第 5条第 2項の規定による。
3　再入学の時期は、大学院学則第 29 条を準用する。
（入学金）
第 6条　東洋大学（通信教育課程、短期大学を除く。）から本学大学院に進学する者は、大学院学則第 40 条別表第 4に
定める入学金を全額免除することができる。
2　本学大学院博士前期課程又は修士課程から本学大学院博士後期課程に進学する者は、大学院学則第 40 条別表第 4に
定める入学金を全額免除することができる。

（在学期間が標準修業年限を超えた場合の学費）
第 7条　博士前期課程又は修士課程において、第 4条の規定により在学期間の延長が認められた者の学費は、入学年度
授業料の半額及び一般施設設備資金とする。ただし、実験実習料については、当該研究科委員会の決定により実費を
徴収する。

東洋大学大学院学生の取扱いに関する規程

平成22年規程第６号

平成22年２月23日

公示

平成22年４月１日

施行

 

　改正　　平成26年４月１日　　　　　　平成28年４月１日

　（目的）

第１条　この規程は、東洋大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）に基づき、東洋大学大学院学生の履修、修了、

退学及び学生納付金の取扱いに関し、必要な事項を定める。

（課程の履修及び修了）

第２条　課程の修了は、大学院学則第12条又は第13条に規定する修了要件を満たす場合に限る。

２　博士後期課程の修了時期は、大学院学則第13条に定める修了要件を満たす場合、３月又は９月に修了することが

できる。

３　各研究科において教育研究上必要と認めるときは、博士後期課程に在学している学生に対して、博士前期課程の

授業科目を履修させることができる。

（退学及び満期退学）

第３条　大学院学則第36条で定める者のほか、大学院学則第14条に定める最長在学年限内に、大学院学則第12条又は

第13条に定める修了要件を満たさなかった者は、退学とする。

２　前項の規定にかかわらず、博士後期課程において必要な研究指導を受けたうえで、大学院学則第13条の修了要件

のうち、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない、との修了要件のみを満たしていない者は、満期

退学として取り扱う。

（在学期間の延長）

第４条　大学院学則第２条で定める標準修業年限の期間在学しているが、大学院学則で規定する修了要件を満たして

いない場合で、引き続き在学を希望する者は、許可願書を提出し、当該研究科委員会の承認を得ることにより、在

学期間を延長することができる。

２　在学期間の延長は、大学院学則第14条に定める期間を超えることはできない。

（再入学）

第５条　再入学は、大学院学則第38条第１項の規定による。

２　博士後期課程において第３条第２項の規定により満期退学した者の再入学は、大学院学則第38条第２項及び東洋

大学学位規程第５条第２項の規定による。

３　再入学の時期は、大学院学則第29条を準用する。

（入学金）

第６条　東洋大学（通信教育課程、短期大学を除く。）から本学大学院に進学する者は、大学院学則第40条別表第４に

定める入学金を全額免除することができる。

２　本学大学院博士前期課程又は修士課程から本学大学院博士後期課程に進学する者は、大学院学則第40条別表第４

に定める入学金を全額免除することができる。

（在学期間が標準修業年限を超えた場合の学費）

第７条　博士前期課程又は修士課程において、第４条の規定により在学期間の延長が認められた者の学費は、入学年

度授業料の半額及び一般施設設備資金とする。ただし、実験実習料については、当該研究科委員会の決定により実

費を徴収する。



─ 142 ─

２　博士後期課程において、第４条の規定により在学期間の延長が認められた者の学費は、入学年度授業料の半額と

する。ただし、実験実習料については、当該研究科委員会の決定により実費を徴収する。

（再入学者の学費）

第８条　再入学を許可された者の学費は、再入学する学年次の学費を適用する。ただし、入学金は、再入学する年度

の新入生の額の半額を徴収する。

２　博士前期課程又は修士課程に２年以上在学した後、退学又は除籍となった者が再入学する場合、学費は、再入学

する学年次の授業料の半額及び一般施設設備資金とする。ただし、入学金は、再入学する年度の新入生の額の半額

を徴収し、実験実習料は、当該研究科委員会の決定により実費を徴収する。

３　博士後期課程に３年以上在学した後、学位論文を提出しないで退学した者が学位論文提出のため再入学する場合、

学費は、再入学する学年次の授業料の半額とする。ただし、入学金は、再入学する年度の新入生の額の半額を徴収し、

実験実習料は、当該研究科委員会の決定により実費を徴収する。

（改正）

第９条　この規程の改正は、大学院研究科長会議の議を経て理事長が行う。

附　則

１　この規程は、平成22年４月１日から施行し、平成22年度在学生から適用する。

２　この規程の施行に伴い、博士後期課程学生の取り扱いに関する規程（昭和45年４月１日施行。）は、廃止する。

附　則（平成26年規程第69号）

この規程は、平成26年４月１日から施行する。

附　則（平成28年規程第３号）

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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東洋大学大学院学生の留学に関する規程
平成８年規程第107号

平成８年３月29日

公示

平成８年４月１日

施行

改正 平成15年４月１日 平成16年７月１日 

　 平成17年４月１日 平成24年４月１日 

　 平成26年４月１日 平成27年６月１日

　 平成27年10月１日 平成28年４月１日 

　 平成29年４月１日  

（趣　旨）

第１条　この規程は、東洋大学大学院学則第８条第１項及び第９条に基づき、東洋大学大学院学生（以下「学生」と

いう。）の留学に関し、必要な事項を定める。

（対　象）

第２条　留学の対象となる大学（大学院を含む。以下同じ。）は、次の各号に掲げる日本国外に所在する大学とする。

（１）　東洋大学（以下「本学」という。）が協定を締結した大学

（２）　本学大学院の研究科又は専攻が協定を締結した大学

（３）　本学が協定を締結した国際的な学生交換コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）に加盟する大学

（４）　前３号に規定するもののほか、本学の学長が認定した大学

（協定の内容）

第３条　前条に掲げる協定のうち、学生交換の協定に係る内容には、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。

ただし、コンソーシアムと締結する協定については、各コンソーシアムの学生交換条件に準拠する。

（１）　協定の有効期間

（２）　交換派遣の条件

（３）　履修できる授業科目の範囲

（４）　対象とする学生数

（５）　学費及び納入方法

（６）　奨学制度の有無

（７）　その他協定の実施に必要な事項

（定　義）

第４条　この規程において、交換留学とは、大学の正規科目を履修し単位を修得するために、第２条第１号から第３

号に掲げる大学に留学することをいう。

２　この規程において、認定留学とは、大学の正規科目を履修し単位を修得するために、第２条第４号に掲げる大学

に留学することをいう。

（資　格）

第５条　交換留学生及び認定留学生（以下「留学生」という。）として留学できる者は、留学の目的が明確であり、本

学の派遣留学生としてふさわしく、かつ次の各号に該当する者でなければならない。

（１）　留学時に本学に在学していること。

（２）　学業成績が優良でかつ心身ともに健康であること。

（３）　指導教授の許可を得ていること。

（４）　留学先大学の出願要件を満たしていること。

（出願の手続き）
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第６条　留学生として留学を志願する者は、出願書類を、当該研究科長に提出しなければならない。

（留学の許可）

第７条　留学の許可は、国際教育センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）及び当該研究科委員会の意見

を聴いて学長が決定する。ただし、研究科又は専攻の協定に基づく留学の許可については運営委員会の意見は必要

としない。

（留学できる期間）

第８条　留学生の留学期間は、原則として在学期間中に１年以内とし、特別の理由がある場合は、運営委員会及び当

該研究科委員会の意見を聴いて学長が留学期間を延長することができる。ただし、研究科又は専攻の協定に基づく

留学の許可については、運営委員会の意見は必要としない。

２　留学期間は、在学年数に算入する。

（留学終了の手続き）

第９条　前条により留学を終えた学生は、帰国の日から１ケ月以内に所定の留学終了届を当該研究科長に提出しなけ

ればならない。

（単位認定）

第10条　留学終了後、単位認定を願い出る学生は、下記の書類に留学終了届を添えて提出し、当該研究科委員会の承

認を得て大学院の修了に必要な単位として認定することができる。

２　前項の単位認定を希望する学生は、次の各号の書類を提出しなければならない。

（１）　留学先で発行した履修科目の成績証明書又はそれに代わるもの

（２）　履修科目の時間数及び単位数を証明する文書又はそれに代わるもの

（３）　単位認定願

（４）　その他必要と認められるもの

（履修届の取扱い）

第11条　留学において、本学と留学した大学の学年暦の差異によって生じる履修届の取扱いについては、当該研究科

委員会の意見を聴いて学長が決定する。

（留学許可の取消）

第12条　学長は、次の各号に該当する留学生について、第２条で規定する大学の長又はコンソーシアムと協議し、運

営委員会及び当該研究科委員会の意見を聴いて留学の許可を取り消すことができる。ただし、研究科及び専攻の協

定に基づく留学許可の取消については、運営委員会の意見は必要としない。

（１）　学修の実があがらないと認められる者

（２）　学則又は諸規程に違反した者

（３）　学生査証が認められない者

（４）　その他学生としての本分に反した者

（５）　留学の辞退を申し出た者

２　前項各号の規定により留学許可を取り消された者は、速やかに本学に復帰しなければならない。

（安全の確保）

第13条　派遣先国が戦争状態、戒厳令施行等、留学を中止することが望ましい事態に際しては、留学生の安全を確保

する観点から、学長は当該研究科長及び国際教育センター長の意見を聴いて、留学の中止及び帰国を勧告すること

ができる。

２　留学の中止（一時中止を含む。）に伴う、履修上の諸事項については、当該研究科において適切な措置を講じな

ければならない。

（留学期間中の学費の取扱い）

第14条　留学生は、留学期間中の本学の学費を、東洋大学学費取扱要領に基づいて納入しなければならない。

（奨学金）
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第15条　東洋大学国際交流基金経費支出基準に基づき、留学生に奨学金を給付することができる。

（改　正）

第16条　この規程の改正は、運営委員会及び各研究科委員会の意見を聴いて学長が行う。

附　則

この規程は、平成８年４月１日から施行する。

附　則（平成15年規程第13号抄）

この規程は、平成15年４月１日から施行する。

附　則（平成16年規程第51号）

１　この規程は、平成16年７月１日から施行する。ただし、第３条における ISEP 交換留学は、本学が ISEP に加盟し

た日から適用する。

２　この規程の施行以前に、留学が決定していた者の留学については、なお従前の例による。

附　則（平成17年規程第13号）

この規程は、平成17年４月１日から施行する。

附　則（平成24年規程第33号）

この規程は、平成24年４月１日から施行する。

附　則（平成26年規程第66号）

この規程は、平成26年４月１日から施行する。

附　則（平成27年10月１日規程第299号）

この規程は、平成27年10月１日から施行する。

附　則（平成28年規程第48号）

この規程は、平成28年４月１日から施行する。

附　則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
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附　則

この規程は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。

附　則（平成 15 年規程第 13 号抄）

この規程は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。

附　則（平成 16 年規程第 51 号）

1　この規程は、平成 16 年 7 月 1 日から施行する。ただし、第 3 条における ISEP 交換留学は、本学が ISEP に加盟し
た日から適用する。

2　この規程の施行以前に、留学が決定していた者の留学については、なお従前の例による。

附　則（平成 17 年規程第 13 号）

この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

東洋大学大学院ダブル・ディグリー・プログラム規程
平成 25 年規程第 54 号

平成 25 年 6 月 12 日
公示

平成 25 年４月１日
施行

（趣旨）
第 1 条　この規程は、「東洋大学大学院学生の留学に関する規程」第 1 条に基づき、本大学院のダブル・ディグリー・

プログラム（以下「DDP」という。）に関する必要な事項を定める。
（目的）
第 2 条　この規程は、東洋大学が外国の大学との間に大学間協定を締結した大学（以下「協定校」という。）との協定

のもとに取り交わす「ダブル・ディグリーに関する覚書」（以下「覚書」という。）に基づき、協定校の大学院と東洋
大学大学院（以下「本大学院」という。）において組織的な国際教育連携を図り、優秀な学生の計画的派遣及び受入
を通じ、当該学生に対し双方の大学院がそれぞれ学位を授与することを目的とする。

（要件）
第 3 条　DDP の実施は、本大学院学則の定めるところによる。
2　授業科目、研究指導、単位互換及び学位の授与等の実施に際しては、各協定校と個別に「覚書」等を締結するもの

とする。
（派遣・受入の資格と身分）
第 4 条　DDP による派遣学生及び受入学生（以下「プログラム学生」という。）は、派遣元の大学院に正規学生として

在学している者とする。
2　プログラム学生は、派遣先の大学院において正規の学生として在学する者とする。
（出願の手続き）
第 5 条　本大学院の学生がプログラム学生として派遣を志願する場合は、所定の派遣願いを当該研究科長に提出しなけ

ればならない。
（派遣・受入の許可）
第 6 条　本大学院のプログラム学生の派遣は、主研究指導教員が推薦し、当該研究科委員会の議を経て学長が許可をす

る。
2　協定校から推薦されたプログラム学生の受入に当たっては、本大学院において入学選考を行う。ただし、選考方法・

時期等については、別に定める。
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（派遣する期間）
第 7条　本大学院のプログラム学生の派遣期間は、原則として 1年以内とし、在学年数に算入する。
（派遣終了の手続き）
第 8条　本大学院から派遣されたプログラム学生が留学を終了したときは、帰国の日から 1カ月以内に所定の派遣終了
届を当該研究科長に提出しなければならない。

（単位の取り扱い）
第 9条　本大学院から派遣されたプログラム学生が留学終了後、単位認定を願い出るときは、次の各号の書類に派遣終
了届を添えて当該研究科長に提出するものとする。
（1）　派遣先で発行した履修科目の成績証明書又はそれに代わるもの
（2）　履修科目の時間数及び単位数を証明する文書又はそれに代わるもの
（3）　単位振替・換算願
（4）　その他必要と認められるもの
2　当該研究科委員会は、前項の書類に基づき本大学院課程修了に必要な単位として振替又は換算することができる。
（履修届の取り扱い）
第 10 条　派遣・受入において、学年暦の差異によって生じる履修届の取り扱いについては、当該研究科委員会の議を
経て学長が決定する。

（派遣・受入許可の取消）
第 11 条　学長は、次の各号に該当するプログラム学生について、当該協定校の長と協議し、当該研究科委員会の議を
経て派遣・受入の許可を取り消すことができる。
（1）　学修の実があがらないと認められる者
（2）　この規程の定める義務を怠った者
（3）　実施時に個別に締結する覚書等の内容に反した者
（4）　学生査証が認められない者
（5）　その他学生としての本分に反した者
2　前項の規定により派遣・受入の許可を取り消された者は、速やかに派遣元となる母国の所属大学に復帰しなければ
ならない。

（安全の確保）
第 12 条　派遣先国が戦争状態、又は戒厳令施行その他、派遣を中止することが望ましい事態に際しては、派遣学生の
安全を確保する観点から、学長は派遣学生に留学を中止して帰国するよう勧告することができる。
2　前項の勧告を行う場合に、学長は当該研究科長及び国際センター長の意見を聞くものとする。
3　前項に伴い、派遣の中止（一時中止を含む。）に伴う履修上の諸事項については、当該研究科において適切な措置を
講じるものとする。

（派遣・受入期間中の学費等の扱い）
第 13 条　プログラム学生の派遣・受入期間中の学費等は、「覚書」等において別に定めるものとする。
（学位取得の報告）
第 14 条　本大学院から派遣されたプログラム学生が派遣先大学院の学位を取得したときは、当該研究科長を通じて学
長に報告するものとする。

（事務）
第 15 条　DDPに関する事務は、当該プログラムを実施する研究科を所管する事務局が行う。
（改正）
第 16 条　この規程の改正は、研究科長会議の議を経て学長及び理事長の承認を得るものとする。

附　則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
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附　則

この規程は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。

附　則（平成 15 年規程第 13 号抄）

この規程は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。

附　則（平成 16 年規程第 51 号）

1　この規程は、平成 16 年 7 月 1 日から施行する。ただし、第 3 条における ISEP 交換留学は、本学が ISEP に加盟し
た日から適用する。

2　この規程の施行以前に、留学が決定していた者の留学については、なお従前の例による。

附　則（平成 17 年規程第 13 号）

この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

東洋大学大学院ダブル・ディグリー・プログラム規程
平成 25 年規程第 54 号

平成 25 年 6 月 12 日
公示

平成 25 年４月１日
施行

（趣旨）
第 1 条　この規程は、「東洋大学大学院学生の留学に関する規程」第 1 条に基づき、本大学院のダブル・ディグリー・

プログラム（以下「DDP」という。）に関する必要な事項を定める。
（目的）
第 2 条　この規程は、東洋大学が外国の大学との間に大学間協定を締結した大学（以下「協定校」という。）との協定

のもとに取り交わす「ダブル・ディグリーに関する覚書」（以下「覚書」という。）に基づき、協定校の大学院と東洋
大学大学院（以下「本大学院」という。）において組織的な国際教育連携を図り、優秀な学生の計画的派遣及び受入
を通じ、当該学生に対し双方の大学院がそれぞれ学位を授与することを目的とする。

（要件）
第 3 条　DDP の実施は、本大学院学則の定めるところによる。
2　授業科目、研究指導、単位互換及び学位の授与等の実施に際しては、各協定校と個別に「覚書」等を締結するもの

とする。
（派遣・受入の資格と身分）
第 4 条　DDP による派遣学生及び受入学生（以下「プログラム学生」という。）は、派遣元の大学院に正規学生として

在学している者とする。
2　プログラム学生は、派遣先の大学院において正規の学生として在学する者とする。
（出願の手続き）
第 5 条　本大学院の学生がプログラム学生として派遣を志願する場合は、所定の派遣願いを当該研究科長に提出しなけ

ればならない。
（派遣・受入の許可）
第 6 条　本大学院のプログラム学生の派遣は、主研究指導教員が推薦し、当該研究科委員会の議を経て学長が許可をす

る。
2　協定校から推薦されたプログラム学生の受入に当たっては、本大学院において入学選考を行う。ただし、選考方法・

時期等については、別に定める。
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（派遣する期間）
第 7条　本大学院のプログラム学生の派遣期間は、原則として 1年以内とし、在学年数に算入する。
（派遣終了の手続き）
第 8条　本大学院から派遣されたプログラム学生が留学を終了したときは、帰国の日から 1カ月以内に所定の派遣終了
届を当該研究科長に提出しなければならない。

（単位の取り扱い）
第 9条　本大学院から派遣されたプログラム学生が留学終了後、単位認定を願い出るときは、次の各号の書類に派遣終
了届を添えて当該研究科長に提出するものとする。
（1）　派遣先で発行した履修科目の成績証明書又はそれに代わるもの
（2）　履修科目の時間数及び単位数を証明する文書又はそれに代わるもの
（3）　単位振替・換算願
（4）　その他必要と認められるもの
2　当該研究科委員会は、前項の書類に基づき本大学院課程修了に必要な単位として振替又は換算することができる。
（履修届の取り扱い）
第 10 条　派遣・受入において、学年暦の差異によって生じる履修届の取り扱いについては、当該研究科委員会の議を
経て学長が決定する。

（派遣・受入許可の取消）
第 11 条　学長は、次の各号に該当するプログラム学生について、当該協定校の長と協議し、当該研究科委員会の議を
経て派遣・受入の許可を取り消すことができる。
（1）　学修の実があがらないと認められる者
（2）　この規程の定める義務を怠った者
（3）　実施時に個別に締結する覚書等の内容に反した者
（4）　学生査証が認められない者
（5）　その他学生としての本分に反した者
2　前項の規定により派遣・受入の許可を取り消された者は、速やかに派遣元となる母国の所属大学に復帰しなければ
ならない。

（安全の確保）
第 12 条　派遣先国が戦争状態、又は戒厳令施行その他、派遣を中止することが望ましい事態に際しては、派遣学生の
安全を確保する観点から、学長は派遣学生に留学を中止して帰国するよう勧告することができる。
2　前項の勧告を行う場合に、学長は当該研究科長及び国際センター長の意見を聞くものとする。
3　前項に伴い、派遣の中止（一時中止を含む。）に伴う履修上の諸事項については、当該研究科において適切な措置を
講じるものとする。

（派遣・受入期間中の学費等の扱い）
第 13 条　プログラム学生の派遣・受入期間中の学費等は、「覚書」等において別に定めるものとする。
（学位取得の報告）
第 14 条　本大学院から派遣されたプログラム学生が派遣先大学院の学位を取得したときは、当該研究科長を通じて学
長に報告するものとする。

（事務）
第 15 条　DDPに関する事務は、当該プログラムを実施する研究科を所管する事務局が行う。
（改正）
第 16 条　この規程の改正は、研究科長会議の議を経て学長及び理事長の承認を得るものとする。

附　則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
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（派遣する期間）
第 7条　本大学院のプログラム学生の派遣期間は、原則として 1年以内とし、在学年数に算入する。
（派遣終了の手続き）
第 8条　本大学院から派遣されたプログラム学生が留学を終了したときは、帰国の日から 1カ月以内に所定の派遣終了
届を当該研究科長に提出しなければならない。

（単位の取り扱い）
第 9条　本大学院から派遣されたプログラム学生が留学終了後、単位認定を願い出るときは、次の各号の書類に派遣終
了届を添えて当該研究科長に提出するものとする。
（1）　派遣先で発行した履修科目の成績証明書又はそれに代わるもの
（2）　履修科目の時間数及び単位数を証明する文書又はそれに代わるもの
（3）　単位振替・換算願
（4）　その他必要と認められるもの
2　当該研究科委員会は、前項の書類に基づき本大学院課程修了に必要な単位として振替又は換算することができる。
（履修届の取り扱い）
第 10 条　派遣・受入において、学年暦の差異によって生じる履修届の取り扱いについては、当該研究科委員会の議を
経て学長が決定する。

（派遣・受入許可の取消）
第 11 条　学長は、次の各号に該当するプログラム学生について、当該協定校の長と協議し、当該研究科委員会の議を
経て派遣・受入の許可を取り消すことができる。
（1）　学修の実があがらないと認められる者
（2）　この規程の定める義務を怠った者
（3）　実施時に個別に締結する覚書等の内容に反した者
（4）　学生査証が認められない者
（5）　その他学生としての本分に反した者
2　前項の規定により派遣・受入の許可を取り消された者は、速やかに派遣元となる母国の所属大学に復帰しなければ
ならない。

（安全の確保）
第 12 条　派遣先国が戦争状態、又は戒厳令施行その他、派遣を中止することが望ましい事態に際しては、派遣学生の
安全を確保する観点から、学長は派遣学生に留学を中止して帰国するよう勧告することができる。
2　前項の勧告を行う場合に、学長は当該研究科長及び国際センター長の意見を聞くものとする。
3　前項に伴い、派遣の中止（一時中止を含む。）に伴う履修上の諸事項については、当該研究科において適切な措置を
講じるものとする。

（派遣・受入期間中の学費等の扱い）
第 13 条　プログラム学生の派遣・受入期間中の学費等は、「覚書」等において別に定めるものとする。
（学位取得の報告）
第 14 条　本大学院から派遣されたプログラム学生が派遣先大学院の学位を取得したときは、当該研究科長を通じて学
長に報告するものとする。

（事務）
第 15 条　DDPに関する事務は、当該プログラムを実施する研究科を所管する事務局が行う。
（改正）
第 16 条　この規程の改正は、研究科長会議の議を経て学長及び理事長の承認を得るものとする。

附　則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
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東洋大学研究倫理規程

平成27年規程第55号

平成27年４月１日

施行

第１章　総　　　則

（目的）
第１条　この規程は、「学校法人東洋大学行動規範」に基づき、東洋大学（以下「本学」という。）の学術研究の信頼

性と公正性を確保することを目的とし、本学及び研究に従事するすべての研究者が遵守すべき事項を定める。
（用語の定義）
第２条　この規程において「研究」とは、科学及び文化の諸領域における専門的、学際的及び総合的に行う個人研究、

学内外の諸機関等との共同研究及びプロジェクトによる研究等を言う。
２　この規程において「研究者」とは、本学の専任教職員のみならず、本学の研究活動に従事する者を指し、学生であっ

ても研究に関わるときは「研究者」に準ずる。
３　この規程において「研究費」とは、第１項の研究に従事する研究者等に本学が交付する研究費及び研究者が学外

から獲得した研究費を言う。
（最高管理責任者）
第３条　学長は、本学におけるすべての研究の最高管理責任者として、研究倫理の保持並びに研究費の運営及び管理

が適正に行われるよう体制の整備を行う。
（統括管理責任者）
第４条　最高管理責任者の責務を補佐するため、統括管理責任者を置く。
２　統括管理責任者は、学長の指名する副学長とする。
３　統括管理責任者は、最高管理責任者の命を受けて、研究並びに研究費の運営及び管理が適正に行われるよう全体

を指導及び監督する責務を有する。
（研究倫理教育責任者）
第５条　各部局（大学院（専門職大学院を含む。）研究科、学部、研究所及び研究センター）の長は、研究倫理教育責

任者として、部局における実質的な権限を有しその責任を負う。
２　研究倫理教育責任者は、不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために、広く研究活動にかかわる

者を対象に、求められる倫理規範を修得等させるための研究倫理教育（以下、「研究倫理教育」という。）を確実、
かつ定期的に実施する責務を負う。

３　研究倫理教育責任者は、学科、専攻、研究所及び研究センターの組織レベルで複数の研究倫理教育副責任者を任
命することができる。

第２章　研究者の責務

（研究者の基本的責任）
第６条　研究者は、国際的に認められた規範、規約、条約等、国内の関連する法令、告示等（以下、「法令等」という。）

及び学校法人東洋大学及び本学が定める関係規程等（以下、「本学関係規程」という。）を遵守しなければならない。
（研究者の姿勢）
第７条　研究者は、生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、基本的人権を尊重しなければならない。
２　研究者は、学術研究が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、各自の自覚に基づいた高い倫

理的規範のもとに良心と信念に従って、誠実に行動しなければならない。
３　研究者は、科学研究によって生み出される知の正確さ及び正当性を、科学的かつ客観的に示す最善の努力をする

と共に、研究者コミュニティ、特に自らの専門領域における研究者相互の評価に積極的に関与しなければならない。
４　研究者は、他の国、地域、組織等の研究活動における、文化、習慣及び規律の理解に努めなければならない。
５　研究者は、生命倫理及び調査研究活動に関わる学問上の倫理、ハラスメントの禁止など社会的規範、その他法令

等及び本学関係規程を遵守しなければならない。
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６　研究者は、異なる分野の専門分野を尊重するとともに、相互に独立した対等の研究者として互いに学問的立場を
尊重しなければならない。

（研究活動における不正行為の防止）
第８条　研究者は、あらゆる研究活動において、捏造、改ざん、盗用などの不正行為を行わないこと及び加担しない

ことと共に、研究及び調査データの適切な取り扱いを徹底し、不正行為等の発生を未然に防止するよう研究環境の
整備に努めなければならない。

（研究費の取り扱い）
第９条　研究者は、研究費の適正な使用に努めなければならない。
２　研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費のみに使用しなければならない。
３　研究者は、研究費の使用に当たっては、法令等、本学関係規程、当該研究費の使用ルールを遵守しなければなら

ない。
（研究組織の適切な管理）
第10条　研究者は、共同の研究者がいる場合には、当該研究者が対等なパートナーであることを理解し、お互いの学

問的立場を尊重し、共同研究者、研究分担者、研究協力者等に対しては、誠意をもって接する。また学生が共に研
究活動に関わるときは、学生が不当に不利益を被らないよう十分に配慮しなければならない。

２　研究者は、共同研究を行う場合は、個々の研究者等の役割分担及び責任を明確にしなければならない。また、複
数の研究者による研究活動の全容を把握及び管理する立場にある代表研究者が研究活動及び研究成果の確認を行わ
なければならない。

３　研究者は、若手研究者等が自律した研究活動を遂行できるよう適切な支援、助言等の環境整備に努めるものとす
る。

４　研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立及び維持も自らの重要な責務で
あることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に積極的に取り組むと共に、こ
れを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努めなければならない。

（資料、情報、データ等の利用及び管理）
第11条　研究者は、科学的かつ一般的に妥当な方法及び手段により、研究のための資料、情報、データ等を収集しな

ければならない。
２　研究者が、研究のために資料、情報、データ等を収集する場合は、その目的に適う必要な範囲において収集しな

ければならない。
３　研究者は、当該研究のために収集及び採取又は作成した情報、データ等の関連する研究記録は、法令等又は本学

関連規程に基づき適切に保管管理し、事後の検証が行えるよう管理しなければならない。
４　前項の記録は、要求があった場合には開示しなければならない。
５　第３項の保管及び管理する期間は、別に定める。
（インフォームド・コンセント）
第12条　研究者が、人の行動、環境、心身等に関する個人情報、データ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者

に対してその目的、収集方法等について分かりやすく説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。
２　組織、団体等から、当該組織、団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受ける場合も前項に準ずる。
（研究対象などの保護）
第13条　研究者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。
２　動物等に対しては、法令等及び本学関連規程に基づき、真摯な態度でこれを扱う。
（研究成果等の適切な説明及び公表）
第14条　研究者は、研究成果の公表に際して、データ及び論拠の学問的信頼性の確保に十分に留意するとともに、公

正かつ適切な引用を行わなければならない。
２　公表に際して、オーサーシップ及び既発表の関連データの利用、著作権等について、各研究組織、研究分野、学会、

学術誌等に固有の慣行やルールを十分尊重しなければならない。
３　研究者は自ら携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、それらが人間、社会及び環境に及ぼし得る影

響や起こり得る変化を推定評価し、その結果を中立性及び客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話
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を築くように努める。
（個人情報の保護）
第15条　研究者は、研究の過程で収集した他人の個人情報の保護に努め、法令等、本学関連規程に基づき適正な取り

扱いを行わなければならない。
（機器、薬品及び材料の安全管理）
第16条　研究実験において研究装置、機器等及び薬品、材料等を用いるときは、法令等、本学関係規程を遵守し、最

終処理まで含め責任を持って安全管理に努めなければならない。
（審査の公正性）
第17条　研究者は、他人の研究論文等の査読、その他研究業績の審査にあたる場合は、被評価者に対して予断を持つ

ことなく、当該審査基準等及び自己の知見に基づき公正に審査を行わなければならない。
（利益相反への適切な対応）
第18条　研究者は、自らの研究行動に当たり、利益相反が発生しないよう、法令等、本学関係規程を遵守し、本学及

び本学の教職員及び学生の社会的信用及び名誉を保持しなければならない。

第３章　本学の責務

（啓発活動）
第19条　本学は、本規程を学内に周知徹底し、研究倫理に係る意識を高め、研究活動、研究費の適切な管理等につい

て必要な措置を講じる。
２　本学は、研究倫理教育責任者と協力し、学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する

研究倫理教育の実施に務める。
（相談窓口）
第20条　本学は、研究に関して不当又は不公正な扱いを受けた者からの苦情、相談等に対応する。
（不正行為）
第21条　本学は、研究活動に関わる不正行為を防止するため必要な措置を講じる。
２　本学は、研究活動において不適切な行為が認められた場合は、速やかに原因の究明と適切な措置を講じ、学内外

への説明責任を果たす。
（東洋大学研究倫理委員会）
第22条　本学は、本規程の目的を達成し、かつ適切な運用を図るため、東洋大学研究倫理委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。
２　委員会に関する事項は、別に定める。

第４章　そ　の　他

（所管）
第23条　本規程に関する事務は、研究推進部研究推進課が取り扱う。
（改正）
第24条　この規程の改正は、学長が委員会の意見を聴いて行う。

附　則

　この規程は、平成27年４月１日から施行する。
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Chapter 1. General Provisions

(Purpose)

Article 1

This Code stipulates the matters that should be complied with by Toyo University (hereinafter, the 

“University”) and all researchers engaging in research of the University for the purpose of ensuring 

reliability and fairness of the University’s academic research pursuant to the “Toyo University Code 

of Conduct”. 

(Definitions)

Article 2 

1.  The term “research” as used herein shall mean but not be limited to the researchers’ independent 

research as well as joint research and research projects with internal and external institutions that 

may be conducted in a specialized, interdisciplinary and/or comprehensive manner. 

2.  The term “researcher(s)” as used herein shall mean the University’s permanent faculty and staff 

members and any and all other persons engaging in the University’s research activities. A student 

shall be treated as a “researcher” as long as they engage in research. 

3.  The term “research funds” as used herein shall mean research funds provided by the University 

to researchers engaging in research as defined in paragraph 1 and research funds gained by 

researchers from outside the University.

(Executive Research Management Officer)

Article 3 

The President shall, as the Executive Research Management Officer for all research activities of the 

University, establish a system for maintaining research ethics and ensuring appropriate management 

and administration of research funds. 

(Senior Research Management Officer)

Article 4 

1.  The Senior Research Management Officer shall be appointed to assist inthe duties of the Executive 

Research Management Officer.

2.  The Senior Research Management Officer shall be appointed by the President from among the Vice 

Presidents. 

3.  The Senior Research Management Officer shall have the responsibility to guide and supervise all 

research activities for appropriate management and administration of research and research funds. 

Toyo�University�Research�Code�of�Ethics

Effective as of April 1, 2015
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Article 5 (Research Ethics Education Officers)

1.  The head of each organization (graduate schools (including professional graduate schools), faculties, 

research institutes and research centers) shall have substantial authority and responsibility as the 

Research Ethics Education Officer of their organization. 

2.  Each Research Ethics Education Officer shall have the responsibility to implement research ethics 

education firmly and periodically in order to familiarize the persons engaging in research activities 

with the required ethics to prevent unfair acts in advance and promote fair research activities 

(hereinafter “research ethics education”).

3.  Each Research Ethics Education Officer may appoint Research Ethics Education Assistant Officers 

for the respective departments, courses, research institutes, and research centers. 

Chapter 2. Responsibilities of Researchers

(Basic Responsibilities of Researchers)

Article 6 

Each researcher shall comply with internationally-recognized norm, standards and regulations,  

conventions, etc., and applicable laws, announcements of Japan (hereinafter, the “laws, etc.) and 

applicable rules stipulated by Toyo University (hereinafter, “the University applicable Rules”).

(Attitude of Researchers)

Article 7 

1.  Each researcher shall respect the dignity of life, the dignity of individuals and basic human rights.

2.  Each researcher shall be aware that academic research is based on the trust of and mandate from 

society and shall act in good faith with due care based on high ethical standards. 

3.  Each researcher shall exercise their utmost efforts to show the correctness and validity of knowledge 

created by scientific research in a scientific and objective manner and shall also be actively involved 

in mutual assessment within the research community, and particularly among researchers in their 

own respective research fields. 

4.  Each researcher shall endeavor to understand the cultures, customs and norms of research activities 

of other countries, regions, organizations, etc. 

5.  Each researcher shall comply with bioethics and academic ethics relating to survey and research 

activities, prohibition of harassment and other social norms, other laws and the University applicable 

Rules. 

6.  Each researcher shall respect different academic fields and shall respect the independent and equal 

academic points of view of other researchers. 

(Prevention of Unfair Acts in Research Activities)

Article 8

Each researcher shall not commit or be engaged in forgery, falsification, misappropriation or other 

unfair acts in any and all research activities and shall ensure appropriate handling of research and 
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survey data and shall endeavor to provide an appropriate research environment to prevent any 

occurrence of unfair acts.

(Handling of Research Funds)

Article 9 

1. Each researcher shall endeavor to use their research funds in an appropriate manner. 

2. Each researcher shall use the research funds provided to them exclusively for necessary research 

expenses.

3.  With respect to the use of research funds, each researcher shall comply with the laws, etc., the 

University applicable Rules and the conditions of use of the relevant research funds. 

(Appropriate Management of Research Organization)

Article 10

1.  Each researcher shall understand that their co-researchers, if any, are their equal partners and 

shall respect their academic backgrounds and treat the co-researchers and participants who share 

or cooperate in their research activities with respect and honesty. In cases where any students are 

involved in the research activities of a researcher, the researcher shall exercise due care so as not to 

inflict any unfair disadvantage on such students.

2.  When conducting joint research, the researchers and participants shall define their respective roles 

and responsibilities. In addition, the representative researcher, who is in a position to understand and 

manage the entire scope of the research activities with co-researchers, shall examine the status and 

results of such research activities. 

3.  Each researcher shall endeavor to provide an appropriate environment, including but not limited 

to assistance and advice that encourages young researchers to carry out their research activities 

autonomously. 

4.  Each researcher shall be aware that it is one of their most important responsibilities to establish 

and maintain a fair environment to enable implementation of responsible research activities and 

prevention of unfair acts, and shall actively work for improvement in the quality of research 

environments of the research community and the academic organizations in which they participate 

and endeavor to obtain social understanding and cooperation for the achievement of  improvement 

in the quality of research environments. 

(Use and Management of Materials, Information, Data, etc.)

Article 11 

1.  Each researcher shall collect materials, information, data, etc. for their research using methods and 

means that arescientific and generally accepted as reasonable.

2.  When a researcher collects research materials, information, data, etc., the researcher shall do so 

within the extent necessary for the purpose of their research. 

3.  Each researcher shall maintain and manage their research records involving the information, data, 
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etc. collected, obtained or created by them for their research in an appropriate manner in accordance 

with the laws, etc. or the University applicable Rules so as to enable verification at a later date. 

4. The records referred to in the preceding paragraph shall be disclosed upon request.

5. The period for maintenance and management pursuant to paragraph 3 shall be stipulated separately.

(Informed Consent)

Article 12 

1.  In cases where a researcher conducts research by obtaining personal information and/or data 

relating to people’s behavior, environment, physical and mental condition, etc., the researcher shall 

provide the subject persons with a clear explanation of the purpose and method of collecting such 

information and obtain their express consent. 

2.  The preceding paragraph shall apply mutatis mutandis to cases in which a researcher obtains 

materials, information, data, etc. relating to organizations and institutions. 

(Protection of Research Subjects)

Article 13

1.  Each researcher shall respect the personality and human rights of the persons who provide 

cooperation in their research and take due care of their welfare.

2.  Each researcher shall handle animals, etc. in a faithful manner in accordance with the laws etc.  and 

the University applicable Rules.

(Appropriate Explanation and Publication of Research Results, etc.)

Article 14 

1.  Each researcher shall, in publishing their research results, pay adequate attention to ensuring the 

academic credibility of their data and arguments and make fair and appropriate references.

2.  In relation to the publication of research results, each researcher shall adequately respect the 

customs and rules concerning authorship, use of relevant data thathave been published, copyright, 

etc. that are unique to different research organizations, research fields, academic societies and 

scholarly journals. 

3.  Each researcher shall make public and actively explain the significance and role of their research, 

estimate and evaluate the possible impacts or changes that their research may bring about on 

humans, society and/or the environment, publish the research results in a neutral and objective 

manner, and endeavor to participate in constructive interaction withsociety. 

(Protection of Personal Information)

Article 15

Each researcher shall endeavor to protect the personal information of other individuals collected 

during the course of research and shall handle such personal information appropriately in accordance 

with the laws etc. and the University applicable Rules.

(Safety Management of Equipment, Chemicals and Materials)
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Article 16

When using research equipment, apparatuses, chemicals and materials for research experiments, 

each researcher shall comply withthe laws etc. and the University applicable Rules and manage 

them safely with all reasonable efforts and in a responsible manner including their final disposal or 

processing. 

(Fairness of Examination)

Article 17

When a researcher conducts referee reading of research papers or other examination of the research 

results of other researchers, they shall conduct a fair examination in accordance with the applicable 

examination standards and based on their own knowledge, and without prejudice to the examinee.

(Appropriate Handling of Conflicts of Interest)

Article 18 

Each researcher shall comply with the laws etc. and the University applicable Rules to avoid any 

occurrence of a conflict of interest in relation to their research activities and shall thereby maintain 

the social credit and honor of the University, its faculty and staff members, and students.

Chapter 3. Duties of the University

(Awareness Raising Activities)

Article 19 

1.  The University will familiarize the faculty and staff members and students with this Code to raise 

their awareness of research ethics and take necessary measures for appropriate management of 

research activities and research funds.

2.  The University will endeavor, in cooperation with the Research Ethics Education Officers, to 

implement research ethics education for the students to ensure that the students have high 

awareness of the standards of research ethics.

(Contact Desk)

Article 20 

The University will handle complaints and consultations from any person who claims that they have 

suffered unreasonable or unfair treatment in relation to the University’s research activities.

(Inappropriate Acts)

Article 21 

1.  The University will take necessary measures to prevent inappropriate acts relating to its research 

activities.

2.  In the event that any inappropriate act is discovered with respect to the University’s research 

activities, the University will investigate its cause, take appropriate measures and fulfill its 

accountability both internally and externally.

(Toyo University Research Ethics Committee)
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Article 22 

1.  The University establishes the Toyo University Research Ethics Committee (hereinafter, the 

“Committee”) to achieve the purpose of, and ensure appropriate management of this Code.

2.  Matters concerning the Committee shall be separately provided.

Chapter 4. Miscellaneous Provisions

(Administration)

Article 23 

The administrative affairs relating to this Code shall be handled by the Research Promotion Section, 

Research Promotion Office.

Article 24 (Revision)

This Code shall be revised by the President based on the Committee’s opinions.

Supplementary Provision

This Code shall come into effect on April 1, 2015.
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東洋大学大学院（博士前期課程・修士課程・博士後期課程）において
優れた業績を上げた者の在学期間短期修了に関する規程

（趣　旨）

第１条　東洋大学大学院学則第12条ただし書、第13条第１項ただし書、同条第２項ただし書及び同条第３項ただし書

の規定に基づく、優れた業績を上げた者の修了年限短縮の認定に関して、必要な事項を定める。

（認定の基準）

第２条　在学期間短縮修了の認定は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に行うことができる。

　（1）　当該研究科及び専攻が定める要件を満たしていること

　（2）　当該研究科及び専攻の学生が在学期間短縮修了を希望していること

２　当該研究科及び専攻が定める要件は、別に定める。

（認定申請時期）

第３条 認定申請を行う時期は、各研究科において定めた期間とする。

（認定の手続）

第４条 在学期間短縮修了を希望する者は、短期修了申請書（博士前期課程・修士課程在籍者は別紙様式１、博士後

期課程在籍者は別紙様式２）と申請書表記の提出書類を、指導教授の承認を得て、当該研究科長に提出する。

（認定結果の決定）

第５条　研究科長は、当該研究科委員会の議を経て、在学期間短縮修了者となることの可否について決定する。

（研究科長会議への報告）

第６条　研究科長が前条の可否を決定したときは、当該研究科長はその結果を研究科長会議に報告する。

（改　正）

第７条　この規程の改正は、学長が研究科委員会及び研究科長会議の意見を聴いて行う。

附　　則

　　この規則は、平成26年４月１日から施行する。

附　　則

　　この規程は、平成27年10月１日から施行する。
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東洋大学大学院長期履修制度に関する規程

平成27年規程第170号

平成28年４月１日

施行

　改正　　平成29年４月１日

　（趣　旨）

第１条　この規程は、東洋大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第14条の２第２項に基づき、一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し修了すること（以下「長期履修制度」という。）の取扱いに関し、必要な事項を定

める。

（対　象）

第２条　長期履修制度を申請できる者は、文学研究科、社会学研究科、経営学研究科、理工学研究科、経済学研究科、

国際地域学研究科、生命科学研究科、福祉社会デザイン研究科、総合情報学研究科、食環境科学研究科及び情報連

携学研究科における各専攻の博士前期課程又は修士課程に入学を許可された者で、次の各号のいずれかに該当する

ことにより大学院学則第２条に規定する標準修業年限で修了することが困難であると認められる者とする。ただし、

外国人留学生は申請することはできない。

　（１）　職業を有している者

　（２）　育児、親族の介護を行う必要がある者

（履修期間）

第３条　入学時に長期履修制度の適用を許可された者（以下「長期履修学生」という。）において、標準修業年限を超

えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間（以下「長期履修期間」という。）は、

３年とする。

２　長期履修学生が前項に定める長期履修期間を超えて引き続き在学を希望する場合は、東洋大学大学院学生の取扱

いに関する規程を準用する。

（申請手続）

第４条　長期履修制度を希望する者は、別に定める申請書類を、所定の期間に学長へ提出しなければならない。

（履修期間の短縮）

第５条　長期履修学生が履修期間の短縮を希望する場合は、別に定める申請書類を、所定の期間に学長へ提出しなけ

ればならない。

２　前項の申請は、在学中１回限りとし、最短で標準修業年限（２年）までの短縮とする。ただし、短縮した履修期間を、

再び長期履修期間に戻すことはできない。

３　長期履修学生は、大学院学則第12条ただし書に規定する在学期間短期修了の認定を申請することはできない。

（許　可）

第６条　前２条に基づく申請の許可は、当該研究科委員会の意見を聴いて学長が行う。

（許可の取消）

第７条　長期履修学生が、長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したとき、及び長期履修学生としてふさわし

くないと認められたとき、学長は、研究科委員会の審議を経て、許可を取り消すことができる。

（除　籍）

第８条　長期履修学生が指定された期限までに履修届を提出しないときは、修学の意思がないとみなし、大学院学則

第37条第３号に基づき除籍とする。

（再入学）

第９条　長期履修学生が退学若しくは除籍となり、再入学を願い出たときは、大学院学則第38条の規定を準用する。

ただし、再入学後は長期履修制度を利用することはできない。
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（指導計画の明示）

第10条　長期履修学生の指導教授は、３年間の指導計画を作成し、当該学生に明示しなければならない。

（学生納付金）

第11条　長期履修学生の学費は、次の各号のとおりとする。

　（１） 　授業料は、大学院学則第40条別表第４に規定する授業料を標準修了年限（２年）で乗じ長期履修期間（３年）

で除した額を、年度ごとに納入する。当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

　（２）　一般施設設備資金及び実験実習料は、大学院学則第40条別表第４に規定する額を、年度ごとに納入する。

　（３） 　長期履修期間の短縮が認められた者は、大学院学則第40条別表第４に規定する授業料を標準修了年限（２年）

で乗じた額と、前第１号により納入した額の差額を、所定の期間内に納入する。

　（４） 　長期履修期間を超えて在学する者の納付金は、東洋大学大学院学生の取扱いに関する規程第７条の規定を準

用する。

２　前項各号に定める学費は、別表のとおりとする。

（所　管）

第12条　この規程に関する事務運営は、大学院教務課の所管とする。

（取扱要領）

第13条　この規程を円滑に実施するために、事務取扱要領を別に定める。

（改　正）

第14条　この規程の改正は、学長が各研究科委員会の意見を聴き、大学院研究科長会議の審議を経て常務理事会に提

案し、常務理事会の議を経て理事長が行う。

附　則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。

附　則（平成28年規程第80号）

この規程は、平成29年４月１日から施行する。

別表（第11条関係）

１．長期履修学生の学費は、以下の各表のとおりとする。

　① 文学研究科、社会学研究科、経営学研究科、経済学研究科、国際地域学研究科、福祉社会デザイン研究科／修士・

博士前期課程
（単位：円）

内訳 １年目 ２年目 ３年目 総額 原級生
入学金 270,000 ― ― 270,000 ―
授業料 300,000 300,000 300,000 900,000 225,000

一般施設設備資金 90,000 90,000 90,000 270,000 90,000
計 660,000 390,000 390,000 1,440,000 315,000

※ 経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コース、経済学研究科公民連携専攻を
除く。

　②経済学研究科公民連携専攻
（単位：円）

内訳 １年目 ２年目 ３年目 総額 原級生
入学金 270,000 ― ― 270,000 ―
授業料 400,000 400,000 400,000 1,200,000 300,000

一般施設設備資金 300,000 300,000 300,000 900,000 300,000
計 970,000 700,000 700,000 2,370,000 600,000
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　③理工学研究科、生命科学研究科、総合情報学研究科、食環境科学研究科／修士・博士前期課程
（単位：円）

内訳 １年目 ２年目 ３年目 総額 原級生
入学金 270,000 ― ― 270,000 ―
授業料 367,000 367,000 367,000 1,101,000 275,000

一般施設設備資金 130,000 130,000 130,000 390,000 130,000
実験実習料 120,000 120,000 120,000 360,000 0

計 887,000 617,000 617,000 2,121,000 405,000

　④情報連携学研究科
（単位：円）

内訳 １年目 ２年目 ３年目 総額 原級生
入学金 270,000 ― ― 270,000 ―
授業料 367,000 367,000 367,000 1,101,000 275,000

一般施設設備資金 250,000 250,000 250,000 750,000 250,000
計 887,000 617,000 617,000 2,121,000 525,000

２．長期履修期間の短縮が認められた者の学費は、以下の各表のとおりとする。

　①セメスタ制専攻在籍者の４セメスタへの短縮／通年制専攻在籍者の２年への短縮

　　１ ）文学研究科、社会学研究科、経営学研究科、経済学研究科、国際地域学研究科、福祉社会デザイン研究科／修士・

博士前期課程
（単位：円）

内訳 １年目（１・２セメスタ） ２年目（３・４セメスタ） 総額
入学金 270,000 ― 270,000
授業料 300,000 600,000 900,000

一般施設設備資金 90,000 90,000 180,000
計 660,000 690,000 1,350,000

※ 経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コース、経済学研究科公民連携専攻を
除く。

　　２）経済学研究科公民連携専攻
（単位：円）

内訳 １年目（１・２セメスタ） ２年目（３・４セメスタ） 総額
入学金 270,000 ― 270,000
授業料 400,000 800,000 1,200,000

一般施設設備資金 300,000 300,000 600,000
計 970,000 1,100,000 2,070,000

　　３）理工学研究科、生命科学研究科、総合情報学研究科、食環境科学研究科／修士・博士前期課程
（単位：円）

内訳 １年目（１・２セメスタ） ２年目（３・４セメスタ） 総額
入学金 270,000 ― 270,000
授業料 367,000 733,000 1,100,000

一般施設設備資金 130,000 130,000 260,000
実験実習料 120,000 120,000 240,000

計 887,000 983,000 1,870,000
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　　４）情報連携学研究科
（単位：円）

内訳 １年目（１・２セメスタ） ２年目（３・４セメスタ） 総額
入学金 270,000 ― 270,000
授業料 367,000 733,000 1,100,000

一般施設設備資金 250,000 250,000 500,000
計 887,000 983,000 1,870,000

　②セメスタ制専攻在籍者の５セメスタへの短縮

　　１ ）文学研究科、社会学研究科、経営学研究科、経済学研究科、国際地域学研究科、福祉社会デザイン研究科／修士・

博士前期課程
（単位：円）

内訳
１年目

（１・２セメスタ）
２年目

（３・４セメスタ）
３年目

（５セメスタ）
総額

入学金 270,000 ― ― 270,000
授業料 300,000 300,000 300,000 900,000

一般施設設備資金 90,000 90,000 45,000 225,000
計 660,000 390,000 345,000 1,395,000

※ 経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コース、経済学研究科公民連携専攻を
除く。

　　２）経済学研究科公民連携専攻
（単位：円）

内訳
１年目

（１・２セメスタ）
２年目

（３・４セメスタ）
３年目

（５セメスタ）
総額

入学金 270,000 ― ― 270,000
授業料 400,000 400,000 400,000 1,200,000

一般施設設備資金 300,000 300,000 150,000 750,000
計 970,000 700,000 550,000 2,220,000

　　３）理工学研究科、生命科学研究科、総合情報学研究科、食環境科学研究科／修士・博士前期課程
（単位：円）

内訳
１年目

（１・２セメスタ）
２年目

（３・４セメスタ）
３年目

（５セメスタ）
総額

入学金 270,000 ― ― 270,000
授業料 367,000 367,000 366,000 1,100,000

一般施設設備資金 130,000 130,000 65,000 325,000
実験実習料 120,000 120,000 60,000 300,000

計 887,000 617,000 491,000 1,995,000

　　４）情報連携学研究科
（単位：円）

内訳
１年目

（１・２セメスタ）
２年目

（３・４セメスタ）
３年目

（５セメスタ）
総額

入学金 270,000 ― ― 270,000
授業料 367,000 367,000 366,000 1,100,000

一般施設設備資金 250,000 250,000 125,000 625,000
計 887,000 617,000 491,000 1,995,000
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東洋大学大学院情報連携学研究科規程

（趣旨）

第１条　この規程は、東洋大学大学院学則（以下「学則」という。）第４条第５項に基づき、東洋大学大学院情報連携

学研究科（以下「情報連携学研究科」という。）の教育研究に関し必要な事項を定める。

（人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的）

第２条　情報連携学研究科は、学則第４条の２に基づき、研究科及び専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研

究上の目的を別表第１のとおり定める。

（学位授与、教育課程編成・実施及び入学者の受入に関する方針）

第３条　情報連携学研究科は、学則第４条の３に基づき、専攻の学位授与に関する方針、教育課程編成・実施に関す

る方針及び入学者の受入に関する方針を別表第２のとおり定める。

（教育課程）

第４条　情報連携学研究科は、学則第５条の２及び第７条に基づき、専攻の教育課程における科目区分、授業科目及

び研究指導科目の名称、単位数、配当学年、及び履修方法等を別表第３のとおり定める。

（修了に必要な単位等）

第５条　情報連携学研究科は、学則第12条及び第13条に基づき、専攻の修了に必要な単位等を別表第４のとおり定め

る。

（改正）

第６条　この規程の改正は、学長が情報連携学研究科委員会の意見を聴き、研究科長会議の審議を経て行う。

附　則

　　１　この規程は、平成29年４月１日から施行する。
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別表第１　人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

情報連携学研究科
人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的
（1）どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか

インターネットの普及により、既存のシステム、組織、分野の持つ機能やネットワークなどの情報を連携させ
て利用するためのコストが劇的に小さくなった。このような連携をベースとする新しい社会プロセスとそのた
めの方法論及び必要とされる技術を研究し、また個別分野でのみならず、連携により実社会の全ての分野にお
いて広く成果をあげ、社会発展の基盤となる専門人材を養成する。

（2）学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的
最先端の情報技術とその応用を基盤としながら、それぞれの学生が持っている専門的な背景を大きく伸ばすこ
とを目指す。情報通信技術を元々の専門とする学生には、その応用による発展を、一方、情報通信技術の応用
先を元々の専門とする学生に対しては、情報通信技術がもたらす新たな可能性を、それぞれ発見し、発展させ
ることを念頭に置いた教育を行う。また、それらを深化させるための研究を行う。

情報連携学研究科情報連携学専攻
人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的
【修士課程】
（1）どのような人材を養成し、どのような人材を世に送り出すか

学部の新卒者のみならず、すでにある程度の専門性を取得して実社会で活躍する社会人に対しても門戸を広く
開き、社会人の再教育機関としての役割も備える新しい教育機会を整備する。現在の社会において最も革新の
速度が速い情報技術の分野に対応するために、8つの情報技術の基礎ディシプリン（①ビジネス・インキュベー
ション、②データ・サイエンス、③インフラ・サービス、④クオリティ・オブ・ライフ、⑤コンピュータ・アー
キテクチャー、⑥コンピュータ・ネットワーク、⑦デジタル・デザイン、⑧ユーザ・エクスペリエンス・デザイン）
にかかわる最先端の研究開発を行う研究者の養成とともに、それらディシプリンの連携を図る情報連携学の実
践を行い、社会にイノベーションをもたらす専門的職業人を養成する。

（2）学生にどのような能力を習得させるのか等の教育研究上の目的
連携に必要な能力（コミュニケーション能力、他者の意欲や能力を引き出すための対人関係構築能力、自他双
方が利益を得ることができる連携を構想する能力）の一層の養成を図る。前出の8つの情報技術の基礎ディシプ
リンにおける最先端の知識を習得させるとともに、チームティーチングの手法を用いてこれらディシプリンを
連携させる情報連携の方法論を経験、習得させ、実社会でのイノベーション力を強化する。そして、このイノベー
ション力の強化に必要な論理的な思考のみならず、粘り強く何度でも挑戦し続ける気概を身に付けさせる。
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別表第２　学位授与、教育課程編成・実施、入学者の受入に関する方針

情報連携学研究科情報連携学専攻
1. 学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
【修士課程】
以下の資質や能力を身につけたうえで、所定の年限・単位数を満たし、修士学位論文の審査及び最終試験に合格した
者に対して、修士の学位を授与する。
（1）情報連携学を社会に応用する専門能力を身につけている。
（2）エンジニアリング、デザイン、ビジネス、シビルシステムのいずれかについて、高い専門性と研究能力を身に

つけている。
（3）他者との専門的な協働を進める能力を身につけている。
2. 教育課程編成・実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）
【修士課程】
（1）教育課程の編成 / 教育内容・方法

ディプロマ・ポリシーの達成のために、「授業科目（コースワーク）」と「研究指導（リサーチワーク）」を適切
に組み合わせた教育課程を体系的に編成する。
教育課程は、各分野の研究法を学ぶ共通必修科目、特論として情報連携学を専門的に深く学修する選択専門科
目、修士研究のために履修する研究指導科目から構成されている。この課程において情報連携学の深化、コミュ
ニケーション能力の伸長、専門の枠に囚われない発想の強化を図る。
また、以下の教育内容及び方法で教授する。

　　 ①情報連携学の基礎的な知識を前提とし、それを更に発展・深化させるための教育を行う。
　　 ② 少人数教育を通じて、多様性に富む学生間の意見交換と協働を促進し、応用的な情報連携を実現するための

教育を行う。
　　 ③ 社会人に対しては、経験を有している分野との連関を重視しながらも、新たな分野への展開について教育を

行う。
　　 ④修士論文を通じて、情報連携学の研究、または社会実装への展開を教育する。
（2）学修成果の評価

学修成果については、客観性及び厳格性を確保しつつ、以下の要素・方法により評価する。
　　 ① 授業科目については、あらかじめ示す成績評価基準に沿って、各授業科目のシラバスに記載されている方法

により、授業担当教員が評価する。
　　 ② 研究指導については、研究過程における達成度を、あらかじめ示す研究指導計画をもとに、論文報告会等を

通じて、研究指導教員および本専攻所属教員により組織的に評価する。
　　 ③修士学位論文については、あらかじめ示す論文審査基準、審査体制に基づき、評価を行う。
3. 入学者の受入に関する方針（アドミッション・ポリシー）
【修士課程】
入学希望者の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜試験を実施し、筆記試験、面接、書類選考等を通じて、以
下の資質や能力を示した者を受け入れる。
（1）情報通信技術を中心として、さまざまな分野間の連携を具体化して社会を変えていくことに強い興味と高い意

欲をもつ者。
（2）社会の多様性を尊重、理解し、多様な人びとと協働する中で、自分の独自性を発揮できる者。
（3）情報連携学分野の新たな開拓に向けて積極的に取り組む意欲のある者。
（4）情報連携学を発展させるために必要な基礎および専門知識のある者。
別表第３　教育課程
　省略する。

別表第４　修了に必要な単位等
　省略する。
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情報連携学研究科
情報連携学専攻

修士課程

２年間で30 単位以上修得

研究指導
主指導教授の研究指
導は在籍セメスタの
ものを必ず履修

単位算入する

講義・演習
課程表の中から研究
内容に適した科目を
履修する

●これ以外に主指導教
授が研究指導上認め
た場合、他研究科・
他専攻の授業科目お
よび他大学（協定校）
の授業科目を10 単
位まで履修かつ修得
できる

単位算入する

履修の流れ

指
導
教
授
を
決
め
る

研
究
内
容
に
照
ら
し
合
わ
せ

授
業
科
目
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る

修
士
学
位
論
文
の
提
出

口
述
試
問
（
最
終
試
験
）

修
士
　
学
位
記
の
授
与

Ⅳ　研究計画概要
及び

教育課程表
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研究指導概要

　１．各セメスタの指導内容
　　１セメスタ
　　・学問的な視野を広げると共に、修士論文テーマを確定し、研究計画、研究手法等を検討し提案する。
　　２セメスタ
　　・ テーマに関連した研究成果や技術・社会の動向のレビューを幅広く行い研究計画を確定し、それに従って自ら

の研究を開始する。
　　３セメスタ
　　・研究を深めながら、その進行状況に応じたフィードバックを行い、修士論文のアウトラインを検討し作成する。
　　４セメスタ
　　・修士論文の完成に向けて研究を収斂させて行き、修士学位論文を執筆し、完成させる。

　２．論文報告会（論文発表会）等の概要と発表の要件等
　　 　修士課程２年生で、修士論文を提出する予定の者は、例年９月に行われる中間報告会に論文要旨をまとめてプ

レゼンテーションをしなければならない。プレゼンテーションは１人15分（質疑応答を含む）とする。
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情報連携学専攻
修士課程

選択・
必修の別 授業科目・研究指導 講義・ 

演習の別 単位 科目
ナンバリング

開講学期
職　名 担当教員 備　　　考

春 秋

必修

情報連携学研究法Ⅰ 講 義 2 THI601 ○ 坂村、富田、中村（周）、花木、
後藤、吉越、中村（光）、神場

情報連携学研究法Ⅱ 講 義 2 WIS601 ○ 教 授 坂 村 　 健

情報連携学研究法Ⅲ 講 義 2 REG601 ○ 教 授 後 藤　 尚 弘

情報連携学研究法Ⅳ 講 義 2 REG602 ○ 教 授 花 木　 啓 祐

選択

ビジネス・インキュベーション特論Ⅰ 講 義 2 WIS602 ○ 教 授 富 田　 亜 紀

ビジネス・インキュベーション特論Ⅱ 講 義 2 WIS603 ○ 教 授 井 村 　 亮

データ・サイエンス特論Ⅰ 講 義 2 WIS604 ○ 教 授 中 村　 周 吾

データ・サイエンス特論Ⅱ 講 義 2 WIS605 ○ 教 授 中 村　 周 吾

インフラ・サービス特論Ⅰ 講 義 2 TPA601 ○ 教 授 
非常勤講師

花 木　 啓 祐 
渡 邊　 朗 子

インフラ・サービス特論Ⅱ 講 義 2 CEE601 ○ 教 授 
非常勤講師

曽 根　 真 理 
柳 原　 正 実

クオリティ・オブ・ライフ特論Ⅰ 講 義 2 DEV601 ○ 教 授 
教 授

後 藤　 尚 弘 
横 田　 達 也

クオリティ・オブ・ライフ特論Ⅱ 講 義 2 DEV602 ○ 教 授 
准 教 授

花 木　 啓 祐 
川 本　 清 美

コンピュータ・アーキテクチャ特論Ⅰ 講 義 2 INN601 ○ 教 授 
准 教 授

坂 村 　 健 
別 所　 正 博

コンピュータ・アーキテクチャ特論Ⅱ 講 義 2 INN602 ○ 教 授 
准 教 授

坂 村 　 健 
矢 代　 武 嗣

コンピュータ・ネットワーク特論Ⅰ 講 義 2 INN603 ○ 教 授 吉 越　 健 治

コンピュータ・ネットワーク特論Ⅱ 講 義 2 INN604 ○ 教 授 吉 越　 健 治

デジタル・デザイン特論Ⅰ 講 義 2 DES601 ○ 教 授 中 村　 光 宏

デジタル・デザイン特論Ⅱ 講 義 2 DES602 ○ 教 授 土 屋　 雅 義

ユーザ・エクスペリエンス・デザイン特論Ⅰ 講 義 2 H I I 6 0 1 ○ 教 授 神 場　 知 成

ユーザ・エクスペリエンス・デザイン特論Ⅱ 講 義 2 H I I 6 0 2 ○ 教 授 神 場　 知 成

必修

情報連携研究指導Ⅰ 研究指導 2 REG603 ○ ○

各 指 導 
教　 員

花木、後藤、井村、
坂村、土屋、横田、
中村（光）、神場、
小 笠 原、曽 根、
富田、中村（周）、
吉 越、川 本、別
所、矢代、カーン

１セメスタ在籍者

情報連携研究指導Ⅱ 研究指導 2 REG604 ○ ○ ２セメスタ在籍者

情報連携研究指導Ⅲ 研究指導 2 REG605 ○ ○ ３セメスタ在籍者、
短期修了予定者

情報連携研究指導Ⅳ 研究指導 2 REG606 ○ ○ ４セメスタ以上在籍者、
短期修了予定者

履修方法
１．履修する授業科目は、指導教授の指示を受けて決定すること。
２． 指導教授は、主指導教授１名、副指導教授１名の計２名とする。ただし、主指導教授の判断により、副指導教授

が２名となる場合がある。
３．主指導教授の「研究指導」は、毎セメスタ必ず履修すること。
４．同一科目を２回以上履修・単位修得することはできない。
５． 「研究指導」について、長期履修学生および原級生で５セメスタ以上在学する場合は、延長したセメスタにおい

て、主指導教授の「研究指導Ⅳ」をその都度履修すること。なおこの場合、同科目において修了要件に充当する
のは最初に修得した成績および単位のみとする。したがって、２回目以降の履修は、成績及び単位は認定される
が、修了要件としては扱わない。

６． 本表に掲げたものの他、指導教授が教育研究上必要と認めるときは、学則第８条に基づき、東洋大学大学院（以下「本
大学院」という。）の他研究科・専攻の授業科目および他大学（協定校）の授業科目を履修することができる（同
一科目は１回目のみ修了要件として扱い、２回目以降の履修によって修得した成績及び単位は認定されるが、修
了要件としては扱わない）。
また、上記により履修し修得した単位は、学則第10条の２に基づく、本大学院に入学する前に修得し、本大学院
における授業科目の履修により修得したものとみなす単位（既修得単位）と合わせて、10単位を超えない範囲で
修了要件に充当することができる。

７．「修士論文」の作成にあたっては、主指導教授の指導を受けなければならない。
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