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刊行にあたって 

 

本学は、2008 年の創立 80 周年を機に本学全体の理念を定め、「教育研究上の目的」を再

定義するとともに、これを具現化するための「基本方針（3 つのポリシー）」を策定して、

組織的な研究・教育の改革に取り組んでまいりました。とりわけ「３つのポリシー」は、全

ての学部・研究科において随時見直しが行われ、本学における教育の質の向上を実現する指

針を確立させたもので、後の 2017年 4月に施行された学校教育法施行規則の改正と中央教

育審議会によるガイドラインの趣旨等にも対応したものとなっています。また、2011 年度

には「内部質保証の方針」を策定し、教育研究活動、社会貢献及び国際的展開における質的

向上にも努めてまいりました。 

これらの取り組みを経て、2015 年度には第 2期認証評価を受審し、「大学基準に適合して

いる」との評価を受けました。なお、受審時に示された 4つの「努力課題」については、改

善状況を関係組織等が取りまとめ、2019 年 7 月末に「改善報告書」として公益財団法人大

学基準協会へ提出いたしました。その結果、2020 年 3 月中旬に「改善報告書検討結果」と

して、各学部・研究科における改善活動について評価するとともに、引き続きこれらの努力

課題への対応を求める旨の通知がありました。これをもって、第 2期認証評価に関わる手続

きは完了したことになります。 

2018 年度からはじまった第 3 期認証評価では、第 2 期認証評価の際に構築された内部質

保証システムが有効に機能しているかという点に着目した評価が行われております。評価

の視点のひとつとして「全学的観点による自己点検・評価」が挙げられており、とりわけ、

内部質保証機能の有効性を図るために、全学的教学マネジメント体制が構築され適切に展

開されているかが、評価の際に最も重視される点となっています。また、中央教育審議会

「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」においても、学長のリーダーシッ

プの確立等、ガバナンス改革の推進について明記されており、全学的な内部質保証を実行す

る教学マネジメント確立の重要性が求められています。 

こうした背景を受け、本学では 2018 年度、全学的な内部質保証への取り組みを確実に推

進できる新たな体制を構築いたしました。また、2019 年度には、第 2 期認証評価の際に策

定した大学の運営に関する各種方針が本学の現状と合致しているかについて、確認及び見

直しを実施したうえで、一部の方針について、現状と実態に即した内容へ改訂を行いました。 

2021年度には、公益財団法人大学基準協会の大学（認証）評価を受審し、2022 年 3月に

同協会が定める大学基準に適合しているとの評価を受けました。 

創立以来行われてきた「人を造る」教育という伝統を大切にしながら、新しい社会に対応

する教育、内的な教育の質を改革することが求められています。来るべき 100周年、そして

その先の未来に向け、改革の歩みを緩めることなく更なる発展を目指すことをお約束して、

刊行のご挨拶といたします。 

 
2022 年 4 月 

 神 奈 川 大 学 長  小 熊 誠 
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学 園 の 理 念 

         
       （1928 年策定 2008 年再確認） 

建学の精神 

「質実剛健・積極進取・中正堅実」 

本学園は、1928 年米田吉盛によって創立され、「質実剛健・積極進取・中正堅実」の建学の精神の

もと、今日まで多くの有為な人材を実業界をはじめ各界に送り出し、社会の発展と安定に寄与してきま

した。建学の精神である「質実剛健」とは、伝統・古典を尊重し、良識を重んじ、正義を貫くという価値観

を意味し、「積極進取」とは、困難なことに対して積極的に挑戦し、進歩・進化を求めていくという価値観

を意味します。そして「中正堅実」とは、これら二つの価値観を深く自覚し、自律の精神と共生の視点か

ら「探究・調和・融合」することにより、真理・本質を見極め、自主的主体性を持って新たな価値を創造し

ていくことを意味します。 

（2008 年策定） 
使命（ミッション） 

私たちは、建学の精神のもと、時代と社会の課題や使命を地球的視野から深く自覚するとともに、真理

を希求する姿勢を持ち続け、自律の精神と共生の視点から主体的に新たな価値を創造する人材を育成し、

未来社会の発展と安定に寄与します。 

100 周年に向けた将来像（ビジョン）
（2008 年策定） 

世界は、情報通信技術の飛躍的な発展とグローバル化の急速な進展により、ボーダレスな社会へと

変貌し、様々な価値観が入り交じり、不安定化する危険性を内在しながらも、そこに共生と調和を生み

出し、新たな価値を創造していくという、人類にとって“挑戦の時代”に直面していきます。  

日本においては、急速な少子高齢化が進展するなか、これまで築き上げてきた伝統・文化を基底に

置きつつも、新たな価値を生み出すイノベーションが求められています。そうした中で、教育機関には、

世界の人々との交流の促進や、いつでもどこでも誰もが生涯にわたって学べる場・環境の確立が求めら

れています。 

本学園は今後２０年間、教育、研究、社会貢献のあらゆる分野において、使命（ミッション）を徹底し、

伝統・文化を尊ぶとともに異なる価値を受け入れ、多様な融合を実現することで、広く課題解決の場を

提供し、地域、日本、そして世界の発展と安定に大きく貢献していくとの決意のもと、創立１００周年に向

けた本学園の将来像（ビジョン）を、次の通り示します。 

海により開かれ、世界との接点となった横浜に生まれた本学園は、多様な価値観の共存する

時代に、人の交流と文化の融和、知識と実践の循環、教育と研究の融合による 21 世紀におけ

る「真の実学」を実現し、地域社会そして地球規模の課題を解決する、世界を惹きつけ、世界に

発信する学園を目指します。 
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神奈川大学の目的・理念 

目 的 
（神奈川大学学則 第１条） 

神 奈 川 大 学 (以 下 「本 大 学 」という。)は、教 育 基 本 法 (昭 和 22 年 法 律 第 25 号 )及 び学

校 教 育 法 (昭 和 22 年 法 律 第 26 号 )にのっとり、一 般 教 養 並 びに専 門 学 術 の理 論 及 び応

用 を教 授 研 究 し、識 見 高 邁 にして実 践 力 に富 む人 材 を育 成 し、文 化 の創 造 発 展 及 び人

類 の福 祉 に貢 献 することを目 的 とする。 

理 念 
（2008 年 8 月策定） 

「質実剛健」「積極進取」「中正堅実」の建学の精神に基づき、真の実学を目指す伝統を踏まえ、自

立した良識ある市民としての判断力と実践的能力、国際的感性とコミュニケーション能力を有し、専門

的知識と技能を身に付けた、自ら成長することのできる人材を養成する。同時に、地域社会及び世界に

開かれた大学として、時代と社会の付託に応えるべく、人類と社会の発展に貢献しうる研究の遂行と、

その成果の社会への還元を実現する。 

理念に基づく４つの方針 

本学は「質実剛健」「積極進取」「中正堅実」の建学の精神とこれに基づく理念を踏まえ、以下の４項

目を方針として定める。 

本学は、「実学」を尊重する伝統に基づき、多様な関心と能力を有する学生を様々な入学試験によっ

て受け入れ、少人数教育と双方向型授業を重視し、基礎的学力、実践的能力、幅広い教養の修得を

目的として全学的に教育を行う。そうした教育によって、全ての学生が良識ある市民としての主体性と社

会性、思考力と判断力、地球的視野とコミュニケーション能力、自ら成長することのできる能力を身に付

け、さらに専門課程、大学院を通じて、新しい時代に必要とされる専門的知識、技能、実践的能力を身

に付けた人材を養成することを第１の方針とする。 

本学は、港横浜で育まれた建学の精神を 21 世紀において継承すべく、かつ高等教育機関の社会

的責任に鑑み、新たな地球環境等の諸課題に対して、その解決に取り組み、人類の福祉に貢献しうる

高度な研究を行う。その成果は直接、地域社会及び世界に還元されるのみならず、教育を通じて学生

に伝えられ、世界と未来へ発信することのできる学部生、大学院生を育成することによって社会に還元

される。こうした教育と研究の高度な結合を第２の方針とする。 

本学は、建学の精神に基づき、地域社会に、日本に、アジアに、さらには全世界に対して開かれた、

人的な、あるいは情報のネットワークのターミナルとして機能する大学として、地域と世界の平和と繁栄

に寄与することを目指す。また、全ての構成員がネットワークに自由に参加でき、グローバル化する社会

に適応する能力を身に付けることができるように、参加をサポートする制度とシステムを実現する。そうし
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たネットワークによって支えられた、開かれた大学の実現を第３の方針とする。 

本学は、建学の精神に基づき、社会の付託に誠実かつ機敏に対応し、前述の理念を実現するため

に、教職員一人一人の意欲を高め、教育、研究及び組織とその運営を常に自己改革し続けていくこと

が可能な組織とシステムを造り上げねばならない。それによって、充実した教育と高い水準の研究を維

持し、さらに発展させることを本学の第 4 の方針とする。 

本学の教育目標 

本学は、理念及びこれに基づく４つの方針の中で、大学が社会に対して責任を負うべき最重要課題

は教育であると位置づけ、これについて以下の 3 点を教育目標として定める。 

本学は４年間の学士課程において全学の学生一人一人が共通して修得すべき、基礎学力を中核と

した総合的能力を明確に定め、その実現のために充実した全学共通教育を実施し、かつそのための組

織、制度、カリキュラムなどの改革、改善に努める。とりわけ、初年次教育、キャリア教育、教養教育、言

語教育などを含む全学共通の基礎教育と各学部･学科の導入教育とを有機的に連関させ、少人数教

育、双方向型及び体験型授業、習熟度別クラス編成などによって、系統的に、かつきめ細かく実施し、

大学生としての必要かつ十分な基礎的学力を修得させる。このような課程を通じて人間形成のための

教育を行い、様々な場面で自ら想像し、思考し、判断し、実践できる能力、集団の中での協調性と主導

性を発揮できる能力、グローバル化に対応するコミュニケーション能力、将来に向けて常に自ら成長す

ることのできる能力を有する学生を育成する。 

各学部･学科では、基礎教育及びこれと関連する導入教育を効果的に実施しつつ、高度な研究能

力と教育への熱意を有する、多彩な教員及びスタッフにより、多様かつ高度な体系的専門教育を、資

格教育、職業教育と有機的にかつ系統的に組み合わせて行い、幅広い教養と新しい時代に必要とさ

れる専門的、かつ体系的な知識と、知識に裏打ちされた技能とを備えた人材を育成する。また、ボラン

ティア、インターンシップ、留学など多様な体験機会を通じて、地域社会にあっても、国際社会にあって

も、地球的視野に立って考え、語り合い、他者との協同を追求し、問題解決に向けて実践できる能力を

身に付けた人材を養成する。 

さらに、学部、大学院を通じた一貫した教育によって、より深い世界水準の専門知識と、より広い学際

的な教養と、より洗練された情報処理能力及びコミュニケーション能力を身に付け、国際化と情報化の

時代において、研究の分野において、実業の分野において、様々な社会活動の場面において広く人

類と国際社会の発展に貢献することのできる各分野の専門家を養成する。 

3



 
 
 

（2020 年 4 月改訂） 
 

 

本学は、学生一人ひとりが自ら成長し、充実した学生生活を送るための学修、生活及び進路支援に

関する方針を以下のとおりとします。 

 

学修支援 

１．学生が自らの学修の履歴、成長の記録等を確認できる仕組みの構築に努め、学生の学修を支援し

ます。 

２．高度な学術研究に取り組む学生の学修を支援します。 

３．各組織の連携のもと教職協働により、学修に関する相談体制を整備します。 

４．留年者及び休・退学者について、状況を把握、分析し、必要な支援を行います。 

５．社会人学生、外国人留学生及び障がいのある学生等の固有の事情に配慮した支援を行います。 

 

生活支援 
１．学生一人ひとりの状況に応じ、きめ細かく対応するため、入学から卒業まで一貫した生活支援体制

を築きます。 

２．経済的に安定した学生生活を送るための支援として、多様な奨学金制度の充実と適切な運用を図

ります。 

３．心身とも健康に学生生活を送ることができるよう、専門的なスタッフとの連携のもと、学生の相談体制

を整備します。 

４．ハラスメント防止のための教育を行うとともに、迅速にハラスメントへの対応を強化します。 

５．学生生活を通じて社会性や協調性を身につけ、豊かな人間形成を築くため、課外活動やボランティ

ア活動等を支援します。 

６．社会人学生、外国人留学生及び障がいのある学生等の固有の事情に配慮した支援を行います。 

 

進路支援 

１．職業観を身につけ、社会的・職業的な自立を支援するために、必要な能力等を体系的に培うキャリ

ア教育の検証・改善を実施し、更なる充実を図ります。 

２．進路選択に係わる就職講座・ガイダンス・説明会等、各種就職支援プログラムの拡充に努めるととも

に、相談体制の充実を図り、学生の進路支援体制を強化します。 

３．各教育組織の連携を強化し、全学的な進路支援体制を確立します。 

４．外国人留学生及び障がいのある学生等の固有の事情に配慮した就職支援を行います。 

５．卒業・修了後も就職活動を継続する卒業生・修了生に対する就職支援を実施します。 

 

学修支援・生活支援・進路支援に関する方針 
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（201７年２月改訂） 
 

 

神奈川大学は、障がい学生への理解に基づき、ダイバーシティ（多様性）推進の一つとして、自主性

を尊重しつつ個々の障がいにふさわしい支援を的確に把握して質の高い学生生活を送れるよう環境整

備するとともに、教職員・学生等に対して障がい学生への協力を求め、意識の醸成を図ることで相互が

成長する支援を行います。 

 

受入 
本学は、誰もが質の高い学生生活を送ることができるよう、障がい学生への理解に基づき環境整備

するとともに、学生自身の自主性を尊重しつつ個々にふさわしい支援を行うことを目指します。 

 

学修支援 

障がい学生一人ひとりと建設的な対話をすることにより、有効な支援内容に関しての合意形成を行い、

講義における伝達方法等を工夫し、学修環境を整える支援を行います。また教職員・学生に対し、障

がい学生への支援に対する積極的な協力を求め、学修、研究面での環境を整備します。 

 

生活支援 

障がい学生について、教職員の連携を密にして、生活状況を把握、分析し、施設設備等の改善に

努めます。また、障がい学生とすべての学生がともに支えあい、障がいに対する理解を深め共生するこ

ころを育て、ともに成長することを目指します。 

 

進路支援 

障がい学生それぞれの意向を尊重したキャリア形成及び就職支援に向けて、情報の収集と提供を行

い、個別の支援を強化します。 

 

 

障がい学生に関する方針 
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（2020 年 4 月改訂）

本学は学生一人ひとりが学修に専念することができ、高度な学術研究を推進するための施設設備を

はじめとする学修環境及び教育研究環境の整備に努めることを基本とし、以下の方針とします。 

校地・校舎、施設・設備 
本学は、学校法人神奈川大学将来構想に掲げるミッション・ビジョンを「将来構想実行計画」に基づ

き具現化することを教育研究環境（校地・校舎、施設・設備）整備の基本方針とし、以下のとおりとしま

す。 

１．国際港都・横浜に立脚した教育研究のグローバル化・国際化を推進するキャンパスを目指します。 

２．学生の自立的成長を支援する教育機能の強化を図り、「真の実学」を具現化するキャンパスを目指

します。 

３．地域社会に開かれ、さまざまな人との交流を生みだすキャンパスを目指します。 

４．地球環境に配慮し、人と環境、自然との調和を目指し、SDGｓの実現及び「神奈川大学ダイバーシテ

ィ宣言」を推進するキャンパスを目指します。 

５．耐震、防災、ユニバーサルデザイン等の安全性、ダイバーシティ及び省エネルギーを中心とする環

境、サステナビリティに配慮した施設・設備の整備を目指します。 

図書館 

本学は、本学が提供する高等教育及び学術研究活動全般を支える学術情報基盤としてのセンター

機能及び学生の学習機能の充実を図ることを図書館の基本方針とし、以下のとおりとします。 

１．学生が自ら学習する重要性を認識し、一般的なレファレンスサービスの枠を超えた学習支援と施設

設備等の充実（ラーニング・コモンズの設置）を図るとともに、適切で効果的なナビゲーションにより、

利用者が多様な学術情報に対し効率的にアクセスできる体制を構築します。 

２．情報の探索、分析・評価、発信するスキルを一層高める情報リテラシー教育のさらなる充実を目指し

ます。 

３．本学付置研究所に加え、大学内の各組織と緊密な連携・協力体制を構築し、本学の学部・学科構

成、研究分野を踏まえた図書、学術雑誌、各種視聴覚資料、電子ジャーナル及び各種データベー

ス等の資料を体系的に収集・保存し、多様な教育・研究活動を支援します。

４．学術情報の流通を促進し、その公開の迅速性を確保するために「神奈川大学学術機関リポジトリ」

の充実に努め、国内外に広く教育・研究成果を発信します。 

５．他機関・地域等との連携を進めるとともに、学術情報の相互利用、保有する貴重書の公開等、地域

における文化・知の拠点としての機能を強化します。 

６．本学の国際化の推進に向け、海外からの留学生、研究者など様々な利用者が円滑に図書館を活

用できるよう資料収集及び利用環境等の整備・充実並びに図書館職員の国際対応能力の向上に

努めます。 

学修環境・教育研究環境整備に関する方針 
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情報環境整備 

本学は ICT（情報通信技術）を活用し、授業及び教育・研究支援の充実を図ることを情報環境整備

の基本方針とし、以下のとおりとします。 

１．効果的な教育を実現するために、教員･学生をサポートするシステムなどを検証し、本学に適した情

報システムの構築に向けた基盤を整備します。 

２．情報環境を取り巻く様々なリスクを分析・評価し、システムの安全性をより高度に担保できる環境を整

備します。 

３．技術の進展に即した学内ネットワークの整備･充実を推進します。 

４．情報セキュリティの強化を図るとともに、本学の教職員・学生への情報倫理の周知・徹底に努めま

す。 

 

研究環境 

本学は、研究者の専門的知識の拡大と深化、研究能力の向上と、社会の信頼に応えられる研究の

推進を支援するため、研究環境の充実を図ることを基本方針とし、以下のとおりとします。 

１．海外の教育研究機関との連携を強化し、研究の推進・学術交流の促進・人的交流を積極的に進め、

世界への発信力を強めます。 

２．各分野における学術交流の拠点形成を推進し、国際的に活躍できる研究者を育成します。 

３．研究活動の一層の活性化を図るため、教員の研究時間及び研究活動に必要な研修機会の確保に

努めます。 

４．神奈川大学研究倫理綱領に基づく公正な研究を推進するため、研究倫理の浸透を図ります。 
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（2020 年 4 月改訂）

本学は学校法人神奈川大学が掲げる１００周年に向けた将来像（ビジョン）のもと、国境や文化の差

異を超えた国際交流の場を形成し、国際社会で活躍する人材を育成する教育や研究を展開するととも

に、そこから得られた成果を広く国際社会に還元することを目指しており、地域と国際社会に開かれた

大学として、国際化推進に関する方針を以下のとおりとします。 

１． 国境や文化の差異を超えた国際交流の場の形成 

（１）多様な文化的背景をもつ学生と教員が行き交うキャンパスをめざします。

（２）地域、教育機関、行政機関等との連携によるキャンパス内外における国際交流を推進します。

（３）キャンパスにおける国際化を推進するため、交流の核となる施設の拡充をすすめます。

（４）異文化理解を深めるための機会を提供していきます。

２．教育の国際化 

（１）外国の高等教育研究機関等と連携した国際的な教育の充実を図ります。

（２）国際的に質が保証された教育制度の構築を進めます。

（３）外国語教育の拡充を図ります。

３．留学制度等の拡充 

（１）留学制度や海外研修制度、奨学金制度の再構築をすすめます。

（２）英語及び多言語による授業の拡充により、留学生の受入れ、派遣の環境整備を図ります。

（３）日本語能力のレベルに応じた留学生対象の日本語授業の拡充を図ります。

（４）短期の学生交流を積極的に進めます。

４．学術交流の活性化 

（１）外国の高等教育研究機関等との国際交流協定の締結を進めることで、学術的な連携、協力を

推進します。

（２）外国の高等教育研究機関等との学術交流によって、本学の研究レベルの向上を図ります。

（３）海外の研究者との共同研究を推進します。

５．国際化の成果の還元 

（１）異文化を理解する力とコミュニケーション能力を有する人材を育成します。

（２）国際的な舞台で活躍できる人材を供給していきます。

（３）研究成果を海外へ積極的に発信していきます。

６．国際化を推進するための情報の収集と発信 

（１）大学の国際化に関する国内外の情報を収集・分析し、本学の国際化に活用します。

（２）国内外に向けて積極的に情報の提供や発信を行います。

国際化の推進にあたっては、中期的な計画のもとに策定される事業計画と学内各部局の緊密な連

携により取り組みます。 

国際化に関する方針 
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（201２年３月策定）

本学は、「教育と研究の融合」という全学的理念の下に、研究環境の整備に努め、グローバルな研究

活動を推進し、研究成果の発信と活用を強化し、世界及び地域に貢献することを研究に関する基本方

針とし、以下のとおりとします。 

１．地球規模の課題解決や日本文化の発信に貢献する、グローバルな研究を推進します。 

２．海外の教育研究機関との連携を強化し、研究の推進・学術交流の促進・人的交流を積極的に進め、

世界への発信力を強めます。 

３．各分野における学術交流の拠点形成を推進し、国際的に活躍できる研究者を育成します。 

４．研究活動の一層の活性化を図るため、教員の研究時間及び研究活動に必要な研修機会の確保に

努めます。 

５．神奈川大学研究倫理綱領に基づく公正な研究を推進するため、研究倫理の浸透を図ります。 

６．産官学の組織的連携を強化し、「知の拠点」としての大学の役割を果たすとともに、研究成果及び知

的財産を社会に広く還元します。 

７．大学における研究成果及び受託研究、共同研究の成果を、特許等の知的財産として確保し、戦略

的に活用するための環境作りを進めます。 

研究に関する方針 
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（201２年３月策定）

本学は大学の資源を活用し、地域・日本・世界に貢献することを目指し、社会連携・社会貢献に関す

る方針を以下のとおりとします。 

１．知・人・情報等のグローバルなネットワークを形成し、世界に開かれた大学を実現します。 

２．地域、日本、国際社会及び地球規模の課題を解決し、社会の発展と安定に貢献するため、教育・

研究活動の多様な成果を社会に還元します。 

３．総合大学の利点を活かし、本学が持つ人的、物的及び知的資源を活用し、社会との連携を強化し

ます。 

４．神奈川県に立地する本学は、多様な社会人を受け入れるとともに、時代の要請に応じた生涯学習

の場を広く提供します。 

５．産官学の組織的連携を強化し、「知の拠点」としての大学の役割を果たすとともに、研究成果及び知

的財産を社会に広く還元します。 

６．大学における研究成果及び受託研究、共同研究の成果を、特許等の知的財産として確保し、戦略

的に活用するための環境作りを進めます。 

社会連携・社会貢献に関する方針 
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（202２年 4 月改訂） 
 
 

神奈川大学は、「神奈川大学の目的・理念」と「教育目標」を実現するため、以下のとおり大学の

「求める教員像」と「教員組織の編制方針」を定める。 
 

１．求める教員像 

（１）学生をはじめとする大学構成員の人権と自由を守り多様な個性を尊重するとともに、「学位授与」

「教育課程の編成」「入学者受入れ」の各方針を理解し、教育と研究に真摯に取り組む者。 

（２）良識と社会性を身につけ自ら学び成長することのできる学生を育成する能力をもち、その向上に

努める者。 

（３）研究倫理を遵守し学問的良心に従って研究を自律的に遂行し、その研究成果を学生の教育・

研究指導に活かすとともに、社会に還元して、人類の幸福と国際社会の恒久平和に貢献できる

者。 

（４）大学の構成員として自らの職務と役割を自覚し、他の教職員と協力して円滑な大学運営に寄与

できる者。 

 

２．教員組織の編制方針 
（１）「大学設置基準」等関連法令にもとづき、各学部・研究科その他部局の教育・研究の領域とその

構成および教員１人あたりの学生数に配慮し、教育と研究の質を保証するために必要な教員を

適切に配置する。 

（２）国籍、人種、民族、宗教、信条、性別、障がい等にもとづく差別を認めず、年齢構成や多様性に

配慮し、教育研究環境の充実に努める。 

（３）教員の募集、採用、昇任等は、大学・学部・研究科等の諸規定や方針をもとに公正かつ適切に

行う。 

（４）ファカルティ・ディベロップメント活動を組織的・多面的に実施し、教員の資質向上と教員組織の

改善をはかる。 

 

大学の求める教員像および教員組織の編制方針 
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（201１年１２月策定）

事務組織及び職員人事政策の基本方針 

 グローバル世界の進展とともに要請される職員の高度化と専門化など、大学職員の役割の大きな変

化のなかで、学生の成長支援に努めるとともに、時代と社会の変化に対応した事務局の改革と、教職

協働による大学運営・法人経営を担い、「学校法人神奈川大学将来構想」を積極的に推進する事務組

織の構築及び職員の育成に関する基本方針を以下のとおりとします。 

１．「求められる職員像」の共有 

２．将来構想を実現する機能的組織の構築 

３．管理運営の組織的な点検・評価の実践 

４．スタッフ・ディベロップメント（SD）を含む各種研修制度、人材育成としての目標管理育成制度の活用 

５．職員の資質、役割・職能ステージの向上を目指した人材育成 

６．社会のさまざまな要請に対応した雇用制度の整備 
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（201４年１月策定） 
 

 

本学は、建学の精神のもとに、時代とともに変化する社会の要請に応え、教育研究機関としての使命

及び役割を果たすため、学校法人神奈川大学将来構想の実現を目指すことを管理運営方針としま

す。 

 
 
 
 
創立 100 周年に向けて、将来構想の実現へ、着実に歩みを刻んでいます。 
 

学校法人神奈川大学は、2008 年 5 月に迎えた創立 80 周年を機に、創立 100 周年に向け、学園全体と

しての学校法人神奈川大学将来構想（以下、将来構想）を策定しました。将来構想策定にあたっては、創立

者の意志である「建学の精神」を確認し、改革推進の指針となる「使命（ミッション）」、「100 周年に向けた将

来像（ビジョン）」、「学園の基本方針」、「経営の方針」を明確にしました。そして、これらの将来構想を実現す

るために「中期目標・中期計画」を策定し、2010 年 4 月に、2015 年度までの 6 年間に取り組む具体的な項目

を「第一期中期実行計画」としてとりまとめました。また、2016 年からは、学園の中期目標、大学、附属学校、

基盤整備における中期目標、中期実行計画、重点方針からなる「第二期中期実行計画」を推進してまいりま

した。 

そして、2018 年度に策定した将来構想実行計画（2018-2028）の下、国際日本学部の開設をはじめとする

教育組織の新機軸の検討、本学の施設整備の全体計画となるキャンパス新総合計画グランドデザインの策

定等を実施してきました。 

2020年度からは新たに 5ヵ年の中期計画（2020-2024）を掲げ、大学では教育・教員組織改革、附属学校

では社会的に評価される教育の実践、基盤整備ではキャンパス新総合計画グランドデザイン・中長期財政

計画・事務組織改革等を推進し、建学の精神に則り、時代と社会の負託に応えるべく、掲げる使命（ミッショ

ン）の実現を目指し、将来構想を実現してまいります。 

学校法人神奈川大学将来構想及び実行計画の詳細は本学ホームページをご覧ください。 

https://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/2nd/index.html 

2010年～

第一期

中期実行計画

2016年～

第二期

中期実行計画

2018年～

将来構想

実行計画

（2018-2028）

2028年～

創立100周年

 

管理運営方針 

将来構想実行計画（2018-2028）の推進の流れ 
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 内部質保証の方針 

（201２年３月策定）

１．内部質保証の目的 

本学は、教育・研究を含む全ての活動及びその運営において、継続的な自己点検・評価、及び改

善・改革を行うことを通じ、神奈川大学の理念として掲げる教育と研究の高度な結合に基づく人材育成、

地域社会への貢献、国際的展開の質を保証します。 

また、それを実現するために、全構成員が組織的に取り組むと共に、関連する情報等を的確に公表

することで、社会からの付託に応えます。 

２．内部質保証システム 

全学的な内部質保証の中核を担う自己点検・評価全学委員会、及び担当事務組織を常設すると共

に、各組織が行う自律的な点検・評価及び改善・改革を支援し、また、その活動の活性化・実質化を促

すため、以下の内部質保証システムを構築します。 

① 組織的・体系的な内部質保証システムの構築

本学は、関連諸規程の整備等を通じて内部質保証システムの体系化を図ると共に、組織間の連携

強化を推進します。

② 自己点検及び評価結果等を踏まえた改善・改革の実施（PDCA サイクル）

本学は、教育目標や組織目標の実現に向け、それらの目標の達成状況及び各種課題の改善状況

等に関する定期的な自己点検・評価を実施し、その結果を踏まえた改善・改革のための計画を策

定し、これを実行します。

また、教職員一人ひとりは、自己点検・評価活動の実施において、責任ある行動と態度で臨み、そ

れぞれの職務に取り組みます。

③ データ収集及び活用に係る基盤整備

本学は、学内各組織が効果的・効率的に自己点検・評価及び改善・改革を実施できるよう、各種統

計データ等の情報基盤の整備及び自己点検・評価に資する評価指標の開発に努めます。

④ 自己点検結果の分析及びその活用

本学は、自己点検・評価の結果について、認証評価団体による評価に加え、第三者による評価を

組み入れる等、客観的な視点から評価・分析し、各種意思決定機関において必要な施策を検討し

ます。

⑤ 学内外への情報公開

本学は、自己点検や改善・改革に係る情報、及び、本学が保有する教育・研究をはじめとする各種

情報資源を、刊行物やホームページ等を通じて積極的に公開することにより、学内外の関係者及

び社会に対する説明責任を果たします。
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（2010 年 2 月策定）

神奈川大学の学士課程教育に関する基本方針（３つのポリシー）

本学は、「質実剛健」「積極進取」「中正堅実」の建学の精神と、真の実学を重視する伝統を踏まえ、

自立した良識ある市民としての判断力と実践的能力、また、国際的感性とコミュニケーション能力を有し、

さらに専門的知識と技能を身に付け、時代の課題と社会の要請に応えて自ら成長することのできる人

材を養成するために、次の３つの基本方針を定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

本学の学生は、本学の真の実学を重視する伝統を踏まえ、自ら成長し、かつ他者と協力しながら社

会で生き生きと活躍できる人材となることが求められます。 

そのために、幅広い教養と、新しい時代に必要とされる専門的かつ体系的な知識、また、それに裏打

ちされた技能を修得し、さらに地球的視野をもって考え、語り合うとともに、他者との協働を追求し、問題

解決に向けて実践できる能力を備えたと認められる学生に、学位を授与します。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学は、4 年間の学士課程において、全学の学生一人一人に共通して修得が求められる学士として

持つべき力の実現のため、全学共通の基礎教育と各学部・学科の導入教育とを有機的に連関させるこ

とにより、必要かつ十分な基礎的学力を修得させます。 

また、各学部・学科では、その培われた基礎的学力を発展させる多様かつ高度な体系的専門教育

課程を編成することにより、真の実学を具現します。 

教育課程の実施にあたっては、「ゼミ・卒研の神大」の伝統を生かす少人数教育と双方向型授業をよ

り充実させるとともに、学生の学習時間を確保し、また、成績評価を厳格化することによって単位制度の

実質化をはかります。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

真の実学を重視する本学の教育理念に共感し、明確な目的意識とともに、学びや成長への強い意

欲に溢れ、また、大学教育を受けるに足る、十分な学力を有する多様な学生を受け入れます。 

この目的を実現するため、入試制度の多様化と選抜方法の改善を図るとともに、初年次教育の充実

や高大連携を積極的に推進します。 
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法学部  

教育研究上の目的 

本学部は、社会に対する深い洞察に根ざした、調和ある社会の形成と社会正義の実現に取り組む

人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、法学部では、紛争の予防又は解決

の手段である法制度の設計や運用の一翼を担う人材の育成を最終目標とします。 

 2015 年、国連総会で全会一致をもって採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」（Sustainable Development Goals. 略称 SDGs）は、「誰一人取り残さない」持続

可能で多様性と包摂性のある社会を実現するため、世界中の国々・地域、そして全ての利害関係者に

行動を呼びかけるものです。本学部の教育が提供するのは、人が社会を構成し活動していく上でのル

ールや制度に関わる、法学および政治学的知見であり、それらは、SDGs の達成に向けて積極的に取り

組む人材育成にも寄与します。 

 本学部は、豊かな教養と国際感覚、法学・政治学についての入門から応用に至る知識の獲得を目指

した教育を通じて、多様な価値観が交錯し、複雑性を増す現代社会において、法的なものの考え方を

生かして活躍できる、有為な社会人（市民）を育成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学部のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力ないし資質

を身に付けていると判断し、学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）法の原理や政治の基本的仕組みを理解し、法的にものを考えられること。 

（２）自らの考えを説得的に伝え、他者との建設的な議論ができること。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）幅広い教養と外国語能力に裏打ちされた国際的感覚を身に付けていること。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）社会の動きに絶えず関心を持ち、鋭敏な問題意識を醸成すること。 

（２）先端・展開的な領域における法や政治・行政の機能と運用を理解していること。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学部では、社会に対する深い洞察に根ざした、調和ある社会の形成と社会正義の実現に取り組む

人材を育成するため、以下に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）入門科目から先端・応用展開科目まで、法的・政治的知識や法的・政治的なものの考え方を、順を

追って体系的に身に付けることができるように４年間のカリキュラムを編成しています。 

（２）日本の法や政治を複眼的な視野から検討し、諸外国の法と政治についての知識や理解を深めら

れるように、法学・政治学英語科目や諸外国の法と政治に関する科目を配置しています。 

（３）幅広い教養と国際的感覚を培うとともに必要かつ十分な基礎学力を身に付けることができるように、

全学共通の教養教育及び外国語教育と法学部の導入教育等を配置しています。 

（４）社会的ニーズや将来の進路を考えながら学ぶことができるよう、講義で学んだ知識を生かしながら

社会における実務上の問題に取り組む科目を配置しているほか、特に法律学科にはコース制を設け

ています。 
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２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、双方向型授業の充実に努めます。また、初年次から４年次にいたる

まで多数配置されている、少人数制の演習科目及びゼミナールでは、学生に自ら調べ、発表し、議

論をさせる機会を提供しています。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（1）本学部は、社会に対する深い洞察力を持ち、紛争の予防又は解決の手段としての法制度の設計と

その運用の基礎的能力を備え、調和ある社会の形成と社会正義の実現に積極的に取り組む人材を

育成します。 

 

２．本学部の求める入学者 

（１）法学部での学修に必要な基礎学力を十分に備えている人 

（２）向学心が強く、自主的・創造的に学ぶ姿勢を有している人 

（３）政治・経済・社会問題や国際問題と法との関わりに強い関心を持っている人 

（４）課外活動やボランティア等を通じ社会への貢献を積極的に行っている人 

（５）自らの将来像や進路について深く考え、勉学への明確な目的意識を持っている人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試、給費生試験、大学入学共通テスト利用入試では、法学部での学修に必要な基礎学力

を、高等学校での学習の達成度をもとに判断します。 

（２）学校推薦型選抜として指定校制推薦入試、総合型選抜として公募制自己推薦入試があります。指

定校制推薦入試では、勉学意欲に富み、指定校の学校長から推薦された人に対し、面接により選考

を行います。公募制自己推薦入試では、法学部における勉学に深い関係を持つ社会的活動に携わ

り、その実績が顕著な人に対し、小論文、面接等により選考を行います。 
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法学部 法律学科  

教育研究上の目的 

法律学科は、健全な常識と柔軟な思考力を身に付けた自主的・自律的な社会人（市民）の育成を目

的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、法律学科では、一人の社会人（市

民）として自ら考え、行動をするにあたって、法的な思考能力と正義感覚を十分に働かせることのできる

人材の育成を最終目標とします。 

紛争の予防又は解決の手段である法は、法曹（裁判官・検察官・弁護士）をはじめとする法律専門職

に就く者はもちろんのこと、経営・取引実務において人々との間に様々な利害関係が生じるビジネスパ

ーソンにとっても、また、人々の利害に職務として関わる立場にある公務員にとっても、極めて重要なも

のです。 

本学科では、法的な知識の修得と応用、また、社会の基本構造と政治機能の認識を深めることを通

じ、法的なものの考え方（リーガルマインド）を生かして活躍できる法曹および各種法律専門職、ビジネ

スパーソン、国家・地方公務員、その他、有為な人材を育成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や資質を身

に付けていると判断し、学士（法学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）憲法、民法をはじめとする基本的な法律を理論的に考察できること。 

（２）社会における諸問題を法的問題としてとらえ、他者との法的な議論を経て問題を解決できること。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）日本の法制度の特色を外国と比較しながら認識できること。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）法曹及び各種法律専門職に就くための基礎的な学力を備えていること。又は、国家・地方公務員と

して公務に携わるのに必要な、基本的な法的知識を修得し、実務に応用できること。 

（２）又は、ビジネスパーソンとして経営・取引実務に携わるのに必要な、基本的な法的知識を修得し、

実務に応用できること。 

（３）又は、多様な人々との間の連絡調整事務に携わるのに必要な、基本的な法的知識を修得し、実務

に応用できること。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は健全な常識と柔軟な思考力を身に付けた自主的・自律的な社会人（市民）となる人材を育

成するため、以下に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）１、２年次に憲法や民法といった基本的な法律科目を集中的に配置し、３・４年次の先端・応用展開

科目まで、順を追って体系的に法学的素養を身に付けることができるように４年間のカリキュラムを編

成しています。 

（２）法学・政治学的知見を学生が英語で読み書きし、話せるようになることを目標とする語学科目のほ

か、比較法及び各国の法に関する科目を設置し、日本の法や政治を複眼的な視野から考察できるよ

うにしています。 
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（３）基本的な法律科目を集中的に履修する「法律職コース」と、民事法やビジネス関連法を中心に履

修する「ビジネス法コース」、社会法、並びに国際法及び政治学を中心に履修する「現代社会コー

ス」に分かれています。 

（４）実務家出身の教員と研究者教員とが協働して、講義で学んだ知識を用いて実務上の問題を解決

する、問題解決型学修（PBL）科目を設けています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、双方向型授業の充実に努めます。また、初年次から４年次にいたる

まで多数配置されている、少人数制のゼミナールでは、学生に自ら調べ、発表し、議論をさせる機会

を提供しています。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（1）法的な知識の修得と応用を通じて広く法的な思考能力と正義感覚を備え、また、社会の基本構造

と政治機能の認識を深めて、健全な常識と柔軟な思考力を身に付けた自主的・自律的な社会人（市

民）を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）法律学・政治学を学修するのに十分な基礎学力を備えた人 

（２）論理的思考能力のある人 

（３）実社会においてＮＰＯ等の諸団体に属し法制度の運用を実際に経験する等、社会的関心の高い

人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力を身に付け、また、法的な知識の修得とその応用による地域社会への貢献に強い関

心を持ち、論理的思考力と実践力を有する学生を受け入れます。 
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法学部 自治行政学科  

教育研究上の目的 

自治行政学科は、地域の視点から環境、防災、福祉をはじめとするテーマに取り組み、新時代の地

方自治を開拓する社会人（市民）の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、自治行政学科では、豊かな法学的

素養に裏打ちされた、高い実践力をもって地域自治を担っていくことのできる人材の育成を最終目標と

します。 

現代においては、温暖化防止、生物多様性保全、エネルギー転換、防災・危機管理、少子高齢化

対策といった課題が山積する中で、地方分権の推進等により、地域が自らの責任においてこれらの諸

課題に取り組み、解決しなければならなくなりました。ところが、地域自身もまた、地域コミュニティの変

容・衰退という課題をかかえています。SDGs達成に向けて、これらの課題に取り組み行動を起こすことの

できる人材が不可欠であると認識します。 

この点、紛争の予防又は解決の手段である法は、複雑に利害が絡む地域の課題を解決するのに資

するものです。地域自治、環境、防災、福祉といった領域には特色ある法が整備されていますから、そ

れらの法的知識なしに問題解決はおぼつきません。 

本学科では、法的な知識の修得と応用、また、社会の基本構造と政治機能の認識、とりわけ地域自

治の理論と実践の認識を深めることを通じ、地域の課題に柔軟に対応し活躍できる国家・地方公務員、

団体職員、地方政治家、その他、有為な社会人（市民）を育成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や資質を身

に付けていると判断し、学士（行政学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）法律学、政治学、行政学等、地域社会に必要とされる人材に求められる学識を備えていること。 

（２）地域における政策課題に存在する多様な価値観や生活様式を理解し、尊重しながら、課題解決に

向けた対話ができること。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）日本の政治・行政の特色を外国と比較しながら認識できること。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）国家・地方公務員、及び各種団体職員、並びに地域社会のステークホルダーとして地域自治を支

えるのに必要な、基本的な法的及び政治的知識を修得し、実務に応用できること。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は健全な常識と柔軟な思考力を身に付けた自主的・自律的な社会人（市民）となる人材を育

成するため、以下に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）１、２年次に憲法や民法、行政学といった基本的な法律・政治科目を配置し、３・４年次の先端・応

用展開科目まで、順を追って体系的に法学的素養を身に付けることができるように４年間のカリキュラ

ムを編成しています。 

（２）法学・政治学的知見を学生が英語で読み書きし、話せるようになることを目標とする語学科目のほ

か、比較政治及び各国の政治や行政に関する科目を設置し、日本の政治や行政を複眼的な視野か
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ら考察できるようにしています。 

（３）実務家出身の教員と研究者教員とが協働して、講義で学んだ知識を用いて実務上の問題を解決

する、問題解決型学修（PBL）科目を設けています。 

（４）地方自治の現代的課題に対応しつつ、社会的ニーズや将来の進路を考えながら学ぶことができる

よう、履修に関する指導を徹底します。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、双方向型授業の充実に努めます。また、初年次から４年次にいたる

まで多数配置されている、少人数制のゼミナールでは、学生に自ら調べ、発表し、議論をさせる機会

を提供しています。 

（２）自治体実務家、NPO スタッフ、政治関係者等をゲスト・スピーカーとして招き、政策過程の現場を聞

く機会を提供しています。 

（３）複数の科目で同一の政策課題を取り上げることで、多元的に地域自治の問題を考察する機会を提

供しています。 

（４）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（1）地域の視点から環境、防災、福祉をはじめとするテーマに取り組み、新時代の地方自治を開拓する

人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）法律学・政治学を学ぶのに十分な基礎学力を備えた人 

（２）論理的思考能力のある人 

（３）自治行政について深く学ぶ意欲のある人 

（４）環境保護、まちづくり、社会福祉等について探究する意欲のある人 

（５）地域自治や地域社会に関心を持ち、地域の発展に寄与する意欲のある人 

（６）離島・中山間地域や被災地の出身で、地元に戻り地域に貢献することを目指す人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力を身に付け、また、法的な知識の修得とその応用による地域社会への貢献に強い関

心を持ち、論理的思考力と実践力を有する学生を受け入れます。 
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経済学部  

教育研究上の目的 

本学部は、現代における内外の経済現象を正確に認識し、実践的に対応する能力を培うとともに、

経済学・経営学及び商学の基礎学力と応用力とをバランスよく備えた専門的職業人の育成を目的とす

る。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、経済学部では、現代の経済社会に

求められる問題解決能力を備える有為な人材を育成することを最終目標とします。 

本学部では、少人数の長所を活かしたゼミナール及び学部独自の初年次専門教育とコース制専門

教育を中核に展開しつつ、英語教育と情報教育を重視して、有為な人材としての基礎能力を十分に養

成します。さらに、教養教育、キャリア教育を含む全学共通の基礎教育と有機的に連関させることにより、

４年間の学修を通じて、コミュニケーション能力と自ら学ぶ力を涵養するとともに、経済現象を正確に認

識して、それぞれの課題を見つけ出し解決できる人材を育成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学部のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や資質を身

につけていると判断し、学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）経済学・商学の専門的知識をもとに、日本及び世界の経済社会の現状を的確に理解し、かつ総合

的に判断することのできる能力。 

（２）変化の激しい現代の経済・企業活動のなかで、時代状況に対応できる実践的かつ体系的な専門

的知識と技能。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）グローバル化する世界経済や企業活動の中で、国際的な視野と国際化に対応できる知識や能

力。 

（２）他者を理解し自らの意見も表現できる、社会人として基礎的なコミュニケーション力や社会に対し柔

軟に対応できる豊かな人間性。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）幅広い教養や専門的知識に基づき、現代社会の情報を収集・分析・考察し、課題を見つけ出し解

決できる能力。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学部では、現代の経済現象を正確に認識し、実践的に対応する能力を培い、経済学・商学の基

礎学力と応用力とをバランスよく備えた専門的職業人を育成するために、以下に示した方針で教育課

程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）幅広い教養とコミュニケーション能力を身につけることができるように、教養教育と語学教育を重要

科目として位置づけカリキュラムを編成しています。 

（２）学修に目的意識をもたせ進路を考えながら理解を深めるために、コース制を設けています。経済学

科現代経済専攻では、①福祉・環境・公共政策コース、②市場・企業・産業コース、③国際経済・社

会コース、経済学科経済分析専攻では、①政策分析コース、②データ分析コース、また現代ビジネス

学科では、①貿易・国際ビジネスコース、②経営・マーケティングコース、③企業・会計コース、の各コ
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ースを設けています。 

（３）コミュニケーション能力を養成するために、議論や論文作成等を行うゼミナールを２年次の第４セメ

スターから開始しています。 

（４）国際化に対応できる専門能力や技能の向上を図るために国際関連科目を充実させています。さら

に英語や情報科目には中・上級コースとして「インテンシブ・プログラム」を設置しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、経済学的知識を段階的、体系的に学べるように、入門科目から応

用科目（専門科目）へ適切に科目を配置します。入門科目としては、大学教育への適応を容易にす

るため、初年次に「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」、「経済入門」、「現代ビジネス入門」、「経済情

報処理」を設けています。また、専門科目も学科に関わる科目やコースに基づく科目を充実させ、カリ

キュラム編成を行っています。 

（２）大人数教育を是正し、適正規模の履修者数になるように努めています。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学部では、現代の経済現象を正確に認識し、実践的に対応する能力を培い、経済学・経営学及

び商学の基礎学力と応用力とをバランスよく備えた専門的職業人を育成します。 

 

２．本学部の求める入学者 

（１）経済学部での学修に必要な基礎的学力を十分に備えている人。 

（２）現代の社会や経済問題に強い関心を持つ人。 

（３）国際的な問題に関心を持ち、国際的な視野を広げたい人。 

（４）自分の将来に対し常に問題意識を持ち、主体的に考えられる人。 

（５）向上心があり、学ぶ姿勢のあるチャレンジ精神の旺盛な人。 

（６）国籍や人種等で人を差別せず、どんな人をもひとりの人間として尊重できる人。 

（７）社会的な不正や不公平を批判できる良心を持ち、社会的弱者等へ思いやりを持つ人。 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試、給費生試験、大学入学共通テスト利用入試では、経済学部での学修に必要な基礎学

力を、高等学校での学習の達成度をもとに判断します。 

（２）学校推薦型選抜として指定校制推薦入試があり、総合型選抜として公募制自己推薦入試がありま

す。指定校制推薦入試では、勉学意欲に富み、指定校の学校長から推薦された人に対し、面接によ

り選考を行います。また、公募制自己推薦入試では、現代の社会や経済に対して強い興味や関心を

持ち、かつ高校等で一定以上の成績を収めた人に対し、小論文等と面接によって選考を行います。 
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経済学部 経済学科  

教育研究上の目的 

経済学科は、経済学の理論・歴史・政策などの専門科目の学修を踏まえ、現代の複雑で多様な経

済社会を理解し、実践的に対応できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、経済学部経済学科では、現代の複

雑で多様な経済社会を理解し、実践的に対応できる人材の育成を最終目標とします。 

本学科では、少人数の長所を活かしたゼミナール及び学科独自の初年次専門教育と、2 専攻及び 5

コースからなる専門教育を中核に展開しつつ、英語教育と情報教育を重視し、基礎能力の養成に努め

ます。さらに、教養教育、キャリア教育を含む全学共通の基礎教育と有機的に連関させることにより、４

年間の学修を通じて、コミュニケーション能力と自ら学ぶ力を涵養して、専門知識を駆使して課題を見

つけ出し解決できる有為な人材を育成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や資質を身

につけていると判断し、学士（経済学）が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）現代社会が直面するさまざまな問題を深く理解し、自らの手で積極的に未来を切り拓くことができる

能力。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）地域から世界まで広くみわたすことのできる国際的な視点とコミュニケーション能力。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）幅広い教養と専門的な知識をあわせもち、学際的で複眼的な思考ができる能力。 

（２）めまぐるしく変化する現代社会に的確に対応できる情報処理技能。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、現代の経済問題を正確に認識し世界の急速な変化に対応できる能力を培うとともに、

教養を身につけ基礎学力をバランスよく備えた人材を育成するために、以下に示した方針で教育課程

を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）外国語科目や教養科目のほか、経済学・商学の各分野にわたって、幅広い知識と教養を身につけ

られる多彩な科目を配置しています。 

（２）系統的により深く専門科目を修得できるように専攻制を設けており、現代経済専攻では、①福祉・

環境・公共政策コース、②市場・企業・産業コース、③国際経済・社会コース、経済分析専攻では、

①政策分析コース、②データ分析コースを設けています。 

（３）国際的な視点とコミュニケーション能力を培うために、ビジネス英語や多様な言語を扱う経済外国

語科目、英語による授業科目等、基礎から応用まで多彩な外国語科目を設置しています。 

（４）少人数で多種多様なテーマに取り組むゼミナールを、２年次第４セメスターから４年次まで設置して

います。 

（５）高度な技能と専門性を身につける中・上級の「インテンシブ・プログラム〔情報〕」コース、高度な実用

英語能力を養う「インテンシブ・プログラム[英語]」コースを少人数クラスによって開講しています。 
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２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、経済学の知識を段階的、体系的に学べるように、入門科目から応

用科目（専門科目）へ適切に科目を配置します。入門科目としては、大学教育への適応を容易にす

るため、初年次に「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」、「経済入門」、「経済情報処理」を設けていま

す。また、専門科目も学科に関わる科目やコースに基づく科目を充実させ、カリキュラム編成を行って

います。 

（２）大人数教育を是正し、適正規模の履修者数になるように努めています。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科では、現代の経済問題を正確に認識し世界の急速な変化に対応できる能力を培うとともに、

教養を身につけ基礎学力をバランスよく備えた人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）社会・経済問題に強い関心をもつ人。 

（２）複雑でグローバル化した現代社会を深く理解する情報処理能力を身につけたい人。 

（３）言語や異文化に好奇心をもち、それを理解しようとする国際感覚を培いたい人。 

（４）日本語の基礎学力を備えるとともに、外国語によるコミュニケーション能力の向上をもめざす人。 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施し、様々な視点からの選考を行うことで、経済学全般を学修す

るうえで必要とされる基礎学力を有している学生のほか、経済学を学びたいという強い意欲を持って

いる者やディスカッションに秀でた者など、多様な学生を受け入れます。 
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経済学部 現代ビジネス学科  

教育研究上の目的 

現代ビジネス学科は、企業活動を経営や商取引の視点より理論的、実務的に学修し、現代のビジネ

ス社会を総合的に理解し、実践する技能を備えた人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、経済学部現代ビジネス学科では、現

代のビジネス社会を総合的に理解し、ビジネスの第一線で役立つ能力を備えた人材の育成を最終目

標とします。 

本学科では、少人数の長所を活かしたゼミナール及び学科独自の初年次専門教育と３つのコース制

専門教育を中核に展開しつつ、英語教育と情報教育を重視して、ビジネスの第一線で活躍できる基礎

能力の養成に努めます。さらに、教養教育、キャリア教育を含む全学共通の基礎教育と有機的に連関

させることにより、４年間の学修を通じて、コミュニケーション能力と自ら学ぶ力を涵養して、現代のビジネ

ス活動において国際的な視点で課題を解決できる能力を備えた人材の育成を教育目標として定めま

す。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や資質を身

につけていると判断し、学士（商学）が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）修得した専門知識と専門技能を現実のビジネス活動において適用・実践できる能力。 

（２）幅広い教養とコミュニケーション能力。 

（３）社会人として求められる基礎的素養。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）現代社会において直面するさまざまな問題を国際的な視点で解決できる能力。 

（２）海外での仕事をこなすことができる語学能力。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）情報化社会に必須の基礎的な情報処理技能。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、幅広い教養を身につけるとともに、現代社会のビジネス現象を多面的に認識できる専

門性とビジネスの第一線で実際に役立つ能力を備えた人材を育成するために、以下に示した方針で教

育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）外国語科目、教養科目及び経済学・商学という広範な専門分野にわたって、広い知識と教養を身

につけられる多彩な分野の科目を配置します。 

（２）系統的により深く専門科目を修得できるように、①貿易・国際ビジネスコース、②経営・マーケティン

グコース、③企業・会計コースという３つのコースを設けています。 

（３）企業経営、流通・マーケティング、貿易、会計等の実務的科目のみならず、アジア、中東、ヨーロッ

パ、アメリカ等の国際地域経済に関する科目を開講しています。 

（４）経済学・経営学・商学・会計学という広範な分野から選べる特定の多彩なテーマに少人数で取り組

むゼミナールを２年次第４セメスターから４年次まで設置しています。 

（５）高度な技能と専門性を身につける中・上級の「インテンシブ・プログラム〔情報〕」コース、高度な実用
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英語能力を養う「インテンシブ・プログラム［英語］」コースを少人数クラスによって開講しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、経済学・経営学・商学・会計学的知識を段階的、体系的に学べる

ように、入門科目から応用科目（専門科目）へ適切に科目を配置する。入門科目としては、大学教育

への適応を容易にするため、初年次に「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」、「現代ビジネス入門」、

「経済情報処理」を設けています。また、専門科目も学科に関わる科目やコースに基づく科目を充実

させ、カリキュラム編成を行っています。 

（２)大人数教育を是正し、適正規模の履修者数となるように努めています。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（1）本学科では、幅広い教養を身につけるとともに、現代社会のビジネス現象を多面的に認識できる専

門性とビジネスの第一線で実際に役立つ能力を備えた人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）ビジネス社会・経済問題を様々な視点から分析・考察することに強い関心と学修に必要な基礎学力

を持つ人。 

（２）複雑でグローバル化した現代のビジネス社会を深く理解するための国際的な視点を身につけたい

人。 

（３）実社会において求められる論理的思考力、判断力、問題発見・解決能力、日本語の基礎学力、外

国語によるコミュニケーション能力というような基礎的素養をより高めたい人。 

（４）経営学・商学・会計学を中心とする個々の専門分野のみならず、経済学及び学際的な分野も含め

た幅広い専門性を身につけたい人。 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

(１)本学科では多様な入学試験を実施し、様々な視点からの選考を行うことで、商学・経営学全般を学

修するうえで必要となる基礎学力を有する学生のほか、商学・経営学を学びたいという強い意欲を有

する者やディスカッションに秀でた者、あるいは一定の英語力を有している者など、多様な学生を受

け入れます。 
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経営学部 国際経営学科  

教育研究上の目的 

本学部は、個人の人格と学問の自由を尊重しつつ、世界各国のさまざまな経営風土において活躍

するために必要な教養と経営学に関する学識を身に付け、国際社会で求められる問題解決能力とコミ

ュニケーション能力を有する実力ある人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、経営学部国際経営学科では、グロ

ーバル化する経済社会においてこれから真に国際人として活躍できる人材を育成するために、初年度

教育の強化、語学学習の習熟度別集中授業展開、少人数ゼミナールの必修化、双方向授業の拡充、

専攻科目の英語による授業開講数の増大、時代のニーズに即した講義科目の設置、そして海外大学

での長短期にわたる学修機会の多様化と海外からの留学生の受け入れ強化をとおして、経営学に関

する広範な学識をもとに、世界各地の異なる経営風土のなかで発生する諸問題の的確な把握と分析

力を身につけると同時に、問題解決に向けて国際社会のさまざまな場所で人々の協働を発意し、うなが

すことのできる実践力とコミュニケーション能力を身につけることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、授業科目や卒業論文を含む演習科目を合わせて４年間に所定の卒

業要件単位を修得した者は、次に掲げる知識や能力を身につけていると判断し、学士（国際経営学）

の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）複雑多様な問題の本質を究明し、自己の意見を形成し、主体的に行動する態度を身につけてい

る。 

（２）創造的・主体的に問題解決にあたる実践的能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）世界各国のさまざまな文化的・社会的多様性を理解できる能力を身につけている。 

（２）世界で活躍するに必要な、教養と語学力に裏付けられたコミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）経営学全般にわたる専門的知識を身につけている。 

（２）世界各国の経営風土を理解できる、「国際経営」に関する専門的知識を身につけている。 

（３）創造的な問題解決能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、経営学の学識と世界各国で活躍するために必要となる教養を備え、問題解決能力とコ

ミュニケーション能力を有する実力ある人材を育成するために、多彩な教育スタッフによって計画的・組

織的に、以下に示した方針で教育課程の編成と評価を行っています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）経営学の入門科目から実践的な専門科目まで体系的な学びができるようにカリキュラムを編成して

います。本学科の教育課程は、必修科目群と選択必修科目群、選択科目群の３群から構成されます。

必修科目群は大学入学初年次生を対象に、本学科で学ぶことになる国際経営に関する基礎的な科

目群（「国際経営基礎科目（必修）」）と、２年次演習、３・４年次生対象の専門演習Ⅰ～Ⅳから構成さ

れています。必修の「演習」（ゼミナール）における少人数指導によって、さらに専門的知識を深め、

問題の本質を究明し解決する実践力とプレゼンテーション能力を涵養します。 
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（２）選択必修科目群は、経営学に関する基礎的な知識を身につけるために、マネジメントや会計、マー

ケティング・デザイン経営など基礎的な専門科目（「国際経営基礎科目（選択必修）」）で構成されて

います。 

（３）選択科目は、「ショップ」という科目群とプログラム科目、関連科目から構成されています。ショップに

は、マネジメント、会計、マーケティング・デザイン経営、国際理解という４つの分野があり、卒業するま

でにそれらのショップから一定程度の複数の科目を履修し、修得することが求められます。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）学生は、個人個人の将来のキャリアを設計する中で、それに相応しい専門ショップを選択して、その

ショップのなかの科目を履修することになります。これらの科目は非系統的な履修とならないよう、選

択ショップの必要最低修得単位数を設定し、専門性と体系性を深めていけるようにしています。 

（２）初年次ゼミの「ファースト･イヤー・セミナー（FYS）」および経営学部独自の「２年次演習」を通じて、

論理的思考力やコミュニケーションスキルなどの基礎的なスキルを学ぶとともに日常的な学修活動の

サポートを行っています。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、世界各国のさまざまな経営風土において活躍するために必要な教養と経営学に関する

学識を身につけ、国際社会で求められる問題解決能力とコミュニケーション能力を有する実力ある人

材を育成します。 

 

２．本学部の求める入学者 

（１）企業や組織の経営と、政治・経済・国際・異文化・地域問題等に強い関心を持っている人 

（２）大学での学修を自らの将来の進路に結びつけ、確固とした意志をもって目標に向かって努力する

人 

（３）課外活動、ボランティア活動、資格取得等に熱心に取り組み、入学後もチャレンジしたいと考えてい

る人 

（４）社会人としての基礎力と応用力を養い、同時に国際人としての幅広い教養を身につける意識の高

い人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試、給費生試験、大学入学共通テスト利用入試では、経営学部での学修に必要な基礎学

力を、高等学校での学習の到達度をもとに判断します。 

（２）学校推薦型選抜として指定校制推薦入試、総合型選抜として公募制自己推薦入試、それに外国

人留学生入試があります。指定校制推薦入試では、指定校の学校長からオールラウンドの勉学力に

もとづいて推薦を受けた人を対象に、学部教員による面談を通じて選考を行います。公募制自己推

薦入試では、本学部が指定する分野において顕著な実績または活動を達成した人を対象に、小論

文、面接による選考を行います。外国人留学生入試では、面談において日本語学力を含む勉学の

継続可能性を判断して選考を行います。 
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外国語学部  

教育研究上の目的 

本学部は、国際都市横浜に立地する学部として、外国語の実践的な運用能力を高め、諸外国の社

会及び歴史等、異文化についての理解を深めるとともに、異文化間の相互理解と文化交流を行える国

際的な教養を身に付けた人材の育成を目的とする。 

教育目標 

外国語学部では、本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、実践的な外国語

運用能力と対象地域の諸分野に関する知識の獲得を目指した専門教育を展開し、それらと初年次教

育、キャリア教育、教養教育、言語教育を含む全学共通の基礎教育とを有機的に連関させることにより、

国際的な文化交流の場で活躍し得る有為な人材の育成を目指します。 

本学部の専門教育の特徴として挙げられる、少人数教育、双方向型教育、習熟度別クラス編成を活

用して、国際的な場で行動する際に必須な情報収集と発信能力、およびコミュニケーション能力を涵養

します。また、対象地域の言語・文化・社会・歴史の各分野について優れた研究業績と豊富な教育経

験を有する教員の指導により、急速に変化する国際情勢にも柔軟に対応可能な、幅広い教養体系の

構築を図ります。以上を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学部のカリキュラム（全学共通の教養・外国語科目を含む）において、所定の卒業要件単位を修

得した者は、次のような人物であると判断し、学士（文学）の学位を授与します。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）文化の異なる人々ともその違いを乗り越えて互いに尊重し、協調し合う態度を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）外国語の実践的な運用能力を身につけている。 

（２）異文化コミュニケーション能力を身につけている。 

（３）国際的な感性と幅広い教養を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）世界諸地域の言語・文化・社会・歴史についての専門的知識を備えている。 

（２）情報収集と情報発信（プレゼンテーション）の能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学部は、外国語の実践的な運用能力、異文化コミュニケーション能力、国際社会に通用する専門

的知識と幅広い教養、協調的な態度を総合的に修得することができるように、以下のような教育課程を

編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）少人数による数多くの外国語演習を編成し、実施しています。 

（２）世界諸地域の言語・文化・社会・歴史についての専門的知識を修得する専攻科目ならびにゼミナ

ール・卒業研究を配置しています。 

（３）初年次教育、キャリア教育を含む全学共通の教養教育と本学部の教育が有機的に連関するよう体

系的な教育課程を編成し、実施しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）外国語教育やゼミナールにおいて、少人数教育、双方向型教育を実施しています。 
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（２）外国語教育においては、習熟度別にクラスを編成し、個に応じた教育を実施しています。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１.大学教育によって培う能力 

本学部は、外国語の実践的な運用能力を備え、諸外国の文化、社会及び歴史を理解し、異文化間

の相互理解と文化交流を行える、技能と知識、態度を身につけた人材を育成します。 

 

２.本学部の求める入学者 

（１）基礎的な学力を有し、外国語の学修に関心と意欲を持っている人。 

（２）世界諸地域の言語・文化・社会・歴史に関心を持ち、諸外国の人々と国際的な交流を深めたいと

思っている人。 

（３）国際的な感性と幅広い教養を身につけたいと思っている人。 

 

３.高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試、給費生入試、大学入学共通テスト利用入試では、外国語学部での学修に必要な基礎

学力を、高等学校での学習の達成度をもとに判断します。 

（２）学校推薦型選抜として指定校制推薦入試、総合型選抜として公募制自己推薦入試があります。指

定校推薦入試では、勉学意欲に富み、指定校の学校長から推薦された人に対し、面接による選考を

行います。公募制自己推薦入試では、外国語の運用能力向上に強い関心を持ち、その実績が顕著

な人、外国の文化や歴史に強い興味と関心がある人に対し、小論文、面接等による選考を行いま

す。 
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外国語学部 英語英文学科  

教育研究上の目的 

英語英文学科は、英語の実践的な運用能力を高め、英語圏の言語・文化・社会・歴史などについて

の理解を深めるとともに、異文化間の相互理解・文化交流、多文化共生に尽力し得る国際的な教養を

身に付けた人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、外国語学部英語英文学科では、異

文化間の相互理解と経済・文化交流の促進、また英語教育において活躍できる人材を育成するために、

初年次教育、キャリア教育、教養教育と関連させた段階的・体系的なコミュニケーション重視の課程を

編成し、４年間の学修を通じて新たな知識を得て教養を深め、自己表現のツールとして英語を使えるよ

うになるための高い英語運用能力を涵養します。 

本学科が展開する専門教育では、英語学、英語教育、英語圏文学、英語圏文化の４領域を網羅し

た課程に基づき、英語圏の言語・文化・社会・歴史について深く理解するとともに、言語や文化の多様

性と普遍性についての見識を高めます。また、少人数による専門研究を通して、情報リテラシーとプレ

ゼンテーション能力を高め、国際化の環境の中で学びの成果を総合して様々な課題に取り組み、自ら

の考えを発信することができる能力を涵養します。以上を教育目標と定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラム（全学共通の教養・外国語科目を含む）において、所定の卒業要件単位を修

得した者は、次に掲げる能力や知識・教養を身につけていると判断し、学士（文学）の学位が授与され

ます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）思考とコミュニケーションの基盤である言語の本質を理解し、社会生活において効果的な言語活動

を行い、グローバル社会の市民として経済活動、異文化コミュニケーション、国際協力の現場で橋渡

しの役割を果たすことができる能力を身につけている。 

（２）母語のみならず英語を主とした外国語の実践的運用能力を用いた情報収集と、事実を客観的に

分析し、判断することができる批判的思考力を基にした情報発信能力を身につけている。 

（３）知識を応用し実践する問題解決力と経験から学び成長することができる柔軟な思考力を身につけ

ている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）文化的背景の異なる人々と協働して問題解決を図るための国際共通語としての英語の高度な運用

能力を身につけている。 

（２）文化や価値観の多様性を受容できる柔軟な思考力と幅広い教養をもち、様々な環境で自分の考

えを効果的に発信し社会参加することができるコミュニケーション能力を身につけている。 

（３）英語以外の外国語の基本的な日常生活に必要なコミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）英語や英語圏の文化・社会・歴史についての専門的学修を通して、人類の普遍性と多様性につい

て深い洞察力を持ちグローバル化の中で責任ある役割を果たすことができる能力を身につけてい

る。 

（２）英語教育や異文化間交流の推進に必要な知識と技能を身につけている。 

（３）国際的共通語としての英語の多様性と柔軟性、グローバル化における英語の影響についての専門

知識をもち、ことばと社会、歴史との関わりについての専門的知見を踏まえて多様な他者と協働して

問題解決を行う能力を身につけている。 
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カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は、文化の多様性を受容し、世界の人々と問題解決に向けて協働することができる柔軟な思

考力、英語の実践的な運用能力、異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の市民に求められ、

活用できる専門的知識、技能と幅広い教養を総合的に修得することができるように、以下のような学修・

教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）１、２年次には、ネイティブ・スピーカーによる英語運用能力の向上を目指した少人数編成の授業を

通して、専門分野の学修を支える英語の基礎的なコミュニケーション能力を養成する。 

（２）学科教育目標、カリキュラム・ポリシーと合致する長期、短期の様々な留学プログラムと連携した柔

軟なカリキュラムにより、多様な言語・文化的背景の人々が英語を用いて共生する社会での実践的

学修を４年の在学期間のなかで十分に行うことを可能としている。 

（３）３、４年次には、英語による表現能力のさらなる向上を図りながら、「英語学・英語教育」、「英語圏文

学・文化」、あるいは世界共通語としての英語の現状に焦点を当て、世界の文学、文化、社会とコミュ

ニケーションの関わりなど自己の興味に合った分野を選択し、様々な講義科目、演習科目を通して、

グローバル化する社会で有用な専門的知識・技能を育成する。 

（４）英語以外の外国語も２年間学び、異文化についてより深い関心と理解を育成する。 

（５）英語英文学科の共通科目、外国語学部共通科目、国際日本学部との共通科目、全学共通の教

養・外国語科目を幅広く学ぶことで、国際的な視野と教養を養成する。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）英語運用能力の向上を主たる目的とした１、２年次の専門基礎科目では習熟度に合わせた教育内

容とし、科目責任者を中心に全クラス共通の到達目標と成績評価の基準を定め、成績評価の基準を

明らかにしている。 

（２）英語運用能力の向上を目的とした専門基礎科目での成果を発展させ、英語を用いて専門分野の

学修を行う。 

（３）１年次の「FYS（初年次ゼミナール）」から４年次まで、ゼミナール導入科目、「専門研究」／

「Advanced Seminar」、「卒業論文」／「Graduation Project」を通して少人数教育を徹底し、学生が自

らのテーマについてプレゼンテーションや議論をする活動の中で、問題発見能力、思考力、発信力、

実践力を培う。また、３、４年次のゼミナール「専門研究」／「Advanced Seminar」、「卒業論文」／

「Graduation Project」では、同一教員が継続して少人数編成の専門研究指導を行うことで、個々の

学修段階をふまえ着実に専門知識・技能を育成する。 

（４）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、文化の多様性を受容し、世界の人々と問題解決に向けて協働することができる柔軟な

思考力、英語の実践的な運用能力、異文化コミュニケーション能力、国際化が進む社会で求められ

活用できる専門的知識、技能と幅広い教養を備えた人材を育成します。 

 

２．本学科が求める入学者 

（１）英語等の基礎学力を有し、英語という言語についてより深い知識とより高い技能の獲得をめざして

いる人 

（２）英語圏の文化・社会・歴史等に関心を持ち、異なる言語や文化背景を持つ人々と国際的な交流を

深めたいと思っている人 

（３）将来、英語によるコミュニケーション能力を生かして社会に貢献したいと願っている人 

（４）国際的な感性と幅広い教養を身につけたいと思っている人 
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３. 高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校までの学習を通じて大学での学びに

必要な基礎学力を身に付け、また、英語圏をはじめとした世界の様々な文化や価値観の違いについ

て探究し思索することに関心を持ち、 様々な人々と協働して社会貢献しようという自主性とそのため

に必要な英語の高度なコミュニケーション能力の習得に対して強い意欲と積極性のある人を受け入

れます。 

 

34



外国語学部 スペイン語学科  

教育研究上の目的 

スペイン語学科は、スペイン語とスペイン語圏の言語・文化・社会・歴史などに関する専門的知識を

身につけ、広い視野と柔軟な思考力で多文化共生社会に寄与することができる人材の育成を目的とす

る。 

教育目標 

本学の教育目標および本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、外国語学部スペイン語学科では少

人数編成を徹底し、ネイティブ教員を多数配置して、双方向的かつきめ細やかなスペイン語教育を目

指すとともに、スペインとラテンアメリカ諸国の文化を体験的に学ぶための場を提供することを教育目標

として定めます。 スペイン語は、スペインおよびラテンアメリカ諸国のみならず、アメリカ合衆国にも多く

の話者を有し、その使用人口は５億を超える重要な言語であることから、スペイン語を使ってグローバル

に活躍できる人物を育てることを第一義とします。そのため、スペイン語の読む・書く・聞く・話す力の鍛

錬に加え、スペインとラテンアメリカの双方を視野に収めた言語・文学・歴史・文化・政治・経済等の講義

を充実させてバランスよく配置し、広範な知識の吸収を促すとともに、物事を多面的に捉える視座を養

います。また、英語運用能力の重要性も高いことから、「英語コミュニケーション特修副専攻」を設け、英

語力を積極的に向上させるよう奨励しています。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や知識・教

養を身につけていると判断し、学士（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）社会で生きていくために必要な幅広い知識と教養を身につけている。 

（２）社会に対する知的関心および多角的な視点を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）外国語の運用能力と異文化理解の能力を身につけている。 

（２）社会に対応する情報収集および発信・表現（プレゼンテーション）の能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）スペイン語の実践的運用能力を身につけている。 

（２）スペイン語圏の言語・文化・社会・歴史等に関する専門的知識を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、スペイン語の実践的運用能力、スペイン語圏の文化・社会・歴史等についての専門的

知識と幅広い教養を総合的に修得することができるように、以下のような学修・教育課程を編成していま

す。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）スペイン語を体系的かつ実践的に修得するため、少人数制や習熟度別クラスを取り入れ、日本人

教員とネイティブ教員の協力により運営される演習科目群 

（２）スペイン語圏の言語・文化・社会・歴史等に関する理解を深めるための専門科目群とゼミナール群 

（３）スペイン語の実践的運用能力を鍛えつつ、スペイン語の諸特徴や他言語との関係などを学ぶ「言

語文化コース」と、スペイン語圏諸国の文化や社会・地域事情などを学ぶ「地域文化コース」の２つか

ら成るコース制 

（４）「英語コミュニケーション特修副専攻」による英語力強化のための科目群 
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（５）諸問題を整理し考察する能力を養成する教養系科目群 

 

２．教育の方法と評価 

（１）FYS（初年次ゼミナール）および演習科目から２年次以降４年次までの演習科目、講義科目および

ゼミナールにおいて、順次性に配慮しつつ、少人数教育の徹底を図ります。 

（２）学生の理解力や問題発見能力の向上を図ります。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１.大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、異文化理解の資質をもち、スペイン語の高い運用能力とスペイン語圏の言語・文化・社

会・歴史等に関する知識と教養を備えた人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）スペイン語に興味があり、スペイン語の修得をめざす人 

（２）スペイン語圏の言語・文化・社会・歴史等について関心を抱き、国際的に活躍したいと思っている

人 

（３）スペイン語の修得に加え、英語力を強化したいと思っている人 

（４）高等学校卒業程度の基礎学力を有し、さらに幅広い知識と教養を身につけたいと思っている人 

 

３.高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）高等学校までの学修を通じて身につけた基礎学力を問う筆記試験のほか、公募制推薦入試など、

小論文や面接などによって選抜を行う各種推薦入試を実施しています。選抜にあたっては、スペイン

語圏をはじめとする世界中の多様な文化や価値観に深い関心を有すること、グローバル社会に貢献

しようという自主性と行動力を有すること、また、スペイン語の高い運用能力を修得しようという意欲を

有することを評価します。 
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外国語学部 中国語学科  

教育研究上の目的 

中国語学科は、高度な中国語運用能力を身に付けるとともに、中国の言語・社会・文化・歴史につい

て深く専門的に学び、アジアの経済と文化交流の場で活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、外国語学部中国語学科では、多様

かつ体系的に構成された課程に基づき、実践的な中国語運用能力と中国の諸分野に関する知識の獲 

得を目指した専門教育を展開しつつ、初年次教育、キャリア教育、教養教育、言語教育を含む全学共 

通の基礎教育と有機的に連関させることにより、４年間の学習を通じて習得した能力と知識を活用して、

日中およびアジア間の経済・文化交流の場で活躍し得る有為な人材を育成します。  

本学科で展開する専門教育では、外国語学部における教育の特徴である、少人数教育、双方向型 

教育、習熟度別クラス編成によって、社会での活躍のために必須となる表現能力およびコミュニケーシ

ョン能力を涵養します。また、中国の言語・社会・文化・歴史の各分野について優れた研究業績と豊富 

な教育経験を有する教員の指導により、ダイナミックに変化する世界の中で、日本と中国の関係を巨視 

的観点から捉えるための幅広い教養体系の構築を図ります。以上を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラム（全学共通の教養・外国語科目を含む）において、所定の卒業要件単位を修

得した者は、次に掲げる能力や知識・教養を身につけていると判断し、学士(文学)が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）幅広い知識・教養を修得し、良識ある市民としての判断力を身につけている。 

（２）自立した市民として行動できる実践力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）世界の中での日本と中国という視点を持ち、両国間さらにはアジアの経済と文化交流の場で活躍

できる素養を身につけている。 

（２）中国と日本の歴史的な深い関係を踏まえ、アジアの発展に資するコミュニケーション能力を身につ

けている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）中国の言語・社会・文化・歴史・経済のいずれか、もしくは複数の分野に関する専門的な知識を身

につけている。 

（２）中国語の実践的な運用能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は、中国語の実践的な運用能力、中国に関連する専門知識、日本と中国、アジアに関連す

る教養を総合的に修得することができるように、以下に掲げる方針に基づき、教育課程を編成し、教育

にあたっています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）中国語の運用能力を効率よく高めるために、１年次から体系立った中国語演習科目を提供します。 

（２）中国の言語・社会・文化・歴史・政治・経済に関連する専門知識を修得するために、基礎的方面と

して概説科目を１～２年次で、発展的方面として特講科目を３～４年次で提供します。 

（３）４年間を通じた中国語および中国に関する専門知識の総合的学習を企図して、卒業論文を必修

科目として設置します。 
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（４）多様な学生の受け入れを考慮し、１年次から初習者クラス・既習者クラスを設け、２年次から言語コ

ース・社会文化コースを設置します。 

（５）幅広い教養を身につけるために、「FYS（初年次ゼミナール）」やキャリア教育を含む共通教養教育

を組み込みます。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）中国語演習科目は少人数によるクラスを編成し、運用能力およびコミュニケーション能力の向上を

はかります。 

（２）概説・特講の講義科目は、中国およびアジアに関連する専門知識の修得過程において求められる

レポートの作成および口頭による表現能力を涵養します。 

（３）卒業論文においては、学科専任教員が開講する専門ゼミナールに 3 年次から所属し、指導教員の

指導の下、情報の収集・整理・分析、調査報告、議論等の研究の基礎を養います。 

（４）海外実習、スピーチコンテスト等、カリキュラム外のプログラムを活用し、カリキュラムによって獲得で

きる各能力をさらに積み上げる機会を提供します。 

（５）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。成績評価を公正にするため、前後期各学期末に、成績判定会議を行うなど、教員間の合意形

成をはかります。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、中国語の実践的な運用能力と中国およびアジアに関連する専門知識を身に付け、社

会で求められるコミュニケーション能力と自己表現力を備え、日本と中国、さらにはアジアへと向かう

広い視野を持ち、広く経済・文化交流の場で活躍する人材を育成します。 

   

２．本学科の求める入学者 

（１）日本語、英語等の基礎学力を有し、中国語の学習と中国の言語・社会・文化・歴史等に関心を持

っている人 

（２）日本と中国、アジアの経済・文化交流の場で活躍したいと思っている人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力を身につけ、また、実践的な中国語運用能力や中国に関する専門知識の修得とそれ

を活用した社会への貢献に強い関心を持ち、コミュニケーションに対する積極性と自主的行動力を

有する学生を受け入れます。 
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外国語学部 国際文化交流学科  

教育研究上の目的 

国際文化交流学科は、英語などの外国語の実践的運用能力を高め、日本文化ならびに異文化へ

の理解を深めながら、異文化間の相互理解と交流に貢献する人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、外国語学部国際文化交流学科では、

学生が、英語等の外国語の運用力を伸張でき、世界の言語・文化・社会・歴史等について広範な知識

を得られ、日本文化の特徴を十分に認識でき、少人数クラスでコミュニケーション能力を伸ばせるような

教育を受けることにより、自文化と異文化の違いをよく理解し、異文化に寛容で、文化の相違を越えて

意思疎通と交流のできる人へと成長することを、教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者には、次に掲げる能力や知識・

教養を身につけていると判断し、学士（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）社会の変化に対応しながら問題を発見・解決することができる能力を身につけている。 

（２）情報の収集・分析・発信の能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）英語の実践的で十分な運用能力、及びそれ以外の外国語の運用能力を身につけている。 

（２）日本文化の発信力を含む異文化コミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）日本ならびに世界の文化についての専門的知識を身につけている。 

（２）人間・社会・自然等にかかわる諸問題についての幅広い教養を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は、文化交流において国際社会に通用する素養を総合的に修得することができるように、以

下のような学修・教育課程を編成し、教育・評価しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）専門的知識を修得しつつ、自ら情報を収集・分析・発信する能力を育成する双方向型の演習科目

群 

（２）実践的なコミュニケーション能力を身につける外国語演習科目群 

（３）日本ならびに世界の文化そして異文化間の交流についての専門的知識を修得する専攻科目群 

（４）文化交流を支える基礎的な知識を自らの興味に合わせて履修する専攻科目群 

（５）人間・社会・自然等にかかわる諸問題について広い視野を獲得する教養系科目群 

 

２．教育の方法と評価 

（１）演習科目については少人数教育を徹底し、初年次の「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」及び「基

礎演習」から２年次以降４年次にいたるまで専門演習、ゼミナール、卒業研究を配置することによって、

学生が専門的知識を段階的に修得しつつ、自ら情報を収集・分析・発信する能力を育成する。外国

語演習科目群についても少人数教育を徹底し、実践的なコミュニケーション能力を育成します。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 
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アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１.大学教育によって培う能力 

（１）外国語（英語及びスペイン語・ドイツ語・フランス語・ロシア語・韓国語・中国語）の運用能力を育成

します。 

（２）日本文化の発信力を含む異文化コミュニケーション能力を育成します。 

（３）日本ならびに世界の文化についての専門的知識を育成します。 

 

２.本学科の求める入学者 

（１）基礎的な学力を有し、外国語（英語及びスペイン語・ドイツ語・フランス語・ロシア語・韓国語・中国

語）の学修に関心と意欲を持っている人 

（２）日本ならびに世界諸地域の言語・文化・社会・歴史や地球全域にかかわる諸問題に関心を持ち、

日本文化の発信を行う等して、諸外国の人々と国際的な交流を深めたいと思っている人 

（３）世界の諸問題についての幅広い教養を身につけたいと思っている人 

 

３.高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、 高等学校までの学習を通じて大学での学びに

必要な基礎学力を身に付けた人、英語をはじめとする多様な言語の習得に強い関心を持つ人、 コ

ミュニケーション能力の習得に対して強い意欲と積極性のある人、 世界の様々な文化や価値観の

違いについて考えることに関心を持つ人、そして、 国際的な交流を通じて社会に貢献をしようと考え

ている人を受け入れます。 
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国際日本学部  

教育研究上の目的 

本学部は、世界の多様な文化を認識して広い視野を獲得し、日本文化について複眼的かつ広域的

視野から考える力を身につけ、優れたコミュニケーション能力を併せ持って、文化交流ができ、文化の

継承・創生と多文化共生社会の発展に寄与できる人間の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、国際日本学部では、学生が、 

(1)外国語や日本語での実践的なコミュニケーション能力を身につけること 

(2)世界の文化や歴史に関して複眼的な視点から理解する力を身につけること 

(3)日本の文化や歴史に関して複眼的な視点から理解する力を身につけることを、 

教育目標として定めます。 

そして、これらの教育を通じて、複雑化する国際社会の情勢に柔軟に対応し、国籍や民族などが異

なる人々とも尊重し合いながら共に生きていくことができる人間の育成を目指します。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学部のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や知識・教

養を身につけていると判断され、学士（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

(1)社会の変化に対応しながら問題を発見・解決することができる能力を身につけている。 

(2)情報の収集・分析・発信の能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)外国語もしくは日本語の運用能力を身につけている。 

(2)世界や日本の諸文化について、広く深く理解するための幅広い教養を身につけている。 

(3)文化を理解し適切に伝える文化間コミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)世界の文化・言語・社会・歴史・宗教等についての幅広い教養を身につけている。 

(2)日本の文化・言語・歴史・民俗・宗教等についての幅広い教養を身につけている。 

(3)多文化共生社会に寄与できる実践的能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学部は、世界や日本の諸文化について複眼的かつ広域的視野から考える力を身につけられるよう

に、以下のような学修・教育課程を編成し、教育・評価を行っています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

(1)世界や日本の現状を知り、多様な視点から考察することができる素養を身につける学部教養科目を

配置しています。 

(2)専門的知識を修得しつつ、自ら情報を収集・分析・発信する能力を育成する、少人数教育による双

方向型の演習・ゼミナール科目を配置しています。 

(3)外国語もしくは日本語の知識と実践的なコミュニケーション能力を身につけるとともに、日本をはじめ

とする世界諸地域の文化や歴史、言語、宗教、社会についての専門的知識を修得する専門科目を

配置しています。 

(4)初年次教育およびキャリア教育科目を配置するとともに、人間・社会・自然等にかかわる諸問題につ

いて広い視野と知識を獲得する教養系科目を配置しています。 
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２．教育の方法と評価 

(1)外国語教育や演習・ゼミナールでは、少人数・双方向型教育を実施しています。 

(2)専門科目については、多くの実技・体験型教育を実施しています。 

(3)単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化していま

す。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１.大学教育によって培う能力 

(1)外国語や日本語での実践的なコミュニケーション能力 

(2)世界の文化や歴史に関して複眼的な視点から理解する力 

(3)日本の文化や歴史に関して複眼的な視点から理解する力 

(4)これらを通して、複雑化する国際社会の情勢に柔軟に対応し、国籍や民族などが異なる人々とも尊

重し合いながら共に生きていくことができる力 

 

２.本学部の求める入学者 

(1)世界の文化・言語・社会・歴史・宗教等の学修に関心と意欲を持っている人 

(2)日本の文化・言語・思想・歴史・民俗・宗教等の学修に関心と意欲を持っている人 

(3)基礎的な学力を有し、外国語や日本語の運用能力の向上に関心と意欲を持っている人 

(4)国際的な感性と幅広い教養を身につけたいと思っている人 

 

３.高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

(1)一般入試、給費生入試、大学入学共通テスト利用入試では、国際日本学部での学修に必要な基礎

学力を、高等学校での学習の達成度をもとに判断します。 

(2)学校推薦型選抜として指定校制推薦入試、総合型選抜として公募制自己推薦入試があります。指

定校推薦入試では、勉学意欲に富み、指定校の学校長から推薦された人に対し、面接による選考を

行います。公募制自己推薦入試では、外国語や日本語の運用能力の向上に強い関心を持ちその

実績が顕著な人、世界や日本の文化や歴史に強い興味と関心がある人、また発信すべき文化・芸

術等の素養がある人に対し、小論文、面接等による選考を行います。 
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国際日本学部 国際文化交流学科  

教育研究上の目的 

国際文化交流学科は、「世界」や「世界における日本」についての深い知識と洞察力、外国語の実

践的運用能力、多文化を理解する力を身につけた、文化間の交流に貢献できる人間の育成を目的と

する。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、国際日本学部国際文化交流学科で

は、学生が、 

(1)世界の文化・言語・社会・歴史・宗教等について広範な知識を得ること 

(2)少人数クラスや実践を通じた授業により、外国語の運用能力およびコミュニケーション能力を伸張

できること 

(3)日本文化を含む多様な文化の共通点と相違点を理解すること 

(4)さまざまな文化に寛容で、文化の相違を越えて意思疎通と交流ができること 

(5)実践的な分野に応用できる力を備えること 

を、教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や知識・教

養を身につけていると判断され、学士（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

(1)社会の変化に対応しながら問題を発見・解決することができる能力を身につけている。 

(2)情報の収集・分析・発信の能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)外国語の運用能力を身につけている。 

(2)日本語や英語での発表・論文作成などのアカデミックスキルを身につけている。 

(3)文化を理解し適切に伝える文化間コミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)世界の文化・言語・社会・歴史・宗教等についての専門的知識を身につけている。 

(2)文化交流、観光文化、言語・メディア、国際日本学という 4つの専門的な知識のいずれかを身につけ

ている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は、文化交流において国際社会に通用する素養を総合的に修得することができるように、以

下のような学修・教育課程を編成し、教育・評価を行っています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

(1)世界や日本の現状を知り、多様な視点から考察することができる素養を身につける学部教養科目 

(2)専門的知識を修得しつつ、自ら情報を収集・分析・発信する能力を育成する、少人数教育による双

方向型の演習・ゼミナール科目 

(3)実践的なコミュニケーション能力を身につける外国語科目 

(4)世界の文化・言語・社会・歴史・宗教等についての専門的知識を修得する専門科目（文化交流、観

光文化、言語・メディア、国際日本学のうち、一つの専門を重点的かつ体系的に学修できるコース科

目） 
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(5)人間・社会・自然等にかかわる諸問題について広い視野を獲得する教養系科目 

 

２．教育の方法と評価 

(1)演習・ゼミナールでは、少人数・双方向型教育を徹底し、１年次に「FYS（ファースト・イヤー・セミナ

ー）」、2 年次に「コース演習」、3 年次に「ゼミナール」、4 年次に「卒業研究」を配置することによって、

学生が専門的知識を段階的に修得できるように指導し、自ら情報を収集・分析・発信する能力を育

成します。外国語科目群についても少人数教育を徹底し、実践的なコミュニケーション能力を育成し

ます。 

(2)4 つのコースを設定し、学生がその中から一つ選択することで専門的かつ体系的な知識を得ることを

可能にします。 

(3)単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化していま

す。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

(1)世界の文化等について多角的かつ総合的に理解する能力 

(2)外国語の運用能力 

(3)文化間交流についての専門的知識ならびに文化間コミュニケーション能力 

 

２．本学科の求める入学者 

(1)世界の文化・言語・社会・歴史・宗教等の学修に関心と意欲を持っている人 

(2)基礎的な学力を有し、外国語の学修に関心と意欲を持っている人 

(3)文化を理解し適切に伝えることで、諸外国の人々と国際的な交流を深めたいと思っている人 

 

３. 高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

本学科では多様な入学試験を実施することにより、 

(1)高等学校までの学習を通じて大学での学びに必要な基礎学力を身につけた人 

(2)世界の様々な文化や価値観の違いについて考えることに関心を持っている人 

(3)外国語の修得に強い関心を持っている人 

(4)文化間の交流に貢献しようと考えている人 

を受け入れます。 
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国際日本学部 日本文化学科  

教育研究上の目的 

日本文化学科は、日本語の高度な運用能力、日本語や日本文化についての包括的な知見、さらに

は日本文化を世界的な視野のもとに位置づけることのできる国際的な教養を身につけた、多文化共生

社会の担い手となる人間の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、国際日本学部日本文化学科では、

学生が、 

(1)日本語の構造や機能を理解し、その高度な運用能力を修得すること 

(2)伝統文化から現代文化までの多彩な日本文化を包括的に理解すること 

(3)国際的な教養を修得し、日本文化を世界的に位置づけられる広い視野を獲得すること 

(4)異文化を理解し、多文化共生社会を築いていける豊かな人間性を身につけること 

を、教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や知識・教

養を身につけていると判断され、学士（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

(1)社会の変化に対応しながら問題を発見・解決することができる能力を身につけている。 

(2)情報の収集・分析・発信のための高度な日本語の運用能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)外国語の基礎的な運用能力を身につけている。 

(2)日本文化をより広い視野のもとに位置づけることのできる国際的な教養と感性を身につけている。 

(3)日本文化を理解し適切に伝える異文化間コミュニケーション能力を身につけている。 

(4)多文化共生社会を築いていける豊かな人間性を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)日本語および日本文化についての専門的知識を身につけている。 

(2)日本文化の担い手として、多文化共生社会に寄与できる専門的な知識と技能を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は、日本語の高度な運用能力と日本語・日本文化についての包括的な知見を修得するととも

に、国際的な教養を身につけることができるように、以下のような学修・教育課程を編成し、教育・評価

を行っています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

(1)世界や日本の現状を知り、多様な視点から考察することができる素養を身につける学部教養科目 

(2)さまざまな様態の日本文化について自らの力で学び研究していく能力を育成する、少人数教育によ

る双方向型の演習・ゼミナール科目 

(3)日本語・日本文学・日本文化に関する専門的知識を領域や時代を横断して幅広く修得しつつ、文

化事象を批判的に解釈・分析する力を身につけるための日本語学科目、日本文学科目、文化・表

象科目 

(4)隣接領域の知識を深め、日本文化に関する知見を相対化するための日本文化発展科目 

(5)人間・社会・自然等にかかわる諸問題について広い視野を獲得する教養系科目 
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２．教育の方法と評価 

(1)演習・ゼミナールでは、少人数・双方向型教育を徹底し、1 年次に「FYS（ファースト・イヤー・セミナ

ー）」と「文章表現演習」、2 年次に「文献講読演習」、3 年次に「日本語学・日本文学演習」と「ゼミナ

ール」、4 年次に「卒業研究」を配置することによって、学生が専門的知識を段階的に修得できるよう

に指導し、自ら情報を収集・分析・発信する能力を育成します。 

(2)日本語・日本文化について幅広く学ぶ展開科目では、領域や時代を横断した多角的な学びが可能

になるように履修指導を行い、また学生が積極的に学修に参加できるようアクティブ・ラーニングを実

践します。 

(3)単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化していま

す。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１.大学教育によって培う能力 

(1)日本語の構造や機能を理解し、それを高度に運用する能力 

(2)伝統文化から現代文化までの多彩な日本文化を包括的に理解する能力 

(3)国際的な教養を修得し、日本文化を世界的な視野のもとに位置づけられる能力 

(4)異文化を理解し、多文化共生社会を築いていける能力 

 

２．本学科の求める入学者 

(1)基礎的な学力を有し、日本語・日本文化についての学修に関心と意欲を持っている人 

(2)日本文化の継承・発展に貢献したいと思っている人 

(3)世界の中で日本文化が果たすべき役割について考えたいと思っている人 

 

３.高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

本学科では多様な入学試験を実施することにより、 

(1)高等学校までの学習を通じて大学での学びに必要な基礎学力を身につけた人 

(2)日本語・日本文化について関心を持っている人 

(3)日本文化の継承・発展に貢献したいと思っている人 

(4)多文化共生社会を築いていきたいと考えている人 

を受け入れます。 
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国際日本学部 歴史民俗学科  

教育研究上の目的 

歴史民俗学科は、日本の歴史と民俗に関する理解を深め、アジアを中心とした国際的な視点から位

置づけるとともに、歴史民俗資料の収集・整理・保存及び活用を可能とする能力を身につけ、歴史と民

俗の継承、地域文化の創生、地域社会の活性化に積極的に寄与する人間の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、国際日本学部歴史民俗学科では、

学生が、 

(1)資料実習やフィールドワークなどを通して日本の歴史と民俗を多角的かつ総合的に理解すること 

(2)アジアを中心とした国際的な視点から日本の歴史と民俗を位置づけられること 

(3)歴史民俗資料の収集・整理・保存及び活用の技能を身につけること 

(4)歴史と民俗の継承、地域文化の創生、地域社会の活性化の担い手となること 

を、教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や知識・教

養を身につけていると判断され、学士（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

(1)社会の変化に対応しながら問題を発見・解決することができる能力を身につけている。 

(2)情報の収集・分析・発信の能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)外国語の基礎的な運用能力を身につけている。 

(2)国際的な教養を身につけ、歴史と民俗を中心に日本の文化をより広い視野のもとに位置づける国際

的感性を身につけている。 

(3)歴史と民俗を中心に日本の文化を理解し適切に伝える文化間コミュニケーション能力を身につけて

いる。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)日本の歴史と民俗についての専門的知識を身につけている。 

(2)歴史民俗資料を収集・整理・保存及び活用する専門的知識と技能を身につけている。 

(3)日本の歴史と民俗の継承の担い手として地域社会の振興に寄与できる専門的な知識と技能を身に

つけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は、日本の歴史と民俗を多角的かつ総合的に理解するとともに、歴史民俗資料の収集・整

理・保存及び活用の技能を修得して地方文化の創生、地域社会の活性化に寄与できるように、以下の

ような学修・教育課程を編成し、教育・評価を行っています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

(1)世界や日本の現状を知り、多様な視点から考察することができる素養を身につける学部教養科目 

(2)日本の歴史と民俗についての専門的知識を修得しつつ、自ら歴史民俗資料を収集・分析・発信する

能力を育成する、少人数教育による双方向型の演習・ゼミナール科目 

(3)日本の歴史と民俗を客観的・実証的に理解するために、歴史民俗資料の整理・読解やフィールドワ

ークを実践する実習科目 
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(4)日本の歴史と民俗に関する専門的知識を時代や領域を横断して幅広く修得し、多角的かつ総合的

に分析・解釈する視点と方法を身につける歴史分野・民俗分野の展開科目 

(5)歴史民俗資料を文化資源として地域社会の振興や文化交流など社会に活用する幅広い視点と多

様な方法を身につける文化創生分野の展開科目。 

(6)人間・社会・自然等にかかわる諸問題について広い視野を獲得する教養系科目 

 

２．教育の方法と評価 

(1)演習・ゼミナールでは、少人数・双方向型教育を徹底し、1 年次に「FYS（ファースト・イヤー・セミナ

ー）」と「基礎演習」、2 年次に「専門演習」と「プレゼミナール」、3 年次に「ゼミナール」、4 年次に「卒

業研究」を配置することによって、学生が専門的知識を段階的に修得できるように指導し、歴史民俗

資料を自ら収集・分析・発信する能力を育成します。 

(2)実習科目では、1 年次に「歴史民俗資料入門」、2 年次以降に日本史の各時代を対象とする「歴史

史料実習」、2・3 年次に民俗調査の方法を学び調査を行う「民俗調査実習」を配置することによって、

歴史民俗資料を収集・整理・保存及び活用するための実践的な能力を育成します。 

(3)日本の歴史と民俗、その学知を文化資源として社会に活用する文化創生について、隣接諸分野も

取り込んで幅広く学ぶ展開科目では、時代や領域を横断した多角的かつ総合的な学びが可能にな

るように履修指導を行い、またアクティブ・ラーニングを活用し、学生が積極的に参加できる方法を採

ります。 

(4)単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化していま

す。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

(1)日本の歴史と民俗について多角的かつ総合的に理解する能力 

(2)国際的な視点に立って、日本の歴史と民俗を適切に位置づけられる能力 

(3)歴史民俗資料を収集･整理し、適正に保存することができる実践的な能力 

(4)歴史民俗資料を文化資源として活用して、地域文化の創生、地域社会の活性化の担い手となる能

力 

 

２．本学科の求める入学者 

(1)基礎的な学力を有し、歴史と民俗を中心に日本文化についての学修に関心と意欲を持っている人 

(2)歴史民俗資料の調査やフィールドワークに興味を持ち、収集・整理・保存の実践的な技能を身につ

けたいと思っている人 

(3)日本の歴史と民俗を文化資源として活用して、地方文化の創生、地域社会の活性化に寄与したいと

考えている人 

(4)世界と日本の文化交流に興味を持ち、世界の中で日本文化が果たすべき役割について考えたいと

思っている人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

本学科では多様な入学試験を実施することにより、                             

(1)高等学校までの学習を通じて大学での学びに必要な基礎学力を身につけた人 

(2)歴史と民俗を中心に日本文化について関心を持っている人 

(3)歴史民俗資料を文化資源として活用して、地方文化の創生、地域社会の活性化に寄与したいと考

えている人を受け入れます。 
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人間科学部 人間科学科  

教育研究上の目的 

本学部は、人間の心身と人間社会に対する多角的・総合的思考を涵養し、人間環境の質の向上と、

健康で心豊かな生活を保障する社会の確立に貢献できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、人間科学部では、今日の社会・産

業・教育のグローバル化・国際化の時代において、多くの現象及び問題がそれぞれ独立したものでは

なく有機的に関連しあっている実情に対して、多角的・総合的な思考のもと積極的にアプローチができ

る人材を育成します。 

そのために共通教養系科目のＦＹＳ（First Year Seminar）の後継科目としての基礎ゼミナール、及

び専門ゼミナールⅠ・Ⅱさらに卒業研究（以上、いずれも必修）という一貫した少人数教育とともに全員

必修の情報処理の科目及び語学教育を通して、他者とのコミュニケーション能力、情報処理能力及び

語学力を育成します。またこれらの科目の学修を通して、３コースのキーワードである「こころ」、「からだ」、

「社会」をめぐる諸問題を主体的に発見し、その解決に向けてさまざまな発信・提案ができる能力を涵養

することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や資質を身

につけていると判断し、学士（人間科学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）自己と他者とのつながりを感じ、常に社会的弱者へ温かいまなざしが向けられる健康で心豊かな社

会の確立のために、他者と協力しながら問解解決に当たる行動力を有している。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）人間や社会及び自然について豊かな教養を身につけ、さらに国際的な視野に立って物事を考える

ことができる能力を身につけている。 

（２）自己の心身をよく認識し、それをさまざまな形で表現し、他者に伝えるコミュニケーション能力を身に

つけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）人間を「こころ」と「からだ」の両面から理解するとともに、人間が形成する「社会」の仕組みについて

客観的な認識ができ、それらを多角的・総合的に捉える思考力を身につけている。 

（２）「こころ」、「からだ」及び「社会」をめぐる諸問題を主体的に発見し、その具体的な解決に向けてさま

ざまな提案ができる発信力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、人間の心身と人間社会に対する多角的・総合的思考を涵養し、健康で心豊かな生活

を保障する社会の確立に貢献できる人材を育成するため、以下に示した方針で教育課程を編成してい

ます。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）１学部１学科とし、そのもとに心理発達、スポーツ健康及び人間社会の３コースを置いています。学

生は多角的・総合的思考ができるように、コースの垣根を越えて、どのコースの開講科目も履修でき

ます。さらに人間科学部で身につけられる 12 の力（対人関係力、自己管理力、批判的思考力、認知

と行動を理解する力、成長発達を支援する力、豊かな人間関係を築く力、健康に生きる力、人を魅き
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つけ導く力、スポーツ文化を支え発信する力、社会の構造と実態を理解する力、地域社会を調査し

分析する力、人と社会との関わりを創造し発信する力）を設定したうえで、それらの力を身につけるた

めの履修系統図を明示しています。 

（２）全学共通の教養教育及び外国語科目と人間科学科の専攻科目とを有機的に関係づけることによ

り、豊かな教養と国際的な視野に立った思考力及び専門的な洞察力が相乗的に身につくように編成

されています。 

（３）各コースの特徴は以下のとおりです。 

①心理発達コースでは、心理・発達・教育の視点から、人間のこころの発達や特性について学びます。

まず心身両面から自己を再確認し、それを他者理解、対人能力の向上へとつなげていきます。基礎

的学修に加え、実験・実習を組み入れ、さらに犯罪被害者や災害被害者の心理学、高齢者や障が

い者の心理学、ライフデザインや健康のための心理学、公認心理師対応科目等、応用的な学修にも

力を入れています。 

②スポーツ健康コースでは、「からだ」を柱として、「健康に生きる力」、「人を魅きつけ、導く力」、および

「スポーツ文化を支え、発信する力」の 3 つの能力を身に付けることを狙いとしています。スポーツの

幅広い教養とスキルにヒューマンマインドを兼ね備えたグローバルな人材の育成に重点を置いていま

す。 

③人間社会コースでは「こころ」と「からだ」をもつ人間が形成する「社会」という軸に焦点をおき、「社会

的存在としての人間」の側面に着眼して学修していきます。「人間」と「社会」の相互形成や多様化し

ていく現代社会及び地域・国際社会についての理論を学ぶとともに、初年次から履修可能な必修の

「社会調査論Ⅰ・Ⅱ」を通して実証的に学ぶことにも重点をおき、主体的に問題を発見し、社会に積

極的に提案する実践力や企画力を持った人材を養成します。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）大学における初年次教育である１年次前学期の「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」に続き、１年

次後学期に「人間科学基礎ゼミナール」を配置し、教養教育から専門教育へのスムーズな移行を促

進しています。 

（２）人間科学科の専攻科目については、１年次必修の「人間科学概論」や「情報処理Ⅰ・Ⅱ」等の基礎

科目から基幹科目さらに展開科目へと年次進行にしたがって体系的に学ぶことができるように配置さ

れています。 

（３）個人の表現能力、発信力及びコミュニケーション能力を高めるため、本学科では少人数双方向教

育を重視する。そのために１年次の「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」、「人間科学基礎ゼミナー

ル」に引き続き、２年次に「人間科学専門ゼミナールⅠ」及び３年次に「専門ゼミナールⅡ」を配置し、

必修科目としています。４年次必修の「卒業研究」では、専門教育の集大成として自らが設定した卒

業研究の企画及び問題解決のための方法、結果の分析等が求められます。 

（４）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。  

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、人間や社会及び自然に関する豊かな教養と、国際的な視野に立って物事を考えること

ができる能力を身につけ、「こころ」、「からだ」及び「社会」をめぐる諸問題を主体的に発見し、その具

体的な解決に向けてさまざまな提案ができる人材の育成を目指します。 

 

２．本学部の求める入学者 

（１）本学科での学修に必要な基礎的学力を十分に備えている人。 

（２）「こころ」、「からだ」、「社会」の観点から、人間に対して深い理解を得たいという強い意欲を持ってい

る人。 

（３）人間を取り巻くさまざまな問題を解決するために行動でき、解決に向けてのさまざまな提案をしたい
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という強い意欲を持っている人。 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）科目受験型入試として、給費生試験・一般入試・大学入学共通テスト利用入試があり、本学部での

学修に必要な基礎学力を十分に備えていることを、高等学校での学習の到達度をもとに判断しま

す。 

（２）学校推薦型選抜として指定校制推薦入試、総合型選抜として公募制自己推薦入試と公募制推薦

入試（スポーツ・音楽推薦）があります。指定校制推薦入試では、勉学意欲に富み、指定校の学校長

から推薦された者に対し、面接により選考をおこないます。公募制自己推薦入試は、社会的活動部

門（ボランティア）、情報関連または英語関連の資格部門、スポーツ部門の３つの部門の各々におい

て、人間について深く学びたいという意欲があり、いろいろな形で将来の目標に向かってすでに動き

出している者を選考します。スポーツ・音楽推薦は、学業以外に募集対象部の活動で優れた実績を

上げたことが客観的に証明され、大学教育を受けるに必要な学力を有する者で、入学後も学業と課

外活動を両立させる強い意志を持つ者を選考します。 
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理学部  

教育研究上の目的 

本学部は、学術の基礎と一般常識を身に付け、理学における専門的な知識を修得する道を通じて

個を確立し、社会の中核として活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、理学部では科学的思考能力を身に

つけ、社会で活躍できる人材の育成を最終的な目標としています。 

エネルギー問題や環境問題等の人類の将来を左右する多くの大問題を抱えた２１世紀の知識情報

社会の中で、理学部の果たす役割は、基礎研究の促進と科学的思考能力を身につけた人材を社会に

送り出すことです。科学的思考能力とは、教養に裏づけられた柔軟な科学的思考能力であり、単なる専

門知識の寄せ集めではありません。この能力は今の不安定な社会を生き抜く能力でもあり、常に自ら学

んで成長できる能力でもあります。また、現今のグローバルな時代では、このような科学的思考能力に

加えて、自ら発信する能力と他者の意見に十分耳を傾ける能力が求められています。 

本学部では、全教員が協力して系統的かつ効率的な４年間の教育課程を通じて、社会の発展に貢

献し、社会の問題を解決するのに必要な能力を身につけさせることを教育目標と定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学部の教育課程において、卒業要件単位を取得した者は、次に掲げる知識、教養、能力を身に

つけていると判断し、学士（理学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）理学の基礎に関わる幅広い素養を身につけている。 

（２）科学の応用に関する倫理観を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）伝統と社会および文化に対する深い理解力を身につけている。 

（２）言語以外の表現を活用したコミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）理学部各学科の学問領域の最前線の理解を持続的に可能とする基礎となる専門的知識を身につ

けている。 

（２）知識情報社会に対応できる能力と、卒業後も成長して、職業人として社会に貢献できる能力を身に

つけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学部では、社会の中核として活躍する人材を育成するため、以下に示した方針で教育課程を編成

しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）入学後の第１セメスターでは、全学共通の「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」を通じて大学生の心

構えと大学での学び方、ならびに社会性を身につけます。 

（２）２、３年次で基礎的専門科目を学び、３年次の後期からは各研究室に配属されてゼミで学びます。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）基礎教育や語学では授業内の小テストを行い、専門教育ではレポートや試験で評価します。 

（２）全ての学科に実習と演習が組まれており、レポートや発表で評価します。 
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（３）４年次では研究室にて理学の特定課題について卒業研究を行い、論文や発表で評価します。 

（４）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって養う能力 

（１）本学部は、学術の基礎と一般常識を身に付け、理学における専門的な知識を修得する道を通じて

個を確立し、社会の中核として活躍できる能力を持ち、学び続ける意欲のある人材を育成します。 

 

２．本学部の求める入学者 

（１）高等学校卒業程度の理科、数学、英語等の基礎学力を有する人 

（２）大学で積極的に学ぶ意欲をもった人 

（３）大学での学びを将来に生かそうとする明確な目的意識をもった人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試、給費生試験、大学入学共通テスト利用入試では、理学部での学修に必要な基礎学力

を、高等学校での学習の達成度をもとに判断します。 

（２）学科により総合型選抜として AO 入試、全学科と総合理学プログラムで、学校推薦型選抜として指

定校制推薦入試、総合型選抜として公募制自己推薦入試があります。指定校制推薦入試では、勉

学意欲に富み、指定校の学校長から推薦された人に対し、面接により選考を行います。AO 入試と公

募制自己推薦入試では、理学部の各学科の専門分野と科学一般について、実験や観察のレポート

または小論文および面接により選考を行います。 
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理学部 数理・物理学科  

教育研究上の目的 

数理・物理学科は、21 世紀の新しい産業の基盤となる技術を創造する研究者、技術者を養成する。

自由な発想と行動を実現するための数学・物理学の基礎を備え、困難な問題にも対応できる応用力と

適応力を身につけた人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、本学科では数学・物理学の基礎をし

っかりと身につけ、社会に出てから困難な問題に直面しても適切かつ的確に対処できる応用力を備え

た人材を育成することを教育目標とします。 

現代社会では、数学的な考え方や物理的な考え方が、種々の分野での問題解決に不可欠と認識さ

れており、そのような考え方を身につけた人材はこれまで文系出身で占められていた分野も含め、広範

な分野で必要とされています。数学や物理学を中核とした学問の基礎がしっかりと身についていれば実

社会での応用が利き、様々な問題に直面したときに柔軟かつ適切に対応する事ができます。 

数学・物理学は理学部、工学部等の理系の学部におけるどのような学科でも必要とされる基礎的な

学問です。上記の教育目標を具体的に実現するために、本学科においては数学・物理学の基礎を学

ぶための講義科目と、講義科目と有機的に結びついた実験実習・演習科目とでカリキュラムが構成され

ています。即ち、講義における理解が実験実習・演習を通して深く身につくように配慮されています。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や資質を身

につけていると判断され、学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）人間、社会、自然に対する広い視野と、数学及び物理学に関する諸問題について、その標準的な

取扱いを知っていて、問題を解決することができ、さらにそれを越える道筋を探求する能力を身につ

けている。 

（２）数学や物理学に関する多元的な素養を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）幅広い教養と外国語能力を身につけ、国際感覚を身につけている。 

（２）国際化の進む科学技術社会に遍在する様々な問題を、数学あるいは物理学の視点から発見し解

決するための能力を身につけている。 

（３）社会人の基礎能力としてのコミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）数学や物理学の専門的知識や技能を用いて、時代の諸課題を解決するための思考力や技術力を

備えている。 

（２）諸課題の本質を分析し、具体的な解決策を分かり易く提示するという社会の要請に応える分析力、

解決力、表現力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、数理コースと物理コースの 2 コースを設け、学生の多様な素質や興味に柔軟に応じら

れる教育課程を用意しています。いずれも基礎と応用を共に重視し、これからの科学技術社会を担う研

究者や技術者として生涯にわたって通用する基礎を与えるために、以下に示した方針で教育課程を編

成しています。 
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１．教育課程の編成・実施 

（１）国際化の進む現代を生きる社会人の素養として、人間や社会に対する理解力、あるいはコミュニケ

ーション能力の獲得のために、人文・社会系の教養科目、外国語科目、「FYS（ファースト・イヤー・セ

ミナー）」やキャリア形成科目等を開講している。 

（２）数学・物理学の多元的な視点の獲得のために、理学の基礎を確実にするための数学および理科

各分野の概論的科目や、他学部・他学科科目の選択履修ができるようにカリキュラムを編成してい

る。 

（３）数理コースでは、低学年において「代数学」、「幾何学」、「解析学」および「確率・統計」の基礎科目

と、これらの講義で学んだことを自分のものとするための演習科目を開講している。これらをもとにさら

に理解を深め、学問への探究心を醸成する純粋数学と、実社会の具体的な問題を解決するための

応用数学の多彩な専門科目を高学年に開講している。 

（４）物理コースでは「力学」、｢電磁気学｣、「量子力学」、「統計力学」を基礎から高度な内容まで一貫し

て学び、「固体物理学」、「物性物理学」、「素粒子物理学」、「宇宙物理学」等の応用、各論にわたる

幅広い講義科目を充実させている。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）FYS（ファースト・イヤー・セミナー）、ゼミナール、卒業研究を中心に少人数教育を徹底し、専門分

野での知識だけでなくコミュニケーション能力の育成も重視した双方向型授業の充実を図っている。 

（２）実践を通して理論を身につけるための実験・演習科目も重視し、講義科目との有機的連携を保ち

ながら広範な応用についても学べるように編成されている。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、新時代を担う研究者・技術者に求められる数学と物理学の基礎と応用力、そして社会

人としての基礎となる国際感覚とコミュニケーション能力を身につけ、時代の諸課題を解決し、社会の

期待に応える人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）本学科の教育理念に共感し、数学あるいは物理学に対する強い興味と探究心を持っている人 

（２）高等学校卒業までに学ぶ数学、理科、英語等の基礎学力を有し、新しい勉学の場で自主的かつ

積極的に学ぼうとする明確な目的意識と強い学修意欲を持つ人 

（３）さまざまな問題について粘り強く考え、既成の枠にとらわれない発想ができ、着実に学修を継続で

きる人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では数学、理科、英語等の高校卒業までの基礎学力を重視しつつ、多様な入試制度を用

意することで、数学や物理学への関心の深さや、本学科での入学後の学びに対する明確な目的意

識や意欲の強さ、既成の枠にとらわれない発想力を評価する入学者選抜を行います。 
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理学部 情報科学科  

教育研究上の目的 

情報科学科は、コミュニケーション能力、一般教養、及び情報倫理を修得すると共に、21 世紀の知

識情報社会を担う情報技術者に求められる情報科学の強固な基礎知識と考え方、新しい価値を産み

出す応用力を体得した人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、理学部情報科学科では情報科学を

基軸として多角的な視点で問題解決を図ることができる人材の育成を教育の目標としています。 

情報技術の進歩や変化は極めて急速であり、世界に存在し認識されるものはすべて情報処理の対

象となっています。また、多様化する社会の中では情報の分野でも人と環境に配慮することが求められ

ます。これからの情報技術者には専門知識と技術のみならず、固定観念にとらわれない柔軟な発想と

行動で局面を切り拓くための総合的な問題対応力が求められています。 

さらに、２１世紀の知識情報社会で主導的かつ創造的に仕事を遂行し続けていくためには生涯にわ

たる持続的な学習が必須であり、そのための土台として教養や基礎学力が極めて重要です。これらを

身につけることで社会に出てからも状況変化に応じた能力向上を自ら行い、様々な場面で多彩な形で

社会に貢献することができるようになります。 

本学科では、講義型科目や演習型科目などが適切に配置されたカリキュラムを通して、そのような能

力を養うことを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科の教育課程において卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる教養、知識、能力を身につ

けていると判断され、学士（理学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）人間、社会、自然に対する幅広い視野を身につけている。 

（２）情報に対する多元的な素養と確固たる倫理観を培っている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）幅広い教養と外国語能力を身につけ、国際的感覚を培っている。 

（２）社会人の基礎能力としてのコミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）知識情報社会に遍在する様々な問題を情報科学の視点から発見する能力を身につけている。 

（２）発見した問題を分析・統合する論理的思考力と問題の本質を整理し表現する能力を身につけてい

る。 

（３）知識情報社会に遍在する様々な問題に対する具体的な解を設計し実現する能力を培っている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では学生の多様な素質や関心に柔軟に応じられる教育課程を用意しています。基礎と応用

を共に重視し、これからの知識情報社会を担う技術者として生涯にわたって通用する基礎を与えるため

に、以下に示した方針に基づいて教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）社会人の素養としての人間や社会に対する理解力、あるいは他者とのコミュニケーション能力を獲

得するために、人文・社会系の科目、外国語科目及び「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」やキャリ

ア形成科目等を教養科目として開講している。 
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（２）情報科学の基礎をなす科目を必修科目として低学年に配置し、情報科学の素養を確実に身につ

けた上で時代に即応した専門知識を培う編成としている。 

（３）理学の基礎を確実にし、情報についての多元的な視点を獲得するために、他学部・他学科の科目

を選択科目として配置し選択履修できる編成としている。 

（４）情報科学の基礎理論から先端応用まで広く学べるように、選択専門教育科目を体系的に配置して

いる。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）演習・実験科目の充実や情報ゼミナール・卒業研究を通して、少人数制の丁寧なかつ双方向の教

育を実現し、原理・原則に基づいた思考習慣を養っている。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、現代の知識情報社会を担う情報技術者に求められる情報科学の強固な基礎と自在な

応用力を身につけた人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）高等学校卒業程度の数学、英語、国語等の基礎学力を有して、新しい勉学の場で自主的・積極的

に学ぼうとする明確な目的意識と学修意欲を持つ人 

（２）情報科学を専門的に学び、修得した考え方や知識を社会に応用しようとする目的意識と学修意欲

を持つ人 

（３）情報科学に対する強い興味と探究心を持ち、これらについて深く研究する意欲を有する人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力と論理的思考力を身に付け、また、情報科学に対する強い関心と高い学修意欲を持

つ学生を受け入れます。 
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理学部 化学科  

教育研究上の目的 

化学科は、幅広い教養、コミュニケーション能力、情報処理能力を身に付けるとともに、高校の数学・

理科からの橋渡しをスタートとして理学の基礎から高度に専門的な化学まで幅広い物質科学の知識と

技術を修得し、それによって社会の中核として活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、理学部化学科では幅広い教養に加

えて専門的な化学の知識と技術を修得することにより、社会の中核として活躍できる人材の育成を教育

の目標としています。 

現代の科学は高度に分化し、これまでに無い速度で発展を続ける一方、境界領域の重要性が急速

に高まっています。また、化学は様々な原材料の供給、新しい機能を持った物質の創製等を通して広

範な産業の基盤を担っています。こうした状況下で発生する多くの問題解決は個人のレベル、化学の

枠内でできることではなく、幅広い教養と高度に専門的な化学の知識を有機的に結びつけ、多角的な

視野を持って問題の解決に当たる能力とともにコミュニケーション能力、情報処理能力、科学的視野に

基づいた倫理観が求められます。 

本学科では理学、化学の基礎から卒業研究まで適切に配置されたカリキュラムによりこれらの能力を

涵養することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科の教育課程において、卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる知識、教養、能力を身に

つけていると判断し、学士（理学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）科学的な視野に基づく倫理観と物質観を持ち、責任ある社会活動指針を提案できる能力を身につ

けている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）自らの考えを実証し、的確に表現して伝える語学力と共に相手の主張を正確に理解するコミュニケ

ーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）伝統と社会・文化に関する幅広い教養と物質科学の基礎知識を身につけている。 

（２）新しい物質を取り扱ったり生み出したりするための概念と方法を理解している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、幅広い教養、コミュニケーション能力、情報処理能力、及び理学の基礎から高度な化

学に至る物質科学の知識と技術を修得し、それによって社会の中核として活躍できる人材を育成する

ために、以下に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）専攻科目では、必修科目として化学基礎や実習法、表現法、研究法等の主要科目（Ａ群）を配置

し、選択科目として化学の各分野（物理化学、分析化学、無機化学、有機化学）ごとの専門科目、及

び環境化学やその他の発展応用を化学系科目（Ｂ群）として配置しています。また、化学以外の理学

の基礎科目を関連科目（C 群）として配置しています。 

（２）１年次では、学部共通の基礎科目と化学の専攻科目を同時に履修します。基礎科目では、「FYS

（ファースト・イヤー・セミナー）」で大学生の心構えを学び、外国語科目（英語）でコミュニケーション能
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力と専攻科目に必要な語学力を身につけます。また、基礎科目の選択科目は、伝統と社会・文化に

関する教養を身につけます。基礎科目の選択科目は、２年次以降にも配置されています。 

（３）１年次の専攻科目では、化学基礎として高校の化学からの橋渡しとして「理学基礎（化学）」、大学

の化学の各分野における基礎として「化学概論 I」、「化学概論 II」、「基礎物理化学Ⅰ」が配置されて

います。 

（４）物質を取り扱う実験観察技術と、得られたデータを的確に処理するための能力を身につけるための

実習法としては、１～３年次までに、「基礎化学演習Ⅰ・Ⅱ」、「基礎化学実験」、「物質科学実験Ⅰ・

Ⅱ」が配置されています。 

（５）化学文献を読み書きし、化学情報をやり取りするための表現法と英語教育としては、２～３年次に

「化学表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」が配置されています。 

（６）１～３年次までに修得した化学の専門教育、実験法、表現法を高度に統合して、科学的な方法論

とその発露である研究活動を自らの手で実践する能力を身につけるための研究法として、３年次に

「化学研究法Ⅰ・Ⅱ」、４年次に「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」、「輪講Ⅰ・Ⅱ」が配置されています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）講義だけでなく、学年進行により、演習や実験科目により自ら学び問題を解決する能力を身に付け

る教育方法を実践します。 

（２）４年次の卒業研究と輪講では、４年間の集大成として、未知な研究テーマに取り組むことにより研究

を進める能力を身に付ける教育方法を実践します。 

（３）低学年では基礎学力を修得しているかを期末試験などにより評価し、高学年では物質科学の方法

論や考え方を修得しているかを、レポートやプレゼンテーションも含めて評価します。とくに卒業論文

の作成や卒業論文発表においては、それら能力が発揮されるように、専門の教員が指導します。 

（４）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科では、幅広い教養とコミュニケーション・情報処理能力を身につけ、理学の基礎と物質科学

の知識と技術を修得し、それによって社会の中核として活躍する人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）高等学校卒業程度の理科、数学、英語等の基礎学力を有する人 

（２）化学に対する興味と探求心を持っている人 

（３）化学を専門的に学び、得た力を社会に還元しようという目的意識と学修意欲を持つ人 

（４）公式や知識を覚えることよりも、理解することを好む人 

（５）実験や観察を楽しみ、ものを作ることが好きな人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）多様な入学試験を実施することにより、大学で化学を学ぶための基礎力を有し、化学を学ぶことが

好きで、将来その知識と経験を活かして社会貢献できる学生を受け入れます。 
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理学部 生物科学科  

教育研究上の目的 

生物科学科は、生物のもつ普遍性と多様性についての広範な知識を授けることで、知的好奇心と創

造性に富み、生物学に関する専門的知識と科学的思考能力を身に付け、社会において、生物学の多

岐にわたる分野や他の学問との境界領域で活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、理学部生物科学科では、生物学の

持つ様々な基本原理と生物多様性に関する知識を習得し、これに加えて理学部出身の大学教養人と

してふさわしい一般教養と社会常識をバランスよく身につけた高い識見を有する人物の育成を目指して

います。 

社会の諸問題は生物学的な事象を包含するとともに、その投影でもあります。そのため、自然科学の

一分野である生物学を学んだ人は、他の分野を学んだ人々と協力しあうことで、社会の諸問題に対して

その本質に迫る中正かつ堅実な解決法を提示することにより貴重な貢献をなしうるものと思われます。 

そのために、生物科学科では、講義科目と演習科目、実習科目の均整のとれた履修カリキュラムを

用意して、生物学の基礎知識を基盤とした論理的思考力、表現力ならびに批判力、更には、社会が直

面する生物学に関わる諸問題の解明や技術革新に貢献しうる科学的思考能力を涵養することを教育

目標として定めます。また、生物科学科では、４年間の学修生活を通じて、知識の獲得のみならず、文

章やプレゼンテーションによる表現の錬成を通じて、生物学と理学全般との有機的な接続、ならびに、

自然科学と社会科学や人文科学との関わりをも理解する能力を育成することも教育目標としています。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科の教育課程において、卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる知識、教養、能力を身に

つけていると判断され学士（理学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）自然科学の基礎知識を基盤とした論理的思考力を身につけている。 

（２）生物学の専門的知識を基盤とした倫理観と問題解決能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）教養系科目の履修により培った社会人基礎力を身につけている。 

（２）外国語科目と演習系科目の履修を通して修得した語学力に基づくコミュニケーション能力を身につ

けている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）社会の諸問題に対して中正かつ堅実な解決法を提示する能力を身につけている。 

（２）社会が直面する諸問題の解明や技術革新に貢献しうる生物学についての知識を基盤とした科学

的思考能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

１．教育課程の編成・実施 

本学科では生物学に関する専門的知識と科学的思考能力を身につけ、社会において、生物学が関

わる多岐にわたる分野で活躍できる人材を育成するため、以下に示した方針に基づいて教育課程を編

成しています。 

（１）基本的な学修能力と広範で多様な知識の獲得のため、共通教養科目として全学共通カリキュラム

である「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」および外国語科目および教養系科目を設置します。 

（２）分子から細胞、個体、生態系に至る各階層の生命現象についての講義科目を設置することにより、
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生物の持つ「共通性」と「多様性」を理解し、生命現象を深く解析する能力を涵養する教育を実施し

ます。 

（３）初年次の専攻科目として高等学校の理科教育で修得した自然科学の基礎知識の強化を目的とす

る概論系科目を配置しています。 

（４）1 年次と 3 年次に実験科目を配置し、講義科目で修得した知識と思考方法に基づいて実験データ

を解析・評価し、さらに結果を適切に表現し報告できる能力を養います。 

（５）生物学に関連した国内外の書物の読解力と個々の考えを整理して人に伝えるための表現力を身

につけることを目的として 2 年次と 3 年次に演習系科目を配置しています。 

（６）4 年次に、卒業研究と生物学の先端的学術論文等を教材とした輪講を必修科目として設置します。

これらを通して、これまでに身につけた語学力や基礎学力ならびに実験技術を有効に活用できる能

力を育成し、4 年間の総仕上げを行います。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたり、講義科目と演習科目や実験実習科目をバランスよく配置して相互の連

携を図るとともに相乗効果が得られるカリキュラム編成としています。 

（２）初年次の「FYS」から 3 年次にいたるまでの各種演習科目ならびに 4 年次における輪講において少

人数クラスの双方向型授業を実践し、学生が自ら調べ発表し、議論することを通して、未知の問題を

発見して解決する能力およびコミュニケーション能力を培います。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科では、生物学に関する専門的知識と科学的思考能力を身につけ、社会において、生物学

が関わる多岐にわたる分野で活躍できる人材を育成します。 

 

２．本学科が求める入学者 

（１）自然科学の基本原理を理解するために必要な、高等学校卒業程度の理科、数学、英語等の基礎

学力を有する人 

（２）生物の「共通性」と「多様性」、及び様々な生命現象に強い興味をもつ知的好奇心が旺盛な人 

（３）将来、生物学の分野で研究者や教育者、あるいは専門性の高い職業人として活躍することを目指

す人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を大学での学びに結び付け

られる基礎学力を有しており、また、生物学の専門知識を活用して社会の発展に貢献したいと考えて

いる人を受け入れます。 
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理学部 総合理学プログラム  

教育研究上の目的 

総合理学プログラムは、自然科学の基礎に関する広範な教養を授けることで、科学的思考能力と情

報発信能力を養い、創造性と協調性に富み、社会の中核として活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本プログラムの教育研究上の目的等を踏まえ、理学部総合理学プログラムで

は、卒業研究を行う専門分野を決定するまでの２年間、直接学科に入学した学生とは異なる点に留意

して学生の教育に努めています。 

２１世紀のグローバルな社会では、理系の基礎と専門知識だけでなく、いわゆる一般教養も含めた文

系の素養が求められています。 

本プログラムでは、語学系科目、社会科学系科目等を学ぶ自由度を設け、グローバルな視野とロー

カルな視野を併せ持って考え、語り合い、他者との共同を追及し、問題解決に向けて実践できる能力を

身につけた人材を養成します。さらに本プログラムは３年次に各学科に分属されてからも独自のカリキュ

ラムを持ち、研究室に配属されてからもそれぞれの学科の学生と共に学ぶことにより、個々の学生の個

性を生かしつつ、理系の素養と幅広い教養を持って社会に貢献できる人材を養成することを教育目標

として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本プログラムの教育課程において卒業要件単位を取得したものは、次に掲げる知識、教養、能力を

身につけていると判断し、分属後の学科から学士（理学）の学位が授与されます。さらに本プログラム独

自の教育課程により、幅広い理学分野を学修したことを示すため卒業証明書には総合理学プログラム

の課程を修了したことが明記されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）自然を愛する心と健全な倫理感を持ち、責任を持って社会活動の指針を提案して実行できる能力

を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）文化や国際理解に欠かせない幅広い教養と語学力に基づくコミュニケーション能力を身につけて

いる。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）自然科学の基礎を理解した上で、社会に氾濫している情報を整理し、理解する能力を身につけて

いる。 

（２）科学技術のコーディネーターとして情報を吟味、解説して発信する能力を身につけている。 

（３）卒業後もさらに成長して、職業人として社会に貢献できる能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本プログラムでは、自然を愛し科学の基礎知識を理解した上で幅広い教養を学修し、健全な倫理感

を持って社会に貢献できる人材を育成するため、以下に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）第 1 年次の第 1 セメスターでは「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」を通じて、大学生としての心構

えや学び方を身につけさせます。また、さまざまな分野の科学の発展の歴史を学ぶことによって自然

科学の基礎を理解させます。第 1 年次の第 2 セメスターでは、平易な英文の教材を用いた科学の基

礎の演習形式での教育も実施します。 
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（２）第 2 年次では理学に基礎を置いたコミュニケーション力を養う科目や科学の在り様を学ぶ科目を必

修として学ばせるほか、理学と社会との接点を具体的な切り口で学ぶ科目も用意しています。そして

第 4 セメスターまでに、幅広い教養系科目に加えて実験・実習系科目、自然・情報系科目、数理・物

理系科目、化学・生物系科目に分かれた選択必修科目の学修を通じて現代の科学技術の基盤を学

ばせます。 

（３）第 3年次の第 5セメスターからは数理・物理学科、情報科学科、化学科、生物科学科のいずれかに

分属し、演習や実験系科目を含む専攻科目を通して専門的な知識やスキルを修得させます。 

（４）第 4 年次の第 7、8 セメスターでは所属した研究室で特定の課題について卒業研究（総合理学研

究）を行います。この過程で問題の発見能力と解決能力や研究結果の発表機会（論文作成、プレゼ

ンテーション）を通じてコミュニケーション能力を養わせます。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）講義形式の授業だけでなく、演習や実験科目により学生が主体的に取り組む形での教育方法を実

践します。 

（２）第 6 セメスターからは分属先の学科の研究室に所属し、そこで少人数教育、時には教員による 1 対

1 の指導によりさらに専門性を深めます。 

（３）第 7、8 セメスターにおける卒業研究（総合理学研究）では、先行研究の調査分析や教員との議論

を経て新たなテーマを設定しこれを実行することで、未知な問題へ取り組む力を養います。 

（４）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。  

（５）評価方法は科目ごとにシラバスに明確に記載して学生に事前に周知しています。特に演習や実験

科目では学生の主体的な活動結果であるレポートを教員がしっかりと評価します。研究室活動（ゼミ

ナール、輪講、卒業研究）では、専門の教員が学術的視点も交えつつ教育的観点からの丁寧な指

導や評価を行います。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本プログラムでは、自然科学の基礎を総合的に理解したうえで社会の中核として活躍できる人材を

育成します。 

 

２．本プログラムの求める入学者 

（１）自然科学の基本原理を理解するために必要な、高等学校卒業程度の理科、数学、国語、英語等

の基礎学力を有する人。 

（２）現代人として必要な教養、異なる立場からのさまざまな意見を理解する能力、また自分の意見を表

現することを身につける意欲のある人。 

（３）数学・数理科学、物理学、情報科学、化学、生物科学等の複合する広い領域に興味と学修意欲を

持つ人。 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必要な基礎学

力を身に付け、大学で自然科学を総合的に学ぶことで科学的な思考や方法を展開できるようになれ

る学生を受け入れます。 
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工学部  

教育研究上の目的 

本学部は、本学が規範とする教育理念の下にあって、人間社会と自然界によりよい環境をもたらすよ

うに工学的所産を開発・活用し得る、深い専門知識と幅広い教養をも併せ持つ技術者を育成すると共

に、主体性・実践力をもって社会に奉仕できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、工学部では、主体性・実践力をもっ

て社会に奉仕できる技術者の育成を、その教育の究極の目標としています。 

現在、我が国は、グローバル化による激しい国際競争、経済の低迷、少子高齢化、環境問題、資源

問題、エネルギー問題等の様々な困難に直面しています。その中にあっても、今後も科学技術創造立

国として生きていかなければならない状況に変わりはありません。豊かで持続可能な社会の構築のため

には、これまで以上に工学技術者の役割が大きくなることが予想されます。工学技術者には、幅広い教

養と確かな工学の基礎的知識、新しい時代に必要とされる専門的かつ体系的な知識を、論理的な思

考で自在に活用する能力が必要とされます。さらに、その実践においては社会的責任感と倫理観を常

に自覚することが求められます。また、国内外において技術者が、複合的な領域で協働を行うためには

コミュニケーション能力を身につけていることも必須とされます。生涯にわたり、社会の変化や常に新しく

なる技術に柔軟に対応するためには自ら継続的に学習し続ける能力も身につけていなくてはなりませ

ん。 

本学部では、各学科・プログラムの体系化されたカリキュラムを通して、広く社会の発展に貢献できる

工学技術者に必要とされる知識と能力を身につけさせることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学部のカリキュラムにおいて、所定の卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる能力や資質を身

につけていると判断し、学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）社会・自然の動きに絶えず関心を持って鋭敏な問題意識を醸成する能力を身につけている。 

（２）自然、社会や人間の関わりを理解し、技術者としての倫理、論理的な思考力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）幅広い教養と外国語能力を身につけ、自己表現能力を身につけている。 

（２）日本の技術のオリジナル性を理解し、他国の技術の特性を考察する能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）社会と自然に対する技術者としての工学の基礎的知識と専門知識を身につけている。 

（２）社会と自然に対する技術者としての倫理を持ち、社会と工学の進歩に貢献する思考と能力を身に

つけている。 

（３）特定の工学領域や先端的な領域に造詣が深い。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学部では、広く工学の諸問題に、積極的に挑み解決して行こうという姿勢をもつ人材を育成するた

め、以下に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）全学共通の教養教育及び外国語教育と工学部各学科・コースの導入教育等を有機的に連関させ

ることにより、幅広い教養と専門性を培うとともに必要かつ十分な基礎学力を身につけることができる
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ように編成しています。 

（２）実験、演習、卒業研究といった体験型学修を毎年度に配置し、講義などで修得した専門的基礎知

識の洞察、課題解決力を体系的に身につけることができるように４年間のカリキュラムを編成し、実施

しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、初年次の「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」から演習や実験、輪

講といった少人数教育・双方向型教育を徹底し、学生が自ら調べ、発表し、議論することを通して、

問題発見能力・課題解決能力・説得力やコミュニケーション能力を培っています。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学部は、社会・文化・自然に関する幅広い視野と教養、並びに工学の基礎的知識と専門知識を

学修し、技術者としての倫理をもち、論理的な思考力、自己表現能力、コミュニケーション能力等を

身につけ、社会並びに工学の進歩に寄与できる人材を育成します。 

 

２．本学部の求める入学者 

（１）工学部での学修に必要な基礎学力を十分に備えている人 

（２）向学心が強く、自主的・創造的に学ぶ姿勢を有している人 

（３）特定の工学領域や先端的な領域に強い関心を持っている人 

（４）課外活動やボランティア等を通じ社会への貢献を積極的に行っている人 

（５）自らの将来像や進路について深く考え、勉学への明確な目的意識を持っている人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試、給費生試験、大学入学共通テスト利用入試では、工学部での学修に必要な基礎学力

を、高等学校での学習の達成度をもとに判断します。 

（２）学校推薦型選抜として指定校制推薦入試、及び、学科により総合型選抜として AO 入試と公募制

自己推薦入試があります。指定校制推薦入試では、勉学意欲に富み、指定校の学校長から推薦さ

れた人に対し、面接により選考を行います。AO 入試では、基礎的な学力を有し、広く科学に興味と

熱意を持った意欲のある人に対し、課題レポート、基礎的な学力を確認する総合試験、面接等により

選考を行います。また、公募制自己推薦入試では、受験生個々の多面的な能力や資質、明確な問

題意識やプレゼンテーション能力を有する人に対し、筆記試験や面接等により選考を行います。特

に、電気電子情報工学科では、環境や生活の観点から電気、電子、情報を学び、次世代を担う女性

技術者として活躍する意欲に富んだ女子学生を積極的に受け入れることとしています。 
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工学部 機械工学科  

教育研究上の目的 

機械工学科は、本学及び本学工学部の教育理念の下に、工学上のさまざまな基盤技術の中核を成

す機械工学に関わる研究を促進し、その過程や成果を通して幅広い教養と機械工学に関する深い専

門知識を持ち、機械技術と人間、社会、環境との調和に配慮した「ものづくり」を実践できる人材の育成

を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、工学部機械工学科では、機械技術

と人間、社会、環境との調和に配慮した「ものづくり」を実践できる人材の育成を、教育の最終の目標と

しています。 

現在、日本はもとより世界的にも、これまでに遭遇したことがないような問題が多く生じてきています。

機械技術の分野でも、これまでと異なる問題かつ今まで以上に、人と環境に配慮することが求められ、

さらに、倫理、経済の面も考慮することが重要となってきています。これら複合的な問題に挑むためには、

国内外を問わず、コミュニケーションに基づく連携が重要となってきます。したがって、これからの機械工

学エンジニアには、コミュニケーション力が強く求められるとともに、これまでと同様に、アイデア力、プラ

ンニング力、遂行力などの個人力が不可欠になってきています。これらの能力の獲得により、社会に出

てからも社会状況の変化に応じた能力の向上を自ら行い、社会での自分の役割をしっかりと果たすこと

が期待されています。 

本学科では、講義型科目や実技型科目など適切に配置されたカリキュラムを通して、これらの能力を

涵養していくことを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科の教育理念の下に、定められたカリキュラムにおいて、卒業要件単位を修得した者は、次に

掲げる素養及び能力を有していると判定され、学士（工学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）社会・文化・自然等に関する教養を身につけている。 

（２）幅広い視野と教養を背景として、機械工学が社会や環境に及ぼす影響を理解する能力や技術者

としての倫理観を有している。 

 

２．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）機械の仕組みや動作原理を理解するための基礎的知識を身につけている。 

（２）機械やシステムを製作するための基礎的知識や技術を身につけている。 

（３）機械工学に関する体系的知識や手法で機械やシステムを解析し設計する実践的能力を身につけ

ている。 

（４）継続的に新しい知識や技術を修得する能力を身につけている。 

 

３．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）論理的な記述力・表現力、コミュニケーション能力を身につけている。 

（２）英語でのコミュニケーションに必要な基礎能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では幅広い教養と機械工学に関する深い専門知識を持ち、機械技術と人間、社会、環境と

の調和に配慮した「ものづくり」を実践できる人材を育成するため、以下に示した方針で教育課程を編

成しています。 
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１．教育課程の編成・実施 

（１）「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」により大学生としての資質を身につけ、積極的に学修に取り組

む姿勢を育みます。さらに入学年次から卒業年次までの教養系科目の学修により、幅広い視野と教

養、機械技術者として必要な倫理観を育成します。 

（２）1年次に配置された数学・物理学の学修を通して、機械工学を学ぶために必要な計算力、考え方、

知識等を育みます。また、機械の構成や設計・製作に関する基礎的な専攻科目を配置し、後に学修

する専攻科目の位置づけについての理解を高めます。 

（３）1 年次に配置した演習科目と、対応する講義科目（演習も含む）より早いもしくは同じ学期に開講す

る実践型科目（実験やプロジェクトベース科目など）において、学生が自ら考え、理解していくことを

習慣づけます。 

（４）２年次以降に、材料・熱・流体・振動・制御・設計・加工等の機械工学の根幹についての専攻科目

を配置し、体系的知識や手法によって機械やシステムを解析し設計・製作する実践的能力を育成し

ます。また、共通教養科目として英語科目を配置すると共に３年後期の機械工学輪講および４年次

の輪講を通し、機械技術者に必要な基礎的英語コミュニケーション能力を育成します。 

（５）より一層の向上を目指す学生を対象として発展的演習を行う科目を３年前期に設置して、その向上

心を満たします。 

（６）4 年次には、それまでに修得した機械工学の知識・技術を総合的に用い特定のテーマについて研

究する卒業研究を配置し、研究計画を立案し遂行・統括する能力、継続的に新しい知識や技術を修

得する能力を育成します。また、卒業論文及び同概要書の執筆や審査会での発表を通して論理的

な記述力・表現力、コミュニケーション能力を育みます。 

（７）機械工学を修得する上で必要な数学・物理に関する専攻科目、機械技術者としての必要な基礎を

学ぶための専攻科目、英語コミュニケーション能力を育成するための専攻科目を特に重視し必修科

目としています。機械工学の修得に役立つ体験学習的な専攻科目や応用分野に関する専攻科目

は選択科目としています。 

 

２．教育の方法と評価 

本学科の学科目は、その目的に応じて、実践型科目、演習科目、講義科目、そして機械工学輪講

から卒業研究までの総合演習科目の形態をとっています。 

（１）実践型科目では、実験、製作、製図、コンピュータを使った演習などを行います。評価は、科目に

取り組む態度とレポートによります。  

（２）演習科目では、問題演習を行う。演習の成果物と授業時間内に行う小テストの結果で評価します。 

（３）講義科目は、知識の教授を目的に行うが、問題演習を併用する。主に試験の結果で評価します。 

（４）総合演習科目の評価は、科目に取り組む態度と成果物によります。 

（５）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、幅広い教養と機械工学に関する深い専門知識を持ち、機械技術と人間、社会、環境と

の調和に配慮した「ものづくり」を実践できる人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）数学、理科、英語等に関する高等学校卒業程度の基礎学力を持つ人 

（２）機械工学を学び社会に貢献しようとする強い意欲と可能性を持つ人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力を身に付け、また、機械工学に関する知識の修得とその応用による社会への貢献に

67



強い関心を持ち、自らの長所を伸ばそうとしている学生を受け入れます。 
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工学部 電気電子情報工学科  

教育研究上の目的 

電気電子情報工学科は、本学及び本学工学部の教育研究上の目的の下に、現代社会の持続的発

展を支える電気工学、電子工学、通信工学、情報工学及びこれらの関連分野について研究を促進す

ると共に、これらの分野について幅広い基礎知識と専門知識を併せ持ち、人類社会の要請に主体的、

実践的に対応できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的を踏まえ、工学部電気電子情報工学科では、幅

広い基礎知識と専門知識を併せ持ち、人類社会の要請に主体的、実践的に対応できる電気電子情報

技術分野の人材育成を教育の目標としています。 

電気電子情報技術は現代社会の発展を支える要です。そして地球環境問題や情報倫理といった社

会の発展に伴う様々な問題の解決も電気電子情報技術無しには考えられません。この現代社会を支

える電気電子情報技術は、電気、電子、情報の３技術分野が独立に、かつ互いに融合して一大技術

分野を構成しています。 

本学科では、この魅力と無限の発展性を秘める電気電子情報技術をバランスのとれた基礎教育と専

門教育を通して理解し、修得することで、社会の持続的発展に寄与できる知識を持ち、社会の要請に

基づく技術課題に主体的、実践的に対応できる能力を有する人材に育てることを教育目標として定め

ます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科の教育目的の下に定められた電気電子情報工学科カリキュラムにおいて卒業要件単位を修

得した者は、幅広い教養と英語及び電気工学、電子工学、通信工学、情報工学とこれらの関連分野に

ついての幅広い基礎知識と専門知識の修得に加え、次に掲げる素養及び能力を有していると判定され、

学士（工学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）幅広い視野と教養に培われた良識ある市民としての判断力を身につけている。 

（２）社会に果たすべき技術者の役割と責任の自覚を持っている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）社会的、国際的に活躍するためのコミュニケーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）実践的技術者として必要な数学、物理学及び情報処理の基礎的知識とその応用能力を身につけ

ている。 

（２）幅広い専門知識と最新技術情報に裏付けられた急速な技術進歩への対応能力を身につけてい

る。 

（３）工学的スキルやセンス、直感力に培われた問題解決能力を身につけている。 

（４）社会の要請に対応するためのデザイン能力及び生涯学習能力を身につけている。 

（５）記述力、口頭発表力、討議等のプレゼンテーション能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科は現代社会の持続的発展を支える電気工学、電子工学、通信工学、情報工学及びこれらの

関連分野について、幅広い基礎知識と専門知識を併せ持ち、人類社会の要請に主体的、実践的に対

応できる人材の育成を目指しています。これを実現するため、具体的には、以下に示した方針で教育

課程を編成しています。 
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１．教育課程の編成・実施 

（１）総合大学の特色・利点を活かした多彩な全学共通教養系科目の学修をとおして、幅広い視野と教

養に培われた常識を身につけることができるように編成・実施します。 

（２）電気電子情報技術者としての誇りを持ち、現代社会に果たすべき技術者の役割と責任の自覚を培

うため、技術開発最先端状況を学び、技術者倫理を考える科目群を配置します。 

（３）電気電子情報技術の基礎となる数学、物理、情報技術の学修をとおして、その応用能力を身につ

けることができるように編成・実施します。 

（４）自己の専門を決め技術革新に適応できる能力を身につけるため、電気、電子、情報、通信の専門

分野及びこれらの関連分野について基礎から学び、同時に最新の研究・技術開発情報に触れること

ができるように編成・実施します。 

（５）問題解決能力を身につけることができるように、工学的センスや直感力を身につける実験・演習科

目を配置します。 

（６）社会の要請に対応するためのデザイン能力及び生涯学習能力を身につけるため、卒業研究ならび

に輪講を配置します。 

（７）「FYS(ファースト・イヤー・セミナー)」や演習科目、輪講、卒業研究等、種々の場での演習をとおして、

技術者に求められる論理的な記述力、口頭発表能力、討議等のプレゼンテーション能力を身につけ

ることができるように４年間のカリキュラムを編成・実施します。 

（８）国際的に活躍するために欠かせないコミュニケーション能力を身につける外国語科目（英語）を配

置します。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、専門教育の体系として、１年次、２年次では基礎となる数学、物理

学等の基礎科目の学修に続いて、専門の基本となる情報技術、電気回路、電気磁気学等の必修科

目を学修し、その後、各専門分野に進むための基礎となる基盤科目を選択して学びます。３年次に

は各々が進む専門分野の知識を修得する専門科目を選択して学び、４年次では、それまでに学んだ

知識、技能を用いて総合的に応用、展開する能力を身につけるための卒業研究を行います。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科では、電気、電子、通信、情報及びこれらの関連分野を学び、社会に貢献する人材を育成

します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）なによりも電気、電子、通信、情報分野の技術や製品に興味があり、これらを学ぶことが好きな人 

（２）未来に向けて挑戦しようとするフロンティア（開拓）精神にあふれた人 

（３）現代技術を学修していく上で必要な数学、理科、英語等に関する高等学校卒業以上の基礎学力

を有する人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力を身に付け、また、工学的な知識の修得とその応用によるグローバル社会への貢献に

強い関心を持ち、論理的思考力と実践力を有する学生を受け入れます。 
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工学部 物質生命化学科  

教育研究上の目的 

物質生命化学科は、物質や生命に関わる広い範囲の化学を理解し、研究者や技術者としての社会

的責務と倫理観に基づき、人類の幸福に寄与する物質を創出する能力を備えた人材の育成を目的と

する。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、工学部物質生命化学科では物質や

生命に関わる広い範囲の化学を理解し、人類の幸福に寄与する化学物質や技術を創出する能力を備

えた人材の育成を、教育の最終目標とします。 

環境問題、エネルギー問題、食糧問題、パンデミックなど人類の直面する諸問題は化学に大きく関

わるものであり、持続可能な社会を構築するには、化学を理解し化学技術を社会に活用する人材を育

成することが肝要です。 

本学科では、物質化学から生命現象まで、化学を幅広く理解するための基礎科目を学び、化学物

質を取り扱う技術を習得し、さらに環境・エネルギー問題や医療などに応用する能力を涵養します。

日々進歩する科学技術に対する理解を深めながら、これを応用展開していく上で必須な問題発見・解

決能力ならびに生涯学習能力を備えた人材の育成を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科の教育理念の下に定められたカリキュラムにおいて、卒業要件単位を修得した者は、次に掲

げる素養及び能力を有していると判定され、学士（工学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）幅広い視野と良識ある市民としての判断力やコミュニケーション能力、生涯学習能力を身につけて

いる。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）科学的な事象に対する論理的な記述力及び口頭でのプレゼンテーション能力・コミュニケーション

能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）技術者・研究者として必要な数学、物理学を含む自然科学並びに情報処理に関する基礎的学力

を身につけている。 

（２）生命現象を含む種々の化学にまつわる現象の理解と、化学的特性に基づく機能を有する物質の

創成に必要な化学の基礎及び専門的学力を身につけている。 

（３）化学技術者・研究者としての社会的責務や倫理観を身につけている。 

（４）社会の要請に対応するための問題発見・解決及びデザイン能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では物質や生命に関わる広い範囲の化学を理解し、研究者や技術者としての社会的責務と

倫理観に基づき、人類の幸福に寄与する物質を創出する能力を備えた人材を育成するため、以下に

示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）専攻科目における必修科目の学修を通じて、生命現象を含む種々の化学にまつわる現象の理解

と化学的特性に基づく機能を有する物質の創成に必要な化学の基礎学力を涵養します。 

（２）専攻科目における専門選択科目の学修を通じて、化学的事象の理解を深めるとともに、化学を基
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盤とした物質創成やその方法論開発に必要な専門的学力を涵養します。 

（３）専攻科目における選択必修科目の学修を通じて、化学技術者・研究者としての社会的責務や倫

理観を涵養します。 

（４）必修科目における実験･演習・卒業研究を通じて、社会の要請に対応するための問題発見・解決

及びデザイン能力を涵養します。 

（５）必修科目における実験･卒業研究を通じて、科学的な事象に対する論理的な記述力及び口頭で

のプレゼンテーション能力・コミュニケーション能力を涵養します。 

（６）「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」・教養系科目・外国語科目の学修を通じて幅広い視野と良識

ある市民としての判断力やコミュニケーション能力、生涯学習能力を涵養します。 

（７）専攻科目における基礎科目（科学基礎群及び工学基礎群）及び関連科目の学修を通じて、技術

者・研究者として必要な数学、物理学を含む自然科学並びに情報処理に関する基礎的学力を涵養

します。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、初年次の「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」のように双方向型授

業を取り入れ、学生が自ら調べ、発表し、議論することを通して、問題発見能力・解決能力・説得力

やコミュニケーション能力を培っている。 

（２）「基礎演習」科目の充実による基礎学力の向上を図ることにより専門科目の十分な理解につなげて

いる。 

（３）輪講 I および II、卒業研究による少人数教育を実施することによって、専門技術者としての問題発

見・解決及びデザイン能力を涵養している。 

（４）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科は、現代社会に役立つ化学技術を学び、社会で活躍する人材を育成することを教育目標と

しており、安全で快適な生活や人々の健康に寄与する研究を行うとともに、そうした創造的な活動や

その成果を通し、社会に貢献する人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）数学、理科、英語等に関する高等学校卒業程度の基礎学力を持つ人 

（２）化学の高度で幅広い知識と技術を求めようとする意欲のある人 

（３）広く自然科学やものづくりに興味と熱意を持つ人  

（４）最先端の問題探求と解決に対し意欲を持っている人 

（５）社会に貢献する意欲と可能性を持つ人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力を身に付け、また、化学に関する知識の修得とその応用による地域社会への貢献に

強い関心を持ち、論理的思考力と実践力を有する学生を受け入れます。 
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工学部 情報システム創成学科  

教育研究上の目的 

情報システム創成学科は、数学や理科の基礎科学のみならず社会や文化などの文系の知識を併せ

持ち、社会的責任感と倫理観を持って新しい社会を創成できる、情報やコミュニケーション技術を基盤

とした数理的素養とシステム開発力を備え、そのための支援技術や管理技術を身に付けた技術者及び

研究者等の人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、情報システム創成学科では、情報シ

ステム開発技術者を育成することを、教育の究極の目標としています。 

あらゆる分野で高度な情報システム技術が利用される現在においては、真に役立つ、人と社会を結

ぶ情報システムを創造することが必要です。情報システム創成学科は、理系に強い学生が社会マインド

を身につけながら、未来の情報化時代に活躍できる情報システム開発技術者を育成し、新たな情報化

時代へ、送り出します。情報システム技術者には、数理的素養やシステム開発力はもちろんのこと、コミ

ュニケーションによる相互連携力や責任感、倫理観も必要です。 

本学科では、講義型科目や創成能力教育科目であるグループ学習型科目とプロジェクト達成型科

目を適正に配置し、情報システム技術者に必要な能力を涵養することを、教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科の教育理念の下に、卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる素養及び能力を有している

と判定され、学士（工学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）伝統と文化についての教養を有している。 

（２）他者との協同作業に活用できる理解力を身に付けている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）自己を表現する能力・コミュニケーション能力を有している。 

（２）他者との協同作業に活用できる表現能力を身に付けている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）自然科学・情報コミュニケーション技術・工学解析・意思決定についての基礎知識を有し、これらを

問題解決に活用できる分析力と応用能力を身に付けている。 

（２）問題を発見し解決する能力を有し、この能力を社会・産業システムの設計に活用できる。そして、卒

業後も継続的に自己研鑽に努め、新しい社会の創成に主体的に参画していくことができる設計力と

評価能力を身に付けている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

情報システム創成学科は、数学や理科の基礎科学のみならず社会や文化などの文系の知識を併せ

持ち、社会的責任感と倫理観を持って新しい社会を創成できる、情報やコミュニケーション技術を基盤

とした数理的素養とシステム開発力を備え、そのための支援技術や管理技術を身に付けた技術者及び

研究者等の人材を育成するため、以下に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）「自ら学び、自ら考え、自ら新しいシステムを創り出す」人材が輩出するよう教育課程に工夫を凝ら

すとともに、学生が互いに刺激しあいながら学習できる体制を整え、工学基礎知識及び思考力・表現

力に裏打ちされた数理的素養と開発力を備えた情報システム技術者・研究者等を育成します。 
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（２）デザイン・ソフトウェア・コンテンツ等の製品価値を生み出すシステムインテグレータや、ニーズの高

い情報システムを構築する情報技術者等、数理的素養とシステム開発力を備えたシステム技術者を

育成します。社会的マインドを身に付け、技術的なアプローチも修得することができる教育を実施しま

す。これを実現するため、互いに関連しあう「専門知識の獲得」と「創成能力の修得」という 2 本の柱で

教育課程を構成します。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）専門知識の獲得（選択科目群）  

・情報環工学：情報システムに関する基礎的な知識や技術とともに、システムを実現する応用力を身に

つけます。 

・最適化科学：システムづくりを支える数理科学等の基礎学力を養うとともに、システム思考を身に付け

ます。また、問題解決の具体的な要件を決定して、これをモデル化し、最適化するための基礎知識を

学習します。 

・知能社会システム：社会の成立ちと仕組みに関する一般知識を身に付け、システム開発の流れにつ

いて学び、演習等で実践的に応用力を養います。また、さまざまな組織を合理的かつ効率的に運営

するシステムを対象として、その開発・運用に必要な管理技術を養います。 

（２）創成能力の修得（必修科目群）  

・グループ学習型科目：表現力・思考力・分析力等をはじめとする学修の下地を作り、将来設計のため

の自己分析能力等、育成を支援します。「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」・「コンピュータ科学」・

「工学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」及び「工学特別演習Ⅰ・Ⅱ」を第 1～6 セメスターに連続的に配置します。 

･プロジェクト達成型科目：教員と学生の双方向コミュニケーションを通じて、問題解決能力を研鑚しま

す。これにより創成能力の育成と科目間の一体化、修得知識の理解を深めます。「コースワークⅠ～

Ⅷ」を第 1～８セメスターに連続的に配置するとともに、4 年次にこれらの集大成として「卒業研究Ⅰ・

Ⅱ」又は「卒業制作Ⅰ・Ⅱ」を履修します。 

（３）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（1）情報システム創成学科は、数学や理科の基礎科学のみならず社会や文化などの文系の知識を併

せ持ち、社会的責任感と倫理観を持って新しい社会を創成できる、情報やコミュニケーション技術を

基盤とした数理的素養とシステム開発力を備え、そのための支援技術や管理技術を身に付けた技術

者及び研究者等の人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）得意な分野をもっている人 

（２）身のまわりの自然現象に興味を持ち、仕組みの解明に強い関心がある人、又は身のまわりの社会

現象に興味を持ち、社会基盤づくりに強い関心がある人 

（３）得手不得手とかかわりなく、異分野の科目へも幅広い関心を寄せることのできる人 

（４）数学についての基礎力を有する人 

（５）外国語修得に意欲があり、異文化交流にも情熱がある人 

（６）分野を問わず、クラブ活動に積極的に参加した人あるいはしたい人 

（７）分野を問わず、資格の取得に挑戦する人 

（８）規則正しい学校生活をおくっている人、学校行事の運営に参加している人、学外のボランティア活

動等への参加経験を有する人 

（９）芸術やスポーツ等の分野で継続的に研鑽している人、分野を問わず、コンテスト・試合等へ参加し

ている人 

（１０）将来の夢がある人 
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３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力を身に付け、また、情報システムに関する知識の修得とその応用による地域社会への

貢献に強い関心を持ち、論理的思考力と実践力を有する学生を受け入れます。 
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工学部 経営工学科  

教育研究上の目的 

経営工学科は、工学全般にわたる、経営工学に関する基礎的な理論と知識、経営管理システムの

設計の原理と方法、企業経営に関する情報技術の活用方法を教授研究し、工学の基本的方法の素

養及び経営工学の専門知識を駆使して、ものづくり、ロジスティクスをはじめとするあらゆるサービスの経

営管理システムの設計・運用・管理及び分析・評価・改善ができる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、工学部経営工学科では、工学分野

において要求される基礎的理論及び企業や社会において実践されている経営工学手法に関する専門

知識と、それらを活用するためのスキルに関して、本学科の学生に習得させることを教育目標としていま

す。 

グローバル化や環境問題が重要視される現在の産業社会において、我が国における国際競争力の

源泉となるための人材養成にむけ、コミュニケーション能力、国際感覚を洗練するための素養、持続可

能な社会構築の視点等を重視した未来志向型の教育を目指します。さらに、実践の学問である経営工

学は、変化する様々なビジネス環境において、自らが問題を発見し、その問題を解決するための能力も

重要であり、そのような問題発見能力・問題解決能力を習得するため、フィールドを重視したテーマ課

題を通して、実学重視の人材育成を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科の教育理念の下に定められたカリキュラムにおいて、卒業要件単位を修得した者は、次に掲

げる素養及び能力を有していると判定され、学士（工学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）人間尊重の観点から社会システムを設計・構築・運用するための能力をもつ。 

（２）将来のための自学自修及び自己啓発の能力をもつ。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）人間としての豊かな教養をもち、人びととの高いコミュニケーション能力をもつ。 

（２）外国語能力を身につけ、国際的感覚を培っている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）数学・物理の基礎学力に加え、情報技術を身につけ、ものづくりの支援技術である生産技術の基

本知識を有する。 

（２）品質、原価、納期を考慮し、持続可能な産業社会のための管理技術によって、製造業を中心とす

る企業の経営活動において、問題を発見し、問題を解決する能力をもつ。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、人間尊重の高い視点をもち、工学の基本知識と実践能力に裏付けられた管理技術を

身につけ、人びととの高いコミュニケーション能力をもち、経営活動のしくみを設計・構築・運用すること

を通じて産業の発展に貢献することによって、人びとの生活を豊かにする能力をもつ人材を育成するた

め、以下に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）理工学とマネジメントの基礎科目と情報処理科目を配置し、サービスを含むモノの生産・提供に必

要なエンジニアリングの基礎を身につけるためのカリキュラムを編成し、実施しています。 

（２）管理技術と情報整理手法の科目を配置し、あらゆる組織活動の手段であるマネジメント・システム
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分析・評価・設計ができる能力を身につけるためのカリキュラムを編成し、実施しています。 

（３）人間工学や環境マネジメントの科目を配置し、経営システムの設計・運用において人間、環境への

配慮ができる素養を身につけるためのカリキュラム編成し、実施しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）演習科目や卒業研究等の少人数教育を通じて、コミュニケーション能力を養い、実践的な問題解

決能力を培っています。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（１）本学科では、人間尊重の高い視点をもち、工学の基本知識と実践能力に裏付けられた管理技術

を身につけ、人びととの高いコミュニケーション能力をもち、経営活動のしくみを設計・構築・運用する

ことを通じて産業の発展に貢献することによって、人びとの生活を豊かにする能力をもつ人材を育成

します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）数学、英語、理科等、工学を学ぶための基本を修得している人 

（２）科学的・工学的・物理的な考え方や方法に関心の高い人 

（３）製品やサービスを生み出すことと、それを管理するしくみを創ることによって人びとを幸せにしたい

人 

（４）観察が好きで、加えて論理的・緻密に考えることができる人 

（５）社会や経済の動きに関心を持つ人 

（６）人間が好きで、集団の中でチームワークを保ち、自分の役割を果たすことができる人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必

要な基礎学力及び論理的思考力と、経営工学に関する知識の修得やグローバル社会への貢献に

強い関心を有する学生を受け入れます。 
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工学部 建築学科  

教育研究上の目的 

建築学科では、人間の多様な営みにおいて使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ建築や都市

の空間及び環境の創造に寄与する研究を行うとともに、そうした創造的な活動やその成果を通し、社会

に貢献する人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学科の教育研究上の目的等を踏まえ、工学部建築学科では、大学で学ん

だ建築学に関わる技術や知識を自己表現の術として自在に扱いながら、社会貢献できる人材の育成と

その輩出をめざしています。 

日本の建築学は、教育内容はもちろんのこと、建築を造る技術力、その技術を生み出す研究力にお

いても世界のトップレベルを維持しています。長い伝統の中で蓄積されてきた高度な日本の建築技術

を支える基礎的な専門的知識を学ぶとともに、今日のグローバル化した国際社会にあっては、一人ひと

りが自立した技術者として国際社会で生き抜くための幅の広い視野や教養、さらには、自らの考えを主

張するためのコミュニケーションやプレゼンテーションなどの能力が必要とされます。また、時代とともに

変化していく様々な技術に対応するためには、継続的に学習していく意欲と能力も必要とされます。 

本学科では、教育並びに研究を通して学生たちを、様々な能力を携え、日本そして世界に貢献する

ことのできる専門家として自立できるような人材に成長させることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる素養・能力を有している

と判定され、学士（工学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）多様化する社会に関する幅広い視野と教養を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）国際的に活躍するためのコミュニケーション能力を身につけている。 

（２）論理的な思考力とプレゼンテーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）建築学を理解するうえで欠かせない基本的な学力を身につけている。 

（２）建築学に関する専門的な知識を身につけている。 

（３）建築技術者の役割と責任についての自覚を身につけている。 

（４）建築分野の急速な技術進歩へ適応できる能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本学科では、人間の多様な営みにおいて使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ建築や都市の

空間及び環境の創造に寄与する研究を行うとともに、そうした創造的な活動やその成果を通し、社会に

貢献する人材を育成するため、以下に示した方針で教育課程を編成しています。なお、本学科で指定

科目を履修し卒業した者は、二級建築士（都道府県の認定）の受験資格が、また卒業後２年以上の設

計・監理の実務を経ることで、一級建築士（国の認定）の受験資格が与えられます。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）自然科学系及び人文・社会系の教養系科目の学修により、幅広い視野と教養を身につけます。 

（２）「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」や外国語科目の学修により、国際的に活躍するためのコミュニ

ケーション能力を養います。 
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（３）基礎科目の学修により、建築学を理解するうえで欠かせない基本的な学力を養います。 

（４）必修科目の学修により、基礎的な専門知識を修得するとともに、建築技術者の役割と責任につい

ての自覚を養います。 

（５）選択科目の学修により、さらに深い専門的な知識を修得するとともに、急速な技術進歩へ適応でき

る能力を養います。 

（６）輪講科目及び卒業研究の学修により、建築学に関する論理的な思考力とプレゼンテーション能力

を養います。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、複数教員や TA,SA を配置した演習・製図科目の充実を図り、また

初年次の「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」以降４年次にいたるまで輪講・実験科目を配置するこ

とによって少人数教育を徹底し、学生が自ら調べ、発表し、議論することを通して、問題発見能力・建

築的解決能力・説得力やコミュニケーション能力を培っています。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

本学科では、人間の多様な営みにおいて使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ建築や都市の

空間及び環境の創造に寄与する研究を行うとともに、そうした創造的な活動やその成果を通し、社会に

貢献する人材を育成します。 

 

２．本学科の求める入学者 

（１）数学、理科、英語に関する高等学校卒業程度の基礎学力を持つ人 

（２）美術や歴史等に興味をもち、知的好奇心が旺盛で創造性にあふれている人 

（３）建築や都市、環境に対する興味と学びに対する意欲を持つ人  

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必要

な基礎学力を身に付け、また、建築に関する知識の修得とその応用による地域社会への貢献に強い関

心を持ち、論理的思考力と実践力を有する学生を受け入れます。 
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工学部 総合工学プログラム        

教育研究上の目的 

総合工学プログラムは、本学及び本学工学部の教育理念の下に、工学の種々の分野や自然科学に

関する幅広い基礎知識を持ち、様々な人々とのコミュニケーションを通して多様な要望や意見をとりまと

め、多くの技術を的確に組合せて社会に役立つ新しいものを創り出す国際的に活躍できる工学のゼネ

ラリスト（総合エンジニア）の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本プログラムの教育研究上の目的等を踏まえ、工学部総合工学プログラムで

は、国内外で活躍できる総合エンジニアの育成に努めます。 

世の中の科学技術はますます複合化・融合化して発展しています。１つの分野の専門家だけでは製

品やシステムを造ることが難しくなってきました。私たちの暮らしも多様化し、社会のしくみも複雑化して

います。このような時代にあっては、従来の工学教育が育成する特定分野の専門技術者だけでなく、そ

れら多くの分野の専門家の智慧を結集し、多くの専門技術を的確に組合せて新しいものを実現できる

ような、ゼネラリストとしての技術者、すなわち「総合エンジニア」が求められています。 

本プログラムでは、一般教養や工学基礎及び専門知識に関する幅広い学修、実践的な英語教育、

学生同士や教員との徹底した技術討論などを通じ、豊かな良識、論理的な思考力、国内外で活躍でき

る柔軟なコミュニケーション能力を涵養することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本プログラムの教育目的の下に定められたカリキュラムにおいて、卒業要件単位を修得した者は、次

に掲げる素養、及び能力を有していると判定され、学士（工学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）幅広い視野と教養に裏付けられた良識ある市民としての判断力を身につけている。 

（２）科学技術が社会や環境に及ぼす影響、及び社会に果たすべき技術者の役割を理解し、技術者と

しての倫理観を有している。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）国際的コミュニケーションに必要とされる基礎的な英語運用能力を身につけている。 

（２）論理的に表現・記述・発表・討議ができるプレゼンテーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）複合化した科学技術分野において、その目標を達成するため、多くの技術を的確に組合せる能力

を身につけている。 

（２）最新の知識や技術を持続的に習得し、これらを展開し、社会に役立つ新しいものを企画・提案する

能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本プログラムでは、工学の種々の分野や自然科学に関する幅広い基礎知識を持ち、様々な人々との

コミュニケーションを通して多様な要望や意見をとりまとめ、多くの技術を的確に組合せて社会に役立つ

新しいものを創り出す国際的に活躍できる工学のゼネラリスト（総合エンジニア）を育成するため、以下

に示した方針で教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」により大学生としての基本的な資質、主体的に学修に取り組む

姿勢を身につけるように編成し、実施しています。 

（２）入学年次から卒業年次までの教養系科目（人文科学・社会科学・自然科学等）の均整のとれた学
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修を通し、幅広い視野と教養、技術者として必要とされる倫理観を育成できるように編成し、実施して

います。 

（３）入学年次から三年間を通し、継続的に実用英語に関する必修科目を配置し、TOEIC の得点向上

を目指した実用英語教育を行います。これらの科目の履修を通し、情報収集・コミュニケーション・発

表・討議に必要な実践的な英語運用能力や国際的コミュニケーション能力を身につけるように編成し、

実施しています。 

（４）１年次では、必修科目として「総合工学概論」を配置し、この科目の学習を通して工学の幅広い分

野における考え方や基本的な知識を身につけます。また、必修科目として「総合工学実験」を配置し、

物理学・化学・生物学・情報処理の基礎的な実験を体験することで、科学技術の基本的な考え方を

身につけます。さらに、数学・物理学・化学・生物学・情報学等に関する専門基礎科目の学習を通し

て、自然科学に関する幅広い基本的な知識を育むと共に、理数系の基本的な技能を育成できるよう

に編成し、実施しています。 

（５）２年次では、必修科目として「総合工学グループワーク」を配置し、複合的な科学技術分野を具体

例として選び、少人数のプロジェクトチームを組んで問題解決型の演習を教員の指導の下に学生主

体で行います。この科目の学習を通して、最新の知識や技術を継続的に習得し、これらを展開し、社

会に役立つ新しいものを企画・提案する能力を身につけます。また、必修科目「総合工学基礎」では、

工学分野全般にわたる基礎的な常識、文書作成や企画立案等のコミュニケーション能力、さらには

自発的な行動力／推進力を身に付けるように編成しています。２年次末には、「総合工学研究」（卒

業研究に相当）の指導教員を決定して、その実施にあたります。 

（６）３年次では、指導教員の指導の下に、「総合工学演習」・「総合工学輪講Ⅰ」の学習に取り組み、複

合化した科学技術分野において必要とされるデザイン能力や課題解決能力を身につけ、また技術

革新に適応して学び続ける資質を涵養します。また、指導教員が属する学科の専攻科目（主要専門

科目）を中心に基礎から最新の技術までを学び、専門的知識や技能を身につけるように編成し、実

施しています。 

（７）４年次では、それまでに習得した知識や技能を総合的に用いて特定の課題について調査・研究す

る「総合工学研究」・「総合工学輪講」を必修科目として配置し、これらの学習を通し、調査・研究計

画を立案し、これを遂行する実践的な能力、また持続的に知識や技術を習得する能力を身につけま

す。また、卒業論文やその梗概の執筆や卒業論文審査会での研究発表を通し、論理的な記述力・

表現力、コミュニケーション能力を身につけるように編成し、実施しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）本プログラムでは、科学技術の幅広い分野における考え方や基本的な知識の習得を目的とした

「総合工学概論」、物理学・化学・生物学・情報処理の基礎的実験の体験を通して自然科学的なセ

ンスを磨くことを目的とした「総合工学実験」、工学の基礎知識を全般的に学ぶ「総合工学基礎」、知

識や技術を展開して社会に役立つ新しいものを企画・提案する能力を涵養することを目的とした「総

合工学グループワーク」・「総合工学輪講」・「総合工学研究」、英語運用能力や国際的コミュニケー

ション能力を育成するための専攻科目を重視し、これらを必修科目としています。また、各自が選択し

た分野の専攻科目を系統的に学べるよう、主要専門科目を設けている。また、横断的に幅広い科学

技術分野について学べるよう、多彩な選択科目を設けています。 

（２）単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

（1）本プログラムは、工学の種々の分野や自然科学に関する幅広い基礎知識を持ち、様々な人々との

コミュニケーションを通して多様な要望や意見をとりまとめ、多くの技術を的確に組合せて社会に役立

つ新しいものを創り出す国際的に活躍できる工学のゼネラリスト（総合エンジニア）を育成します。 
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２．本プログラムの求める入学者 

（１）現代の科学技術を学習する上で必要な数学、理科、英語等に関する高等学校卒業程度の基礎学

力を持つ人 

（２）色々な科学技術分野に幅広く興味がある人 

（３）生活の中で科学技術を役立てていくことに興味がある人 

（４）科学技術を幅広く学び、将来社会に貢献しようとする強い意欲と可能性を持つ人 

（５）国際的なコミュニケーション能力を身につけ、将来国内外で幅広く活躍することを目指している人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本プログラムでは多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学び

に必要な基礎学力を身に付け、また、工学に関する総合的な知識の修得とその応用による地域社会

への貢献に強い関心を持ち、論理的思考力、実践力および表現力を有する学生を受け入れます。 
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建築学部 建築学科  

教育研究上の目的 

本学部は、人間の多様な営みにおいて使いやすく、安全かつ快適で、感動を呼ぶ建築や都市の空

間及び環境の創造に寄与する研究を行うとともに、そうした創造的な活動やその成果を通し、社会に貢

献する人材を育成することを目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本学部の教育研究上の目的等を踏まえ、建築学部建築学科では、建築学を

構成する幅広い学問領域を網羅する教育体系を構築し、主体性と実践力をもって社会に奉仕できる建

築の専門家を育成することを、その究極の目標としています。 

現在、わが国は、度重なる災害、少子高齢化、環境問題、資源問題、エネルギー問題等の様々な困

難に直面しています。豊かで持続可能な社会の構築のためには、幅広い教養と確かな建築学の基礎

的知識、新しい時代に必要とされるこれまでの建築学にはなかった体系的な知識を、論理的な思考で

自在に活用する能力が必要とされます。さらに、その実践においては社会的責任と倫理を常に自覚す

ることが求められます。また、建築の専門家が国内外の複合的な領域で協働を行うためには、コミュニケ

ーション能力を身につけていることも必須です。建築の専門家が生涯にわたり、社会の変化や常に刷

新される技術に柔軟に対応するためには、自ら継続的に学習し続ける能力も身につけていなくてはなり

ません。 

わが国の建築学は、教育内容はもちろんのこと、建築を生み出す創造力、建築を造る技術力、それ

らの基盤となる研究力のいずれにおいても世界のトップレベルを維持しています。建築に携わる者は、

このような長い伝統の中で蓄積されてきた高度な日本の建築創造力・技術力を支える基礎的な専門的

知識を身につけることがとりわけ重要ですが、それと同時に、今日のグローバル化した国際社会にあっ

ては、一人ひとりが自立した建築の専門家として国際社会で生き抜くための幅広い視野や教養、さらに

は、自らの考えを主張するためのコミュニケーションやプレゼンテーションなどの能力が欠かせません。

また、時代とともに変化していく様々な技術に対応するために、継続的に学習していく意欲と能力も併

せて求められます。 

本学科では、体系化されたカリキュラムを通して、学生に、建築の専門家として広く社会の発展に貢

献するために必要な幅広い知識と、コース制に基づいた教育による専門性の高い能力の両者を共に身

につけさせることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本学科のカリキュラムにおいて、卒業要件単位を修得した者は、次に掲げる素養・能力を有している

と判定され、学士（建築学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

(1)多様化する社会に関する幅広い視野と教養を身につけている。 

(2)自然、社会や人間の関わりを理解し、建築の専門家としての倫理、論理的な思考力を身につけてい

る。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)国際的に活躍するためのコミュニケーション能力を身につけている。 

(2)論理的な思考力とプレゼンテーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)社会と自然に対する建築専門家としての基礎的教養と専門知識を身につけている。 

(2)社会と自然に対する建築専門家としての倫理を持ち、社会と建築学の進歩に貢献する思考と能力を

身につけている。 
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(3)特定の建築学領域（コースに分かれての学修）や先端的な領域に造詣が深い。 

(4)建築分野の急速な進歩へ適応できる能力を身につけている。 

(5)時代や社会の要請を建築の課題として把握する能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 
本学科では、人間の多様な営みにおいて使いやすく、安全かつ快適で、感動を呼ぶ建築や都市の

空間及び環境の創造に寄与する研究を行うとともに、そうした創造的な活動やその成果を通し、社会に

貢献する人材を育成するため、以下に示した方針で教育課程を編成しています。教育課程の編成に

おいては、低学年では、自然科学系、人文・社会系の教養科目や、建築学の学問領域を網羅的に取り

扱う各種入門科目の学修により幅広い視野と教養を身につけること、高学年では、コース制によりさらに

深い専門的な知識を修得するとともに、急速な技術進歩へ適応できる能力を養うことを目指しています。

なお、本学科で指定科目を履修し卒業した者は、二級建築士（都道府県の認定）、一級建築士（国の

認定）の受験資格が与えられます。 

 

１．教育課程の編成・実施 

(1) 全学共通の教養教育及び外国語教育と建築学部の幅広い学問に対する導入教育を有機的に関

連させることにより、幅広い教養と専門性を培うとともに必要かつ十分な基礎学力を身につけることが

できるように編成しています。 

(2) 実験、演習、卒業研究といった体験型学修を毎年度に配置し、講義などで修得した専門的基礎知

識を基に、様々な課題解決力を体系的に身につけることができるように４年間のカリキュラムを編成し、

実施しています。 

(3) 国際的に活躍するためのコミュニケーション能力を養うために、「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」

や外国語科目を多く配置しています。 

(4) 建築学を理解するうえで欠かせない基本的な学力を養うために、文理にまたがる基礎科目を充実

させています。 

(5) 建築の専門家としての役割と責任についての自覚を涵養し、基礎的な専門知識を修得するために、

多くの必修科目を配置しています。 

(6) さらに深い専門的な知識を修得するとともに、急速な技術の進歩へ適応できる能力を養うために、

コース制の下、各コース独自の必修科目、選択科目を用意しています。 

(7) 建築学に関する論理的な思考力とプレゼンテーション能力を養うために、各コースで輪講科目を用

意するとともに、卒業研究を重視しています。 

 

２．教育の方法と評価 

(1) 教育課程の実施にあたっては、複数教員や TA、SA を配置した演習・製図科目の充実を図り、また

初年次の「FYS（ファースト・イヤー・セミナー）」以降４年次にいたるまで輪講・実験科目を配置するこ

とによって少人数教育を徹底し、学生が自ら調べ、発表し、議論することを通して、問題発見能力・建

築的解決能力・説得力やコミュニケーション能力を培います。 

(2) 単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準を明確化し、成績評価を厳格化してい

ます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学教育によって培う能力 

本学科では、人間の多様な営みにおいて使いやすく、安全かつ快適で、感動を呼ぶ建築や都市の

空間及び環境の創造に寄与する研究を行うとともに、そうした創造的な活動やその成果を通し、社会に

貢献する人材を育成します。 

 

２．本学部の求める入学者 

(1) 本学科での学修に必要な高等学校卒業程度の基礎学力を十分に備えている人 
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(2) 向学心が強く、知的好奇心が旺盛で自主的・創造的に学ぶ姿勢を有している人 

(3) 建築や都市、環境といった特定の建築学領域や先端的な領域に強い関心を持っている人 

(4) 課外活動やボランティア等を通じ社会への貢献を積極的に行っている人 

(5) 自らの将来像や進路について深く考え、勉学への明確な目的意識を持っている人 

 

３．高校までの能力に対する評価（選抜方法） 

本学科では多様な入学試験を実施することにより、高等学校での学習を通じて大学での学びに必要

な基礎学力を身につけ、また、建築に関する知識の修得とその応用による地域社会への貢献に強い関

心を持ち、論理的思考力と実践力を有する学生を幅広く受け入れます。 

 

(1) 一般入試、給費生試験、大学入学共通テスト利用入試では、本学科各コースでの学修に必要な基

礎学力を有するか否かを、高等学校での学習の達成度をもとに判断します。 

(2) 学校推薦型選抜として指定校制推薦入試が、総合選抜型として公募制自己推薦入試が実施され

ます。指定校制推薦入試では、勉学意欲に富み、人物的にも評価され、指定校の学校長から推薦さ

れた生徒に対し、面接により選考します。公募制自己推薦入試では、受験生個々の多面的な能力

や資質、明確な問題意識やプレゼンテーション能力を有するか否かを、筆記試験や面接等により選

考します。 
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法学研究科 法律学専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士前期課程は、高度の専門性と応用力に富む法的思考を身に付け、その能力、専門

知識及び技術を社会の様々な領域において発揮することができる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、法学研究科法律学専攻博士前期

課程では、社会の現状を冷静・客観的に分析しつつ、社会現象の中に不変の原理を見いだし、人びと

の豊かでより良い生活を展望するという理念に基づき、法学・政治学の分野において高度な専門性と

応用力に富む法的思考、政治的考察と、創造性豊かな優れた研究・開発能力を身につけ、またこうし

た能力を生かした高度に専門的な業務に従事することのできる能力を養うことを目標として定めます。 

学士課程で受けた教育をさらに発展させたい社会人に対し、社会経験によって得られた問題意識や

知識・能力を生かしつつ、行政や NPO・シンクタンク等、公共分野で活躍する専門知識と専門分野にお

ける実践的能力を培うことを教育目標として定めます。 

各種の公務員、司法書士・行政書士等法曹隣接職試験の合格を目指す者に対し、法学・政治学を

体系的に学修・研究させ、法律学・政治学関係の高度専門職業人としての体系的・専門知識を身につ

けさせることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士前期課程において所定の単位を修得し、修士論文又は特定課題の研究成果を提出し、

提出された論文等が合格とされた者は、以下に掲げるいずれかの能力を身につけていると判定され、

修士（法学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力を基盤とする創造性豊かな優れた研究・開発能力 

（１）専門家としての役割を果たしうる者としての、高度な専門性と応用力に富む法的又は政治的思考

力と、創造性豊かな優れた研究・開発能力を身につけていること。 

（２）現代社会に関する深い洞察力と思慮に富む正義観を持ち、現代社会の様々な分野を支える教養

人としての専門的知識と問題解決のスキルを身につけていること。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力に裏付けられた体系的専門知識 

グローバル社会に関する深い洞察力と思慮に富む正義観、及びグローバル社会で生起する事象に

関する広い視野と研ぎ澄まされた感性を持ち、様々な分野を支える教養人としての専門的知識と問題

解決のスキルを身につけていること。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）入学前の職業や社会経験を踏まえ、そこで得られた問題意識と現場で蓄積された知識や能力を生

かしつつ、職業上のスキルアップを実現するとともに、体系的に法学・政治学を研究することにより、

行政やＮＰＯ・シンクタンク等、公共分野で活躍する高度専門職業人としての専門知識と専門分野に

おける実践的能力を身につけていること。 

（２）各種の公務員をはじめとして、司法書士・行政書士等、法曹隣接職試験の合格を目指しつつ、法

学・政治学を体系的に学修・研究することにより、現代社会に必要とされる法律関係の高度専門職業

人としての体系的専門知識を身につけていること。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士前期課程では、高度の専門性と応用力に富む法的又は政治的思考力を身につけ、そ

の能力、専門知識及び問題解決のスキルを社会の様々な領域において、様々な形で発揮することがで
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きる人材を育成するため、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）カリキュラムは、大別すると、専門科目と共通科目からなります。専門科目は、民事法学科目群、公

法学科目群、及び基礎法学科目群から構成され、多彩な科目を体系的に学ぶことができるよう配置

されています。また、自治体での行政実務に携わる専門職業人や、様々な公共部門や地域社会の

課題の解決に主導的な役割を果たすリーダーの育成を念頭に公共政策に関する科目を総合的に

展開しています。 

（２）共通科目の「研究スキル特講」では、論文の書き方やリーガル・リサーチの方法等、研究のスキルを

学びます。多様な学修歴をもつ方の大学院での学修・研究をサポートします。 

（３）「法学・政治学総合演習」では、大学院生が自ら報告し、議論することにより、自らの学修・研究の

進行・成果を確かめるとともに、プレゼンテーションや司会の技術が身につくよう指導します。また、研

究科所属の複数の教員がチームを組み、集団で指導(集団指導体制)にあたります。さらに、研究科

内外の様々な分野の研究者が最新の研究状況の情報を提供する等、研究科や大学の枠を超えた

多様な教育機会を提供しています。 

（４）社会人等の多様なニーズに応えるため、昼夜開講制度を採用しています。また、長期に亘る履修

を計画的に進めるための長期履修制度、逆に 1 年間の短期間に博士前期課程を修了する早期修

了制度を設け、修業年限の弾力化をはかっています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）TA(ティーチング・アシスタント)等の制度を利用し、学部教育に携わる機会を提供します。大学付置

機関である法学研究所における様々な活動への参加を通じて、社会や現場での問題に開かれた学

修・研究を行うことができます。 

（２）大学院特別科目等履修生制度により、優秀な学部学生が、大学院で学ぶ機会を保障し、学部教

育との接合をはかっています。また、科目等履修生制度により、大学院教育を広く社会にひらかれた

ものにしています。 

（３）他の研究科の授業科目を一定程度履修できます。 

（４）神奈川県内の大学院との単位互換制度により研究科の枠を超え学ぶ機会を提供しています。 

（５）従来型の修士論文のほか、入学前の職業や社会経験等を生かした特定課題についての研究成果

を審査する制度を設けています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

本専攻博士前期課程は、高度の専門性と応用力に富む法的又は政治的思考力を身につけ、その

能力、専門知識及び問題解決スキルを社会の様々な領域において様々な形で発揮することができる

人材の育成を目的としています。 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）法学部において学び、法学・政治学分野での高い学力や能力を備えた人 

（２）学部教育において法学・政治学以外の分野を専攻・学修した場合であっても、法学・政治学の学

修・研究に強い意欲と本研究科博士前期課程での学修・研究遂行能力を持つ人 

（３）これまでの社会経験・職業経験をもとに、本学研究科博士前期課程における法学・政治学の学修・

研究に強い意欲をもつ人 

（４）正規の大学教育を受けていない場合であっても、それに代わると見なしうる業績や経験があり、本

研究科博士前期課程での学修・研究遂行が可能であると認められる人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試及び外国人留学生入試では、法学研究科博士前期課程での学修に必要な基礎学力を、
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大学での学修の達成度や自主的・創造的に学び研究する姿勢をもとに判断します。 

（２）社会人特別入試では、自主的・創造的に学び研究する姿勢と思慮に富む正義観を有しているか、

並びに本研究科博士前期課程で学んだことを社会に還元する意欲を有しているかをもとに判断しま

す。なお、正規の大学教育を受けていない場合であっても、それに代わると見なしうる業績や経験が

あり、本研究科博士前期課程での学修・研究遂行が可能であると認められる場合には、入学を許可

します。 
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法学研究科 法律学専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士後期課程は、法的能力、専門知識及び技術をさらに向上させ、創造性豊かな研究

及び教育活動を行うことができる研究者又は社会における複雑かつ多様な需要に応え得る実務家等

優れた人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、法学研究科法律学専攻博士後期

課程では、社会の現状を冷静・客観的に分析しつつ、社会現象の中に不変の原理を見いだし、人びと

の豊かでより良い生活を展望するという理念に基づき、法学・政治学の分野において高度な専門性と

応用力に富む法的思考、政治的考察と、創造性豊かな優れた研究・開発能力を身につけ、またこうし

た能力を生かした高度に専門的な業務に従事することのできる能力を養うことを目標とします。 

このため、①高度の法的能力・専門知識及びスキルを身につけ、国際的で創造性豊かな研究及び

教育活動を自立的に遂行し得る能力、②法学・政治学について体系的かつ実践的な観点から教育す

る能力、③法科大学院における法曹教育の成果を踏まえ、専門の分野において理論と実務を架橋す

る視点を持つ法律学研究者としての高度の能力、④実務家として、現代社会における複雑かつ多様な

需要に応え得る高度の能力、を養成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士後期課程において所定の単位を修得し、博士論文を提出し、提出された論文が合格と

された者は、以下に掲げるいずれかの能力を身につけていると判定され、博士（法学）の学位が授与さ

れます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力を基盤とする創造性豊かな高度な研究・開発能力 

アカデミックな世界はもとより、社会の様々な場面で、専門家としての役割を果たしうる研究者としての、

高度な専門性と応用力に富む法的又は政治的思考力と、創造性豊かな優れた研究・開発能力を身に

つけていること。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力に裏付けられた高度な体系的専門知識 

現代社会における複雑かつ多様な要請に応えうる研究者として、高度の法的能力・専門知識及びス

キルを身につけ、グローバルな視点から、国際的で創造性豊かな研究及び教育活動を自立的に遂行

し得る能力を身につけていること。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた高度な専門的知識と技能 

（１）法科大学院において法曹を目指し学修した実務的な法律学の成果を基礎とし、専門の分野にお

いて理論と実務を架橋する視点を持つ法律学の研究者としての高度の能力を身につけていること。 

（２）実務家として、法学・政治学についての専門的知識と実践的スキルを身につけ、現代社会における

複雑かつ多様な需要に応え得る高度の能力を身につけていること。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士後期課程では、高度の専門性と応用力に富む法的思考力又は政治的考察力を身につ

け、その能力、専門知識及び問題解決のスキルを社会の様々な領域において、様々な形で発揮するこ

とができる人材を育成するため、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

専門科目は、民事法学科目群、公法学科目群及び基礎法学科目群から構成され、多彩な科目を
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体系的に学ぶことができるよう配置され、充実したコースワークを受けることができます。コースワーク及

び指導教員による論文指導が、有機的にバランスよく組み合わされ、博士号取得に向けて総合的な指

導と研究のサポートを行います。また、多様な問題関心、複数の専門領域にまたがるテーマをもつ院生

のニーズに対応するため、複数の教員がチームを組み、集団で指導(集団指導体制)にあたります。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）TA(ティーチング・アシスタント)等の制度を利用し、学部及び博士前期課程教育に携わる機会を提

供します。 

（２）大学付置機関である法学研究所における様々な活動への参加を通じて、社会や現場での問題に

開かれた学修・研究を行うことができます。 

（３）他の研究科の授業科目を一定程度履修できます。 

（４）博士の学位は、下記の基準に基づき評価されます。 

 ①学位請求論文が、従来の研究成果を正しく踏まえたうえで、独創的かつ高い水準にあり、当該研究

領域において、新たな知見を付与するなどの一定の貢献を期待できるものであるか。 

 ②学位請求者が、研究者として自立して研究活動を行うに足りる、また高度の専門性が求められる社

会の各分野において活躍しうる高度な研究能力と豊かな学識を身につけているか。 

 ③研究について、適切なテーマ設定が行われ、明確な問題意識に基づき、的確な方法によって遂行

されているか。 

 ④学術論文として、明確かつ緻密な論理性を備えるとともに、ふさわしい記述方法が選択され、かつ

明瞭にして妥当な結論が得られているか。 

 ⑤研究データの捏造・改ざん又は他者の研究業績の盗用等の研究倫理上の問題、及びプライバシ

ー権、名誉権又は知的財産権の侵害等の人権上の問題がないか。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

本専攻博士後期課程は、法的能力、専門知識及び技術をさらに向上させ、創造性豊かな研究及び

教育活動を行うことができる研究者又は社会における複雑かつ多様な需要に応え得る実務家等優れ

た人材の育成を目的としています。この目的を実現するために、以下のような多様な人材の中から、向

学心が強く、自主的・創造的に学び研究する姿勢と思慮に富む正義観を持ち、本研究科又は他の大

学院の博士前期課程で学んだことを社会に還元する意欲を備えた方を受け入れます。 

 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）法学又は政治学の分野における専門知識及び技術をさらに向上させ、創造性豊かな研究及び教

育活動を行うことができる研究能力 

（２）法学又は政治学の分野における高度な学術的訓練を通じて、社会における複雑かつ多様な需要

に応え得る能力 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）博士前期課程・修士課程において、法学・政治学を学び、専門分野での高い学力と能力を備えた

人 

（２）博士前期課程・修士課程において法学・政治学以外の分野を専攻し、その専門分野を生かしつつ、

本研究科博士後期課程での学修・研究に強い意欲をもつ人 

（３）法科大学院において、実務的な観点から法学を学び、そこで得られた実務的な知見と能力を生か

しつつ、本研究科博士後期課程での学修・研究に強い意欲をもつ人 

（４）これまでの社会経験・職業経験をもとに、本研究科博士後期課程における法学・政治学の学修・研

究に強い意欲をもつ人 

（５）大学院博士前期課程・修士課程を修了していない場合であっても、それに代わると見なしうる業績

や経験があり、本研究科博士後期課程での学修・研究遂行が可能であると認められる人 
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３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試及び外国人留学生入試では、法学研究科博士後期課程での学修に必要な基礎学力を、

博士前期課程での学修の達成度や自主的・創造的に学び研究する姿勢をもとに判断します。 

（２）社会人特別入試では、自主的・創造的に学び研究する姿勢と思慮に富む正義観を有しているか、

並びに本研究科博士後期課程で学んだことを社会に還元する意欲を有しているかをもとに判断しま

す。 
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U経済学研究科 経済学専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士前期課程は、経済学の多様な分野において、経済に関する専門知識及び応用技

能を修得し、現代の経済社会を深く分析し、様々な領域で活躍できる優れた学識と能力を備えた人材

の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、経済学研究科経済学専攻博士前

期課程では、グローバル化し複雑化した経済社会の様々な領域で活躍できる人材を育成することを、

教育目標としています。 

そのために、専門に立脚しつつ幅広い知識と能力を育成することを目指しています。例えば、会計、

国家及び地方財政の専門職や研究職として活躍するためには、会計学や財政学のほかに、経済理論、

経済史、日本経済及び世界経済等に関する広い学識と実践能力を身につけることが必要です。また、

企業経営や国際ビジネスの分野で活躍する人材には、日本経済や世界経済、経済史を基礎にして、

経営学、商学等の多様な学識と実践能力を身につけることが求められます。 

本課程では、このような専門知識と能力を育成し、これらを基礎に学位取得後も自ら研鑽する力を育

てることを教育目標として定めています。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士前期課程では、所定の単位を修得し、提出した修士論文が専攻内規に則って審査され

合格と判定された者は、以下の知識や能力を身につけていると判断し、修士（経済学）の学位が授与さ

れます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）研究で培った自分の能力や適性を正しく判断し、税理士を中心とした会計専門職、国家及び地方

財政研究者、公的機関の専門職、企業経営者などとして活躍する知識・能力を身につけているととも

に、自分自身の活動の社会的意義や自身が所属する企業あるいは組織の活動が社会的承認を得

ているかを絶えず自覚的に問うことができる。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション力 

（１）国際ビジネスマン及び研究者として必要な専門知識と外国語能力を身につけているとともに、国際

的課題となっているビジネスと人権、環境などの問題に取り組むことができる。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）グローバル化の正負両面を認識し、グローバル化を社会にとって有効に機能させるための方策を、

経済理論・思想、経済政策、歴史及び経営学・商学などの観点から考察する創造性豊かな能力を

身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士前期課程では、経済学の多様な分野において、経済に関する専門知識及び応用技能

を修得して、現代の経済社会の諸問題を深く分析し、様々な領域で活躍できる優れた学識と能力を備

えた人材を育成するために、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）現代社会の多様な要請に応えて充実した大学院教育を実施し、大学院生の研究課題と進路選択

に対応するために、５つのコース（会計・財政コース、経済思想・経済史コース、公共政策コース、国
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際経済コース、流通マーケティング・経営コース）を設け、それぞれのコースで知識と技能を十分に修

得して研究を進めることができるように、専門に特化したカリキュラムを編成しています。 

（２）各コースとも理論的科目と実践的科目をバランスよく配置してカリキュラムを編成しています。実践

的科目の例としては、会計・財政コースでは、現役税理士が税務会計について直接指導する「会計

論特講ⅥＡ・Ｂ」を配置し、大学院生の実践的能力を育成しています。また、国際経済コースでは、国

際ビジネスにおいて不可欠である貿易、海外投資、多国籍企業等に関する理論的・実践的知識を

修得できるように科目を配置しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）指導教授が各大学院生を丁寧に指導しています。修士論文の作成については従たる指導教授が

これに加わり、二人が連携して大学院生を指導する場合があります。このような複数指導体制は、研

究課題に多角的に接近することにより、研究の進展と研究能力の育成を支援するためのものです。 

（２）修士論文の作成にあたっては、論文を書くための基本的作法やスキルを身につけることを目的とし

た科目である「アカデミック・ライティング」を設け、論理的思考力や表現力を培っています。 

（３）修士論文の完成までに公開形式による中間発表会を年に２回実施し、指導教授のほかに関連する

教員が参加して論文の進捗状況を確認するとともに論文の問題点を指摘するなど、適切な指導を行

っています。 

（４）TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者としての能力を高める経験を積む機会を用意

しています。 

（５）修士論文の審査については、予備審査を経て最終試験を実施するなど、厳格な評価を行っていま

す。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本研究科博士前期課程では、自由化や規制緩和によって企業の活動領域が拡大している現代社

会の様々な分野で活躍するとともに、こうしたグローバル経済が様々な問題を生み出していることを理

解し、グローバル化を有効に機能させることに積極的に取り組む専門職業人や研究者を育成しま

す。 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）経済学部、経営学部、商学部等卒業生及びこれと同等の学力を有する者 

（２）グローバル化する経済や経営環境を理解しそれに対応するために専門的な知識や能力を身に付

けたい者 

（３）経済学、経営学、商学に立脚し、新たに生じた学問領域横断的な問題を理解し、それに対する解

答を見出したい者 

（４）将来より深く研究し、研究職を目指す者 

（５）教育者として活躍することを目指す者 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試は年 2 回実施され、試験科目は専門及び口述試験です。 

（２）特別選考は年 2 回実施され、本学在学者と卒業生（卒業後 5 年以内）及び研究生を対象として、

学業成績が特に優れているものに対して、教員推薦または自己推薦により筆記試験を免除し、書類

審査と口述試験で合否を判定しています。 

（３）外国人留学生入試は年 2 回実施され、試験科目は専門、日本語、口述試験です。 

（４）社会人特別入試は年 2 回実施され、試験科目は小論文及び口述試験です。 
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U経済学研究科 経済学専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士後期課程は、経済学専攻分野において研究者として自立するために必要な研究能

力又は専門業務に必要な高度な専門能力を備えた研究者の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、経済学研究科経済学専攻博士後

期課程では、グローバル化し複雑化した経済社会の諸問題を、経済学や経済史等を含む広義の経済

学の学識を基礎にした視点、あるいは経営学や会計学等を含む広義の商学の学識を基礎にした視点

から分析及び解明し、それを論理的に捉える能力を身につけた研究者を育成することを、教育目標とし

ています。 

広義の経済学及び商学の各分野において、研究のフロンティアを開拓し、国際的に活躍する研究者

として、高度な研究活動を自ら推進するとともに、教育者として優れた教育を行う能力を培うことを教育

目標として定めています。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士後期課程では、所定の単位を修得し、提出した博士論文が専攻内規に則って審査され

合格と判定された者は、以下の知識や能力を身につけていると判断し、博士（経済学）の学位が授与さ

れます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）経済学、経営学、商学の分野において専門の研究者として高度な研究を行い、優れた研究論文を

作成する能力を身につけているとともに、自分自身の研究の社会的意義について常に自覚的に問

い直すことができる。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）海外の各地域に対する専門知識と外国語能力を身につけ、当該地域の経済や歴史を分析する能

力を身につけているとともに、日本と海外諸国との市民的連帯に貢献することができる。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）現実の経済が提起している課題に対して、経済理論・思想、経済政策、歴史及び経営学・商学な

どの観点から接近して理論化を図り、データやケーススタディなどで理論を実証する能力を身につけ

ている。 

（２）日本経済や国際経済が直面している諸問題やその解決のために必要な政策的対応について的確

に理解しており、明快に説明することができる。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士後期課程では、経済学専攻分野において研究者として自立するために必要な研究能力

又は専門業務に必要な高度な専門能力を備えた研究者を育成するために、以下のようなカリキュラム・

ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）現代社会の多様な要請に応えて充実した大学院教育を実施し、大学院生の研究課題に対応する

ために、経済学研究科に所属する全教授が、それぞれの専門分野に特化した内容で講義及び論文

指導を行っています。 
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２．教育の方法と評価 

（１）各大学院生は、専門分野を中心とする指導を主に指導教授より受け、博士論文を完成させます。

博士論文の作成にあたっては、複数回にわたり学内報告会や公開研究会を行い、さらに課程博士

指導委員会が助言及び指導を行うなど、丁寧で高度な指導を行っています。 

（２）TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者としての能力を高める経験を積む機会を用意

しています。 

（３）指導教授を除く教員で構成される課程博士指導委員会が指導及び助言を行うことにより、研究課

題に対して多角的な観点から検討を加え、論文の質的向上を図り大学院生の研究能力の増進を支

援するとともに、論文評価の客観性を確保しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本研究科博士後期課程では、それぞれの専門分野の立場から、経済理論、経済政策、歴史分析、

国際比較などの手法によって、グローバル化し複雑化する経済を研究してその成果を社会に還元し、

効率性、自由、衡平性などを備えたより良い社会を実現することに積極的に取り組む研究者を育成

します。 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）経済学研究科、経営学研究科、商学研究科等の博士前期課程修了者及びこれと同等の専門知

識や能力を有する者 

（２）大学や研究所などにおける研究職を目指す者 

（３）研究によって得た知識を明快に分かりやすく伝えることのできる優れた教育者を目指す者 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試は年 1 回（春季）実施され、試験科目は語学及び口述試験です。 

（２）外国人留学生入試は年 1 回（春季）実施され、試験科目は語学及び口述試験です。 
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経営学研究科 国際経営専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士前期課程は、明確な目標をもち、創造性豊かな優れた研究・開発能力及び指導能

力を備えた専門職業人並びに研究機関等の研究者の育成又は国際化した高度な知識基盤社会にお

いて、多様な分野で幅広く活躍し、社会の価値創造に十分な貢献が期待できる知的人材の育成を目

的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、経営学研究科国際経営専攻博士

前期課程では国際社会の経営的諸課題を、企業、社会、市民の観点から分析し、新たな方向性を提

案できる国際化への対応可能な人材の育成を教育の最終目標にしています。 

現代社会では企業の事業活動をみても、原材料から生産、物流、販売にいたる流れの中で、複雑で

密接な相互依存の関係が形成されています。これらの課題に対処分析するためには、広域にわたる専

門性とその実践応用性とを備えた人材が不可欠です。 

経営学の基礎的学問と基本的理論の理解の上に、国際化した知識基盤への深い洞察力を身につ

け、さらに経営学のより高度な研究能力を培うために、経営系、国際系、会計系の領域が配置されてい

ます。このような多様な知識を共有し、共用の機会を活かした人材が現在の社会で求められています。

最先端の研究領域への理解力を身につけ、問題解決能力を高め、創造性を涵養していくことを教育目

標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が審査のうえ

合格と判定された者は、以下に掲げる能力のいずれかを身につけていると判定され、修士（経営学）の

学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（1）高度な教養人として、将来にわたって知的研鑽を積み、社会における多様な経験を学修に活用し

ながら、地域社会のさらなる価値創造に貢献しうる知的能力を身につけている。 

（2）企業経営の制度・理論や国際経営について理解し、健全な企業人・市民としての考え方を身につ

けている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）情報化・グローバル化の進む知識基盤社会において実務に精通する専門職業人として、国際経営

に関する専門知識を修得し理論と実践とを適切に組み合わせて実際のビジネスの場に活用すること

のできる能力を身につけている。 

（２）英語をはじめとする外国語能力を身につけ、国際的感覚を養っている。また、留学生においては、

高度な日本語能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）専門職として、特定分野において、高度な専門的知識を身につけている。 

（２）研究者として、国際経営の諸分野に関する体系的専門知識と実践的分析技能に基づき研究を進

め、その成果を研究論文として発表・提出する能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士前期課程では、グローバル化時代にふさわしい研究者や専門職業人等の養成を共通

指導目標にしています。またこの時代では、知識を基盤にした広範囲な発想が特定企業を超えた社会

96



全般で求められるため、問題解決力のみならず創造力や生成力を修得することも指導目標にしていま

す。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）国際化に対応可能な人材の育成を目的とし、教育課程のなかに国際マネジメント、国際会計、異

文化コミュニケーション論等の国際関連科目を設置しています。 

（２）広域にわたる専門性とその実践応用性とを備えた人材の育成を目的として、経営系、国際系、会

計系の 3つの専門領域を設置しています。またそれぞれの系は基本と応用とに分かれている。主たる

専門領域を中核に、従たる専門領域を放射線状に用意し、自主的に講義科目を選択しながら専門

性を高めていく制度になっています。 

 

２．教育の方法と評価 

(１)初年度教育の実施にあたって、演習の指導教員および副指導教員の支援により、専門分野の授業

を受講しつつ、1 年次後学期以降には、応用分野、周辺関連分野の履修が可能となっています。ま

た、年度初めにゼミ単位で、Web 上の研究倫理教育に参加するように大学院生に指導しています。 

（２）多様な知識共有の機会を生かした人材育成を目的として、修士論文の二度に及ぶ中間公開発表

機会を用意しています。公開の場での発表をとおして、表現能力を養う。また学ぶ幅を拡大すること

により、思考プロセスの質を高めます。 

（３）多様な課題への対応能力育成や支援、推進を教育目的として、複数指導制を設定する。この制度

は指導教授にも学習機会を与え、結果として教育の発想力向上へ反映されます。 

（４）高度な教育能力が身につく人材の育成を目的として、TA(ティーチング･アシスタント)制度を用意し

ています。 

（５）成績の評価については、厳格化するとともに成績評価の方法及び基準を明確化しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

(１)本研究科の博士前期課程は、明確な目標をもち、創造性豊かな優れた研究・開発能力及び指導能

力を備えた専門職業人並びに研究機関等の研究者の育成又は国際化した高度な知識基盤社会に

おいて、多様な分野で幅広く活躍し、社会の価値創造に十分な貢献が期待できる知的人材を育成

します。 

 

２．本専攻の求める入学者 

(１)経営学の分野で学部レベルの専門的知識を修得した者 

(２)企業、非営利団体等の国際化に対応できる一定の能力を備えた者 

(３)高度な情報化社会において専門的知識を活用できる一定の能力を備えている者 

(４)激動する国際社会において、経営学およびその周辺分野の理論を実践に活用し、さらに実践的経

験を理論の構築にフィードバックさせることができるような柔軟性を有する者 

(５)高度な教養人として学ぶことに喜びを見出し、継続的に知識研鑽を積む意欲を有する者 

 

３．大学までの能力に対する評価(選抜方法) 

(１)一般入学試験では、経営学の分野における専門知識とその応用力ならびに英語読解力等に関す

る学部レベルの達成度および口述試験の評価により判断します。 

(２)社会人特別入学試験では、小論文と口述試験の総合的評価により選考を行います。 

(３)外国人留学生試験では、経営学の分野における専門知識とその応用力ならびに日本語読解力等

に関する学部レベルの達成度および口述試験の評価により判断します。 

(４)特別選考では、特に学部の成績が優秀な者については筆記試験を免除し、口述試験のみで選考

を行います。 
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経営学研究科 国際経営専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士後期課程は、確固とした信念をもち、創造性豊かな研究・開発能力及び教育能力

を備えた高等教育機関の教育職員並びに研究機関の専門研究員の育成又は国際化した高度な知識

基盤社会において、研究・教育機関以外の多様な社会で価値創造に貢献できる中核的人材の育成を

目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、経営学研究科国際経営専攻博士

後期課程では博士前期課程で修めた最先端の学問領域の知識と、修士論文にまとめ上げた成果をも

とに、社会に向けて新たな価値創造を発信できる研究能力と、後進を育成できる教育能力を涵養しま

す。 

現代の社会における企業経営のみならず、社会全般にわたる諸課題を解決するには、国際化した知

識基盤に基づく多面的かつ学際的な鋭い分析を加える能力が求められています。複雑な課題に対し

ての独創的な解決策を提示しうるような知的独創性、その研究領域における学問的貢献につながるよう

な優れた成果をまとめられる能力を育成することが不可欠になっています。この能力を身につけることで、

専門研究員あるいは高度な職業人としてこれらの知識を運用でき、さらに教育者として学術研究の指

導を行える役割を果たすことができます。 

経営系、国際系、会計系の系統別研究を踏まえながらも、より学際的な視野から研究が進められるよ

う特殊研究領域を定め、指導教授のみならず副指導教授を配置して複眼的な視点から将来の価値創

造に資する能力を身につけることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が審査のうえ

合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、博士（経営学）の学位が授与

されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）経営分野の研究機関の専門研究員として、国際経営に関する高度な専門的・学際的知識を使っ

て社会的に重要とされる課題の解決に取り組むことのできる能力を身につけている。 

（２）知識基盤社会において価値創造に貢献できる人として、国際経営に関する高度な専門的・学際的

知識を社会の多面的な場面において運用できる能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）研究者として、国際経営に関する専門知識を修得し、その理論を基盤として、実際のビジネスの場

に活用することのできる能力を身につけている。 

（２）英語をはじめとする高度な外国語能力を身につけ、国際的感覚を養っている。また、留学生におい

ては、高度な日本語能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）経営学分野の研究・教育者として、国際経営に関する高度な専門的・学際的知識を身につけ、そ

れを学術研究としてまとめる能力及び論文作成指導を行える能力を身につけている。 

（２）現代の経営的課題を認識し、それを解決するような政策・戦略的な視点を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士後期課程では、国際経営に関する高度な専門的・学際的知識を身につけるため、講義、
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演習、論文指導を組み合わせたカリキュラムを実施し、国際経営及びこれに関する学際的領域におけ

る新たな研究テーマの発掘と方法論的開拓を指導するとともに、高度知識基盤社会における多面的な

実践課題の解決と価値創造能力が身につくよう、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）多面的・学際的研究を可能とするため、カリキュラムを「国際マネジメント特殊研究」、「国際会計・経

営情報特殊研究」及び「国際経営環境特殊研究」の３つの分野に分け、研究プログラムを提供してい

ます。 

（２）後期課程のディプロマ・ポリシーを実現するために、指導教授を中心とした指導体制の強化を図る

とともに、中間段階での学術発表の場を設けて高度な専門研究論文の作成を支援しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）研究に基づく成果を情報発信することを目的とした指導プログラムを用意しています。 

（２）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（３）成績の評価については、厳格化するとともに成績評価の方法及び基準を明確化している。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本研究科の博士後期課程は、確固とした信念をもち、創造性豊かな研究・開発能力及び教育能力

を備えた高等教育機関の教育職員並びに研究機関の専門研究員の育成又は国際化した高度な知

識基盤社会において、研究・教育機関以外の多様な社会で価値創造に貢献できる中核的人材を育

成します。 

 

２．本専攻の求める入学者 

(１)経営学分野の研究・教育者として、国際経営に関する高度な専門的・学際的知識を学術研究として

まとめるための基本的な能力を有する者。 

(２)国際経営に関する高度な専門的・学際的知識を、将来、社会的な課題の解決に応用する意欲と柔

軟性を有する者。 

(３)知識基盤社会において価値創造に貢献できるよう、専門的・学際的知識を多面的に運用する意欲

と行動力を有する者。 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価(選抜方法) 

(１)一般入学試験では、専門的英語読解力等の筆記試験と修士論文および志望研究領域に関する口

述試験の総合的評価により判断します。 

(２)外国人留学生試験では、日本語読解力等の筆記試験と修士論文および専修科目に関する口述試

験の総合的評価により判断します。 

(３)社会人特別入学試験では、修士論文と志望研究領域に関する口述試験の総合的評価により選考

を行います。 
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外国語学研究科  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士前期課程は、高度な外国語の運用能力を基盤とし、言語、文化、文学、歴史、言語

教育の分野に関する優れた専門知識と研究能力と広い視野とを身につけて国際的な職業人・教育者・

研究者として活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的を踏まえ、本研究科の博士前期課程では、学

士課程卒業までに身につけた外国語の運用能力・教養・専門知識を基盤に、外国語の運用能力を一

層高め活用しながら、言語、文化、文学、歴史、言語教育の分野で優れた専門知識と研究能力と広い

視野とを身につけて、本学共同研究機関である人文学研究所や言語研究センター、非文字資料研究

センターの諸活動と緊密に連携しつつ、国際的な職業人・教育者・研究者として活躍できる人材を育成

することを目標としています。それとあわせて、この課程は、言語教育の現場にいる人たちのために再教

育を行うことも教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科の博士前期課程では、各専攻のカリキュラムにしたがって所定の単位を修得し、提出した

修士論文が専攻内規に則って審査され合格した者は、以下の能力を身につけていると判断され、修士

（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）外国の言語、文化、歴史などに関する広い知識を身につけている。 

（２）グローバル化時代における社会の変化に適応する行動力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）修得した外国語（英語、スペイン語または中国語）を正確に運用する力を身につけている。 

（２）異文化コミュニケーションを積極的に行い、異なる文化的背景を持つ人々と交流し、相互理解を深

める力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）欧米言語文化専攻または中国言語文化専攻が取り扱う分野についての優れた専門知識と研究能

力と広い視野を身につけている。 

（２）専門職・教育職・研究職に必要な思考力と、産業界・教育界・学界において国際的に活躍できる力

を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究科の博士前期課程は、高度な外国語の運用能力を基盤とし、言語、文化、文学、歴史、言語

教育の分野に関する優れた専門知識と研究能力と広い視野とを身につけて国際的な職業人・教育者・

研究者として活躍できる人材を育成するために、以下のような教育課程を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）欧米言語文化専攻は、「英語教育・英語学」、「英米文化・英米文学」、「スペイン語圏言語文化」、

「比較言語文化」、「国際日本文化研究」の５コースにカリキュラムを編成し、中国言語文化専攻は、

中国語圏の「言語」と「歴史・文化」の２領域にカリキュラムを編成しています。 

（２）学士課程教育との接続に配慮しつつ、外国語の運用能力を一層高め活用しながら、言語、文化、

文学、歴史、言語教育の分野について理論的探究能力、専門知識の応用能力と広い視野を身につ
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けられるカリキュラムを提供しています。 

（３）教育者としての能力を高めるために、TA(ティーチング･アシスタント)を務める機会を用意していま

す。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、学生の独立思考と問題発見を促し、ディスカッションを通してコミュ

ニケーション能力を高め、問題解決の方法を模索し、見つけ出す力を培います。 

（２）単位制度の実質化を図り、成績評価の基準を明確化しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本研究科が取り扱う分野の基盤となる専門知識と基礎的な研究能力 

 

２．本研究科の求める入学者 

（１）本研究科が取り扱う分野に必要な高度な外国語の運用能力を持つ人 

（２）本研究科が取り扱う分野に必要な基礎知識を有する人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）研究に必要な外国語の運用能力、専門とする分野に対する関心、基礎的な知識および研究に対

する意欲の高さを基準に選考します。 
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外国語学研究科  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士後期課程は、高度な外国語の運用能力を基盤として、言語、文化、文学、歴史、言

語教育のいずれかの分野に関する高度の専門知識と研究能力とを身につけて専門的かつ国際的な研

究者・教育者・職業人として活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的を踏まえ、本研究科の博士後期課程では、博

士前期課程修了までに身につけた外国語の運用能力・教養・専門知識・研究能力を基盤とし、外国語

の運用能力を一層高め活用しながら、言語、文化、文学、歴史、言語教育のいずれかの分野で高度の

専門知識と研究能力とを身につけて、本学共同研究機関である人文学研究所や言語研究センター、

非文字資料研究センターの諸活動と緊密に連携しつつ、専門的かつ国際的な研究者・教育者・職業

人として活躍できる人材の育成を目標としています。それとあわせて、この課程は、言語教育の現場に

いる人たちのために再教育を行うことも教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科の博士後期課程では、各専攻のカリキュラムにしたがって所定の単位を修得し、提出した

博士論文が専攻内規に則って審査され合格した者は、以下の能力を身につけていると判断され、博士

（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）外国の言語、文化、歴史などに関する広い知識を身につけている。 

（２）グローバル化時代における社会の変化に適応する行動力を身につけている。 

（３）自立的な思考力、既成の理論に対する果敢なチャレンジ精神を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）修得した外国語（英語、スペイン語または中国語）を、さまざまな場面において正確に運用する力を

身につけている。 

（２）世界の動きに関心を寄せ、異文化コミュニケーションを積極的に行い、異なる文化的背景を持つ

人々と交流し、相互理解を深める力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）欧米言語文化専攻または中国言語文化専攻が取り扱う分野についての優れた専門知識と研究能

力と広い視野を身につけている。 

（２）専門職・教育職・研究職に必要な思考力と、産業界・教育界・学界において国際的に活躍できる力

を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究科の博士後期課程は、高度な外国語の運用能力を基盤として、言語、文化、文学、歴史、言

語教育のいずれかの分野に関する高度の専門知識と研究能力とを身につけて専門的かつ国際的な研

究者・教育者・職業人として活躍できる人材を育成するために、以下のような教育課程を編成していま

す。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）博士前期課程教育との接続に配慮しつつ、外国語の運用能力を一層高め活用しながら、言語、文

化、文学、歴史、言語教育のいずれかの分野で高度の専門知識と研究能力とを身につけられるカリ
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キュラムを提供しています。  

（２）欧米言語文化専攻は、「英語教育・英語学」、「英米文化・英米文学」、「スペイン語圏言語文化」、

「比較言語文化」、「国際日本文化研究」の５コースにカリキュラムを編成し、中国言語文化専攻は、

中国語圏の「言語」と「歴史・文化」の２領域にカリキュラムを編成しています。 

（３）自ら研究課題を設定し研究活動を行うための指導と機会を提供し、学内外の研究活動の場におけ

る研鑽がえられるようにしています。 

（４）教育者としての能力を高めるために、TA(ティーチング･アシスタント)を務める機会を用意していま

す。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育課程の実施にあたっては、学生の独立思考と問題発見を促し、ディスカッションを通してコミュ

ニケーション能力を高め、論理的な思考力を養い、問題解決の方法を模索し見つける力を培いま

す。 

（２）単位制度の実質化を図り、成績評価の基準を明確化しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本研究科が取り扱う分野の基盤となる専門知識と高度な研究能力 

 

２．本研究科の求める入学者 

（１）本研究科が取り扱う分野に必要な高度な外国語の運用能力を持つ人 

（２）本研究科が取り扱う分野に必要な専門知識を有する人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）研究に必要な外国語の運用能力、専門とする分野の知識、研究能力および研究に対する意欲の

高さを基準に選考します。 
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外国語学研究科 欧米言語文化専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本専攻の博士前期課程は、高度な外国語の運用能力を基盤として、欧米もしくは日本の言語、文化、

文学、歴史、言語教育の分野に関する優れた専門知識と研究能力と広い視野とを身につけて国際的

な職業人・教育者・研究者として活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的を踏まえ、本専攻の博士前期課程では、学士

課程卒業までに身につけた外国語の運用能力・教養・専門知識を基盤とし、外国語の運用能力を一層

高め活用しながら、欧米もしくは日本の言語、文化、文学、歴史、言語教育の分野で優れた専門知識と

研究能力と広い視野とを身につけて、本学共同研究機関である人文学研究所や言語研究センター、

非文字資料研究センターの諸活動と緊密に連携しつつ、国際的な職業人・教育者・研究者として活躍

できる人材の育成を目標としています。それとあわせて、この課程は、言語教育の現場にいる人たちの

ために再教育を行うことも教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻の博士前期課程では、「英語教育・英語学」、「英米文化・英米文学」、「スペイン語圏言語文

化」、「比較言語文化」、「国際日本文化研究」のいずれかのコースのカリキュラムにしたがって所定の単

位を修得し、提出した修士論文が専攻内規に則って審査され合格した者は、以下の能力を身につけて

いると判断され、修士（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）専門的知識に基づいた広い社会的な視野を持つ。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）外国の資料を基に研究を行い、研究結果を外国語で発信することができる。 

（２）産業界・教育界・学界において国際的に活躍できる力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１） 専門的知識を活かし、社会に貢献する力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻の博士前期課程は、高度な外国語の運用能力を基盤として、欧米もしくは日本の言語、文化、

文学、歴史、言語教育の分野に関する優れた専門知識と研究能力と広い視野とを身につけて国際的

な職業人・教育者・研究者として活躍できる人材を育成するために、以下のような教育課程を編成して

います。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）学士課程教育との接続に配慮しつつ、外国語の運用能力を一層高め活用しながら、欧米もしくは

日本の言語、文化、文学、歴史、言語教育の分野の優れた専門知識と研究能力と広い視野とを身

につけられるカリキュラムを提供します。  

（２）「英語教育・英語学」、「英米文化・英米文学」、「スペイン語圏言語文化」、「比較言語文化」、「国

際日本文化研究」の５コースにカリキュラムを編成しています。 

（３）理論的探究能力と、専門知識の応用能力とを身につけられるカリキュラムを提供します。 

 

２．教育の方法と評価 
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（１）担当教員による専門性の高い指導を受けることができ、研究の方法、研究結果の発表の仕方など

について十分な力をつるけることができる環境が用意されています。 

（２）教育者としての能力を高めるために、TA(ティーチング･アシスタント)を務める機会を用意します。 

（３）成績評価の方法、基準を明確にしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本専攻の博士前期課程では、学士課程卒業までに身につけた外国語の運用能力・教養・専門知

識を基盤とし、外国語の運用能力を一層高め活用しながら、欧米もしくは日本の言語、文化、文学、

歴史、言語教育の分野で優れた専門知識と研究能力と広い視野とを身につけて国際的な職業人・

教育者・研究者として活躍できる人材の育成を目標としています。 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）本専攻が取り扱う分野の基盤となる知識を持つ人 

（２）研究に必要な外国語の運用能力を持つ人 

（３）研究に対する高い意欲を持つ人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）研究に必要な外国語の運用能力、専門とする分野の基礎的な知識、研究に対する意欲の高さを

基準に、選考します。 
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外国語学研究科 欧米言語文化専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本専攻の博士後期課程は、高度な外国語の運用能力を基盤として、欧米もしくは日本の言語、文化、

文学、歴史、言語教育のいずれかの分野に関する高度の専門知識と研究能力とを身につけて専門的

かつ国際的な研究者・教育者・職業人として活躍できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的を踏まえ、本研究科の博士後期課程では、博

士前期課程修了までに身につけた外国語の運用能力・教養・専門知識・研究能力を基盤とし、外国語

の運用能力を一層高め活用しながら、欧米もしくは日本の言語、文化、文学、歴史、言語教育のいず

れかの分野で高度の専門知識と研究能力とを身につけて、本学共同研究機関である人文学研究所や

言語研究センター、非文字資料研究センターの諸活動と緊密に連携しつつ、専門的かつ国際的な研

究者・教育者・職業人として活躍できる人材の育成を目標としています。それとあわせて、この課程は、

言語教育の現場にいる人たちのために再教育を行うことも教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻の博士後期課程では、「英語教育・英語学」、「英米文化・英米文学」、「スペイン語圏言語文

化」、「比較言語文化」、「国際日本文化研究」のいずれかのコースのカリキュラムにしたがって所定の単

位を修得し、提出した博士論文が専攻内規に則って審査され合格した者は、以下の能力を身につけて

いると判断され、博士（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）専門的知識に基づいた広い社会的な視野を持ち、高度な研究活動を通して社会に貢献する力を

身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）国際的なレベルで、研究活動を行い、研究結果を発信することができる。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）学界・教育界・産業界において国際的に活躍できる力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻の博士後期課程は、高度な外国語の運用能力を基盤として、欧米もしくは日本の言語、文化、

文学、歴史、言語教育のいずれかの分野に関する高度の専門知識と研究能力とを身につけて専門的

かつ国際的な研究者・教育者・職業人として活躍できる人材を育成するために、以下のような教育課程

を編成しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）博士前期課程教育との接続に配慮しつつ、外国語の運用能力を一層高め活用しながら、欧米もし

くは日本の言語、文化、文学、歴史、言語教育のいずれか分野で高度の専門知識と研究能力とを身

につけられるカリキュラムを提供します。 

（２）「英語教育・英語学」、「英米文化・英米文学」、「スペイン語圏言語文化」、「比較言語文化」、「国

際日本文化研究」の５コースにカリキュラムを編成しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）自ら研究課題を設定し研究活動を行うための指導と機会を提供します。 
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（２）学内外の研究活動の場における研鑽がえられるようにします。 

（３）教育者としての能力を高めるために、TA(ティーチング･アシスタント)を務める機会を用意します。 

（４）成績評価の方法、基準を明確にしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本専攻の博士後期課程では、博士前期課程修了までに身につけた外国語の運用能力・教養・専

門知識・研究能力を基盤とし、外国語の運用能力を一層高め活用しながら、欧米もしくは日本の言

語、文化、文学、歴史、言語教育のいずれかの分野で高度の専門知識と研究能力とを身につけて

専門的かつ国際的な研究者・教育者・職業人として活躍できる人材の育成を目標としています。 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）本専攻が取り扱う分野に関する専門知識と研究能力を持つ人 

（２）研究に必要な外国語の運用能力を持つ人 

（３）研究に対する高い意欲を持つ人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）研究に必要な外国語の運用能力、専門とする分野の知識、研究能力、研究に対する意欲の高さを

基準に、選考します。 
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外国語学研究科 中国言語文化専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

中国言語文化専攻の博士前期課程は、中国の「言語」、「歴史・文化」の二つの専門分野に関して、

創造的研究を行う能力を有する教育者・研究者の育成、及び、今後の知識基盤社会に必要とされる高

度な専門的知識、研究能力、及び外国語運用能力を有する専門職業人の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、外国語学研究科中国言語文化専

攻博士前期課程では、本学共同研究機関である人文学研究所や言語研究センター、非文字資料研

究センターの諸活動と緊密に連携しつつ、中国語圏の言語、社会、歴史、文化に関する高度な専門的

知識、研究能力、及び外国語運用能力を有する専門職業人の育成を教育の最終の目標としていま

す。 

近年東アジアを含む国際情勢が目まぐるしく変化しています。経済大国へと急成長してきた中国との

関係は、日本にとってきわめて重要になっています。政治、経済、社会のどの分野においても、良好な

日中関係の構築は世界平和のためにも大きな役割を果たすことになるでしょう。いま中国の社会、文化

や歴史に深い理解をもち、中国語によるコミュニケーション能力を有する人材が求められています。   

本課程では、学部で学んだ専門知識を充実させ、中国語の運用能力をさらに伸ばし、企業や行政、

教育機関に必要な人材の育成を目指し、中国、東アジアの言語、社会、歴史、文化に関する専門的知

識と研究能力を身につけさせることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が専攻内規

に則って審査され合格と判定された者は、以下の能力のいずれかを身につけていると判断され、修士

（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）中国、東アジアに関する専門的知識に基づいた広い社会的な視野を持つ。 

 

２. 国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）企業における中国、あるいはその他の東アジアと関わる職務、あるいは教育機関の行政職における

専門化する業務内容に対応できる、中国、東アジアの言語、社会、歴史、文化に関する専門的知識

と研究能力、及び研究成果を公表するためのプレゼンテーション能力の基礎を身につけている。 

 

３. 時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）博士後期課程へ進学し、教育・研究機関に所属する教育者・研究者となりうる教育・研究能力の基

礎を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士前期課程では、中国語圏の「言語」、「歴史・文化」の二つの系に即して、それぞれの専

門分野に関する専門的知識、研究能力、語学運用能力を養うため、以下のようなカリキュラム・ポリシー

を設定しています。 

 

１. 教育課程の編成・実施 

（１）演習科目では、個別の専門領域における研究能力を身につけるため、指導教授による指導が行わ

れます。 

（２）講義科目では、個別の専門領域における専門的知識・外国語運用能力・国際的な研究動向を体
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系的に学ぶため、学生は講義科目を選択的に履修することが求められる。また、中国語圏以外の東

アジア地域の言語、歴史、文化に関する専門的知識を身につけるための関連科目も準備されます。 

 

２. 教育の方法と評価 

（１）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（２）演習科目と講義科目を通じて身につけた専門的知識、研究能力の成果を修了年次に修士学位論

文として提出する。修士学位論文作成に際しては、学生は複数の教員による論文指導を受け、公正

な審査の下で、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけているかを判定されます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）中国語圏の言語、社会、歴史、文化に関する研究の基盤となる専門知識と高度な研究能力 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）中国語圏の言語、社会、歴史、文化に関する研究に必要な中国語の運用能力を有している人 

（２）中国語圏の言語、社会、歴史、文化に関する研究に必要な一定の英語の読解能力を有している

人 

（３）中国語圏の言語、社会、歴史、文化のいずれかの各自が志望する専門分野における専門的知識

の基礎を有する人 

（４）中国語圏の言語、社会、歴史、文化のいずれかの分野の研究者、あるいは高度職業専門人たり得

る資質と意欲を有している人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）中国語の高い運用能力 

（２）中国語圏の言語、社会、歴史、文化のいずれかに対する高い関心 

（３）中国語圏の言語、社会、歴史、文化のいずれかに関する課題への研究意欲 

 

受け入れる学生としては、本学外国語学部の中国語学科、国際文化交流学科の卒業生以外にも、

上記 4 条件を満たす他学部、他大学の卒業生、また留学生にも門戸を開いています。 
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外国語学研究科 中国言語文化専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

中国言語文化専攻の博士後期課程は、大学等の教育・研究機関に所属する教育者・研究者の育

成を主要な目的とし、同時に、高度な専門的知識・研究能力を活用して一般企業、ジャーナリズム、行

政機関等の業務に従事する能力を有した人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、外国語学研究科中国言語文化専

攻博士後期課程では、本学共同研究機関である人文学研究所や言語研究センター、非文字資料研

究センターの諸活動と緊密に連携しつつ、中国語圏の言語、社会、歴史、文化に関する高度な専門的

知識、研究能力、及び外国語運用能力を有する専門職業人、創造的研究を行う能力をもつ研究者の

育成を教育の最終の目標としています。 

近年東アジアを含む国際情勢が目まぐるしく変化しています。経済大国へと急成長してきた中国との

関係は、日本にとってきわめて重要になっています。政治、経済、社会のどの分野においても、良好な

日中関係の構築は世界平和のためにも大きな役割を果たすことになるでしょう。いま中国の社会、文化

や歴史に深い理解をもち、中国語を含む高度な外国語によるコミュニケーション能力を有する人材が求

められています。   

本課程では、学部や博士前期課程で学んだ専門知識を充実させ、中国語の運用能力をさらに伸ば

し、企業、行政及び教育・研究機関に必要な有為な人材の育成を目指し、体系的、理論的な知識を教

授し、中国、東アジアの言語、社会、歴史、文化に関する専門的知識と研究能力を身につけさせること

を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が専攻内規

に則って審査され合格と判定された者は、以下の能力のいずれかを身につけていると判断され、博士

（文学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）中国、東アジアに関する専門的知識に基づいた広い社会的な視野を持ち、高度な研究活動を通し

て社会に貢献する能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）中国語圏の「言語」、又は「歴史・文化」のいずれかの分野において、大学等の教育・研究機関の

研究者として十分なレベルの、自立した研究活動を行う能力、論文作成能力、及び研究成果を公表

するためのプレゼンテーション能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）一般企業、ジャーナリズム、行政機関等の業務において、中国、あるいはその他の東アジアと関わ

る高度に専門化した業務内容に対応できる、中国、東アジアの言語、社会、歴史、文化に関する高

度な専門的知識と研究能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士後期課程では、中国語圏の「言語」、「歴史・文化」の二つの系に即して、それぞれの専

門分野における研究者、あるいは専門的な知識を活用する職業人として相応の高度な専門的知識、

研究能力、中国語運用能力を養うため、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定しています。 
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１．教育課程の編成・実施 

（１）演習科目では、個別の専門領域における研究者として十分な研究能力を身につけるための指導

教授による指導が行われます。 

（２）講義科目では、専門領域について体系的に学ぶため、講義科目を選択的に履修することが求めら

れます。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（２）演習科目と講義科目を通じて身につけた専門的知識、研究能力の成果を修了年次に博士学位論

文として提出する。博士学位論文の提出に際しては、複数の教員による論文指導を受け、外部審査

員を含めた審査の下で、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけているかを判定されます。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）中国語圏の言語、歴史、文化の研究の基盤となる専門知識と高度な研究能力 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）中国語圏の言語、歴史、文化に関する研究に必要な中国語の高度な読解能力（現代語、近代語

及び古代語）を有している人 

（２）中国語圏の言語、歴史、文化のいずれかの各自が志望する専門分野における専門的知識の基礎

を有しており、本専攻博士前期課程、あるいは他大学大学院において志望する専門分野の修士学

位論文を作成しており、志望専門分野における高度な専門的知識、及び研究能力の基礎を有して

いることが認められる人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）中国語の高度な運用能力 

（２）中国語圏の言語、歴史、文化に対する高度な関心 

（３）中国語圏の言語、歴史、文化に関する課題への高度な研究意欲 

 

111



人間科学研究科 人間科学専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士前期課程は、人間科学の多様な分野における専門的かつ応用的思考や人間科学

に関する専門知識及び技術を身に付け、現実的な問題解決能力を備えた高度な専門職業人として社

会に貢献し得る、知性豊かな人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、人間科学研究科人間科学専攻博

士前期課程では、多様化する社会の多様な要請に応える能力、すなわち社会の価値創造に貢献し得

る高度な専門職業人としての能力を育てることを目標とする。 

現在、我が国は少子高齢社会を迎えて人口の減少期に入り、経済・社会も発展や成長を目指す段

階から持続可能な社会を目指す成熟期に入ろうとしている。その中で社会をイノベートするには、既存

の特定分野のスペシャリストが提供する既存の価値観や方法を超えた、学際的な視点から新しい価値

観や方法論を提供する能力が必要である。 

本課程では人間科学の分野に関する専門的な知識と能力、社会が求める研究を発見し追求できる

研究力、人と社会に対する柔軟で幅広い視野と主体的かつ総合的な判断力を持って、学際的な視点

から社会に新しい価値を提案し、それを実現できる能力を身につけさせることを教育目標として定める。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が専攻内

規に則って審査され合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判断され、修士（人

間科学）の学位が授与される。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）人と社会に対する柔軟で幅広い視野と、主体的かつ総合的な判断力を身につけている。 

（２）問題を的確に把握し解明する能力と技術力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）実践的に課題解決策を提案できる専門職業人としての能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）人間科学の分野に関する修士として必要な専門知識を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究科博士前期課程では、人間科学のそれぞれの専門分野において、自立して研究活動を行う

に足る研究能力を修得させることを目標とする。そして、その基盤となる豊かな学識を培う教育のうえに、

自ら研究課題を設定し、研究活動を実施する等、学生の創造力や自立力を磨く教育を行うとともに、研

究活動の企画や管理等の運営管理能力を高める教育を行うこととする。こうした教育目標を達成するた

めに、以下のカリキュラム・ポリシーを設定している。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）社会の変化に対応し得る統合された知の基盤を与えるため、他の研究領域、他の専門分野の開講

する講義科目を履修できるように柔軟なカリキュラムを設定している。 

（２）各専門分野における問題を的確に把握し解明する能力と技術を身につけさせるため、「人間科学

特別研究（演習）」を必修とし、指導教授による指導を密にし、自主的な学びを促す。 

（３）人間科学研究領域においては「人間科学事例研究」を必修とし、修士論文の課題を設定し修士論
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文を制作する前段階として文献研究、現場調査、学会発表等の研究指導を行う。そして、理論的知

識を基礎として、実際にそれらを応用する能力と課題に対する柔軟な思考能力や深い洞察力に基

づく主体的な行動力を身につけさせる。 

（４）臨床心理学研究領域においては修士論文の課題を設定し修士論文を制作する前段階として文献

研究を通した理論的基礎に根ざした現場調査、学会発表等の研究指導を行う。さらに臨床心理士、

公認心理師など臨床心理技術を活用する専門職を目指して臨床実習科目群と専門職の資格取得

に関わる科目を履修し、実践的教育を通して、実際にそれらを応用する能力と課題に対する柔軟な

思考能力や深い洞察力に基づく主体的な行動力を身につけさせる。 

（５）TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意する。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）研究指導は指導教授のもとでの演習を基本として行われ、専門分野の知識を深め、技能を修得す

るよう支援する。その上で、柔軟性のあるカリキュラムによって関連分野の複数の教員による多様な指

導が受けられ、自主的に学問する能力を磨くことができる。 

（２）徹底した個別指導により、独創的な発想に立った研究と、その成果に基づく論文の完成へと導く。 

（３）計画・遂行・発表を含む修士論文研究の中間審査、及び本審査を介して、研究課題解決能力とプ

レゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行う。これらの評価は、公正性と厳格性を保つため、

複数の専門教員で実施している。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

人間科学研究領域 

（１）人間を身体や心理、社会という観点から実証的に分析する能力、そうして得た知見を応用し現代

社会に還元する能力を養成する。 

臨床心理学研究領域 

（１）研究から得られた科学的知見を現代社会に還元する能力と、それに根ざした臨床心理の実務能

力を徹底したスーパービジョン・システムと少人数教育を通して養成する。 

 

２．本専攻の求める入学者 

人間科学研究領域 

（１）人間及び人間社会に関する深い関心を有する人 

（２）人間科学（心理学、健康科学、地域社会学等）に関連する基礎知識を学部卒業者程度に備えた

人 

（３）福祉や他者支援に意欲を有する人 

臨床心理学研究領域 

（１）人間及び人間社会に関する深い関心を有する人 

（２）臨床心理学及び臨床心理技術の習得を目指す学習を可能とする学部卒業同等の臨床心理学、

心理学、関連科目の基礎知識を備えた人 

（３）臨床心理士、公認心理師などの専門職として個人の福祉と社会の発展への貢献に意欲を有する

人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

人間科学研究領域博士前期課程では、入学試験を通じて、人間科学に関連した基礎知識や語学

力を備え、人間科学に関する深い関心を有する学生を受け入れる。 

臨床心理学研究領域博士前期課程では、入学試験を通じて、臨床心理学の専門・基礎知識や語

学力を備え、臨床心理士、公認心理師などの資格取得への意欲を有する学生を受け入れる。 
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人間科学研究科 人間科学専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士後期課程は、博士前期課程が目的として掲げる人間科学的思考、専門知識及び

技術をさらに向上させ、優れた創造的研究及び教育活動を行うことができ、多様な社会の要請に応え

て社会の価値創造に貢献し得る知的人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、人間科学研究科人間科学専攻博

士後期課程では、人間科学の分野に関する博士として必要な高度な専門知識と専門能力を駆使して、

多様な社会の要請に応えて社会の価値創造に貢献する能力を育てることを目指す。 

現在、我が国は世界に先駆けて超少子高齢社会を迎えている。また、世界的に経済成長が停滞し、

どのような政策や対策が適切なのか、人類史上にお手本がない困難な事態に直面していると言える。こ

うした状況においては、既存の価値観や方法では人間の幸福のあり方を提案できない事態が訪れるこ

とが予想される。 

本課程では博士号取得者に対して、既存の価値観や方法論による閉塞性を打破して、新しい人間

の幸福のあり方、すなわち新しい価値観を社会に提供できるように、人と社会に対する柔軟で幅広い視

野と、主体的かつ総合的に社会が求めることを課題として設定できる判断力、さらに研究活動を推進で

きる創造力とその成果を社会に周知し新しい世論形成の力となれる発信力を身につけさせることを教育

目標として定める。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が専攻内

規に則って審査され合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判断され、博士（人

間科学）の学位が授与される。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）人と社会に対する柔軟で幅広い視野と、主体的かつ総合的な判断力を身につけている。 

（２）自立して研究課題を設定し、研究活動を推進できる創造力及び自立力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）多様な社会の要請に応えて社会の価値創造に貢献し得る高度な専門職業人としての能力を身に

つけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）人間科学または臨床心理学の分野に関する博士として必要な高度な専門知識を身につけている。 

（２）研究活動を通じた企画・運営・管理能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究科博士後期課程では、それぞれの専門分野において、研究者として自立できる幅広い高度

な専門的知識と研究手法・研究遂行能力、創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等の育

成を目的とするため、以下のカリキュラム・ポリシーを設定している。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）「人間科学特殊研究（演習）」を必修とし、後期課程の全年次において独創的な優れた研究を自立

して遂行し、成果を公表する能力と技術を陶冶し、博士論文の完成へと導く。  

（２）「文献研究」「企画研究」「課題研究」「実践研究」を各半期の演習と定めてこれを必修とし、段階的
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に高度な専門的研究の遂行を促し、研究及び教育を指導する能力と技術を実践的に体得すること

を目標とする。 

（３）研究課題に関する文献（英語を中心とする学術論文、外国語書物等）の講読により先行研究に学

び、問題を明確化するため、「文献研究」を必修とする。 

（４）定めた研究課題に対する方法の選択、企画書作成等の実行、訓練を目的として、「企画研究」を必

修とする。 

（５）企画に沿って実験及び調査等によってデータを収集し、解析する能力を身につけさせるため、「課

題研究」を必修とする。 

（６）実践力を重視する観点から、他研究機関との研究交流及び研究課題との関連での現場視察、リサ

ーチ、調査等の研究を目的として、「実践研究」を必修とする。 

（７）TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意する。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）研究指導は指導教授のもとでの演習を基本として行われ、専門分野の知識を深め、技能を修得す

るよう支援する。その上で、柔軟性のあるカリキュラムによって関連分野の複数の教員による多様な指

導が受けられ、自主的に学問する能力を磨くことができる。 

（２）徹底した個別指導により、独創的な発想に立った研究と、その成果に基づく論文の完成へと導く。 

（３）計画・遂行・発表を含む博士論文研究の中間審査、及び本審査を介して、研究課題解決能力とプ

レゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行っている。これらの評価は、公正性と厳格性を保

つため、複数の専門教員で実施する。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

人間科学研究領域 

（１）人間を身体や心理、社会という観点から実証的に分析する能力、そうして得た知見を応用し現代

社会に還元する能力を獲得する。そして、研究機関のみならず、教育機関・企業・行政における人間

科学の専門家を育成する。 

臨床心理学研究領域 

（１）高度な研究能力と臨床実践力を培い、臨床心理学における自立した研究者、及び心理臨床家の

指導者を育成する。 

 

２．本専攻の求める入学者 

人間科学研究領域 

（１）人間及び人間社会に関する深い関心を有する人 

（２）人間科学（心理学、健康科学、地域社会学等）に関連する博士前期課程修了程度の高い学識と

技術を有する人 

（３）社会の要請に応え、新たな価値を創造することに対して意欲を有する人 

臨床心理学研究領域 

（１）人間に関する深い関心と博士前期課程修了程度の学力、援助能力を有する人 

（２）人間の福祉と臨床心理学への深い関心を有し、将来、それぞれの実践領域における指導者又は

研究者を目指す学習を可能とする研究・実践能力と意欲を有している人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

人間科学研究領域博士後期課程の各分野では、入学試験を通じて、人間科学に対する深い関心

を有し、人間科学に関する専門的思考・学識と高い技術を有する学生を受け入れる。 

臨床心理学研究領域博士後期課程では、入学試験を通じて、人間に対する深い関心を有し、臨床

心理学的思考・研究能力・援助能力を有する学生を受け入れる。 
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人間科学研究科 人間科学専攻 人間科学研究領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

人間科学（応用実験心理学、スポーツ健康科学、地域社会学）における専門的かつ応用的思考や

人間科学に関する専門知識と技術を身につけ、現実的な問題解決能力を備えた専門職業人の育成を

目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、人間科学研究科人間科学専攻博士

前期課程人間科学研究領域では、人間科学（応用実験心理学、スポーツ健康科学、地域社会学）の

専門知識と技術を身につけた専門職業人を育成することを、教育の最終の目標としている。  

現在、我が国は少子高齢社会を迎えて人口の減少期に入り、経済・社会も発展や成長を目指す段

階から持続可能な社会を目指す成熟期に入ろうとしている。その中で社会をイノベートするには、既存

の特定分野のスペシャリストが提供する既存の価値観や方法を超えた、学際的な視点から新しい価値

観や方法論を提供する能力が必要である。人間科学の専門職業人には社会の多様な要請に応えて、

新しい価値観や方法論を提案し、提供する能力が求められている。 

本課程では人間科学の分野に関する専門的な知識、社会が求める研究を発見し追求できる研究力、

学際的な視点から社会に新しい価値を提案し、それを実現できる能力を身につけさせることを教育目

標として定める。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が専攻内

規に則って審査され合格と判定された者は、人間科学専攻博士前期課程の学位授与の方針に掲げる

能力に加え、下記の能力を身につけていると判断され、修士（人間科学）の学位が授与される。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

人間科学の専門性に基づく分析力、技術力、応用力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

人間科学における研究能力又は専門的職業を担うための能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

人間科学の分野に関する修士として高度な専門知識を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究領域博士前期課程では、人間科学のそれぞれの研究分野において、自立して研究活動を

行うに足る研究能力を修得させることを目標としている。その基盤となる豊かな学識を培う教育のうえに、

自ら研究課題を設定し、研究活動を実施する等、学生の創造力や自立力を磨く教育を行うとともに、研

究活動の企画や管理等の運営管理能力を高める教育を行うこととする。こうした教育目標のため、以下

のカリキュラム・ポリシーを設定している。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）社会の変化に対応し得る統合された知の基盤を与えるため、他の研究領域、他の専門分野の開講

する講義科目を履修できるように柔軟なカリキュラムを設定する。 

（２）各専門分野における問題を的確に把握し解明する能力と技術を身につけさせるため、「人間科学

特別研究（演習）」を必修とし、指導教授による指導を密にし、自主的な学びを促す。 

（３）人間科学研究領域においては「人間科学事例研究」を必修とし、修士論文の課題を設定し修士論
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文を制作する前段階として文献研究、現場調査、学会発表等の研究指導を行う。そして、理論的知

識や能力を基礎として、実際にそれらを応用する能力と課題に対する柔軟な思考能力や深い洞察

力に基づく主体的な行動力を身につけさせる。 

（４）TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意する。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）研究指導は指導教授のもとでの演習を基本として行われ、専門分野の知識を深め、技能を修得す

るよう支援する。その上で、柔軟性のあるカリキュラムによって関連分野の複数の教員による多様な指

導が受けられ、自主的に学問する能力を磨くことができる。 

（２）徹底した個別指導により、独創的な発想に立った研究と、その成果に基づく論文の完成へと導く。 

（３）計画・遂行・発表を含む修士論文研究の中間審査、及び本審査を介して、研究課題解決能力とプ

レゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行う。これらの評価は、公正性と厳格性を保つため、

複数の専門教員で実施する。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）人間を身体や心理、社会という観点から実証的に分析する能力、そうして得た知見を応用し現代

社会に還元する能力を養成する。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）人間及び人間社会に関する幅広い関心を有する人 

（２）人間科学(心理学、健康科学、社会学等)に関連する基礎知識を学部卒業者程度に備えた人 

（３）福祉や他者支援に意欲を有する人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

人間科学研究領域博士前期課程では、入学試験を通じて、人間科学に関連した基礎知識や語学

力を備え、人間科学に関する深い関心を有する学生を受け入れる。 
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人間科学研究科 人間科学専攻 人間科学研究領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

人間科学（応用実験心理学、スポーツ健康科学、地域社会学）における高度な研究・教育を推進す

る専門的知識と技術を兼ね備えた自立した研究者、教育者または企業における企画・立案者などの高

度な専門職業人の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、人間科学研究科人間科学専攻博士

後期課程人間科学研究領域では、人間学において高度な専門的知識と技術を身につけた研究者や

高度専門職業人を育成することを、教育の最終の目標としている。 

現在、我が国は世界に先駆けて超少子高齢社会を迎えている。また、世界的に経済成長が停滞し、

どのような政策や対策が適切なのか、人類史上にお手本がない困難な事態に直面していると言える。こ

うした状況においては、既存の価値観や方法では人間の幸福のあり方を提案できない事態が訪れるこ

とが予想される。その中で、人間学の研究者や高度専門職業人には、現状の閉塞感を打破して、新し

い価値観や方法論を社会に提供できる正しい知識や専門的な能力が求められている。 

本課程では博士号取得者に対して、当該分野に関する博士として必要な高度な専門知識と専門能

力、及び主体的かつ総合的に社会が求めることを課題として設定できる判断力、さらに研究活動を推

進できる創造力とその成果を社会に周知し新しい世論形成の力となれる発信力を駆使して、多様な社

会の要請に応えて社会の価値創造に貢献する能力を育てることを教育目標として定める。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が専攻内

規に則って審査され合格と判定された者は、人間科学専攻博士後期課程の学位授与の方針に掲げる

能力に加え、以下に掲げる能力を身につけていると判断され、博士（人間科学）の学位が授与される。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

人間科学の専門性に基づく高度な分析力、技術力、応用力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

人間科学における研究能力又は専門的職業を担うための卓越した能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

人間科学の分野に関する博士として高度な専門知識を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究領域博士後期課程では、人間科学のそれぞれの専門分野において、研究者として自立でき

る幅広い高度な専門的知識と研究手法・研究遂行能力、創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ

研究者等の育成を目的とするため、以下のカリキュラム・ポリシーを設定している。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）「人間科学特殊研究（演習）」を必修とし、後期課程の全年次において独創的な優れた研究を自立

して遂行し、成果を公表する能力と技術を陶冶し、博士論文の完成へと導く。 

（２）「文献研究」「企画研究」「課題研究」「実践研究」を各半期の演習と定めてこれを必修とし、段階的

に高度な専門的研究の遂行を促し、研究及び教育を指導する能力と技術を実践的に体得すること

を目標とする。 

（３）研究課題に関する文献（英語を中心とする学術論文、外国語書物等）の講読により先行研究に学
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び、問題を明確化するため、「文献研究」を必修とする。 

（４）定めた研究課題に対する方法の選択、企画書作成等の実行、訓練を目的として、「企画研究」を必

修とする。 

（５）企画に沿って実験及び調査等によってデータを収集し、解析する能力を身につけさせるため、「課

題研究」を必修とする。 

（６）実践力を重視する観点から、他研究機関との研究交流及び研究課題との関連での現場視察、リサ

ーチ、調査等の研究を目的として、「実践研究」を必修とする。 

（７）TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意する。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）研究指導は指導教授のもとでの演習を基本として行われ、専門分野の知識を深め、技能を修得す

るよう支援する。その上で、柔軟性のあるカリキュラムによって関連分野の複数の教員による多様な指

導が受けられ、自主的に学問する能力を磨くことができる。 

（２）徹底した個別指導により、独創的な発想に立った研究と、その成果に基づく論文の完成へと導く。 

（３）計画・遂行・発表を含む博士論文研究の中間審査、及び本審査を介して、研究課題解決能力とプ

レゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行う。これらの評価は、公正性と厳格性を保つため、

複数の専門教員で実施する。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

人間を身体や心理、社会という観点から計測し、実証的に分析する能力、そうして得た知見を応用

し現代社会に還元する能力を獲得する。そして、研究機関のみならず、教育機関・企業・行政における

人間科学の専門家を育成する。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）人間及び人間社会に関する深い関心を有する人 

（２）人間科学（実験心理学、スポーツ健康科学、地域社会学）に関連する博士前期課程修了程度の

高い学識を有する人 

（３）社会の要請に応え、新たな価値を創造することに対して意欲を有する人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

人間科学研究領域博士後期課程の各分野では、入学試験を通じて、人間科学に対する深い関心

を有し、人間科学に関する専門的思考・学識と高い技術を有する学生を受け入れる。 
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人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理学研究領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

専門教育の中でも特に実習や演習を重視し、現場での実地体験を積み重ね、個人や社会の臨床心

理学的課題への対処の方略を獲得し、共感と支援資質を陶冶する。密度の濃い個人指導を通じて臨

床心理技術の実務者、特に臨床心理士、公認心理師などの専門職育成を目的とする。また、修士号

取得者として、人間の福祉に関わる諸課題への科学的考察能力、考察の基盤となる科学的資料の収

集能力、科学的知見の社会への還元能力の素養を身につける。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、人間科学研究科人間科学専攻博士

前期課程臨床心理学研究領域では臨床心理技術の実務者、特に臨床心理士、公認心理師などの専

門職育成を教育の目標としている。また、同時に修士号取得者として、人間の福祉に関わる諸課題へ

の科学的考察能力、考察の基盤となる科学的資料の収集能力、科学的知見の社会への還元能力の

素養を身につけることも目標としている。 

現在、我が国の企業はグローバルな経済競争に晒され、１９９０年代まで続いた経済の高度成長期

に形成されていた終身雇用制、年功序列の昇進及び昇給の体系が見直される時代に入り、国民は生

活者・労働者としてのあり方を見直すように求められている。この急激な変化の中で考え方の変化を求

められ、その戸惑いの中で深い困惑や心理的な問題に悩む人々が増えている。このような状況では欧

米から輸入してきた既存の臨床心理学では対応困難なことが予想され、臨床心理技術者は時代の動

きの中で心がどのように動くのか、どのような支援を行えば心と行動が安定化に向かうのか、適切に見

ぬく高度な専門性が求められている。 

本課程では、偏りのない臨床心理学及び周辺分野の体系的な学修、学内及び学外専門機関実習

経験、現代の我が国で求められている臨床心理学の基礎研究を通して、生活者・労働者としての人を

深く理解・受容し、適切な支援を提供できる高度な専門性を育てることを教育目標として定める。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が専攻内

規に則って審査され合格と判定された者は、人間科学専攻博士前期課程の学位授与の方針に掲げる

能力に加え、臨床心理学分野に求められる下記の能力を身につけていると判断され、修士（人間科

学）の学位が授与される。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）柔軟で主体的な判断力を身につけている。 

（２）臨床心理士としての可能性、自覚と見識、その職務遂行のための理論と実践力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）人を深く理解し、実践的に課題解決策を見いだすことのできる専門職業人としての能力を身につけ

ている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）臨床心理学分野に関する専門知識を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究領域博士前期課程では、臨床心理学分野に関する専門知識に基づく主体的な判断力を持

ち、人を理解し、実践的課題解決ができる専門職業人の能力を育成し、かつ臨床心理士受験資格及

び公認心理師受験資格の取得のために、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定している。 
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１．教育課程の編成・実施 

（１）「人間科学特別研究（演習）」を必修とし、指導教授による指導を密にし、修士論文の作成に向けて、

課題の設定、文献研究、現場調査、学会発表等の研究指導を行っている。 

（２）臨床心理学分野に関する基本的理解と幅広い視野を獲得できるよう、臨床基本科目群、選択科目

群に分けて、豊富な講義科目を設けている。 

（３）臨床心理学研究領域において、臨床心理士、公認心理師の受験資格を目指す者は臨床実習科

目群から定められた科目を履修し、修士論文の課題を設定し修士論文を制作する前段階として文献

研究、現場調査、学会発表等の研究指導を行うことにより理論的知識や能力を基礎として、実際に

それらを応用する能力と課題に対する柔軟な思考能力や深い洞察力に基づく主体的な行動力を身

につけさせるとともに、実践的教育に力を入れている。 

（４）TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意している。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）研究指導は指導教授のもとでの演習を基本として行われ、専門分野の知識を深め、技能を修得す

るよう支援する。その上で、柔軟性のあるカリキュラムによって関連分野の複数の教員による多様な指

導が受けられ、自主的に学問する能力を磨くことができる。 

（２）徹底した個別指導により、独創的な発想に立った研究と、その成果に基づく論文の完成へと導く。 

（３）計画・遂行・発表を含む修士論文研究の中間審査、及び本審査を介して、研究課題解決能力とプ

レゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行っている。これらの評価は、公正性と厳格性を保

つため、複数の専門教員で実施するようにしている。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

研究から得られた科学的知見を現代社会に還元する能力と、それに根ざした臨床心理の実務能力

を徹底したスーパービジョン・システムと少人数教育を通して養成する。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）人間に関する深い関心を有する人 

（２）臨床心理学及び臨床心理技術の習得を目指す学習を可能とする学部卒業同等の臨床心理学、

心理学、関連科目の基礎知識を備えた人 

（３）臨床心理士、公認心理師などの専門職として個人の福祉と社会の発展への貢献に意欲を有する

人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

臨床心理学研究領域博士前期課程では、入学試験を通じて、臨床心理学の専門・基礎知識や語

学力を備え、臨床心理士、公認心理師などの資格取得への意欲を有する学生を受け入れる。 
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人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理学研究領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

高度な研究能力と臨床力を涵養し、心理臨床分野における自立した研究者、また心理臨床家の指

導者の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、人間科学研究科人間科学専攻博士

後期課程臨床心理学研究領域では、現代社会の臨床心理学的問題に対応できる新しい心理臨床を

提案できる指導者レベルの心理臨床家の輩出を教育の最終の目標としている。 

現在、我が国の企業はグローバルな経済競争に晒され、１９９０年代まで続いた経済の高度成長期

に形成されていた終身雇用制、年功序列の昇進及び昇給の体系が見直される時代に入り、国民は生

活者・労働者としてのあり方を見直すように求められている。この急激な変化への戸惑いから心理的な

問題に悩む人々が増えている。また、急激な少子高齢社会の展開によって、高齢者、若年者及び現役

世代の社会における役割や位置づけが変わる中で、国民全体が戸惑いを禁じ得ない状況もある。この

ような状況に対応するべく、臨床心理学は常に時代の動きを読み、適切な支援を用意することが求めら

れている。 

本課程では時代のニーズに対応した臨床心理学研究を通して、現場の臨床心理士をイノベートし、

生活者・労働者としての人を深く理解・受容し、次世代の臨床心理学をリードする高度な専門性を育て

ることを教育目標として定める。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が専攻内

規に則って審査され合格と判定された者は、人間科学専攻博士後期課程の学位授与の方針に掲げる

能力に加え、臨床心理学分野に求められる下記の能力を身につけていると判断され、博士（人間科

学）の学位が授与される。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）柔軟で主体的な判断力を身につけている。 

（２）臨床心理士としての実践力、及び指導者又は自立した研究者として社会貢献できるための研究能

力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）人を深く理解し、実践的に課題解決策を見いだすことのできる高度専門職業人としての能力を身

につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）人間科学または臨床心理学分野に関する高度な専門知識を身につけている。 

（２）研究活動を通じた企画・運営・管理能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究領域博士後期課程では、臨床心理学分野に関する専門知識に基づく主体的な判断力を持

ち、人を理解し、実践的課題解決ができる高度な専門職業人の能力を育成し、それぞれの実践領域に

おける指導者又は研究者を目指すために、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定している。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）「人間科学特殊研究（演習）」を必修とし、後期課程の全年次において独創的な優れた研究を自立
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して遂行し、成果を公表する能力と技術を陶冶し、博士論文の完成へと導く。  

（２）「文献研究」「企画研究」「課題研究」「実践研究」を各半期の演習と定めてこれを必修とし、段階的

に高度な専門的研究の遂行を促し、研究及び教育を指導する能力と技術を実践的に体得すること

を目標とする。 

（３）研究課題に関する文献（英語を中心とする学術論文、外国語書物等）の講読により先行研究に学

び、問題を明確化するため、「文献研究」を必修とする。 

（４）定めた研究課題に対する方法の選択、企画書作成等の実行、訓練を目的として、「企画研究」を必

修とする。 

（５）企画に沿って実験及び調査等によってデータを収集し、解析する能力を身につけさせるため、「課

題研究」を必修とする。 

（６）実践力を重視する観点から、他研究機関との研究交流及び研究課題との関連での現場視察、リサ

ーチ、調査等の研究を目的として、「実践研究」を必修とする。 

（７）TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意する。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）研究指導は指導教授のもとでの演習を基本として行われ、専門分野の知識を深め、技能を修得す

るよう支援する。その上で、柔軟性のあるカリキュラムによって関連分野の複数の教員による多様な指

導が受けられ、自主的に学問する能力を磨くことができる。 

（２）徹底した個別指導により、独創的な発想に立った研究と、その成果に基づく論文の完成へと導く。 

（３）計画・遂行・発表を含む博士論文研究の中間審査、及び本審査を介して、研究課題解決能力とプ

レゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行っている。これらの評価は、公正性と厳格性を保

つため、複数の専門教員で実施するようにしている。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

高度な研究能力と臨床実践力を培い、臨床心理学における自立した研究者、及び心理臨床家の指

導者を育成する。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）人間に関する深い関心と博士前期課程修了程度の学力、援助能力を有する人 

（２）人間の福祉と臨床心理学への深い関心を有し、将来、それぞれの実践領域における指導者又は

研究者を目指す学習を可能とする研究・実践能力と意欲を有している人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

臨床心理学研究領域博士後期課程では、入学試験を通じて、人間に対する深い関心を有し、臨床

心理学的思考・研究能力・援助能力を有する学生を受け入れる。 
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理学研究科 理学専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士前期課程は、自然科学に関する基盤知識及びその応用能力を身に付け、グローバ

ル化社会における技術関連分野で中核となり得る人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、理学研究科博士前期課程では、

自然科学に関する基盤知識とその応用能力を身につけ、知識基盤社会における技術関連分野で中

核となり得る人の育成を、教育の最終目標としています。 

人類が持続可能な社会の実現に向けて、エネルギー、資源、環境などの困難な問題をグローバルな

規模で解決していかなければなりません。そのためには、問題の解決や技術の発展に積極的かつ粘り

強く取り組める能力や意欲を持つ人が求められています。 

本課程では、理学専攻の数学、物理学、情報科学、化学、生物科学からなる 5 領域において、本

学及び他大学の理系学部で学んだ基礎知識を基盤として、自然科学の専門基礎知識を体系的に修

得させる講義科目、またその専門基礎知識を使いこなすための演習・研究科目を通じて、科学技術の

現場での問題解決能力と、日本語のみならず英語による基礎的コミュニケーション能力を涵養すること

を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科の博士前期課程では、各領域のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士

論文が審査のうえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、修士（理

学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）論理的で正確な日本語を用いて、自らの研究・考えを発表・討論し、文章化する能力を身につけて

いる。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）英語による基礎的コミュニケーション能力を身につけている。 

（２）専門に関わるテーマについての英文を理解し、英文で表現できる能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）研究において直面する、現状の知識では解決の困難な問題について、作業仮説・方法論を立て解

決に取り組む力を身につけている。 

（２）社会の様々な技術の現場において、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り強く取り組み、中

核となる意欲を有している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究科の博士前期課程では、理学専攻と各領域の専門基礎知識を基盤とした論理的思考力と表

現力を身につけ、理学専攻関連分野において教育･研究･開発の中核として活躍できるように、教育・

研究を通じて以下の能力を備えた人を育成するため、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定してい

ます。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）専門基礎知識の修得のための授業科目を準備し、専門基礎知識を使いこなす実践を育むことに

重点を置いて「特別演習」及び「特別研究」を必修科目として設けています。また、専攻の枠にとらわ
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れずに学修、研究を進めるために、他専攻の履修科目を選択することもできます。国際化時代に欠

かせない英語教育に力を注ぎ、欧米の教科書、専門書や論文を読む力を養うとともに、会話力の向

上にも取り組んでいます。 

（２）国際化に対応するため、一部の授業を英語で開講しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育、研究を円滑に進めるため、次のような方策を採っています。各年度初めに、研究計画書を作

成し、指導教授だけでなく２から３名のアドバイザー（副指導教授）による複数指導制度を設けていま

す。 

（２）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（３）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画･遂行・発表を含む前期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行なっています。これらの評価は、公平性と厳

格性を期して、3 名以上の専門教員で実施するようにしています。 

（４）教育の質を保証し、学修成果を評価するためにルーブリックを定めています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本研究科の博士前期課程では、理学専攻と各領域の専門基礎知識を基盤とした論理的思考力と

表現力を身につけ、理学専攻関連分野において教育･研究･開発の中核として活躍できる能力を備

えた人を育成します。 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）自然科学における専門分野の基礎学力を有する人 

（２）自然の摂理を理解・解明し、基礎的あるいは応用的観点から基礎知識の深化と研究を推進する意

欲のある人 

（３）英語で書かれた専門分野の教科書が理解できる程度の英語能力のある人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）大学で培った英文の読解力と各領域の専門分野における基礎知識を評価するために、英語と専

門に関する筆記試験を行います。 

（２）研究能力を評価するために、口述試験を行います。 
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理学研究科 理学専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士後期課程は、自然科学に関する高度基盤知識及びその応用能力を身に付け、グロ

ーバル化社会において自然科学の進展に寄与し得る人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、理学研究科博士後期課程では、

自然科学に関する高度基盤知識とその応用能力を身に付け、自然科学の進展に寄与し得る人の育成

を、教育の最終目標としています。 

人類が持続可能な社会の実現に向けて、エネルギー、資源、環境などの困難な問題をグローバルな

規模で解決していかなければなりません。そのためには、社会の様々な現場において、自然科学専門

知識を基盤として現状の知識では解決が困難な問題にも積極的かつ粘り強く取り組める能力や意欲を

持つ人が求められています。 

本課程では、理学専攻の数学、物理学、情報科学、化学、生物科学からなる 5 領域において、博士

前期課程で学んだ専門知識を基盤として、論理的思考力と表現力を必要とする特別演習と特別研究

を通じて、自然科学の発展に貢献する能力、科学技術の現場で問題解決する能力、日本語・英語によ

るコミュニケーション・プレゼンテーション能力をも涵養することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科の博士後期課程では、各領域のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士

論文が審査のうえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、博士（理

学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）博士前期課程で培った研究能力をはじめとした様々な能力、特に研究課題そのものを設定する能 

力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）研究成果の意義を広い視野から捉えて公表できる能力を養い、独力で研究を進める能力を身につ

けている。 

（２）英語で論文を作成する能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）研究の背景となる周辺分野との関連を広く把握して、研究成果に含まれる潜在的意義をも勘案す

る能力を身につけている。 

（２）社会の様々な技術の現場において、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り強く取り組み、中

核となる意欲を有している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究科の博士後期課程では、理学専攻と各領域の専門基礎知識を基盤とした論理的思考力と表

現力を身につけ、理学専攻関連分野において、教育･研究･開発の中核として活躍できるように、教育・

研究を通じて以下の能力を備えた人を育成するため、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定してい

ます。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）教育・研究は各指導教員による特別研究と特別演習の指導が中心となり、研究能力の更なる展開
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を図り、独力で研究を進めることのできる研究者の育成に努めています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育・研究を円滑に進めるため、次のような方策を採っています。各年度初めに、研究計画書を作

成し、指導教授だけでなく２から３名のアドバイザー（副指導教授）による複数指導制度を設けていま

す。 

（２）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（３）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画･遂行・発表を含む後期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行なっています。これらの評価は、公平性と厳

格性を期して、3 名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（1）本研究科の博士後期課程では、理学専攻と各領域の専門基礎知識を基盤とした論理的思考力と

表現力を身につけ、理学専攻関連分野において、教育･研究･開発の中核として活躍できる能力を

備えた人を育成します。 

 

２．本専攻の求める入学者 

（１）自然科学における専門分野の確かな学力を有する人 

（２）自ら新たな問題を発掘し、それを解決する意欲を持ち、技術基盤社会において指導的役割を果た

し活躍することを目指す人 

（３）英語で書かれた専門分野の学術論文が読める程度の英語読解力を有し、論文を執筆できる程度

の英語作文力を修得する意欲のある人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）博士前期課程の研究で培った英文の読解力を評価するための筆記試験を行います。 

（２）博士論文を書くことができる潜在的能力を評価するために、修士論文の内容に関する口述試験を

行います。 
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理学研究科 理学専攻 数学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

数学領域の博士前期課程は、数学の基本的な知識の上に立って、それぞれの分野の研究の一端を

理解し、数理的な処理能力を身につけ、これらを社会における科学・技術関連分野および教育機関に

おいて活用できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

理学研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、数学領域博士前期課程では、学生が各分野の研究

の一端に触れることを通じて、数学への理解を深めるとともに数理的な処理能力を身につけ、これらを

科学・技術関連分野および教育機関において活用できるようになることを目標としています。 

近年の社会では、生産活動の基盤としての科学技術およびその土台でもある数学が、常に重要視さ

れてきました。さらにこの学問の普及と後世への伝達という意味で、数学を正しく教育できる人の育成も

大事なことであり続けています。本課程では、これらの観点から上記の教育目標を設定しています。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、修士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）専門とする分野における専門基礎知識を体系的に理解する能力を身につけている。 

（２）論理的で正確な言葉を用いて、自らの研究・考えを発表する能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）専門に関わるテーマについて、国際的にも通用する形で、情報の発信と受信をする能力を身につ

けている。 

（２）専門とする分野における専門基礎知識に基づいた研究計画をたて、それを独自に遂行できる能力

を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）専門とする分野と関連する様々な現場で中核となり、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り

強く取り組む能力を身につけている。 

（２）研究において直面する問題を、各分野の専門知識を応用し、自ら工夫して解決できる能力を身に

つけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、数学のそれぞれの分野の研究の一端を理解し、数理的な処理能力を身

につけ、これらを社会の科学・技術関連分野および教育機関において活用できる人を育成するため、

以下に示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）理学系研究科、数学領域の各分野の研究課題を見据えたカリキュラムを設置して、教育研究を遂

行しています。 

（２）数学の各分野の専門教員を配置し、さらに数学に限定することなく幅広く学修できるようにカリキュ

ラムを実施しています。 
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２．教育の方法と評価 

（１）「特別研究」においては指導教授に加えてアドバイザーによる助言を行い、論文作成過程の教育・

研究指導体制の確認を行い、また人材養成目的に適った教育内容・方法等を確認しています。 

（２）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（３）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画・遂行・発表を含む前期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミニュケーション能力の評価を行なっています。これら評価は、公平性と厳格

性を期して、３名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）理学の基本である数学の基礎を身に付け、その知識を応用して新しい問題の解決に積極的に取り

組める人を育成します。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）数学の分野における基礎的な知識を有する人 

（２）上記の基礎知識を応用して、様々な問題に直面した時に自分で解決する能力を、身につけるよう

な意欲を持っている人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）大学卒業までに身に付けた数学の基礎知識に基づいて、入学後の学修に対する目的意識や問題

解決への主体的な意欲も加味して、入学者選抜を行います。 
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理学研究科 理学専攻 数学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

理学研究科、数学領域の博士後期課程は、博士前期課程での学修を基盤としてそれぞれの分野の

研究の現況を理解し、意味のある課題を見定めた上で数学の研究を推し進めることのできる人材を育

成することを目的とする。 

教育目標 

理学研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、数学領域博士後期課程では、学生が各自の研究を

深めることを通じてその分野を中心とするできるだけ広い範囲の研究の現況を把握し、意味のある適切

な問題を自ら設定しつつ数学の発展に寄与する能力を身に付けることを目標としています。 

近年の社会では、生産活動の基盤としての科学技術およびその土台でもある数学が、常に重要視さ

れてきました。さらにこの学問の継承・発展という意味で、数学の研究を推し進めることのできる人の育

成も大切であり続けています。本課程では、この観点から上記の教育目標を設定しています。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、博士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）専門および関連する分野の現況の把握に基づいて、研究の意義を評価する能力を身につけてい

る。 

（２）自分に適切な研究課題を見定めて、大まかな研究計画を立案する能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）世界的に問題を共有し、研究を国際的に推し進めることができる能力を身につけている。 

（２）自律的に研究を推し進め、研究成果を世界に発信できる能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）専門とする分野と関連する分野で中核となり、問題解決や技術の発展の中心なれる能力を身につ

けている。 

（２）新しい発想で、既存の問題を解決し、新たな研究を開発できる能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程では、教育目標として掲げたような、数学の発展に寄与できる人を育成するた

め、以下に示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）理学系研究科、数学領域の各分野の研究課題を見据えたカリキュラムを設置して、教育研究を遂

行しています。 

（２）数学の各分野の専門教員を配置し、さらに数学に限定することなく幅広く学修できるようにカリキュ

ラムを実施しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）「特別研究」においては、必要な場合には指導教授に加えてアドバイザーを設定して助言を行い、

論文作成過程の教育・研究指導体制および人材養成目的に適った教育内容・方法等を確認してい
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ます。 

（２）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（３）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画・遂行・発表を含む後期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミニュケーション能力の評価を行なっています。これら評価は、公平性と厳格

性を期して、３名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）理学の基本である数学の基礎を身に付け、その知識を応用して新しい問題の解決に積極的に取り

組める人を育成します。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）数学の分野における基礎的および専門的な知識を有する人。 

（２）上記の知識を応用して、様々な問題に直面した時に自分で解決する能力を、身につけるような意

欲を持っている人。 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）大学院前期課程修了までに身に付けた数学の専門的知識に基づいて、入学後の学修に対する目

的意識や問題解決への主体的な意欲も加味して、入学者選抜を行います。 
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理学研究科 理学専攻 物理学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

物理学領域の博士前期課程は、物理学という理学の根本的な科学知識の基礎を身に付け、それを

応用し、社会における科学・技術関連分野の諸問題を解決する潜在的な能力を発揮できる人材の育

成を目的とする。 

教育目標 

理学研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、物理学領域博士前期課程では、科学・技術関連分

野の諸問題を解決する潜在的な能力を発揮できる人の育成を、教育の最終の目標としています。 

現代の日本社会では、技術革新を通して多種多様な産業への科学技術の普及が急務とされていま

す。育成目的としている人には、理学そのものの原点や基本に立ち返って基礎としての自然科学の重

要性を認識して再学修する能力と知力が求められています。 

本課程では、物理学という理学の根本的な科学知識の基礎の学修を通して、それを応用し、社会に

おける科学・技術関連分野の諸問題を解決する潜在的な能力を涵養することを教育目標として定めま

す。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、修士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）論理的で正確な日本語を用いて、自らの研究・考えを発表する能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）専門に関わるテーマについて、英語を理解し、文章で表現し、コミュニケーションできる能力を身に

つけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）専攻する分野における専門基礎知識を体系的に理解する能力を身につけている。 

（２）専攻する分野における専門基礎知識に基づいた研究計画をたて、それを独自に遂行できる能力を

身につけている。 

（３）研究において直面する問題を、各分野の専門知識を応用し、自ら工夫して解決できる能力を身に

つけている。 

（４）専攻する分野と関連する様々な現場で中核となり、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り強

く取り組む能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、物理学の基礎と応用に関する知識・技術を持つと同時に、問題の発見・

解析・モデル化の能力と、問題解決能力を持った人を育成するため、以下に示した方針でカリキュラム・

ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）理学系研究科、物理学領域に基盤を置き、深く連携したカリキュラムを設置して教育研究を遂行し

ます。 

（２）物理学各分野の専門教員を配置し、関連の深い数学領域のカリキュラムと連携を取りながら相互に
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有機的に、体系的に学べるようなカリキュラムを実施しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）「特別研究」においては指導教授に加えてアドバイザーによる助言を行い、論文作成過程の教育・

研究指導体制の確認を行い、また人材養成目的に適った教育内容・方法等を確認します。  

（２）年１回の特別研究中間発表会により研究の進捗状況を確認します。 

（３）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（４）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画･遂行・発表を含む前期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行なっています。これらの評価は、公平性と厳

格性を期して、3 名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）理学の根本である物理学の基礎を身に付け、その科学知識を応用して実社会における科学・技術

関連分野の諸問題を解決する、潜在的な能力を発揮できる人を育成します。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）物理学の分野における基礎的な知識を有する人 

（２）上記の基礎知識を応用して、様々な問題に直面した時に自分で解決する能力を、身につけるよう

な意欲を持っている人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）大学卒業までに身に付けた物理学の基礎知識を重視しつつ、入学後の学修に対する目的意識や

物理学を利用する問題解決への主体的な意欲も加味して、入学者選抜を行います。 
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理学研究科 理学専攻 物理学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

理学研究科物理学領域の博士後期課程は、物理学という理学の根本的な科学知識の確固とした基

礎を身に付け、その基盤の上に立って、社会における科学・技術関連分野の各種問題を解決する能力

を発揮できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、理学研究科物理学領域博士後期課程では、科学・技

術関連分野の諸問題を解決する潜在的な能力を発揮できる人の育成を、教育の最終の目標としてい

ます。 

現代の日本社会では、技術革新を通して多種多様な産業への科学技術の普及が急務とされていま

す。育成目的としている人には、理学そのものの原点や基本に立ち返って基礎としての自然科学の重

要性を認識して再学修する能力と知力が求められています。 

本課程では、物理学という理学の根本的な科学知識の基礎の学修、さらにそれを発展・深化させて

具体的な応用に結びつける潜在的な能力の十二分な涵養、社会における科学・技術関連分野の諸問

題解決につながる技量の修得、高度な専門職業人として自立できる個の確立を、教育目標として定め

ます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、博士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）博士前期課程での研究をさらに発展・展開できる能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）研究成果の意義を広い視野から捉えて公表できる能力を身につけている。 

（２）英語で論文を作成する能力を身につけている。 

（３）英語を使ったプレゼンテーション能力や情報交換する力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）研究の背景となる周辺分野との関連を広く把握して、研究成果に含まれる潜在的意義を勘案する

能力を身につけている。 

（２）独力で研究を進める能力を身につけている。 

（３）専攻する分野と関連する様々な現場で中核となり、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り強

く取り組む能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程では、物理学の基礎と応用に関する高度な知識・技術を持つと同時に、問題

の発見・解析・モデル化の高度な能力と、的確な問題解決能力を持った人を育成するため、以下に示

した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）物理学各分野の専門教員を配置し、関連の深い数学領域のカリキュラムと連携を取りながら相互に

有機的に、体系的に学べるようなカリキュラムを実施しています。 

134



 

２．教育の方法と評価 

（１）年１回の特別研究中間発表会により研究の進捗状況を確認します。 

（２）複数指導体制により、「特別研究」に対するアドバイスを行い、論文作成過程の教育・研究指導体

制の確認を行い、また本専攻の人材養成目的に適った教育内容・方法等を確認します。 

（３）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（４）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画･遂行・発表を含む後期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行なっています。これらの評価は、公平性と厳

格性を期して、3 名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）理学の根本である物理学の確固とした基礎の上に立ち、社会における科学的および技術的諸問

題を解決する能力を身に付けた人を育成します。 

  

２．本領域の求める入学者 

（１）物理学における専門分野の確かな学力を有する人 

（２）物理学に関する専門知識を教育・研究・開発に役立たせることに強い意欲を持ち、将来は専門分

野での指導的立場を志す人 

（３）新たな問題を発掘して、それを解決する意欲をもっている人 

（４）英語で書かれた論文が読め、かつ論文を執筆できる程度の英語作文力を修得する意欲のある人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）博士前期課程修了までに身に付けた物理学の専門的知識、さらにはその知識を深めて独立した

研究者として専門分野の進展に携わろうとする意欲の強さを評価して、入学者選抜を行います。 
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理学研究科 理学専攻 情報科学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

情報科学領域の博士前期課程は、情報科学の根本的な知識の基礎を身に付け、それを応用し、社

会における科学・技術関連分野の諸問題を解決する能力を発揮できる人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本専攻の教育研究上の目的等を踏まえ理学専攻情報科学領域博士前期課程では、科学・技術関

連分野の諸問題を解決する能力を発揮できる人の育成を教育の最終の目標としています。 

現代の日本社会では、情報技術を利用した全産業の効率化と付加価値の向上が急務とされていま

す。本領域では、情報技術による日本の国際競争力の向上を目指し、革新的な情報技術を絶えず考

案し、実現できる人の育成を目標としています。 

本領域では、情報科学の根本的な知識の基礎の学修を通して、それを応用し、社会における科学・

技術関連分野の諸問題を解決する能力を涵養することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、修士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）論理的で正確な日本語を用いて、自らの研究・考えを発表する能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）専門に関わるテーマについて、英語を理解し、文章で表現し、コミュニケーションできる能力を身に

つけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）専攻する分野における専門知識を体系的に理解する能力を身につけている。 

（２）専攻する分野における専門基礎知識に基づいた研究計画をたて、それを独自に遂行できる能力を

身につけている。 

（３）研究において直面する問題を、各分野の専門知識を応用し、自ら工夫して解決できる能力を身に

つけている。 

（４）専攻する分野と関連する様々な現場で中核となり、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り強

く取り組む能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、情報科学の基礎と応用に関する知識・技術を持つと同時に、問題の発

見・解析・モデル化の能力と、問題解決能力を持った人を育成するため、以下に示した方針でカリキュ

ラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）理学部情報科学科に基盤を置き、深く連携したカリキュラムを設置して教育研究を遂行します。 

（２）計算機システム科学の専門教員を配置し、有機的に関連づけられたカリキュラムを実施していま

す。 

 

２．教育の方法と評価 
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（１）「特別研究」においては指導教授に加えてアドバイザーによる助言を行い、論文作成過程の教育・

研究指導体制の確認を行い、また人材養成目的に適った教育内容・方法等を確認します。  

（２）年１回の特別研究中間発表会により研究の進捗状況を確認します。 

（３）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（４）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画・遂行・発表を含む前期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミニュケーション能力の評価を行なっています。これら評価は、公平性と厳格

性を期して、３名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

本領域博士前期課程は、情報科学の根本的な知識の基礎を授け、それを応用し社会における科

学・技術関連分野の諸問題を解決する能力を培います。 

 

２．本領域の求める入学者 

（1）情報科学における基礎的な知識を有する人 

（２）様々な問題に直面した時に、上記の基礎知識を応用して自ら解決できる能力を身につける意欲を

持っている人 

（３）英語で書かれた情報科学の教科書が理解できる程度の英語能力のある人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試、外国人留学生入試では、情報科学領域での学修に必要な基礎学力を、大学での学習

の達成度をもとに評価します。 

（２）社会人特別入試では、情報科学領域での学修に必要な基礎学力を、大学での学習の達成度と実

務者としての実績をもとに評価します。 
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理学研究科 理学専攻 情報科学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

情報科学領域の博士後期課程は、情報科学の根本的な知識の基礎を身に付け、それを応用し、社

会における科学・技術関連分野の諸問題を解決する能力を発揮できる人材の育成を目指す。さらに、

社会における技術的な諸問題を解決するための確固とした基礎的な科学知識を身に付け、その基盤

の上に立って、各種問題を解決する能力を身に付けた人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本専攻の教育研究上の目的等を踏まえ理学専攻情報科学領域博士後期課程では、科学・技術関

連分野の諸問題を解決する能力を発揮できる人の育成を、教育の最終の目標としています。 

現代の日本社会では、情報技術を利用した全産業の効率化と付加価値の向上が急務とされていま

す。本領域では、情報技術による日本の国際競争力の向上を目指し、革新的な情報技術を絶えず考

案し、実現できる人の育成を目標としています。 

本領域では、情報科学の根本的な知識の基礎の学修を踏まえ、さらにそれを発展・深化させて具体

的な応用に結びつける能力を十二分に涵養し、社会における科学・技術関連分野の諸問題を解決す

るとともに、高度な専門職業人として自立した個を確立できることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、博士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）研究成果の意義を広い視野から捉えて公表できる能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）英語で論文を作成する能力を身につけている。 

（２）英語を使ったプレゼンテーション能力や情報交換する能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）研究の背景となる周辺分野との関連を広く把握して、研究成果に含まれる潜在的意義を勘案する

能力を身につけている。 

（２）博士前期課程での研究をさらに発展・展開できる能力を身につけている。 

（３）独力で研究を進める能力を身につけている。 

（４）専攻する分野と関連する様々な現場で中核となり、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り強

く取り組む能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程では、情報科学の基礎と応用に関する高度な知識・技術を持つと同時に、問

題の発見・解析・モデル化の高度な能力と、的確な問題解決能力を持った人を育成するため、以下に

示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）計算機科学システム科学の専門教員を配置し、有機的に関連づけられたカリキュラムを実施してい

ます。 
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２．教育の方法と評価 

（１）年１回の特別研究中間発表会により研究の進捗状況を確認します。 

（２）複数指導体制により、「特別研究」に対するアドバイスを行い、論文作成過程の教育・研究指導体

制の確認を行い、また本領域の人材養成目的に適った教育内容・方法等を確認します。 

（３）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（４）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画・遂行・発表を含む後期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミニュケーション能力の評価を行なっています。これら評価は、公平性と厳格

性を期して、３名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

本領域博士後期課程は、情報科学の根本的な知識の基礎を授け、それを応用し社会における科

学・技術関連分野の諸問題を解決する能力を培います。さらに、社会における技術的な諸問題を解決

するための確固とした基礎的な科学知識を授け、その基盤の上に立って、各種問題を解決する能力を

培います。 

 

２．本領域の求める入学者 

（1）情報科学における専門分野の確かな学力を有する人 

（２）情報科学に関する専門知識を教育・研究・開発に役立たせることに強い意欲を持ち、将来は専門

分野での指導的立場を志す人 

（３）新たな問題を発掘して、それを解決する意欲をもっている人 

（４）英語で書かれた論文を読み、かつ英語論文を執筆できる程度の英語作文力を修得する意欲のあ

る人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）一般入試、外国人留学生入試では、情報科学領域での学修に必要な基礎学力を、大学院博士前

記課程での学習の達成度をもとに評価します。 

（２）社会人特別入試では、情報科学領域での学修に必要な基礎学力を、大学院博士前期課程での

学習の達成度と実務者としての実績をもとに評価します。 
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理学研究科 理学専攻 化学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

化学領域の博士前期課程は、物質探究の基礎及び関連分野において先導的役割を果たしうる有

能な人材、すなわち高度な化学の専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、化学領域博士前期課程では、高

度な化学の専門的知識を授け、専門的職業人たりうる能力を育成することを、教育の最終目標としてい

ます。 

国際化と情報化の流れにある知識基盤社会において、化学技術の現場では、化学の深い専門知識

と、広い教養と、洗練された情報処理能力及びコミュニケーション能力を身に付け、物質探求の基礎及

び応用技術分野において中核となりうる有能な人、すなわち高度な専門的職業人が求められていま

す。 

本課程では、求められる能力を涵養するため、技術の発展や問題の解決に積極的に取り組み、困難

な問題に対して仮説を立て、それを立証するための研究計画を立て、自ら遂行できる能力を育成しま

す。また正しい日本語を用いて研究の成果や考えを口頭や文書で論理的に発表できる能力、英語の

論文を理解しコミュニケーションできる能力を獲得させることも教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、修士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）化学の専門分野を体系的に理解する能力を身につけている。 

（２）化学の専門知識に基づいた研究計画をたて、それを独自に遂行できる能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）論理的で正確な日本語を用いて、自らの研究・考えを発表する能力を身につけている。 

（２）専門に関わるテーマについて、英語を理解し、文章で表現し、コミュニケーションできる能力を身に

つけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）研究において直面する問題を、化学の専門知識を応用し、自ら工夫して解決できる能力を身につ

けている。 

（２）化学に関連する様々な現場で、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り強く取り組み、中核と

なれる能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、化学の基礎知識を基盤とした論理的思考力と表現力を身につけ、化学

関連分野において、教育・研究・開発の中核として活躍することができる人を育成するため、以下に示

した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）理学部化学科に基盤を置き、深く連携したカリキュラムを設置して教育研究を遂行します。 

（２）学部教育で修得した知識を基盤として、より高度な化学の専門教育を施します。 
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（３）現代化学の基盤となる重要な研究の背景・意義・その後の展開を解説することにより、新規課題を

探求するために必要な方法を教授します。 

（４）国際化に対応するため、一部の授業を日本語と英語で隔年開講しています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）必修科目の「特別研究」ならびに「特別演習」の履修を通じて各専門分野における研究の最先端

及び課題解決能力を学修できるようにします。 

（２）「特別研究」においては指導教授に加えてアドバイザーによる助言を行い、論文作成過程の教育・

研究指導体制の確認を行い、また本専攻の人材養成目的に適った教育内容・方法等を確認しま

す。 

（３）学内外の研究者による「化学特別講義」を設け、研究活動に広く触れる機会を提供します。 

（４）理学専攻の基本・共通科目「先端科学演習」を設け、先端機器分析及び構造解析の技術力の向

上を図ります。 

（５）語学力の向上を図るために、全教員が担当する「化学論文英語」を設け、英語で書かれた論文の

理解及び作文能力を育成します。 

（６）英会話力、英作文力の向上を図るために、「科学英語」の履修を推奨し、英語によるプレゼンテー

ションや論文中の実験の部分の英作文能力の育成等を目標にしています。 

（７）英語でのプレゼンテーションや情報交換をする能力を身につけさせるため、国内外の学会での研

究発表を奨励しています。 

（８）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（９）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画･遂行・発表を含む特別研

究の中間発表会および論文審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力と

プレゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行なっています。これらの評価は、公平性と厳格

性を期して、3 名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）広い教養と化学の専門知識を駆使して諸問題の解決に積極的に取り組み、身に付けた情報処理

能力とコミュニケーション能力により、基礎及び応用技術分野において中核となり得る人を育成しま

す。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）化学における専門分野の基礎学力を有する人 

（２）理学部化学科の専門科目のうち無機・分析化学、有機化学、物理化学の３分野の基礎を修得して

いる人 

（３）化学の専門分野の原理を解明し、基礎的あるいは応用的研究を推進する意欲をもっている人 

（４）英語で書かれた化学教科書が理解できる程度の英語能力のある人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本領域では、対象者にあわせて、学力試験と口述試験の組合せによる多様な入学試験を実施する

ことにより、大学での学習を通じて大学院での教育に必要な基礎学力を身につけ、また、化学の専

門知識とコミュニケーション能力の習得とその応用による社会への貢献に強い関心を持つ学生を受

入れます。 
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理学研究科 理学専攻 化学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

化学領域の博士後期課程は、物質探究の基礎及び関連分野において先導的役割を果たしうる有

能な人材、すなわち創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者や豊かな教育能力と研究能力

を兼ね備えた大学教員の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、化学領域博士後期課程では、物

質探求の基礎及び応用技術分野を先導しうる能力、すなわち化学技術の発展に寄与し得る研究開発

能力の育成を教育の最終目標とします。 

国際化と情報化の流れにある知識基盤社会において、教育及び研究能力を兼ね備えた大学教員

が求められ、化学技術の現場では、技術の発展や問題の解決に積極的に取り組み、困難な問題の解

決能力を身につけ、研究成果の潜在的な意義をも認識できる創造的な研究者・技術者が求められてい

ます。   

本課程ではそのような研究者・技術者や大学教員を育成します。また正しい英語を用いて研究の成

果や考えを口頭や文書で論理的に発表できる能力、英語の論文を作成できる能力を獲得させることも

教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、博士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）博士前期課程での研究をさらに発展・展開できる能力を身につけている。 

（２）周辺分野との関連を広く把握して、研究成果に含まれる潜在的意義を勘案する能力を身につけて

いる。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）研究成果の意義を広い視野から捉えて公表できる能力を身につけている。 

（２）英語の論文を作成し、また英語を使ったプレゼンテーション能力や情報交換する力を身につけてい

る。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）独力で研究を進める能力を身につけている。 

（２）化学に関連する様々な現場で、問題解決や技術の発展に積極的にかつ粘り強く取り組み、中核と

なれる能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程では、化学関連分野の教育・研究・開発において中心的役割を果たすことが

できる人を育成するため、以下に示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）「特別研究」を通して、研究能力のさらなる展開を図り、独力で研究を進めることが出来る研究者を

育成します。 

（２）指導教授と３名の副指導教授（アドバイザー）による複数指導制度を採用しています。 
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（３）周辺分野との関係を把握させるため、授業科目を合成系、構造・評価系に分けています。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）英語で論文を作成する能力を身につけさせるため、論文作成指導を行います。 

（２）英語でのプレゼンテーションや情報交換をする能力を身につけさせるため、国内外の学会での研

究発表を奨励しています。 

（３）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用

意しています。 

（４）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画･遂行・発表を含む特別研

究の中間発表会および論文審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力と

プレゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行なっています。これらの評価は、公平性と厳格

性を期して、3 名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）化学の専門知識を教育・研究・開発に役立たせることに強い意欲を持ち、化学分野の諸問題を解

決し、その成果を国際的に発表することで、将来は化学分野での指導的立場を志す人を育成しま

す。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）化学における専門分野の確かな学力を有する人 

（２）新たな問題を発掘して、それを解決する意欲をもっている人 

（３）英語で書かれた専門分野の学術論文が読める程度の英語読解力を有し、論文を執筆できる程度

の英語作文力を修得する意欲のある人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）本領域では、専門分野についての口述試験を課すことにより、博士前期課程での教育を通じて博

士後期課程での研究に必要な専門知識と判断力を身につけ、また、研究を発展させるだけでなくそ

の成果を社会に発信することで、化学の教育・研究・開発において中心的役割を果たすことに強い

関心を持つ学生を受入れます。 
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理学研究科 理学専攻 生物科学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

生物科学領域の博士前期課程は、生物学の基礎的な素養に加え、生物科学の様々な局面で生ず

る諸問題に対処できる柔軟な思考力と応用力を身に付けた人材の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、理学研究科理学専攻生物科学領域

博士前期課程では 、生物学の基礎的な素養に加え、生物科学の様々な局面で生ずる諸問題に対処

できる柔軟な思考力と応用力を身に付けた人を育成することを教育の最終目標としています。 

２１世紀は生命科学の時代だといわれます。生命科学は、生命現象の普遍的原理を追求することに

より、生物を直接研究対象とした分野にとどまらず、社会学や法学など文科系の学問分野までにも影響

を及ぼします。一方、地球上には数百万ともいわれる生物種が存在しています。生物多様性の成立過

程と実態、更に人とのかかわり合いを解明することも生物科学において大変重要な意味を持ちます。 

本領域博士前期課程では、生物科学の基盤となる生物の普遍性 Unityと多様性 Diversityに関わ

る専門知識と研究方法を分子、細胞・個体、集団レベルの高度な専門教育により体系的に修得し、自

ら工夫して生物科学の専門知識を応用することにより研究を遂行できる能力、及び生物科学に関連す

る様々な現場での問題解決や技術の発展に取り組む能力を涵養することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文審査のう

え合格と判定された者は、以下に掲げる能力を修得しているとし、修士（理学）の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）生物にかかわる一般社会の問題を、生物科学の専門知識を応用し、自ら工夫して解決し助言でき

る能力を身につけている。 

（２）生物科学に関連するあらゆる現場で、技術の発展などに積極的にかつ粘り強く取り組み、その中核

となる能力を身につけている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）英語で書かれた原著論文、文献、およびテキストを読み誤解なく理解する能力を身につけている。 

（２）論文を英文で作成し、研究の位置づけを国際的な視点から把握する能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）生物科学分野の基盤となる専門知識を、人間の社会生活をも視点において体系的に理解する能

力を身につけている。 

（２）生物科学の習得に際して培ったノウハウを活かし、 それに基づいた研究計画を立て、遂行できる

能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、生物科学の様々な局面で生ずる諸問題に対処できる柔軟な思考力と応

用力を身につけた人を育成するため、以下に示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）学部教育ですでに修得した知識を基盤として、分子、細胞・個体、および集団レベルのより高度な

専門教育を施します。 

（２）現代生物学分野の基盤となる重要な研究について原著論文を読み、その研究の背景、意義、その
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後の展開を解説することにより、新規課題を探究するために必要な基礎知識とモチベーションを教授

します。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）指導教授に加えて、２名のアドバイザーによる複数指導体制を採用しています。学生は指導教授の

研究室に在籍し、指導教授のおこなう必修科目である「特別演習」ならびに「特別研究」の履修を通

じ、専門分野における研究の最先端及び課題解決能力を学修できるようにします。多様な学生の

個々能力を見出し、これを成績の評価基準に組み入れるよう考慮しています。 

（２）TA(ティーチング･アシスタント)に就いて学部学生を補助指導することで、教育者として能力を高め

る経験を積む機会も用意しています。 

（３）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画・遂行・発表を含む前期課

程内研究の中間審査および本審査を介し、さらには学会発表実績を通して、研究課題解決能力と

プレゼンテーション・コミニュケーション能力の評価を行なっています。これらの評価は、公平性と厳格

性を期して、３名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（１）本領域博士前期課程では、生物学の基礎専門知識を基盤とした論理的思考能力と表現力を身に

つけ、生物科学分野における教育・研究・開発の中核として活躍できるような能力を育成します。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）生物科学専門分野の基礎学力を有する者 

（２）生物の「共通性」と「多様性」を分子・細胞から個体・集団に至る様々なレベルの観点から解明する

ことに強い熱意と意欲を持っている者 

（３）英語で書かれた生物学の教科書を理解できる程度の語学力のある者 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）これまでに培った英文の読解力と生物科学分野における基礎知識を評価するために、英語及び専

門分野に関する筆記試験を行います。学部の成績を参照して規定の基準を満たす場合には、筆記

試験を免除する場合があります。 

（２）生物科学分野での常識や研究能力について評価するため、口述試験を行います。 
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理学研究科 理学専攻 生物科学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

生物科学領域の博士後期課程は、生物学の基礎的な素養に加え、生物科学における最先端の研

究課題を先導的に推進し、様々な局面で生ずる生物科学の諸問題に対処できる柔軟な思考力と応用

力を身に付け、大学や研究機関等において基礎ならびに応用研究をリードして世界で活躍できる研究

者または高度専門職業人の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、理学研究科理学専攻生物科学領域

博士前期課程では、生物学の基礎的な素養に加え、生物科学における最先端の研究課題を先導的

に推進し、様々な局面で生ずる生物科学の諸問題に対処できる柔軟な思考力と応用力を身に付け、

大学や研究機関等において基礎ならびに応用研究をリードして世界で活躍できる研究者または高度

専門職業人を育成することを教育の最終目標としています。 

２１世紀は生命科学の時代だといわれます。生命科学は、生命現象の普遍的原理を追求することに

より、生物を直接研究対象とした分野にとどまらず、社会学や法学など文科系の学問分野までにも影響

を及ぼしています。一方、地球上には数百万ともいわれる生物種が存在しています。生物多様性の成

立過程と実態、更に人とのかかわり合いを解明することも生物科学において大変重要な意味を持って

います。 

本課程では、生物科学関連の分野において、教育・研究・開発の中核として世界で活躍することが

できる人を育成するため、講義ならびに演習・研究科目の学修を通じて生物の普遍性と多様性に関わ

る基礎知識を基盤とした論理的思考力と表現力を涵養することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程では、カリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が審査の

うえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判定され、博士（理学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）生物科学のあらゆる分野において中心となり、問題解決や技術の発展に粘り強く積極的に取り組

み指導を試みる能力を身につけている。 

（２）生物科学の専門知識に基づいた研究計画を立て、それを独自に実践できる能力を身につけてい

る。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）国際会議等において英語での発表、ならびに質疑応答する能力を身につけている。 

（２）英語原著論文を執筆し、専門学術雑誌へ投稿して掲載される能力を身につけている。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）博士前期課程で培った研究能力を基盤として、生命現象についての専門知識を体系的に理解し、

社会的な問題にも積極的に参画する能力を身につけている。 

（２）時代の直面する生物学的課題をいち早く察知し、専門知識と技能とを役立てる能力を身につけて

いる。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程では生物科学における最先端の研究課題を先導的に推進し、様々な局面で

生ずる生物科学の諸問題に対処できる柔軟な思考力と応用力を身につけ、大学や研究機関等におい
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て基礎ならびに応用研究をリードして世界で活躍できる研究者または高度専門的職業人を育成するた

め、以下に示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 

（１）英語で書かれた専門分野の先進的原著論文を査読検討し、その研究の背景、意義、その後の展

開を理解することにより、独創的な課題を探究するために必要な知識を修得するために自主的に取

り組む力を養います。 

（２）現代生物学分野の基盤となる重要な研究分野に関連する複数の原著論文を比較し、その分野の

研究の背景、意義、その後の展開について論議することにより、新規課題を探究するために必要な

基礎知識と研究力を教授します。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）指導教授に加えて、２名のアドバイザーによる複数指導体制を採用しています。後期課程の学生は、

指導教授の研究室に在籍して、必修科目である「特別研究」の履修を通じ、それぞれの専門分野に

おける研究の最先端領域について学修するとともに問題解決能力を三年間のうちに修得します。 

（２）TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、研究者であると同時に教育者としての高度な教育能力

を高める経験を積む機会を用意しています。 

（３）成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画・遂行・発表を含む後期課

程内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力

とプレゼンテーション・コミニュケーション能力の評価を行なっています。これらの評価は、公平性と厳

格性を期して、３名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって培う能力 

（1）本領域博士後期課程では、生物学の先端専門知識を基盤とした独創的な発想と表現力を身につ

け、生物科学分野における教育・研究・開発の中心的存在としてあらゆる分野で活躍できるような能

力を育成します。 

 

２．本領域の求める入学者 

（１）生物科学専門分野についての確実な学力を有する者 

（２）生命現象についての問題を見出して解決することに熱意を持ち、将来は指導的役割を果たして活

躍しようとする者 

（３）英語で書かれた生物学の論文を理解し、論文を英語で作成する程度の語学力の修得に意欲のあ

る者 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）博士前期課程での研究で培った英文の読解力を評価するための筆記試験を実施します。 

（２）修士論文の内容に関する口述試験を行い、後期課程での論文執筆の潜在能力を評価します。 
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工学研究科  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士前期課程は、科学技術の未来を支えるに足る工学の基礎と実践的な教育のもとに、

優れた研究・開発能力を持つ研究者又は高度な専門的知識・能力・技術を持つ高度専門職業人の育

成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科博士前期課程では、

科学技術の未来を支える優れた能力を持つ技術者・研究者の育成を、教育の最終目標としています。 

わが国は現在、産業構造の変革、エネルギー・環境問題への対応等、従来の教育・研究だけでは解

決できない諸問題に直面しています。このような問題の解決には、自立性と創造性をもち、かつ基礎理

論と基礎専門技術を修得した技術者・基礎的高度研究者が必要とされます。 

本課程では、安心・安全で持続可能な社会と科学技術創造立国の基盤を支える人材を育てることを

目指して、学部教育の基礎の元に専門基礎知識の修得を通して、自分の考えを表現するためのプレゼ

ンテーション能力の涵養をも含め、知識基盤社会で活躍できる基礎専門能力を身につけさせることを教

育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科博士前期課程では、各専攻におけるカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した

修士論文が審査のうえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判断され、修士

（工学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)安心・安全で持続可能な社会を支える技術の創造力を身につけている。 

(2)協調性と高い倫理性をもって、他者と協力して研究開発を遂行する能力を身につけている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)外国語で討論できる外国語コミュニケーション能力を身につけている。 

(2)研究成果を発表し、論文としてまとめる記述力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)専門分野における知識を体系的に身につけ、それを実践的に応用する能力を身につけている。 

(2)専門分野における諸課題を見つけ出し、解決策を自ら見出す能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究科博士前期課程では、十分な専門基礎知識と高度な専門知識を兼ね備え、急速に技術革

新が進行している状況に柔軟に適応しうる実践的な技術者を育成するために、以下に示した方針でカ

リキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)専門に関する高度な知識、及び専門以外の関連分野に関する幅広い知識を身につけることができ

るように講義科目を編成しています。 

(2)社会的学術的観点から重要な研究課題に取り組み、修士論文を作成します。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)教員の指導の下に、研究課題に取り組むことで課題解決能力を涵養し、技術開発能力を育成しま
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す。 

(2)国内外の学会発表や中間審査を通し、論文記述能力ならびにプレゼンテーション能力育成のため

の指導を行います。 

(3)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(4)成績評価および修士論文基準を明確化し、公表しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力  

(1)専門に関する高度な知識、及び専門以外の関連分野に関する幅広い知識 

(2)社会的学術的観点から重要な研究課題を解決する能力 

 

2.本研究科の求める入学者  

(1)各専攻分野における基礎学力を有する人 

(2)専門分野をより深く修得し、人類社会にとって有用な技術開発を行うことに熱意と意欲を有する人 

 

3.大学までの能力に対する評価(選抜方法) 

本研究科では、以下の 4 種類の入学試験を実施しています。  

(1)一般入試は年 2回実施され、大学卒業程度の学力を基礎および専門科目、語学（英語）、専修志望

科目に関する口頭試問により評価します。 

(2)外国人留学生入試は年 2 回実施され、外国人であって修士の学位取得を目的として入学を希望す

る者を対象とし、大学卒業程度の学力を基礎および専門科目、語学（日本語）、本研究科が行う講

義・演習科目を理解する能力について口頭試問により評価します。 

(3)特別選考入試は年 2 回実施され、大学卒業見込みの者および出願時に卒業後 3 年以内の者に対

して大学での学業成績と口頭試問により評価します。 

(4)社会人特別入試は年 2 回実施され、経歴に関連した専門科目および語学（英語）、口頭試問により

評価します。 
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工学研究科  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士後期課程は、現代社会の新たな要請に応えることを目指した基礎的かつ創造的な

研究指導のもとに、科学技術について、創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者・技術者の

育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科博士後期課程では、

科学技術の未来を支える優れた能力を持つ高度専門技術者・高度専門研究者の育成を、教育の目標

としています。 

現在わが国の直面しているエネルギー・環境等の高度に専門的な問題の解決においては、従来の

大学院教育・研究だけでは解決できません。そこで、博士前期課程で習得した基礎専門理論と基礎専

門技術をさらに発展させた高度専門知識及び実践的な高度専門理論を修得させることが必要とされて

います。特に、実践力の向上については、国内だけでなく国際的な学会・研究会、あるいはコンペティ

ションにおいて、先端的研究発表会を行う能力が必要とされます。 

本課程では、安心・安全で持続可能な社会と科学技術創造立国の基盤を支える人材を育てることを

目指して、人間社会と地球環境をとりまく複雑な諸問題を総合的に見通す広い視野と、深い洞察力を

もって、自らの知的資産を最大限に活用しうる能力の涵養を通して、知識社会で活躍できる高度専門

能力を身につけさせることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本研究科博士後期課程では、各専攻におけるカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した

博士論文が審査のうえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判断され、博士

（工学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)専門分野における学術的知識を体系的に深く理解し、それを教授する能力を身につけている。 

(2)協調性と高い倫理性をもって研究開発のリーダーとして、研究開発を主導する能力を身につけてい

る。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)研究開発の成果を国際会議等で発表し、他の研究者との討議する能力を身につけている。 

(2)研究成果を学術論文にまとめる能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)専門分野における社会的学術的視点から重要とされる課題を見出し、解決策を考え、さらに展開さ

せる能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本研究科博士後期課程では、高度な学術的知識を体系的に深く理解し、人類社会の諸問題の解

決に向け、未来を開拓する先端的研究開発に従事する技術者ならびに研究者を育成するために、以

下に示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)専門に関する最先端の高度な知識を身につけることができるように講義科目を編成しています。 

(2)社会的学術的観点から高度な研究課題に取り組み、博士論文を作成します。 
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2.教育の方法と評価  

(1)教員の指導の下に、学部学生や博士前期課程学生を率いて高度な研究課題を解決する能力やグ

ループを統率する能力を涵養し、専門的な研究開発能力を育成します。 

(2)国際学会における研究発表を通し、国際的コミュニケーション能力を育成します。 

(3)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用意

しています。 

(4)成績評価および博士論文基準を明確化し、公表しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力 

(1)専門に関する最先端の高度な知識 

(2)研究グループを統率し、専門的な研究開発を遂行する能力 

(3)国際的コミュニケーション能力 

 

2.本研究科の求める入学者  

(1)各専攻分野における高度な学力を有する人 

(2)国際的に活躍する意欲を有する人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価(選抜方法) 

本研究科では、以下の 3 種類の入学試験を実施しています。  

(1)一般入試：語学（英語）ならびに、修士論文、専修科目についての口頭試問により評価します。 

(2)社会人特別入試：提出書類を中心に関連した専門科目および語学（英語）について口頭試問により

評価します。 

(3)外国人留学生入試：外国人であって博士の学位取得を目的として入学を希望する者を対象とし、語

学（日本語または英語）ならびに、修士論文、専修科目についての口頭試問により評価します。 

 

 

151



工学研究科 工学専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 
工学専攻の博士前期課程は、多様性が求められる科学技術を支えるに足る幅広い工学の基礎と実

践的な教育のもとに、境界領域においても優れた研究・開発能力を持つ研究者又は高度な専門的知

識・能力・技術を持つ高度専門職業人の育成を目的とする。 

教育目標 
本学の教育目標及び本専攻の教育研究上の目的等を踏まえ、工学専攻博士前期課程では、多様

性が求められる科学技術を支える優れた技術者・研究者の育成を、教育の最終目標としています。 

 わが国は現在、産業構造の変革、エネルギー・環境問題への対応等、従来の教育・研究だけでは解

決できない諸問題に直面しています。このような問題の解決には、自立性と創造性をもち、かつ多角的

な基礎理論と基礎専門技術を修得した技術者・基礎的高度研究者が必要とされます。 

 本課程では、安心・安全で持続可能な社会と科学技術創造立国の基盤を支える人材を育てることを

目指して、学部教育の基礎の元に多彩な専門基礎知識の修得を通して、自分の考えを表現するため

のプレゼンテーション能力の涵養をも含め、境界領域においても知識基盤社会で活躍できる多角的基

礎専門能力を身につけさせることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 
本専攻博士前期課程では、各領域におけるカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修

士論文が審査のうえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判断され、修士（工

学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)安心・安全で持続可能な社会を支える技術の創造力を身につけている。 

(2)協調性と高い倫理性をもって、他者と協力して研究開発を遂行する能力を身につけている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)外国語で討論できる外国語コミュニケーション能力を身につけている。 

(2)研究成果を発表し、論文としてまとめる記述力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)境界領域も含める専門分野における知識を体系的に身につけ、それを実践的に応用する能力を身

につけている。 

(2)境界領域も含める専門分野における諸課題を見つけ出し、解決策を自ら見出す能力を身につけて

いる。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 
本専攻博士前期課程では、境界領域も含めて十分な専門基礎知識と高度な専門知識を兼ね備え、

急速に技術革新が進行している状況に柔軟に適応しうる実践的な技術者を育成するために、以下に

示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)境界領域も含めた専門に関する高度な知識、及び専門以外の関連分野に関する幅広い知識を身

につけることができるように講義科目を編成しています。 

(2)社会的学術的観点から重要な研究課題に取り組み、修士論文を作成します。 
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2.教育の方法と評価  

(1)教員の指導の下に、研究課題に取り組むことで課題解決能力を涵養し、技術開発能力を育成しま

す。 

(2)国内外の学会発表や中間審査を通し、論文記述能力ならびにプレゼンテーション能力育成のため

の指導を行います。 

(3)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(4)成績評価および修士論文基準を明確化し、公表しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 
1.大学院教育によって培う能力  

本専攻博士前期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。 

(1)境界領域も含めた専門に関する高度な知識、及び専門以外の関連分野に関する幅広い知識 

(2)社会的学術的観点から重要な研究課題を解決する能力 

 

2.本専攻の求める入学者  

(1)各領域分野における基礎学力を有する人 

(2)境界領域も含めた専門分野をより深く修得し、人類社会にとって有用な技術開発を行うことに熱意と

意欲を有する人 

 

3.大学までの能力に対する評価(選抜方法) 

本専攻では、以下の 4 種類の入学試験を実施しています。  

(1)一般入試は年 2回実施され、大学卒業程度の学力を基礎および専門科目、語学（英語）、専修志望

科目に関する口頭試問により評価します。 

(2)外国人留学生入試は年 2 回実施され、外国人であって修士の学位取得を目的として入学を希望す

る者を対象とし、大学卒業程度の学力を基礎および専門科目、語学（日本語）、本専攻が行う講義・

演習科目を理解する能力について口頭試問により評価します。 

(3)特別選考入試は年 2 回実施され、大学卒業見込みの者および出願時に卒業後 3 年以内の者に対

して大学での学業成績と口頭試問により評価します。 

(4)社会人特別入試は年 2 回実施され、経歴に関連した専門科目および語学（英語）、口頭試問により

評価します。
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工学研究科 工学専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 
工学専攻の博士後期課程は、グローバル化社会の新たな要請に応えることを目指した基礎的かつ

創造的な研究指導のもとに、科学技術について、創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者・

技術者の育成を目的とする。 

教育目標 
本学の教育目標及び本専攻の教育研究上の目的等を踏まえ、工学専攻博士後期課程では、グロ

ーバル化社会の新たな要請に応える科学技術を支える優れた高度専門技術者・高度専門研究者の育

成を、教育の最終目標としています。 

 現在わが国の直面しているエネルギー・環境等の高度に専門的な問題の解決においては、従来の専

門に基づいた大学院教育・研究だけでは解決できません。そこで、博士前期課程で習得した多彩な基

礎専門理論と基礎専門技術をさらに発展させた高度専門知識及び実践的な高度専門理論を修得させ

ることが必要とされています。特に、実践力の向上については、国内だけでなく国際的な学会・研究会

において、先端的研究発表会を行う能力が必要とされます。 

 本課程では、安心・安全で持続可能な社会と科学技術創造立国の基盤を支える人材を育てることを

目指して、人間社会と地球環境をとりまく複雑な諸問題を総合的に見通す広い視野と、深い洞察力を

もって、自らの知的資産を最大限に活用しうる能力の涵養を通して、知識社会で活躍できる多角的高

度専門能力を身につけさせることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 
本専攻博士後期課程では、各領域におけるカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博

士論文が審査のうえ合格と判定された者は、以下に掲げる能力を身につけていると判断され、博士（工

学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)境界領域も含める専門分野における学術的知識を体系的に深く理解し、それを教授する能力を身

につけている。 

(2)協調性と高い倫理性をもって研究開発のリーダーとして、研究開発を主導する能力を身につけてい

る。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)研究開発の成果を国際会議等で発表し、他の研究者との討議する能力を身につけている。 

(2)研究成果を学術論文にまとめる能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)境界領域も含める専門分野における社会的学術的視点から重要とされる課題を見出し、解決策を

考え、さらに展開させる能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 
本専攻博士後期課程では、高度な学術的知識を体系的に深く理解し、人類社会の諸問題の解決

に向け、未来を開拓する先端的研究開発に従事する技術者ならびに研究者を育成するために、以下

に示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)境界領域も含める専門に関する最先端の高度な知識を身につけることができるように講義科目を編
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成しています。 

(2)社会的学術的観点から高度な研究課題に取り組み、博士論文を作成します。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)教員の指導の下に、学部学生や博士前期課程学生を率いて高度な研究課題を解決する能力やグ

ループを統率する能力を涵養し、専門的な研究開発能力を育成します。 

(2)国際学会における研究発表を通し、国際的コミュニケーション能力を育成します。 

(3)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用意

しています。 

(4)成績評価および博士論文基準を明確化し、公表しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 
1.大学院教育によって培う能力  

(1)境界領域を含める専門に関する最先端の高度な知識 

(2)研究グループを統率し、専門的な研究開発を遂行する能力 

(3)国際的コミュニケーション能力 

 

2.本専攻の求める入学者 

(1)各領域分野における高度な学力を有する人 

(2)国際的に活躍する意欲を有する人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価(選抜方法) 

本研究科では、以下の 3 種類の入学試験を実施しています。  

(1)一般入試：語学（英語）ならびに、修士論文、専修科目についての口頭試問により評価します。 

(2)社会人特別入試：提出書類を中心に関連した専門科目および語学（英語）について口頭試問により

評価します。 

(3)外国人留学生入試：外国人であって博士の学位取得を目的として入学を希望する者を対象とし、語

学（日本語または英語）ならびに、修士論文、専修科目についての口頭試問により評価します。
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工学研究科 工学専攻 機械工学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

機械工学領域の博士前期課程は、機械工学の未来を支えるのに十分な工学の基礎的かつ実践的

な教育や研究活動のもとに、優れた研究・開発能力を持つ研究者または高度な専門的知識・能力・技

術を持つ高度専門職業人の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻機械工学領域

博士前期課程では、機械工学の未来を支える研究者や高度専門職業人を育成することを、教育の最

終目標としています。 

人工物創成に関わる基盤学問である機械工学の専門分野においては、ものづくり技術は高度化し、

しかも生産活動のグローバル化は益々進展する状況にあります。また、最近では、各分野において持

続可能な社会実現に向けた諸活動が強く求められています。機械工学分野の研究者や技術者には、

当然のことながら、従来からの機械工学に関する基礎的知識や設計・解析能力、ならびに広い視野か

ら状況を分析判断し最適解を導出する広い教養と判断力も要求されます。また、将来直面する諸問題

に対応できる応用力も必要になります。 

本課程では、(１)講義による学修を通した基礎学力の涵養、(２)演習科目による実践的研究課題へ

の取り組みから、設計・解析に係る応用力の涵養、(３)研究成果を国内外の学会で発表し討論が行え

るコミュニケーション能力の涵養、さらに(４)グローバル社会において、各国各人の立場を尊重理解した

うえ、協調性と高い倫理観を備え、他者と協力しながら活動できる能力を涵養することを教育目標として

定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が合格と判定

された者は、さらに以下のような能力を備えていると判断され、修士（工学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)専門分野における諸課題を自ら見つけ出し、良識に基づいた判断力を有している。 

(2)課題に対して、良識ある市民として高い倫理性をもって実践する力を有している。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)機械工学に関する英文読解または英語による発表を通した、国際的感性を備えている。 

(2)研究成果を発表し、他者と議論し、論文としてまとめる記述力、表現力、コミュニケーション能力を有

している。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)機械工学に関する，最先端の課題に合致した専門的知識を有している。 

(2)最先端の知識を運用することが可能な技能を有している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、優れた研究・開発能力を持つ研究者又は高度な専門的知識・能力・技

術を持つ高度専門職業人を育成するため、以下に示す方針でカリキュラム・ポリシーを設定していま

す。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)機械工学の専門分野において、身につけておくべき内容を厳選した上で選択必修科目として、これ
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らすべてを１年前期に履修するようにしています。 

(2)修士論文における中間審査や最終審査を通した集団指導を行います。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)選択必修科目は、主に講義形式で行い、標準的な問題による試験により成績評価を行います。 

(2)修士論文は、通常は１名の指導教員により指導を行いますが、中間審査及び最終審査では３名以

上の教員により指導を行い、その評価を３名の審査員が行います。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力  

本領域博士前期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。 

(1)機械工学に関する高い基礎的能力を備えた人 

(2)高い協調性と倫理性を有し、優れた研究・開発能力を備えた人 

(3)研究開発成果を論文等としてまとめ，発表する能力を備えた人 

 

2.本領域の求める入学者 本領域博士前期課程では、以下のような学力や意欲を有する人を受け入れ

ます。  

(1)「モノを作ってそれを動かす」という機械工学における専門分野及びその周辺領域の基礎学力や能

力を備えた人 

(2)協調性と高い倫理性をもって、広く社会に貢献しようとする強い意欲と可能性を有する人 

(3)豊かな発想力を持つとともに、学習・研究活動に対して、強い意欲を持つ人 

 

3.大学までの能力に対する評価（選抜方法）  

(1)基礎学力及び専門学力修得度は、筆記試験と口述試験を通じて判断します。 

(2)基礎及び専門学力の筆記試験は、数学、工業力学、材料力学、熱力学、流体力学、機械力学、機

械材料学、制御工学の中から３科目を選択し評価します。 

(3)語学力は、筆記試験を通じて判断します。 

(4)口述試験は、本人の専修しようとする科目を中心に行います。 

(5)一定の条件を満たした場合は、筆記試験を免除します。 
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工学研究科 工学専攻 機械工学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

機械工学領域の博士後期課程は、現代社会の新たな要請に応えることを目指した基礎的かつ創造

的な研究活動のもとに、機械工学について、創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者・技術

者の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻機械工学領域

博士後期課程では、機械工学について創造性豊かで優れた研究・開発能力を持つ研究者・技術者を

育成することを、教育の最終目標としています。 

人工物創成に関わる基盤学問である機械工学の専門分野においては、ものづくり技術は高度化し、

しかも生産活動のグローバル化は益々進展する状況にあります。また、最近では、各分野において持

続可能な社会実現に向けた諸活動が強く求められています。機械工学分野の研究者や技術者には、

当然のことながら、従来からの機械工学を基礎にした、総合的な設計・解析能力、ならびに広い視野か

ら状況を分析判断し最適解を導出する広い教養と判断力が要求されます。 

本課程では、最先端の研究課題へのアプローチを通して、総合的な問題解決ならびに問題発見能

力の涵養、さらには、研究チームを主導しグループリーダーとしての研究遂行を通して、リーダーに求め

られる統率力を涵養することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が合格と判定

された者は、機械工学の発展的知識や技術者としての高い倫理観、英語を含めたコミュニケーション能

力に加え、さらに以下のような能力を備えていると判断され、博士（工学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)専門分野における諸課題を自ら見つけ出し、研究グループを主導しそのリーダーとしての研究遂行

を通して良識に基づいた判断力を有している。 

(2)課題に対して、良識ある市民として高い倫理性をもってリーダーシップを発揮し実践する力を有して

いる。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)論文作成における英文文献の引用、及び研究成果の国際会議での発表を通じた国際的感性を備

えている。 

(2)研究を通じて他者と議論し、学術論文としてまとめる記述力、表現力、及びコミュニケーション能力を

有している。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)機械工学に関する、現代の最先端の課題に合致した優れた専門的知識を有している。 

(2)最先端の知識を応用・運用することの可能な技能を有している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程では、機械工学について、創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究

者・技術者を育成するため、以下に示す方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)教育課程は、講義科目・演習科目で編成され、演習を担当する教授が研究全般の指導をします。 
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(2)所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けかつ外国語の学力に関する認定に合格した場合、博

士論文の審査をします。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)機械工学の高度な講義科目を用意し、最先端の学術的知識を教授します。 

(2)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用意

しています。 

(3)教員の指導の下に、専門分野における諸課題を見つけ出し、それを解決する方法を発見し、他者と

協力して、協調性と高い倫理性をもって研究開発を遂行する能力を育成し、評価します。 

(4)研究成果を国際会議等で発表し、他者と議論し、論文としてまとめる記述力、表現力、コミュニケー

ション能力を育成し、評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力 

本領域博士後期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。  

(1)機械工学に関する卓越した基礎能力を備えた人 

(2)高い協調性と倫理性を有し、卓越した研究・開発能力を有する人 

(3)研究開発成果を英文論文等としてまとめ、発表する能力を備えた人 

 

2.本領域の求める入学者 

本領域博士後期課程では、以下のような学力や意欲を有する人を受け入れます。  

(1)「モノを作ってそれを動かす」という機械工学における専門分野及びその周辺領域の高い基礎学力

や専門能力を備えた人 

(2)協調性と高い倫理性をもって、広く社会に貢献しようとする強い意欲と可能性を有する人 

(3)豊かな発想力を持つとともに、学習・研究活動に対して、強い意欲を持つ人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法）  

(1)修士論文及び専門科目について、口述試験で評価します。 

(2)語学力は、筆記試験または口述試験を通じて評価します。 
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工学研究科 工学専攻 電気電子情報工学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

電気電子情報工学領域の博士前期課程は、本学及び本学工学研究科の教育研究上の目的の下

に、現代社会の持続的発展を支える電気工学、電子工学、通信工学、情報工学及びこれらの融合領

域について、専門的知識を体系的に身に付け、人類社会の要請に主体的、実践的に対応できる技術

開発の担い手の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻電気電子情報

工学領域博士前期課程では、電気・電子・通信・情報工学分野の技術開発の担い手を育成することを

教育の最終の目標としています。 

２１世紀の高度情報社会では、従来の専門分野にとらわれず、文理工が融合しているため、その関

連分野の幅広い知識を体系的に身につけ、それを実際に応用する能力、各自が専門とする分野にお

いて社会的観点及び学術的観点から重要とされる課題を解決するための方法の開発に、自発的に取

り組む能力、技術開発グループの構成員として主体的かつ協調的に行動し、技術開発の推進に貢献

する能力を養成します。また院生自身が自らの研究開発の成果を国内外で発表し、報告や論文として

まとめる能力を涵養します。これからの絶え間なく進展する社会の複雑化、情報化、グローバル化に対

応するために、学生が幅広い基礎的能力や俯瞰的なものの見方を修得した上で専門分野を選択し、

それぞれの研究指導へと有機的につながるよう、専門分野に共通するコア科目をコースワークとして配

置することにより、幅広い教育と積極的な異分野融合による技術開発の担い手を育成することを教育目

標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文が領域内規

に則って審査され合格と判定された者は、本領域下位学科のディプロマ・ポリシーに掲げた能力、すな

わちその対象とする専門分野についての幅広い基礎知識と専門知識を活かして人類社会の要請に主

体的かつ実践的に対応できる能力に加え、さらに以下に列挙した能力を身につけていると判断され、

修士（工学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)社会の動きに絶えず関心をもち、専門分野において社会的観点あるいは学術的観点から重要とさ

れる課題を自発的に発見あるいは判断し、この解決に自発的に取り組む実践的能力を身につけて

いる。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)技術開発成果を日本語または英語で発表・討論し、かつ報告書、学術論文等としてまとめるプレゼ

ンテーション・コミュニケーション能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)電気工学、電子工学、通信工学または情報工学の分野の専門的な知識を体系的に身につけ、当

該分野の技術開発にこれを活用する能力を身につけている。 

(2)技術開発チームの構成員として主体的かつ協調的に行動し、組織的な技術開発に貢献する能力を

身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、十分な専門基礎知識と高度な専門知識を兼ね備え、急速に技術革新
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が進行している状況に柔軟に適応しうる実践的な開発技術者を育成します。この目標を達成するため、

本領域は、以下の方針で教育課程を編成しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)電気工学・電子工学・通信工学・情報工学の各分野にまたがる幅広い講義科目を用意し、学生各

自が、実践的な開発技術者に求められる高度な専門知識及び専門関連分野の幅広い知識を学修

できるようにしています。 

(2)学生各自が、社会的あるいは学術的観点から重要な研究課題への取り組みと解決を通じ、実践的

な研究課題解決能力を養成できるようにしています。 

(3)学生各自が、実践的な開発技術者にふさわしいプレゼンテーション・コミニュケーション能力を養成

できるようにしています。 

(4)学生各自が、実践的な開発技術者にふさわしい下位者に対する指導能力を養成できるようにしてい

ます。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)学生が専門知識の核心・本質を学修できるように、これを熟知した各分野の専門教員が専門講義課

目を担当しています。また、実践的な研究課題解決能力は、研究実績豊富な専門教員による直接

的な研究指導に基づく実践的研究活動を通じ、養成するようにしています。プレゼンテーション・コミ

ュニケーション能力は、日本語、英語による学会発表の準備と体験という実践的手段を通じ、養成し

ています。指導能力は、TA(ティーチング･アシスタント)の体験という実践的手段を通じ、養成してい

ます。 

(2)成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。計画・遂行・発表を含む前期課程

内研究の中間審査および本審査を介して、さらには、学会発表実績を通して、研究課題解決能力と

プレゼンテーション・コミュニケーション能力の評価を行なっています。これら評価は、公平性と厳格

性を期して、３名以上の専門教員で実施するようにしています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力 

本領域博士前期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。  

(1)電気工学、電子工学、通信工学または情報工学の分野の専門的な知識を体系的に身につけ、当

該分野の技術開発にこれを活用する能力 

(2)当該分野における社会的または学術的観点から重要とされる技術課題を自発的に発見あるいは判

断し、この解決に自発的に取り組む実践的能力 

(3)技術開発チームの構成員として主体的かつ協調的に行動し、組織的な技術開発に貢献する能力 

(4)技術開発成果を日本語または英語で発表・討論し、かつ報告書、学術論文等としてまとめるプレゼ

ンテーション・コミュニケーション能力 

 

2.本領域の求める入学者 

本領域博士前期課程では、以下のような学力と意欲を有する人を受け入れます。  

(1)電気工学、電子工学、通信工学、情報工学のいずれかの分野の基礎学力、数学と英語の基礎学力

を有する人 

(2)専門分野をより深くかつ幅広く修得し、人類社会の諸問題や産業界の要請を勘案した実践的な観

点から、専門分野の技術開発に熱意と意欲を有する人 

 

3.大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

本領域博士前期課程では、基礎学力の修得度、意欲と熱意をもとに選抜します。  

(1)基礎学力は、電気回路、電気磁気学、情報基礎のいずれかの 2 分野、および数学と英語に関し判

断します。 
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(2)基礎学力の修得度は主として筆記試験を通じ、意欲と熱意は口述試験を通じ、判断します。 

(3)学部での学修成績によっては、筆記試験を免除します。 
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工学研究科 工学専攻 電気電子情報工学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

電気電子情報工学領域の博士後期課程は、本学及び本学工学研究科の教育研究上の目的の下

に、現代社会の持続的発展を支える電気工学、電子工学、通信工学、情報工学及びこれらの融合領

域について、高度な専門的・学術的知識を体系的に深く理解し、人類社会の要請に主体的、実践的

に対応できる研究開発や学術の担い手の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻電気電子情報

工学領域博士後期課程では、電気・電子・通信・情報工学分野の研究開発や学術の担い手を養成す

ることを、教育の最終の目標としています。 

グローバル化社会において、新しい境界分野・学際分野が生まれており、学生が幅広い基礎的能力

や俯瞰的なものの見方を修得した上で、専門分野に共通するコア科目を体系的に修得することを推進

します。またコースワークに加え、より専門性を重視したリサーチワークにより、電気・電子・通信・情報工

学分野及びその関連分野の学術的知識を体系的に深く理解し、それを教授する能力、各自が専門と

する分野において社会的観点及び学術的観点から重要とされる課題を発見し、これを解決するための

方法を開発し、さらに実用へと展開させる能力、研究開発を主導する能力を養成します。さらに研究開

発の成果を国際会議等で発表し、他の研究者との討議を通して、最終的に学術論文としてまとめる能

力を涵養します。こうした能力を涵養することによって、従来の専門分野に加えて、学問体系の学際的・

横断的研究に柔軟に対応し、学際的新分野、学術、科学・技術の進展に柔軟に対応できる積極性、

創造性豊かな研究者、技術者を養成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した博士論文が領域内規

に則って審査され合格と判定された者は、同領域博士前期課程のディプロマ・ポリシーに掲げた能力、

すなわちその対象とする専門分野についての体系的な専門知識を活かして主体的かつ実践的に技術

開発を行いうる能力に加え、さらに以下に列挙した能力を身につけていると判断され、博士（工学）の学

位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)社会の動きに絶えず関心をもち、専門分野において社会的観点あるいは学術的観点から重要とさ

れる課題を自発的に発見あるいは判断し、これを解決した上で実用へと展開させる高度な実践的能

力を身につけている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)研究成果を国際的な場で発表し、他の研究者との討論を通して、成果を高度かつ体系的な学術論

文あるいは報告書としてまとめる能力。加えて、これに要する高度なプレゼンテーション・コミュニケー

ション能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)電気工学、電子工学、通信工学あるいは情報工学の専門分野の学術的知識を、さらには関連分野

の学術的知識を体系的かつ深く理解し、それを教授する能力を身につけている。 

(2)研究チームのリーダーとして、チームをまとめ、組織的な研究を主導する能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程では、高度な学術的知識を体系的に深く理解し、人類社会の諸問題の解決
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に向け、未来を開拓する先端的研究に従事する研究者を育成します。この目標を達成するため、本領

域は、以下の方針で教育課程を編成しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)電気工学・電子工学・通信工学・情報工学の各分野の高度な講義科目を用意し、実践的な研究者

に求められる高度かつ最新・最先端の専門知識を教授しています。 

(2)研究課題の探索能力、遂行能力、解決能力、研究チーム運営能力を高いレベルで修得できるよう

にしています。併せて、自発性・主体性・創造性・協調性等の研究開発の精神を涵養するようにして

います。 

(3)国際的な場で通用するプレゼンテーション・コミュニケーション能力を養成するようにしています。 

(4)後進に対し、学術的知識を教授する能力、および教育する能力を修得できるようにしています。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)各分野第一級の専門教員による専門知識教授を通じ、学生が高度かつ最新・最先端の専門知識を

体系的に修得できるようにしています。同専門教員の助言の下に、社会的観点あるいは学術的観

点から重要な研究課題を自ら探索し、同研究課題の解決に学部生、博士前期課程大学院生を率

いて取り組ませることにより、高度な研究遂行・解決能力、研究チーム運営能力を修得できるようにし

ています。同時に、研究開発の精神を涵養できるようにしています。国際的なプレゼンテーション・コ

ミュニケーション能力は、国際会議での研究発表の準備と体験という実践的手段を通じ、養成してい

ます。後進に対する教授・教育能力は、広い分野での TA(ティーチング･アシスタント)体験という実践

的手段を通じ、養成しています。 

(2)成績評価の厳格化を通じ、単位制度の実質化を達成しています。特に、研究成果に関し、国内外の

第一級学会論文誌による発表実績、国際会議による発表実績を通して、研究課題の遂行・解決能

力、国際的なプレゼンテーション・コミニュケーション能力の評価を行なっています。これらの能力評

価は、５名以上の有資格専門教員による予備審査、本審査等を介して、公平性と厳格性を期して、

実施しています。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力 

本領域博士後期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。  

(1)電気工学、電子工学、通信工学あるいは情報工学の専門分野の学術的知識を、さらには関連分野

の学術的知識を体系的かつ深く理解し、それを教授する能力 

(2)当該分野における社会的観点あるいは学術的観点から重要とされる課題を自発的に発見あるいは

判断し、これを解決した上で実用へと展開させる高度な実践的能力 

(3)研究チームのリーダーとして、チームをまとめ、組織的な研究を主導する能力 

(4)研究成果を国際的な場で発表し、他の研究者との討論を通して、成果を高度かつ体系的な学術論

文あるいは報告書としてまとめる能力。加えて、これに要する高度なプレゼンテーション・コミュニケー

ション能力 

 

2.本領域の求める入学者 

本領域博士後期課程では、以下のような学力と意欲を有する人を受け入れます。  

(1)電気工学、電子工学、通信工学、情報工学のいずれかの分野の高度な学力と語学力を有する人 

(2)社会的観点あるいは学術的観点から重要な課題を発見し、それらの課題の解決に向けた先端的な

研究に熱意と意欲を持っている人 

(3)電気工学、電子工学、通信工学、情報工学のいずれかの分野における大学教育、大学院教育に熱

意と意欲を持っている人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 
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本領域博士後期課程では、高度な専門学力の修得度、意欲と熱意をもとに選抜します。  

(1)高度な専門学力は、修士論文と専修科目を中心に、口述試験を通じ判断します。熱意と意欲は、同

様に口述試験を通じ判断します。 

(2)語学力は、英語の筆記試験を通じ判断します。 
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工学研究科 工学専攻 応用化学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

応用化学領域の博士前期課程は、我々の日常生活をより豊かにする新規機能性材料を創製するた

めの、または地球環境の保全に寄与しエネルギー問題を解決するための高度な専門知識と研究開発

能力を有する主体性に富んだ技術者・研究者の育成を目的とする。 

教育目標 

工学研究科工学専攻応用化学領域博士前期課程では、将来の化学産業を支える主体性に富んだ

技術者・研究者の育成を、教育の最終の目標としています。新規機能性材料の創製や、環境・エネル

ギーに関する技術革新など、社会に貢献できる高度な専門知識を持ち、実験結果を論理的に考察す

る能力、研究計画を立案できる能力、研究領域の背景から最新の報告まで理解する能力、そして学会

で発表し、討論できる能力が身についた人材の育成を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、かつ提出した修士論文が領域

内規に則って審査され、合格と判定された者は、下記の能力を身につけていると判断され、修士（工

学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)新規機能性材料の創製、又は環境・エネルギーに関する技術革新など、社会に貢献できる高度な

専門知識を持ち、それを活用する能力を身につけている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)研究の成果を日本語や英語で発表し、論文としてまとめる能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)各自が専門とする分野において産業的及び学術的観点から重要とされる課題を解決できる研究推

進能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、我々の日常生活をより豊かにする新規機能性材料の創製をするための、

又は地球環境の保全に寄与しエネルギー問題を解決するための高度な専門知識と研究開発能力を有

する主体性に富んだ技術者・研究者を育成します。この目標を達成するため、本領域では以下に示す

方針でカリキュラムを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)化学の３つの基礎分野(物理化学、無機分析化学、有機化学)のうち、2 つを必修として履修すること

で基礎力を充実させます。 

(2)先端的な専門分野科目を履修することで、高度な専門知識を活用する能力を涵養します。 

(3)輪講を履修することで、社会における最新の研究動向を精査し、それらを自らの研究に生かせる能

力を高めます。 

(4)特別実験を履修することで、明確な研究目標を設定し、それを実現するための研究計画を立案し、

実際に実験を行うことで目標を実現する能力を高めます。 

(5)インターンシップに関する科目を履修することで、実社会における研究開発の実践を経験できます。 

 

2.教育の方法と評価  
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(1)指導教員からの研究指導の下に、産業的及び学術的観点から重要とされる課題に取り組むことで、

研究推進能力を涵養します。 

(2)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(3)中間審査において、研究の進捗を評価します。 

(4)国内外の学会発表において研究成果を発表することで、学外の社会と関わりながら研究をまとめる

能力を涵養します。 

(5)修士論文と、その内容に関する口頭発表を審査することで、修士として必要な能力を身につけてい

るか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力  

本領域博士前期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。 

(1)新規機能性材料の創製、又は環境・エネルギーに関する技術革新など、社会に貢献できる高度な

専門知識を持ち、それを活用する能力。 

(2)研究の成果を日本語や英語で発表し、論文としてまとめる能力。 

(3)各自が専門とする分野において産業的及び学術的観点から重要とされる課題を解決できる研究推

進能力。 

 

2.本領域の求める入学者  

(1)基礎化学及び英語の基礎学力、さらに物理化学、有機化学、無機化学、分析化学、工業物理化学、

高分子化学の中からいずれか 2 つの専門分野における基礎学力を有する人 

(2)化学の本質と最先端技術をより深く学び研究したいという意欲に溢れている人 

(3)将来さまざまな分野で研究者・専門技術者として活躍したいと希望している人 

 

3.大学までの能力に対する評価（選抜方法）  

(1)基礎化学、語学、専門科目の基礎学力に関する筆記試験と、研究意欲に関する口述試験を行いま

す。これらの総合評価により選抜します。 

(2)学部での学修成績が一定の条件を満たした場合は筆記試験を免除します。 
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工学研究科 工学専攻 応用化学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

応用化学領域の博士後期課程は、博士前期課程に掲げた能力に加え、新たな分野を開拓できる創

造能力を有する研究者の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻応用化学領域

博士後期課程では、将来の化学産業を支える主体性に富んだ研究者、または大学・研究所において

新しい研究分野を開拓できる独創的な研究者の育成を、教育の最終の目標としています。新規機能性

材料の創製、環境・エネルギーに関する技術革新など、社会から求められる技術革新に貢献できる極

めて高度で最新の専門知識を持ち、さらに研究について討論できる能力、研究課題を提案できる能力、

専門誌へ投稿する論文の作成能力、そして研究指導能力を身につけた人材の育成を教育目標として

定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、かつ提出した博士論文が領域

内規に則って審査され、合格と判定された者は、下記の能力を身につけていると判断され、博士（工

学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)新規機能性材料の創製、又は環境・エネルギーに関する技術革新など、社会に貢献できる高度な

専門知識を深く理解し、それに基づいて新たな研究分野を提案する能力を身につけている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)研究の成果を日本語や英語で発表し、他の研究者と討議を通して、最終的に英語で学術論文をま

とめる能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)各自が専門とする分野において産業的及び学術的観点から重要とされる課題を見出し、これを解決

できる研究能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程は、新規機能性材料の創製、又は環境・エネルギーに関する技術革新に貢献

できる高度な専門知識を深く理解し、産業的及び学術的に重要な新たな研究分野を開拓できる研究

者を育成します。この目標を達成するため、本領域では以下に示す方針でカリキュラムを設定していま

す。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)先端的な専門分野における高度な学術的知識を扱う授業科目を履修することで、極めて高度な専

門性を高めます。 

(2)授業科目に対応した演習科目を履修することで、新たな研究分野を提案するための研究計画を立

案し、それを実現する能力を涵養します。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)指導教員の助言の下に、産業的及び学術的に重要な研究課題を自ら設定し、研究を推進する能力

を涵養します。 
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(2)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育者として教育能力を高める経験を積む機会を用意

しています。 

(3)予備審査において研究の進捗を評価します。 

(4)国内外の学会発表によって、学外の社会と関わりながら、他の研究者と討議する能力を涵養します。 

(5)英語で学術論文を作成することで、研究の成果を日本語だけでなく英語でまとめる能力を涵養しま

す。 

(6)博士論文と、その内容に関する口頭発表を審査することで、博士として必要な能力を身につけてい

るか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力  

本領域博士後期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。  

(1)新規機能性材料の創製、又は環境・エネルギーに関する技術革新など、社会に貢献できる高度な

専門知識を深く理解し、それに基づいて新たな研究分野を提案する能力 

(2)研究の成果を日本語や英語で発表し、他の研究者と討議を通して、最終的に英語で学術論文をま

とめる能力 

(3)各自が専門とする分野において産業的及び学術的観点から重要とされる課題を見出し、これを解決

できる研究能力 

 

2.本領域の求める入学者  

(1)分子物性工学、エネルギー変換化学、高分子機能材料、生体分子工学、無機材料・分析化学、資

源物質化学のいずれかの分野において極めて高度な学力、及び英語の活用能力を修得したいと

希望していて、その資質を有する人 

(2)既存の分野での研究者・専門技術者としての知識と技術を修得するにとどまらず、新たな分野を開

拓する能力を修得したいと希望している人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法）  

(1)語学に関する筆記試験と、研究能力に関する口述試験を行います。これらの総合評価により選抜し

ます。 
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工学研究科 工学専攻 情報システム創成領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 
情報システム創成領域は、理系・文系の枠にとらわれない分野横断的な学際研究を目指し、システ

ムズアプローチにより問題発見・分析・解決・評価を行う能力の育成を図ることにより、情報システム関連

分野の技術者として、自立活動するに十分な基礎力と幅広い学識を身に付けたうえで、科学的技術・

手法に基づいて問題解決する実践的システム技術者の育成を目的とする。 

教育目標 
本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻情報システム

創成領域博士前期課程では科学的技術・手法に基づいて問題解決する実践的システム技術者の育

成を、教育の最終の目標としています。 

情報基盤社会においては、産業分野横断的、学際的でなければ解決できない社会的課題が益々

山積しています。人間・社会・人工物・資源・環境等をシステムという観点から横断的に探究し、俯瞰的

で総合的な手法で課題解決をすることが求められます。このことを実践する人材の育成を教育目標とし

て定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 
本領域博士前期課程では、科学的手法・技術に基づいて問題解決する実践的システム技術者を育

成します。本専攻のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文又は特定課題の成

果が審査で合格と判定された者は、以下の目標を達成していると判定され、修士（工学）の学位が授与

されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)高い技術者倫理観と幅広い伝統・文化に関わる教養を有し、多元的な評価尺度に基づいて、総合

的な視点から論理的に判断できる。 

(2)課程修了後も継続的に自己研鑽に努め、未来社会の発展に主体的に取組む能力と意欲を持って

いる。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)外国語の基礎力を有したうえで、自己表現能力、コミュニケーション能力を有し、リーダーシップを発

揮して他者との協同作業を円滑に遂行できる。 

(2)文化風土の違いを認識し、柔軟に行動できる。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)自然科学、情報コミュニケーション技術・工学解析・意思決定についての基礎知識を有し、論理的・

数理的思考能力の基盤が強固に築かれている。 

(2)専門的知識および思考能力に基づき、社会に関わる問題を解決するシステムを設計できる。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、科学的手法・技術に基づいて問題解決する実践的システム技術者を育

成するため、以下に示す方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。本専攻の教育課程表では、問

題意識を持って、幅広い豊かな教養のもとに深い専門的知識を学修できるように、主に対象とする領域

を 3 部門に分けて教育課程を構成しています。これにより、実務につながるシステム技術者の教育を実

践しています。 
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1.教育課程の編成・実施 

(1)対象分野の専門知識を有し、社会に存在する実問題の解決能力の養成を主眼として、次の部門を

配置しています。 

・経営管理システム工学：管理システム構築のための経営科学と高度な経営管理技術を兼備。 

(2)自然科学、情報活用技術等の専門知識を有し、社会に存在する実問題を解決するための論理的・

数理的思考能力の養成を主眼として、次の 2 部門を配置しています。 

・数理情報システム工学：情報という社会基盤を創成する理論と高度な数理情報システム技術を兼

備。 

・情報システム工学：情報システム構築のための方法論と高度な情報システム技術を兼備。 

 

2.教育の方法と評価 

(1)学生は、領域内の教員が専門とする領域について行う講義科目を通じ、学部で得た知識・技能に基

づき、より高度な知識・技能を修得します。指導教授を中心とした演習科目は、双方向で運用され、

専門内容に対する思考力・判断力・表現力・問題解決能力を磨きます。学生が主体性をもって多様

な人々と共同して学ぶ態度の涵養できるように、事例研究を用意しています。 

(2)少人数の演習科目に加えて、３回以上の学会発表（海外を含む）を推奨しています。領域内での初

年度１回の発表会、修了年度３回の審査会を義務づけ、論文内容を深化させると共に、自己表現

力とコミュニケーション能力を育成しています。 

(3)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(4)単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準をシラバスに記載し、明確化しています。 

(5)修士論文と、その内容に関する複数回の審査会を通じ、論文の進捗状況を評価すると共に、修士と

して必要な能力を身につけているか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 
1.大学院教育によって培う能力 

既知もしくは潜在的な問題を認識し、科学的手法・技術に基づいて解決する実践的システム技術を

開発する能力を培います。  

 

2.本領域の求める入学者 

本領域博士前期課程では、以下のような学力と意欲を有する人を受け入れます。 

(1)本領域の分野である情報システム学における、経営管理・数理情報・情報システム等に関わる基礎

学力を有する人 

(2)未来社会を豊かにする新しいシステムを主体的に開発・発展させたいという強い意欲を持つ人 

(3)情報システム学の分野において優れた資質を持つ人 

(4)異分野で優れた資質を持ち、それを本領域の分野に展開する意欲と能力を持つ人 

 

3.大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

筆記と口述の試験によって選抜しています。筆記試験は、「語学」および「基礎および専門」からなり

ます。「語学」は英語です。「基礎」は「数学」および「コンピュータ科学基礎」で、幅広い素養をもった学

生に門戸を開いています。専門は「応用解析」・「情報工学」・「数理計画法」の中から 1 科目の選択制

になっています。口述試験では、本人の専修しようとしている科目についてはもちろんのこと、主体性を

もって学ぶ姿勢を評価しています。 

なお、多様な学生に門戸を開くため、本学出身者に限らず学部成績優秀者には、筆記試験を免除

する制度も設けています。 
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工学研究科 工学専攻 情報システム創成領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 
情報システム創成領域の博士後期課程は、独立した研究活動を行うに十分な基礎力と豊かな学識

を身に付けたうえで、最先端の最適化技術・システム技術を基盤として、広く社会に役立つ研究開発を

先導的に推進する研究者、教育者、高度専門技術者の育成を目的とする。 

教育目標 
本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻情報システム

創成領域博士後期課程では科学的技術・手法に基づいて問題解決する情報システム関連分野のシス

テム研究者の育成を、教育の最終の目標としています。 

 情報システムの背景として、人間・社会・自然・資源環境・人工物等をシステムという観点から横断的

に探究し、俯瞰的で総合的な手法で課題解決をすることが求められます。さらに、システムへのニーズ

は大きく激変し、将来を見据えたシステム開発の方法論が必要とされています。  

 本課程では、高度なシステム研究者を育成するため、横断的・俯瞰的な理論、及び実践的な問題発

見、解決方法、システムズアプローチの学修を通じて、大規模複雑化した社会の中から問題解決でき、

人間・社会・自然・資源環境・人工物等をシステムという観点から横断的に研究できる総合的な能力を

涵養することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 
本領域博士後期課程では、最先端の最適化技術、システム技術を先導的に推進する能力を身につ

け、広く社会で活躍する研究者、教育者、高度専門技術者を育成します。本専攻のカリキュラムにおい

て所定の単位を修得し、提出した博士論文が審査で合格と判定された者は、以下の目標を達成してい

ると判定され、博士（工学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

(1)前期課程に記載の目標をさらに強固に達成している。 

(2)専門知識に基づいて、市民を啓発する能力をもっている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)前期課程に記載の目標をさらに強固に達成している。 

(2)情報システム関連分野のシステム技術を伝授する国際コミュニケーション能力をもっている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)前期課程に記載の目標をさらに強固に達成している。 

(2)新技術の開発を行うことができる研究者、教育者、高度専門技術者として、その第一歩を踏み出した

と認められる研究成果を出している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 
本領域博士後期課程では、最先端の最適化技術、システム技術を先導的に推進する能力を身につ

け、広く社会で活躍する研究者、教育者、高度専門技術者を育成するため、以下に示す方針でカリキ

ュラム・ポリシーを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施 

 (1)博士前期課程と同様に、本領域での主たる対象を 3 部門に分けて配置し、問題意識を持って学修

できるようにしています。 
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2.教育の方法と評価 

(1)博士前期課程で述べた方法と共に、本領域分野の特質から、指導教員の中に十分な実務経験を

有する複数の研究者を配置して、理論教育・研究はもちろんのこと、実務に根差した教育にも力を

注いでいます。 

(2)講義・演習科目を受けるだけでなく、ＴＡ(ティーチング･アシスタント)に就くことで、研究者、教育者、

高度専門技術者としての教育・研究能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(3)単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準をシラバスに記載し、明確化しています。 

(4)博士論文と、その内容に関する複数回の審査会を通じ、論文の進捗状況を評価すると共に、博士と

して必要な能力を身につけているか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 
1.大学院教育によって培う能力 

既知もしくは潜在的な問題を認識し、科学的手法・技術に基づいて解決する実践的システム技術を

新たに研究開発する能力を培います。  

 

2.本領域の求める入学者 

(1)本領域分野である情報システム学における、経営管理・数理情報・情報システム等に関わる高度な

学力を有する人 

(2)情報システム学の分野において優れた資質を有し、これをさらに練磨したいと強く望んでいる人 

(3)本領域分野である情報システム学において、広く社会で活躍する研究者、教育者、高度専門技術

者を目指す強い意欲を持つ人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

筆記と口述の試験によって選抜しています。筆記試験には、研究者として必須の素養である英語を

課します。口述試験では、修士論文を中心として、本人の研究能力を評価します。 
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工学研究科 工学専攻 経営工学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

経営工学領域は、工学の基本的方法、経営工学に関する基礎的な理論と知識、経営管理システム

の設計の原理と方法、企業経営に関する情報技術の素養に基づいて、ものづくり、ロジスティクスをはじ

めとするあらゆるサービスの経営管理システムの設計・運用・管理及び分析・評価・改善のより高度な方

法論を教授研究する。これにより、工学的方法を駆使して、経営に関する問題を解決できる人材の育

成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、経営工学領域における博士前期課

程では、工学的手法を駆使して、生産・経営に関する問題を解決できる人材の育成を教育の最終の目

標としています。 

グローバル化や環境問題が重要視される現在の産業社会において、企業の経営活動をとりまくビジ

ネス環境は目覚しく変化しています。本課程では、経営工学分野の高度専門技術者を育成するため、

経営工学の理論、手法、専門的知識の学修を通じて、生産・経営に関わる問題発見能力・問題解決能

力を涵養することを教育目標として定めます。我が国における国際競争力の源泉となる人材の養成に

むけ、経営工学の専門知識に裏付けられた管理技術を実践するための高いコミュニケーション能力と

国際感覚を洗練するための素養、人間尊重及び持続可能な社会構築の視点を重視した未来志向型

の教育を目指します。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士前期課程では、工学的手法を駆使して、生産・経営に関する問題を解決できる人材を

育成します。本専攻のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、提出した修士論文又は特定課題の

成果が審査で合格と判定された者は、以下の目標を達成していると判定され、修士（工学）の学位が授

与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

(1)優れた現場感覚と幅広い伝統・文化に関わる教養を有し、多元的な評価尺度に基づいて、総合的

な視点から論理的に判断できる。 

(2)課程修了後も継続的に自己研鑽に努め、幅広いパーソナルネットワークを用いて、未来社会の発展

に主体的に取組む能力と意欲を持っている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)外国語の基礎力を有したうえで、自己表現能力、コミュニケーション能力を有し、リーダーシップを発

揮して他者との協同作業を円滑に遂行できる。 

(2)内外の経営および文化風土の違いを認識し、柔軟に行動できる。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)専門知識として自然科学、情報活用技術等を有し、論理的・数理的思考能力の基盤が強固に築か

れている。 

(2) 経営工学に関わる専門知識や経営管理・生産システムの設計・運用・管理及び分析・評価・改善に

関わる方法論に基づき、生産・経営に関わる問題を解決できる能力を持っている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、工学的手法を駆使して、生産・経営に関する問題を解決できる人材を

育成するため、以下に示す方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。本専攻の教育課程表では、
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問題意識を持って、幅広い豊かな教養のもとに深い専門的知識を学修できるように、主に対象とする領

域を２部門に分けて教育課程を構成しています。これにより、実務につながる経営管理・生産システム

技術者の教育を実践しています。複数名の実務経験者を教員に配しています。 

 

1.教育課程の編成・実施 

対象分野の専門知識を有し、産業に関わる実問題の解決能力の養成を主眼として、次の 2 部門を

配置しています。 

①経営管理システム工学：管理システム構築のための経営科学と高度な経営管理技術を兼備。 

②生産システム工学：生産合理化を目指す体系的手法と高度な生産システム技術を兼備。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)学生は、領域内の教員が専門とする領域について行う講義科目を通じ、学部で得た知識・技能に基

づき、より高度な知識・技能を修得します。指導教授を中心とした演習科目は、双方向で運用され、

専門内容に対する思考力・判断力・表現力・問題解決能力を磨きます。学生が主体性をもって多様

な人々と共同して学ぶ態度の涵養できるように、事例研究を用意しています。 

(2)少人数の演習科目に加えて、３回以上の学会発表（海外を含む）を推奨しています。領域内での初

年度１回の発表会、修了年度３回の審査会を義務づけ、論文内容を深化させると共に、自己表現

力とコミュニケーション能力を育成しています。 

(3)TA(ティーチング･アシスタント)に就くことで、教育能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(4)単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準をシラバスに記載し、明確化しています。 

(5)修士論文と、その内容に関する複数回の審査会を通じ、論文の進捗状況を評価すると共に、修士と

して必要な能力を身につけているか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力 

生産・経営に関わる既知もしくは潜在的な問題を認識し、工学的手法に基づいて解決する実践的な

管理技術を運用・開発する能力を培います。  

 

2.本領域の求める入学者 

 本領域博士前期課程では、以下のような学力と意欲を有する人を受け入れます。 

(1)経営工学における、経営管理・生産に関わる基礎学力を有する人 

(2)未来社会を豊かにする新しい管理技術を主体的に開発・発展させたいという強い意欲を持つ人 

(3)経営工学の分野において優れた資質を持つ人 

(4)異分野で優れた資質を持ち、それを本領域の分野に展開する意欲と能力を持つ人 

 

3.大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

  筆記と口述の試験によって選抜しています。筆記試験は、「語学」および「専門」からなります。「語

学」は英語です。「専門」は、「経営数学」、「経営工学基礎」、「生産管理」、「人間工学」の中から 2科目

を選択して評価します。口述試験では、本人の専修しようとしている科目についてはもちろんのこと、主

体性をもって学ぶ姿勢を評価しています。 

なお、多様な学生に門戸を開くため、本学出身者に限らず学部成績優秀者には、筆記試験を免除

する制度も設けています。 

 

175



工学研究科 工学専攻 経営工学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

経営工学領域の博士後期課程は、独立した研究活動を行うに十分な基礎力と豊かな学識を身に付

けたうえで、最先端の管理工学技術、情報システム技術に基づいて、経営に関する困難な問題を解決

でき、その経験を学術的に体系化できる研究者、教育者、高度専門技術者の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、経営工学領域における博士後期課

程では、工学的手法を駆使して、生産・経営に関する問題を解決できる経営工学分野の研究者、教育

者、高度専門技術者の育成を教育の最終の目標としています。 

グローバル化や環境問題が重要視される現在の産業社会において、企業の経営活動をとりまくビジ

ネス環境は目覚しく変化しています。本課程では、経営工学分野の研究者、教育者、高度専門技術者

を育成するため、経営工学の理論、手法、専門的知識の学修を通じて、生産・経営に関わる高度な問

題発見能力・問題解決能力を涵養することを教育目標として定めます。我が国における国際競争力の

源泉となる高度人材の養成にむけ、経営工学の専門知識に裏付けられた管理技術の実践や研究教

育を行うための高いコミュニケーション能力と国際感覚を洗練するための素養、人間尊重及び持続可

能な社会構築の視点を重視した未来志向型の教育を目指します。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本領域博士後期課程では、最先端の経営工学に関わる技術を先導的に推進する能力を身につけ、

広く社会で活躍する研究者、教育者、高度専門技術者を育成します。本専攻のカリキュラムにおいて

所定の単位を修得し、提出した博士論文が審査で合格と判定された者は、以下の目標を達成している

と判定され、博士（工学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

(1)前期課程に記載の目標をさらに強固に達成している。 

(2)専門知識に基づいて、市民を啓発する能力をもっている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力 

(1)前期課程に記載の目標をさらに強固に達成している。 

(2)経営工学分野の技術を伝授する国際コミュニケーション能力をもっている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)前期課程に記載の目標をさらに強固に達成している。 

(2)経営工学に関わる新技術の開発を行うことができる研究者、教育者、高度専門技術者として、その

第一歩を踏み出したと認められる研究成果を出している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士後期課程では、最先端の経営管理・生産システム技術を先導的に推進する能力を身に

つけ、広く社会で活躍する研究者、教育者、高度専門技術者を育成するため、以下に示す方針でカリ

キュラム・ポリシーを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)博士前期課程と同様に、本領域で主に対象とする領域を２部門に分けて配置し、問題意識を持って

学修できるようにしています。 
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2.教育の方法と評価  

(1)博士前期課程で述べた方法と共に、本領域分野の特質から、指導教員の中に十分な実務経験を

有する複数の研究者を配置して、理論教育・研究はもちろんのこと、実務に根差した教育にも力を

注いでいます。 

(2)講義・演習科目を受けるだけでなく、ＴＡ(ティーチング･アシスタント)に就くことで、研究者、教育者、

高度専門技術者としての教育・研究能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(3)単位制度の実質化を図るため、成績評価の方法及び基準をシラバスに記載し、明確化しています。 

(4)博士論文と、その内容に関する複数回の審査会を通じ、論文の進捗状況を評価すると共に、博士と

して必要な能力を身につけているか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力 

生産・経営に関わる既知もしくは潜在的な問題を認識し、工学的手法に基づいて解決する高度な管

理技術を新たに研究開発する能力を培います。  

 

2.本領域の求める入学者  

(1)本領域分野である経営工学における、経営管理・生産等に関わる高度な学力を有する人 

(2)経営工学の分野において優れた資質を有し、これをさらに練磨したいと強く望んでいる人 

(3)本領域分野である経営工学おいて、広く社会で活躍する研究者、教育者、高度専門技術者を目指

す強い意欲を持つ人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

  筆記と口述の試験によって選抜しています。筆記試験には、研究者として必須の素養である英語を

課します。口述試験では、修士論文を中心として、本人の研究能力を評価します。 
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工学研究科 工学専攻 応用物理学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 
応用物理学領域の博士前期課程は、科学技術の発展に貢献できる自由な発想力と応用力を身に

つけることを目指す。物性物理学、生物物理学、宇宙科学、計測工学、計算物理学、数理科学などを

主テーマとしながら、分野にこだわらない工学全般にまたがる領域にも興味を持ち、実験的・観測的・数

理的なアプローチを駆使して未知の課題に取り組み、問題を解決する能力を持つ研究者・技術者の育

成を目的とする。 

教育目標 
本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻応用物理学領

域博士前期課程では、工学全般にかかわる科学技術の基礎的な知識と経験を修得し、様々な課題に

対応し得る応用力を持つ技術者・研究者の育成を、教育目標として定めます。 

 社会環境の複雑化やグローバル化に伴い、工学の機械、電気、電子、情報などの各分野において高

度な専門性や技術力が求められているのと並んで、各分野を俯瞰することができ、その上で橋渡し的な

役割を果たせることも重要となっています。そのために、科学技術全般にわたる知識と経験を合わせ持

ち、総合的な判断や全体を見渡せる能力を持つことも重要となっています。 

 本課程では、現代物理学を基盤として様々な課題に対して基本的な部分に立ち返って現象の本質を

見抜く洞察力を身に付け、どのような困難にも普く対処できる能力を獲得し、分野を越えた人々との円

滑なコミュニケーションを取りながら自分の意見や考えを的確に表現できるプレゼンテーション能力を磨

くことで、異分野とも連携しながら新たな分野の開拓をも担うことができる基礎専門能力を身につけさせ

ることを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 
本領域博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、かつ提出した修士論文が領域

内規に則って審査され、合格と判定された者は、下記の能力を身につけていると判断され、修士（工

学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)専門分野における諸課題を見極め、良識に基づいた判断力を有している。 

(2)課題に対して、良識ある市民として高い倫理性をもって解決して、それを実践する力を有している。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)専門分野に関する国際的な文献の読解を通して国際的感性を備えている。 

(2)研究成果を発表し、議論し、論文としてまとめる記述力、表現力、コミュニケーション能力を有してい

る。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)現代物理学を基盤とした専門分野を俯瞰できる知識および技術を習得し、それらを応用できる能力

を身に付けている。 

(2)社会の要請を読み取り、課題を解決できる研究開発能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 
本領域博士前期課程では、自然科学の知識体系を基盤とした応用研究能力・開発能力を持つ人材

を育成することを目標とします。特に、物理学分野の研究手法や最先端技術を活用して、社会の諸問

題の発見および解決ができる能力を育成します。これらの目標を達成するため、以下に示す方針でカリ

キュラムを設定します。 
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1. 教育課程の編成・実施  

(1)高エネルギー物理学、宇宙物理学、量子物理学、統計物理学、固体物理学、生物物理学、計算機

物理学の各分野にまたがる講義科目を選択必修科目とし、物理学分野における高度な専門知識を

修得できるようにしています。 

(2)本領域の科目に加えて他領域の講義科目を選択科目として推奨し、幅広い専門知識と分野横断的

な問題発見力・解決力を養います。 

(3)輪講においては、学生自身に最先端の研究成果を調査させ、発表と議論を通じてプレゼンテーショ

ン能力およびコミュニケーション能力を養います。 

(4)特別実験においては、専門知識と技術の実践を通じて、研究者・開発者として相応しい能力を養成

します。 

 

2. 教育の方法と評価  

(1)各分野を専門とする教員により、最先端の研究・開発につながる講義科目を提供します。単位制度

の実質化を図るため、成績評価の方法および基準はシラバスで明確化します。 

(2)学生自ら研究目標を設定し、これを達成するための研究計画を指導教員の指導の下で検討します。

論文の執筆および学会発表などを通じて、研究成果を公表する能力を養います。 

(3)TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育経験を積む機会を提供します。 

(4)修士論文の予備審査および最終審査は３名以上の教員で実施し、公平かつ厳格な評価を行いま

す。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 
1.大学院教育によって培う能力 

本領域では、以下の能力を備えた人材を育成します。 

(1)応用物理学の高度な専門的知識と技能を有し、それを様々な分野の技術発展のために活用する能

力。 

(2)工学全般にわたる課題に主体的かつ組織の一員として協調的に取り組む能力。 

(3)研究の成果を日本語または英語で発表し、論文等にまとめる能力。 

 

2.本領域の求める入学者 

本領域では、以下のような学力と意欲を有する人を受け入れます。 

(1)物理学および関連する工学分野の基礎学力、数学と英語の基礎学力を備えた人 

(2)応用物理学の専門的な知識と技術を深く学ぶことに強い意欲をもつ人 

(3)物理学と多様な分野の知識を有機的に結びつけ活用できる資質を備えた研究者・技術者を目指す

人 

 

3.大学までの能力に対する評価(選抜方法) 

本領域の博士前期課程では、基礎学力の修得度、入学後の学習に対する意欲と熱意をもとに、筆

記と口述の試験によって選抜します。 

(1)基礎学力は、本領域での学修に必要な基礎的な物理学、数学、英語に関し判断します。 

(2)基礎学力の修得度は主として筆記試験を通じ、意欲と熱意は口述試験を通じ、判断します。 

(3)学部での学修成績が一定の条件を満たした場合は筆記試験を免除します。 
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工学研究科 工学専攻 生命機能工学領域  

博士前期課程 

教育研究上の目的 
生命機能工学領域の博士前期課程は、生命体の種々の高度な機能に関する幅広い知識を習得し、

さらに工学として実践する優れた研究・開発能力を持つ研究者又は高度な専門的知識・技術を持つ高

度専門職業人の育成を目的とする。 

教育目標 
本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学専攻生命機能工学領域博士前

期課程では、生命体の種々の高度な機能を探求し、さらに工学として実践する優れた技術者・研究者

の育成を、教育の最終の目標としています。生命体の機能とその機構に関する幅広い知識と、従来の

専門領域にとらわれない横断的な工学専門知識を持ち、人工知能（ＡＩ）、ロボット、センサー、触媒、生

理活性物質などに関する技術の問題を発見し、解決する能力、新しい技術を創造・開発する高度な能

力が身についた人材の育成を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 
本専攻本領域博士前期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、かつ提出した修士論文

が領域内規に則って審査され、合格と判定された者は、下記の能力を身につけていると判断され、修

士（工学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)高度な生命機能およびそれから着想を得た工学に絶えず関心をもち、柔軟な発想から社会に貢献

できる新技術に自発的に取り組む実践的能力を身につけている。 

(2)協調性と高い倫理性をもって、他者と協力して研究開発を遂行する能力を身につけている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)研究の成果を日本語や英語で発表し、論文としてまとめる能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)従来の専門分野にとらわれない幅広い専門知識を身につけ、それを実践的に応用する能力を身に

つけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本領域博士前期課程では、生命体の種々の高度な機能を探求し、さらに工学として実践するための、

従来の専門領域にとらわれない専門知識と研究開発能力を有する主体性に富んだ技術者・研究者を

育成します。この目標を達成するため、本領域では以下に示す方針でカリキュラムを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)分子および現象レベルでの生物学・ゲノム科学・生命に関する化学の基礎科目を用意し、実践的な

機械･電子･情報に関する工学に関する科目は工学専攻の科目から高度な専門知識及び専門関連

分野の幅広い知識を学修できるようにしています。 

(2)英語の入試で入学した留学生には、(1)の科目のうち英語で行われる講義を用意しています。 

(3)生命機能工学特論では、様々な工学分野において高度な生命機能から着想を得た工学について

調査研究および発表を行い、新しい技術を生み出す発想力と展開力を涵養します。 

(4)輪講を履修することで、産業界における最新の開発動向および社会における研究開発動向を精査

し、それらを自らの研究に生かせる能力を高めます。 
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(5)インターンシップに関する科目を履修することで、実社会における研究開発の実践を経験できます。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)指導教員からの研究指導の下に、産業的及び学術的観点から重要とされる課題に取り組むことで、

研究推進能力を涵養します。 

(2)中間審査において、研究の進捗を評価します。 

(3)国内外の学会発表において研究成果を発表することで、学外の社会と関わりながら研究をまとめる

能力を涵養します。 

(4)修士論文と、その内容に関する口頭発表を審査することで、修士として必要な能力を身につけてい

るか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 
1.大学院教育によって培う能力  

本領域博士前期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。 

(1)高度な生命機能およびそれから着想を得た工学に絶えず関心をもち、柔軟な発想から社会に貢献

できる新技術に自発的に取り組む実践的能力。 

(2)協調性と高い倫理性をもって、他者と協力して研究開発を遂行する能力 

(3)研究の成果を日本語や英語で発表し、論文としてまとめる能力 

(4)従来の専門分野にとらわれない幅広い専門知識を身につけ、それを実践的に応用する能力。 

 

2.本領域の求める入学者  

(1)英語の基礎学力、さらに分子生物学、植物生理学、有機化学、無機化学、物理化学、高分子化学、

数学、工業力学、機械力学、制御工学、情報基礎、電気回路、電気磁気学、情報工学、コンピュー

タ科学、コンピュータ科学基礎、応用解析、数理計画法の中からいずれか 3 つの専門分野における

基礎学力を有する人 

(2)生命機能およびそれから着想を得た工学の最先端技術をより深く学び研究したいという意欲に溢れ

ている人 

(3)将来さまざまな分野で研究者・専門技術者として活躍したいと希望している人 

 

3.大学までの能力に対する評価（選抜方法）  

(1)基礎学力の修得度は主として筆記試験を通じ、意欲と熱意は口述試験を通じ、判断します。 

(2)学部での学修成績が一定の条件を満たした場合は筆記試験を免除します。 
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工学研究科 工学専攻 生命機能工学領域  

博士後期課程 

教育研究上の目的 
生命機能工学領域の博士後期課程は、博士前期課程に掲げた知識および能力の習得に加え、生

命体の種々の高度な機能を工学として実践する研究・技術分野のさらなる発展・開拓に寄与できる創

造性豊かな優れた研究者・高度専門技術者の育成を目的とする。 

教育目標 
本学の教育目標及び本領域の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科工学専攻生命機能工学

領域博士後期課程では、生命体の種々の高度な機能を探求し、さらに工学として実践する主体性に富

んだ研究者・技術者、または新しい研究分野を開拓できる独創的な研究者の育成を、教育の最終の目

標としています。生命体の機能とその機構に関する幅広い高度な知識と、従来の専門領域にとらわれ

ない横断的な極めて高度で最新の工学専門知識を持ち、人工知能（ＡＩ）、ロボット、センサー、触媒、

生理活性物質などに関する技術革新に貢献できる能力、想像性豊かに新しい技術分野を提案できる

能力、研究指導能力を身につけた人材の育成を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 
本領域博士後期課程のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、かつ提出した博士論文が領域

内規に則って審査され、合格と判定された者は、下記の能力を身につけていると判断され、博士（工

学）の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)高度な生命機能およびそれから着想を得た工学を深く理解し、柔軟な発想から社会に貢献できる新

技術に自発的に取り組む高度な実践的能力を身につけている。 

(2)協調性と高い倫理性をもって、研究を計画し、他者と協力して研究開発を遂行する能力を身につけ

ている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)研究の成果を日本語や英語で発表し、他の研究者と討議を通して、最終的に英語で学術論文をま

とめる能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)従来の専門分野にとらわれない幅広い深い専門知識を身につけ、産業的及び学術的観点から重要

とされる課題を見出し、これを解決できる研究開発能力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 
本領域博士後期課程は、生命体の種々の高度な機能を探求し、さらに工学として実践するための従来

の専門領域にとらわれない横断的な極めて高度で最新の専門知識を深く理解し、産業的及び学術的

に重要な新たな研究分野を開拓できる研究者･技術者を育成します。この目標を達成するため、本領

域では以下に示す方針でカリキュラムを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)先端的な専門分野における高度な学術的知識を扱う授業科目を履修することで、極めて高度な専

門性を高めます。 

(2)授業科目に対応した演習科目を履修することで、新たな研究分野を提案するための研究計画を立

案し、それを実現する能力を涵養します。 
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2.教育の方法と評価  

(1)指導教員の助言の下に、産業的及び学術的に重要な研究課題を自ら設定し、研究を推進する能力

を涵養します。 

(2)予備審査において研究の進捗を評価します。 

(3)国内外の学会発表によって、学外の社会と関わりながら、他の研究者と討議する能力を涵養します。 

(4)英語で学術論文を作成することで、研究の成果を日本語だけでなく英語でまとめる能力を涵養しま

す。 

(5)博士論文と、その内容に関する口頭発表を審査することで、博士として必要な能力を身につけてい

るか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 
1.大学院教育によって培う能力  

本領域博士後期課程では、以下の能力を備えた人材を育成します。 

(1)高度な生命機能およびそれから着想を得た工学を深く理解し、柔軟な発想から社会に貢献できる新

技術に自発的に取り組む高度な実践的能力 

(2)協調性と高い倫理性をもって、研究を計画し、他者と協力して研究開発を遂行する能力 

(3)研究の成果を日本語や英語で発表し、他の研究者と討議を通して、最終的に英語で学術論文をま

とめる能力 

(4)従来の専門分野にとらわれない幅広い深い専門知識を身につけ、産業的及び学術的観点から重要

とされる課題を見出し、これを解決できる研究開発能力 

 

2.本領域の求める入学者  

(1)生命機能およびそれから着想を得た工学の分野において極めて高度な学力、及び英語の活用能

力を修得したいと希望していて、その資質を有する人 

(2)既存の分野での研究者・専門技術者としての知識と技術を修得するにとどまらず、新たな分野を開

拓する能力を修得したいと希望している人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法）  

(1)語学に関する筆記試験と、研究能力に関する口述試験を行い、これらの総合評価により選抜しま

す。 
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工学研究科 建築学専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

建築学専攻の博士前期課程は、「様々な機能と諸技術、そして美とを調整し、それらの最善の総合

化を図ることによって、人間の多様な営みにとって使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ持続可能

な空間や形態・環境を創造すること」という『建築の目的』を達成できる人材として、先端的知識を要求さ

れる問題にも直ちに参加できる技術者、専門家の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本専攻の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科建築学専攻博士前期課

程では、先端的知識を要求される建築の諸分野の問題に、積極的に立ち向かえる専門的技術者の育

成を教育の最終目標としています。 

これからのグローバル化した国際社会における新しい建築学分野では、益々人と環境との関係をどう

築いて行くのかが大きなテーマとなります。こうした動きの中で、新しい時代を切り開いていく人材として

は、専門的な建築分野の知識だけではなく、多様な興味や関心で育まれる広い知識や教養とともに新

しい諸技術を総合化していく能力が必要とされます。また、自らの力を発揮し、社会で自らの役割を担う

ためには、広く社会と関わることが求められ、そのためには、コミュニケーション能力も必要とされます。こ

うした自己を表現するための多様な能力の基礎を研究と教育を通して学ぶとともに、修了後も時代の変

化に対応していくために、自らを鍛えていく姿勢が必要とされます。 

このように本課程では、教育並びに研究を通して、様々な基礎能力を携え、日本そして世界に貢献

することのできる専門家として自立できる人材の育成を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士前期課程では、本専攻のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、修士論文又は特

定課題についての研究成果の専攻内規に則った審査及び最終試験に合格と判定された者は、以下に

掲げる目標を達成していると判定され、修士(工学)の学位が授与されます。 

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)多化する社会に関する幅広い視野と教養を身につけている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)研究の成果を日本語や英語で発表し、論文としてまとめる能力を身につけている。 

(2)論理的な思考力とプレゼンテーション能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

(1)建築分野の急速な技術進歩へ適応できる能力を身につけている。 

(2)建築分野の産業的及び学術的観点から重要とされる課題を解決できる研究推進能力を身につけて

いる。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士前期課程では、「様々な機能と諸技術、そして美とを調整し、それらの最善の総合化を

図ることによって、人間の多様な営みにとって使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ持続可能な空

間や形態・環境を創造すること」という『建築の目的』を達成できる人材として、「先端的知識を要求され

る問題にも直ちに参加できる技術者、専門家を育成」するため、以下に示す方針でカリキュラム・ポリシ

ーを設定しています。 

  

1.教育課程の編成・実施  
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(1)持続可能な空間・環境を創造するために、①主として安全で持続可能な空間を創造するための建築

構造に関する専門分野、②主として使いやすく感動を呼ぶ持続可能な空間・環境を創造する事や

町並み等の建築文化財を後世に伝えるための建築デザインに関する専門分野、③主として快適で

持続可能な空間・環境を創造するための建築 環境に関する専門分野の中から、各自の専門及び

専門以外の関連分野に関する高度の知識を教授します。 

(2)教員の指導の下に、社会的観点及び学術的観点から重要な研究課題に取り組むことで、積極的に

社会と関わり合い、様々な機能と諸技術、美とを調整、総合化を主体的に図ることができる能力を育

成します。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)TA(ティーチング・アシスタント)に就くことで、教育能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(2)単位制度の実質化を図るため、成績評価を厳格化するとともに成績評価の方法及び基準を明確化

しシラバスに記載しています。 

(3)中間審査において、研究の進捗を評価します。 

(4)国内外の学会発表において研究成果を発表することで、学外の社会と関わりながら研究をまとめる

能力を涵養します。 

(5)修士論文と、その内容に関する口頭発表を審査することで、修士として必要な能力を身につけてい

るか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力 

本専攻の博士前期課程は、「様々な機能と諸技術、そして美とを調整し、それらの最善の総合化を

図ることによって、人間の多様な営みにとって使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ持続可能な空

間や形態・環境を創造すること」という『建築の目的』を達成できる人材として、先端的知識を要求される

問題にも直ちに参加できる技術者、専門家を育成します。  

 

2.本専攻の求める入学者 

(1)建築計画、建築環境・建築設備、建築法規、建築構造、建築施工の各分野における十分な基礎学

力を有する人 

(2)様々な機能と諸技術、そして美とを調整、総合化を主体的に図ることのできる人 

(3)使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ持続可能な空間や形態・環境を創造することのできる人 

(4)研究成果を学会に発表したり、設計競技に応募したり、あるいは町に出て町の人たちと力を合わせ

て町づくりに参加する等、積極的に社会と関わり合いを持つ意欲のある人 

(5)一級建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士、一級施工管理技師、技術士等の資格

修得を目指す人 

 

3.大学までの能力に対する評価(選抜方法) 

本専攻博士前期課程では、基礎学力の修得度、意欲と熱意をもとに選抜します。  

(1)基礎学力は、建築計画、建築環境・建築設備、建築法規、建築構造、建築施工の各分野、および

英語に関し判断します。 

(2)基礎学力の修得度は主として筆記試験を通じ、意欲と熱意は口述試験を通じ、判断します。 

(3)学部での学修成績によっては、筆記試験を免除します。 
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工学研究科 建築学専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

建築学専攻の博士後期課程は、「様々な機能と諸技術、そして美とを調整し、それらの最善の総合

化を図ることによって、人間の多様な営みにとって使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ持続可能

な空間や形態・環境を創造すること」という『建築の目的』を高度に達成できる人材として、研究者・高度

専門技術者の育成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本専攻の教育研究上の目的等を踏まえ、工学研究科建築学専攻博士後期課

程では、先端的知識と技術を要求される建築の諸分野で、率先して新しい建築分野を切り開いていけ

る高度な研究者・専門技術者の育成を教育の最終目標としています。 

これからの新しい建築学分野では、益々人と環境との関係をどう築いて行くのかが大きなテーマとなり

ます。こうした動きの中で、新しい時代を切り開いていく人材としては、建築分野の専門知識だけではな

く、多様な興味や関心で育まれる広い知識と教養をもとに新しい諸技術を総合化し、応用していく能力

が必要とされます。また、自らの力を発揮し社会で自らの役割を担うためには、広く社会と関わることが

求められ、そのためには、高度なコミュニケーション能力もプレゼンテーション能力も必要であり、国際化

社会にあっては、語学力も必要とされます。こうした自己を表現するための多様な能力は、在学中の研

究・教育だけでは足りず、むしろ、修了後も高度な研究者・専門技術者としての立場を維持するために、

絶えず自ら研鑽していくという強い姿勢が求められます。 

このように本課程では、教育並びに調査・研究を通して、自らを高め続けることで、日本そして世界に

貢献できる高度な研究者・専門技術者として自立できる人材の育成を教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士後期課程では、本専攻のカリキュラムにおいて所定の単位を修得し、博士論文について

の研究成果の専攻内規に則った審査及び最終試験に合格と判定された者は、以下に掲げる目標を達

成していると判定され、博士(工学)の学位が授与されます。  

 

1.自立した良識ある市民としての判断力と実践力  

(1)多様化する社会に関する幅広い視野と教養を身につけている。 

 

2.国際的感性とコミュニケーション能力  

(1)研究の成果を日本語や英語で発表し、論文としてまとめる能力を身につけている。 

(2)論理的な思考力とプレゼンテーション能力を身につけている。 

 

3.時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能  

(1)建築分野の急速な技術進歩へ適応できる能力を身につけている。 

(2)建築分野の産業的及び学術的観点から重要とされる課題を見出す、これを解決できる研究推進能

力を身につけている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士後期課程では、上記の『建築の目的』を達成できる人材として、「研究者・高度専門技術

者を育成」するため、以下に示した方針でカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

1.教育課程の編成・実施  

(1)美しく安全で快適な建築空間の創造・都市や地域のゆたかな生活環境の探求と改善・建築文化の

創造と継承等をすすめる人材を育成するのに必要な学術的知識を、①主として安全で持続可能な
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空間を創造するための建築構造に関する専門分野、②主として使いやすく感動を呼ぶ持続可能な

空間・環境を創造する事や町並み等の建築文化財を後世に伝えるための建築デザインに関する専

門分野、③主として快適で持続可能な空間・環境を創造するための建築環境に関する専門分野の

中から、各自の専門に関する高度な最先端の学術的知識を教授します。 

(2)自主性を大切にしつつ、教員の助言の下で、様々な機能と諸技術、美とを調整、総合化を主体的に

図ることができるよう、社会との結びつきを重視しながら研鑽を積みます。 

(3)研究成果を学会に発表することや、設計競技に応募、あるいは町に出て町の人たちと力を合わせて

町づくりに参加し、町並み等の建築文化財を後世に伝える活動をする等、実社会の専門技術者と

対等に競り合う経験を持ちます。 

 

2.教育の方法と評価  

(1)TA（ティーチング・アシスタント）に就くことで、教育能力を高める経験を積む機会を用意しています。 

(2)単位制度の実質化を図るため、成績評価を厳格化するとともに成績評価の方法及び基準を明確化

しシラバスに記載しています。 

(3)予備審査において、研究の進捗を評価します。 

(4)国内外の学会発表において研究成果を発表することで、学外の社会と関わりながら、他の研究者と

討議する能力を涵養します。 

(5)英語で学術論文を作成することで、研究の成果を日本語だけでなく英語でまとめる能力を涵養しま

す。 

(6)博士論文と、その内容に関する口頭発表を審査することで、博士として必要な能力を身につけてい

るか評価します。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

1.大学院教育によって培う能力 

建築学専攻の博士後期課程は、「様々な機能と諸技術、そして美とを調整し、それらの最善の総合

化を図ることによって、人間の多様な営みにとって使いやすく、安全で快適、かつ感動を呼ぶ持続可能

な空間や形態・環境を創造すること」という『建築の目的』を高度に達成できる人材として、研究者・高度

専門技術者を育成します。  

 

2.本専攻の求める入学者  

(1)建築計画、建築環境・建築設備、建築法規、建築構造、建築施工の各分野における高度な学力を

有する人 

(2)自ら新たな問題を発掘し、それを解決する意欲を持つ人 

(3)研究者ならびに高度専門技術者として建築の各専門分野で活躍することを目指す人 

 

3.博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

本専攻博士後期課程では、高度な専門学力の修得度、意欲と熱意をもとに選抜します。  

(1)高度な専門学力は、修士論文と専修科目を中心に、口述試験を通じ判断します。熱意と意欲は、同

様に口述試験を通じ判断します。 

(2)語学力は、英語の筆記試験を通じ判断します。 
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歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻  

博士前期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士前期課程は、歴史民俗資料学について、広い視野に立つ専門性豊かな調査・研

究能力を身に付け、その能力、知識及び技能を教育・研究をはじめ様々な領域で発揮できる人材の育

成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、歴史民俗資料学研究科歴史民俗

資料学専攻前期課程では、国際的視点を踏まえた日本列島の歴史と文化に関して、歴史資料学・民

俗資料学を柱とした体系的なカリキュラムに基づき、新たな研究領域を開拓する総合的な資料学に関

する専門教育を展開し、広い視野に立つ専門性豊かな能力を発揮できる人材を育成することを教育目

標とします。  

日本社会を究明するには、歴史学・民俗学の学問分野からのアプローチは不可欠であり、その研究

の基礎には必ず資料が存在します。その資料を適切に扱い活用する学問分野として、本研究科は資

料学という新しい学問領域の開拓を目指しています。院生に対する教育と研究は、本研究科の設立基

礎である神奈川大学日本常民文化研究所及び非文字資料研究センターと密接に連携して行われ、資

料の調査・収集、修復・保存、分析方法などに関する実践的な知識と技能を身につけ、地域社会の文

化活動や地域文化の継承・育成にあたる高度専門職業人を養成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士前期課程において所定の単位を修得し、提出した修士論文が専攻内規に則って審査さ

れ合格と判定された者は、以下の能力を身につけていると判断し、修士（歴史民俗資料学）の学位が授

与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）歴史民俗資料学に関する専門的な知識と調査・研究能力を修得している。 

（２）調査・研究に伴う資料の調査・収集、修復・保存などに関する実践的な知識と技能を習得してい

る。 

（３）地域社会の文化活動や地域文化の継承・育成にあたる幅広い知識と能力を身につけ、社会に貢

献できる素養を備えている。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）歴史民俗資料学に関する専門的知識と技能をもって、国際社会に貢献しうる能力を修得している。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）歴史資料・民俗資料を適切に扱う技能を身につけ、その資料を分析して日本社会の特質を究明す

る調査・研究能力を修得している。 

（２）歴史資料・民俗資料の総合的な資料学の分析を基礎とした専門的な知識を身につけ、高度専門

職業人として必要不可欠な能力を修得している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士前期課程では、歴史民俗資料学について、広い視野に立つ専門性豊かな調査・研究

能力を身に付け、その能力、知識及び技能を教育・研究をはじめ様々な領域で発揮できる人材の育成

を目的として、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 
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（１）歴史資料学・民俗資料学を柱とする総合的な資料学を学修できる多様な科目が設けられている。 

（２）高度専門職業人の養成に対応して、博物館学関連の科目群とともに、歴史民俗資料学に関連す

る多様な科目が設けられている。 

（３）社会人や留学生など多様な院生の種々な状況に対応するため、学修においてセメスター制をとり、

さらに秋季入学制度・長期履修制度を設けている。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）実技実習と調査実習を重視することで、歴史民俗資料を扱う技能や調査方法を実践的に習得でき

る。 

（２）教育・研究は本学付設の神奈川大学日本常民文化研究所や非文字資料研究センターと密接に

連携して行われ、院生は研究所やセンターが主催する研究会や調査に参加する機会を有し、また研

究所の所蔵資料を利用することができる。 

（３）上記研究所等の海外提携大学への短期留学の機会を有し、国際的な視野に立った歴史民俗資

料学の学修ができる。 

（４）修士論文の作成過程において、論文演習の一環として全教員・全院生が参加する年２回の中間報

告会を設け、プレゼンテーション能力を高めるとともに、集団指導のもと高度な専門性と学際性を持っ

た論文作成能力を養える。 

（５）修士論文の審査には、３名の教員があたり、口頭試問を実施する。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって養う能力 

（１）歴史民俗資料学について、広い視野に立つ専門性豊かな調査・研究能力を修得する。 

（２）歴史民俗資料の調査・収集、修復・保存などに関する実践的な知識と技能を修得する。 

（３）教育職員専修免許（中学校社会・高等学校地理歴史）を取得し、あるいは学芸員としての専門性

を高めることで、歴史民俗資料学に関連する高度な専門職に就けるようにする。 

 

２．本専攻の求める入学者像 

（１）歴史民俗資料学に関する高度で専門的な学識の修得を目指す人 

（２）国際的視野を持って日本列島の歴史と文化に関し、新たな研究領域を開拓する意欲を持っている

人 

（３）歴史民俗資料学の手法をもって現実社会の諸問題に対応できる能力を高め、技能を修得したい

人 

 

３．大学までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）「一般入試」「外国人留学生入試」「社会人特別入試」では、歴史学・民俗学等、歴史民俗資料学

を学修するうえで必要となる専門分野の基礎学力や能力を備えているかを判断する。 

（２）外国人留学生に対しては「指定校推薦」も行っている。 

（３）指導教員が推薦した者については本人の申請により筆記試験を免除する「特別選考」を行ってい

る。 
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歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻  

博士後期課程 

教育研究上の目的 

本研究科の博士後期課程は、歴史民俗資料学について、広い視野に立つ専門性豊かな調査・研

究能力、知識及び技能をさらに向上させ、創造性豊かな教育・研究活動を行うことのできる研究者の育

成を目的とする。 

教育目標 

本学の教育目標及び本研究科の教育研究上の目的等を踏まえ、歴史民俗資料学研究科歴史民俗

資料学専攻後期課程では、国際的視点を踏まえた日本列島の歴史と文化に関して、歴史資料学・民

俗資料学を柱とした歴史民俗資料学に関する高度な専門教育を展開し、日本文化を世界に発信し国

際的に活躍する研究者の育成を教育目標とします。  

日本社会を究明するには、歴史学・民俗学の学問分野からのアプローチは不可欠であり、その研究

の基礎には必ず資料が存在します。その資料を適切に扱い活用する学問分野として、本研究科は資

料学という新しい学問領域の開拓を目指しています。院生に対する教育と研究は、本研究科の設立基

礎である神奈川大学日本常民文化研究所及び非文字資料研究センターと密接に連携して行われ、専

門的な調査・研究能力及び学際性をもった論文の作成能力、プレゼンテーション能力を涵養し、歴史

民俗資料学の新たな領域を開拓する研究者を養成することを教育目標として定めます。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

本専攻博士後期課程において所定の単位を修得し、提出した博士論文が専攻内規に則って審査さ

れ合格と判定された者は、以下の能力を身につけていると判断し、博士（歴史民俗資料学または学術）

の学位が授与されます。 

 

１．自立した良識ある市民としての判断力と実践力 

（１）歴史民俗資料学の研究分野において、新たな領域を開拓する創造的な研究者としての能力を修

得している。 

（２）歴史民俗資料学に関する専門的知識と技能をもって、現代社会に貢献しうる能力を修得している。 

 

２．国際的感性とコミュニケーション能力 

（１）歴史民俗資料学の研究分野において、国際的に通用する高度の専門的な調査・研究能力を修得

している。 

（２）歴史民俗資料学の研究成果を、論文等で国際的に発信しうる能力を修得している。 

 

３．時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能 

（１）歴史資料・民俗資料を適切に扱う技能をさらに深め、その資料を分析して日本社会の特質を解明

する専門的な調査・研究能力を修得し、大学・研究機関などの教育・研究活動に携わる能力を備え

ている。 

（２）歴史民俗資料学に依拠した高度で知的な学識を修得し、その専門的な研究を社会へ還元できる

能力を備えている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻博士後期課程では、歴史民俗資料学について、広い視野に立つ専門性豊かな調査・研究

能力を身に付け、その能力、知識及び技能を教育・研究をはじめ様々な領域で発揮できる人材の育成

を目的として、以下のようなカリキュラム・ポリシーを設定しています。 

 

１．教育課程の編成・実施 
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（１）歴史資料学・民俗資料学を柱とする総合的な資料学に関する高度な専門教育を受けることができ

る。 

（２）社会人や留学生など多様な院生の種々な状況に対応するため、セメスター制をとり、さらに秋季入

学制度を設けている。 

 

２．教育の方法と評価 

（１）教育・研究は本学付設の神奈川大学日本常民文化研究所や非文字資料研究センターと密接に

連携して行われ、院生は研究所やセンターが主催する研究会や調査に参加する機会を有し、また研

究所の所蔵資料を利用することができる。 

（２）上記研究所等の海外提携大学への短期留学の機会を有し、日本の歴史と文化を世界に発信し国

際的に活躍できる研究者を養成することができる。 

（３）上記研究所等が行う共同研究の研究協力者や TA（ティーチング･アシスタント）などに就くことで、

教育・研究指導者としての経験を積むことができる。 

（４）学位論文作成指導の強化を図るため論文演習の一環として全教員・全院生が参加する年１回の中

間報告会を設け、プレゼンテーション能力を高めるとともに、集団指導のもと、より高度な専門知識と

学際性を持った論文作成能力を養える。 

（5）学位論文の作成過程において、予備審査論文の提出を求め、３名の教員が事前審査を行ってい

る。 

（6）学位論文の審査は、３名の学内教員および必要に応じて学外の専門家を加えて口頭試問を実施

している。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

１．大学院教育によって養う能力 

（１）歴史民俗資料学について、広い視野に立つ高度で専門性豊かな調査・研究能力を修得する。 

（２）既存の枠組みを超えて、歴史民俗資料学の新たな領域を開拓する創造的な調査・研究能力を修

得する。 

 

２．本専攻の求める入学者像 

（１）歴史民俗資料学に関する、より高度で専門的な学識の修得を目指す人 

（２）国際的視野を持って日本列島の歴史と文化に関し、新たな領域を開拓する意欲を持っている人 

（３）研究者となり、歴史民俗資料学を中心とした教育・研究活動や文化活動により、社会に貢献したい

人 

 

３．博士前期課程までの能力に対する評価（選抜方法） 

（１）「一般入試」「外国人留学生特別入試」では、歴史学・民俗学等、歴史民俗資料学を学修するうえ

で必要となる専門分野の学力や能力を備えているかを判断する。 

（２）外国人留学生に対しては「指定校推薦」も行っている。 
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