創 価 大 学 大 学 院 学 則

昭和50年４月１日制定
第１章 総則
（目的）
第１条 創価大学大学院（以下「大学院」という。）は、創立者池田大作先生の建学の精神に基づ
き、学校教育法により、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわ
めて、ひろく文化の進展に寄与することを目的とする。
（自己点検・評価）
第２条 大学院は、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自
ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
２ 前項の自己点検及び評価の項目、実施体制等については別に定める。
（第三者評価）
第３条 大学院は、前条第１項の点検及び評価の結果について、創価大学（以下「本学」という。）
の教職員以外の者による検証を行うものとする。
（情報の積極的な提供）
第４条 大学院は、大学院における教育研究活動等の状況について、広く周知を図ることができる
方法によって、積極的に情報を提供するものとする。
（研究科・専攻）
第５条 大学院に、次の研究科及び専攻を置く。
経済学研究科
経済学専攻
法学研究科
法律学専攻
文学研究科
英文学専攻
社会学専攻
教育学専攻
人文学専攻
国際言語教育専攻
理工学研究科
情報システム工学専攻
生命理学専攻
環境共生工学専攻
国際平和学研究科 国際平和学専攻
法務研究科
法務専攻
教職研究科
教職専攻
２ 前項の法務研究科及び教職研究科は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第99条第２項に定め
る専門職大学院とする。
(１) 法務研究科は、専門職大学院設置基準（平成15年３月31日文部科学省令第16号）第18条第
１項に基づく法科大学院とする。
(２) 教職研究科は、専門職大学院設置基準（平成15年３月31日文部科学省令第16号）第26条第
１項に基づく教職大学院とする。

３

各研究科の目的は、別表１に定める。

（課程）
第６条 各研究科に次の博士課程、修士課程、又は専門職学位課程を置く。
経済学研究科
経済学専攻
博士課程
法学研究科
法律学専攻
博士課程
文学研究科
英文学専攻
博士課程
社会学専攻
博士課程
教育学専攻
博士課程
人文学専攻
博士課程
国際言語教育専攻
修士課程
理工学研究科
情報システム工学専攻
博士課程
生命理学専攻
博士課程
環境共生工学専攻
博士課程
国際平和学研究科 国際平和学専攻
修士課程
法務研究科
法務専攻
専門職学位課程
教職研究科
教職専攻
専門職学位課程
２ 博士課程は前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「博
士後期課程」という。）に区分し、博士前期課程を修士課程として取り扱うものとする。
３ 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に
専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目
的とする。
４ 博士前期課程及び修士課程は、大学の学部において履修した一般教養及び専門的知識を基礎と
し、さらに広い視野に立って専門分野を研究し、精密な学識と研究及び専門性を要する職業等に
必要な高度の能力を養うことを目的とする。
５ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を
培うことを目的とする。
（収容定員）
第７条 各研究科各専攻の収容定員は、次のとおりとする。
博士課程

研究科

専攻

博士前期課程

博士後期課程

合計

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

収容定員

経済学研究科

経済学専攻

15

30

５

15

45

法学研究科

法律学専攻

15

30

３

９

39

文学研究科

英文学専攻

10

20

５

15

35

社会学専攻

10

20

５

15

35

教育学専攻

15

30

２

６

36

人文学専攻

８

16

４

12

28

情報システム工学専
攻

30

60

４

12

72

生命理学専攻

15

30

５

15

45

環境共生工学専攻

25

50

５

15

65

理工学研究科

修士課程
研究科

専攻

修士課程
入学定員

収容定員

文学研究科

国際言語教育専攻

15

30

国際平和学研究科

国際平和学専攻

16

32

専門職学位課程
研究科

専攻

専門職学位課程
入学定員

収容定員

法務研究科

法務専攻

28

84

教職研究科

教職専攻

25

50

（修業年限）
第８条 博士前期課程及び修士課程の標準修業年限は２年（通算４学期）とし、博士後期課程の標
準修業年限は３年（通算６学期）とする。ただし、休学期間はこれを算入しない。
２ 博士前期課程及び修士課程は４年（通算８学期）を、博士後期課程は６年（通算12学期）を超
えて在学することはできない。
３ 法務研究科専門職学位課程の標準修業年限は３年（通算６学期）とする。ただし、休学期間は
これを算入しない。
４ 前項の規定にかかわらず法学既修者入学試験又は法学既修者認定試験により、法務研究科にお
いて必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められた者（以下「法学既修者」という。）
については、１年を超えない範囲で在学期間を短縮することができる。
５ 法務研究科専門職学位課程は、６年（通算12学期）を超えて在学することはできない。ただし、
前項により在学期間を短縮した法学既修者は、４年（通算８学期）を超えて在学することはでき
ない。
６ 教職研究科専門職学位課程の標準修業年限は２年とする。ただし、休学期間はこれを算入しな
い。
７ 前項の規定にかかわらず主として小学校等の教員として実務の経験を有する者については履修
区分を設け、標準修業年限を１年とすることができる。
８ 教職研究科専門職学位課程は、４年（通算８学期）を超えて在学することはできない。ただし、
小学校教諭１種免許状未取得者については履修区分を設け、標準修業年限を３年とすることがで
きる。ただし６年（通算12学期）を超えて在学することはできない。
第２章 学年・学期、授業期間及び休業日
（学年及び学期）
第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
２ 学年を次の２学期に分ける。
春学期（春セメスター） ４月１日から９月15日まで
秋学期（秋セメスター） ９月16日から翌年３月31日まで
（授業期間）
第10条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等を含め、35週の期間にわたることを原則とする。
２ 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うことを原則とする。ただし、教育上
特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うこ

とができる。
（休業日）
第11条 定期休業日は、次のとおりとする。
(１) 日曜日
(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
(３) 本学創立記念日 ４月２日
(４) 夏季休業 ８月１日から９月15日まで
(５) 冬季休業 12月25日から翌年１月７日まで
(６) 春季休業 翌年２月15日から３月31日まで
２ 前項各号の休業日を変更若しくは休業日に授業を行い、又は臨時に休業日を設けることがある。
第３章 教育課程及び履修方法
（教育課程の編成方針）
第12条 博士課程及び修士課程は、各研究科の教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ、必
要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）
の計画を策定し、体系的に教育課程を編成する。
２ 専門職学位課程は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設
するとともに体系的に教育課程を編成する。
３ 大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野
に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう教育課程の編成を行う。
（授業方法及び単位）
第13条 大学院の教育は、講義、演習、研究指導及び実習によって行うものとする。ただし、専門
職大学院にあっては、研究指導を除くものとする。
２ １単位の授業科目は、授業及び授業時間外の学修を合わせて45時間を必要とする内容をもって
構成することを標準とし、各授業科目の単位数は授業の方法に応じ、次の基準により定める。
(１) 講義、演習及び研究指導は15時間の授業をもって１単位とする。
(２) 実習については、30時間の授業をもって１単位とする。
(３) 講義及び演習と実習を組み合わせて行う場合は、原則として講義及び演習１時間の授業に
対し、実習は２時間の授業をもって相当とみなし、15時間から30時間までの授業をもって１単
位とする。
３ 第１項の場合において、専門職大学院は、理論と実務を架橋する教育を行うことを目的とし、
事例研究、討論又は現地調査等の方法を用いるものとする。
（教育内容の改善のための組織的な研修等）
第14条 大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。
（研究指導）
第15条 博士課程及び修士課程の学生は、各研究科の定めるところにより、研究指導を受けなけれ
ばならない。
２ 前項の学生は、各研究科の定める時期に指導教授等の選定をし、その指導のもとに履修計画を
立てなければならない。
３ 学位論文は、各研究科の定めるところにより、指導教授等の指導のもとに作成するものとする。

４

研究科委員会が教育上有益であると認めた場合、他の大学院又は研究所等において、学生に研
究指導を受けさせることができる。ただし、博士前期課程及び修士課程の学生の場合には、当該
研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。

（授業科目及び履修届）
第16条 各研究科各専攻の授業科目及び配当単位数並びに履修方法は、別表(２)から別表(14)のと
おりとする。
２ 毎学期の授業開始前に、各授業科目の担当者・授業時間数及びその他必要な事項を明示する。
３ 学生は、毎学期の初めに、所定の期日までに履修届を提出しなければならない。なお、期日を
過ぎて届け出ない場合は退学を命ずることがある。
（履修科目の登録の上限）
第17条 法務研究科の学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、１年間に履修科目
として登録することができる単位数は、１年次において44単位、２年次において36単位、３年次
においては44単位とする。
（修得単位数）
第18条 学生は、各研究科の定めるところにより、所定の授業科目のなかから、次の各号の一に該
当する単位を修得しなければならない。
(１) 経済学研究科・法学研究科の博士前期課程の場合は32単位以上、文学研究科の博士前期課
程の場合は30単位以上または32単位以上、修士課程の場合は32単位以上、理工学研究科情報シ
ステム工学専攻、生命理学専攻、及び環境共生工学専攻の博士前期課程の場合は30単位以上、
国際平和学研究科の場合は32単位以上
(２) 経済学研究科博士後期課程の場合は研究指導 を含め12単位、法学研究科博士後期課程
の場合は研究指導を含め16単位、文学研究科博士後期課程の場合は研究指導を含め14単位
(３) 理工学研究科博士後期課程の場合は研究指導を含め情報システム工学専攻は24単位、生命
理学専攻は32単位、環境共生工学専攻は28単位
(４) 法務研究科の場合は 98単位以上、ただし、法学既修者の場合は１年次に設置する法律基
本科目群に属する35単位分の科目を一括して修得したものとみなして63単位以上
(５) 教職研究科の場合は45単位以上（高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る
実践的な能力を培うことを目的として小学校その他の関係機関で行う実習（以下、「学校にお
ける実習」という。）に係る10単位を含む）、ただし、一定の実務経験を有すると認めた者は
「学校における実習」のうち10単位をすでに修得しているとみなす者については35単位以上、
７単位をすでに修得しているとみなす者については38単位以上
２ 研究科委員会において教育研究上有益と認めた場合、本学大学院の他の研究科又は他の専攻の
授業科目の履修を認めることができる。
３ 研究科委員会において教育研究上有益と認めた場合、他大学の大学院（制度上これに相当する
ものを含む。以下同じ。）と協議の上、学生が、当該他大学院等の授業科目を履修することを認
めることができる。
４ 第１項の教職研究科が認める一定の実務の経験に係る事項は別に定める。
（教職関係科目）
第19条 一種免許状の所要資格を有する者で、当該免許教科に係る専修免許状授与の所要資格を取
得しようとするものは教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得し
なければならない。

２

本学の大学院の研究科において、当該所要資格を取得できる専修免許状の教科及び種類は、次
の表に掲げるとおりとする。
研究科専攻免許状の種類と教科
研究科

文学研究科

理工学研究科

教職研究科

３

専攻

免許状の種類と教科

英文学専攻

高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状

英語
英語

教育学専攻

高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状

公民
社会

国際言語教育 高等学校教諭専修免許状
専攻
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状

国語
国語
英語
英語

情報システム 高等学校教諭専修免許状
工学専攻
中学校教諭専修免許状

数学・情報
数学

生命理学専攻 高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状

理科
理科

環境共生工学 高等学校教諭専修免許状
専攻
中学校教諭専修免許状

理科
理科

教職専攻

小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状

国語・社会・数学・理科・音楽・
美術・保健体育・保健・技術・
家庭・職業・職業指導・宗教・
英語・ドイツ語・フランス語・
スペイン語・中国語・ロシア語

教職関係科目の履修に必要な事項は、別に定める。
第４章 試験・課程修了の認定及び学位

（単位の認定）
第20条 所定の授業科目を履修した者に対しては、原則として試験の上単位を与えるものとする。
（博士課程及び修士課程の単位の認定）
第21条 経済学研究科、法学研究科、文学研究科、理工学研究科及び国際平和学研究科の学生が、
本学の他の研究科若しくは他の専攻、又は他大学院（制度上これに相当するものを含む。）にお
いて履修した授業科目について修得した単位は、入学前に修得した単位を含めて、研究科委員会
において教育研究上有益と認めた場合、その修得した単位のうち10単位を超えない範囲で、当該
研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２ 前項の単位認定について、研究科委員会として予め指定した当該専攻以外の授業科目について
は、当該研究科選択科目の修了単位数に加えるものとする。
（専門職学位課程の単位の認定）
第22条 法務研究科の学生が、本学の他の研究科又は他の大学院（制度上これに相当するものを含
む。）において履修した授業科目について修得した単位は、入学前に修得した単位を含めて、研

究科委員会において教育上有益と認めた場合、その修得した単位のうち30単位を超えない範囲で、
法務研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２ 法務研究科委員会において教育上有益と認めた場合、前項に定める範囲内において、他の研究
科の授業科目を展開・先端科目群の選択科目の一つとして認めることがある。
３ 教職研究科の学生が、本学の他の研究科又は他の大学院（制度上これに相当するものを含む。）
において履修した授業科目について修得した単位は、入学前に修得した単位を含めて、本研究科
委員会において教育上有益と認めた場合、その修得した単位のうち22単位を超えない範囲で、本
研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、修業年限を
１年とする者については、17単位を超えないものとする。
（試験の方法）
第23条 試験の方法は、筆記試験、口述試験又は論文試験とし、そのいずれによるかは当該科目の
担当教員が定める。ただし、当該研究科委員会において別の定めをしたときはこの限りでない。
（授業計画の明示）
第24条 博士課程及び修士課程は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間
の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示する。
２ 専門職学位課程は、学生に対して、授業の方法及び内容、１年間の授業の計画をあらかじめ明
示する。
（博士課程及び修士課程の成績評価基準）
第25条 経済学研究科、法学研究科、文学研究科、理工学研究科及び国際平和学研究科の成績評価
は、Ａ＋、Ａ、Ａ－、Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｃ＋、Ｃ及びＤの９級に分かち、Ａ＋、Ａ、Ａ－、Ｂ＋、
Ｂ、Ｂ－、Ｃ＋及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。ただし、研究科委員会が認めた特定の科
目については、ＰとＦの２級に分かち、Ｐを合格とし、Ｆを不合格とする。
２ 第21条第1項により他大学院において修得した単位を認定する科目の成績評価はＲとする。
３ 成績評価を保留する場合は、Ｉ評価とする。これについては、別に定める。
４ 不合格の授業科目については、研究科委員会の議を経て、特別試験を行うことがある。
５ 学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定の基準は、別に定める。
（専門職学位課程の成績評価基準）
第26条 法務研究科の成績評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥの６段階に分かち、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ
及びＤを合格とし、Ｅを不合格とする。
２ 教職研究科の成績評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの５級に分かち、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格と
し、Ｄを不合格とする。
３ 前２項について、上記方法をとることが不相当であると当該研究科委員会が認めた科目につい
ては、ＰとＦに分かちＰを合格とし、Ｆを不合格とする。
４ 前３項の評価は、試験の成績のみならず日常の学生の授業の取り組みと成果を考慮して、これ
を行う。
５ 成績評価については、第１項から前項に定めるほか、必要な事項を別に定める。
６ 学生は、成績評価に対し不服があるときは、所定の手続により異議を申し立てることができる。
（進級）
第27条 法務研究科において、次の各号に該当する者は、上級年次への進級ができず、留年とする。
(１) １年次配当の法律基本科目の成績について一定の要件を満たさない者は、１年次から２年

次への進級ができない。
(２) ２年次配当の法律基本科目の成績について一定の要件を満たさない者は、２年次から３年
次への進級ができない。
２ 前項の要件については別に定める。
３ 留年は、それぞれ１回限りとする。
４ 学生は、進級に対し不服があるときは、所定の手続により異議を申し立てることができる。
（最終試験）
第28条 博士課程及び修士課程は、所定の単位を修得し、かつ学位論文を提出した者につき、学位
論文を中心として筆記又は口述により最終試験を行う。
（学位論文の提出資格）
第29条 博士課程及び修士課程の学生は、各研究科の定めるところにより、次の各号の一に該当す
る場合には、学位論文を提出することができる。
(１) 経済学研究科・法学研究科・文学研究科・国際平和学研究科の修士の学位論文は、博士前
期課程又は修士課程に１年（通算２学期）以上在学して20単位以上を修得した者
(２) 理工学研究科の修士の学位論文は、博士前期課程に１年（通算２学期）以上在学し、14単
位以上を修得した者
(３) 経済学研究科の博士の学位論文は、博士後期課程に２年（通算４学期）以上在学し、かつ
８単位以上を修得した者
(４) 法学研究科の博士の学位論文は博士後期課程に２年以上在学し、かつ12単位以上を修得し
た者
(５) 文学研究科の博士の学位論文は博士後期課程に2年以上在学し、かつ10単位以上を修得した
者
(６) 理工学研究科の博士の学位論文は、博士後期課程に２年（通算４学期）以上在学し、かつ
16単位以上を修得した者
２ 博士の学位論文は、大学院の博士課程を経ない者であっても、提出して、その審査を受けるこ
とができる。
３ 学位論文は３通作成し、所定の期日までに、各研究科委員会に提出しなければならない。
（学位論文の審査及び最終試験）
第30条 学位論文の審査及び最終試験は、当該研究科の教員のうちから主査委員、当該研究科委員
会の選任する関係科目の担当委員２名を加えた審査委員が行う。
２ 前項の規定にかかわらず、研究科委員会は、審査に必要と認めるときは、次の各号のいずれか
に該当する者を委員とすることができる。ただし、資格としては、博士の学位を有すること、当
該分野の専門家であること、の両条件を満たすこととする。
(１) 学内の研究科、学部所属の教員、又は研究所等所属の研究員
(２) 学外者
３ 学位論文の成績は、合格又は不合格とする。
（博士課程及び修士課程の学位の授与）
第31条 修士の学位は、博士前期課程又は修士課程に２年（通算４学期）以上在学して、所定の単
位を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課
題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関し
ては、優れた業績を上げた者については、１年（通算２学期）以上在学すれば足りるものとする。

２

博士の学位は、大学院博士課程に５年（通算10学期）（博士前期課程又は修士課程に２年以上
在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年（通算４学期）の在学期間を
含む。）以上在学して、所定の単位を修得し、かつ所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審
査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ
た者については、大学院に３年（通算６学期）（博士前期課程又は修士課程に２年以上在学し、
当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年（通算４学期）の在学期間を含む。）
以上在学すれば足りるものとする。
３ 第１項のただし書の規定による在学期間をもって修士の学位を取得した者の博士の学位は、博
士前期課程又は修士課程における在学期間に３年（通算６学期）を加えた期間以上在学して、所
定の単位を修得し、かつ所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した
者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に
３年（通算６学期）（博士前期課程又は修士課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足
りるものとする。
４ 第２項及び前項の規定にかかわらず博士後期課程への入学資格に関し修士の学位若しくは専門
職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、
博士後期課程に入学した場合の博士の学位は、大学院（専門職大学院を除く。以下この項におい
て同じ。）に３年（通算６学期）（法科大学院の課程を修了した者にあっては、２年（通算４学
期))以上在学して、所定の単位を修得し、かつ所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及
び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者
については、大学院に１年（通算２学期）以上在学すれば足りるものとする。
５ 博士の学位は、大学院の博士課程を経ない者であっても、学位論文を提出して、その審査に合
格し、かつ専攻学術に関し、大学院の博士課程における所定の単位を修得した者と同等以上の学
識と研究指導能力とを有することを試問により確認された場合に、これを授与することができる。
（専門職学位課程の学位の授与）
第32条 法務研究科専門職学位課程の学位は、法務研究科に３年以上在学し、所定の単位数を修得
した者に授与する。ただし、法学既修者については、２年以上在学し、所定の単位数を修得して
いれば足りるものとする。
２ 教職研究科専門職学位課程の学位は、教職研究科に２年以上在学し、所定の単位数を修得した
者に授与する。ただし、教職研究科が一定の実務の経験を有すると認める者については、１年以
上在学し、所定の単位をしていれば足りるものとする。
３ 法務研究科の学生は、法務研究科の課程修了判定に対し不服があるときは、所定の手続により
異議を申し立てることができる。
（学位の名称）
第33条 大学院において授与する学位は、次のとおりとする。
経済学研究科
経済学専攻
修士（経済学）
博士（経済学）
法学研究科
法律学専攻
修士（法学）
博士（法学）
文学研究科
英文学専攻
修士（英文学）
博士（英文学）
社会学専攻
修士（社会学）
博士（社会学）
教育学専攻
修士（教育学）
博士（教育学）
人文学専攻
修士（人文学）
博士（人文学）
国際言語教育専攻
修士（教育学）
理工学研究科
情報システム工学専攻
修士（工学）
博士（工学）
生命理学専攻
修士（理学）
博士（理学）

環境共生工学専攻
修士（工学）
博士（工学）
国際平和学研究科 国際平和学専攻
修士（国際平和学）
法務研究科
法務専攻
法務博士（専門職）
教職研究科
教職専攻
教職修士（専門職）
２ 大学院が授与する学位には、本学名を附記するものとする。
第５章 入学・休学・退学・転学及び留学
（入学の時期）
第34条 入学の時期は、毎学期の初めとする。
（入学資格）
第35条 大学院博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各
号の一に該当する者とする。
(１) 大学を卒業した者
(２) 学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
(３) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外
国の学校教育における16年の課程を修了した者
(５) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課
程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位
置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(６) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準
を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に
修了した者
(７) 文部科学大臣の指定した者
(８) 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、当該研
究科委員会において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(９) 当該研究科委員会において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の
学力があると認めた者で、22歳に達した者
(10) その他当該研究科において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
２ 大学院博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(１) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(２) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(３) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専
門職学位に相当する学位を授与された者
(４) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい
て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、
修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(５) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(６) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学
院設置基準第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する
者と同等以上の学力があると認められた者
(７) 文部科学大臣の指定した者
(８) 当該研究科委員会において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有

する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
（進学）
第36条 本大学院博士前期課程を修了し、引続き博士後期課程に進学を希望する者については、選
考の上、進学を許可する。
（入学試験）
第37条 大学院に入学を志願する者は、別に定める手続きによって願い出るものとする。
２ 入学者の選考は、試験その他の選考方法による。
３ 前項の選考に合格して、所定の入学手続きを完了した者に学長が入学を許可する。
４ 不正な方法により入学を許可された者については、学長がその許可を取り消し又は退学を命ず
る。
（保証人）
第38条 入学を許可された者が提出する在学保証書の保証人は１名とし、父母又はそれに準ずる者
とする。ただし、外国人学生の保証人については、別にこれを定める。
２ 保証人が死亡し、又はその他の事由で、その責任を果たし得ない場合には、新たに保証人を選
定し届出なければならない。
（休学）
第39条 病気その他の事由により休学しようとする者は、所定の休学願を提出し、許可を受けなけ
ればならない。
２ 休学の期間は、引続き１年（通算２学期）を超えることができない。又、博士前期課程、修士
課程及び専門職学位課程においては通算２年（通算４学期）、博士後期課程においては、通算３
年（通算６学期）を超えることができない。ただし、特別の事由がある場合には願い出により、
その延長を許可することがある。
３ 休学期間内に、その事由がなくなったときは、復学の許可を願い出ることができる。ただし、
学期途中での復学は認めない。
４ 休学等の許可は、学長が行う。なお、学長は休学等を許可するに当たり、研究科委員会の意見
を聴くことができる。
（退学）
第40条 退学しようとする者は、所定の退学願を提出しなければならない。
２ 退学の許可は、学長が行う。なお、学長は退学を許可するに当たり、研究科委員会の意見を聴
くことができる。
（強制退学）
第40条の２ 次の各号の一に該当する者は、学長が退学を命じる。
(１) 第８条第２項、第５項、第８項及び第42条第３項に規定する在学年数を経て、なお所定の
課程を修了できない者
(２) 第27条第１項に規定する留年をし、再度２年次、又は３年次に進級できない者
（学費未納退学）
第41条 当該学期の学費を納入しないものは、学長が退学を命じる。
２ 前項により退学を命じられた者については、当該学期の単位認定は行なわない。また当該学期
は在学期間に算入しない。

（再入学）
第42条 博士前期課程、修士課程、博士後期課程及び専門職学位課程において、退学した者の再入
学については、別に定める。
２ 博士後期課程において、所定の研究指導を受けた者が、３年（通算６学期）を超えて在学した
後に退学し、学位論文提出のために、再入学をする場合の取り扱いは、創価大学学位規則の定め
るところによる。
３ 第１項の規定により再入学した専門職学位課程の者の在学できる年数は、再入学前に在学した
期間を含めず、通算して３年とする。
４ 再入学した者の再入学前の既修得単位については、当該研究科委員会において教育上有益と認
めたときは、再入学後に修得したものとみなすことができる。
（転学）
第43条 他大学院から本学大学院に転学を志願する者については、学年の初めに限り選考の上、入
学を許可することがある。
２ 他大学院に転学を志望する者は、別に定める手続きを経て、許可を受けなければならない。
（専攻の変更）
第44条 博士課程、修士課程及び専門職学位課程の中途において、所属の研究科又は専攻を変更す
ることは許可しない。ただし、法務研究科に１年以上在籍している者が法学研究科２年次に変更
することは、所定の選考を経て、これを許可することがある。
（留学）
第45条 外国の大学又は、これに相当する高等教育機関において修学することを志望する者は、許
可を得て留学することができる。
２ 前項の留学の期間は、第８条に定める在学年数に含めることができる。
３ 第１項の規定により留学して修得した単位又は、成果のうち、研究科委員会が適当と認めたも
のは、本学において修得した単位として認定することができる。
４ 前項において認定できる単位は、博士課程及び修士課程は10単位を超えない範囲で、法務研究
科は30単位を超えない範囲で、教職研究科は22単位を超えない範囲で、修得したものとみなすこ
とができる。ただし、教職研究科で修業年限を１年とする者については、17単位を超えない範囲
とする。
５ 第３項において修得した単位は、第21条又は第22条により修得した単位と合わせて前項の範囲
を超えないものとする。
６ 留学に関する学内手続きその他については、別に定める。
第６章 教員組織及び運営組織
（管轄）
第46条 学長は、大学院全般の校務をつかさどり、所属職員を統督する。
２ 各研究科に研究科長を置く。
３ 研究科長は、当該研究科に関する校務をつかさどる。
４ 法務研究科及び教職研究科においては、研究科長の職務を助けるため、研究科長補佐を置くこ
とができる。

（博士課程及び修士課程の教員組織）
第47条 博士課程及び修士課程における授業及び研究指導は、本学の教授のうちから選任された者
がこれを行う。ただし、准教授又は講師をこれに充てることができる。
２ 前項の教員の選任については、別に定める。
（専門職学位課程の教員組織）
第48条 法務研究科及び教職研究科に、専任の教員として教授、准教授、講師及び助教を置く。
２ 前項に定める教員について、任期の定めのある教員を置くことができる。
３ 各研究科に兼任の教員を置くことができる。
４ 前３項に定める教員の任用等に関しては、別に定める。
５ 専任の教員は、本学大学院及び各研究科委員会が定める役割を分担し、かつ連携して組織的な
教育を行うことに努めるものとする。
（大学院委員会）
第49条 大学院に大学院全般にわたる教育及び研究に関する審議機関として大学院委員会を置く。
２ 大学院委員会は、学長、各研究科長及び各研究科委員会から選出された担当教授各２名をもっ
て構成する。
３ 前項のほか、学長が指名する副学長、副学長補を委員とすることができる。
４ 大学院委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(１) 学生の入学、課程の修了に関する事項
(２) 学位の授与に関する事項
(３) 教育課程の編成に関する事項
(４) 教員の人事に関する事項
５ 大学院委員会は、前項に規定するもののほか、次に掲げる教育研究に関する事項について審議
し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(１) 大学院学則・規則等の制定・改廃に関する事項
(２) 研究科又は専攻の設置及び廃止に関する事項
(３) 各種委員会の設置及び廃止に関する事項
(４) 学長の諮問事項
(５) その他大学院の研究及び教育に関する事項
（研究科委員会）
第50条 大学院に研究科委員会を置く。
２ 経済学研究科、法学研究科、文学研究科、理工学研究科及び国際平和学研究科の研究科委員会
は、研究科長及び当該研究科の授業を担当する教授及び准教授をもって構成し、必要と認めたと
きは講師を出席させることができる。
３ 法務研究科及び教職研究科の研究科委員会は研究科長及び当該研究科の専任の教授、准教授、
講師及び助教をもって構成する。
４ 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(１) 学生の入学、課程の修了に関する事項
(２) 学位の授与に関する事項
(３) 教育課程の編成に関する事項
(４) 教員の教育研究業績の審査に関する事項
５ 研究科委員会は、前項のほか、次に掲げる、学長及び研究科長（以下「学長等」という。）が
つかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じて、意見を述べるこ

とができる。
(１) 自己点検・評価、その他研究科の評価に関する事項
(２) ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）に関する事項
(３) 学位論文の審査及び最終試験に関する事項
(４) 研究科の授業及び指導並びに試験に関する事項
(５) 研究科科目等履修生及び研究生に関する事項
(６) 学生の厚生補導に関する事項
(７) 学生の賞罰に関する事項
(８) 学長の諮問事項
(９) その他当該研究科に関する事項
６ 研究科委員会は、前２項に掲げる事項を企画、立案、実施するために適宜委員会を設けること
ができる。
（招集）
第51条 大学院委員会は学長が招集し、その議長となる。ただし、学長に支障のあるときは、学長
があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
２ 研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。ただし、研究科長に支障のあるときは、
研究科長があらかじめ指名する教授がその職務を代行する。
（成立）
第52条 大学院委員会及び研究科委員会は、いずれも構成員の半数以上の出席をもって成立する。
ただし、大学院運営及び教員の教育研究業績の審査に関する重要事項については、構成員の３分
の２以上の出席をもって成立するものとする。
２ 外国出張中の者、休職中の者及び病気その他の事由により、引き続き３カ月以上欠勤中の者は、
大学院委員会及び研究科委員会の構成員に算入しない。
（議決）
第53条 大学院委員会及び研究科委員会の議決は、出席構成員の過半数によるものとし、可否同数
のときは議長がこれを決する。
（事務職員）
第54条 法務研究科及び教職研究科に事務長のほか、必要な事務職員を置く。
第７章 検定料・入学金・授業料その他の学費
（学費）
第55条 大学院の検定料、入学金、授業料その他の学費は別表(15)のとおりとする。
２ 在学中授業料について変更のあった場合には改定された金額を納付しなければならない。
３ 授業料その他の所定の学費は、学年の初めに納めなければならない。ただし、授業料の分納を
願い出た者については許可することがある。
４ いったん納めた学費は、いかなる事由があっても返還しない。
（免除）
第56条 学業の優秀な者に対しては、授業料を免除することがある。
２ 経済的事由、その他やむを得ない事情があると認められた者に対しては、授業料の全部若しく

は一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。
３ 休学中の学費は、別表(15)に定める金額とする。
４ 博士後期課程において所定の期間在学し、引き続き学位論文提出のため在学しようとする者に
は、所定の手続きを経たうえ、授業料の半額を免除することがある。
第８章 賞罰
（表彰）
第57条 人物・学業ともに優秀な者には、別に定める手続きを経て、表彰することができる。
（懲戒）
第58条 学則その他本学の諸規則に違背し、若しくは秩序を乱し、又は学生の本分に反する行為が
あったときは、別に定める手続きを経て懲戒する。
２ 懲戒は、その情状によって戒告、停学及び退学の３種とする。
３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生につきこれを行うことがある。
(１) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
(２) 学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(３) 正当な理由なくして、出席常でない者
第９章 科目等履修生・研究生・特別聴講生・特別履修生・法務研修生及び外国人学生
（科目等履修生）
第59条 科目等履修生として１科目又は数科目の履修を志願する者は、学生の履修に妨げのない限
り、選考のうえ許可することがある。
２ 科目等履修生の諸納付金は、別表(14)のとおりとする。
３ 科目等履修生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。
（研究生）
第60条 博士課程及び修士課程の研究生として、特定の事項について研究を希望する者は、支障の
ない場合に限り、選考のうえ許可することがある。
２ 研究生の諸納付金は、別表(16)のとおりとする。
３ 研究生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。
（特別聴講生）
第61条 他の大学院（外国の大学院を含む。）との協定に基づき、本学大学院の授業科目の聴講を
希望する者があるときは、正規の授業に支障のない範囲で、授業担当者の承認を得て、特別聴講
生として聴講を許可する。
２ 特別聴講生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。
（特別研究生）
第62条 他の大学院との協定に基づき、本学大学院での研究を希望する者があるときは、支障のな
い範囲で、特別研究生として研究活動を許可する。
２ 特別研究生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。
（大学院特別履修生）

第63条 次の各号の一に該当する者で、本学則に定める博士前期課程又は修士課程の授業科目の履
修を希望する者があるときは、教育上の支障のない限り、大学院特別履修生として許可すること
がある。
(１) 本学大学院博士後期課程の学生
(２) 本学学士修士５年一貫教育プログラムに合格した本学学部の学生
２ 本学法学部法律学科における「グローバル・ロイヤーズ・プログラム」（ＧＬＰ）に所属する
学生で、本学則に定める法務研究科専門職学位課程の授業科目の履修を希望する者があるときは、
教育上の支障のない限り、大学院特別履修生として許可することがある。
３ 大学院特別履修生の諸納付金は、別表(16)のとおりとする。
４ 大学院特別履修生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。
（外国人学生）
第64条 大学院に入学を希望する外国人については、選考のうえ入学を許可することがある。
２ 外国人学生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。
第10章 施設及び設備
（施設・設備）
第65条 大学院に教育研究施設として、必要に応じて講義室、演習室、自習室、会議室及び研究室
等を置く。
２ 教育研究上支障を生じない場合には、学部の施設及び設備を共用することができる。
３ 大学院学生は、図書館及びその他の研究施設を利用することができる。
（図書等）
第66条 各研究科の教育研究に必要な図書等は、本学附属図書館等に備えるものとする。
（厚生施設）
第67条 大学院学生は、学生寮、保健センター及びその他の厚生施設を利用することができる。

別表（１）人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的
研究科
目的
経済学研究科
経済学研究科は、建学の精神である「人間主義」の理念のもと
に、人類の歴史的遺産と経験を深く学び、社会が直面する経済・経
営分野の諸問題を解決することによって、社会の平和と繁栄に貢
献できる人材を育成することを目指す。本研究科では、以下のよう
な人材の育成を目的とする。
経済学研究科博士前期課程は、経済学・経営学の最先端の学問修
得を第一義に、独創的な視点を身に着け、現実的な課題を分析し解
決方法を生み出す力を持ち、異文化を理解し平和実現に貢献でき
る人材の育成を目的とする。
経済学研究科博士後期課程は、博士前期課程で得た専門的な能
力や学識をさらに高め、世界に通用する優れた研究者、高度専門職
業人の養成を目的とする。
法学研究科
法学研究科は、建学の精神の理念を実現する、法律学・政治学分
野の専門的人材群を輩出することを目的とする。
法学研究科博士前期課程は、法律学・政治学に関する優れた研究
者の養成及び高度専門職業人を輩出することを目的とする。
法学研究科博士後期課程は、法律学・政治学に関する優れた研究
能力を有する研究者を養成し、当該研究分野に関し、我が国及び国
際的にも活躍できる学究を育てることを目的とする。
文学研究科
文学研究科は、建学の精神にある人間主義に基づいて、人類が開
発・蓄積してきた知恵や学術的知識としての文化を継承し、さらに
応用・発展させて世界の平和と人類の福祉に貢献するため、文学・
言語、社会学、教育学、心理学、哲学・思想、歴史など人文・社会
科学系学問分野において、深い教養に裏打ちされ、グローバルな視
点をもった創造的な研究を進めることをめざす。
以上のことから、本研究科では以下の人材を養成することを目的
とする。
文学研究科博士前期課程・修士課程は、有機的な連関をもたせた
体系的な教育により、高い言語能力、基礎的かつ広範な専門的知
識、および問題発見力・論理的思考力・創造的解決能力を養い、創
造的研究者や専門的職業人を育成することを目的とする。
文学研究科博士後期課程は、複数教員による多角的な研究論文
作成指導を中心とする教育により、先端的な知識、新たな領域を開
拓するような創造的思考、自立的な研究姿勢を養い、世界で活躍で
きる創造的研究者や、高度な専門的職業人を育成することを目的
とする。
理工学研究科
工学及び理学は人類の持続可能な発展になくてはならない学問
であり、資源の乏しい日本にとっては国を支える糧ともいえる。理
工学研究科は 21 世紀の科学技術のニューフロンティアである
「情報」
「生命」
「環境」という分野を見据えて開設され た。これ
らの分野は互いに密接にリンクしあい、人類の文化の創造を永続
ならしめるキーテクノロジーとして他分野とも融合し、自然界と
調和のとれた世界の進歩を促すものと考える。
以上のことから、本研究科では以下の人材を養成することを目的
とする。

理工学研究科博士前期課程は、 理工学の基礎に精通し、専門能
力と柔軟な応用力を有し、建学の精神である「人間主義」を 重ん
じる創造力と国際性豊かな人材の育成を目的とする。
理工学研究科博士後期課程は、 理工学の基礎に精通し、 研究分
野における 高度な 専門能力と柔軟な応用力 を 有し、 周辺知識
の習得と同時に、専攻分野の具体的で実践的な研究を行い、研究開
発に必要な企画・立案・実施能力を持つとともに、建学の精神であ
る「人間主義」を重んじる創造力と国際性豊かな人材の育成を目的
とする。
国 際 平 和 学 研 究 科 は 、国 際 関 係 論・平 和 学 の 各 分 野 で 実
現可能な具体的政策や施策を構想できる高度専門職業人
の養成を目的とする。
法務研究科は、法の支配の担い手にふさわしい深い学
識と卓越した能力を備えた、人間性豊かな法曹を養成す
ることを目的とする。
教職研究科は、学校等において指導的役割を果たしう
る高度な専門性と豊かな人間性、社会性を備えた実践力
のある教員の養成を目的とする。

国際平和学研究科

法務研究科

教職研究科

別表(15)
１．博士課程及び修士課程
(１)

検定料
項目

博士前期課程及び修士課程

学内選考検定料

33,000

入学試験検定料

33,000

博士後期課程
33,000

進学選考試験検定料

33,000
（単位：円）

(２)

入学金
項目

博士前期課程及び修士課程

入学金

博士後期課程

200,000

200,000

（単位：円）
備考 １ 本学学部卒業者、本学別科修了者及び本学通信教育部の卒業生及び本学情報システム
先端技術講座修了生の博士前期課程及び修士課程の入学金は、100,000円とする。
２ 本学博士前期課程及び修士課程修了者の博士後期課程の入学金は免除する。
(３)

授業料その他の学費

経済・法・文学研究科（教育学専攻臨床心理学専修を除く）平成30年度以降生、国際平和学研究
科令和２年度以降生
項目

博士前期課程及び修士課程

博士後期課程

春セメスター 秋セメスター 春セメスター 秋セメスター

備考

授業料

230,000

230,000

175,000

175,000 休学中は免除

在籍料

30,000

30,000

30,000

30,000 休学中も徴収

教育充実費

50,000

50,000

50,000

50,000 休学中は免除

文学研究科教育学専攻臨床心理学専修平成30年度以降生
博士前期課程

項目

備考

春セメスター 秋セメスター

授業料

230,000

230,000 休学中は免除

在籍料

30,000

30,000 休学中も徴収

教育充実費

50,000

50,000 休学中は免除

実習費

50,000

50,000 休学中は免除

工学研究科平成30年度生、令和元年度生、理工学研究科令和２年度以降生
項目

博士前期課程

博士後期課程

春セメスター 秋セメスター 春セメスター 秋セメスター

備考

授業料

275,000

275,000

220,000

220,000 休学中は免除

在籍料

30,000

30,000

30,000

30,000 休学中も徴収

教育充実費

75,000

75,000

75,000

75,000 休学中は免除

実習費

50,000

50,000

60,000

60,000 休学中は免除
（単位：円）

※授業料その他の学費は、願い出た者について、延納を許可することがある。
※在学セメスター数が標準修業セメスターを超えた場合は、教育充実費を免除する。

経済・法・文学研究科（教育学専攻臨床心理学専修を除く）平成29年度以前生、国際平和学研究
科令和元年度以前生
項目
授業料
施設設備費
保健費

博士前期課程及び修士課程

博士後期課程

春セメスター 秋セメスター 春セメスター 秋セメスター

備考

250,000

250,000

200,000

200,000 休学中は、年額50,000（半
期25,000）

50,000

50,000

50,000

50,000 休学中は免除

4,000

4,000

4,000

4,000 休学中は免除

文学研究科教育学専攻臨床心理学専修平成29年度以前生
項目
授業料

博士前期課程

備考

春セメスター 秋セメスター
250,000

250,000 休学中は、年額50,000（半期25,000）

施設設備費

50,000

50,000 休学中は免除

実験実習費

50,000

50,000 休学中は免除

4,000

4,000 休学中は免除

保健費

工学研究科平成29年度以前生
項目
授業料

博士前期課程

博士後期課程

春セメスター 秋セメスター 春セメスター 秋セメスター

備考

300,000

300,000

250,000

施設設備費

72,500

72,500

72,500

72,500 休学中は免除

実験実習費

50,000

50,000

60,000

60,000 休学中は免除

4,000

4,000

4,000

4,000 休学中は免除

保健費

250,000 休学中は、年額50,000（半
期25,000）

※授業料その他の学費は、願い出た者について、延納を許可することがある。

※在学セメスター数が標準修業セメスターを超えた場合は、施設設備費を免除する。
２．法務研究科
(１) 検定料
検定料

備考
同一年度内に納付する検定料
は、入学試験の種類及び受験
33,000
回数にかかわらず、１回分の
みで足りるものとする。

入学試験

（単位：円）
(２)

入学金

項目

入学時のみ

入学金

備考

200,000 ただし、本学の学部卒業者、大学院・別科修了者、通信教育部
卒業者及び創価女子短期大学卒業者は100,000。
（単位：円）

(３)

授業料その他の学費
平成30年度以降生
項目

授業料（半期）

在籍料（半期）
教育充実費（半期）

標準修業年限期間 標準修業年限期間を超過した場合
480,000 履修数１～４単位

備考

96,000 休学中は免除

５～10単位

240,000

11単位以上

480,000

30,000

30,000 休学中も徴収

100,000

50,000 休学中は免除
（単位：円）
平成29年度以前生

項目
授業料（半期）

施設設備費（半期）
保健費（半期）

標準修業年限期間 標準修業年限期間を超過した場合
500,000 履修数１～４単位

備考

100,000 休学中は25,000

５～10単位

250,000

11単位以上

500,000

100,000

50,000 休学中は免除

4,000

4,000 休学中は免除
（単位：円）

３．教職研究科
(１)

検定料
検定料

入学試験

備考
33,000
（単位：円）

(２)

入学金、授業料等
平成30年度以降生
項目

１年次

２年次

入学金

200,000

授業料

610,000

３年次

備考
ただし、本学の学部
卒業者、大学院・別
科修了者、通信教育
部卒業者及び創価
女子短期大学卒業
者は100,000。

610,000

610,000 休学中は免除

60,000

60,000

60,000 休学中も徴収

100,000

100,000

100,000 休学中は免除

※３年制コースの
１年次の授業料
は
350,000
在籍料
教育充実費

（単位：円）
平成29年度以前生
項目

１年次

授業料

２年次

650,000

３年次

650,000

※３年制コースの
１年次の授業料
は

650,000 休 学 中 は 、 年 額
50,000（半期

399,000
施設設備費
保健費

備考

25,000）

100,000

100,000

100,000 休学中は免除

8,000

8,000

8,000 休学中は免除
（単位：円）

別表(16)
１．博士課程、修士課程、又は専門職学位課程
(１)

科目等履修生納付金
項目

納付金額

選考料

10,000円

登録料

20,000円

科目等履修費（１単位）

15,000円

備考 本学卒業者・別科修了者及び年度を継続して科目等履修生となる者、及び八王子学園都市
大学受講生は登録料を免除する。
(２)

研究生納付金
項目

経済・法・文・

理工学研究科

国際平和学研究科
選考料

10,000円

10,000円

登録料

70,000円

70,000円

研究料（月額）

22,000円

36,000円

備考 本学博士前期課程又は修士課程修了者及び年度を継続して研究生となる者は登録料を免除
する。
(３)

特別聴講生納付金
項目

納付金額

聴講料（１科目）
(４)

2,000円

大学院特別履修生納付金
項目

納付金額

登録料
備考

2,000円
実験実習科目の履修については、実験実習費を別途徴収することがある。

