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人間総合科学大学 大学院 学則 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この学則は、人間総合科学大学学則第３条の２第２項の規程に基づき、人間総合科学大学

大学院（以下「本大学院」という。）に関して必要な事項を定める。 

 

第２条 人間総合科学大学大学院は、人間総合科学大学（以下「本大学」という。）の目的に則り、

「人間」をさらに学際的・統合的に追究し、より深い専門的知識を教授・研究する。 

２ 人間総合科学研究科 心身健康科学専攻は、修士課程では、心と身体の有機的関連性を考究し、

心身の健康に関する専門知識を総合的に教授研究し、「生きる力」としての、洞察力、探究力、

問題解決能力、創造力を育み、研究の徒となり得る人材、社会において指導者的役割を果たす人

材を育成することを目的とする。博士後期課程では、心と身体の有機的関連性を支える法則性に

ついて深い学識と高度な研究遂行能力とを養い、学際的・統合的な視点と姿勢をもって自立して

研究活動のできる人材と、先駆的な領域を開拓できる人材を養成、輩出することを目的とする。 

３ 人間総合科学研究科 健康栄養科学専攻修士課程は、人間の心身両面の健康と「栄養・食」と

のかかわりを科学的・統合的視点から追求し、高度で専門的な知識及び技術をもち、個人の健康

の保持・増進を栄養・食生活の側面から解決に導くことのできる、健康科学に立脚した実践的な

専門的能力を有する人材を育成することを目的とする。 

 

 

第２章 大学院の組織 

 

（課程） 

第３条 本大学院に修士課程及び博士課程を置く。 

２ 博士課程は、これを前期２年の課程および後期３年の課程（以下「博士後期課程」という。）

に区分し、前期２年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 

 

（研究科・専攻及び収容定員） 

第３条の２ 本大学院に、次の研究科及び専攻を置き、その収容定員を次のとおりとする。 

 

研究科名 専攻名 課程 入学定員 収容定員 

人間総合科学研究科 

心身健康科学専攻 

（通信教育課程） 

修士課程 30名  60名  

博士後期課程 9名  27名  

健康栄養科学専攻 修士課程 5名  10名  

 

 

第３章 教職員の組織 

 

（教職員の組織） 

第４条 本大学院に、研究科長及び専攻長を置き、必要に応じて、補佐職を置くことができる。 

２ 研究科長は、学長を補佐し、その研究科に関する業務を遂行する。 

３ 専攻長は、学長を補佐し、その専攻に関する業務を遂行する。 

４ 本大学院に、必要に応じて教授、准教授、助教、講師、事務職員及び技術職員を置くことがで

きる。 
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第４章 研究科教授会 

 

（研究科教授会） 

第５条 本大学院に、研究科教授会を置く。 

２ 研究科教授会に関する規程は別に定める。 

 

 

第５章 学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第６条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（学期） 

第７条 学期は、学年を次の２学期に分ける。 

前期：４月１日から９月３０日まで 

後期：１０月１日から３月３１日まで 

 

（休業日） 

第８条 休業日は次のとおりとする。但し、面接授業の行われる日は除くものとする。 

一 土曜日・日曜日 

二 国民の祝日に関する法律による日 

三 学園創立記念日 ５月２日 

四 季節休業（学長が別に定めるものとする） 

２ 前項の規程にかかわらず、休業日であっても授業を行うことができる。 

３ 第１項の規程にかかわらず、臨時の休業日を定めることができる。 

 

 

第６章 修業年限及び在学年限 

 

（修業年限及び在学年限） 

第９条 本大学院の修士課程の修業年限は２年とし、４年を越えて在学することはできない。 

２ 本大学院の博士後期課程の修業年限は３年とし、６年を越えて在学することはできない。 

 

 

第７章 入学・休学・復学・退学及び除籍 

 

（入学の時期） 

第１０条 本大学院の入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学資格等） 

第１１条 本大学院の修士課程に入学できる者は、次の各号の一に該当し、入学の許可を受けた者

とする。 

一 大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５２条に定める大学をいう。以下同じ）

を卒業した者 

二 学校教育法第６８条の２第３項の規程により学士の学位を授与された者 

三 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 

四 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 

五 文部科学大臣の指定した者 

六 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、また

は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当
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該外国の学校教育における１５年の課程を修了したものであって、本大学院において、所

定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者 

七 その他本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学

力があり、本大学院の教育課程を学修するに適すると認めた者で、２２歳に達した者 

２ 本大学院の博士後期課程に入学できる者は、次の各号の一に該当し、入学の許可を受けた者と

する。 

一 修士の学位を有する者 

二 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者 

三 文部科学大臣の指定した者 

四 その他本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有するものと同等以

上の学力があり、本大学院の教育課程を学修するに適すると認めた者で、２４歳に達した

者 

 

（入学の出願） 

第１２条 本大学院への入学を志願する者は、所定の入学志願書及び別に定める書類に、入学検定

料（別表第２）を添えて願い出なければならない。 

 

（入学者の選考） 

第１３条 入学者の選考は、書類審査及び面接試験により行う。但し、本大学院が必要と認めた場

合には、学力試験を行うことができる。 

 

（入学の手続き及び許可） 

第１４条 前条の選考結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに必要書類を提出

するとともに、所定の入学料及び授業料等を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

 

（再入学） 

第１５条 本大学院を退学または除籍となった者で、入学を志願する者があるときは、選考の上、

別に定めるところにより、相当年次に入学を許可することができる。 

２ 前項の規程により入学を許可された者の在学年限及び退学または除籍前に本大学院にて既に

履修した授業科目及び修得した単位数の取り扱いについては、別に定める。 

 

（休学） 

第１６条 傷病その他やむを得ない事由により、休学しようとする者は、所定の書類を提出し、学

長の許可を得た上で休学することができる。 

２ 休学期間は、１学期間（前期又は後期）を単位とする。 

３ 休学期間は、通算して４学期間を超えることができない。 

４ 休学期間は、修業年限及び在学年限に算入しない。 

 

（復学） 

第１７条 休学の事由が止んだ者は、学長の許可を得て復学することができる。但し、復学できる

時期は、学期の始めとする。 

 

（退学） 

第１８条 傷病その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、所定の書類に退学事由を明

記し提出することとする。 

 

（除籍） 

第１９条 次の各号の一に該当する者は、学長がこれを除籍することができる。 

一 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

二 第９条に定める在学年限を超えた者 
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三 第１６条第３項に定める休学期間を超えて、なお修学できない者 

四 履修申込みを怠り、督促してもなお行わない者 

五 成績不良の者 

六 死亡した者 

 

（二重学籍の禁止） 

第１９条の２ 学生は、他の大学または大学院の正規の課程に在籍してはならない。 

 

 

第８章 教育課程 

 

（授業科目） 

第２０条 本大学院に開設する授業科目及び単位数等は、別表第１に掲げるとおりとする。 

 

 

第９章 授業及び学習指導 

 

（授業） 

第２１条 心身健康科学専攻の授業は通信授業、面接授業（メディア等を利用して行う授業を含む。

以下同じ。）及び放送授業によって行う。 

２ 通信授業は、主として印刷教材により学修させる授業であり、面接授業は、大学設置基準第２

５条の方法による授業であり、放送授業は大学通信教育設置基準第３条の方法による授業である。 

３ 通信授業においては、学生は、所定の教材に基づき学修・研究を行い、その成果（以下「課題

レポート等」という。）について添削等の指導を受けるものとする。 

４ 面接授業は本大学院または本大学院が指定する会場において実施され、その時期については別

に定める。 

５ 放送授業においては、学生は、所定の課題を提出し、添削指導を受けるものとする。 

６ 健康栄養科学専攻の授業は、大学設置基準第２５条の方法によるものとする。 

 

（心身健康科学専攻の単位の計算方法） 

第２２条 心身健康科学専攻の各授業科目の単位数は、１単位の履修時間を４５時間とし次の基準

により計算するものとする。 

一 通信授業については、４５時間に相当する学修量の教材をもって１単位とする。 

二 面接授業及び放送授業については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規程にかかわらず、研究指導科目については、これに必要な学修等を考慮して単位数を

定めることができる。 

 

（健康栄養科学専攻の単位の計算方法） 

第２２条の２ 健康栄養科学専攻の授業科目の単位数は、１単位の履修時間を４５時間とし、次の

基準により計算する。 

一 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で本大学が定める時間の授

業をもって１単位とする。 

二 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本大学が定める時

間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規程にかかわらず、研究指導科目については、これに必要な学修等を考慮して単位数を

定めることができる。 

 

 

第１０章 試験及び成績評価 

 

（心身健康科学専攻の試験） 
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第２３条 心身健康科学専攻の試験は、科目修了試験及び面接授業試験（以下「スクーリング評価」

という。）等とする。 

２ 通信授業による各科目の履修は、課題レポート等を提出しかつ指定の時期に科目修了試験を受

けなければならない。 

３ 面接授業による各科目の履修は、面接授業に出席しかつ指定の時期にスクーリング評価を受け

なければならない。 

４ 放送授業による各科目の履修は、放送授業を視聴しかつ指定の時期にスクーリング評価に相当

する試験を受けなければならない。 

 

（科目修了試験） 

第２４条 科目修了試験を受験できる者は、当該科目の課題レポート等に合格したものとする。 

２ 科目修了試験は、本大学院または本大学院が指定する会場において実施され、その時期につい

ては別に定める。 

 

（健康栄養科学専攻の試験） 

第２５条 健康栄養科学専攻における試験は、前期及び後期のそれぞれにおいて、筆記、口述及び

論文等の方法によって行う。 

 

（成績評価） 

第２６条 各科目の成績は、Ｓ(100 点～90 点)、Ａ（89 点～80 点）、Ｂ（79 点～70 点）、Ｃ（69

点～60点）、Ｄ（59点～0点）の5種類の評価をもって表し、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、Ｄを

不合格とする。 

２ 不合格者には、再試験等を行うことがある。 

３ 疾病その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかった者は、その理由が適当で

あると認められ、許可を受けた場合に限り追試験を受けることができる。 

４ 追試験及び再試験等受験の際には、別に定める手数料を納入しなければならない。 

 

（単位の授与） 

第２７条 各授業科目を履修し、その試験等に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 通信授業については、課題レポート等及び科目修了試験に合格した者に対して所定の単位を与

える。 

３ 面接授業については、出席が良好でかつスクーリング評価が基準に達した者に対して所定の単

位を与える。 

４ 放送授業については、視聴を完了し、試験に合格した者に対して所定の単位を与える。 

５ 通信授業、面接授業または放送授業を併用する科目については、第２項、第３項または第４項

に規程する単位授与の基準を満たした者に所定の単位を与える。 

６ 研究指導については、修士課程は２年間で、博士後期課程は３年間で所定の指導を受けた者に

対して所定の単位を与える。 

 

 

第１１章 修了要件等 

 

（進級の要件） 

第２７条の２ 進級については別に定める。 

 

（修了の要件） 

第２８条 本大学院人間総合科学研究科心身健康科学専攻修士課程の修了要件は、当該課程に休学、

停学期間を除いて２年以上在学し、次の授業科目について必修科目を含め３２単位以上を修得し、

かつ修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査を通過し最終試験に合格すること

とする。 

一 基礎分野科目（必修）   １２単位 
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二 選択分野科目（選択必修）  ６単位以上（Ⅰ群及びⅡ群よりそれぞれ３単位以上） 

三 選択分野科目（選択）    ８単位以上 

四 研究指導科目（必修）     ６単位 

２ 本大学院人間総合科学研究科心身健康科学専攻博士後期課程の修了要件は、当該課程に休学、

停学期間を除いて３年以上在学し、次の授業科目について必修科目を含め１６単位以上を修得し、

かつ博士論文の審査を通過し最終試験に合格することとする。 

一 必修科目         ８単位 

二 選択科目         ２単位以上 

三 研究指導科目（必修）   ６単位 

３ 博士学位審査手続きに関する規程は別に定める。 

 

（修了の要件） 

第２８条の２ 本大学院人間総合科学研究科健康栄養科学専攻修士課程の修了要件は、当該課程に

休学、停学期間を除いて２年以上在学し、次の授業科目について必修科目を含め３０単位以上を

修得し、かつ修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査を通過し最終試験に合格す

ることとする。 

一 基礎科目（必修）     ６単位   

二 専門科目        １６単位以上 

三 研究指導科目（必修）   ８単位   

 

（学位の授与） 

第２９条 前条の要件を充たす者には、研究科教授会の議を経て、学長が修了を認定し、学位を授

与する。 

２ 学長は、修了を認定したものに対して、修了証書を授与する。 

 

（学位の種類） 

第３０条 前条の修了を認定された者には、次の学位を授与する。 

人間総合科学研究科心身健康科学専攻修士課程      修士（心身健康科学） 

人間総合科学研究科心身健康科学専攻博士後期課程    博士（心身健康科学） 

人間総合科学研究科健康栄養科学専攻修士課程      修士（健康栄養科学） 

 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第３１条 本大学院修士課程においては、教育上有益と認めるときには、学生が本大学院の定める

ところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、１０単位を超えな

い範囲で修了の要件となる単位として認定することができる。 

 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第３２条 本大学院修士課程においては、教育上有益と認めるときには、学生が本大学院に入学す

る前に他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、１０単位を超えない範囲

で修了の要件となる単位として認定することができる。 

２ 単位認定の科目については別に定める。 

 

 

第１２章 科目等履修生等 

 

（科目等履修生） 

第３３条 本大学院の授業科目の一部の履修を希望する者に対しては、本課程の教育に支障がない

限り、選考の上、科目等履修生としてこれを許可することができる。 

２ 科目等履修生に関しては、別に定める。 

 

（研究生） 
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第３３条の２ 本大学院に研究生の制度を置く。 

２ 前項の研究生の取り扱いに関しては、別に定める。 

 

第１３章 学費等 

 

（学費） 

第３４条 学費は、入学料、授業料、施設・設備費、教育充実費及び学位論文審査料とする。 

２ 学費の金額は、別表第２のとおりとする。 

 

（学費等の納付） 

第３５条 学生は、学年ごとに別表第２に従って算出された学費等の金額を、所定の期日までに納

めなければならない。 

 

（復学等の場合の授業料） 

第３６条 復学する者は、復学する当該学期の授業料を所定の期日までに納付しなければならない。 

 

（退学及び停学の場合の授業料） 

第３７条 学期の中途で退学し又は除籍された者の該当学期分の授業料は徴収する。 

２ 停学期間中の授業料は徴収する。 

 

（休学の場合の在籍料） 

第３８条 休学期間中の場合は、別途定める在籍料を徴収する。 

 

（学費の返還制限） 

第３９条 納入した学費は、理由の如何にかかわらずこれを返還しない。 

 

 

（手数料） 

第４０条 手数料については、別に定める。 

 

 

第１４章 賞罰 

 

（表彰） 

第４１条 学生として特に表彰に値する行為があった者は、研究科教授会の議を経て、学長が表彰

する。 

２ 表彰に関する規程は別に定める。 

 

（懲戒） 

第４２条 本大学院及び本大学の諸規程に違反し、又は、学生としての本分に反する行為をした者

は、懲戒処分に付することができる。 

２ 学生の懲戒に関する規程は、別に定める。 

 

 

 

附則 

１ この学則は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

 

附則 

１ この学則は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

 


