
 

  
 

関東圏の⼤学院社会学分野が参加する単位互換制度を活⽤しませんか 
● 裏面に掲載の国立・公立・私立の大学院でこの制度を利用することができます。 

※ この制度を利用して、数多くの多様な大学院授業から聴講する科目を選ぶことができます。  

※ 本や論文でしか接することができなかった先生の授業に参加することができます。 

 

● 多分野にわたる社会学を中心に、「社会心理学」、「マス コミュニケーション論」、「コミュニケーション論」、

「社会福祉論」、「地理学」、「文化人類学」など、多様な分野を数多くの授業から学ぶことができます。 

 

● 他大学院の授業を聴講することによる授業料は一切かかりません。 

 （一部の公立および私立の大学院生は手数料として、4 単位 1 科目当たり 2,000 円、2 単位 1 科目当た

り 1,000 円が必要です。） 

 

● この制度を利用して他大学院で修得した単位は、所属大学院の規程に従って、修了単位とすることがで

きます。 

 

単位互換授業聴講の⼿続 
他大学院で修得できる単位数は、修士課程（または博士前期課程）で 10 単位、博士課程（または博士

後期課程）で 10 単位を上限として、所属大学院が定める範囲内に限られます。  

 

【指導教員と相談する】  

本制度を利用する際には、希望する他大学開講科目について、所属大学院の指導教員と十分に相談の

うえ決定してください。 

 

【聴講を希望する授業担当教員の承諾をもらう】 

裏面の各大学院が設定している聴講願受付日を確認し、所属大学院の本制度担当部署を通じて希望す

る他大学開講科目への特別聴講を申し出てください。特別聴講の希望を受けた授業担当教員は、聴講を希

望している科目が大学院生にとって本当に役立つものであるかを勘案し、受け入れ可否を決定します。 

授業担当教員から聴講の承諾をもらえた場合は速やかに「大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講

願」の必要な署名・捺印を揃え、所属大学院へ提出してください。 

※詳細の手続き方法は所属大学院の本制度担当部署に確認してください。 

 

各⼤学院の⼿続期間や授業開始⽇など、詳細については裏⾯を参照してください。 
手続期間や授業開始日等は、各大学院によって異なります。裏面に各大学院から集めた情報を掲載して

いますが、「未定」となっている部分や不明な点、詳細については、所属大学院の本制度担当部署を通じて

確認してください。 

⼤学院社会学分野単位互換制度 
⼤学院社会学分野単位互換制度運営協議会 

 

 

  
 

「大学間相互単位協定に基づく特別聴講願」の見本です。指導教員や所属大学院の窓口等で受け取り、

手続をおこなってください。 

 

 

⼤学院社会学分野単位互換制度に関する本学問い合わせ先 
 

 

 

 

書類の記入方法や手続きについて不明な点がある場合は、所属する大学院の担当事務局に確認してください。 
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《公立・私立⇔公立・私立》

平成　　年　　月　　日提出　

 ※ 　　　　大学大学院 研究科 学　籍  ※

　　専攻 課程 年 番　号

※(ﾌﾘｶﾞﾅ) 性 ※ 男 ※　年　月　日生

氏　　名 別 女 （　　　才）

 ※ 〒

住　　所 ☎

研究科長又は

専攻主任

事 務 局

確 認 欄

 ※ 大学院 研究科

専攻 課程　

 ※ 学期 単位

聴講希望 印

印

授業科目 印

研究科長又は

専攻主任

事 務 局

確 認 欄

(※印欄は必ず記入のこと)

本人保存用

※　　　　　　大学大学院　　　研究科　　専攻　　　　　課程　　　　年

大学院 研究科 専攻

学期 単位

印

印

印

(※印欄は必ず記入のこと)

授業科目

受　　入

氏　　名

授　業　科　目　名 担当教員 ※

聴講希望

確認印

大学間相互単位協定に基づく特別聴講願

所　　属

　　　年度　　大学間相互単位協定に基づく特別聴講願

授業科目名

印

受入大学院

所

属

大

学

院

受

入

大

学

院

生年月日

担当教員

印

　　印

指導教授 　　印

 

≪公立・私立⇔公立・私立≫ 

令和 年 月 日提出 



大学院研究科・専攻名 担当事務部局名 聴講願受付日
要覧・要項

（冊子またはURL）

大学所在地 事務局TEL 授業開始日
シラバス

（冊子またはURL)

大学院人文社会科学研究科 人文社会科学部 学務グループ 4/1-4/7 茨城大学大学院学生便覧　2021 スケジュール変更等がありますので、聴講願提出前に必ず、担当部局へ連絡を行ってください。

〒310-8512　水戸市文京2-1-1 029-228-8106 前期：4/9
後期：9/29 https://idc.ibaraki.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx

大学院人文社会科学研究科文化環境専攻 人文社会科学研究科支援室　大学院係

〒338-8570　さいたま市桜区下大久保255 048-858-3320

大学院人文公共学府人文科学専攻 人社系学務課人社系学務室 前期：4/1迄　後期：8/20迄 「千葉大学大学院人文公共学府（博士前期課程）社会学分野の単位互換制度　２０２１年度案内」

〒263-8522　千葉市稲毛区弥生町1-33 043-290-2354 前期：4/8 　後期：10/1 https://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/index.html

大学院人間文化研究科現代社会研究専攻 教育・学事支援センター 令和3年4月1日(木)9時～2日(金)15時 ※メールにて受付 http://www.otsuma.ac.jp/enrolled/program/manual

〒206-8540　多摩市唐木田2-7-1 042-372-9988
前期：令和3年4月 9日(金)～令和3年7月22日(木)
後期：令和3年9月27日(月)～令和4年1月29日(土) http://www.otsuma.ac.jp/enrolled/program/syllabuses

大学院人文科学研究科社会学専攻 教務部教務課教務２係 ４月１２日（月）～１６日（金） https://www.komazawa-u.ac.jp/academics/graduate/syllabus.html 大学院時間割・要覧：４月更新予定

〒154-8525　世田谷区駒沢1-23-1 03-3418-9116
前期：４月１０日（土）
後期：９月１６日（水）

https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/studies/undergraduate/registration/syllabus.html シラバス：４月更新予定

大学院文学研究科社会文化論専攻 教務部 4月６日（火）～４月１５日（木） ２０２１年度文学研究科履修要項

〒180-8633　武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 0422-37-3736 前期４月９日（金）、後期９月２１日（火） SEIKEI　PORTAL（https://portal.seikei.ac.jp)により検索、閲覧可能

大学院文学研究科社会学専攻 大学院事務部大学院事務課 4/14-20 https://www.senshu-u.ac.jp/education/graduate/guide/unit.html

〒214-8580　川崎市多摩区東三田2-1-1 044-911-1271
（前期）4/14
（後期）9/18

https://syllabus.acc.senshu-u.ac.jp/syllsenshug/top.do シラバスは3/29公開予定です。

大学院文学研究科社会学専攻社会情報学専攻 大学院事務室 2021年4月15日 https://www2.chuo-u.ac.jp/daigakuin/cplus/keijiban/rishuyoko2021.pdf（公開準備中3月下旬予定） 本学正規学生の履修者がいない場合は開講されない可能性もございます。

〒192-0393　八王子市東中野742-1 042-674-2620 2021年4月9日 https://www.chuo-u.ac.jp/academics/graduateschool/letters/syllabus/

大学院社会学研究科 教務部大学院教務課
春学期開講科目：４月７日（水）～２０日（火）
秋学期開講科目：９月１７日（金）～３０日（木）

https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/students/regulate/handbook/ 2021/3/15以降にHP上で公開予定です。

〒112-8606　文京区白山5-28-20 03-3945-7250
春学期：４月７日（水）
秋学期：９月１７日（金）

https://g-sys.toyo.ac.jp/syllabus/

大学院人間科学研究科 学事センター
4月16日(金)～20日(火)※土日祝日を除く。

9月13日(月)～15日(水)
2021年履修案内および時間割表

〒310-8585　水戸市見和1-430-1 029-232-2836
春セメスター(前期)： 4月 9日(金)
秋セメスター(後期)： 9月17日(金)

https://cpw.tokiwa.ac.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusKensaku/UI/WSL_SyllabusKensaku.aspx シラバスは4月1日(木)公開予定です。

大学院人間社会研究科現代社会論専攻 学修支援課 ４月５日（月）～４月８日（木）１３：００ https://unv.jwu.ac.jp/unv/academics/grd_curriculum.html

〒112-8681　　東京都文京区目白台2-8-1 03-5981-3787 ４月１２日（月） https://unv.jwu.ac.jp/unv/academics/syllabus.html

大学院社会学研究科社会学専攻 大学院事務部大学院課 2021年4月7日（水）～4月17日（土） https://www.hosei.ac.jp/gs/jukensei/yoken/ ※第一回目の授業受講方法のご案内については検討中

〒162-0843　新宿区市谷田町2-15-2 03-5228-0550 2021年4月7日（水） https://syllabus.hosei.ac.jp/web/show.php

大学院人文科学研究科社会学専攻 教務部教務課 4/8～4/14 https://www.musashi.ac.jp/faculty/requirements.html

〒176-8534　練馬区豊玉上1-26-1 03-5984-3728
（前期）4/8
（後期）9/10

https://up.musashi.ac.jp/up/faces/login/Com00501A.jsp ゲストユーザーでログインし、シラバス照会画面からシラバスを閲覧してください。

大学院社会学研究科社会学専攻 教務部教務事務センター 大学院単位互換担当
春学期：4/1～4/10（土）12:30
秋学期：9/1～9/20（月）17:30

http://ry.rikkyo.ac.jp/yoko/soc_top.html 基本、窓口のみにて申請を受け付けます。

〒171-8501　豊島区西池袋3-34-1 03-3985-2803
春学期：4/10（土）
秋学期：9/20（月）

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/

大学院社会学研究科社会学専攻 教務課
通年・春学期・秋学期開講科目
4月14日（水）～15日（木）

2021年度大学院履修要綱

〒301-8555　龍ヶ崎市平畑120 0297-60-1155
春学期授業開始　4月9日（金）
秋学期授業開始　9月20日（月）

https://www.rku.ac.jp/faculty/syllabus/ シラバスは、4月更新予定です。

大学院文学研究科社会学地域社会研究専攻 学生課教務担当
前期　3/29～4/5（必着）
後期　９月中旬を予定

https://www.tsuru.ac.jp/department/daigakuin/

〒402-8555 都留市田原3-8-1 前期 4/12　後期 9/27 https://ptweb.tsuru.ac.jp/step/syllabusgaku/

大学院文学研究科社会学専攻 学事第２課大学院係
春学期：３/２９(月)～４/７(水)
秋学期：９/９(木)～９/１７(金)

https://www.soka.ac.jp/grad-let/major/letters/sociology/transfer/ 開講科目及び担当教員（時間割）は2021年3月末公開を予定しています。

〒192-8577　八王子市丹木町1-236 042-691-9423
春学期：４/５(月)
秋学期：９/１３(月)

https://plas.soka.ac.jp/csp/plas/syllabus13.csp

大学院文学研究科社会学専攻 大学院文学研究科事務室 4月3日（土）～4月15日（木） 立正大学文学研究科ホームページURL　　https://letters.ris.ac.jp/faculty_graduate_school/

〒141-8602　品川区大崎4-2-16 03-3492-8791 4月8日（木） 立正大学文学研究科ホームページURL　　https://letters.ris.ac.jp/faculty_graduate_school/

大学院社会学研究科社会学専攻 大学院事務室
仮登録期間：4月7日（水）～13日（火）
登録期間：4月14日（水）～16日（金）

https://porthepburn.meijigakuin.ac.jp/master/2021DG.pdf
本学正規学生の履修登録がない科目については開講されません。
仮登録期間に申し込みをされた方には、開講有無を事務室よりご連絡しますので登録期間内に手続きしてください。

〒108-8636　港区白金台1-2-37 03-5421-5180
春学期：4月6日（火）
秋学期；9月20日（月）

https://kyomu.meijigakuin.ac.jp/kyomu/UnSSOLoginControlFree

大学院政治経済学研究科政治学専攻 大学院事務室(政治経済学研究科）
【事前相談（メール）】4月5日（月）まで
【手続き期間】4月16日(金)～21日(水)

明治大学大学院政治経済学研究科 シラバス・時間割 手続き詳細は，明治大学大学院事務室へご確認ください。

〒101-8301　千代田区神田駿河台1-1 03-3296-4150
春学期：4月８日（木）
秋学期：９月２０日（月）

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/political_science-economics/syllabus.html

大学院文学研究科臨床人間学専攻 大学院事務室(文学研究科)
【事前相談（メール）】4月5日（月）まで
【手続き期間】4月16日(金)～21日(水)

明治大学大学院文学研究科 シラバス・時間割 手続き詳細は，明治大学大学院事務室へご確認ください。

〒101-8301　千代田区神田駿河台1-1 03-3296-4143
春学期：4月８日（木）
秋学期：９月２０日（月）

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/syllabus.html

大学院文学研究科新聞学専攻 学事局学事センター 4月1日（木）～4月9日（金） https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/in_youkou/2020in_rishuyoko.html 登録受付は年1回です。

〒102-8554　千代田区紀尾井町7-1 03-3238-3519
（春学期）4月12日（月）
（秋学期）9月27日（月）

https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/risyu/syllabus.html シラバスは3月中旬に公開予定です。

大学院人間学研究科人間科学専攻 教務部 教務課

〒170-8470　豊島区西巣鴨3-20-1 03-5394-3018 https://t-po.tais.ac.jp

大学院新聞学研究科 法学部教務課
前学期開講科目及び通年開講科目：４月１２日（月）～１７日（土）
後学期開講科目：９月２０日（月）～２５日（土） 成績登録の手引き及び時間割表：教務課窓口にて閲覧

〒101-8375　千代田区神田三崎町2-3-1 03-5275-8502
前学期：４月５日（月）
後学期：９月１３日（月）

http://nihon-u-gs.jp/journalism/about/curriculum/ 　シラバスは４月更新予定です。

日本女子大学11

9 東洋大学

令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応により、聴講生の受入れを実施いたし
ません。22

23 日本大学

大正大学

10 常磐大学

明治学院大学19

20 明治大学

21

6

5

中央大学8

専修大学

成蹊大学

駒澤大学

7

上智大学

13 武蔵大学

法政大学12

立正大学

創価大学17

18

都留文科大学16

15 流通経済大学

立教大学14

大学院社会学分野の単位互換制度加盟大学院　手続等日程一覧（2021年度）       

1 茨城大学

4

3

2

大妻女子大学

千葉大学

埼玉大学

備考

※令和3年4月1日より公式HPリニューアルのため、要覧及びシラバスに関わる該当ページは3月下旬にあらかじめ左記
URLにてご確認ください。
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