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国際大学大学院 修了要件と取得学位 

２０２２年９月 

 

＜＜博士後期課程＞＞ 

 

国際関係学研究科国際関係学専攻 博士後期課程 

 

a. 取得学位 

経済学クラスター  博士（経済学） 

PhD in Economics 

国際関係学クラスター 博士（国際関係学） 

PhD in International Relations 

公共経営学クラスター  博士（公共経営学） 

PhD in Public Management 

 

b.修了要件 

修了要件は、博士後期課程に 3年間在籍し、必要な研究指導を受けた上、次の要件を

満たすこととする。 

 必修科目 3科目（計 6単位）を履修し合格すること。 

 博士論文特別演習 I、II、III(各 3単位、計 9単位)を履修し合格すること。 

 博士後期課程 1年次終了時に行われる博士候補認定試験において合格すること。 

 研究論文 1編以上が査読付学術誌において掲載が受理された上で博士論文を提出

し、その審査及び最終試験に合格すること。 
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＜＜修士課程＞＞ 

１． 国際関係学研究科 国際関係学専攻 修士課程 

国際関係学研究科国際関係学専攻修士課程の修了要件は、各履修課程（プログラ

ム）において定められた授業科目の履修により所定の単位を修得し、必要な年限を在

学し、必要な研究指導を受けたうえ学位論文の審査または特定研究課題（研究レポー

ト）の成果の審査及び最終試験に合格することである。加えて、2.5以上の GPAを修

了要件とする。 

 

(1) 国際関係学プログラム 
a. 取得学位：修士（国際関係学）または修士（政治学） 

英文学位名称：Master of Arts in International Relations 
       Master of Arts in Political Science 

b. 履修の方法（修了要件）： 
科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 16単位 

選択必修科目* 6単位または 10単位 

自由選択科目 12単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 10単位、44単位 

 

(2) 国際開発学プログラム 
a. 取得学位：修士（国際開発学）または修士（経済学） 

英文学位名称：Master of Arts in International Development 
Master of Arts in Economics 

b. 履修の方法（修了要件）：  
修士（国際開発学） 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 16単位 

選択必修科目* 6単位または 10単位 

自由選択科目 12単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 10単位、44単位 
修士（経済学） 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 14単位 

選択必修科目* 8単位または 12単位 

自由選択科目 12単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 12単位、44単位 

 

(3) 公共経営・政策分析プログラム 
a. 取得学位：修士（公共経営学）または修士（公共政策学） 

英文学位名称：Master of Arts in Public Management 
             Master of Arts in Public Policy 

b. 履修の方法（修了要件）： 
科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 16単位 

選択必修科目* 6単位または 10単位 

自由選択科目 12単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 10単位、44単位 
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(4) 日本・グローバル開発学プログラム 
a. 取得学位：修士（国際関係学）、修士（経済学）、修士（国際開発学）または修士（公

共経営学） 
英文学位名称：Master of Arts in International Relations 

Master of Arts in Economics 
Master of Arts in International Development 
Master of Arts in Public Management 

b. 履修の方法（修了要件）： 

専門分野 外交政策  学位 修士（国際関係学） 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 16単位 

選択必修科目* 12単位または 16単位 

選択科目 6単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 10単位、44単位 
専門分野 開発政策  学位 修士（国際開発学） 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 16単位 

選択必修科目* 12単位または 16単位 

自由選択科目 6単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 12単位、44単位 
専門分野 経済政策  学位 修士（経済学） 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 14単位 

選択必修科目* 12単位または 16単位 

自由選択科目 8単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 12単位、44単位 
専門分野 公共経営  学位 修士（公共経営学） 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 16単位 

選択必修科目* 12単位または 16単位 

自由選択科目 6単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 10単位、44単位 
 

(5) 国際公共政策プログラム（１年コース） 
a. 取得学位：修士（公共経営学）または修士（公共政策学） 

英文学位名称：Master of International Public Policy 
b. 履修の方法（修了要件）： 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 2単位 

選択科目 30単位 

修了要件単位数 32単位 
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２．国際経営学研究科 国際経営学専攻 

 

国際経営学研究科の修了要件は、各プログラムにおいて次の各表のとおり定められた

授業科目の履修により所定の単位を修得し、研究指導を受け、2年間の在学（標準修業

年限を 1年とする１年コースにおいては 1 年）、学位論文または特定研究課題（研究レ

ポート）の成果の審査及び最終試験に合格することである。加えて、2.5以上の GPAを

修了要件とする。 

 
(1) MBAプログラム 
a. 取得学位：修士（経営学） 

英文学位名称：Master of Business Administration 
b. 履修の方法（修了要件）： 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 19単位 

選択科目* 15単位または 19単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 10単位、44単位 
 
(2) MBA１年制プログラム（１年コース） 
a. 取得学位：修士（経営学） 

英文学位名称：Master of Business Administration 
b. 履修の方法（修了要件）： 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 2単位 

基礎科目 11単位 

キャップストーン科目 3単位 

選択科目 16単位 

修了要件単位数** 32単位 

 
(3) デジタルトランスフォーメーションプログラム（１年コース） 
a. 取得学位：修士（デジタル経営学） 

英文学位名称：Master of Digital Management 
b. 履修の方法（修了要件）： 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 2単位 

基礎科目 11単位 

キャップストーン科目 3単位 

選択科目 16単位 

修了要件単位数** 32単位 

 
(4) 国際社会起業家プログラム 
a. 取得学位：修士（社会起業経営学） 

英文学位名称：Master of Master of Social Entrepreneurship   
b. 履修の方法（修了要件）： 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 2単位 

基礎科目 13単位 

フィールド実習 4単位 

選択科目 15単位 

修了要件単位数** 34単位 
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(5) 日本・グローバル開発学プログラム 
a. 取得学位：修士（経営学）  

英文学位名称：Master of Business Administration 
b. 履修の方法（修了要件）： 

科目区分 必要単位数 

必修科目 特別演習 6単位 

基礎科目 17単位 

選択必修科目* 10単位または 14単位 

自由選択科目 7単位 

修了要件単位数** 40単位または 44単位 

*, ** 学位論文に代えて研究レポートを選択した場合には 10単位、44単位 
 


