他大学との
学術的提携・交流

■ 単位互換制度
この制度は、大学院学生が研究上の必要から、他の大学院（特別聴講生に関する協定を締結した大学院）が設置し、現に開講し
ている授業科目を相互に履修して、その履修した単位を所属する大学院が、修了に必要な単位として認定する制度のことです。
この制度で協定を結んでいる大学は次のとおりです。
1. 明治大学大学院商学研究科商学専攻と文京学院大学大学院経営学研究科経営学専攻との協定
2. 明治大学大学院経営学研究科経営学専攻と文京学院大学大学院経営学研究科経営学専攻との協定
3. 経済・経営・商学分野に関する協定
協定校

5. 文学研究科
①英文学専攻（大学院英文学専攻課程協議会）

12大学

明治大学大学院経営学研究科経営学専攻

法政大学大学院人文科学研究科英文学専攻

商学研究科商学専攻

上智大学大学院文学研究科英米文学専攻

法政大学大学院経済学研究科経済学専攻

明治大学大学院文学研究科英文学専攻

経営学研究科経営学専攻

明治学院大学大学院文学研究科英文学専攻

立教大学大学院経済学研究科経済学専攻

日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻

経営学研究科経営学専攻

立教大学大学院文学研究科英米文学専攻

中央大学大学院商学研究科商学専攻

聖心女子大学大学院文学研究科英語英文学専攻

専修大学大学院経営学研究科経営学専攻

東北学院大学大学院文学研究科英語英文学専攻

商学研究科商学専攻

東京女子大学大学院人間科学研究科人間文化科学専攻英語文学文化分野

商学研究科会計学専攻

東洋大学大学院文学研究科英文学専攻

4. 政治経済学研究科
①政治学分野に関する協定
協定校

学習院大学大学院政治学研究科
成蹊大学大学院法学政治学研究科政治学専攻

津田塾大学大学院文学研究科英文学専攻
なお、本協議会では単位互換のほか、年一回加盟大学の院生による研究発表会が開催されています。
②仏文学専攻（大学院フランス語フランス文学専攻課程協議会）

8大学

学習院大学大学院人文科学研究科フランス文学専攻

日本大学大学院法学研究科政治学専攻

白百合女子大学大学院文学研究科フランス語フランス文学専攻・言語文学専攻

法政大学大学院政治学研究科政治学専攻

上智大学大学院文学研究科フランス文学専攻

明治大学大学院政治経済学研究科政治学専攻

獨協大学大学院外国語学研究科フランス語学専攻

立教大学大学院法学研究科法学政治学専攻

武蔵大学大学院人文科学研究科欧米文化専攻
明治学院大学大学院文学研究科フランス文学専攻

茨城大学大学院人文社会科学研究科
埼玉大学大学院文化科学研究科
上智大学大学院文学研究科新聞学専攻

明治大学大学院文学研究科仏文学専攻
③史学専攻（11大学大学院特別聴講生（史学専攻）に関する協定）

11大学

青山学院大学大学院文学研究科史学専攻

千葉大学大学院人文公共学府人文科学専攻

中央大学大学院文学研究科日本史学専攻・東洋史学専攻・西洋史学専攻

駒澤大学大学院人文科学研究科社会学専攻

上智大学大学院文学研究科史学専攻

成蹊大学大学院文学研究科社会文化論専攻

明治大学大学院文学研究科史学専攻

専修大学大学院文学研究科社会学専攻

立教大学大学院文学研究科史学専攻

中央大学大学院文学研究科社会学専攻・社会情報学専攻

専修大学大学院文学研究科歴史学専攻

東洋大学大学院社会学研究科

國學院大學大学院文学研究科史学専攻

常磐大学大学院人間科学研究科

国士舘大学大学院人文科学研究科人文科学専攻

日本女子大学大学院人間社会研究科現代社会論専攻

駒澤大学大学院人文科学研究科歴史学専攻

法政大学大学院社会学研究科社会学専攻

東海大学大学院文学研究科史学専攻

武蔵大学大学院人文科学研究科社会学専攻
立教大学大学院社会学研究科社会学専攻
流通経済大学大学院社会学研究科社会学専攻

東洋大学大学院文学研究科史学専攻
④地理学専攻（地理学分野に関する協定）

6大学

法政大学大学院人文科学研究科地理学専攻

都留文科大学大学院文学研究科社会学地域社会研究専攻

駒澤大学大学院人文科学研究科地理学専攻

創価大学大学院文学研究科社会学専攻

明治大学大学院文学研究科地理学専攻

立正大学大学院文学研究科社会学専攻

専修大学大学院文学研究科地理学専攻

明治学院大学大学院社会学研究科社会学専攻

国士舘大学大学院人文科学研究科人文科学専攻

明治大学大学院政治経済学研究科政治学専攻
明治大学大学院文学研究科臨床人間学専攻臨床社会学専修
大妻女子大学大学院人間文化研究科
大正大学大学院人間学研究科人間科学専攻
日本大学大学院新聞学研究科
③経済学分野に関する協定
協定校

青山学院大学大学院文学研究科フランス文学・語学専攻

中央大学大学院法学研究科政治学専攻

②社会学分野に関する協定
協定校

青山学院大学大学院文学研究科英米文学専攻

青山学院大学大学院経済学研究科
専修大学大学院経済学研究科
中央大学大学院経済学研究科
東洋大学大学院経済学研究科

日本大学大学院理工学研究科地理学専攻
⑤臨床人間学専攻臨床社会学専修（社会学分野に関する協定）
＊政治経済学研究科社会学分野に関する協定を参照

6. 理工学研究科数学専攻
①明治大学大学院理工学研究科と広島大学大学院理学研究科との協定
②明治大学大学院理工学研究科と龍谷大学大学院理工学研究科との協定
③明治大学大学院理工学研究科と静岡大学大学院自然科学系教育部との協定 ※博士後期課程のみ
④明治大学大学院理工学研究科とデジタルハリウッド大学大学院デジタルコンテンツ研究科との協定
⑤数学連絡協議会
協定校

中央大学大学院理工学研究科数学専攻
学習院大学大学院自然科学研究科数学専攻

日本大学大学院経済学研究科

上智大学大学院理工学研究科理工学専攻数学領域

法政大学大学院経済学研究科経済学専攻

国際基督教大学大学院アーツ・サイエンス研究科理学専攻

明治学院大学大学院経済学研究科

明治大学大学院理工学研究科数学専攻

明治大学大学院政治経済学研究科経済学専攻

明治大学大学院先端数理科学研究科現象数理学専攻

立教大学大学院経済学研究科経済学専攻

日本大学大学院総合基礎科学研究科地球情報数理科学専攻基礎数理部門

立教大学大学院経営学研究科経営学専攻

日本女子大学大学院理学研究科数理・物性構造科学専攻数学部門
立教大学大学院理学研究科数学専攻
東京女子大学大学院理学研究科数学専攻
東京理科大学大学院理学研究科数学専攻・応用数学専攻
津田塾大学大学院理学研究科数学専攻・情報科学専攻

7. 農学研究科
神奈川県内の大学間における大学院学術交流協定

8. 先端数理科学研究科現象数理学専攻
※理工学研究科を参照。ただし④を除く
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■ 首都大学院コンソーシアム
2003年度に首都圏９大学による「首都大学院コンソーシアム」協定が締結（現在11大学が加盟）されたことにより、更に単位
互換の協定校が増えました。この制度では、単位互換のほか、一部では研究指導を受けることも出来ます。
（別途学費が必要）

加盟大学一覧

共立女子大学、順天堂大学、専修大学、玉川大学、中央大学、東京電機大学、東京理科大学、東洋大学、日本大学、法政大学、明治大学

共立女子大学大学院

経営学研究科

経営学専攻、
マーケティング専攻

家政学研究科

被服学専攻、食物学専攻、人間生活学専攻、建築･デザイン専攻、児童学専攻

経済学研究科

経済学専攻

文芸学研究科

文芸学専攻

国際学研究科

国際学専攻

理工学研究科

機能システム専攻、生体医工学専攻、電気電子情報専攻、応用化学専攻、
都市環境デザイン専攻、建築学専攻、建築・都市デザイン専攻

看護学研究科

看護学専攻

国際地域学研究科

国際地域学専攻、国際観光学専攻

生命科学研究科

生命科学専攻

順天堂大学大学院
医学研究科

医学専攻、医科学専攻

福祉社会デザイン研究科 社会福祉学専攻、福祉社会システム専攻、ヒューマンデザイン専攻、
人間環境デザイン専攻

スポーツ健康科学研究科 スポーツ健康科学専攻

学際・融合科学研究科

バイオ・ナノサイエンス融合専攻

医療看護学研究科

総合情報学研究科

総合情報学専攻

食環境科学研究科

食環境科学専攻

看護学専攻

専修大学大学院
経済学研究科

経済学専攻

法学研究科

法学専攻、民事法学専攻、公法学専攻

法学研究科

公法学専攻、私法学専攻、政治学専攻

文学研究科

日本語日本文学専攻、英語英米文学専攻、哲学専攻、歴史学専攻、
地理学専攻、社会学専攻、心理学専攻

文学研究科

哲学専攻、史学専攻、日本史専攻、外国史専攻、国文学専攻、中国学専攻、
英文学専攻、ドイツ文学専攻、社会学専攻、教育学専攻、心理学専攻

経営学研究科

経営学専攻

総合基礎科学研究科

地球情報数理科学専攻、相関理化学専攻

商学研究科

商学専攻、会計学専攻

経済学研究科

経済学専攻

商学研究科

商学専攻、経営学専攻、会計学専攻

芸術学研究科

芸術専攻、文芸学専攻、映像芸術専攻、造形芸術専攻、音楽芸術専攻、
舞台芸術専攻

玉川大学大学院

日本大学大学院

文学研究科

人間学専攻、英語教育専攻

農学研究科

資源生物学専攻

国際関係研究科

国際関係研究専攻

工学研究科

機械工学専攻、電子情報工学専攻、システム科学専攻

マネジメント研究科

マネジメント専攻

理工学研究科

教育学研究科

教育学専攻

脳科学研究科

心の科学専攻

土木工学専攻、交通システム工学専攻、建築学専攻、海洋建築工学専攻、
機械工学専攻、精密機械工学専攻、航空宇宙工学専攻、電気工学専攻、
電子工学専攻、物質応用化学専攻、物理学専攻、数学専攻、地理学専攻、
不動産科学専攻、情報科学専攻、量子理工学専攻、まちづくり工学専攻

生産工学研究科

機械工学専攻、電気電子工学専攻、土木工学専攻、建築工学専攻、
応用分子化学専攻、
マネジメント工学専攻、数理情報工学専攻

工学研究科

土木工学専攻、建築学専攻、機械工学専攻、電気電子工学専攻、
生命応用化学専攻、情報工学専攻

医学研究科

生理系専攻、病理系専攻、
社会医学系専攻、内科系専攻、外科系専攻

歯学研究科

歯学専攻

松戸歯学研究科

歯学専攻

生物資源科学研究科

生物資源生産科学専攻、生物資源利用科学専攻、応用生命科学専攻、
生物環境科学専攻、
生物資源経済学専攻

獣医学研究科

獣医学専攻

薬学研究科

薬学専攻

中央大学大学院
法学研究科

公法専攻、民事法専攻、刑事法専攻、国際企業関係法専攻、政治学専攻

経済学研究科

経済学専攻

商学研究科

商学専攻

理工学研究科

数学専攻、物理学専攻、都市人間環境学専攻、精密工学専攻、電気電子情報、
通信工学専攻、応用化学専攻、経営システム工学専攻、情報工学専攻、
生命科学専攻

文学研究科

総合政策研究科

国文学専攻、英文学専攻、独文学専攻、仏文学専攻、中国言語文化専攻、
日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、哲学専攻、社会学専攻、
社会情報学専攻、教育学専攻、心理学専攻
総合政策専攻

法政大学大学院
東京電機大学大学院

人文科学研究科

哲学専攻、日本文学専攻、英文学専攻、史学専攻、地理学専攻、心理学専攻

未来科学研究科

建築学専攻、情報メディア学専攻、ロボット・メカトロニクス学専攻

国際文化研究科

国際文化専攻

工学研究科

電気電子工学専攻、物質工学専攻、機械工学専攻、情報通信工学専攻

経済学研究科

経済学専攻

理工学研究科

理学専攻、生命理工学専攻、情報学専攻、電子・機械工学専攻、
建築・都市環境学専攻

法学研究科

法律学専攻

政治学研究科

政治学専攻、国際政治学専攻

情報環境学研究科

情報環境学専攻

社会学研究科

社会学専攻

先端科学技術研究科

数理学専攻、電気電子システム工学専攻、情報通信メディア工学専攻、
機械システム工学専攻、建築・建設環境工学専攻、物質生命理工学専攻、
先端技術創成専攻、情報学専攻

経営学研究科

経営学専攻（昼間コースのみ）

公共政策研究科

公共政策学専攻、サステイナビリティ学専攻

理工学研究科

機械工学専攻、電気電子工学専攻、応用情報工学専攻、システム理工学専攻、
応用化学専攻、生命機能学専攻

人間社会研究科

福祉社会専攻、臨床心理学専攻

情報科学研究科

情報科学専攻

政策創造研究科

政策創造専攻

デザイン工学研究科

システムデザイン専攻、
建築学専攻、都市環境デザイン工学専攻

東京理科大学大学院
理学研究科

数学専攻、
物理学専攻、
化学専攻、
応用数学専攻、
応用物理学専攻、
科学教育専攻

総合化学研究科

総合化学専攻

科学教育研究科

科学教育専攻

薬学研究科

薬学専攻、薬科学専攻

工学研究科

建築学専攻、工業化学専攻、電気工学専攻、経営工学専攻、機械工学専攻

理工学研究科

数学専攻、物理学専攻、情報科学専攻、応用生物科学専攻、建築学専攻、
先端化学専攻、電気工学専攻、経営工学専攻、機械工学専攻、土木工学専攻

基礎工学研究科

電子応用工学専攻、材料工学専攻、生物工学専攻

経営学研究科

経営学専攻

国際火災科学研究科

火災科学専攻

東洋大学大学院
文学研究科

哲学専攻、インド哲学仏教学専攻、日本文学文化専攻、中国哲学専攻、
英文学専攻、史学専攻、教育学専攻、英語コミュニケーション専攻

社会学研究科

社会学専攻、社会心理学専攻

法学研究科

私法学専攻、公法学専攻

明治大学大学院
法学研究科

公法学専攻、民事法学専攻

政治経済学研究科

政治学専攻、経済学専攻

経営学研究科

経営学専攻

文学研究科

日本文学専攻、仏文学専攻、独文学専攻、文芸メディア専攻

理工学研究科

電気工学専攻、機械工学専攻、建築・都市学専攻、応用化学専攻、
情報科学専攻、数学専攻、物理学専攻

農学研究科

農芸化学専攻、農学専攻、農業経済学専攻、生命科学専攻

情報コミュニケーション研究科 情報コミュニケーション学専攻
教養デザイン研究科

教養デザイン専攻

国際日本学研究科

国際日本学専攻
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