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諸制度案内

首都大学院コンソーシアム 諸制度案内 教育職員免許状

教育訓練給付金制度

加盟大学一覧　　共立女子大学／順天堂大学／専修大学／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

　現在、首都圏10大学間（2023年4月時点）において協定を締結しており、加盟している各大学大学院の授業科目を履修することが出来る制度です。

 共立女子大学大学院
  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＊
  文芸学研究科 文芸学専攻＊
  国際学研究科 国際学専攻＊
  看護学研究科 看護学専攻＊

 順天堂大学大学院
  医学研究科 医学専攻○、医科学専攻＊
  スポーツ健康科学研究科 スポーツ健康科学専攻
  医療看護学研究科 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○
  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
  経営学研究科 経営学専攻
  商学研究科 商学専攻、会計学専攻

 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＊、
   ビジネスデータサイエンス専攻＊、情報工学専攻＊、生命科学専攻＊
  文学研究科 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
  総合政策研究科 総合政策専攻＊

 東京電機大学大学院
  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＊
  工学研究科 電気電子工学専攻＊、電子システム工学専攻＊、物質工学専攻＊、
   機械工学専攻＊、先端機械工学専攻＊、情報通信工学専攻＊
  理工学研究科 理学専攻＊、生命理工学専攻＊、情報学専攻＊、電子工学専攻＊、
   機械工学専攻＊、建築・都市環境学専攻＊
  システムデザイン工学研究科 情報システム工学専攻＊、デザイン工学専攻＊
  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○

 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＊
  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、情報工学専攻、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、国際火災科学専攻
  先進工学研究科 電子システム工学専攻、マテリアル創成工学専攻、生命システム工学専攻
  経営学研究科 経営学専攻＊
  生命科学研究科 生命科学専攻

 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、国際文化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
  経営学研究科 経営学・マーケティング専攻
  経済学研究科 経済学専攻
  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○
  国際学研究科 グローバル・イノベーション学専攻＊、国際地域学専攻
  国際観光学研究科 国際観光学専攻
  社会福祉学研究科 社会福祉学専攻
  生命科学研究科 生命科学専攻
  ライフデザイン学研究科 生活支援学専攻＊、ヒューマンライフ学専攻○、
   人間環境デザイン専攻
  学際・融合科学研究科 バイオ・ナノサイエンス融合専攻
  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＊

 日本大学大学院
  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 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
  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
  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＊
  国際関係研究科 国際関係研究専攻
  理工学研究科 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、
   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○

 法政大学大学院
  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
  国際文化研究科 国際文化専攻
  経済学研究科 経済学専攻
  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＊
  社会学研究科 社会学専攻
  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

 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＊

＊：博士前期・修士課程のみ参加
○：博士後期のみ参加

科目等履修生制度

大学院科目等履修生制度は、生涯学習の推進を図ることなどを目的と
して、社会人等に対して学習機会を拡大する観点から設けられた制度で
す。本大学院に開設されている特定の授業科目を履修して、一定の単位を
修得することが出来ます。本大学院では、正規課程の大学院生の学習に妨
げのない限り、選考の上、修士課程・博士前期課程・専門職学位課程設置の
授業科目の履修を許可しています。なお、1年間に履修出来る単位数の上
限は10単位です。
※商学研究科は未実施

修士の学位を有する者で所定の条件を満たした場合、中学校あるいは
高等学校教諭の「専修免許状」を取得することが出来ます。本大学院にお
いて取得出来る専修免許状の教科は以下のとおりです。

厚生労働省による、教育訓練給付金制度が下記の研究科専攻で適用さ
れています。（2023年4月1日現在）

■ 教育職員免許状の種類および教科
研究科 専攻 中学校の教科 高等学校の教科

法
公法学 社会 公民

民事法学 社会 地理歴史･公民

商 商学 社会 公民･商業

政
政治学 社会 地理歴史･公民

経済学 社会 地理歴史･公民

営 経営学 社会 公民･商業

文

日本文学 国語 国語

英文学 外国語（英語） 外国語（英語）

仏文学 外国語（フランス語） 外国語（フランス語）

独文学 外国語（ドイツ語） 外国語（ドイツ語）

文芸メディア 国語 国語

史学 社会 地理歴史

地理学 社会 地理歴史

臨床人間学 社会 公民

情コミ 情報コミュニケーション学 社会 公民

理

応用化学 理科 理科

数学 数学 数学

物理学 理科 理科

農

農芸化学 理科 理科

農学 ─ 農業

農業経済学 社会 公民

生命科学 理科 理科

教養 教養デザイン 社会 公民

先端
現象数理学 数学 数学

先端メディアサイエンス ─ 情報

国際 国際日本学 外国語（英語） 外国語（英語）

研究科 専攻

法
公法学

民事法学

商 商学

政
政治学

経済学

営 経営学

文 臨床人間学

情コミ 情報コミュニケーション学

研究科 専攻

農

農芸化学

農学

農業経済学

生命科学

教養 教養デザイン

国際 国際日本学

聴講生制度

大学院聴講生制度は、科目等履修生制度と同様に、生涯学習の推進を図
ることなどを目的として設けられた制度です。科目等履修生制度とは違
い、単位を修得することは出来ませんが、大学院授業科目を聴講すること
により、専門的な素養を身に付けるのに役立てる社会人などに広く利用
の機会を提供しています。
※先端数理科学研究科と国際日本学研究科は未実施

研究成果活用促進センター

本学では、研究成果および知的財産を民間企業や地域社会などに還元
することなどを通して、社会貢献に寄与することを目的として、研究活用
知財本部を設置しています。
研究成果活用促進センターは、研究活用知財本部の下に設置され、本学
の研究成果に基づく産官学連携の支援、および研究成果を活用した起業
支援を行っており、本学の研究成果活用を目指す教職員および大学院生
などが審査を経て入居することが可能です。
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　現在、首都圏10大学間（2023年4月時点）において協定を締結しており、加盟している各大学大学院の授業科目を履修することが出来る制度です。

 共立女子大学大学院
  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＊
  文芸学研究科 文芸学専攻＊
  国際学研究科 国際学専攻＊
  看護学研究科 看護学専攻＊

 順天堂大学大学院
  医学研究科 医学専攻○、医科学専攻＊
  スポーツ健康科学研究科 スポーツ健康科学専攻
  医療看護学研究科 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○
  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
  経営学研究科 経営学専攻
  商学研究科 商学専攻、会計学専攻

 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＊、
   ビジネスデータサイエンス専攻＊、情報工学専攻＊、生命科学専攻＊
  文学研究科 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
  総合政策研究科 総合政策専攻＊

 東京電機大学大学院
  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＊
  工学研究科 電気電子工学専攻＊、電子システム工学専攻＊、物質工学専攻＊、
   機械工学専攻＊、先端機械工学専攻＊、情報通信工学専攻＊
  理工学研究科 理学専攻＊、生命理工学専攻＊、情報学専攻＊、電子工学専攻＊、
   機械工学専攻＊、建築・都市環境学専攻＊
  システムデザイン工学研究科 情報システム工学専攻＊、デザイン工学専攻＊
  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○

 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＊
  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、情報工学専攻、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、国際火災科学専攻
  先進工学研究科 電子システム工学専攻、マテリアル創成工学専攻、生命システム工学専攻
  経営学研究科 経営学専攻＊
  生命科学研究科 生命科学専攻

 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、国際文化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
  経営学研究科 経営学・マーケティング専攻
  経済学研究科 経済学専攻
  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○
  国際学研究科 グローバル・イノベーション学専攻＊、国際地域学専攻
  国際観光学研究科 国際観光学専攻
  社会福祉学研究科 社会福祉学専攻
  生命科学研究科 生命科学専攻
  ライフデザイン学研究科 生活支援学専攻＊、ヒューマンライフ学専攻○、
   人間環境デザイン専攻
  学際・融合科学研究科 バイオ・ナノサイエンス融合専攻
  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＊

 日本大学大学院
  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 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
  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
  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＊
  国際関係研究科 国際関係研究専攻
  理工学研究科 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、
   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○

 法政大学大学院
  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
  国際文化研究科 国際文化専攻
  経済学研究科 経済学専攻
  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＊
  社会学研究科 社会学専攻
  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

 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＊

＊：博士前期・修士課程のみ参加
○：博士後期のみ参加

科目等履修生制度

大学院科目等履修生制度は、生涯学習の推進を図ることなどを目的と
して、社会人等に対して学習機会を拡大する観点から設けられた制度で
す。本大学院に開設されている特定の授業科目を履修して、一定の単位を
修得することが出来ます。本大学院では、正規課程の大学院生の学習に妨
げのない限り、選考の上、修士課程・博士前期課程・専門職学位課程設置の
授業科目の履修を許可しています。なお、1年間に履修出来る単位数の上
限は10単位です。
※商学研究科は未実施

修士の学位を有する者で所定の条件を満たした場合、中学校あるいは
高等学校教諭の「専修免許状」を取得することが出来ます。本大学院にお
いて取得出来る専修免許状の教科は以下のとおりです。

厚生労働省による、教育訓練給付金制度が下記の研究科専攻で適用さ
れています。（2023年4月1日現在）

■ 教育職員免許状の種類および教科
研究科 専攻 中学校の教科 高等学校の教科

法
公法学 社会 公民

民事法学 社会 地理歴史･公民

商 商学 社会 公民･商業

政
政治学 社会 地理歴史･公民

経済学 社会 地理歴史･公民

営 経営学 社会 公民･商業

文

日本文学 国語 国語

英文学 外国語（英語） 外国語（英語）

仏文学 外国語（フランス語） 外国語（フランス語）

独文学 外国語（ドイツ語） 外国語（ドイツ語）

文芸メディア 国語 国語

史学 社会 地理歴史

地理学 社会 地理歴史

臨床人間学 社会 公民

情コミ 情報コミュニケーション学 社会 公民

理

応用化学 理科 理科

数学 数学 数学

物理学 理科 理科

農

農芸化学 理科 理科

農学 ─ 農業

農業経済学 社会 公民

生命科学 理科 理科

教養 教養デザイン 社会 公民

先端
現象数理学 数学 数学

先端メディアサイエンス ─ 情報

国際 国際日本学 外国語（英語） 外国語（英語）

研究科 専攻

法
公法学

民事法学

商 商学

政
政治学

経済学

営 経営学

文 臨床人間学

情コミ 情報コミュニケーション学

研究科 専攻

農

農芸化学

農学

農業経済学

生命科学

教養 教養デザイン

国際 国際日本学

聴講生制度

大学院聴講生制度は、科目等履修生制度と同様に、生涯学習の推進を図
ることなどを目的として設けられた制度です。科目等履修生制度とは違
い、単位を修得することは出来ませんが、大学院授業科目を聴講すること
により、専門的な素養を身に付けるのに役立てる社会人などに広く利用
の機会を提供しています。
※先端数理科学研究科と国際日本学研究科は未実施

研究成果活用促進センター

本学では、研究成果および知的財産を民間企業や地域社会などに還元
することなどを通して、社会貢献に寄与することを目的として、研究活用
知財本部を設置しています。
研究成果活用促進センターは、研究活用知財本部の下に設置され、本学
の研究成果に基づく産官学連携の支援、および研究成果を活用した起業
支援を行っており、本学の研究成果活用を目指す教職員および大学院生
などが審査を経て入居することが可能です。


