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大学窓口一覧 AIU Office Directory 

事務局の窓口業務時間 Office Hours: Mon～Fri 9:00 a.m.～ 5:00 p.m. 

  土・日曜日、国民の祝日、夏季休暇（8月 13日から 15日まで）、年末年始休暇（12月 29日から翌年 1月 3日まで）

及び本学の開学記念日（4月 8日）は事務を取り扱いません。平日に大学へ来られない場合は、下記メールアドレスに

問い合わせてください。 

Closed on Saturdays, Sundays, national holidays, University Foundation Day (April 8), Aug.13-15, and 
Dec. 29-Jan. 3). If you cannot come during weekdays, please contact us by email. 

 学生への連絡・通知 Announcement from the University 

 学生に対する情報提供は総合情報管理システム（ATOMS）によって行います。また、個人への連絡は電子メールに

よって行い、掲示または発信された事項は、通知したものと扱います。見落とすことのないように毎日 ATOMS ポータ

ルサイト、電子メールを確認してください。その他の情報伝達手段として、授業の連絡などを行う AIMS（AIU Moodle 

System）、一般的な学内情報を掲載するイントラネット、学外にも公開している大学ホームページが使われています。 

 学生が情報を見ず、そのために不利益を被ることがあっても、大学では一切の責任を負いません。 

AIU operates the information management system named AIU Total Management System (ATOMS) to provide 

important information for students. E-mail is also used when the university needs to contact students individually.  

Once the information is sent, it is considered to have been conveyed to students. It is the responsibility of students to 

check ATOMS portal site and AIU e-mail account every day. Other tools of communications are AIMS (AIU Moodle 

System) for the course related information, AIU Intranet for the general internal information, AIU Home Page for the 

information which can be shared broadly. In the case a student is at a disadvantage because he/she did not check the 

university information via bulletin-boards and/or online accurately, the university will not take any responsibility for 

his/her loss. 

緊急時の連絡先 

１. 018－886－5900 (国際教養大学代表電話) 

２. 090－5839－6867 (警備員携帯電話) 

３. 018－881－0357 (こまち寮事務室) 

４. 080－1803－5322 (こまち寮管理人携帯電話) 

５. 080－1811－5389 (事務局学生課携帯電話)

Department Telephone E-mail 

Academic Affairs 教務チーム 886-5930 academicaffairs@gl.aiu.ac.jp 

Student Records 履修チーム 886-5871 studentrecords@aiu.ac.jp 

Global Education Project Team 

スーパーグローバル事業推進室 
886-5911 ERPT@aiu.ac.jp (Global Human Resources） 

Student Services 学生支援チーム 886-5935 studentaffairs@aiu.ac.jp 

Housing and Student Facilities 

住居・活動施設チーム 
886-5934 housing@gl.aiu.ac.jp 

Counselor カウンセラー 886-5957 counseling@aiu.ac.jp 

Health & Medical Care 保健室 886-5926 healthcare@aiu.ac.jp 

International Affairs 国際センター 
886-5936 

886-5937 

studyabroad@aiu.ac.jp  (Outbound) 

international@aiu.ac.jp  (Inbound) 

Career Development キャリア開発センター 886-5994 mikuriya@aiu.ac.jp 

Nakajima Library 中嶋記念図書館 886-5907 Lib1@aiu.ac.jp 

ICT Office ICT オフィス 886-5909 itsupport@aiu.ac.jp 

Research & Community Outreach Services 

研究・地域連携支援チーム 
886-5904 cos@aiu.ac.jp 

General Affairs 総務チーム 886-5901 generalaffairs@aiu.ac.jp 

Planning & PR 企画・広報チーム 886-5932 info@aiu.ac.jp 

Residence Hall Office こまち寮事務室 881-0357  - 

iv 
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Ⅰ 大学院の履修一般 

1. 基本事項 

 

掲示板と ATOMS ポータルサイト及び学生用 e メール 

授業や履修に関する重要な情報はＡＴＯＭＳポータルサイトに掲示して通知します。授業のキャン

セル、教室変更、科目リストと時間割、履修スケジュールと締切日、教員、オフィス、オフィスアワ

ー一覧やアドバイザーリストなどが掲示されます。情報の一部は学生に付与する電子メールのアドレ

スにも送られる場合もあります。 

 毎日 1 回は ATOMS ポータルサイト及び大学から付与されている電子メールアカウントをチェッ

クしてください。 

 一旦、掲示・発信した情報は、その当日から周知されたものとして取り扱われます。 

 

在籍期間と学期 

1) 修業年限及び在学期間 

修業年限は 2 年、在学期間は原則として最長 4 年です。 

2) 学期（セメスター制） 

セメスター制を採用しています。これは 1 年を春学期と秋学期の 2 学期（セメスター）に区分し、

基本的にそれぞれ 15 週で授業を行ない、各科目の修得を完結させる制度です。各学期の期間は以

下のとおりです。 

- 春学期 4 月 1 日から 8 月 31 日まで（夏休み：8 月 1 日～31 日） 

- 秋学期 9 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで（冬休み：1 月 1 日～3 月 31 日） 

3) 冬期プログラム 

秋学期中の 1 月中旬から 3 月上旬まで、冬期プログラム期間を設けています。冬期プログラムは

全ての学生を対象にしたプログラムで、領域によって履修の自由は異なります。冬期プログラムの

授業は 7.5 週間またはそれ以下の期間に提供される短期集中講義です。 

 

学習期間と履修型 

本学は受講者の多様性とリカレント教育の必要性を鑑み、柔軟な学習計画を可能とするため、標準

型（2 年）と長期履修型（2 年を超えて 4 年以内）を設定しています。学生は入学後 1 学期以内に自

分の学習計画に基づき履修型を選択し、申請書を提出する必要があります。提出後、申請内容の変更

を希望する学生は、申請書に記載した修了予定学期の 1 学期前までに変更申請をする必要がありま

す。長期履修型に申請または変更する場合は計画的履修であるかどうか大学院運営委員会（GMC）

での審議を経て承認されます。なお、自己成績不振による履修型の変更は認められません。また、履

修登録をした大学院の科目の単位数の合計が 40 単位を超える場合は、新たに長期履修型に変更する

ことはできません。 

長期履修が承認された場合、授業料等取扱規程第 4 条 5 項に基づき、2 年を超える在学年度の授業

料の年額に相当する額が免除されます。
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日本語教育実践領域学生対象のリカレント教育履修について 

 

日本語教育実践領域では日本語教授実務経験者に対して、その実務経験等を考慮し、1年半以内で

のプログラム修了を認めています。以下の条件を満たし、審査に合格した学生は、必修科目のうち

「JLT651: 日本語教育実践研究（秋田）」と「JLT652: 日本語教育実践研究（海外）と修了論文」

が免除されます。その代わりに「JLT653: 日本語教育修了論文」を必修とし、秋学期の実習「JLT604, 

JLT654」と過去に培われた教授経験を振り返りながら、アクションリサーチペーパーを執筆します。 

 

1. 国内外での日本語教育経験を1,200時間以上有すること 

2. 一定の外部評価を受けた日本語教育機関での教授経験者であること 

3. 標準的な日本語テキストを使用して、初級から各種レベルのクラスを教えた経験があること 

※上記項目に関しては、日本語教授経験を証明する書類が必要となります。 

※このリカレント教育を選択する者は、通常の大学院入学審査で入学した後、日本語教育実

践領域の審査を受けなくてはなりません。審査の結果によっては、対象者として履修を認め

られない場合もあります。 

 

 アカデミック・アドバイジング・システム 

 

1) アカデミック・アドバイジングの目的 

a. 学生がアカデミックな関心を高め、目標に到達できるよう支援する。 

b. 履修計画、修了までの学業進捗確認、修了後の進路決定のように学生が学業上重要な決定をす

る場合の支援をすること。 

c. 学生が人間として成長するために相談に応じ、助言を与えること。 

2) 学生の責任 

a. 自分の属する領域の必修科目や、必要な選択科目や単位数を理解するとともに、適切な時期に

それらの科目を履修し、卒業に向けての進捗状況を常に認識すること。 

b. 毎学期の履修登録前にアドバイザーと面談し、履修登録科目について承認を得ること。 

c. 毎学期数回はアドバイザーと面談すること。 

d. アドバイザーとの面談時間を有効に使えるように事前準備をすること。 

e. 進級、卒業に必要とされる要件を満たしているかどうかを確認する最終責任は学生にあること

を自覚すること。 

3) アドバイザーの責任 

a. 大学院（学部を含む）の使命と目標を理解すること。 

b. 規定通りの書類のやりとりではなく、学生のメンターとしての役割を理解すること。 

c. 学生の学業上の目標を理解し、その達成に向けて支援すること。 

 

d. 大学院の学則、諸規則、カリキュラム、履修登録手続き（大学院履修規程第 4 条、5 条を含む）、
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就職活動の状況について理解すること。 

e. 他の教員や職員と協力すること。 

f. 学生のニーズを聞き、理解するよう努めること。 

 

4) 職員の責任 

a. 学生データ（GPA、科目履修、単位修得、就職活動状況等）の収集、更新、適切な運用管理をす

ること。 

b. 学生に対し、規則、手続き、期限を周知すること。 

c. 学生の健康状況を把握すること。 

d. 就職活動、進学に関する情報を提供すること。 

 

5) アドバイジングのプロセス 

a. 入学後、学生は、所属する領域代表に専任教員（大学院で教える学部所属の教員を含む） 

の中から最も適任と思われるアドバイザーの選択について相談する。 

b. 上記の条件に該当する教員がいない場合は、領域代表の承認があれば他の領域の教員をアドバイ

ザーとすることもできる。 

c. アドバイザーのアドバイジングに不満がある学生は、領域代表に理由を説明し、アドバイザーの

変更を申請することができる。 
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２.教育課程の編成と科目一覧  

 

 

＊研究科のカリキュラムは、「共通科目」と「専門科目」の科目群によって構成されており、1科目 3

単位となっています。ただし、自律研究は 1科目 1単位です。 

＊選択必修科目の「実践研究（Practicum）」科目では、インターンシップ（実習）の実施が求められ

ています。 

＊各領域で修了要件が異なりますので、各自カリキュラム表を確認してください。 

＊各学期の標準的な履修単位数は 9単位で、年間履修単位数は 18単位です。 

＊1年間に登録できる単位数の上限は 30単位で、各学期に登録できる単位数にも上限があります。（詳

細は「３.履修登録、履修登録単位数の制限」を参照してください） 

 

 

【カリキュラム概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

共通科目群より２科目６単位以上履修 

（必修 3 単位＋選択必修３単位以上） 

専門科目群より１０科目３０単位以上履修 

（必修＋選択必修＋選択科目） 

※他領域の専門科目は 3 科目 9 単位まで含めてもよい 

 

合計３６単位以上で修了(GCP は 37 単位) 

＝共通科目群：６単位以上+専門科目群 30 単位以上 

（GCP は、専門科目群 31 単位以上） 
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３．履修登録 

 

履修登録の手続き 

 

履修登録の時期の前に、年間開講予定表及び時間割表の最新版が ATOMS ポータルサイトに掲示

されます。また、学生が自分に適した履修計画を立てて登録するために、各科目のシラバスも掲示さ

れます。シラバスには科目の概要、授業計画、目標、評価方法などが明記されています。これらの情

報をよく読み、理解した上でアドバイザーと相談し、自分に適した履修計画を立ててください。 

 ATOMS ポータルサイト： http://csw.aiu.ac.jp/campusweb/ 

 （「シラバス」メニュー、「シラバス参照」で各科目のシラバスを確認できます。）   

時間割に変更がある場合は、履修登録期間前や期間中に教務チームより案内しますので、注意して

確認してください。 

履修登録は ATOMS ポータルサイトにアクセスして行います。ただし、何らかの理由で別の方法

が必要な場合は、大学から別途指示があります。健康上の理由などやむを得ない理由で定められた期

間に履修登録できない場合は事務局に連絡し、指示を受けてください。 

 

a. アドバイジングウィーク： 

 ATOMS ポータルサイトにアクセスし、「履修計画」を作成してください。この履修計画をも 

とに、必要に応じて各自割り当てられたアドバイザーの先生と面談をし、履修する科目について 

相談し承認を得てください。アドバイザーが ATOMS 上で承認しないと学生は履修登録を行うこ 

とが出来ません。 

 

b. プレ・レジストレーション： 

学期後半に次学期の履修登録を行う期間が設けられています。プレ・レジストレーションは、

学生が履修計画について十分に考える時間を確保すること、大学が開講科目、セクション数及び

教科書などの準備をすること、教員が学生数を把握することでより良い授業準備ができるといっ

た目的がありますので、必ずこの期間に登録してください。 

 

c. 履修登録（レジストレーション）： 

レジストレーション期間は各学期が始まる前から、学期の第 1 週目までに設定されています。

プレ・レジストレーション期間に全科目の履修登録を終了し、その内容に変更がない場合には、

改めて履修登録手続きをとる必要はありません。 

 

d. 履修登録変更（アド／ドロップ）： 

毎学期授業開始後、最初の 1 週間をアド／ドロップ期間としています。履修登録した授業に出

席した後、期間内であれば履修登録を変更することが可能です。アド／ドロップ期間が終了する

と、履修登録科目の変更はできません。 

http://csw.aiu.ac.jp/campusweb/
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学部開講科目の履修 

アドバイザーの承認があれば、科目等履修生として学部の科目を履修することができますが、初め

て学部の科目を履修する場合は、”ADVISOR APPROVAL FORM”にアドバイザーから承認のサイン

をもらい、教務課履修チームに提出してください。 

なおその際には、以下の点に留意してください。 

* 履修登録をした科目が抽選の対象科目となった場合は、学部生が優先されます。 

* 大学院生が学部の日本語の授業を履修する場合は、JPN で始まる科目コードで登録してくだ 

  さい。 

  

履修上の注意事項 

1) 同じ時間帯に２つ以上の講義を履修登録することはできません。 

2) 科目によっては定員を設け、登録人数を制限することがあります。 

3) 開講予定の科目はやむを得ない事情によりキャンセルすることがあります。 

 

履修登録単位数の制限 

（年間の履修登録単位数） 

各年次、適切に授業科目を履修するため、学生が１年間に登録できる単位数の上限は 30 単位とし

ます。ただし、各領域実践研究において履修上必要と認められる場合は、アドバイザーと履修相談の

上、36 単位を上限とすることができます。 

（各学期の履修登録単位数） 

学期の履修単位数の上限は、各学期 6 科目 16 単位、冬期プログラムは 3 科目 7 単位です。ただし、

特別な事情により上限を超えて履修する必要がある学生は、アドバイザーの承認を得た上で、各学期

18 単位、冬期プログラムは 9 単位まで登録できます。 

 

（学部科目を履修する場合） 

学部開講科目を履修登録する場合、大学院の履修科目に加え、国際教養大学履修規程第６条に定め

る履修登録単位数（学期あたり 12～18 単位、冬期プログラムは 9 単位。ただし特別な事情により

18 単位を超えて履修を希望する場合、アドバイザーの承認を得た上で、各学期においては最大 24

単位まで、冬期プログラムにおいては最大 12 単位まで）を上限とし、履修することが可能です。た

だし、適切に授業科目を履修するため、アドバイザーとよく相談した上で履修登録してください。 
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標準的な履修単位数 

 2 年間で卒業する場合、1 学期に修得すべき標準的な単位数は 9 単位となりますが、所属する領域

により、修得すべき科目、単位数が異なる場合があります。そのため、履修登録を行う際は、アドバ

イザーとよく相談し、履修計画を作成することが重要です。 

[例] 

区分 春学期 秋学期 冬期プログラム 合計 

1 年目 9 単位 9 単位 - 18 単位 

2 年目 9 単位 9 単位 - 18 単位 

合計 18 単位 18 単位  36 単位 

 

 

履修中止（Withdrawal） 

アド/ドロップ期間終了後、一定の期間内であれば、履修を中止することができます。期限を過ぎ

ると受け付けられませんので注意してください。履修を中止した場合の成績は「W」(Withdrawal)

と記録され、GPA の計算の対象にはなりません。 

履修を中止したにもかかわらず、この期間内に所定の手続きを行わない場合は、成績が「Ｆ」にな

るので注意してください。履修中止届の締切日はアカデミック・カレンダーに記載されています。 

15 週単位で完結する科目の場合：4 週目の最後の授業日 

7.5 週単位で完結する科目の場合：2 週目の最後の授業日 

  

授業日が不規則な集中講座の場合、履修中止届の締切日は全体の授業の 4 分の 1 が終了した翌日と

します。 

 

再履修（Retake） 

以下の条件を満たす授業科目について、より良い成績を修めるため再履修することができます。 

また、同じ科目が開講されない場合は再履修できません。 

（1）評価がＦで単位の修得が認められなかった授業科目 

（2）評価がＤで単位の修得が認められた授業科目 

（3）その他の授業科目で研究科長が承認した場合 

成績には、再履修した結果の評価点と過去の評価点の両方が記録されますが、成績評価の高い方が累

積評価点（ＧＰＡ）の計算に採用されます。履修回数に制限はありませんが、学部開講科目を履修す

る場合は、学部履修規程に定める再履修回数を上限とします。 
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4. 授業 

 

授業時間と単位 

 

授業時間の 1 時間は 60 分です。1 時間の授業時間に対し、授業の予習復習や研究、宿題などのた

めに 2 時間の自主学習を必要とします。 

 

本学の単位はセメスター単位（Semester Credit）で、次の基準により計算されます。 

1) 講義は、15 時間の授業をもって 1 単位とする。 

2) 演習は、15 時間から 30 時間の授業をもって 1 単位とする。 

 

休講及び補講 

 

授業の担当教員が、病気や出張などにより授業ができなくなった場合、休講になることがあります。

また、天災（台風、地震、大雪など）等のトラブルにより過半数の学生の出席が困難な場合には休講

になります。休講の通知は、ATOMS ポータルサイト上に掲示されます。休講となった授業に対して

は、原則として補講が行われます。 

 授業の担当教員が授業開始時間を 15 分過ぎても教室に現れず、連絡もない場合は、その授業は休

講になります。 

 

＜ 試験期間中に天災(台風, 地震, 大雪など)が発生した場合の取扱 ＞ 

天災等により、学生が大学に来られない場合、当該試験の担当教員は試験を受けられない学生のた

めに、別途、試験（補試）を行います。補試の日程については担当教員が決定します。 

同様に、教員が大学に来られない場合、原則として試験を延期します。試験の日程は、後日、速や

かに担当教員が決定します。但し、当該試験の実施を他の教員が代わって行うことができる場合は、

予定通り試験を実施します。いずれの場合でも、天災等の理由により試験を受験できない場合は、速

やかに教務課に連絡してください。 
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欠席の手続き 

 

＜一般的な手続き＞ 

学生が授業を欠席する場合は、必ず授業の担当教員に理由を報告してください。出席ポリシーにつ

いてシラバスで確認するとともに、担当教員に授業の補習などについて必要に応じて指示を仰いでく

ださい。 

学生が大学主催の学外授業やプログラム、インターンシップ、教育実習、ボランティア活動、ホー

ムステイなどに参加するために授業欠席の承認を希望する場合、所属する領域代表に書面で欠席の予

定、理由を提出し、承認のサインを得たうえで、各講義担当教員に提出してください。原則として、

成績が良好である学生は教育的な活動に参加するために授業を欠席することが認められていますが、

成績が大学の定める基準以下である場合には認められません。 

 

＜就職活動のための欠席＞ 

就職活動のために授業を欠席する場合は、次の指針に従ってください。 

1) 事前に講義担当教員から承認を得ること。事後に就職活動のために休んだことを報告する場合は、

届出欠席として認めない。 

2) 講義担当教員は、就職活動のための欠席に関する条件を決める。学生が小テストや試験を欠席す

る場合、又は課題の締切に間に合わない場合に関しては教員が判断することとし、必ずしも追試験

や課題提出期限の延長を認めるものではない。 

3) 学生は、授業を欠席した日時に就職活動を行っていたことを証明する書類として、就職イベント

の案内、就職担当者からの文書などを講義担当教員に提供しなければならない。 

4) 原則として、就職活動のために欠席できる回数は全体の講義回数の 20％以下とする。ただし、こ

の点に関し最終的な決定は講義担当教員の判断による。 

 

授業評価 

 

学期終了時に、全ての授業について学生による授業評価を実施しています。授業評価による学生の

率直な意見は、教育の質を確保し、改善するための重要な資料となります。 

 授業内容や教員の取組姿勢等について、自由記述形式で評価を行います。授業評価は、匿名で実施

され、評価結果は個人が特定されないよう十分な配慮のもと、各教員及び領域長代表、研究科長へ伝

えられ、個々の授業及び大学院の教育の質向上のために役立てられます。 
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5．実習・Scholarly Paper について 

 

実習・Scholarly Paper 申請について 

 

修了予定学期に実施する「実践研究」科目における実習、もしくは Scholarly Paper の執筆を開始

する前に、所属領域のシラバスを確認した上で以下の手続きを取ってください。 

手続きに必要な書式、ガイドラインは ATOMS ポータルサイトからダウンロードできます。 

   ATOMS → その他 → ダウンロードセンター → Application of Practicum  

                                                   (Graduate School) 

 

「実践研究」科目における実習の場合 

 

実習は、修了予定直前の学期に 2週間程度行うことが望ましいですが、指導教員、もしくは領域代

表の承認によっては学期前の実習も可とします。実習先については、本学の提携先のほか、企業が募

集しているものや、各自が交渉し、受入了承を得た場所も可とします。また、現在就業しているパー

トタイムの学生は、指導教員の許可を得て、現在の職場を実習先とすることができます。 

 

実習に際しては、下記事項を遵守してください。 

 研修機関における諸規則等を守るとともに、職員の指示に従い誠実に研修する。 

 研修機関の秩序を乱す行為並びに研修機関の信用又は名誉を損なう行為はしない。 

 研修中に知り得た一切の機密は、研修期間中はもとより研修後も決して他に漏洩しない。 

 研修活動参加に関わる費用は全額自己負担し、学生教育研究災害保険及び、同保険付帯賠償責

任保険に加入する。 

 故意又は重大な過失により、研修機関に与えた一切の損害について賠償の責を負う。 

 

実習期間、実習先のほか、目的、内容等詳細については必ず事前に指導教員と領域代表の了承を得

るものとします。 実習実施が決まった学生は、実習開始 2 週間前までに以下の書類を事務局教務チ

ームに提出してください。 

 

1) Practicum Acceptance Report 

    実習の概要を英語で 1枚にまとめ、所定欄にアドバイザーと領域代表の承認サインを受けてく

ださい。 

 

2) 誓約書 
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3) 【発信力実践領域のみ】実習計画書 

発信力実践領域の学生は、ガイドライン“Policies for Implementation of Internship Required 

in GCP Practicum Course”を参照した上で、実習の計画書を提出してください。計画書の書式は

任意としますが、次の内容を含むようにしてください。 ①研修先 ②期間 ③目的（研修後のリ

サーチ・ペーパー執筆計画を含む） ④研修内容 

 

4) 研修先の概要が分かる資料 

本学の提携先以外で実習を行う場合には、受入機関の概要が分かる資料を提出してください。

（例：会社パンフレット、HP のコピーなど） 

 

Scholarly Paper 執筆を選択する場合 

 

発信力実践領域の学生で、すでに実務経験を持ち実習を希望しない学生は、Scholarly Paper（各

自で決めたテーマに沿った論文）の執筆を選択できます。書式、語数、締切などの諸条件は、履修登

録前に必ず指導予定教員との面談やシラバスなどで確認し、指定書式にタイトル（またはテーマ）及

び概要について記入の上、事務局教務チームへ申請してください。 

また、完成版は参考資料として図書館で保管しますので、図書館へ一部提出してください。 
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６. アカデミック・インテグリティ 

 

アカデミック・インテグリティとは 

 

学術機関に共通する基本的な概念に、「アカデミック・インテグリティ（Academic Integrity）」

があります。「アカデミック・インテグリティ」は、誠実、勤勉、敬意といった徳に対する信念であ

り、「学問的倫理」、「学術環境における誠実性」などと訳されます。 

高等教育は知識を創造し共有するという高貴な目標を掲げた活動です。知識の創造や共有も、正義

と公平性のもとに行われてこそ誇りを持てる活動になります。学問に真摯な態度で臨むことが、知識

を追求する大学コミュニティの一員である私たちの根本的な姿勢として欠かせません。アカデミッ

ク・インテグリティは、大学が教育研究という目的を果たす上での道徳的な義務として私たちが掲げ

る信念です。 

 

学術的不誠実行為の例 

 

学問における不誠実な行為は、大学のもっとも重要な基本理念に反する行為であり、容認されるべ

きではありません。本学はカンニングや剽窃、その他の学術的不正行為を非常に深刻な問題として考

えます。学術的不誠実行為の誘惑に陥らないことはもとより、そのような事実が判明した場合に自分

に課される制裁を理解しておかなければなりません。 

 

1) 試験におけるカンニングは、他の者の答案を写すこと、メモやその他の情報を見ること、また

は他の学生や試験監督以外の者と会話することを含みます。これらの行為は禁止されています。 

 

2)  剽窃とは、広くは他人の作品を自分のものとして発表することと定義されます。しかし、剽

窃には、出典を示さずに他人の作品を用いたり、既に存在するアイデアや作品を、新しく、独

自のものであるかのように発表したりすることも含みます。言い換えると、剽窃は盗みや嘘か

らなる詐欺行為です。もちろん、学術誌や書物、インターネットやウェブサイト、講義や他の

授業、他の人との接触などから集めた情報を活用することは問題ありません。しかし、その情

報や作品の由来、誰の手によるものなのかを常に正確に示し、全ての出典を参照で附さなけれ

ばなりません。つまり、ほとんどの剽窃は出典を明記することで防ぐことができるのです。単

に特定の情報が引用されていることを明記し、読み手が出典を探すのに必要な情報を提示する

ことで剽窃は十分に防ぐことができます。故意でないとしても、資料の出典を示さなければ剽

窃とみなされ、厳格な罰が課されます。
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3) 学生がしばしばセミナーやその他の課題で共同作業をするように要求され、他の学生と議論す

ることは良いことです。しかし、特定の課題について特に指示がない限りは、授業で課された

課題を提出する時は、単に他の学生の作品や作者から得た情報の写しや意訳ではなく、自分の

言葉を用いて、自分の力で取り組んだ成果物でなければなりません。 

 

4) 課題に対して提出する作品には作品のアカデミック・インテグリティを保証する署名を附さな

ければなりません。提出時に署名のない作品は受け付けられないか、採点されません。この署

名により、作品が自分自身のものであること、そして剽窃の定義やそれが深刻なことであるこ

とを理解する責任は自分にあると認識していることを確認してください。 

 

5) 同一作品の複数回提出：適切に認められていない限り、同一作品の全文または一部を一回以上

用いることは認められません。事前の承認がなく、異なる科目の小論文の間において、または

小論文と論文の間において相当な部分が重複していることは不正行為とみなされ、剽窃と同じ

罰の対象になります。 

 

 

学術的不誠実行為に対する大学のポリシー 

 

故意による学術的不誠実行為はすべて担当教員から履修チームに報告されます。試験または課題、

論文などにおいて不正行為をした者については、不正行為をした履修科目の成績が不合格になります。

期末試験(またはそれに替わる論文等課題)における不正行為の場合は、不正をした学期のすべての成

績が不合格になります。さらに、当該不正行為が特に悪質と認められる場合には、厳重に処罰します。

懲罰には１学期以上の停学処分、退学処分などが含まれます。詳細は学生懲戒規程を参照してくださ

い。 



14 

 

７．成績評価 

 

成績評価のシステムと規則 

 

1) 成績の評価は、原則として試験の成績、平常の成績及び出席状況等を総合して判断されます。 

 

2) 成績評価は、A+から D 及び F の 12 段階をもって表し、A+から D までを合格、F を不合格とし

ます。合格した場合は所定の単位が与えられます。その他の成績評価としては、履修中止を W、

科目未修了を I、認定科目を AP、保留を TR とします。科目を再履修した場合、成績評価の低い

方には R が付きます。 

 

3) A+～F の各評価段階について下記のように評価点（Grade Point）が付与されます。入学してか

らの評価点の累積評価平均値（Grade Point Average: GPA）を算出したうえ、学生の学習内容、

理解度、進捗状況の目安とされます。 

 

成績評価基準 

成績 (意味) 成績点 評価点 

A+ 100 4.00 

A (Excellent) 95-99 4.00 

A- 90-94 3.70 

B+ 87-89 3.30 

B (Good) 83-86  3.00 

B- 80-82 2.70 

C+ 77-79 2.30 

C (Satisfactory) 73-76  2.00 

C- 70-72 1.70 

D+ 66-69 1.30 

D (Poor) 60-65  1.00 

F (Failure) 59 or lower  0.00 

 

4) 科目によっては、上記の成績評価基準ではなく P（Pass）及び F*（Failure）によって合格、不

合格のみ判断するものもあります。合格した場合には、所定の単位を得ますが、評価点はつきま

せん。 
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5) 累積評価平均点（GPA）は、履修した科目の単位数と評価点をそれぞれ合計し、評価点合計を単

位数合計で除した数の小数点第 3 位を四捨五入することによって得られます。評価が P，F*, W，

I, AP, TR 及び R が付いた再履修の科目はこの計算において単位数に加算されません。F で表記

されている科目の単位数は加算されます。 

 

GPA の計算方法 

成績 評価点  単位 
 該当科目における 

取得評価点 

B 3.00 X 3 = 9.00 

A 4.00 X 3 = 12.00 

B 3.00 X 3 = 9.00 

P - X 2 = - 

F 0.00 X 3 = 0.00 

RF - X 3 = - 

I - X 1  - 

W - X - = - 

単位合計（3+3+3+3）   12 評価点合計 30.00 

GPA  30.00/12  2.50 

 

 

科目未修了（Incomplete） 

 

1) 授業期間の途中において、病気やけが、事故、災害又はその他やむを得ない事情により履修を継

続できない状況に陥った場合、学生は、科目未修了を申請することができます。成績には I

（Incomplete）が用いられます。 

2) 科目未修了とするためには、学生が担当教員に事情を説明し、成績を I としてもらうことが必要

です。 

3) 科目未修了が認められた場合、次の学期末までに与えられた課題を終了しなければなりません。

期限までに終了できなかった場合には成績は自動的に不合格「F」となります。 

4) 冬期プログラムは秋学期に含まれるので、春学期に科目未修了が認められた場合の課題提出最終

期限は冬期プログラムの終了日となります。ただし、担当教員が上記期限よりも早い提出期限を

設定する場合には、その指示に従ってください。 

5) 担当教員は該当科目を修了するために、次の学期の授業に出席することを学生に課す場合があり

ます。その場合、次の学期にその科目の履修登録をする必要はありません。 



16 

 

成績の確認 

成績は ATOMS ポータルサイト（https://csw.aiu.ac.jp/）で確認できます。 

 

成績の変更 

 

1) ここでいう成績の変更とは科目未修了（Incomplete）の場合以外の変更を指します。成績は、そ

の成績を与えた担当教員のみによって変更することが可能です。 

 

2）成績変更は担当教員または学生のどちらでも発議することができます。成績変更は、最初に成績

が付与された後１ヶ月以内に書面で担当教員に申し出ることが必要です。単純な誤記によるもの

と懲戒処分の場合はこの限りではありません。成績変更はその科目における学生の学業評価に公

平性を確保するためにのみ行われます。成績を変更するためには、担当教員が変更理由（事務的

誤処理、成績評価の間違いなど）を明確に記した成績変更届を提出しなければなりません。 

 

3）成績変更の決定とその理由は該当する学生に直ちに伝えられます。 

 

4）担当教員が成績変更を発議した学生の意見に同意しない場合、または学生が教員の成績決定が公

平ではないと判断した場合は、学生は速やかにその決定に対する不服を表明することができます。

学生は、成績変更申請書にその理由や関連する状況を記入し、教務課履修チームに提出します。

研究科長は、担当教員と協議し、場合によっては学生本人とも協議した上で、成績変更について

担当教員に提案します。提案内容は、学生にも伝達されます。担当教員は、提案に対し従う義務

はありません。 
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８．課程の修了  

 

修了要件 

 

以下の条件を満たした学生について、修了を認定します。 

1) 所定の授業科目を履修し条件を満たした上で、合計 36 単位以上 (GCP は 37 単位以上) の単位を

修得した者 

2) 累積 GPA が 3.00 以上であること 

 ※ 2)の条件は 2012 年秋学期以降に入学した者から適用する。 

3) 2 年以上在学していること 

 

※早期修了の定義 

本学大学院学則第 34 条に基づき、修了要件のひとつである在学期間については、1 年以上在籍する

と、研究科運営委員会の審議を経て修了を認められることがあります。 

 

学位 

 

修了の資格を得た者には、学位記とともに、次に掲げる学位が授与されます。 

● 英語教育実践領域   英語教育修士（専門職） 

● 日本語教育実践領域  日本語教育修士（専門職） 

● 発信力実践領域    発信力実践修士（専門職） 

 

手続き 

 

専門職学位課程を修了しようとする学生は、定められた期間中に修了申請書を提出しなければなり

ません。修了要件を満たしているにもかかわらず、修了の延期を希望する場合は、修了延期申請用紙

を提出しなければなりません。早期修了を希望する学生も、定められた期間に申請書を教務課履修チ

ームに提出してください。修了の機会は、年２回（春学期及び秋学期の終わり）あります。 

 

表彰 

 

修了時、次のような表彰制度があります。 

1) 成績による表彰（summa cum laude） 

  累積 GPA 4.00 の学生に与えられるもの 

2) 学長表彰 

  学業、地域交流を含む様々な学生としての活動に取り組み、優秀な学生を学長が選抜して表彰す

るもの。 
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９. 教職課程 

 

教育職員免許状（専修免許状）取得資格と申請について 

英語教育実践領域は、専修免許状（英語）の所要資格を得るための課程として認定されており、「中

学校教諭専修免許状（英語）」、「高等学校教諭専修免許状（英語）」が取得できます。ただし、こ

の専修免許状を取得するには、それぞれ、「中学校教諭第一種免許状（英語）」、「高等学校教諭第

一種免許状（英語）」を所持していることが必要です。 

 

＜第一種免許状を所持している場合＞ 

大学院において「教科又は教職に関する科目」24 単位を修得すると、専修免許状を取得できます。

専修免許状取得に必要な単位及び授業科目については、別表を確認してください。 

＜第一種免許状を所持していない場合＞ 

英語教育実践領域の学生は、本学学部に設置されている教職課程において、「高等学校教諭第一種

免許状（英語）」の取得が可能です。必要単位数は各学生によって異なるため詳細は別途、教務課教

務チームへ問い合わせてください。なお、本学学部の教職課程では「中学校教諭第一種免許状（英語）」

の取得はできません。 

 

 

教育職員免許状取得までのスケジュールと主な事務手続き 

1) 単位履修を始める前に 

専修免許状取得を目指す学生は、「専修免許取得単位履修届」を、教務課教務チームへ提出して、

所定の単位履修を開始してください。専修免許状取得に必要な要件及び授業科目については、「教

職課程履修規程」を必ず各自で確認し、履修計画を立ててください。 

2) 大学院修了が近づいたら 

大学院修了学期に、修了申請書と共に、専修免許状取得申請書を教務課履修チームへ提出してく

ださい。事前の案内にしたがって、専修免許状取得申請を行ってください。その際、免許状取得に

必要な単位が全て取得済みか、各自で確認してください。 

 

大学一括申請 

本学が修了予定者の教育職員免許状授与を秋田県に一括して申請します。一括申請することで学位

記授与式当日に免許状を受領できます（3 月の修了者には郵送します）。 
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申請手続きと締切については、専修免許状取得申請を行った学生に対し、別途教務課教務チームよ

り電子メールで連絡します。「修了申請・専修免許申請の流れ」を参照の上、準備を進めてください。

大学一括申請を利用しない場合は、修了後に個人で各都道府県教育委員会（申請時の住所地）へ申請

していただくことになります。 

 

(別表) 専修免許状取得に必要な単位及び授業科目 

免許法施行規則に

定める科目区分 
本研究科の開設授業科目 単位数 備考 

教科に関する科目 

（GCS600）グローバル・コミュニケーション概論 ３ これら３５科目より

２４単位を選択必修 

(2010年 9月以前開講

の認定科目も含む：下

記表２参考) 

ただし、「英語教育実

践法と実習」について

は、「ELT700 英語教

育実践法と実習」 (3

単 位 ) ま た は 、

「ELT701, 702, 703

英語教育実践法と実

習 1,2,3」（各 1 単位 

計 3 単位）のいずれか

を選択必修とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（GCS601/ELT641）言語、文化とアイデンティティ ３ 

 (GCS607) グローバルな職業のためのアカデミック・イング

リッシュ 

３ 

（ELT600）外国語習得法概論 ３ 

（ELT610）言語学概論 ３ 

（ELT613）バイリンガル識字能力と文化適合 ３ 

（ELT615）英語文学Ａ ３ 

（ELT616）英語文学Ｂ ３ 

（ELT611）口語文法教育論 ３ 

（ELT612）社会言語学 ３ 

（ELT609）外国語としての英語の試験と評価 ３ 

（ELT614）国際言語としての英語：21世紀の英語教育 ３ 

（ELT661）言語教育のための統計的研究手法 ３ 

（ELT662）言語教育のための質的研究手法 

〔旧：(ELT617)外国語教育における質的分析研究法〕 

３ 

（ELT622）教師のための意味論 ３ 

（ELT623）映画、メディアとグローバル・ディスコース ３ 

（ELT630）テクノロジーと言語教育 ３ 

（ELT699）学術研究実践およびリサーチ・ペーパー ３ 

教職に関する科目 

 

（ELT601）外国語としての英語教授法と学習教材 ３ 

（ELT606）外国語としての英語会話能力・聴解力指導法 ３ 

（ELT607）外国語としての英語読解・作文指導法 ３ 

（ELT608）語彙習得 ３ 

（ELT602）日本における英語教育法 ３ 

（ELT620）比較教育の批評的研究 ３ 

（ELT621）グローバル社会における言語政策 ３ 

（ELT631）日本の英語教育における教材作成法 ３ 
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（ELT632）非母語話者による言語教育 ３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ELT633）ELTとシラバス作成 ３ 

（ELT635）言語教師のための応用心理言語学 ３ 

（ELT660）言語教育実践研究概論 ３ 

（ELT663）授業の研究と観察 ３ 

（ELT700）英語教育実践法と実習 

〔旧：(ELT650) 英語教育実践研究〕 

３ 

（ELT701）英語教育実践法と実習 1(1cr.)  

３ （ELT702）英語教育実践法と実習 2(1cr.) 

（ELT703）英語教育実践法と実習 3(1cr.) 

表１：単位数合計  

 

 

表２：【旧カリキュラム（2010 年 9 月以前に開講】 

免許法施行規則に

定める科目区分 
本研究科の開設授業科目 単位数 備考 

教科／教職に関す

る科目 

(GCS604) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのためのﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ ３  

(GCS605) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのためのﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ ３ 

(ELT605) 自律学習と自主的言語学習 ３ 

(ELT604) 外国語指導助手との授業運営 ３ 

(ELT603)「英語の使える日本人」の育成 ３ 

(ELT618) 教室ベースの実践教育研究 ３ 

表２：単位数合計  
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１０. 転領域 

 

転領域の定義 

 

本学大学院学則第 30 条の 2 に基づき、他領域への転領域を志願する学生に対し、各領域の学力要

件、及び、志願理由書、研究計画書を鑑み、大学院運営委員会による審議のうえ、転領域が許可され

ることがあります。ただし、学位を得ようとする領域には、1 年以上在籍しなければなりません。 

 

手続き 

 

転領域を希望する学生は、実施を希望する前学期中に所定の申請書式に記入し、下記の順番に教員

の面談を受け、承認を得てください。面談の日程は、学生自身が各教員へ連絡をとり調整してくださ

い。 

 

申請書式は、各者に面談の都度提出してください。最終的に、最後の面談者となる転領域予定先の

領域代表が回収し、履修チームへ提出されます。 

1) アドバイザー  

2) 所属領域代表  

3) 転領域受入先領域代表 

 

認定・通知 

 

転領域申請は最終的に研究科長を通じて研究科運営委員会で諮られ、承認後、文書で転領域許可通

知が教務課履修チームを通じて申請した学生に渡されます。 
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Ⅱ．その他 

 

１. ハラスメントの防止ガイドライン ～ ハラスメントのない大学に～ 

 

国際教養大学(AIU)では、学生及び教職員が個人として尊重され、公正で良好な就学及び就労条件

を確保するため、ハラスメントの防止に取り組んでいます。 

 

ハラスメントって何？ 

ハラスメントとは、「相手の意に反する不適切な行動を行い、相手に精神的な面を含めて不利益や

損害を与えたり、就学や就労のための環境を悪化させること｣をいいます。 

 

具体的にはどんなハラスメントがあるの？  

大きく分けて次のようなものがあります。 

1) セクシャル・ハラスメント 

相手を不快にさせる性的な言動をさします。例えば、性的な経験について質問する、身体への

不必要な接触や強引な誘い、性的な写真を見せる、女性あるいは男性であるということで性格・

能力・行動及び傾向などを評価する、返答に困るような性的な冗談を言うなどが含まれます。言

動の意図に関係なく受け取る側が「不快」と感じれば基本的にセクハラになります。 

2) アカデミック・ハラスメント 

教育研究の現場において、教員が権限を利用して学生や他の教員に対して嫌がらせをすること

をさします。例は下記のとおり。 

a. 人格を否定するような発言、指導の差別やえこひいき、指導を行わない、正当な理由なく単

位を与えない、履修科目や研究テーマを選択する権利の侵害などです。 

b. 研究現場では、研究費を与えない、研究出張を認めない、研究成果を奪う、発表や論文作成

を妨げる、教員同士の個人的な確執を相手が指導する学生へ不利益を与えて晴らそうとする

行為が含まれます。 

3) パワー・ハラスメント 

職務権限を使って正当な範囲を超えて圧力を加えることを言います。例えば、人格を否定する

ような暴言を吐く、意味のない仕事を強要する、不当なルールの強制や退職の示唆などがありま

す。学生の場合はアルバイト先やインターンシップ先でも起こりえます。 

＊ ハラスメントは教員と学生、上司と部下の間だけではなく、サークルの先輩と後輩、同級生同士、

同僚同士であっても本学では絶対に許されません。 

＊ そのほか、「一気飲みの強要」や「ストーカー行為」もハラスメントになります。 

＊ ハラスメント行為は懲戒の対象となることを忘れてはなりません。 
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ハラスメントのタイプ 

ハラスメントには2種類のタイプがあります。 

1) 地位利用型･対価型(代わりに何か与えるという意)：加害者の個人的、性的、または力の欲求に被

害者がどう対応するかによって、被害者に不利益または利益を与えることをいいます。たとえば、

被害者の服従または拒絶を、学業成績、勤務評価、人事・勤務条件の決定などに反映させること

をいいます。 

2) 環境型：就学、就労、教育または研究を行う環境を著しく損なうことをいいます。ハラスメント 

にあっているため、職場や大学へ行くことが苦痛となっている場合や学業・就業意欲が低下して 

いる場合もこれに該当します。 

 

ハラスメントが大学に及ぼす影響とは？ 

被害者の精神的圧迫からの集中力低下、能力低下、急性ストレス反応（うつ状態）など、就学・就

業面と健康面で重要な影響を及ぼします。更には対人関係の悪化によって学内の秩序や円滑な業務が

阻害される恐れもあり、本学の社会的評価にも影響します。 

 

ハラスメントにあった時はどうしたらいいの？ 

○まずはハラスメントにあっていることを認識しましょう。我慢しているだけでは状況はよくなりま

せん。 

○行為者に「NO」の意思を伝えましょう。 

○相談員にすぐに連絡しましょう。 

○自分を責める必要はありません。 

○受けたハラスメントについて｢何時、どこで、だれから、どのようなことをされたか｣記録をつけて

おきましょう。 

 

ハラスメントをしないようにするためには？ 

○お互いの人格を尊重しましょう。 

○本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があります。 

○不快に感じるかどうかは個人差があります。 

○この程度のことは相手も許容するだろうと勝手な憶測をしないようにしましょう。 

○相手がNOと言えない立場にいるかもしれない（学生として、後輩として、部下として）ことを考慮

しましょう。 
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ハラスメントを受けている人がいたら… 

○その場で加害者に注意しましょう。 

○被害者は精神的に傷ついていますので、被害者の話に疑問を抱くような言葉や、被害者を責めるよ

うなことは言わないようにしましょう。 

○必要なら証人になり、その時は被害者のプライバシーを守るよう注意しましょう。 

○相談窓口へ行くように進めるか同行してあげましょう。 

 

ハラスメント相談窓口 

相談があれば、相談員あてに、電話、メール、または直接尋ねて、気軽に連絡してください。プラ

イバシーや名誉、その他人権を尊重し、秘密は厳守しますので安心して相談してください。 

氏名 
性

別 
所属 オフィス 対応言語 

TEL 

(886-) 

E-mail 

(@aiu.ac.jp) 

佐野 ひろみ （さのひろみ） 女 日本語教育 A3-14 日・英 5913 sano 

カルロス・バディング 男 基盤教育 A2-12 英 5925 carlosbudding 

朝倉 光美 （あさくらてるみ） 女 国際センター 学生会館1階 日・英 5937 t-asakura 

竹内 和彦 （たけうちかずひこ） 男 学生課 A棟1階 日・英 5879 ktakeuchi 

                                                                       2016年8月現在 

相談後の流れ 

対応には相談者の意思を十分に配慮します。相談者の求めた場合に応じて、(1)相談のみにとどめ

る、(2)学内のハラスメント防止・対策委員会に申し立て、同委員会による調査あるいは調停、また

は、(3)心療内科など外部機関の紹介、という解決ルートに進みます。 

 

２. 障害のある学生に対する修学支援 

 

障害学生修学等支援（特別支援） 

 本学では、国際教養大学障害学生修学等支援規程に基づき、障害のある学生（以下、障害学生とい

います※。）がその年齢、能力又は障害の種別もしくは程度に応じて充分な教育が受けられるよう、

修学等の支援を行っています。これを特別支援ともいいます。支援についてのご質問やご相談は、事

務局学生課修学・健康支援コーディネーターへお尋ねください。 

※障害学生とは、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害、精神障害、発達障害等の障害があり、

長期にわたり授業又は学生生活に相当な制限を受ける学生で、本人が支援を受けることを希望し、か

つ、その必要性が認められた学生のことをいいます。
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３．入学前教育について（日本語教育実践領域の学生のみ対象） 

 

プレ・グラデュエート・ステューデントについて（入学前単位取得制度） 

 

単位認定について 

 本学では、教育上有益と認めた場合、プレ・グラジュエート・スチューデントが行った研修活動や

科目履修により修得した単位の一部を、申し出により入学後に大学院運営委員会が審議し、本学にお

いて修得した単位として認定します。なお、受入可能な単位数の上限は、他の大学院における修得単

位及び入学前の大学院における修得単位を合わせて18単位までとなっています。 

授業料の取扱、および宿舎の提供 

 本学へ入学しないこととなった場合を除き、授業料は発生しません。大学院生向けの宿舎「グラデ

ュエイトハウス」が学内にありますが、入居は、留学生、正規学生（本学学部卒業生を除く）が優先

されます。空室の見込みが有る場合に入居募集を行います。 

外国籍をもつ入学予定者の場合 

 外国籍をもつ入学予定者が本制度の利用を希望する場合、4月1日までに日本の留学査証を取得で

きることが条件となります。査証発給条件等が国籍によって異なりますので、事前に各国日本大使館

のホームページなどで発給条件を確認してください。 
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４．ティーチング・アシスタント（TA）制度・申請方法等について 

大学院生のうち、学業・人物ともに優れていると認められた学生については、指導教員の監督のも

と、ティーチング・アシスタント（TA）として学部生の授業・学習補助業務に従事することができ

ます。就業時間数の上限は週20時間程度です。詳細は「ティーチング・アシスタント実施要綱」を

参照してください。 

募集と雇用は、学期単位で行います。TA業務が発生した場合は、公募を行います。募集内容につ

いてはATOMSポータルサイトで案内されます。TAの選考は、雇用する指導教官の責任において、

ティーチング・アシスタント実施要綱第3および第8の選考基準によって行われます。ただし、学内

で複数の業務に就いている学生は、勤務時間数の制限により、採用されない場合があります。 

また、このほか、能動的学修・評価センター（ALAC）や、各領域が計画するプログラム内で別個

に募集するTA業務があります。募集の詳細については教務課教務チームからの電子メール、もしく

は各領域の教員から連絡されます。その都度条件を確認し、応募してください。 

 

参考までにTA雇用実績のある主な業務は以下のとおりです。 

＊ 学部EAP（English for Academic Purpose）、生物学、コンピュータ等の授業の指導補助 

＊ 領域主催学内講演会のビデオ撮影、DVD編集 
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５．特別研究員制度について 

 

本学では、専門知識と実践的なスキルを習得した本学大学院修了生のキャリア形成の一環として、

本学の特別研究員として教育研究機関での活動に従事する機会を提供しています。 

 

特別研究員とは 

 

本学では「学術の発展に寄与することを目的として行う教育、研究または社会貢献に係る活動を本

学又は本学以外の教育研究機関で行う者、国際教養大学学則に規定する非常勤教員」と定めています。

（公立大学法人国際教養大学特別研究員規程 参照） 

これまでの実績として、本学及び本学以外の教育機関で、日本語指導教員として従事している修了

生を輩出しています。 

 

＊ 国際教養大学日本語指導員（秋田定住外国人、外国人教員および外国人家族員、留学生対象）及

びＡＩＵ短期集中日本語プログラム補助 

＊ 台湾開南大学日本語非常勤時間講師 

＊ 医療法人せいとく会 インドネシア人看護師に対する日本語教育 

＊ 秋田県立大学留学生に対する日本語教育 

＊ 秋田大学日本語クラス補講教員 

 

上記教育機関、日本語教育以外にも、今後の大学院生の経歴、業績、資質等に基づき、特別研究員

として従事できる機関からの要望等があれば、領域代表・指導教官を通じて随時案内します。 
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Ⅰ Academic Programs and Procedures 

 

1. General Information 

 

Bulletin Board, ATOMS Portal Site and Student E-mail 

Important information related to classes and registration is posted on the ATOMS portal site. Information includes: 

Class Cancellation Notices, Changes of Classrooms, Course Lists and Timetables, TOEFL Schedules, Registration 

Schedules & Deadlines, Faculty Directory & Office Hours, Advisors Lists, and so on. Information may also be sent to 

the official student E-mail addresses.  

Students are responsible for checking the ATOMS portal site and AIU e-mail accounts at least once a day. Information 

posted on the ATOMS portal site or sent to students’ AIU e-mail addresses is considered to have been conveyed. 

Being unaware of the information posted or sent to the AIU e-mail addresses is not an acceptable excuse for failing to 

follow the procedures or instructions provided.  

 

Enrollment Period and Semester 

1) Enrollment Period 

The expected term of study at AIU for graduate students to complete the courses and credits required for 

graduation is two years with a limit of up to four years. 

2) Semesters 

AIU operates on a semester system basis. An academic year is divided into a spring and fall semester. Generally, 

every course lasts 15 weeks and can be completed in one semester. The schedule of each semester is as follows: 

- Spring Semester: April 1 to August 31 (Summer Break: August 1-August 31) 

- Fall Semester: September 1 to March 31 in the following year (Winter Break: January 1- March 31) 

3) Winter Program 

Within the fall semester, there is a period of Winter Program from mid-January to early-March. Winter Program is 

available for all students. Each of the three major programs have different requirement policies regarding Winter 

Program. All courses in Winter Program are offered in the intensive format of 7.5 weeks or shorter. 
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Study Period Option 

AIU offers two types of the study period for students; Standard Study Period (2 years) and Long-term Study Period 

(beyond 2 years). Those admitted into AIU graduate programs are required to make a study plan and choose either of 

two types and submit the declaration form within the first semester after the matriculation. Students who wish to 

change the study period must submit the Change of Study Period one semester before completion stated in the 

declaration form. If students apply or switch to Long-term Study Period, the reasons and study plans are reviewed by 

the Graduate School Management Committee (GMC). The change of the study period due to students’ own bad 

academic performance will not be accepted. When the total number of registered credits exceeds 40, the student 

cannot request the change to Long-term Study Period. 

When Long-term Study Period is approved, tuition fees for each of the years beyond two years will be exempted 

based on the paragraph 5, article 4, Regulations for Process of Tuition. 

 

Recurrent Education Program for JLT Students 

 
JLT examines students’ teaching Japanese language experience. If a student is qualified as an experienced student, 

he/she is allowed to complete within one year and half. A qualified student is exempted from taking two types of 

practicum in Akita and overseas (JLT651 and JLT652) by writing Action Research Paper in JLT653. In the Action 

Research Paper, the qualified student integrates previous on-site experiences with the teaching practice conducted in 

Fall Semester as part of coursework in JLT604 and JLT654.  

 

*Conditions to be qualified as an experienced applicant 

 

1. To have more than 1200 hours of Japanese teaching experience inside or outside Japan 

2. To have teaching experience at the accredited Japanese educational setting  

3. To have experience of teaching students at the wide variety of levels with standard textbooks 

 

* To be qualified, a student must submit certain documents to prove the conditions above.  

* The screening is done by JLT faculty members. If a student is considered not to satisfy the conditions above, he/she 

will not be able to be in the Recurrent Education Program. 
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Academic Advising System 

1) Purposes of Academic Advising 

a. To stimulate academic interests of students and to support students to achieve academic goals 

b. To assist in making important academic decisions such as course selection, progress toward completion of 

the graduate program and future career. 

c. To provide consultation and advice in students’ personal development. 

2) Responsibilities of Students 

a. Know the requirements in academic programs, select courses that meet those requirements in an 

appropriate time frame, and monitor progress toward completion. 

b. Meet with Academic Advisors prior to register for courses every term and obtain the approval for course 

registrations. 

c. Consult Academic Advisors several times each term. 

d. Prepare for advising sessions. 

e. Be responsible and make sure to have completed Graduate School requirements. 

3) Responsibilities of Academic Advisors 

a. Understand the goals and mission of the Graduate School (including undergraduate school). 

b. Understand roles as mentors for advisees, which could go beyond simple assistance in paperwork or in the 

following Graduate School procedures. 

c. Understand academic goals of each advisee and provide support in advisee’s achievement. 

d. Understand the Graduate School Regulations (including AIU Regulations), academic programs, registration 

procedures (including approvals in accordance with Article 4 and 5 of the Academic Standards and 

Regulations for Registration Akita International University Graduate School), and demands of career 

placement. 

e. Collaborate with other faculty and staff members. 

f. Actively listen and try to understand the needs of students. 

4) Responsibilities of Staff Members 

a. Administrate student data including its collection, maintenance and the providing of appropriate access (GPA, 

course registration, credits, situation in career placement, etc). 

b. Inform students of regulations, procedures, and deadlines. 

c. Keep records of students’ health conditions. 

d. Provide information regarding career placement, including doctoral courses. 
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5) Procedure 

a. After enrollment, a student shall consult with the Head of the Program about the choice of an Academic 

Advisor who shall be the most appropriate among full-time faculty members of each program (including 

undergraduate faculty members who teach at graduate school). 

b. If there is no faculty who meets the above conditions, a student is able to choose an Academic Advisor from 

other programs with an approval of the Head of the Program. 

c. Students who feel unsatisfied by the advising work of Academic Advisors may request for a change of the 

advisor with an approval of the Head of the Program. 
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2. Curriculum and Courses  

 

＊The curriculum of the Graduate School consists of two courses groups: “Common Courses” and “Specialized 

Courses”. 

  Each courses is 3-credit-course, except for Independent Study Course which is offered as 1-credit-course. 

 

＊“Practicum” course in each program requires students to carry out the on-site practicum. 

 

＊Each program has different requirements for completion. Please refer to the curriculum of the program you belong. 

 

＊The maximum number of credits allowed to register in a single academic year shall be limited to 30. (Refer to “3. 

Course Registration, Restriction of Number of Credits”) 

 

 

【Structure of Curriculum】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                             

  

 

Earn 6 credits 2 courses or more from 

“Common Courses” 

(Required: 3 credits +  

Required Elective: 3 credits or more) 

Earn 30 credits 10 courses or more from 

“Specialized Courses” 

(Required + Required Electives + Electives) 

*Up to 9 credits, 3 courses from other programs 

can be included into 30 credits. 

Earn 36 credits or more (37cr for 

GCP) to complete the program 

＝Common courses: 6 credits or more + 

 Specialized courses: 30 credits or more 

(GCP requires 31 credits or more for 

Specialized courses) 
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3. Course Registration 

 

Procedure of Registration 

As the period of registration approaches, the most updated course offerings and time table for the next term will be 

posted on the bulletin board of ATOMS. To facilitate the student’s planning for the university coursework and course 

registration, the university offers detailed syllabi for all courses. Each course syllabus includes the course description, 

schedule, objectives, and method of evaluation. Students are responsible for reading and understanding the syllabi of 

the courses, and receiving advice from Academic Advisors.  

   ATOMS portal site: http://csw.aiu.ac.jp/campusweb/ 

   (Course Syllabi are available on “View Syllabus” in “Syllabus” menu.)  

Please note that any changes of registration will be announced before or during registration period from Division of 

Academic Affairs. 

Students need to register for courses via the ATOMS portal site unless instructed otherwise by the university. In the 

case that students cannot register due to health problems or other imperative reasons during registration period, the 

students shall contact the university and receive instructions. 

a. Advising Week: 

 Go to the ATOMS portal site and make your registration plan. Students are required to consult  

with the Academic Advisers and receive the approval for registration. Students cannot register for the courses  

 without Academic Adviser’s approval on ATOMS.  

b. Pre-registration:  

The pre-registration period is set toward the end of the previous semester. Purposes of pre-registration are to 

allow students enough time to think course plans and to allow the university time to prepare for the courses, 

sections and textbooks. It also gives approximate numbers of students who will take the courses so that faculty 

members can prepare for classes. Thus, students are required to register for courses during the pre-registration 

period. 

c. Registration: 

The registration period is set before the beginning of each semester to the first week of the semester. If students 

complete registration during the above pre-registration period, then there is no need to register again. 

d. ADD/DROP period: 

Students may add or drop courses during the first week of classes. This period is called, ADD/DROP period and 

it is to provide students an opportunity to change course selections after attending the first classes. After 

ADD/DROP period is over, registered courses cannot be changed.  

 

http://csw.aiu.ac.jp/campusweb/
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Registration of Undergraduate Courses 

 

Graduate students can register for undergraduate courses as non-degree students after consulting and receiving the 

approval of the Academic Advisor. Students who are willing to take undergraduate courses for the first time must 

receive the signature on the “Advisor Approval Form” from the Academic Advisor and submit the form to the Division of 

Student Records to register for undergraduate courses. 

 

*When a drawing will be held for the course, priority will be given to the undergraduate students. 

*Graduate students who wish to register for Japanese Language courses will register for courses whose course title 

are begin with JPN. 

 

Other Things to Remember 

1) Students may not register for two or more courses in the same class hour. 

2)  Restrictions may be imposed on the maximum number of students for each course. 

3)  AIU reserves the right to cancel any courses offered during the academic year when it becomes necessary. 

Restriction of Number of Credits 

Annual Limit of Credits 

The maximum number of credits allowed to register in a single academic year shall be limited to 30 in view of keeping 

appropriate amount of coursework. If a student wishes to register for more courses for any pertinent academic 

reasons, the limit can be extended up to 36 credits based on the discussion and the approval of the Academic Advisor. 

Limit of Credits in a Semester 

The Maximum number of credits allowed to register in each semester shall be limited to 6 courses 16 credits in Spring 

and Fall semester, and 3 courses 7 credits in Winter Program. If a student needs to register for courses over the 

maximum number of credits for a special reason, the student can register for up to 18 credits per semester or 9 credits 

per Winter Program after consulting and receiving the approval of the Academic Advisor.  

Limit of Credits for Undergraduate Courses 

If a student registers for undergraduate courses, the number of credits the student can register for is limited by Article 

6 of the Academic Standards and Regulations for Registration Akita International University (A student can register for 

up to 24 credits per semester or 12 credits per winter program after consulting and receiving the approval of the 

Academic Adviser). The number of credits a student earns from undergraduate courses is not included in the annual 

limit of credits in graduate school above. 
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Standard number of credits to register in a semester 

To graduate in 2 years, a standard number of credits taken in each semester is 9 credits. However, each program has 

different policies and priorities of classes that a student should register in each semester, so it is very important to 

consult your academic adviser and make your registration schedule.  

[Example] 

 Spring Semester Fall Semester Winter Program Total 

1st year 9 Cr 9 Cr - 18 Cr 

2nd year 9 Cr 9 Cr - 18 Cr 

Total 18 Cr 18 Cr  36 Cr 

 

  

Withdrawal 

After the ADD/DROP period is over, a student may withdraw from registered courses for a certain period. A record of 

the course withdrawal will be a “W” in the student’s transcript and a “W” will not affect the cumulative GPA. The 

deadlines for withdrawal are shown in the Academic Calendar. 

In 15 weeks courses: Last day of the 4th week of the semester 

In 7.5 weeks courses: Last class day of the 2nd week of the term 

In case of intensive course, the deadline for withdrawal is the next day after the 1/4 of the total class hours is 

conducted. Please note that late submission will not be accepted and students who do not apply for withdrawal by the 

deadline will receive the grade of a “F”. 

 

 

Retake 

Students may retake any courses, under the following circumstances in order to achieve a better grade. 

(1) The student has failed the course with a grade of F. 

(2) The student has passed the course with a grade of D. 

(3) Other cases approved by the Dean of graduate school. 

When a course is retaken, both the previous and new grades are listed in the students’ transcript but only the higher 

grade will be calculated for the GPA. 

Generally, the number of times a student can register is not limited except for the case a student registers for an 

undergraduate course(s). In such case, the maximum number of times a student can register for an undergraduate 

course(s) is limited by Article 8-3 of Academic Standards and Regulations for Registration Akita International 

University. 
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4. Class  

 

Class Hours and Credits 

One class hour is a class session of 60 minutes. Students are expected to study on your own for two hours per every 

one class hour working on preparation, research assignments or homework.                  

 

The standard unit of credit is the semester credit. Calculation of one credit is based on the following conditions: 

1) One credit for a lecture class requires 15 class hours per semester. 

2) One credit for a seminar requires 15-30 class hours per semester. 

 

Class Cancellation & Make-up Class 

A class may be cancelled due to an instructor’s illness or business engagement. A class may also be cancelled if more 

than half of the enrolled students are unable to attend due to natural disasters (such as a typhoon, an earthquake, or 

heavy snow). Notice of class cancellation is posted on the Bulletin Boards on ATOMS portal site. Generally, a make-up 

class will be offered if a class is cancelled. 

If an instructor does not arrive for class at the appointed time, students are required to wait for fifteen (15) minutes, 

upon which class will be automatically dismissed. In such cases, the instructor is responsible for making up missing 

class hours. 

 

＜Basic Policy in the Case of Emergency such as Natural Disasters＞ 

If there is any student who cannot come to the campus to take the test due to an emergency such as natural disaster, 

the instructor in charge of the test has to give the student a make-up test. The specific date of a make-up test is to be 

decided by the instructor. In the case that the instructor cannot come to the campus due to an unavoidable reason, the 

test shall be postponed. The specific date of the new test shall be decided by the instructor as soon as possible.  

If the situation allows another faculty member to conduct the test instead of the instructor, the replacement shall be 

permitted. 

Please inform the Division of Academic Affairs promptly of any problem with taking the final examination caused by an 

emergency. 

 

Absence from Classes 

＜General Principle＞ 

A student who needs to be absent from a class must report the reason of absence to the instructor of the course. 

Students must read and understand the policy regarding attendance described in the syllabus, and consult with the 

instructor for any make-up assignment it applicable. 

 

To be excused from the class to participate in activities such as university trips, or programs, internships, teaching 
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practices, volunteer work, home stay or special study programs, students must receive the prior approval in writing 

from the relevant Head of the Program. Students who are under achieving the academic standards of AIU will not be 

excused from classes.  

 

＜Absence of Job Hunting＞ 

Students who wish to be excused from classes for reasons of job hunting must adhere to the following guidelines: 

1) Students must procure the permission to miss classes in advance of the class. The permission must be granted by 

the instructor of the course. Simply reporting after the fact will not be served to excuse an absence. 

2) Instructors may stipulate any conditions that students must meet to be excused for the job hunting, for example, 

extra assignments, individual meetings with the instructor. Instructors are not obligated to offer makeup quizzes, 

examinations or delayed deadlines to students. This is at the discretion of the instructor. 

3) Students should provide the evidences of the job hunting to be excused from the class absences for instructors, for 

example, a notification of the job recruiting event, or letter from the job recruiter etc. 

4) As the general guideline, no more than 20% of all class sessions in a single course can be 

excused for job hunting reasons, though this again, is up to an instructor’s discretion. 

 

Student Evaluation 

At the end of each semester, Student Evaluations are conducted in all the courses. Students are given the opportunity 

to evaluate the quality of instructions you have received in the courses. Your critical and constructive feedback are 

essential to ensure the quality of the educational experience. 

Students are asked to provide feedback on both the courses and its instructors in open-ended format. The 

administration handles Student Evaluation and keeps the results anonymous with sufficient consideration. The results 

are anonymously reported to each instructor as well as Heads of the Program and Dean of Graduate School, and 

utilized to improve educational qualities of each course and the entire graduate program. 



39 

 

5. Application for Practicum／Scholarly Paper Options 

 

In the last semester before the completion of the program, graduate students are required to work on either the 

practicum as a part of the course work or a scholarly paper.  After confirming the syllabus of the program, please 

download the required forms and guidelines from ATOMS and take the necessary procedure. 

      ATOMS → Other → Download Center → Application of Practicum (Graduate School) 

 

Practicum Option 

It is preferable that the practicum should be conducted for about 2 weeks in the last semester of the program 

completion plan, however, students are allowed to carry it out before the semester starts with the prior approval of the 

supervising instructor or the head of the program. 

As to the practicum venues, students can choose one of our partner institutions, apply for the internship independently 

conducted by non-partner institution, or find any appropriate venues by your own.  Students who are part-time 

students concurrently engaged in job can choose own workplace as the practicum site with the prior approval of the 

supervising instructor.  

All students are required to receive the prior approval on details of practicum from the supervising instructor or the 

Head of the Program. 

 

On the occasion of practicum, please observe the following matters. 

・ To follow rules, regulations, and instructions of the host institutes, and to commit to the assigned roles. 

・ Never to cause any disruptions while engaging in the assignments, and never to damage the confidence and 

the honor of the host institutions. 

・ To keep confidential, both during and after the internship period, all the classified information students may 

have access to in the performance of duties.  

・ To be responsible for all the related costs for the internship and to take out a personal accident insurance 

policy for students pursuing education and research. 

・  To recompense for any loss or any serious damage caused intentionally or inadvertently to the host 

institutions.  

Once the detailed plan of your practicum is decided, please submit the following documents to the Division of 

Academic Affairs by the date two weeks before the plan starts.  

1) Practicum Acceptance Report   

  It should be written in English and should have approval signature by the Academic Advisor and the Head of the 

Program. 

2) Letter of Declaration 
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3) Plan Document [*GCP Students Only] 

  Students in Global Communication Practices should also refer to the “Policies for Implementation of Internship   

  required in GCP Practicum Course” and submit your plan of the internship. There is no specific format for the plan 

document, but it must include the following information 1) Host Institutions, 2) a Period of Practicum, 3) Purposes of 

the Activities (including the research paper writing schedule), and 4) Job Descriptions. 

4) Documents Explaining Your Host Institutions 

If you conduct the practicum in any other places than our partner institutions, you must hand in documents 

explaining the venues of your choice. (ie: company brochures, copies of the website) 

 

If your host institution asks you to submit any documents under the university name, please contact the Division of 

Academic Affairs for assistance.  For further details, please refer to the syllabus. 

 

 

Scholarly Paper Option 

Graduate Students of Global Communication Practice with adequate professional experiences are eligible to write the 

Scholarly Paper on the topic of your own interest. Please be sure to reconfirm the required conditions such as the 

format, the minimum word count, and the deadline with your supervisor and the syllabus before the registration.  

When you and your supervisor agree on the topic or the title of the paper, you should complete prescribed forms with 

detailed information and submit it to the Division of Academic Affairs. In addition, you should submit a copy of your 

completed scholarly paper to the library as a reference.  
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6. Academic Integrity 

 

Academic Integrity 

Fundamental to all academic institutions is the notion of academic integrity - a belief in the virtues of honesty, diligence 

and respect. From this perspective, the pursuit of higher education is an honorable goal undertaken for the purpose of 

creating and sharing knowledge. Moreover, creating and sharing knowledge, as honorable pursuits, must be 

undertaken in a fair and just manner. 

Academic honesty is, thus, essential to a principled pursuit of knowledge. In order for the university to fulfill its 

educational mission and moral obligations, academic integrity must be upheld by all members of the academy. 

 

Definition/Examples of Academic Dishonesty 

Acts of academic dishonesty undermine the most valued principles of the university, and as such cannot be tolerated. 

The University regards cheating and plagiarism and other instances of academic malpractice with the utmost 

seriousness.  Please be aware of the need to avoid all suggestion of academic dishonesty – and familiarize yourself 

with the sanctions that will be imposed if such cases are discovered: 

 

1) Cheating in examinations includes copying from another students, accessing notes or other sources of 

information, or communication with other students or with any person(s) except the invigilators. These acts are 

expressly forbidden.  

 

2) Broadly speaking, Plagiarism is defined as presenting someone else’s work as your own. However it can 

also involve using the work of another without crediting the source, and/or presenting as new and original an 

idea or product derived from an existing source.  In other words, plagiarism is an act of fraud, which 

comprises both theft and lying about it afterward.  Of course, you may use information that you gather from 

journals, books, the internet, websites, lectures or other teaching sessions, contact with others, etc., but this 

must always be properly attributed and all external sources used must be referenced. In other words, please 

note that most cases of plagiarism can be avoided by citing sources: simply acknowledging that certain 

material has been borrowed, and providing your audience with the information necessary to find that source, is 

usually enough to prevent plagiarism. Failure to attribute material which is not your own will, however, be 

regarded as plagiarism, for which the University imposes strict penalties.   

 

3) We recognise that students are sometimes required to work together in seminars or other assessments, and it 

is often good to discuss assignments with other students. However, unless you are advised specifically for any 

particular task, all coursework you submit must be your own work, in your own words, and not merely a copy or 

paraphrase of the work of another student or some other source. 

 



42 

 

4) All work submitted for assessment must be accompanied by a signature vouching for the academic integrity of 

the work.  Work will not be accepted or will not be marked unless work is thus signed at the time of submission. 

Your declaration confirms that the work is your own, and that you are aware it is your responsibility to know the 

definition and importance of plagiarism.  

 

5) Repetition of assessed work: It is not acceptable to use the whole or parts of the same piece of written work for 

more than one assessment (unless appropriately acknowledged). Substantial overlaps between essays for 

different courses or between essays and dissertations (without prior authorization) are regarded as cheating and 

will be subject to the same penalties as plagiarism. 

 

Policy on Academic Dishonesty 

All cases of deliberate academic dishonesty will be reported by the instructor to the Division of Student Records. A 

student who performs an act of academic dishonesty during any assessed assignment and/or examination will fail the 

relevant course. In addition, a student who performs such an act of academic dishonesty during the final examination 

(or assignment given in lieu of the final examination) will fail all courses registered in the relevant academic term. In 

addition, the student may be strictly penalized according to AIU Regulations as needed. Disciplinary Measures may 

include being suspended for a semester or more, or dismissal from the university. Prefer to the Rules for Student 

Disciplinary Measures for more specific information. 
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7. Grading System 

 

Grading System and Policies 

1)  A student enrolled in a course is generally evaluated based on a comprehensive review of scores on examinations, 

performance in class, attendance, and other factors. 

 

2)  AIU uses a twelve-grade system for evaluation from A+ to D, and F. Grades from A+ to D are passing grades. F is 

not a passing grade. Students can earn the designated credits from courses they have passed. Other possible 

grades include W: Withdrawal, I: Incomplete, AP: Approved, TR: To be Reported. If a student repeats a course, R is 

added to the lower grade letter. 

 

3)  Grade points are allocated to the above grades as indicated below. The Grade Point Average (GPA) is calculated 

and used as a measure to evaluate students’ progress, understanding and achievements. 

 

Grade Definitions 

Score Grade (Definitions) Grade Points 

A+ 100 4.00 

A (Excellent) 95-99 4.00 

A- 90-94 3.70 

B+ 87-89 3.30 

B (Good) 83-86  3.00 

B- 80-82 2.70 

C+ 77-79 2.30 

C (Satisfactory) 73-76  2.00 

C- 70-72 1.70 

D+ 66-69 1.30 

D (Poor) 60-65  1.00 

F (Failure) 59 or lower  0.00 

 

4)  Notwithstanding the preceding clause, some courses are graded Pass / Fail. Students receive credits if students 

pass the courses but does not receive grade points. 

 

5) A cumulative Grade Point Average (GPA) is computed as follows: the credits and grade points are totaled for all 

courses; then the total grade points are divided by the total credits and rounded to the nearest hundredth. Courses 

with grade symbols of P, *F, W, I , AP, TR and repeated courses shown with R are excluded when totaling the 

credits, however, grades of F are included in the GPA. 
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Grade Point Average 

Grades Earned Grade Points  Credits  Grade Points in Course 

B 3.00 X 3 = 9.00 

A 4.00 X 3 = 12.00 

B 3.00 X 3 = 9.00 

P - X 2 = - 

F 0.00 X 3 = 0.00 

RF - X 3 = - 

I - X 1 = - 

W - X - = - 

Total Credits and Grade Point Earned 12  30.00 

GPA  30.00/13 = 2.50 

 

 

Incomplete 

1) Students can apply for a grade of I (Incomplete) if the students became unable to continue a certain course during 

the semester of enrollment due to special circumstances such as illness, injury, traffic accidents, natural disasters or 

any other unforeseen circumstances. 

 

2) The students must receive the approval from the relevant instructor to receive an I. 

 

3) The assignments required to complete the course must be completed by the end of the following semester, 

otherwise the grade will be changed to F automatically. 

 

4) Winter Program is considered a part of Fall semester. If the student received an I in spring semester, then the 

missing assignments may be accepted until the end of Winter Program. If the instructor sets the deadline earlier 

than the end of Winter Program, students must complete the assignment by the set deadline. 

 

5) The instructor may decide that the student has to attend all classes in the next semester in order to complete the 

course, but the student shall not be registered for the course again in such a case. 

 

 

Confirmation of Grade 

Students have to confirm grades on ATOMS portal site. (https://www.csw.aiu.ac.jp/campusweb/) 

https://www.csw.aiu.ac.jp/campusweb/
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Grade Change and Appeal 

1) Grade Change in this policy is understood as change of grade from any grades except for Incomplete (I). Course 

grades can be changed only by the instructor who gave the grade. 

 

2) The initiative can come from both the instructor teaching the course, or from the student. The change of grade 

except for corrections of clerical errors or results of disciplinary actions must be requested in writing to the instructor 

within one month after the original grade was given. If the student left for study abroad after the semester when the 

grade was given then he or she should request the change within one month after returning from study abroad. The 

reasons for change of grade can be only the need to ensure fairness of evaluation of student’s work in the course. 

To change the grade, the instructor has to fill out the Change of Grade Form with the reason for change of grade 

clearly stated. 

 

3) The decision of the change of the grade with its justification must be immediately communicated to student whose 

grade is changed. 

 

4) In the case that instructor does not agree with the student’s initiative to change a course grade, or in the case when 

a student considers an instructor’s decision to change the course grade not fair, a student should appeal the 

decision as soon as it is practical after the current grade was assigned. The student has to file a Grade Appeal Form, 

including the section about the reason for appeal, with an account of all relevant circumstances, and submit it to the 

Division of Student Records. Dean of Graduate School, after asking the instructor who evaluated the student for 

his/her view of the matter and possibility and talking to the student if needed, recommends the appropriate action. 

The recommended action is communicated to the student and to the instructor. However, the instructor is not 

obligated to comply with the recommendation. 
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8. Completion  

 

Requirement for Completion 

AIU will award a certificate of graduation to students who have satisfied the following requirements: 

1) Earned 36 credits or more in courses required by each respective program. 

2) Achieved a cumulative Grade Point Average of 3.00 or above 

  * Requirement “2” is applied for students who matriculated in Fall semester 2012 and after. 

3) Enrolled in AIU for more than 2 years  

 

Definition of Early Completion 

In accordance with Article 34 of Akita International University Professional Graduate School Institutional 

Policies and Regulations, students can complete the program, under the approval of the Graduate School 

Management Committee, after the enrollment of one year or longer. 

 

Degree 

Students whose graduation has been approved will receive an Academic Degree Certificate and will be awarded one 

of the following degrees: 

● English Language Teaching Practices  

 – Master of English Language Teaching (Professional) 

● Japanese Language Teaching Practices 

        – Master of Japanese Language Teaching (Professional) 

● Global Communication Practices 

        – Master of Global Communication Practice (Professional) 

 

Procedure 

Students wishing to graduate must submit a form named Application for Master’s Degree during the designated period. 

Students who satisfy graduation requirements but wish to postpone graduation must submit a form named Application 

for Extension. 

 

Graduation Honors 

At the time of graduation, the following awards will be given to honor outstanding students. 

1) Awards based on the GPA 

   Summa cum laude: the cumulative GPA of 4.00 

2) President’s Award 

   The president gives this award to honor outstanding achievements of students in academic work as well as other 

activities as students of AIU. 

http://campus-info.aiu.ac.jp/?page_id=301&lang=ja
http://campus-info.aiu.ac.jp/?page_id=301&lang=ja
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9. Teaching Certificate 

Qualification for Teaching Certificate and Application Procedure 

Those who wish to practice teaching in Japan as a profession in the future are required to hold the Teaching Certificate, 

issued to those who earned certain credits at a university accredited by the Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology (MEXT) in Japan. 

English Language Teaching Practices Program is an accredited program by MEXT to confer the Advanced Teaching 

Certificate for Lower and/or Upper Secondary School. 

In order to obtain the Advanced Teaching Certificate for Upper and/or Lower Secondary School, please note that 

holding the respective Type I Teaching Certificate for Lower and/or Upper Secondary School is an essential 

prerequisite. 

 

＜Type I Teaching Certificate Holder＞ 

Students who earned 24 credits from the courses designated as “English or Educational Subjects” can be conferred 

the Advanced Teaching Certificate. The courses and credits in ELT program required to obtain the Advanced Teaching 

Certificate are shown in the attached chart “別表.” 

＜Non-Type I Teaching Certificate Holder＞ 

ELT students can obtain the Type I Teaching Certificate by taking specific courses and earning required credits in the 

TLP Program of undergraduate courses, while pursuing a master’s degree and the Advanced Teaching Certificate in 

the Graduate School. A number of required credits differs by students. Please contact Division of Academic Affairs for 

further details. Students cannot obtain the Type I Teaching Certificate for Lower Secondary School Teachers in the 

TLP program. 

 

 

Schedule and Procedure 

1) Before Pursuing Teaching Certificate 

Students who wish to obtain the above Certificates must submit the Application for Advanced Teaching Certificate 

and the TLP Registration Form to Division of Academic Affairs prior to registration. Students are responsible for 

reviewing Academic Standards and Regulations for the Registration of Teacher’s License Program Policies and 

checking the requirements and prescribed courses to obtain a certificate. 

*For students enrolled in or before 2009, the credits earned in the discontinued courses due to the curriculum 

reform in 2010 can be included as accredited credits. 

http://campus-info.aiu.ac.jp/wp-content/uploads/2010/08/4a855b2f45568b52402e79df7d43fd472.doc
http://campus-info.aiu.ac.jp/wp-content/uploads/2010/08/4a855b2f45568b52402e79df7d43fd472.doc
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2) Before Completing the Program 

During the semester when students wish to complete the program, they must submit the Application Form For 

Advanced Teaching Certificate along with the Application for Master’s Degree to Division of Student Records.  

Students must confirm whether all the requirements have been satisfied for the above certificates.  

 

Issue of the Certificate 

AIU shall apply to Akita Prefectural Board of Education (BOE) for the certificates on behalf of the students, in doing so, 

the certificate can be issued on the Commencement Day. Those who submitted the application form above for the 

certificate shall be informed of the procedure of preparing application documents by Division of Academic Affairs. If a 

student does not submit the application form to the university, the student must directly apply to BOE in the place of 

residence.  
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10. Change of Program 

 

Definition  

In accordance with Article 30-2 of the Akita Internaional University Professional Graduate School Institutional Policies 

and Regulations, graduate students can submit the request to transfer to another program, and the transfer shall be 

admitted with the approval of the Graduate School Management Committee, considering the applicant’s language 

proficiency, academic achievement, statement of purpose, and study plan in the program to which the student wishes 

to be accepted. The student who is admitted to be transferred shall enroll for a year or more in the program from which 

the student is planning to earn a degree. 

 

Application Procedure 

Graduate students wishing to transfer to another program is required to complete the prescribed form and have 

interviews by the three faculty members below to receive approvals. In this case, the student is responsible for making 

necessary appointments with each faculty member. 

The application form must be submitted to the interviewers by the student. At the end of the process, the last 

interviewers, the Head of the Program which the student shall be accepted to, will submit them to Division of Student 

Records. 

1) Advisor  

2) Head of the Program the student is currently studying at  

3) Head of the Program the student wish to be accepted to 

 

Approval and Notification 

The application shall be discussed in the Graduate School Management Committee and, after the approval, the notice 

of approval will be delivered to the applicant through the Division of Student Records. 

 

http://campus-info.aiu.ac.jp/?page_id=301&lang=ja
http://campus-info.aiu.ac.jp/?page_id=301&lang=ja
http://campus-info.aiu.ac.jp/wp-content/uploads/2010/11/Grad_Program-Transfer-Application-Form.pdf
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Ⅲ Others 

 

1. Guideline for Harassment Prevention in Akita International University 

～ for Harassment Free University ～ 

To provide an environment where students, faculty and staff members are respected as individuals, and to ensure a 

good and fair study or work environment, Akita International University is trying to prevent harassment. 

 

What is Harassment?  

Harassment is inappropriate behaviors or languages that are threatening or offensive to other people, causes mental 

and physical stress, and deteriorates the study and work environment. 

 

What kinds of harassment are there? 

There are three categories. 

1) Sexual Harassment: This means language and behavior which are sexual in nature and make others 

uncomfortable. For example, asking questions sexual in nature; unnecessary touching of the body; forcefully 

asking someone out; showing nude pictures; judging someone's personality, abilities, behavior and 

predispositions based on their gender; sexual jokes to which the receiver has difficultly responding. Regardless of 

intention, if the receiver feels uncomfortable, it may be considered sexual harassment. 

2) Academic Harassment: In the academic field, when any faculty member abuses students or other faculty 

members taking advantage of his/her power, it is considered academic harassment. 

Examples are; 

a. Academic related (e.g., between faculty member and student): violent language, discrimination or favoritism, 

refusing consultation, unfair treatment with regard to accreditation, violating the right of choice for registration 

and research themes. 

b. Research related (e.g., between faculty members): not providing research funds; not allowing research trips; 

taking credit for the research accomplishments of others; preventing research presentation and paper writing; 

displacing conflicts between faculty members through bullying the students under the care of other faculty 

members. 

3) Power Harassment: Use one's power beyond his/her own authority and give undue pressure to others. For 

example, use of abusive and disrespectful language, the demand of meaningless tasks, establishment of unjust 

rules or the implication of forced retirement. For students, it can be experienced at part-time jobs or in an 

internship workplace. 

 

* Any harassment will never be tolerated at AIU, not only between faculty members and students, superiors and 

subordinates, but also between SENPAI and KOHAI, between students, and between co-workers. 
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* Forcing IKKINOMI (chug-a-lug) and stalking are also considered to be harassment. 

* Do not forget that harassment behavior will be the subject of disciplinary action. 

 

Types of Harassment 

There are two types of harassment. 

1) The “position abuse” or “value exchange” type: When the harasser determines advantage or disadvantage 

depending on the victim's reaction to harassing behavior. For instance, the victim's submission or rejection of 

harassment is reflected in the decision of an academic grade, work evaluation, and working condition. 

2) The “environmental” type: When the environment of study, work or research is markedly damaged by the act of 

sexual, academic or power harassment. For example, because of harassment, it becomes difficult to go to the 

university or workplace, or motivation for study or work declines. 

 

What is the effect of harassment on the university? 

Study, work, and health of the victim may be considerably affected. Due to psychological stress, the victim may 

experience reduced concentration, declining performance, present acute stress symptoms (e.g., depressed state). 

Also the deterioration of interpersonal relations will break the order of the university, prevent the smooth conduction of 

business, and also may damage the university reputation. 

 

 

What to do when you face harassment? 

- Acknowledge that you may be experiencing harassment. Being patient won't improve the situation. 

- Say, “No” to the perpetrator. 

- Contact Harassment consultants quickly. 

- Do not have to blame yourself. 

- Record the incident. [When, where, from whom, what kind of action] 

 

What to do in order to avoid harassing behavior? 

Be aware of the following: 

- Respect one another 

- There may be situations when you unintentionally hurt or make another person feel uncomfortable. 

- There are individual differences in how one perceives an incident. 

- Don't speculate that other people will tolerate anything. 

- Others may be in a position which is difficult to say no (as student, as KOHAI, as subordinate). 

 

If you see someone being harassed… 

- Warn the perpetrator to stop the behavior immediately. 
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- The victim has already been hurt psychologically, so be sensitive and avoid language which implicates doubts about 

his/her experience or which blames the victim. 

- If needed, be a witness, and keep confidentiality for the privacy of the victim. 

- Suggest he/she go to talk to a harassment consultant and accompany him/her if needed. 

 

 

Harassment Counselor  

Please feel free to contact the following members by phone, e-mail, or directly visit if you have a matter to discuss. 

Your privacy and confidentiality, and all other rights will be strictly protected. 

 

Name Gender Belonging Office Language 
Phone 

(886-) 

E-mail 

(@aiu.ac.jp) 

Hiromi Sano F Japanese Language A3-14 JPN/ENG 5913 sano 

Carlos Budding M Basic Education A2-12 ENG 5925 carlosbudding 

Terumi Asakura F 
Center for 
International Affairs 

Student 
Hall 

1st Fl. 
JPN/ENG 5937 t-asakura 

Kazuhiko Takeuchi M 
Office of Student 
Affairs 

A bldg. 
1st Fl. 

JPN/ENG 5879 ktakeuchi 

      As of 08/016 

 

What happens after going to a Counselor 

In dealing with the issue, your feelings will be respected. Depending on your request, resolution measures which may 

be taken are; (1) do not proceed beyond counseling, (2) request an investigation or mediation by the Harassment 

Prevention Committee, and (3) seek referrals to an outside institution such as a mental health clinic. 
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2. Akita International University Regulations Regarding Academic Support for 

Students with Disabilities 

Akita International University provides students with disabilities* with Special Support in order for the students to 

receive sufficient education at AIU under the Regulations Regarding Academic Support for Students with Disabilities.   

Students who have inquiries and/or wish to have a consultation for support can contact the Study Support and Student 

Wellbeing Coordinator in the Office of Student Affairs. 

* A “student with disabilities” refers to a person with any one of the following disabilities: visual, hearing, physical, 

internal impediment, mental, and/or developmental disorder, etc., and faces considerable restrictions on academic 

programs and/or student life over a long period of time, and desires to receive support and recognized to require 

support.   

 

 

3. Pre-graduate School Education (Only for JLT students) 

“Pre-graduate Student” System 

Credit Transfer 

Students can request the Graduate School to review academic activities which are engaged by pre-graduate students 

and credits earned as pre-graduate students to approve and give credits in the Graduate School. Graduate School 

Management Committee reviews and approves the request after student’s enrollment. The total number of credits, 

including transfer credits from other graduate school, shall not exceed 18. 

Tuition Fee and Accommodations  

You will not have to pay any tuition fees for courses taken under the Pre-Graduate Student System as long as you 

enroll in the graduate school. The university has Student Apartments for Graduate Students named “Graduate House” 

on campus. International students and degree-seeking students (except for graduated AIU undergraduate program) 

have the higher priority to live in the apartment. If there is vacancy, the university may accept applications for 

Pre-Graduate students to live in the apartment.  

Non-Japanese Participants 

If you are non-Japanese participants, please contact Japanese embassy or consulate in your country and its website 

for visa information, since the conditions for visa application and issuance differ depending on your nationalities. 
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4. Teaching Assistant System 

Graduate students are eligible to apply for Teaching Assistants (TAs). If academic achievements and personality are 

considered qualified for the teaching assistant position, the applicants are allowed to support undergraduate courses 

or assist undergraduate student’s academic activities up to about 20 hours per week under the supervision of the 

hiring instructor. For further details, please refer to the Guidelines for Hiring Teaching Assistants, which is also 

included in this handbook. 

TAs will be recruited and hired by each semester. An open search will be conducted for TA positions. Details of the 

recruitment will be announced by email. Selection of TAs will be conducted by the instructors who hire TAs, under 

Article 3 and 8 of “Guidelines” for Hiring Teaching Assistants. Please note that students who are engaged in several 

works at the university may not be hired due to the limitation of working hours set by the guidelines.  

In addition to the TA positions above, the Active Learning and Assessment Center (ALAC) or each graduate program 

shall independently call for TA applications as needed. These opportunities will be announced by e-mail from the 

Division of Academic Affairs or the instructor of the programs. 

For your reference, the following positions were called for and recruited in the past. 

＊ Assisting English for Academic Purpose (EAP), biology, and information technology courses for undergraduates. 

＊ Filming on-campus lecture events of the program with the video equipment and edit it into DVDs. 
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5. Fellows 

We offer our graduates the career opportunity to engage in teaching or researching at various internal and external 

educational settings as our fellows. This is a part of our efforts to support the career development of our graduates 

who have earned the expertise and the practical skills in our professional graduate school. 

 

AIU Fellows 

Fellows are defined by Akita International University Regulations Regarding Fellows as follows: 

“Those who engage in education, research or activities in relation to social contribution for the purpose of contributing 

to the academic development at AIU or any other education and research institutes other than AIU shall be a part-time 

instructor. 

We have produced the fellows as a Japanese language instructor, who engage in the following teaching positions both 

inside and outside of the country: 

*AIU Japanese language instructor targeted for foreign residents in Akita, foreign faculty members and their family 

members, and international students of AIU 

*Adjunct Japanese language instructors in Kainan University, Taiwan 

*Japanese language teaching position for Indonesian nurses at Seitoku Hospital, Akita 

*Japanese language teaching position for international students at Akita Prefectural University／Akita University  

In addition to the above-mentioned positions related to Japanese language teaching, if there are any other openings, 

students shall be notified by the Heads of each Program or supervising instructors in consideration of students’ 

experiences, academic performances, qualifications and others. 
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Common Courses R RE E Condition of Registration credits

GCS600 グローバル・コミュニケーション概論 Introduction to Global Communication

GCS600-J グローバル・コミュニケーション概論【留学生のみ対象】
Introduction to Global Communication

(to be offered in Japanese only for internatioanl students)

GCS601
言語、文化とアイデンティティ
(GCP631を取得済みの学生は取得不可）

Language, Culture, and Identity (not applicable to the students who took GCP631) ○

GCS602
グローバル化と国際関係
(GCP632を取得済みの学生は取得不可）

Contemporary Issues in a Global Context (not applicable to the students who took GCP632) ○

GCS607
グローバル社会のためのアカデミック・イングリッシュ
(GCP637を取得済みの学生は取得不可）

Academic English for Global Professions (not available for those who already took GCP637) ○

GCS608 日本学概論【留学生のみ対象】
Introduction to Japanese Studies

(to be offered in Japanese only for internatioanl students)
○

GCS609
異文化コミュニケーションのストラテジー
（GCP600を取得済みの学生は取得不可）

Strategies for Intercultural Communication (not available to the students who took GCP609) ○

GCS610 自省的職業経験考察（GAP YEAR参加者のみ適用） Reflective Professional Experience (Only applicable to GAP YEAR participant) ○

Specialized Courses in GCP R RE E

GCP603 通訳技法Ⅰ (GCP649及び650の事前科目の1つ） Interpreting Ⅰ(English/Japanese) (One of Prerequisites for GCP649 and 650) ○ *

GCP601 組織コミュニケーション  (GCP649及び650の事前科目の1つ） Organizational Communication (One of Prerequisites for GCP649 and 650) ○ *

GCP621 グローバル・コミュニケーションのためのデータ分析法 Data Science for Global Communication ○ *

GCP640 広報学概論 (GCP649及び650の事前科目の1つ）　（⇒GCP642) Introduction to Public Relations　(One of Prerequisites for GCP649 and 650)　（⇒GCP642) ○ *

GCP641 ジャーナリズム概論 (GCP649及び650の事前科目の1つ） Introduction to Journalism (One of Prerequisites for GCP649 and 650) ○ *

GCP642 国際広報学概論 (GCP640取得済の学生は履修不可)
Introduction to International Public Relations

(not applicable to the students who took GCP640)
○ *

GCP643 国際ジャーナリズム概論（GCP641を取得済みの学生は取得不可）
Introduction to International Journalism

(not applicable to the students who took GCP641)
○

GCP600 異文化コミュニケーションのストラテジー　（GCS609を取得済みの学生は取得不可） Strategies for Intercultural Communication  (not available to the students who took GCP609) ○

GCP604 ストラテジック・ネゴシエーション Negotiation and Conflict Resolution ○ *

GCP608
国際報道とメディア倫理→２０１２年からはGCP606と合わせた内容で開講。ただし、GCP606の単
位を修得した学生でも履修可能。

Media Ethics in International Reporting  (From 2012, the content includes the essence of GCP606. Those who took GCP606

before may take this course)
○ *

GCP609 国際報道の現場とグローバル・コミュニケーション International News and  Global Communication ○ *

GCP610 コミュニケーションと開発 Communication and Development ○ *

GCP611 NPO/NGOとグローバル・コミュニケーション NPO/NGO and Global Communication ○ *

GCP612 取材とインタビュー技法 Methods and Techniques of News Coverage and Interviews ○ *

GCP613 ディベート技法 Debate and Discussion ○ *

GCP614 通訳技法Ⅱ Interpreting (English/Japanese) Ⅱ ○ *

GCP616
情報と文化の国際流通：統計分析
 （GCP607取得済の学生は履修不可）

Statistical Approach to the International Flows of Information and Culture

(not available for those who already took GCP607)
○ *

GCP618 グローバル社会における社会的影響 Social Influence in the Global Society ○ *

GCP619 通訳技法III Interpreting(English/Japanese)  III ○ *

GCP620 国際報道の聴取と発信　（GCP615を取得済みの学生は取得不可） Discussing Global News (not available to the students who took GCP615) ○ *

GCP622
コミュニケーションと組織行動論
（GCP605を取得済みの学生は取得不可）

Communication and Organizational Behavior (not available for those who already took GCP605) ○ *

GCP623 効果的プレゼンテーションと出版のためのインフォグラフィックス Infographics for Effective Presentation and Publication ○

GCP624 リーダーシップとグループコミュニケーション Leadership and Group Communication ○

GCP625 実践的パブリック・リレーションズ Practical Public Relations ○

GCP631
言語、文化とアイデンティティ
(GCS601を取得済みの学生は取得不可）

Language, Culture, and Identity (not available for those who already took GCS601) ○

GCP632
グローバル化と国際関係
(GCS602を取得済みの学生は取得不可）

Contemporary Issues in a Global Context (not available for those who already took GCS602) ○

GCP637
グローバル社会のためのアカデミック・イングリッシュ
(GCS607を取得済みの学生は取得不可）

Academic English for Global Professions (not available for those who already took GCS607) ○

GCP660 自律研究　情報化と電気通信（1cr.) GCP Independent Study　 "Johoka and Telecommunications" ○

Required Courses  (For sutndets who enrolled in 2013 and after)

GCP645
修了課題計画　(GCP649または650の事前科目の1つ）
(2013年秋以降入学者のみ)

Design of Graduation Project　 (One of Prerequisites for GCP649 and 650)

*Only applicable to the students to be enrolled in Fall 2013 and after.
● 1

GCP649 研究論文指導 （前提科目：GCP601, 603, 621, 640, 641, 642, または643） Scholarly Research and Paper （Prerequisites: GCP601, 603, 621, 640, 641, 642 or 643) ○

GCP650 発信力実践研究 （前提科目：GCP601, 603, 621, 640, 641, 642, または643） Global Communication Practicum（Prerequisites: ：GCP601, 603, 621, 640, 641, 642 or 643) ○

6

31

37

Required Courses  (For sutndets who enrolled in 2012)

GCP649 研究論文指導 （前提科目：GCP601, 603, 621, 640, 641, 642, または643） Scholarly Research and Paper （Prerequisites: GCP601, 603, 621, 640, 641, 642 or 643) ○

GCP650 発信力実践研究 （前提科目：GCP601, 603, 621, 640, 641, 642, または643） Global Communication Practicum（Prerequisites: ：GCP601, 603, 621, 640, 641, 642 or 643) ○

6

30

36

24

3

共通科目群の必要単位数　Required number of credits in common courses

専門科目群の必要単位数Required number of credits in specialized  courses

合計必要単位数Total required number of credits for completion

AIU Professional Graduate School Curriculum
【Global Communication Practice Program(GCP)】（Only applies to the students who enrolled in September, 2012 and after)

専門科目群

専門科目群の必要単位数Required number of credits in specialized  courses

合計必要単位数Total required number of credits for completion

共通科目群の必要単位数　Required number of credits in common courses

3

2013年度以降入学者必修科目

2012年度以前入学者必修科目

3

● 3

3

共通科目群

８科目２４単位以上を選択

選択必修GCP601, 603, 621, 640, 641,642, 643 のうち複数履修した場

合、余剰の単位は選択科目として数えられる。

他領域の専門科目は３科目９単位まで含めてよい

Choose at least 8 courses with the total of 24 credits or more.

If you take more than 2 required electives among GCP601, 603, 
621,640, 641, 642 and 643 the surplus credits can be included into the 
total of elective courses.
Up to 9 credits, 3 courses from other programs can be included.

１科目３単位以上を選択

Choose 1 course 3 credits or more.

Note:
R: 必修 Required

RE: 選択必修 Required Elective

E: Electives

*: Available for students of other programs

１科目３単位以上を選択

Choose 1 course 3 credits or more.

１科目３単位以上を選択
Choose 1 course 3 credits or more.

2013年以降入学の学生のみ
Requirement for students who enrolled in 2013 and after.

１科目３単位以上を選択
Choose 1 course 3 credits or more.

Please refer to 
the Condition 
of Registration 
for details.

Please refer to 
the Condition 
of Registration 
for details.
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Common Courses R RE E Condition of Registration credits

GCS600 グローバル・コミュニケーション概論 Introduction to Global Communication ● 3

GCS600-J グローバル・コミュニケーション概論【留学生のみ対象】 Introduction to Global Communication (to be offered in Japanese only for internatioanl students)

GCS601 言語、文化とアイデンティティ Language, Culture, and Identity ○

GCS602 グローバル化と国際関係 Contemporary Issues in a Global Context ○

GCS607 グローバル社会のためのアカデミック・イングリッシュ Academic English for Global Professions ○

GCS608 日本学概論【留学生のみ対象】 Introduction to Japanese Studies  (to be offered in Japanese only for internatioanl students) ○

GCS609 異文化コミュニケーションのストラテジー Strategies for Intercultural Communication ○

GCS610 自省的職業経験考察（GAP YEAR参加者のみ） Reflective Professional Experience（Only applicable to GAP YEAR participant) ○

Specialized Courses in JLT R RE E

JLT601 日本語教育初級文法　I Japanese Pedagogical Grammar for Beginners I ○ *

JLT602 日本語中・上級の教育 Japanese Language Teaching for Intermediate and Advanced Students ○ *

JLT603 専門分野別日本語教育 Japanese Language Teaching for Specific Purposes ○ *

JLT605 日本語の文字・語彙とその教育 Pedagogy for Japanese Writing System and Vocabulary ○ *

JLT606 日本語音声と音声言語教育 Pedagogy for Japanese Speech Sounds and Prosody ○ *

JLT609 日本語教育評価法 Evaluation and Testing in Japanese Language Teaching
○

*

JLT613 日本語教育の歴史と言語政策 History of Japanese Language Teaching and Language Policy ○ *

JLT614 日本語教育初級文法　II Japanese Pedagogical Grammar for Beginners II ○ *

JLT615 日本語教育のための第二言語習得論 SLA theories for Japanese Language Teaching ○ *

JLT616 日本語教育学概論 Introduction to Japanese Language Teaching ○ *

JLT617 テクノロジーと第二言語教授法:音声教育を中心としたコンピュータ  ー活用法 （英）(→JLT604/606) Technology and Second Language Teaching  (to be offered in English) (→JLT604/606) ○ *

JLT618 日本語音声分析 Acoustic Analysis of Japanese Speecj Sounds ○

JLT619 多文化共生社会における日本語教育 Teaching Japanese to Learners from Diverse Communities ○

JLT660 日本語自律研究　I  （１ｃｒ.) (P/F： Pass/Failureでの成績評価) Japanese Independent Study I  (Offering 1Credit) (P/F：Pass/Failure Grade Evaluation) ○

JLT661 日本語自律研究　II （１ｃｒ.) (P/F) Japanese Independent Study II (Offering 1Credit) (P/F) ○

JLT662 日本語自律研究　III （１ｃｒ.) (P/F) Japanese Independent Study III (Offering 1Credit) (P/F) ○

JLT663 日本語自律研究　IV （１ｃｒ.) (P/F) Japanese Independent Study IV(Offering 1Credit) (P/F) ○

JLT664 日本語自律研究　V （１ｃｒ.) (P/F) Japanese Independent Study V (Offering 1Credit) (P/F) ○

JLT665 日本語自律研究　VI （１ｃｒ.) (P/F) Japanese Independent Study VI (Offering 1Credit) (P/F) ○

* Required Courses (Refer to the following **item for the students targeted for Recurrent Education )

JLT604 日本語の教材・教具 Teaching Materials and Aids for Japanese Language Teaching ●

JLT650 日本語教育実践計画 Design of Japanese Language Teaching Practicum ●

JLT651 日本語教育実践研究（秋田） Japanese Language Teaching Practicum in Akita ●

JLT652 日本語教育実践研究（海外）と修了論文 Japanese Language Teaching Practicum on Abroad and Writing Practicum Report ●

6

18

12

36

* Required Courses for the students targeted for Recurrent Education

JLT604 日本語の教材・教具 Teaching Materials and Aids for Japanese Language Teaching ●*

JLT653 日本語教育修了論文 (リカレント教育対象者のみ）
Japanese Language Teaching Action Reseach Paper　（Only applicable to the students targeted for Recurrent

Education)
●*

JLT654 日本語教育実践研究 （リカレント教育） Japanese Language Teaching Practicum for Recurrent Education ●*

6

21

9

36

*必修科目（リカレント教育対象者は下記**参照）

12

共通科目群の必要単位数　Required number of credits in common courses

AIU Professional Graduate School Curriculum
【Japanese Language Teaching Practices Program (JLT)】（Only applies to the students who are enrolled in September, 2012 and after, and targeted for Recurrent Education )

3

共通科目群

**リカレント教育対象者必修

9*

共通科目群の必要単位数　Required number of credits in common courses

専門科目群

18/21*

専門科目群選択科目の必修単位数　Required number of credits of elective courses in specialized  courses

専門科目群必修科目の必要単位数　Required number of credits of required courses in specialized  courses

合計必要単位数Total required number of credits for completion

専門科目群選択科目の必修単位数　Required number of credits of elective courses in specialized  courses

専門科目群必修科目の必要単位数　Required number of credits of required courses in specialized  courses

合計必要単位数Total required number of credits for completion

１８単位以上を選択

*リカレント教育対象者は２１単位以上

他領域の専門科目は３科目９単位まで含めてよ

い

Earn 18 credits or more.

*Earn 21 credits or more for the students 
targeted for Recurrent Education.

Up to 9 credits, 3 courses from other programs 
can be included.

１科目３単位以上を選択

Choose 1 course 3 credits or more.

Note:
R: 必修 Required

RE: 選択必修 Required Elective

E: Electives

*: Available for students of other programs
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Common Courses RE E Condition of Registration credits

グローバル・コミュニケーション概論 Introduction to Global Communication 3

グローバル・コミュニケーション概論【留学生のみ対象】
Introduction to Global Communication

(to be offered in Japanese only for internatioanl students)

言語、文化とアイデンティティ （ELT641取得済の学生は取得不可） Language, Culture, and Identity (not applicable to the students who took ELT641) ○

グローバル化と国際関係 Contemporary Issues in a Global Context ○

グローバル社会のためのアカデミック・イングリッシュ Academic English for Global Professions ○

日本学概論【留学生のみ対象】
Introduction to Japanese Studies

(to be offered in Japanese only for internatioanl students)
○

異文化コミュニケーションのストラテジー Strategies for Intercultural Communication ○

自省的職業経験考察（GAP YEAR参加者のみ適用） Reflective Professional Experience（Only applicable to GAP YEAR participant) ○

Specialized Courses in ELT RE E

外国語習得法概論 Introduction to Foreign Language Acquisition *

言語学概論 Linguistic Foundations *

国際言語としての英語：21世紀の英語教育 English-as-an-International Language

ELT614は2014年9月1日より必修から選択科目。全学生に

適用。ELT614 becomes an elective course  and this applies

to all the students from Sep 1, 2014.
*

言語教育実践研究概論　(ELT661&662&699の前提科目）
Introduction to Research Methods in Language Education

（Prerequisite for ELT661&662&699)
*

外国語としての英語教授法と学習教材 EFL Teaching Methods and Materials ○ *

日本における英語教育法 EFL Teaching Methods in Japan ○ *

国際言語としての英語：21世紀の英語教育 English-as-an-International Language ○

ELT614は2014年9月1日より必修から選択科目。全学生に

適用。ELT614 becomes an elective course  and this applies

to all the students from Sep 1, 2014.
*

外国語としての英語会話能力・聴解力指導法 Teaching EFL Speaking and Listening ○ *

外国語としての英語読解・作文指導法 Teaching EFL Reading and Writing ○ *

語彙習得 Teaching Vocabulary in a Foreign Language ○ *

外国語としての英語の試験と評価 EFL Testing and Assessment ○ *

口語文法教育論 Pedagogical/Communicative Grammar ○ *

社会言語学 Sociolinguistics ○ *

バイリンガル識字能力と文化適合 Bilingualism, Bi-literacy, and Biculturalism ○ *

英語文学A Voices of "the Other"--Literature of Social Conflict ○ *

英語文学B Postcolonial Literature ○ *

比較教育の批評的研究 Critical Studies in Comparative Education ○ *

グローバル社会における言語政策 Language Policy and Planning in Global Contexts ○ *

教師のための意味論 Semantics for Teachers: Current Approaches to the Study of Meaning ○ *

映画、メディアとグローバル・ディスコース Film, Media, and Global Discourse ○ *

テクノロジーと言語教育 CALL, Instructional Technology, and Mediated Language Learning ○ *

日本の英語教育における教材作成法 Materials Development in the Context of English Education in Japan ○ *

非母語話者による言語教育 Non-Native Speaking Teachers in Language Education ○ *

ＥＬＴとシラバス作成 ELT Course and Syllabus Design ○ *

言語教師のための応用心理言語学 Applied Psycholinguistics for Language Teachers ○ *

言語、文化とアイデンティティ （GCS601取得済の学生は取得不可） Language, Culture, and Identity (not applicable to the students who took GCS601) ○

言語教育のための統計的研究手法　（前提科目：ELT660） Statistical Methods of Research in Language Education (Prerequisites: ELT660) ○ *

言語教育のための質的研究手法　（前提科目：ELT660）
（ELT617取得済の学生は取得不可）

Qualitative Methods of Research in Language Education (Prerequisites: ELT660)

(not applicable to the students who took ELT617)
○ *

授業の研究と観察 Classroom Research and Observation ○ *

言語教育・言語習得の選択テーマ研究(a）～ Special Topics in Language Teaching/Learning (a)～ ○ *

学術研究実践およびリサーチ・ペーパー（前提科目：ELT660） Scholarly Research and Paper (Prerequisites: ELT660) ○

ELT701 英語教育実践法と実習 1 （１ｃｒ.) English Teaching Seminar  I (Offering 1Credit) ●

ELT702 英語教育実践法と実習 2 （１ｃｒ.) English Teaching Seminar  II (Offering 1Credit) ●

ELT703 英語教育実践法と実習 3 （１ｃｒ.) English Teaching Seminar  III (Offering 1Credit) ●

6

30

36

●

EL
T7

00

R

●

R

●

ELT661

ELT662

ELT663

ELT680 ~

ELT699

ELT631

ELT632

ELT633

ELT609

ELT610

ELT614

ELT660

ELT601

ELT602

ELT635

ELT641

ELT620

ELT621

ELT622

ELT623

ELT630

ELT611

ELT612

ELT613

ELT615

ELT616

専門科目群の必要単位数Required number of credits in specialized  courses

合計必要単位数Total required number of credits for completion

3

●

●

●

9

3※

15

3

AIU Professional Graduate School Curriculum
【English Language Teaching Practices Program(ELT)】 （Only applies to the students who enrolled in September, 2012 and after)

共通科目群の必要単位数　Required number of credits in common courses

GCS609

GCS610

共通科目群

専門科目群

ELT600

GCS607

GCS608

GCS600

GCS600-J

GCS601

GCS602

ELT614

ELT606

ELT607

ELT608

１科目３単位以上を選択

Choose 1 course 3 credits or more.

５科目１５単位以上を選択

選択必修ELT601と602両方履修した場合、余剰

の単位は選択科目として数えられる。

他領域の専門科目は３科目９単位まで

含めてよい

Choose 4courses  with the total of 12 credits or 
more.

If you take  2 required electives, ELT601 and 602, 
the surplus credits can be included into the total 
of elective courses.

Up to 9 credits, 3 courses from other programs 
can be included.

Note:
R: 必修 Required

RE: 選択必修 Required Elective

E: Electives

*: Available for students of other programs

１科目３単位以上を選択
Choose 1 course 3 credits or more.

※Please refer to the Condition of Registration 
for details.

ELT700（3単位）またはELT701, 702, 703（各1単位）を

履修。To take ELT700 (3 credits) or a combination of 

ELT701, 702, 703 (1 credit each).
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国際教養大学大学院学則 

 

目次 

 第１章 総則 

  第１節 目的等（第１条－第５条） 

  第２節 運営組織（第６条－第７条） 

  第３節 学年、学期及び休業日（第８条－第１０条） 

 第２章 大学院通則 

  第１節 標準修業年限及び在学年限（第１１条－第１２条 

  第２節 入学（第１３条－第２０条） 

  第３節 授業科目、単位の計算方法等（第２１条－第２６条） 

  第４節 休学、復学、転学、留学、退学、及び除籍（第２７条－第３３条） 

  第５節 修了、学位（第３４条－第３６条） 

  第６節 授業料等（第３７条） 

  第７節 賞罰（第３８条－第３９条） 

  第８節 研究生、科目等履修生（第４０条） 

  第９節 研究指導施設（第４１条） 

 第３章 その他（第４２条－第４３条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 

第１節 目的等 

（趣旨） 

第１条 この学則は、国際教養大学学則（以下「大学学則」という。）第３条の２第２項の

規定に基づき、国際教養大学大学院（以下「本学大学院」という。）に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（目的） 

第２条 本学大学院は、現代の国際社会にあって、高度なコミュニケーションの理論と実

践にかかる実践的なコミュニケーションに関する教育研究を行い、高度な知識と実践力、

指導力を備えた教育・研究者や専門的な人材を養成することを目的とする。 

（自己点検・評価） 

第３条 本学大学院は教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成する

ため、教育研究活動の状況について自己点検及び評価を実施するものとする。 

２ 自己点検及び評価の実施体制及び方法については、別に定める。 

（課程） 

第４条 本学大学院に専門職学位課程を置く。 

２  専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越し

た能力を培うことを目的とする。 
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（研究科等） 

第５条 本学大学院にグローバル・コミュニケーション実践研究科を置く。 

２ 前項に規定する研究科の課程、研究科に置く専攻、入学定員及び収容定員は、次のと

おりとする。  

研究科 課程 専攻 入学定員 収容定員 

グローバル・コミュニケ

ーション実践研究科 

専門職学

位課程 

グローバル・コミュニケ

ーション実践専攻 
３０人 ６０人 

 

第２節 運営組織 

（研究科長） 

第６条 本学大学院の研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長は、当該研究科の教授をもって充て、当該研究科に関する学務をつかさどる。 

（研究科委員会） 

第７条 本学大学院の研究科に研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会は、当該研究科の専任教員をもって組織する。 

３ 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

（１）学生の入学及び課程の修了 

（２）学位の授与 

（３）学長から諮問を受けた、教育研究に関する重要事項 

 

第３節 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第８条 本学大学院の学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第９条 学年は次の２学期に分ける。 

   秋学期 ９月１日から３月３１日まで 

   春学期 ４月１日から８月３１日まで 

（休業日） 

第１０条 本学大学院の休業日は次のとおりとする。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）夏季休業（８月１日から８月３１日までの間） 

（４）冬期休業（１月１日から３月３１日までの間） 

２ 必要がある場合は、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 

 

第２章 大学院通則 

 

第１節 修業年限及び在学年限 

（標準修業年限） 

第１１条 本学大学院専門職学位課程の標準修業年限は、２年とする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一

定の期間にわたり計画的に課程を履修し、修了することを申し出たときは、その計画的履修を認め

ることができる。 

３ 前項に関し、必要な事項は別に定める。 

（在学年限） 

第１２条 専門職学位課程の学生は、４年を超えて在学することはできない。 

２ 前項の規定にかかわらず、学生が職業を有している等の事情により、在学年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育計画を履修し、終了することを申し出た時は、その計画的履修を認め

ることができる。 

３ 前項に関し、必要な事項は別に定める。 

 

第２節 入学 

（入学の時期） 

第１３条 入学の時期は、春学期又は秋学期の始めとする。 

（入学資格） 

第１４条 本学大学院専門職学位課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

  （１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）８３条第１項に定める大学を卒業した者 

  （２）学校教育法第１０４条第４項により学士の学位を授与された者 

  （３）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 

  （４）外国の学校が行う通信教育における１６年の課程を修了した者 

  （５）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

１６年の課程を修了したとされる者に限る。）を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設にあって、文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程を修了した者 

  （６）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が別

に指定するものの）の当該課程を修了した者 

  （７）文部科学大臣の指定した者 

  （８）学校教育法第６７条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって、当該

者が本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

  （９）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

学力があると認めた者で、２２歳に達した者 

（入学の志願の手続き） 

第１５条 本学大学院に入学を志願する者は、所定の期日までに、所定の書類を添えた入学願書そ

の他必要書類を学長に提出するとともに、所定の入学検定料を納付しなければならない。 

（入学の手続き及び入学許可） 

第１６条 学長から合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、別に定める書類を学長に提出す

るとともに、所定の入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項に規定する入学手続きを完了した者について、研究科委員会の意見を聴いた上で、

入学を許可する。この場合において、別に定めるところにより入学料の減免等の許可を受けた者

は、入学料を納付した者とみなす。 
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（編入学） 

第１７条 本学大学院以外の大学院（以下「他の大学院」という。）を修了し、または退学した者で

本学大学院への編入を希望するものがあるときは、欠員の状況等により、研究科委員会の意見を

聴いた上で、選考の上、学長が相当年次入学を許可することができる。 

（再入学） 

第１８条 第３２条の規定により退学を許可された者で本学大学院に再入学を希望するものがある

ときは、欠員の状況等により、研究科委員会の意見を聴いた上で、選考の上、学長が相当年次入

学を許可することができる。 

（転入学） 

第１９条 他の大学院に在学している学生で本学大学院に転入学を希望するものがあるときは、欠

員の状況等により、研究科委員会の意見を聴いた上で、選考の上、学長が相当年次入学を許可す

ることができる。 

（編入学等の場合の取扱い） 

第２０条 前３条の規定により入学を許可された者の既に履修した科目及びその単位数の取扱い並

びに在学すべき年数については、学長が決定する。 

 

第３節 授業科目、単位の計算方法等 

（授業科目） 

第２１条 本学大学院における専門職学位課程の授業科目並びにその単位数及び履修方法は、別に

定める。 

（履修方法） 

（単位の計算方法） 

第２２条 各授業科目の１単位は１５時間の学修を必要とする内容をもって構成し、授業の方法に

応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算す

るものとする。 

（１）講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

（２）演習については、１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。（単位の授与） 

第２３条 授業科目を履修した者の当該科目の修了の認定は実施した試験、出欠状況及びその他の

審査等の総合評価によるものとし、合格と認められた学生には、所定の単位を与えるものとする。 

（成績評価） 

第２４条 成績の評価は、Ａ+、Ａ、Ａ－、Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｃ＋、Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ及びＦを

もって表し、Ａ＋～Ｄを合格とし、Ｆを不合格とする。 

２ 前項の評価に関し、必要な事項は、別に定める。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第２５条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院の授業科目を履修するこ

とを認めることができる。 

２  本学大学院は、学生が前項の規定により授業科目について修得した単位を１２単位を超えない

範囲で本学大学院において修得したものとみなすことができる。 

（入学前の大学院における履修単位の認定） 
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第２６条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、第４２条に規定するプレ・グラジュエート・

スチューデントが行った研修活動を、別に定めるところにより本学大学院において修得した単位

とみなすことができる。 

２ 他の大学院における修得単位及び入学前の大学院における修得単位は、合わせて１８単位を超

えないものとする。 

 

第４節 休学、復学、転学、留学、退学、及び除籍 

（休学） 

第２７条 学長は、疾病その他やむを得ない理由により引き続き２月以上修学することができない

学生について、その者の願い出により、休学を許可することができる。 

２ 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる学生について、休学を命じること

ができる。 

（休学の期間） 

第２８条 休学の期間は１年を超えることができない。ただし、学長は、特別の理由がある場合は、

１年を限度として休学の期間の延長を認めることができる。 

２ 休学の期間は、通算して２年を超えることができない。 

３ 休学の期間は、在学期間に算入しない。 

（復学） 

第２９条 学長は、第２７条の規定により休学した学生について、休学の期間が満了した時、又は

休学の期間中にその理由が消滅した時は、その者の願い出により、復学を許可することができる。 

（転学） 

第３０条 他の大学院に入学することを志願する学生は、学長の許可を受けなければならない。 

(転領域)                                                                          

第３０条の２ 学長は、他の領域への転領域を志願する学生があるときは、選考の上、これを許可

することができる。  

２ 前項の許可を得て転領域をした学生の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱い並びに在学

すべき年数については、学長が決定する。 

（留学） 

第３１条 学長は、外国の大学院に留学することを志願する学生があるときは、これを許可するこ

とができる。 

２ 前項の許可を得て留学した学生の在学すべき年数については、学長が決定する。 

３ 第２５条の規定は、第１項の規定により学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。 

（退学） 

第３２条 学長は、退学しようとする者について、その願い出により、これを許可することができ

る。 

（除籍） 

第３３条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を、除籍することができる。 

  （１）第１２条に規定する在学年限を超えた者 

  （２）第２７条第２項に規定する休学の期間を超えてなお復学することができない者 

  （３）授業料の納付を怠り、督促をしてもなお納付しない者 

  （４）死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者 
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第５節 修了、学位 

（課程の修了） 

第３４条 専門職学位課程に２年（第１７条から第１９条までの規定により入学した学生、第３１

条第１項により留学した学生にあっては、それぞれ第２０条、第３１条第２項の規定により定め

られた在学すべき年数）以上在学し、所定の授業科目を修得し、３６単位以上の単位を修得し、

修了時における累積ＧＰＡが３.０以上を達成した学生については、研究科委員会の意見を聴いた

上で、学長が専門職学位課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、別に定めるとこ

ろにより、優れた業績を上げたと学長が認めた者については、１年以上在学すれば足りるものと

することができる。 

２ 前項の修了の時期は、学期の終わりとする。 

（学位記及び学位） 

第３５条 本学大学院を修了した者には、学位記を交付し、次の区分に従い学位を授与する。 

研究科 課程 領域 学位 

グローバル・コミ

ュニケーション実

践研究科 

専門職学位課程 

英語教育実践領域 英語教育修士（専門職） 

日本語教育実践領域 日本語教育修士（専門職） 

発信力実践領域 発信力実践修士（専門職） 

２ 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 

（教育職員免許） 

第３６条 教育職員の免許状を受ける資格を取得しようとする学生は、教育職員免許法（昭和２４

年法律第１４７号）及び教育免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める単位を

修得しなければならない。 

２ 本学大学院において修得できる教育職員の免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。 

研究科 専攻 免許状の種類 免許教科 

グローバル・コミュ

ニケーション実践

研究科 

グローバル・コミュニ

ケーション実践専攻 

中学校教諭専修免許状 

英語 

高等学校教諭専修免許状 

３ 第１項の資格の取得に必要な授業科目は、別に定める。 

 

第６節 授業料等 

（授業料等） 

第３７条 本学大学院の授業料、入学料及び検定料の額、徴収方法及び納付の減免または徴収の猶

予に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第７節 賞罰 

（表彰） 

第３８条 学長は、他の範となる学生を、表彰することができる。 
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（懲戒） 

第３９条 学長は、大学学則、この学則若しくは本学大学院の諸規程に違反し、又は学生としての

本分に反する行為をした者を、懲戒することができる。 

２ 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 

３ 懲戒に関することは、別に定める。 

 

第８節 研究生、科目等履修生 

（研究生等） 

第４０条 本学大学院に研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及びプレ・グラデュエート・

スチューデントの制度を置くことができる。 

２ 研究生については、大学学則第５８条を準用するものとする。ただし、同条中「本学」とある

のは、「本学大学院」と読み替えるものとする。 

３ 科目等履修生については、大学学則第５９条を準用するものとする。ただし、同条中「本学」

及び「高等学校」とあるのは、それぞれ「本学大学院」及び「大学」と読み替えるものとする。 

４ 聴講生については、大学学則第６０条を準用するものとする。ただし、同条中「本学」とある

のは、「本学大学院」と読み替えるものとする。 

５ 特別聴講学生については、大学学則第６１条を準用するものとする。ただし、同条中「「大学」

及び「本学」とあるのは、それぞれ「大学院」及び「本学大学院」と読み替えるものとする。 

６ プレ・グラデュエート・スチューデントとは、本学大学院入学前に入学を許可された者のこと

をいい、所定の研修活動に従事するものとする。ただし、学長は、入学前に授業科目を履修しよ

うとする者がいた場合、その者の願い出により、研究科委員会の議を経て、２科目６単位を限度

として履修を許可することができる。 

 

第９節 研究指導施設 

（研究指導施設） 

第４１条 本学大学院にその研究目的を達成するために学生研究室を設ける。 

２ 本学図書館その他の施設は必要に応じ、大学院学生の研究指導のために利用することができる。 

 

第３章 その他 

 

（規定の準用） 

第４２条 前各条項に定めるもののほか、本学大学院に関する必要事項は、大学学則を準用する。 

（雑則） 

第４３条 この学則の施行に関し、必要な事項は、学長が定める。 

 

 

 附  則 

  この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 附  則 

  この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附  則 
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この学則は、平成２２年９月１日から施行する。 

 附  則 

この学則は、平成２３年４月１日から施行し、改正後の第３６条の規定については、平成２４

年９月１日以降に入学した学生から適用する。 

 附  則 

この学則は、平成２４年９月１日から施行する。 

 附  則 

この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附  則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附  則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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Akita International University Professional Graduate School  

Institutional Policies and Regulations 
 

 

CHAPTER I. GENERAL PRINCIPLES 

 

Section 1. OBJECTIVES 

 

Article 1. Nature and Scope 

These Institutional Policies and Regulations are established to determine matters related to the Akita International 

University Graduate School (hereinafter referred to as “Graduate School”) in accordance with Article 3A-2 of Akita 

International University Institutional Policies and Regulations of (hereinafter referred to as “AIU Regulations”).  

 

Article 2. Objectives 

2-1 The Graduate School aims to offer the kind of education and research in advanced theories of communication and 

practical communication that corresponds to a globalized world and to graduate teachers and professionals with 

advanced knowledge, communication skills and teaching skills. 

 

Article 3. Self-Evaluation and External Evaluation  

3-1 The Graduate School shall make every effort to further develop its standard of education and academic 

achievements, and shall conduct a review and self-evaluation in order to determine whether the objectives stated in 

Article 2 and the social mission of the university have been met.  

3-2 Matters related to the system and methods of self-evaluation and external evaluation shall be addressed separately.  

 

Article 4. Program 

4-1 The Graduate School shall establish a Professional Degree Program is established in.  

4-2 The goals of the Professional Graduate Program are to nurture among students academic knowledge and 

specialized skills to work in professions which require advanced specialized skills. 

 

Article 5.  

5-1 The Graduate School shall establish the Graduate School of Global Communication and Language  

5-2 Program and Practice(s) in the Graduate School, the number of students admitted annually, and the enrollment limit 

are described as follows: 

Graduate School Program Practice 

Students 

Admitted 

Annually 

Student 

Enrollment 

Limit 

Graduate School of Global 

Communication and 

Language 

Professional Degree 

Program 

Global Communication 

and Language Practice 
30 60 
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Section 2. ADMINISTRATIVE STRUCTURE 

 

Article 6. Dean of the Graduate School  

6-1 The Professional Graduate Program of the Graduate School shall have Dean of the Graduate School . 

6-2 The Program Director shall be selected from among the Professors in the Graduate School and shall manage 

academic affairs related to each practice. 

Article 7. Faculty Forum  

7-1 The Graduate School shall have a Faculty Forum. 

7-2 The Faculty Forum shall consist of the President, the Vice President, and the full-time faculty in the Graduate 

School. 

7-3 The Faculty Forum shall express opinions as the President makes decisions on the following matters:  

(1) Student admission and program completion 

(2) Degree conferment 

(3) Important matters of education and research consulted by the President  

 

Section 3: ACADEMIC YEAR, SEMESTERS, AND HOLIDAYS 

 

Article 8. Academic Year  

8-1 The academic year of the Graduate School starts on April 1 and ends on March 31 in the following year.  

Article 9. Semesters  

9-1 An academic year is divided into the following two semesters: 

 Fall Semester: from September 1 to March 31 

 Spring Semester: from April 1 to August 31 

Article 10. Holidays  

10-1 Days without classes (hereinafter referred to as "holidays") are as follows:  

(1) Sundays  

(2) Holidays regulated under Article 3 of the Law Regarding National Holidays (Section178, 1948 Law) 

(3) Summer Break (from August 1 to August 31) 

(4) Winter Break (from January 1 to March 31) 

10-2 The President may make temporary changes of holidays when needed.
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CHAPTER 2. GENERAL RULES OF GRADUATE SCHOOL 

 

Section 1. TERM AND LIMIT OF ENROLLMENT 

 

Article 11. The Term of Enrollment  

11-1 The standard term of enrollment for students to complete the Professional Degree Program shall be two years. 

11-2 Despite the rule in the preceding Article, in the case that a student has a pertinent reason, such as having a 

full-time job, the Graduate School may allow the student to be enrolled in the Graduate School beyond the sta ndard 

term of enrollment, subject to application for completion with a planned schedule. 

11-3 Matters related to the preceding Article shall be addressed separately  

Article 12. Limit of Enrollment 

12-1 A student in the Professional Degree Program shall not be enrolled beyond four years.  

12-2 Despite the rule in the preceding Article, in the case that a student has a pertinent reason, such as having a 

full-time job, the Graduate School may allow the student to be enrolled in the Graduate School beyond four years, 

subject to application for completion with a planned schedule. 

12-3 Matters related to the preceding Article shall be addressed separately.  

 

Section 2. ADMISSION 

 

Article 13. Admission Date 

13-1 The Admission date is the beginning of Spring or Fall semester. 

Article 14. Admission Requirements  

14-1 A person who may be admitted shall be one with any of the following qualifications:  

(1) One who has graduated from a university which is accredited by Article 83-1, School Education Law 

(Section 26, 1947 Law).  

(2) One who has received a bachelor ’s degree in accordance with Article 104-4, School Education Law 

(3) One who has completed, in a foreign country, sixteen years of school education. 

(4) One who has completed, a sixteen-year correspondence program offered by a foreign institution.  

(5) One who has completed a foreign university program in Japan (the person must be recognized in the 

foreign country for completing a sixteen-year educational program) at an institution accredited by the 

foreign country and designated by the Minister of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology (hereinafter referred to as MEXT).  

(6) One who has completed a program in a Special Training School (which meets the conditions set forth by 

the Minister of MEXT, such as having a duration period of 4 years or longer.) 

(7) One who has been designated by the Minister of MEXT. 

(8) One who has been admitted to other graduate schools established in accordance with Art icle 102-2 of the 

School Education Law and recognized as having appropriate skills to receive education at the Graduate 

School. 

(9) One who is twenty-two years of age or older and is recognized as having equivalent academic 

competency to a university graduate through an independent admission process. 
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Article 15. Application Process for Admission  

15-1 Any person who wants to apply for admission must submit all the application forms and other required documents 

to the President before the required date, along with the payment of the specified application fee(S). 

 

Article 16. Entrance Procedures and Admission 

16-1 Any person who has received a letter of acceptance from the President must submit all forms required separately 

to the President and must pay the specified admission fee(s) by the specified date.  

16-2 The President, after hearing opinions at the Faculty Forum shall grant entrance admission to any person who has 

completed the entrance procedures mentioned in the preceding paragraph. In this process, those who have been 

granted the admission fee exemption as addressed separately shall be regarded as having paid the admission 

fees.  

Article 17. Enrollment with Specific Qualifications 

17-1 If anyone who has completed or withdrawn from a graduate school other than AIU (hereinafter referred to as “other 

graduate school”) applies to the Graduate School, the President may grant that person's admission to an 

appropriate level of study, after hearing opinions at the Faculty Forum, through a screening procedure and in 

consideration of the situation of enrollment. 

Article 18. Re-admission  

18-1 If a person who has been allowed to withdraw from the Graduate School following Article 32-1 applies for 

re-admission to the same Graduate Program, the President, after hearing opinions at the Faculty Forum and in 

consideration of the enrollment situation, may grant that person admission to an appropriate level. 

 

Article 19. Transfer from Other Graduate Schools  

19-1 If anyone applies to transfer to the Graduate School from another graduate school, the President, through a 

screening process and in consideration of the enrollment situation, may grant that person’s admission. 

Article 20. Management of Transfer  

20-1 For the student newly admitted based on the preceding three Articles, the President shall decide which of the 

courses and credits earned in his or her previous institution should be transferrable and how many years of study 

will be necessary in order to complete the Program. 

 

Section 3: COURSES AND Calculation of Credits 

 

Article 21. Courses  

21-1 Types of courses, credits and appropriate registration procedure in the Graduate Program shall be described 

separately. 

Article 22. Calculation of Credits  

22-1 One class hour is a class session of 60 minutes. Students are expected to study on their own for two hours per 

every one class hour working on preparation, research assignments or homework. The standard unit of credit is the 

semester credit. Calculation of one credit is based on the following conditions: 

1) One credit for a lecture class requires 15 class hours per semester.  

2) One credit for a seminar requires 15-30 class hours per semester. 

mailto:s@ecified
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Article 23. Acquisition of Credits  

23-1 The conferral of credits for a course that a student completes shall be based on a comprehensive evaluation, 

including grades on examinations, record of attendance, and other variables; accordingly, the approved student 

shall be credited properly. 

 

Article 24. Grading  

24-1 The grade shall be represented by the letters A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D and F.  From A+ to D shall be 

regarded as passing grades.  F shall not be regarded as a passing grade.  

24-2 Matters related to the grading stated in the proceeding item shall be addressed separately.  

 

Article 25. Courses Taken in Other Graduate Schools 

25-1 The Graduate School may allow a student to take courses offered by another graduate school when their 

educational relevance is verified. 

25-2 Credits obtained in accordance with Article 25-1 can be counted toward the completion requirement up to but not 

exceeding 12 credits. 

 

Article 26. Approval of Credits Accepted before Enrollment  

26-1 For a pre-graduate student, the Graduate School may review and approve academic activities determined by 

Article 42 for credits of the Graduate School as addressed separately, when their educational relevance is verified.  

26-2 The total number of credits given in accordance with the preceding item and the credits given at other graduat e 

schools shall not exceed 18.  

 

 

Section 4. LEAVE OF ABSENCE, RETURN TO THE UNIVERSITY, TRANSFER TO OTHER SCHOOLS, STUDY 

ABROAD, WITHDRAWAL AND DISMISSAL 

 

Article 27. Leave of Absence  

27-1 The President may grant a leave of absence for a student who is unable to attend classes for two months or more 

due to illness or any other imperative reasons, based on the student's request. 

27-2 The President may require a student who appears to be unprepared to attend classes due to illness to take a 

temporary leave of absence. 

Article 28. Period of the Leave 

28-1 A period of leave shall not exceed one year.  However, under special circumstances, the President may grant an 

extension of the period for up to one additional year. 

28-2 The total period of the leave of absence shall not exceed two years. 

28-3 A period of leave shall not be counted in the enrollment years.  

Article 29. Return to the Graduate School 

29-1 The President may allow any student who has been absent, based on Article 27, to return to the Graduate Sch ool 

upon the student’s request when the scheduled leave of absence is over, or when the reason for the leave of 

absence ceases to exist. 
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Article 30. Transfer to Another Graduate School 

30-1 A student who wishes to transfer to another graduate school must obtain approval from the President. 

Article 30-2. Change of Program 

30-2-1 The President, through a screening procedure, may allow a student to change the Program that he/she belongs 

to upon the student’s request. 

30-2-2 For the student who has changed the Program based on the preceding paragraph, the President shall decide 

which of the courses and credits earned before the Program change should be accepted and how many years 

of study will be necessary in order to complete the new Program. 

Article 31. Study Abroad  

31-1 The President may approve a student’s application for study abroad to any foreign graduate school.  

31-2 For the student who has studied abroad based on the preceding paragraph, the President shall decide how many 

years of study at Graduate School will be necessary in order to complete the Program. 

31-3 The regulation set in Article 27 will be applied in cases of study abroad as described in Article 3 1-1. 

 

Article 32. Withdrawal  

34-1 The President may approve an application for withdrawal from the Graduate School by any student. 

 

Article 33 Dismissal 

33-1 The President may order the dismissal of a student who can be characterized by any of the following:  

(1) whose total number of enrolled years exceeds the limit stated in Article 12 

(2) who is unable to return to the Graduate School after a period of leave of absence stated in Article 27-2 has 

passed 

(3) who does not pay tuition even after the receipt of a demand notice 

(4) who has deceased or has been missing for a long time 

 

Section 5. COMPLETION AND THE AWARDING OF DEGREES  

 

Article 34. Completion of Program  

34-1 The President, after hearing opinions at the Faculty Forum, shall approve the completion of program for those 

students who have attended for more than two years (for those who entered regulated by Article 17-19, or who 

studied abroad, based on Article 31-1, the academic years are regulated by Article 20, or 31-2), completed the 

required courses and earned 36 credits or more with a 3.0 or higher GPA. Regarding the period of study, a 

student may shorten his/her period of study to one year or longer, if his/her strong achievement, as provided for 

separately, is recognized by the President. 

34-2 The Completion of Program is the end of semester. 

 

Article 35. The Awarding of Degrees  

35-1 A student who has completed the program in the Graduate School shall be awarded the following degree by 

program: 
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35-2 Matters related to the presentation of the degree shall be addressed separately.  

 

Article 36. Teacher ‘s License  

36-1 Students who wish to obtain a Teacher ’s License must earn the credits required by Law for Licensing Educational 

Personnel (Law 147, 1949) and its enforcement regulations (Ministry of Education Regulations 26, 1954).   

 

36-2 The types of License and Subject are as follows: 

 

36-3 Courses related to Article 38-1 required to obtain the license shall be addressed separately. 

 

Section 6. TUITIONS AND FEES 

 

Article 37. Tuition and Fees 

37-1 Tuition, admission test and admission fees for the Graduate School and matters related to the collection of tuition 

and other payments, exemptions from payment and extension of tui tion payment period shall be addressed 

separately. 

 

Section 7. AWARDS AND SANCTIONS  

 

Article 38. Awards  

38-1 The President may award a student for outstanding achievement.  

 

Article 39. Sanctions 

39-1 The President may sanction a student who breaks these regulations or other regulations of the Graduate School, 

Graduate School Program Practice Degree 

Graduate School of 

Global Communication 

and Language 

Professional Degree 

Program 

English Language Teaching 

Practices 

Master of English Language 

Teaching (Professional) 

Japanese Language 

Teaching Practices 

Master of Japanese 

Language Teaching 

(Professional) 

Global Communication 

Practices 

Master of Global 

Communication Practice 

(Professional) 

Graduate School Practices Type of License Subject 

Graduate School of 

Global Communication 

and Language 

Global Program of Global 

Communication and 

Language Practices 

Advanced Class Certificate for Lower 

Secondary School Teacher 
English 

Advanced Class Certificate for Upper 

Secondary School Teacher 
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the AIU Regulations, or who has performed unsuitably. 

39-2 Types of sanctions shall include warning, suspension and dismissal.  

39-3 Matters related to sanctions shall be addressed separately. 

 

Section 8. RESEARCH STUDENTS and NON-DEGREE SEEKING STUDENTS 

 

Article 40. Research Students 

40-1 The Graduate School may have research students, non-degree seeking students, auditors, special auditors and 

pre-graduate students.   

40-2 Article 58 of the AIU Regulations shall apply to research students.  The words “AIU” shall be read as “Graduate 

School” accordingly. 

40-3 Article 59 of the AIU Regulations shall apply to non-degree seeking students.  The words “AIU” and “Senior High 

School ” shall be read as “Graduate School” and “the university” accordingly. 

40-4 Article 60 of the AIU Regulations shall apply to auditors.  The words “AIU” shall be read as “Graduate School” 

accordingly. 

40-5 Article 61 of the AIU Regulations shall apply to special auditors.  The words ‘”another university” and “AIU” shall 

be read as “another graduate school” and “Graduate School” accordingly. 

40-6 Pre-graduate students refer to those who are admitted to the Graduate School and wish to engage in the 

educational activities before the official matriculation to the Graduate School. The President shall allow 

pre-graduate students to register for a maximum of two courses worth 6 credits upon their requests.  

 

 

Section 9. Research Facilities 

41-1 Research rooms for students are provided to conduct research on campus. 

41-2 As needed, the Library and other facilities may be used for research by the Graduate School.  

 

 

CHAPTER 3.  OTHER 

 

Article 42. Application of AIU Regulations 

42-1 In addition to the regulations set forth above, other AIU regulat ions may be applied to the Graduate School as 

needed. 

 

Article 43 Miscellaneous 

43-1 The President shall make final decisions on all matters related to the implementation of the institutional policies 

and regulations. 

 

Supplementary Provision 

These Institutional Policies and Regulations shall become effective beginning on April 1, 2008.  
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Supplementary Provision 

These Institutional Policies and Regulations shall be become effective beginning on April 1, 2009 

 

Addendum 

These policies and regulations are revised and become effective beginning on September 1, 2010. 

 

Addendum 1.These policies and regulations are revised and become effective on September 1, 2012. 

2. The Article 36 after the revision applies to students who matriculate after September, 2012.  

 

Addendum 

These policies and regulations are revised and become effective beginning on September 1, 2012. 

 

Addendum 

These policies and regulations are revised and become effective beginning on April 1, 2014. 

 

Addendum   

These policies and regulations are revised and become effective on April 1, 2015. 

 

Addendum   

These policies and regulations are revised and become effective on April 1, 2016.



 

76 

 

国際教養大学大学院履修規程 

 

第１章 総則 

第２章 修了要件 

第３章 授業科目 

第４章 履修登録 

第５章 欠席 

第６章 単位授与及び成績評価 

第７章 表彰 

第８章 雑則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国際教養大学大学院学則（以下「学則」という。）に基づき、国際教

養大学大学院（以下「本学大学院」という。）の授業科目並びにその単位数及び履修方法

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 修了要件 

（修了の要件） 

第２条 本学大学院を修了するためには、学則第３４条第１項に規定する要件を満たさな

ければならない。 

２ 修了しようとする場合は、修了申請書を提出しなければならない。 

３ 修了の延期を希望する場合は、修了延期申請書を提出しなければならない。 

４ 学則第３４条第１項ただし書に規定する優れた業績を上げたと認められる者は、次に

掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）所定の授業科目を履修し条件を満たしていること。 

（２）累積 GPA が３．００以上であること。 

 

第３章 授業科目 

（授業科目の単位数等） 

第３条 学則第２１条に規定する授業科目並びにその単位数及び履修方法は別表 1 のとお

りとする。 

第４章 履修登録 

（履修登録の手続等） 

第４条 学生は、単位を修得するためには、次の各号の手順に沿って登録手続を行わなけ
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ればならない。 

（１）シラバスを読み、その内容を理解する。 

（２）アドバイザーに相談した上で履修科目を決める。 

（３）原則として、学内ウェブ・システムにより所定の期日までに履修しようとする授

業科目を登録する。ただし、その他の方法が本学大学院により指定された場合は、

この限りではない。 

（４）その学期において特定の授業科目を履修しなければならない理由がある場合は、

所定の手続により、優先的な履修登録を申請する。 

（５）履修登録に基づく履修登録確認票の内容を確認する。 

（６）履修登録期間直後に設けられる履修登録変更期間にのみ、履修登録を変更するこ

とができる。ただし、学期途中から始まる集中講義は、原則として、講義初日まで

別途履修登録を認める。その場合はアドバイザーからの承認を受けたものに限る。

また、集中講義の Drop は通常、講義開始日の翌日となるが、２日間で完了する講義

の場合は初回授業終了後とする。 

（７）履修登録変更期間（Add/Drop 期間）を含む本学大学院の授業日や試験日と留学先

の授業日や試験日が重複する場合は、当該授業科目の履修登録を認めない。また、

学期途中から始まる集中講義についても、その講義の開講期間中に留学先の授業日

や試験日が重複する場合は、履修登録を認めない。 

２ 原則として、同一時限に提供される複数の授業科目を重複して履修登録することはで

きない。 

３ 授業科目によっては、受講者数の制限をすることがある。 

４ 病気等のやむを得ない理由により履修登録期間中に履修登録が不可能な場合は、直ち

にその旨を大学事務局教務課まで届け出て、その指示を受けなければならない。 

５ 授業科目の提供が本学大学院によって取り消された場合を除き、学生は履修登録した

すべての授業科目が成績評価の対象となることを念頭に、誠実に履修する義務を負う。 

（履修登録単位数の制限） 

第５条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、１年間に履修科目とし

て登録することができる単位数は３０単位を上限とする。ただし、各領域における履修

上必要と認められる場合は、アドバイザーの承認を得て、３６単位まで登録することが

できる。 

２ 学生が学部開講科目を履修登録する場合は、国際教養大学履修規程第６条に定める履

修登録単位数を上限とし、当該履修登録単位数については、前項の履修単位数の上限に

含めない。 

（履修中止） 

第６条 学生は、履修登録変更期間の終了後、所定の期間に限り、科目履修を中止するこ

とができる。中止した事実は、成績原簿の記録に W として残るが、成績評価の対象とは
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ならない。 

（再履修） 

第７条 学生は、以下の条件を満たす授業科目について、より良い成績を修めるため、再 

履修することができる。 

（１）単位の修得が認められなかった授業科目（F 評価の授業科目） 

（２）D 評価で単位の修得が認められた授業科目 

２ 成績については、再履修した結果の成績及び過去の成績が成績原簿に記録されるが、

そのうちいずれか高い方が成績評価平均点（GPA）の計算に採用される。 

３ 原則として、再履修の回数は制限されない。ただし、学部開講科目を再履修する場合

は、国際教養大学履修規程第８条第３項に規定する回数を上限とする。 

（科目提供の取消） 

第８条 履修登録変更期間までに当該授業科目を登録した学生数が特定の数を下回った場

合又は当該授業科目を提供できなくなった場合は、本学大学院は当該授業科目の提供を

取り消すことがある。 

 

第５章 欠席 

（授業の欠席承認） 

第９条 学生が大学主催の学外授業やプログラム、インターンシップ、ボランティア、ホ

ームステイなどに参加するために授業欠席の承認を希望する場合は、事前に書面で所属

する領域代表の承認を得なければならない。ただし、当該学生の成績が大学の定める基

準以下である場合は、当該欠席は承認しない。 

（就職活動のための欠席） 

第１０条 学生が就職活動のために授業を欠席する場合は、次の手順による。 

（１）学生は当該授業担当教員から事前に欠席の承認を得ること。 

（２）当該授業担当教員は、欠席を補うための課題や補講などを指示することがある。 

また、授業を欠席する学生に対し、再試験や課題提出期限延長を許可する義務を負 

わない。これらについては当該授業担当教員の判断による。 

（３）学生は、欠席の理由が就職活動であることを証明する書類を当該授業担当教員に

提出しなければならない。  

（４）欠席の承認は当該授業担当教員の判断によるが、原則として、授業の２０％を超

える欠席は承認しない。 

 

第６章 単位授与及び成績評価 

（単位の計算方法） 

第１１条 単位の計算は、学則第２２条の規定に基づくものとする。 

（単位の授与） 
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第１２条 単位は、学則第２３条の規定に基づき、授与する。 

（試験） 

第１３条 期末試験を実施する場合、学期末に期間を定めて行う。期末試験の実施の有無は

担当教員の判断による。なお、授業科目によっては期末試験のほかに試験又は他の方法

による評価を行うことがある。 

２ 前項の試験は、筆記、口述、レポート提出、実技、実習等の方法により行う。 

３ 正当な理由なく、期末試験を欠席した者は、不合格とする。 

（補填試験） 

第１４条 所定の試験に欠席した者に対する試験（以下「補填試験」という。）は行わない。

ただし、病気その他やむを得ない理由により受験できなかった者については、願い出に

より補填試験を行うことができる。なお、病気の場合にあっては、医師の診断書の提出

を求めることがある。 

２ 前項の規定により補填試験の受験を希望する者は、担当教員の承認を得なければなら

ない。 

３ 補填試験の詳細は、その都度、別に指示する。 

（不正行為） 

第１５条 試験、課題、論文等において不正行為をした者については、当該履修科目の成

績を不合格とする。期末試験又はそれに替わる論文その他の課題における不正行為の場

合は、当該学期のすべての成績を不合格とする。また、当該不正行為が特に悪質と認め

られる場合には、学則に基づき厳重に処罰する。 

２ 前項に規定する不正行為とは、次の各号に掲げるすべての行為その他の学術的不誠実 

行為をいう。 

（１）盗用、剽窃行為  

（２）カンニング行為  

（３）代返、なりすまし行為  

（４）同一作品の複数回提出  

（成績評価） 

第１６条 成績の評価は、試験の成績、平常の成績、出席状況等を総合して判断する。 

２ 前項の成績評価は、次の表のとおりとし、D 以上を合格、F は不合格とする。合格した

場合は所定の単位を与える。なお、履修中止を W、科目未修了を I、認定科目を AP、保

留を TR と標記する。 
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３ 前項の A+～F の各評価段階について評価点（Grade Point）を付与し、評価点の GPA

を算出したうえ、学生の学修内容、理解度及び進捗状況の目安とする。 

４ 前各項の規定にかかわらず、別表２に定める授業科目については、P（Pass）及び F*

（Failure）により合否のみ判断するものとする。合格した場合には、所定の単位を与え

るが、評価点は付与しない。 

５ GPA は、履修した授業科目の評価点と単位の積を合計し、その合計数を単位数の合計

で除すことによって得られる。評価が P，F*, W，I, AP, TR で表記されている授業科目は

この計算において単位数に加算しないが、F で表記されている授業科目の単位数は加算す

る。 

（科目未修了） 

第１７条 学生は、授業期間の途中において、病気又はけが、事故、災害その他やむを得

ない事情により履修を継続できない状況に陥った場合は、科目未修了を申請することが

できる。成績には I（Incomplete）を用いる。 

２ 学生は、科目未修了とするには、あらかじめ当該担当教員の許可を得なくてはならな

い。 

３ 当該担当教員は、学生が当該授業科目を修了するために、次の学期の授業に出席する 

ことを課すことがある。この場合は、当該授業科目の履修登録をする必要はない。 

４ 科目未修了の場合は、次の学期末又は当該担当教員が指定する期限までに与えられた 

課題を修了しなければならない。期限までに修了できなかった場合には遡って不合格と 

する。次の学期から留学し、又は休学した場合は、当該留学又は休学終了直後の学期末 

までに修了しなければならない。 

５ ウインタープログラムは秋学期に含まれる。 

成績   成績点   評価点 

A+   100   4 

A(Excellent)  95 ～ 99  4 

A-   90 ～ 94  3.7 

B+   87 ～ 89  3.3 

B (Good)  83 ～ 86  3 

B-   80 ～ 82  2.7 

C+   77 ～ 79  2.3 

C (Satisfactory) 73 ～ 76  2 

C-   70 ～ 72  1.7 

D+   66 ～ 69  1.3 

D (Poor)  60 ～ 65  1 

F (Failure)           59 以下              0.0 

F (Failure)  59 以下  0 
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（インディペンデント・スタディ） 

第１８条 本学大学院で提供されている通常の授業科目にないテーマの勉学を学生が希望 

する場合、インディペンデント・スタディ（自主研究）として履修することができる。 

２ 前項の場合において、学生は該当する専門分野の教員にプロポーザルを書面で提出し 

なければならない。当該プロポーザルを教員が推薦する場合は、領域代表及び学生のア 

ドバイザーと協議の上、学長が可否を決定する。 

（成績の変更） 

第１９条 成績はその成績を与えた担当教員のみによって変更ができる。ただし、この項 

における成績の変更とは科目未修了（I）の場合以外をいう。 

２ 成績変更は当該担当教員又は学生が発議することができる。学生が成績変更を発議す 

る場合は、最初に成績が付与された後１ヶ月以内に書面で担当教員に申し出なければな 

らない。ただし、単純な誤記によるものと懲戒処分の場合はこの限りではない。成績変 

更は当該授業科目における学生の学業評価に公平性を確保するためにのみ行われる。成 

績を変更するためには、当該担当教員が変更理由を明確に記した成績変更届を学長に提 

出しなければならない。 

３ 当該担当教員は、成績変更の決定とその理由を該当する学生に直ちに伝えられなけれ

ばならない。 

４ 当該担当教員が成績変更を発議した学生の意見に同意しない場合又は学生が教員の成 

積の決定が公平ではないと判断した場合は、学生は速やかにその決定に対する不服を表 

明するものとし、学生は成績変更申請書にその理由や関連する状況を記入して研究科長 

に提出しなければならない。研究科長は当該担当教員と協議し、必要により学生と協議 

した上で、当該担当教員に対し成績変更について推薦する。推薦した内容は当該担当教 

員と学生に伝達される。しかし、当該担当教員はこの推薦に従う義務はない。 

５ 前項において研究科長が当該担当教員である場合は、研究科長とあるものはすべて学 

長と読み替える。 

（他大学院で取得した単位の認定） 

第２０条 在学中に他大学院で単位を修得した場合は、次の各号の基準に基づいて単位の認

定を行う。 

（１）単位認定は、授業科目の内容に基づくものとする。認定される授業科目の内容に 

ついては、本学大学院の授業科目の内容と合致しなければならない。 

（２）必修科目に係る単位への認定は行わないものとし、それ以外の授業科目に係る単 

位への認定の可否については、当該学生が所属する領域代表が判断する。 

（３）本学大学院の成績基準での「C-」以上と同等の成績が付与された単位に限り認定 

  するものとする。 

（４）認定できる単位数の上限は、６単位までとする。 

（５）単位数の算出については、学則第２２条の規定による。 
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（６）認定される授業科目の単位数が対応する本学の授業科目の単位数を下回ることは  

  できない。 

（７）他大学院で履修した複数の授業科目の内容が本学の一つの授業科目の内容と合致 

する場合、当該複数科目をもって本学における一つの授業科目を修得したものとみ

なすことができる。 

（８）学生の成績原簿には、これら認定単位は AP と記録される。GPA の計算には算入

しない。 

（９）認定される授業科目に係る授業言語については制限を設けない。 

（10）原則として、オンラインによる単位取得は認めない。 

（11）この条に掲げる各基準については、海外の大学院で単位を取得した場合において

も同様に取り扱う。 

（12）その他例外については大学院運営会議で審議の上、学長が決定する。 

２ 単位認定を申請する学生は、単位認定申請書、最新の成績証明書及び修了した全科目

の科目概要とシラバスを提出しなければならない。 

 

第７章 表彰 

（表彰） 

第２１条 修了に当たり、学業成績等が優秀な学生に対し、次のとおり表彰する。 

（１）GPA による表彰 

summa cum laude: 累計 GPA が４．００の学生 

（２）学長表彰 

学業その他学生活動全般において特に優秀と認められた学生 

 

第８章 雑則 

（委任） 

第２２条 この規程に定めるもののほか、授業科目並びにその単位数及び履修方法等に関し

て必要な事項は大学院運営会議で審議の上、学長が定める。 

 

 

 附  則 

  この規程は、平成２８年４月１日から施行する 
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別表１（第３条関係）（略：学生便覧「AIU Professional Graduate School Curriculum」

の表と同内容。） 

 

別表２（第１６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

JLT660 日本語自律研究 Ⅰ Japanese Independent Study I 

JLT661 日本語自律研究 Ⅱ Japanese Independent Study II 

JLT662 日本語自律研究 Ⅲ Japanese Independent Study III 

JLT663 日本語自律研究 Ⅳ Japanese Independent Study IV 

JLT664 日本語自律研究 Ⅴ Japanese Independent Study V 

JLT665 日本語自律研究 Ⅵ Japanese Independent Study VI 

GCP645 修了課題計画  Design of Graduation Project 
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Academic Standards and Regulations for Registration 

Akita International University Graduate School 

 

Chapter 1. General Provisions 

Chapter 2. Conditions for Completion 

Chapter 3. Courses 

Chapter 4. Courses Registration 

Chapter 5. Absences from Classes 

Chapter 6. Credits and Grading System 

Chapter 7. Awards 

Chapter 8. Miscellaneous 

 

Chapter 1. General Provisions 

Article 1 (Intent) 

1-1 These Academic Standards and Regulations for Registration set forth the terms and 

conditions necessary for registration in accordance with Akita International University 

Professional Graduate School Institutional Policy and Regulations (hereinafter referred to 

as the “AIU Graduate School Regulations”) of Akita International University Professional 

Graduate School (hereinafter referred to as “AIU Graduate School"). 

 

Chapter 2. Conditions for Completion 

Article 2 (Conditions for Completion) 

2-1 Conditions set forth in Article 34-1 of the AIU Graduate School Regulations must be 

satisfied to complete the program. 

2-2 Candidates for a degree are required to submit an application for completion. 

2-3 Students who wish to extend completion shall submit an application for extension. 

2-4 Guidelines on determining students to have a strong achievement as referred to in 

the AIU Graduate School Regulations,34-1 are as follows 

(1) The student satisfies the following conditions: 

1.     The student completes all course work required for completion  

2.     The student’s cumulative GPA is 3.0 or higher. 

 

Chapter 3. Courses 

Article 3 (Number of Credits) 

3-1 Types of courses and credits in Article 21 in AIU Graduate School Regulations shall be 

as specified in the Schedule of Appendix 1. 
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Chapter 4. Courses Registration 

Article 4 (Procedures of Registration) 

4-1 Students must follow the procedures below to register for courses and earn credits. 

(1) Students are responsible for reading and understanding the syllabi of the courses. 

(2) Prior to course registration, students are required to consult with their advisers. 

(3) Register for courses via the university web system during the period specified by the 

university unless instructed otherwise. 

(4) When registration for a course(s) is necessary for an exceptional reason, students may 

request priority by following the procedure specified by the AIU Graduate School. 

(5) After registration period is over, students are responsible for confirming the courses 

registered with a Course Registration Confirmation Sheet. 

(6) Students can make changes in registered courses only during the ADD/DROP period 

which follows the period of registration. In the case of intensive courses beginning in 

the middle of semester, students can register for these courses up to the first day of class 

with approval from their academic advisor. In principle, students can only drop intensive 

courses on the first two days of the course. In the case of 2-day courses, the drop period 

shall finish on the end of the first day. 

(7) Students engaged in study abroad, are not allowed to register for a course if there is an 

overlap of class days (including examination days) between the course offered in AIU 

and the course in the host institution. This also applies to intensive courses beginning in 

the middle of the semester. 

2. Two or more courses given in the same class hour may not be registered for. 

3. In some courses, the maximum number of students in a class may be restricted. 

4. In the case that a student cannot register due to his/her health problem or other 

imperative reasons during registration period, the student shall contact the university and 

receive instruction. 

5. Unless the course is cancelled by the university, students are responsible for the 

academic work and grades of the all registered courses. 

 

Article 5 (Restriction of Number of Credits for Course Registration) 

5-1 The maximum number of credits for which a student is allowed to register in a single 

academic year shall be limited to 30 in view of keeping appropriate amount of 

coursework. If a student wishes to register for more courses for any pertinent academic 

reason, the limit can be up to 36 based on approval of the advisor.  

5-2 If a student registers for undergraduate courses, the number of credits the student can 

registers for is limited by Academic Standards and Regulations for Registration Akita 
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International University. The number of credits a student earns from undergraduate 

courses is not included in the limit above. 

 

Article 6 (Withdrawal from Registered Course) 

6-1 After the ADD/DROP period is over, a student may withdraw from registered courses 

for a certain period. A record of the course withdrawal will remain as “W” in the student’s 

records but will have no effect on the cumulative grade point average. 

 

Article 7 (Retake) 

7-1 A student may retake courses under the following circumstances in order to achieve 

better grades. 

(1) The student has failed the course with a grade of F. 

(2) The student has passed the course with a grade of D. 

7-2 When a course is retaken, both the previous and any new grades are placed in the 

student’s records but only the higher grade will be calculated for GPA. 

7-3 Generally, the number of times a student can register is not limited except for the case 

a student register for an undergraduate course(s). In such case, the maximum number of 

times a student can register for an undergraduate course(s) is limited by Article 8-3 of 

Academic Standards and Regulations for Registration Akita International University. 

 

Article 8 (Cancellation of Courses) 

8-1 AIU holds the right to cancel any course when registration of students turned out to be 

less than a certain number of enrollments, or whenever it becomes impossible to offer the 

course. 

 

Chapter 5. Absences from Classes 

Article 9 (Official Excuses from Attending Classes) 

9-1 Any student who wish to be excused from class to participate in activities such as the 

following: university trips or programs, Internship, volunteer work, or home stay must 

receive an approval in writing from the relevant Head of the program in which the student 

is studying at the time, before the student is permitted to miss the class. Students who 

are under achieving the academic standards of AIU should not be excused from classes. 

 

Article 10 (Official Excuse for Job Hunting) 

10-1 Students who wish to be excused from classes for reasons of job hunting must follow 

the procedure below: 
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a. The students must procure permission to miss classes in advance of the class. 

b. Instructors may stipulate any conditions that students must meet to be excused for job 

hunting, for example, extra assignments, individual meetings with the instructor, etc. 

Faculty members are not obligated to offer makeup quizzes, examinations or delayed 

deadlines to students missing their classes. This is at the discretion of the faculty 

member. 

c. The students should provide evidence that they were indeed job hunting during the 

missed class sessions. 

d. As a general guideline, no more than 20% of all class sessions in a single course can be 

excused for job hunting reasons, though this again, is up to an instructor’s discretion. 

 

Chapter 6. Credits and Grading System 

Article 11 (Calculation of Credits)  

11-1 One credit shall be calculated in accordance with Article 22 of the AIU Graduate 

School Regulations. 

 

Article 12 (Credits) 

12-1 Credits shall be given in accordance with Article 23 of the AIU Graduate School 

Regulations. 

 

Article 13 (Examination) 

13-1 AIU Graduate School designates a certain period of days at the end of each semester 

to conduct final examinations. Instructors may decide to use this period to give the final 

examinations or not. Instructors can also conduct other tests at any time. 

13-2 The above examinations and tests may be conducted in written or oral form. Other 

means such as    paper assignment, laboratory work, or physical demonstration may 

also be used as means of evaluation. 

13-3 A student who misses the final examination or other tests without an appropriate 

reason will fail the relevant course. 

 

Article 14 (Supplementary Test) 

14-1 The test for students who missed the scheduled test (hereinafter referred to as the 

“Supplementary Test”) will be offered except for students who could not take the test due 

to illness or other unforeseen circumstances. Such cases must receive approval of the 

instructor. A certificate issued by a medical doctor may be requested as a proof. 

14-2 A student who desires to take the Supplementary Test in accordance with the 
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preceding clause shall obtain the approval of the relevant professor. 

14-3 The student shall be informed of the details of the Supplementary Test each time. 

 

Article 15 (Academic Dishonesty) 

15-1 A student who performs an act of academic dishonesty during any assessed 

assignment and/or examination will fail the relevant course. In addition, a student who 

performs such an act of academic dishonesty during the final examination (or assignment 

given in lieu of the final examination) will fail all courses registered in the relevant 

academic term. In addition, the student may be strictly penalized according to AIU 

Regulations as needed.  

15-2 Acts of academic dishonesty include, but are not limited to, the following:  

(1) Plagiarism  

(2) Cheating  

(3) Forgery, Falsification  

(4) Submission of the same piece of assessed work for different courses. 

 

Article 16 (Grading System and Policies) 

16-1 A student enrolled in a course is generally evaluated based on a comprehensive 

review of scores on examinations, performance in class, attendance, and other factors. 

16-2 AIU uses grading system below. D or above are passing grades. F is not a passing 

grade. Students can earn the designated credits from courses they have passed. Other 

possible grades include W: Withdrawal, I: Incomplete, AP: Approved and TR: To be 

Reported. 
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Grade (Definitions) Score  Grade Points 

A+ 100 4 

A (Excellent)  95~99 4 

A- 90~94 3.7 

B+ 87~89 3.3 

B (Good) 83~86 3 

B- 80~82 2.7 

C+ 77~79  2.3 

C (Satisfactory)  73~76  2 

C- 70~72 1.7 

D+ 66~69  1.3 

D (Poor) 60~65 1 

F (Failure)  59 or lower 0 

 

 

16-3 Grade points are allocated to the above grades as indicated. Grade Point Average 

(GPA) is calculated and used as a measure to evaluate students’ progress, 

understanding and achievements.  

16-4 Notwithstanding the preceding clause, the courses listed in Schedule 2 are graded by 

P (Pass) and F*(Failure). A student receives credits if he or she passes the courses but 

does not receive grade points. 

16-5 A cumulative grade point average (GPA) is computed as follows; the credits and 

grade points are totaled for all courses; then the total grade points are divided by the total 

credits. Courses with grade symbols of P,*F,W,I and TR are excluded when totaling the 

credits; however, grades of F are included in the GPA. 

 

Article 17 (Incomplete) 

17-1 Students can apply for a grade of I (Incomplete) if the student became unable to 

continue a certain course during the semester of enrollment due to special circumstances 

such as illness, injury, traffic accident, natural disaster or any other unforeseen 

circumstances. 

17-2 The students must receive approval from the relevant faculty member to receive I. 

17-3 Instructor may decide that the student has to attend all classes in the next semester 

in order to complete the course, but the student shall not be registered for the course 

again in such a case. 
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17-4 The assignment to complete the course must be completed by the end of following 

semester or by the time determined by the instructor of the course; otherwise the grade 

will be changed into F automatically. When the students departed to study abroad or took 

a long absence in the next semester, then the assignment must be completed by the end 

of the semester that the students returned. 

17-5 Winter program is included in the fall semester. 

 

Article 18 (Independent Study) 

18-1 When a student wishes to study a certain academic subject which is not available 

among the regular courses offered at AIU, independent study may be arranged. 

18-2 In this case, the student shall submit a proposal in writing to the relevant faculty 

member and if the faculty member agrees and recommends the student receive the offer 

of the independent course, then it should be discussed with the Dean of the graduate 

school, the academic advisor of the student, and President for the final approval. 

 

Article 19 (Grade Change and Appeal) 

19-1 Grade Change in this policy is understood as change of grade from any grade 

different from the Incomplete (I). Course grade can be changed only by the instructor 

who gave the grade. 

19-2 The initiative can come from both the instructor teaching the course,or from the 

student. The change of grade except for corrections of clerical errors or results of 

disciplinary actions must be requested in writing to the instructor within one month after 

the original grade was given. If the student left for study abroad after the semester when 

the grade was given then he or she should request the change within one month after 

returning from study abroad. The reasons for change of grade can be only the need to 

ensure fairness of evaluation of student’s work in the course. To change the grade, 

instructor has to fill out the Change of Grade Form with the reason for change of grade 

clearly stated. The Form must be submitted to the President.  

19-3 The decision of the change of grade together with its justification must be immediately 

communicated to student whose grade is changed.  

19-4 In the case that instructor does not agree with the student’s initiative to change a 

course grade, or in the case when student considers an instructor’s decision to change 

the course grade not fair, a student should appeal the decision as soon as it is practical 

after the current grade was assigned. The student has to file a Grade Appeal Form, 

including the section about the reason for appeal with an account of all relevant 

circumstances, and submit it to Dean of Academic Affairs. Dean of Academic Affairs, after 
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asking the instructor who evaluated the student for his/her view of the matter and 

possibility after talking to the student, if needed, recommendations of appropriate action. 

The recommended action is communicated to the student and to the instructor. However, 

the instructor is not obligated to comply with the recommendation. 

19-5 When the program director is the instructor who is responsible for the grade, the 

Dean of Academic Affairs shall be replaced with the President in the above Article 17-4. 

 

Article 20 (Credit Transfer) 

20-1 Credits earned at other graduate schools during enrollment at AIU Graduate School 

shall be transferred based on the following guidelines. 

(1) Approval of credit transfer shall be based on the CONTENT of courses. This means 

that the courses to be transferred must match the content of existing courses at AIU 

Graduate School and must be graduate level. 

(2) Any credit cannot be transferred to Required Courses offered by AIU Graduate School.  

For any other courses, the Head of Practice which an applicant belongs may approve 

whether a matching of courses is appropriate. 

(3) Only credits with the grade corresponding to “C-” or above in the AIU Graduate School 

standard can be transferred. 

(4) Maximum number of credits acceptable for transfer to AIU Graduate School is 6. 

(5) Calculation of credits shall be determined in accordance with Article 22 of the AIU 

Graduate School Regulations. 

(6) The number of credits in a course or courses transferred has to be same or more than 

the number of credits of the corresponding AIU Graduate School course/courses. 

(7) Courses at the other graduate school can be combined to match an AIU Graduate 

School course as long as the content matches that of the course at AIU Graduate School. 

(8) The grade of these transferred credits will be recorded as “AP”, and not included in 

circulations of GPA. 

(9) No restriction of the language of class instruction used for the transferred courses. 

(10) In principle, on-line courses are not acceptable. 

(11) The above rules are applied to the courses and credits earned at both Japanese 

universities and universities located overseas. 

(12) Any exceptions of the above shall be determined by the President after consultation 

with Graduate School Management Committee. (GMC) 

20-2 Those students who apply for the credit transfer have to submit an Application Form 

for Transfer of Credits the most current transcripts, the course descriptions and the 

syllabus of all courses they have completed. 
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Chapter 7. Awards 

Article 21 (Awards for Outstanding Achievement) 

21-1 The university honors students who have achieved following categories of 

performance of excellencies at the time of graduation. 

(1) Awards based on GPA 

summa cum laude: Cummulative GPA of 4.00." 

(2) President’s Award 

The president gives this award to honor outstanding achievements of students in academic 

work as well as other activities as students of AIU. 

 

Chapter 8. Delegation 

Article 22 （Delegation） 

22-1 Other regulations necessary for maintaining academic policies and registration will be 

shall be determined by the President after consultation with Graduate School 

Management Committee. (GMC)  

 

Addendum 

This Regulation is effective on April 1, 2016 
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Addendum 

Schedule 1 (Article 3) 

(Same as pages of “AIU Professional Graduate School Curriculum” in the Student 

Handbook) 

Schedule 2 (Article 16) Courses with an option of P (Pass)/F*(Failure) evaluation 

 

 

JLT660 日本語自律研究 Ⅰ Japanese Independent Study I 

JLT661 日本語自律研究 Ⅱ Japanese Independent Study II 

JLT662 日本語自律研究 Ⅲ Japanese Independent Study III 

JLT663 日本語自律研究 Ⅳ Japanese Independent Study IV 

JLT664 日本語自律研究 Ⅴ Japanese Independent Study V 

JLT665 日本語自律研究 Ⅵ Japanese Independent Study VI 

GCP645 修了課題計画  Design of Graduation Project 


