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【１】人材養成に関する目的、教育研究上の目的
1. 博士課程（前期課程）

◆人材養成に関する目的

グローバル・スタディーズ研究科グローバル・スタディーズ専攻博士課程（前期）は、アメ

リカ研究、現代アジア研究、グローバル社会研究の 3つのクラスターに分かれ、どのクラ

スターにおいても、高度な言語運用能力及びコミュニケーション能力を涵養するとともに、

学際的、総合的アプローチを基礎に、研究課題を自ら発見し、論理的に議論を展開する能力

等を身に付けさせ、国際機関、公共機関、国際ビジネスに携わる企業、報道機関等、異文化

社会間の国際交流・理解の推進に貢献できる専門的人材を養成することを目的とする。

◆学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

（１）アメリカ研究クラスター

知識・技能：

アメリカが直面する地球規模の課題に対して、地域の特性に着目しつつ地域横断的に考

え、学際的知見に基づいて理解できる。

思考力・判断力・表現力：

アメリカが直面する地球規模の課題をみずから発見し、他者との対話を通じてその公正

な解決方法を学術的に探究できる。

主体性・多様性・協働性：

アメリカに生きる人々や文化の多様性を尊重し、課題の解決に向けて他者と協働できる。

（２）現代アジア研究クラスター

知識・技能：

現代アジアが直面する地球規模の課題に対して、地域の特性に着目しつつ地域横断的に

考え、学際的知見に基づいて理解できる。

思考力・判断力・表現力：

現代アジアが直面する地球規模の課題をみずから発見し、他者との対話を通じてその公

正な解決方法を学術的に探究できる。

主体性・多様性・協働性：

現代アジアに生きる人々や文化の多様性を尊重し、課題の解決に向けて他者と協働でき

る。

（３）グローバル社会研究クラスター

知識・技能：

グローバル社会が直面する地球規模の課題に対して、地域の特性に着目しつつ地域横断

的に考え、学際的知見に基づいて理解できる。

思考力・判断力・表現力：

グローバル社会が直面する地球規模の課題をみずから発見し、他者との対話を通じてそ

の公正な解決方法を学術的に探究できる。
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主体性・多様性・協働性：

グローバル社会に生きる人々や文化の多様性を尊重し、課題の解決に向けて他者と協働

できる。

◆教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

（１）アメリカ研究クラスター

＜カリキュラム総説＞　

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、必修科目および選択科目によっ

て構成されるカリキュラムを設置する。

・	必修科目（14単位）では課題解決のための基礎知識・技能を、選択科目（16単位以上）

では課題解決に必要な専門的知識・技能を習得することを目的とする。

＜学力の三要素／領域＞

・	地球規模の課題を考究するための基礎知識・技能を習得することを目的として、3つの

クラスター（アメリカ研究クラスター、現代アジア研究クラスター、グローバル社会研

究クラスター）に共通の必修科目として「グローバル・スタディーズ入門」を設置する（知

識・技能）。

・	地球規模の課題を考究するための各イシューに関する基礎知識・技能を習得することを

目的として、必修科目「理論と方法」（［エスニック /カルチュラル・スタディーズ］、［ジェ

ンダー・市民社会・教育］、［歴史・文化・ポストコロニアル］、［国際経済・移住労働・

多文化共生］、［国際開発・国際協力］の5つのクラスからなる）を設置する（知識・技能）。

・	アメリカ社会が直面する地球規模の課題を考究するための専門的な知識・技能を習得す

ることを目的として一連の選択科目を設置する（知識・技能）。

・	アメリカ社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働性

を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、ア

メリカ研究クラスターの必修科目「アメリカ研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、および共通の

必修科目「総合演習」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・多様性・協働性）。

（２）現代アジア研究クラスター

＜カリキュラム総説＞　

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、必修科目および選択科目によっ

て構成されるカリキュラムを設置する。

・	必修科目（14単位）では課題解決のための基礎知識・技能を、選択科目（16単位以上）

では課題解決に必要な専門的知識・技能を習得することを目的とする。

＜学力の三要素／領域＞

・	地球規模の課題を考究するための基礎知識・技能を習得することを目的として、3つの

クラスター（アメリカ研究クラスター、現代アジア研究クラスター、グローバル社会研

究クラスター）に共通の必修科目として「グローバル・スタディーズ入門」を設置する（知

識・技能）。
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・	地球規模の課題を考究するための各イシューに関する基礎知識・技能を習得することを

目的として、必修科目「理論と方法」（［エスニック /カルチュラル・スタディーズ］、［ジェ

ンダー・市民社会・教育］、［歴史・文化・ポストコロニアル］、［国際経済・移住労働・

多文化共生］、［国際開発・国際協力］の 5つのクラスからなる）を設置する（知識・技

能）。

・	現代アジア社会が直面する地球規模の課題を考究するための専門的な知識・技能を習得

することを目的として一連の選択科目を設置する（知識・技能）。

・	現代アジア社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働

性を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、

現代アジア研究クラスターの必修科目「現代アジア研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、および

共通の必修科目「総合演習」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・多様性・

協働性）。

（３）グローバル社会研究クラスター

＜カリキュラム総説＞　

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、必修科目および選択科目によっ

て構成されるカリキュラムを設置する。

・	必修科目（14単位）では課題解決のための基礎知識・技能を、選択科目（16単位以上）

では課題解決に必要な専門的知識・技能を習得することを目的とする。

＜学力の三要素／領域＞

・	地球規模の課題を考究するための基礎知識・技能を習得することを目的として、3つの

クラスター（アメリカ研究クラスター、現代アジア研究クラスター、グローバル社会研

究クラスター）に共通の必修科目として「グローバル・スタディーズ入門」を設置する（知

識・技能）。

・	地球規模の課題を考究するための各イシューに関する基礎知識・技能を習得することを

目的として、必修科目「理論と方法」（［エスニック /カルチュラル・スタディーズ］、［ジェ

ンダー・市民社会・教育］、［歴史・文化・ポストコロニアル］、［国際経済・移住労働・

多文化共生］、［国際開発・国際協力］の 5つのクラスからなる）を設置する（知識・技

能）。

・	グローバル社会が直面する地球規模の課題を考究するための専門的な知識・技能を習得

することを目的として一連の選択科目を設置する（知識・技能）。

・	グローバル社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働

性を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、

グローバル社会研究クラスターの必修科目「グローバル社会研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、

および共通の必修科目「総合演習」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・多

様性・協働性）。
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2. 博士課程（後期課程）

◆人材養成に関する目的

グローバル・スタディーズ研究科グローバル・スタディーズ専攻博士課程（後期）は、アメ

リカ研究、現代アジア研究、グローバル社会研究の 3つのクラスターに分かれ、どのクラ

スターにおいても、世界の研究者などと国際共同研究プロジェクトを計画立案、推進、完遂

できる十分な言語・コミュニケーション能力や、グローバルなスタンダードに見合った創造

力を涵養し、研究機関、国際協力機関等で活躍できる研究者及び高度専門職業人を養成する

ことを目的とする。

◆学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

（１）アメリカ研究クラスター

知識・技能：

アメリカが直面する地球規模の課題を、研究者または専門職業人として高度な学際的知

見に基づいて理解できる。

思考力・判断力・表現力：

アメリカが直面する地球規模の課題をみずから発見し、研究者または専門職業人として

独創的かつ高度な解決方法を学術的に探究できる。

主体性・多様性・協働性：

アメリカに生きる人々や文化の多様性を尊重し、研究者または専門職業人として共同で

研究プロジェクトまたはプロジェクトを推進できる。

（２）現代アジア研究クラスター

知識・技能：

現代アジアが直面する地球規模の課題を、研究者または専門職業人として高度な学際的

知見に基づいて理解できる。

思考力・判断力・表現力：

現代アジアが直面する地球規模の課題をみずから発見し、研究者または専門職業人とし

て独創的かつ高度な解決方法を学術的に探究できる。

主体性・多様性・協働性：

現代アジアに生きる人々や文化の多様性を尊重し、研究者または専門職業人として共同

で研究プロジェクトまたはプロジェクトを推進できる。

（３）グローバル社会研究クラスター

知識・技能：

グローバル社会が直面する地球規模の課題を、研究者または専門職業人として高度な学

際的知見に基づいて理解できる。

思考力・判断力・表現力：

グローバル社会が直面する地球規模の課題をみずから発見し、研究者または専門職業人

として独創的かつ高度な解決方法を学術的に探究できる。
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主体性・多様性・協働性：

グローバル社会に生きる人々や文化の多様性を尊重し、研究者または専門職業人として

共同で研究プロジェクトまたはプロジェクトを推進できる。

◆教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

2020年度以降生

（１）アメリカ研究クラスター

＜カリキュラム総説＞

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、「研究指導科目」および「コー

ス指導科目」によって構成されるカリキュラムを設置する。

・	「研究指導科目」は、指導教員の指示により 1つ以上を登録し指導を受ける。また、「コー

ス指導科目」は、指導教員が担当する演習Ⅰと演習Ⅱをそれぞれ 6単位以上履修する。

＜学力の三要素／領域＞

・	アメリカ社会が直面する地球規模の課題を考究するための高度な専門的知識・	技能を習

得することを目的として「研究指導科目」および「コース指導科目」を設置する（知識・

技能）。

・	アメリカ社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働性

を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、「研

究指導科目」および「コース指導科目」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・

多様性・協働性）。

（２）現代アジア研究クラスター

＜カリキュラム総説＞

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、「研究指導科目」および「コー

ス指導科目」によって構成されるカリキュラムを設置する。

・	「研究指導科目」は、指導教員の指示により 1つ以上を登録し指導を受ける。また、「コー

ス指導科目」は、指導教員が担当する演習Ⅰと演習Ⅱをそれぞれ 6単位以上履修する。

＜学力の三要素／領域＞

・	現代アジア社会が直面する地球規模の課題を考究するための高度な専門的知識・	技能を

習得することを目的として「研究指導科目」および「コース指導科目」を設置する（知識・

技能）。

・	現代アジア社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働

性を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、「研

究指導科目」および「コース指導科目」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・

多様性・協働性）。

（３）グローバル社会研究クラスター

＜カリキュラム総説＞

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、「研究指導科目」および「コー

ス指導科目」によって構成されるカリキュラムを設置する。
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・	「研究指導科目」は、指導教員の指示により 1つ以上を登録し指導を受ける。また、「コー

ス指導科目」は、指導教員が担当する演習Ⅰと演習Ⅱをそれぞれ 6単位以上履修する。

＜学力の三要素／領域＞

・	グローバル社会が直面する地球規模の課題を考究するための高度な専門的知識・	技能を

習得することを目的として「研究指導科目」および「コース指導科目」を設置する（知識・

技能）。

・	グローバル社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働

性を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、「研

究指導科目」および「コース指導科目」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・

多様性・協働性）。

2019年度以前生

（１）アメリカ研究クラスター

＜カリキュラム総説＞

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、「研究指導科目」および「特殊

研究」によって構成されるカリキュラムを設置する。

・	アメリカ研究クラスターにテーマ別に設置された「研究指導科目」では、1年次から 3

年次まで指導教員により一貫した研究指導が行なわれる。また、「特殊研究」では、先

行研究の検証、研究手法の習得を含めた指導が行なわれ、短期サイクルで研究成果を報

告・発表することが求められる。

＜学力の三要素／領域＞

・	アメリカ社会が直面する地球規模の課題を考究するための高度な専門的知識・技能を習

得することを目的として「研究指導科目」および「特殊研究」を設置する（知識・技能）。

・	アメリカ社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働性

を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、「研

究指導科目」および「特殊研究」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・多様性・

協働性）。

（２）現代アジア研究クラスター

＜カリキュラム総説＞

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、「研究指導科目」および「特殊

研究」によって構成されるカリキュラムを設置する。

・	現代アジア研究クラスターにテーマ別に設置された「研究指導科目」では、1年次から

3年次まで指導教員により一貫した研究指導が行なわれる。また、「特殊研究」では、先

行研究の検証、研究手法の習得を含めた指導が行なわれ、短期サイクルで研究成果を報

告・発表することが求められる。

＜学力の三要素／領域＞

・	現代アジア社会が直面する地球規模の課題を考究するための高度な専門的知識・技能を

習得することを目的として「研究指導科目」および「特殊研究」を設置する（知識・技能）。

－7－



・	現代アジア社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働

性を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、「研

究指導科目」および「特殊研究」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・多様性・

協働性）。

（３）グローバル社会研究クラスター

＜カリキュラム総説＞

・	ディプロマ・ポリシーに示した人材を養成するために、「研究指導科目」および「特殊

研究」によって構成されるカリキュラムを設置する。

・	グローバル社会研究クラスターにテーマ別に設置された「研究指導科目」では、1年次

から 3年次まで指導教員により一貫した研究指導が行なわれる。また、「特殊研究」では、

先行研究の検証、研究手法の習得を含めた指導が行なわれ、短期サイクルで研究成果を

報告・発表することが求められる。

＜学力の三要素／領域＞

・	グローバル社会が直面する地球規模の課題を考究するための高度な専門的知識・技能を

習得することを目的として「研究指導科目」および「特殊研究」を設置する（知識・技能）。

・	グローバル社会が直面する地球規模の課題を探求する基本的態度、および多様性、協働

性を修養すると同時に、学術的見地から調査・研究を実践していくことを目的として、「研

究指導科目」および「特殊研究」を設置する（思考力・判断力・表現力／主体性・多様性・

協働性）。
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●印は「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

2 0 2 3 年度  
大  学  院  学  年  暦 同 志 社 大 学

春 学 期 秋 学 期17  5/6週（107 日） 17  5/6週（107 日） 

2 023 年

4 月 1 日（土） 春学期始め・春学期入学式
　　 2 日（日） 
　　 3 日（月） 新入学生履修指導期間
　　 4 日（火） 
　　 5 日（水） 

履修科目登録期間
　　 6 日（木）
　　 7 日（金） 
　　 8 日（土） 講義開始
　   28日（金） 春学期学費納入最終日
4 月29日（土）

     ～   休日
5 月 5 日（金）
7 月17日（月） 海の日（授業日）
　　28日（金） 講義最終日
　　29日（土） 期末試験開始
8 月10日（木） 期末試験終了
　　11日（金） 期末試験予備日・夏期休暇開始
9 月 7 日（木） 春学期学位論文総合審査日
　　7 日（木） 夏期休暇終了
　　8 日（金） 在学生成績通知
　　20日（水） 春学期終り
　　　23日（土） 春学期学位授与式

　 9 月21日（木） 秋学期始め・秋学期入学式
　　　 21日（木） 

秋学期履修科目登録変更
　　　 22日（金）  
　　　 25日（月） 講義開始
　 10月 9 日（月） スポーツの日（授業日）

31日（火） 秋学期学費納入最終日
　 11月 3 日（金） 文化の日（休日）
　　　 23日（木） 勤労感謝の日（休日）
　　　 26日（日） 
　　　 27日（月） 創立記念行事週間（休講） 
　　　 28日（火）
　　　 29日（水） 創立記念日（休日）
　 12月23日（土） 冬期休暇開始
　　　 25日（月） キリスト降誕日（休日）

　1 月 8 日（月） 冬期休暇終了
　　　 8 日（月） 成人の日（休日）
　　　9 日（火） 講義再開
　　  23日（火） 創立者永眠の日
　　  29日（月） 講義最終日
　　  30日（火） 期末試験開始
　2 月12日（月） 振替休日（試験日）

17日（土） 期末試験終了
　3 月 7日（木）  秋学期学位論文総合審査日

15日（金） 在学生成績通知
　　　20日（水） 
　　　21日（木） 秋学期学位授与式
　　　22日（金） 
　　　31日（日） 秋学期終り

2 0 2 4 年

司法研究科・ビジネス研究科 以外

授業時間 9：00～10：30　 10：45～12：15　 13：10～14：40　 14：55～16：25　 16：40～18：10

 Ⅰ　　　　　　     Ⅱ　　　　　   　 Ⅲ　　　　　　     Ⅳ                         Ⅴ   

18：25～19：55　 20：10～21：40

Ⅵ　　　　　　  Ⅶ
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博士前期課程



【３】開講科目一覧表
　グローバル・スタディーズ研究科　グローバル・スタディーズ研究科

グローバル・スタディーズ専攻　：　前期課程グローバル・スタディーズ専攻　：　前期課程
登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 単位 担当者 期間 週
時間

配当
年次

聴講
区分 言語 備考

必修科目(グローバル・スタディーズ研究科共通：6単位)必修科目(グローバル・スタディーズ研究科共通：6単位)

31800002

001 グローバル・スタディーズ入門① 2

村田	雄二郎,	太田	修,	
錢	鷗,	冨山	一郎,	厳	善平,		
周	俊,	Anne	GONON,	
菊池	恵介,	内藤	正典
（科目代表：厳	善平）

春学期

2 1～ 不可

J/E

002 グローバル・スタディーズ入門② 2

Gavin	J.	CAMPBELL,	
秋林	こずえ,	岡野	八代,	
菅野	優香,	南川	文里,	
三牧	聖子,	小山田	英治,	
西川	由紀子
（科目代表：三牧	聖子）

春学期 E

31800003

001 理論と方法①
－エスニック	/	カルチュラル・スタディーズ－ 2

Gavin	J.	CAMPBELL,	
南川	文里,	三牧	聖子
（科目代表：Gavin	J.	
CAMPBELL）

秋学期 2 1～ 不可

E

指導教員のクラ
スを履修するこ
とは必須ではな
い。

002 理論と方法②
－ジェンダー・市民社会・教育－ 2

秋林	こずえ,	菅野	優香,	
Anne	GONON
（科目代表：Anne	
GONON）

J

003 理論と方法③
－歴史・文化・ポストコロニアル－ 2

錢	鷗,	村田	雄二郎,	
太田	修,冨山	一郎,	周	俊
（科目代表：錢	鷗）

J

004 理論と方法④
－国際経済・移住労働・多文化共生－ 2

菊池	恵介,	厳	善平,	
内藤	正典
（科目代表：菊池	恵介）

J

005 理論と方法⑤
－国際開発・国際協力－ 2

小山田	英治,	西川	由紀子,	
Seifudein	ADEM
（科目代表：小山田	英治）

E

31800004

001 総合演習①
－アメリカ研究－ 2

Gavin	J.	CAMPBELL,	
秋林	こずえ,	岡野	八代,	
菅野優香,	南川	文里,
三牧	聖子
（科目代表：三牧	聖子)

春学期 2 2～ 不可

E

基本的に指導教
員のクラスを履
修する。
なお③および④
クラスについて
は、実施言語を
確認のうえ選択
すること。

002 総合演習②
－アジア研究－ 2

太田	修,	村田	雄二郎,	
錢	鷗,	冨山	一郎,	厳	善平,		
周	俊
（科目代表：太田	修）

J

003 総合演習③
－国際開発・国際協力－ 2

小山田	英治,	西川	由紀子,
Seifudein	ADEM
（科目代表：西川	由紀子）

E

004 総合演習④
－ジェンダー・市民社会・多文化共生－ 2

Anne	GONON,	菊池	恵介,	
内藤	正典
（科目代表：Anne	
GONON）

J

必修科目(クラスター別：８単位)必修科目(クラスター別：８単位)

ア
メ
リ
カ
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

31810008

001 アメリカ研究演習Ⅰ①

2

Gavin	J.	CAMPBELL

春学期 2 1～ 不可

002 アメリカ研究演習Ⅰ② 秋林　こずえ

003 アメリカ研究演習Ⅰ③ 南川　文里

004 アメリカ研究演習Ⅰ④ 菅野　優香

005 アメリカ研究演習Ⅰ⑤ 岡野　八代

006 アメリカ研究演習Ⅰ⑥ （2023年度休講）

007 アメリカ研究演習Ⅰ⑦ 三牧　聖子

31810009

001 アメリカ研究演習Ⅱ①

2

Gavin	J.	CAMPBELL

秋学期 2 1～ 不可

002 アメリカ研究演習Ⅱ② 秋林　こずえ

003 アメリカ研究演習Ⅱ③ 南川　文里

004 アメリカ研究演習Ⅱ④ 菅野　優香

005 アメリカ研究演習Ⅱ⑤ 岡野　八代

006 アメリカ研究演習Ⅱ⑥ （2023年度休講）

007 アメリカ研究演習Ⅱ⑦ 三牧　聖子

31810010

001 アメリカ研究演習Ⅲ①

2

Gavin	J.	CAMPBELL

春学期 2 2～ 不可

002 アメリカ研究演習Ⅲ② 秋林　こずえ

003 アメリカ研究演習Ⅲ③ 南川　文里

004 アメリカ研究演習Ⅲ④ 菅野　優香

005 アメリカ研究演習Ⅲ⑤ 岡野　八代

006 アメリカ研究演習Ⅲ⑥ （2023年度休講）

007 アメリカ研究演習Ⅲ⑦ 三牧　聖子

31810011

001 アメリカ研究演習Ⅳ①

2

Gavin	J.	CAMPBELL

秋学期 2 2～ 不可

002 アメリカ研究演習Ⅳ② 秋林　こずえ

003 アメリカ研究演習Ⅳ③ 南川　文里

004 アメリカ研究演習Ⅳ④ 菅野　優香

005 アメリカ研究演習Ⅳ⑤ 岡野　八代

006 アメリカ研究演習Ⅳ⑥ （2023年度休講）

007 アメリカ研究演習Ⅳ⑦ 三牧　聖子
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登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 単位 担当者 期間 週
時間

配当
年次

聴講
区分 言語 備考

現
代
ア
ジ
ア
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

31820005

001 現代アジア研究演習Ⅰ①

2

冨山　一郎

春学期 2 1～ 不可

002 現代アジア研究演習Ⅰ② 厳　　	善平

003 現代アジア研究演習Ⅰ③ 村田　雄二郎

004 現代アジア研究演習Ⅰ④ 太田　修

005 現代アジア研究演習Ⅰ⑤ 小山田		英治

006 現代アジア研究演習Ⅰ⑥ 錢　　	鷗

31820006

001 現代アジア研究演習Ⅱ①

2

冨山　一郎

秋学期 2 1～ 不可

002 現代アジア研究演習Ⅱ② 厳　　	善平

003 現代アジア研究演習Ⅱ③ 村田　雄二郎

004 現代アジア研究演習Ⅱ④ 太田　修

005 現代アジア研究演習Ⅱ⑤ 小山田		英治

006 現代アジア研究演習Ⅱ⑥ 錢　　	鷗

31820007

001 現代アジア研究演習Ⅲ①

2

冨山　一郎

春学期 2 2～ 不可

002 現代アジア研究演習Ⅲ② 厳　　	善平	・	周　俊

003 現代アジア研究演習Ⅲ③ 村田　雄二郎

004 現代アジア研究演習Ⅲ④ 太田　修

005 現代アジア研究演習Ⅲ⑤ 小山田		英治

006 現代アジア研究演習Ⅲ⑥ 錢　　	鷗

31820008

001 現代アジア研究演習Ⅳ①

2

冨山　一郎

秋学期 2 2～ 不可

002 現代アジア研究演習Ⅳ② 厳　　	善平	・	周　俊

003 現代アジア研究演習Ⅳ③ 村田　雄二郎	・	李　培徳

004 現代アジア研究演習Ⅳ④ 太田　修

005 現代アジア研究演習Ⅳ⑤ 小山田		英治

006 現代アジア研究演習Ⅳ⑥ 錢　　	鷗

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

31830005

001 グローバル社会研究演習Ⅰ①

2

Anne	GONON

春学期 2 1～ 不可

002 グローバル社会研究演習Ⅰ② 西川　由紀子

003 グローバル社会研究演習Ⅰ③ （2023年度休講）

004 グローバル社会研究演習Ⅰ④ 内藤　正典

005 グローバル社会研究演習Ⅰ⑤ 中西　久枝

006 グローバル社会研究演習Ⅰ⑥ 菊池　恵介

007 グローバル社会研究演習Ⅰ⑦ （2023年度休講）

008 グローバル社会研究演習Ⅰ⑧ （2023年度休講）

009 グローバル社会研究演習Ⅰ⑨ （2023年度休講）

31830006

001 グローバル社会研究演習Ⅱ①

2

Anne	GONON

秋学期 2 1～ 不可

002 グローバル社会研究演習Ⅱ② 西川　由紀子

003 グローバル社会研究演習Ⅱ③ （2023年度休講）

004 グローバル社会研究演習Ⅱ④ 内藤　正典

005 グローバル社会研究演習Ⅱ⑤ 中西　久枝

006 グローバル社会研究演習Ⅱ⑥ 菊池　恵介

007 グローバル社会研究演習Ⅱ⑦ （2023年度休講）

008 グローバル社会研究演習Ⅱ⑧ （2023年度休講）

009 グローバル社会研究演習Ⅱ⑨ （2023年度休講）

31830007

001 グローバル社会研究演習Ⅲ①

2

Anne	GONON

春学期 2 2～ 不可

002 グローバル社会研究演習Ⅲ② 西川　由紀子

003 グローバル社会研究演習Ⅲ③ （2023年度休講）

004 グローバル社会研究演習Ⅲ④ 内藤　正典

005 グローバル社会研究演習Ⅲ⑤ 中西　久枝

006 グローバル社会研究演習Ⅲ⑥ 菊池　恵介

007 グローバル社会研究演習Ⅲ⑦ （2023年度休講）

008 グローバル社会研究演習Ⅲ⑧ （2023年度休講）

009 グローバル社会研究演習Ⅲ⑨ （2023年度休講）

31830008

001 グローバル社会研究演習Ⅳ①

2

Anne	GONON

秋学期 2 2～ 不可

002 グローバル社会研究演習Ⅳ② 西川　由紀子

003 グローバル社会研究演習Ⅳ③ （2023年度休講）

004 グローバル社会研究演習Ⅳ④ 内藤　正典

005 グローバル社会研究演習Ⅳ⑤ 中西　久枝

006 グローバル社会研究演習Ⅳ⑥ 菊池　恵介

007 グローバル社会研究演習Ⅳ⑦ （2023年度休講）

008 グローバル社会研究演習Ⅳ⑧ （2023年度休講）

009 グローバル社会研究演習Ⅳ⑨ （2023年度休講）
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登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 単位 担当者 期間 週
時間

配当
年次

聴講
区分 言語 備考

選択科目選択科目

科
目
群
Ａ
（
ア
メ
リ
カ
研
究
）

31800101 アメリカの外交と政治 2 三牧　聖子 春学期 2 1～ 可 E 隔年で言語を変更

31800102 ジェンダーと平和 2 秋林　こずえ 春学期 2 1～ 可 E 隔年で言語を変更

31800132 ジェンダーと開発 2 秋林　こずえ 秋学期 2 1～ 可 E

31800103 アメリカ史 2 Gavin	J.	CAMPBELL 春学期 2 1～ 可 E

31800104 現代アメリカの政治と社会 2 Gavin	J.	CAMPBELL 春学期 2 1～ 可 E

31800105 アメリカにおける宗教 2 Gavin	J.	CAMPBELL 秋学期 2 1～ 可 E

31800106 現代アメリカの文化と社会 2 南川　文里 秋学期 2 1～ 可 E/J

31810204 グローバル時代の日米文化交流 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E/J

31810213 グローバル時代の日米関係 2 三牧　聖子 秋学期 2 1～ 可 J/E

31800107 多文化社会アメリカ 2 南川　文里 春学期 2 1～ 可 J

31800108 現代アメリカのジェンダーとセクシュアリティ 2 菅野　優香 秋学期 2 1～ 可 J

31800109 アメリカの視覚文化 2 菅野　優香 春学期 2 1～ 可 J

31800110 クィア・スタディーズ 2 菅野　優香 春学期 2 1～ 可 E/J

31800111 アメリカ政治思想 2 三牧　聖子 秋学期 2 1～ 可 J/E

31800147 民主主義論 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 J

31800112 フェミニズム思想 2 岡野　八代 秋学期 2 1～ 可 J

31800113 グローバル時代のシティズンシップ論 2 岡野　八代 春学期 2 1～ 可 E 隔年で言語を変更

31800011 現代アメリカと世界 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 E/J

31800114 黒人の表現文化 2 ウェルズ　恵子 秋学期 2 1～ 可 J

31800115 アフリカン・ディアスポラ 2 Raphael	LAMBERT 秋学期 2 1～ 可 E

31810210 ドキュメンタリーフィルムと社会運動 2 想田　和弘 秋学期 2 1～ 可 J

31810122 アメリカの社会と文学１ 2 新田　啓子 春学期 2 1～ 可 J ※注 1

31810123 アメリカの社会と文学２ 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E

31810212 アメリカ文学批評 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E

31801310 特殊研究A10	－アメリカの戦争文学－ 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 E

31801301 特殊研究A1－	国際安全保障論－ 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 不可 J

31801302 特殊研究A2－	アメリカ美術入門－ 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 E

31801303 特殊研究A3－アメリカの社会とアート－ 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E

31801304 特殊研究A4－	自由の帝国の勃興と人種主義－ 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 J

31801308 特殊研究A8－	アジア系アメリカ人の歴史と文化－ 2 和泉　真澄 春学期 2 1～ 可 E/J

科
目
群
Ｂ
（
ア
ジ
ア
研
究
）

31800116 アジア経済論 2 厳　　	善平 秋学期 2 1～ 可 J

31800117 中国経済論 2 厳　　	善平 春学期 2 1～ 可 J

31800118 中国文献研究 2 周　俊 秋学期 2 1～ 可 C/J

31820206 現代アジア思想論 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 J/C 隔年で開講

31820212 東アジア文化交渉論 2 錢　　	鷗 春学期 2 1～ 可 J/C 隔年で開講

31800119 中国の社会と文化 2 須藤　　瑞代 秋学期 2 1～ 可 J

31800120 日中関係史論 2 村田　雄二郎 春学期 2 1～ 可 J

31800121 近現代の中国 2 村田　雄二郎 秋学期 2 1～ 可 J

31802305 特殊研究B5－外交政策論－ 2 浅野　亮 春学期 2 1～ 不可 J/EC

31800122 朝鮮半島の社会と文化 2 藤永　壮 春学期 2 1～ 可 J

31800123 日朝関係史論 2 太田　修 秋学期 2 1～ 可 J

31800124 近現代の朝鮮 2 藤永　壮 秋学期 2 1～ 可 J

31800125 朝鮮文献研究 2 太田　修 春学期 2 1～ 可 K/J

31800126 近現代の日本 2 冨山　一郎 春学期 2 1～ 可 J

31800127 沖縄近現代史 2 冨山　一郎 秋学期 2 1～ 可 J

31820208 アジアの中の日本 2 安里　陽子 秋学期 2 1～ 可 J

31800128 日本文献研究 2 冨山　一郎 秋学期 2 1～ 可 J

31800129 東南アジアと世界 2 小山田		英治 春学期 2 1～ 可 J 隔年で開講

31800130 近現代の東南アジア 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 J 隔年で開講

31800131 東南アジア経済論 2 芦　　	宛雪 春学期 2 1～ 可 E

31802306 特殊研究B6－朝鮮半島の政治と経済－ 2 朴　　	一 秋学期 2 1～ 可 J

31820207 アジアの移民とディアスポラ 2 安里　陽子 春学期 2 1～ 可 J

31803315 特殊研究C15－移民研究の射程と方法－ 2 南川　文里 春学期 2 1～ 可 E/J

31802301 特殊研究B1－現代中国政治研究－ 2 周　俊 春学期 2 1～ 可 J

31802310 特殊研究B10－東アジアにおけるカルチュラル・スタディーズ入門ー 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E

31802317 特殊研究B17－香港商業史－ 2 李　培徳 秋学期 2 1～ 可 E
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登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 単位 担当者 期間 週
時間

配当
年次

聴講
区分 言語 備考

科
目
群
Ｃ
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
）

31800110 クィア・スタディーズ 2 菅野　優香 春学期 2 1～ 可 E/J

31800108 現代アメリカのジェンダーとセクシュアリティ 2 菅野　優香 秋学期 2 1～ 可 J

31800102 ジェンダーと平和	 2 秋林　こずえ 春学期 2 1～ 可 E 隔年で言語を変更

31800132 ジェンダーと開発 2 秋林　こずえ 秋学期 2 1～ 可 E

31800112 フェミニズム思想 2 岡野　八代 秋学期 2 1～ 可 J

31800133 ヒューマン・セキュリティ論とケアの倫理 2 Anne	GONON 春学期 2 1～ 可 E

31800134 イスラームとジェンダー 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E

31800135 ジェンダーと教育 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E/J 隔年で開講

31800136 ラテンアメリカのフェミニズム運動 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 J

科
目
群
Ｄ
（
移
民
・
難
民
・
多
文
化
共
生
論
）

31800137 イスラームと多文化共生 2 内藤　正典 春学期 2 1～ 可 E/J

31800138 移民・難民問題 2 内藤　正典 秋学期 2 1～ 可 J

31830211 教育と人間開発 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 J 隔年で開講

31830212 レイシズム研究 2 菊池　恵介 春学期 2 1～ 可 J

31803304 特殊研究C4－植民地主義研究の諸相－ 2 水谷　智 春学期 2 1～ 可 J

31800127 沖縄近現代史 2 冨山　一郎 秋学期 2 1～ 可 J

31800123 日朝関係史論 2 太田　修 秋学期 2 1～ 可 J

31800115 アフリカン・ディアスポラ 2 Raphael	LAMBERT 秋学期 2 1～ 可 E

31800114 黒人の表現文化 2 ウェルズ　恵子 秋学期 2 1～ 可 J

31801308 特殊研究A8－アジア系アメリカ人の歴史と文化－ 2 和泉　真澄 春学期 2 1～ 可 E/J

31820207 アジアの移民とディアスポラ 2 安里　陽子 春学期 2 1～ 可 J

31803315 特殊研究C15－移民研究の射程と方法－ 2 南川　文里 春学期 2 1～ 可 E/J

31800134 イスラームとジェンダー 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E

科
目
群
Ｅ
（
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
の
課
題
）

31800139 グローバル化と格差問題 2 菊池　恵介 秋学期 2 1～ 可 J

31800133 ヒューマン・セキュリティ論とケアの倫理 2 Anne	GONON 春学期 2 1～ 可 E

31830205 地球市民社会論 2 Anne	GONON 秋学期 2 1～ 可 E

31800113 グローバル時代のシティズンシップ論 2 岡野　八代 春学期 2 1～ 可 E 隔年で言語を変更

31810210 ドキュメンタリーフィルムと社会運動 2 想田　和弘 秋学期 2 1～ 可 J

31800102 ジェンダーと平和 2 秋林　こずえ 春学期 2 1～ 可 E 隔年で言語を変更

31800135 ジェンダーと教育 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E/J 隔年で開講

31800136 ラテンアメリカのフェミニズム運動 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 J

31800140 ラテンアメリカの社会運動と社会政策 2 宇佐見　耕一 秋学期 2 1～ 可 J

31803409 特殊研究D9－核兵器・原子力と人間社会－ 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 J

31803314 特殊研究C14－二十世紀の社会学－ 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 J

31803413 特殊研究D13－紛争と平和－ 2 西川　由紀子 春学期 2 1～ 可 E

31800141 地球環境問題 2
大西　有子,	林　耕次,	
Win	Thiri	Kyaw,	
Lee	Jemyung

春学期 2 1～ 可 E

科
目
群
Ｆ
（
国
際
開
発
・
国
際
協
力
論
）

31800142 グローバル政治経済 2 Seifudein	ADEM 春学期 2 1～ 可 E

31800015 比較地域論 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 J

31800143 国連とグローバルガバナンス 2 中西　久枝 春学期 2 1～ 可 E

31800134 イスラームとジェンダー 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E

31800144 人間開発論 2 Rangarirai	Gavin	
MUCHETU 春学期 2 1～ 可 E

31830112 安全保障の新しい課題 2 西川　由紀子 秋学期 2 1～ 可 E

31830113 国際協力論 2 小山田　英治 春学期 2 1～ 可 J

31830114 開発とガバナンス 2 小山田　英治 秋学期 2 1～ 可 E

31800132 ジェンダーと開発 2 秋林　こずえ 秋学期 2 1～ 可 E

31800116 アジア経済論 2 厳　　	善平 秋学期 2 1～ 可 J

31802302 特殊研究B2－国際関係論－ 2 Seifudein	ADEM 春学期 2 1～ 可 E

31802308 特殊研究B8－プロジェクト・サイクル・マネジメント－ 2 黒田　和秀 春学期 2 1～ 可 E

31802309 特殊研究B9－プロジェクトガバナンス－ 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 E

31803309 特殊研究C9－	開発政策－ 2 （2023年度休講） 春学期 2 1～ 可 E

31800141 地球環境問題 2
大西　有子,	林　耕次,	
Win	Thiri	Kyaw,		
Lee	Jemyung

春学期 2 1～ 可 E
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登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 単位 担当者 期間 週
時間

配当
年次

聴講
区分 言語 備考

科
目
群
Ｇ
（
人
文
・
社
会
科
学
方
法
論
）

31800015 比較地域論 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 J

31802315 特殊研究B15	－アカデミックライティング１（日本語）－ 2 周　俊 春学期 2 1～ 可 J

31802316 特殊研究B16	－アカデミックライティング２（日本語）－ 2 周　俊 秋学期 2 1～ 可 J

31803401 特殊研究D1－アカデミックライティング１（英語）－ 2 Daniel	HEDINGER 春学期 2 1～ 可 E

31803402 特殊研究D2－アカデミックライティング２（英語）－ 2 Daniel	HEDINGER 秋学期 2 1～ 可 E

31804310 社会研究方法論１ 2 Seifudein	ADEM 春学期 2 1～ 可 E

31804311 社会研究方法論２ 2 芦　　	宛雪 秋学期 2 1～ 可 E

31800145 フィールドワーク 2 白河	カルミ 秋学期 2 1～ 不可 J

31800146 インターンシップ 2 小山田　英治
宇佐美　暁 春学期 2 1～ 不可 J 先行登録科目

31803312 特殊研究C12－社会調査とデータ処理－ 2 岡邊　健 春学期 2 1～ 可 J

31803314 特殊研究C14－二十世紀の社会学－ 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 J

31802311 特殊研究B11－ゲームと文化ー 2 （2023年度休講） 秋学期 2 1～ 可 E

31803316 特殊研究C16－歴史研究の新技法：データ、空間、記憶－ 2 周　俊 秋学期 2 1～ 可 J

論文論文

31800091 論文 2～ 不可

31800092 課題研究 2～ 不可

授業における教授言語

J：日本語、E：英語、C：中国語、K：コリア語

例）

Eの場合　：授業はテキストをふくめ、すべて英語で運営される。

EJの場合　：授業は英語と日本語の２か国語で運営される。

E/J の場合：授業は主として英語で運営されるが、補助的に日本語が使用される。

J/E の場合：授業は主として日本語で運営されるが、補助的に英語が使用される。

C/J の場合：授業は主として中国語で運営されるが、補助的に日本語が使用される。

K/J の場合：授業は主としてコリア語で運営されるが、補助的に日本語が使用される。

J/ECの場合：授業は主として日本語で運営されるが、補助的に英語・中国語が使用される。

※注１：	2023 年度春学期修了希望者は登録前にグローバル・スタディーズ研究科事務室に申し出ること。
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【４】前期課程　履修方法と単位数（2020 年度以降生）
1.

①アメリカ研究クラスター

研究科共通必修科目 6単位、アメリカ研究クラスター必修科目 8単位を含み、合計 30単

位以上を履修すること。修士論文を提出せず、特定の課題研究の審査により修了する場合は、

研究科共通必修科目 6単位、アメリカ研究クラスター必修科目 8単位を含み、合計 38単位

以上を履修すること。

②現代アジア研究クラスター

研究科共通必修科目 6単位、現代アジア研究クラスター必修科目 8単位を含み、合計 30

単位以上を履修すること。修士論文を提出せず、特定の課題研究の審査により修了する場合

は、研究科共通必修科目 6単位、現代アジア研究クラスター必修科目 8単位を含み、合計

38単位以上を履修すること。

③グローバル社会研究クラスター

研究科共通必修科目 6単位、グローバル社会研究クラスター必修科目 8単位を含み、合

計 30単位以上を履修すること。修士論文を提出せず、特定の課題研究の審査により修了す

る場合は、研究科共通必修科目 6単位、グローバル社会研究クラスター必修科目 8単位を

含み、合計 38単位以上を履修すること。

2．	本学他研究科科目、本学高等研究教育院設置科目のうち本研究科が定める科目（※）、関

西四大学大学院単位互換科目及び外国協定大学における履修科目は、本研究科の認定を

経て、10単位を超えない範囲で修了単位に算入することができる。

3．	博士課程（後期）への進学を希望する場合は、修士論文の提出を必須とする。

4．	（※ 2022年度以前生）博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・

マネジメント」（プログラム略称：GRM）の修了を目指し修めた単位（GRMプログラム

の修了を“希望する”学生用の科目コードで登録した単位）は、本研究科の学位取得に

必要な単位としてカウントされないので十分に注意すること。

	　	　履修するにあたっては、博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・

マネジメント」について（P.82）及び博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・

リソース・マネジメント」履修要項を熟読すること。	

	　	（※ 2023年度以降生）高等研究教育院設置科目のうち、履修可能な科目についてはすべ

て認定の対象となる。
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＜修了要件表＞

修士論文を提出して修了する場合

必修科目 選択科目
他研究科
　科目等（*）

研究科共通必修科目 クラスター別必修科目

16単位以上
※他研究科科目等は

　　10単位を上限とする
6単位 8単位

14単位

30単位以上

（*）	本学他研究科科目、本学高等研究教育院設置科目のうち本研究科が定める科目、関西四大学大学院単位互換科目及
び外国協定大学における履修科目（合計10単位を上限とする。）

特定の課題研究の審査により修了する場合

必修科目 選択科目
他研究科
　科目等（*）

研究科共通必修科目 クラスター別必修科目

24単位以上
※他研究科科目等は

　　10単位を上限とする
6単位 8単位

14単位

38単位以上

（*）	本学他研究科科目、本学高等研究教育院設置科目のうち本研究科が定める科目、関西四大学大学院単位互換科目及
び外国協定大学における履修科目（合計10単位を上限とする。）
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前期課程　履修方法と単位数（2019・2018 年度生）
1.

①アメリカ研究クラスター

研究科共通必修科目 6単位、アメリカ研究クラスター必修科目 8単位を含み、合計 30単

位以上を履修すること。修士論文を提出せず、特定の課題研究の審査により修了する場合は、

研究科共通必修科目 6単位、アメリカ研究クラスター必修科目 8単位を含み、合計 38単位

以上を履修すること。

②現代アジア研究クラスター

研究科共通必修科目 6単位、現代アジア研究クラスター必修科目 8単位を含み、合計 30

単位以上を履修すること。修士論文を提出せず、特定の課題研究の審査により修了する場合

は、研究科共通必修科目 6単位、現代アジア研究クラスター必修科目 8単位を含み、合計

38単位以上を履修すること。

③グローバル社会研究クラスター

研究科共通必修科目 6単位、グローバル社会研究クラスター必修科目 8単位を含み、合

計 30単位以上を履修すること。修士論文を提出せず、特定の課題研究の審査により修了す

る場合は、研究科共通必修科目 6単位、グローバル社会研究クラスター必修科目 8単位を

含み、合計 38単位以上を履修すること。

2．	本学他研究科科目、本学高等研究教育院設置科目のうち本研究科が定める科目（※）、関

西四大学大学院単位互換科目及び外国協定大学における履修科目は、本研究科の認定を

経て、10単位を超えない範囲で修了単位に算入することができる。

3．	博士課程（後期）への進学を希望する場合は、修士論文の提出を必須とする。

4．	（※）博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・マネジメント」（プ

ログラム略称：GRM）の教育課程で修めた単位（GRMの科目コードで登録した単位）は、

本研究科の学位取得に必要な単位としてカウントされないので十分に注意すること。

	　	　履修するにあたっては、博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・

マネジメント」について（P.82）及び博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・

リソース・マネジメント」履修要項を熟読すること。	
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5．	修了に必要な単位数

修士論文を提出して修了する場合

必修科目 選択科目
他研究科
　科目等（*）

研究科共通必修科目 クラスター別必修科目

16単位以上
※他研究科科目等は

　　10単位を上限とする
6単位 8単位

14単位

30単位以上

（*）	本学他研究科科目、本学高等研究教育院設置科目のうち本研究科が定める科目、関西四大学大学院単位互換科目及
び外国協定大学における履修科目（合計10単位を上限とする。）

特定の課題研究の審査により修了する場合

必修科目 選択科目
他研究科
　科目等（*）

研究科共通必修科目 クラスター別必修科目

24単位以上
※他研究科科目等は

　　10単位を上限とする
6単位 8単位

14単位

38単位以上

（*）	本学他研究科科目、本学高等研究教育院設置科目のうち本研究科が定める科目、関西四大学大学院単位互換科目及
び外国協定大学における履修科目（合計10単位を上限とする。）
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【５】前期課程の修了と学位の取得について
1．修業年限と在学年限

修業年限は原則として２年とし、４年を超えて在学することはできない（休学期間は「在

学」に含まない）。ただし、優れた業績をあげた者については、研究科教授会での審議

により短縮することもできる。

2．修了要件

(1)	博士課程（前期課程）に２年以上在学すること（休学期間は「在学」に含まない）。

(2)	 	所定の単位以上を修得すること。	

修士論文により修了する場合	－	３０単位	

課題研究により修了する場合	－	３８単位

(3)	 	必要な研究指導を受けたうえ、修士論文または課題研究を提出し、その審査および

最終試験に合格すること。

なお、修士論文の審査は、主査１名と副査２名により行う。また、特定の課題研究の審

査は、主査１名と副査１名により行う。いずれの場合も、研究科教授会で審議して合否

を判定する。

3．履修方法と修了に必要な単位数 

「履修方法」を参照（2020年度以降生 P.17、2018・2019 年度生 P.19）。

4．修士論文および課題研究の作成と提出（学位審査基準）

（1）修士論文

修士論文は、博士前期課程での学修・研究の成果として、優れて独創的な研究能力を

有することを示すものでなければならない。そのため当該研究領域の先行研究に関す

る整理や論点の提示、または客観的な論証手続きにもとづく論述が必要となる。

（2）課題研究

課題研究とは修士論文に代わるもので、博士課程（前期課程）での学修・研究の成果

として、論文と同様に、主査・副査の審査を経なければならない。課題研究は、博士

課程（前期課程）の修了要件としての論文に代わるものであるが、論文のように独創

的な研究と成果を求めるものではない。博士課程（前期課程）での学修・研究の成果

として、高度の専門性が要求される職業等に必要とされる能力を有することを示すも

のでなければならない。

注意

「修士論文提出による修了」を選択した者は、事務室への届出以降は、38単位を修

得見込みであっても、「課題研究提出による修了」に変更することは原則として認め

ない。同様に、「課題研究提出による修了」を選択した者が「修士論文提出による修了」

に変更することも原則として認めない。

5．提出要領

（1）提出期間と時間および提出先

● 	3 月修了希望者：2024年 1月 12日（金）～ 1月 19日（金）　9時～ 11時 30分、

12時 30分～ 17時

● 	9 月修了希望者：2023年 6月 22日（木）～ 6月 30日（金）　9時～ 11時 30分、

12時 30分～ 17時
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●提出先：ＧＳ研究科事務室（事務室の開室日・開室時間に限る。）

　・提出前の諸手続を全て完了していること。（P.25 参照）

　・必ず指導教員の承認を得てから提出すること。

　・提出期間以外の提出は受け付けない。

　・本人が必要書類をすべて揃えて窓口に持参すること。

　・受付時、事務室側で書類確認は行わない。受付後の差替え、追加、返却もできない。

　・提出期間最終日は、事務室内（閲覧室内コピー機を含む）での作業は不可。

　・休学中は提出できない。

　・	長期履修生は、延長した年限の最終年度後半を迎えるまでは提出できない。	

（例：4年履修の場合、4年目の秋学期提出期間にならないと提出できない）

（2）受理の決定

提出書類にもとづいて研究科教授会で受理の可・否を審議し、「可」となった場合は

修士論文（課題研究）の審査対象となる。受理の可・否の結果は指導教員に確認する

こと。

（3）提出書類と部数

①修士論文（製本用２部、審査用３部）

　課題研究（審査用２部）

　　（綴じる順序は「（6）その他」を参照のこと）

②論文梗概（Abstract）（修士論文の場合は製本用２部、審査用３部、

　課題研究の場合は２部必要）

③製本代納入済証 1部（5,720 円、証明書発行機＜志高館 1階＞で納入）

　（課題研究の場合は製本しないため、納入済証は不要）

（4）様式

①修士論文・課題研究本文（Body	text）

　〈修士論文〉

　・	日本語の場合…A4、横書き、40字× 30 行、34 枚程度（図表、写真等、参考

文献は含まない）、片面使用、左横綴じ

　・	英語の場合…A4、ダブルスペースで50枚程度（12ポイント、Times	New	Roman）

　　（図表、写真等、参考文献は含まない）、片面使用、左横綴じ

　〈課題研究〉

　・修士論文の半分程度、片面使用、左横綴じ

②修士論文・課題研究梗概（Abstract）

　・	本文とは異なる言語で作成すること。（日本語で修士論文・課題研究を執筆した

場合は、英語で作成すること。ただし英語で修士論文・課題研究を執筆した場合

は、英語でもよい。）

　・日本語の場合…A4、横書き 40字× 30行、１枚程度、片面使用、左横綴じ

　・	英語の場合…A4、ダブルスペースで１枚程度（12ポイント、Times	New	Roman）、

片面使用、左横綴じ

　※	①	②	は、タイプ打ちで作成すること

（5）無断引用の禁止

　文献、図表等を、出典を明記せずに引用した場合は不合格とする。
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（6）その他

①・	審査用３部（課題研究の場合は２部）は、表紙・背表紙を貼り付けたレバーファ

イルに綴じて提出すること。	

　　順序：中表紙→梗概→目次→論文（本文）→参考文献

　・	製本用２部（課題研究の場合は提出不要）は大きなサイズの封筒に入れて提出す

ること（封筒の表に学生 IDと氏名を記入）。

②	事務室窓口にて綴じ見本を閲覧可能。

6．最終試験 

（1）	博士課程（前期課程）の修了判定（修士論文・課題研究）の最終試験として、口

頭試問を実施する。

　　	 	提出された修士論文・課題研究について３月修了予定者は２月中旬（2024 年２

月 14 日（水）を予定）、９月修了予定者は７月下旬（2023 年７月 20 日（木）

を予定）に実施する。

（2）	修士論文による修了については、原則として所属クラスター教員の中より、主査

１名、副査２名が審査（口頭試問）を行う。

（3）課題研究による修了については、主査１名、副査１名が審査（口頭試問）を行う。	

7．博士課程（前期課程）の修了

（1）	博士課程（前期課程）に原則とし２年以上在学し、大学院学則所定の単位を修得し、	

必要な研究指導を受けたうえ、修士論文または課題研究を提出して、その審査お

よび最終試験に合格することで修了となる。

（2）	博士課程（前期課程）修了の認定は、研究科教授会の議を経て、研究科長会での

学位論文総合審査で決定される。

8．学位の授与

本研究科博士課程（前期課程）を修了した者には、クラスターにより、以下の学位が授

与される。

修士（アメリカ研究）（同志社大学）Master	of	Arts	in	American	Studies

修士（現代アジア研究）（同志社大学）Master	of	Arts	in	Contemporary	Asian	

Studies

修士（グローバル社会研究）（同志社大学）Master	of	Arts	in	Global	Society	

Studies

9．学位授与式

３月および９月に学位授与式を行う。

なお、すべての科目を英語で履修した場合に限り、英文学位記を発行することができる。

－23－



10．修士学位論文の保管

修士学位論文は、グローバル・スタディーズ研究科に１部を保管する。
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11．修士学位取得までのプロセス

	［　］は９月修了の場合

第１年次

年度初め

・履修科目の登録

・	研究指導教員の決定（指導教員届〔所定用紙〕を事

務室に提出）

・「研究計画書」提出（様式自由、指導教員へ提出）

各学期中
・演習科目で研究指導・研究発表

・研究成果の公表に努める

年度末 ・「研究成果報告書」の提出（様式自由、指導教員へ提出）

第２年次

年度初め
・【A】履修科目の登録（「論文」を登録）

・【B】「研究計画書」提出（様式自由、指導教員へ提出）

7月末

［1月末］

・【C】「修士論文・課題研究　選択届」（所定用紙）提出

※	修士論文提出か課題研究提出による修了かを指導教

員と相談の上、左記の期日までに事務室に届け出る。

（ただし、休日の場合は、前日もしくは前々日の金曜

日とする）

10月末

［4月末］

・【D】「修士論文・課題研究　題目届」（所定用紙）提出

※	論文提出者、課題研究提出者共に、題目を左記の期

日までに事務室に届け出る。（ただし、休日の場合は、

前日もしくは前々日の金曜日とする）

各学期中
・演習科目で研究指導・研究発表

・研究成果の公表に努める

11月末	［５月末］ ・【E】草稿を指導教員に提出（※草稿…修正可能な最終稿）

1月12日～１月19日

［6月22日～6月30日］

・修士論文、または課題研究提出

※	修士論文または課題研究の提出にあたっては、上記【A】

～【E】の手続きを全て完了しておかなければならない。

【C】および【D】はグローバル・スタディーズ研究科

HP内、「各種申請・提出書類」ページからダウンロー

ドすること。

修
士
論
文
お
よ
び
課
題
研
究
審
査

論文提出後

・	修士論文審査委員の選定（主査１名、副査２名を、

研究科教授会で決定）

　（課題研究審査の場合は、主査１名、副査１名）

１月下旬～２月中旬

［７月～８月上旬］

・修士論文（論文査読・口頭試問）

・課題研究（査読・口頭試問）

２月中旬

［９月初旬］
・合否決定（研究科教授会）

３月初旬

［９月中旬］
・博士学位論文総合審査（研究科長会）

３月下旬

［９月下旬］
・学位授与式
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【【表表紙紙・・中中表表紙紙（（日日本本語語））】】

修士論文／課題研究

○○○○○○○○○○○○○○○

－○○○○○○○○○○－

同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科

グローバル・スタディーズ専攻 博士課程（前期課程）

氏名

（学生 ID） 

○○○○年○月

※サブタイトルはハイフン

（全角で統一）で囲むこと。

※提出年月

【６】修士論文／課題研究　提出サンプル
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○○○○○○○○○○○○○○○：

○○○○○○○○○○

【梗概】

梗概 「梗概」と標記すること。

 ４０字

○○

 ○ ↑ 

 ○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○－

３０行 

 ○

－ － 

修士論文は製本するので左側に余白をとること！25～30mm
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○－

【本文】

 ○ ↑ 

 ○

 ○

（本文）

－ ○○ 

┌→ P.1 から付与すること。 

－ 

修士論文は製本するので左側に余白をとること。25～30mm 

３０行 

－ － 
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【参考文献】

参考文献 参考文献目録、脚注等項目のタイトルを標記すること。 

  ４０字

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○－

 ○ ↑ 

 ○

 ○

┌→ P.1 から付与すること。 

－ ○○ － 

３０行 

－ － 

修士論文は製本するので左側に余白をとること！25～30mm
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訳がある場合は、日本語文献の表記に倣って外国語文献の後に付す。] 

(1) 単著の場合

Walter LaFeber, The Clash: U.S.-Japanese Relations Throughout History(New York: W.W.Norton &
Co., 1997), 34, 125-27.

(2) 編著論文・論文集の場合

H.M. Baldwin, H.L.S.Creek, and J.H. McKee, A Handbook of Modern Writing(New York: McGraw-
Hill, 1930), 45.

(3) 雑誌論文の場合

Bruce Weber, “The Myth Maker: The Creative Mind of Novelist E.L.Doctorow,” New York Times
Magazine, 20 October 1985, 42.

(1)直前出の場合

同書，７頁。

Ibid., p. 18. 

(2)その他の場合 [同一著者のものが複数ある場合は出版年を付す。]
著者姓，前掲書，17 頁。

著者姓，前掲論文，67 頁。

著者姓，前掲論文（1999 年）５頁。

編者姓，前掲論文（2009 年 a）89 頁。

編者姓，前掲論文（2009 年 b）39 頁。

Solmons, op. cit., pp. 23-25.

○前掲書の注記については下記によるものとする。[外国語文献の場合は、当該外国語の文献表

記の一般例に倣って表記する。]

注の表記（例）

【1】 日本語の文献 

（1）単著の場合

著者名『書名』出版社，19●●年（←発行年），●●●頁（←総ページ数）。 

（2）編著論文集の場合

著者名「論文名」（編著者名『書名』出版社，19●●年）●●-●●頁。 

（3）雑誌論文の場合

著者名「論文名」『雑誌名』（発行元）第●巻第●号，20●●年，●●-●●頁。 

（4）新聞記事の場合

著者名（署名記事なら）「見出し」『新聞名』[夕刊なら、二重カッコの外側で（夕刊）と表記] 

20●●年●●月●●日。[頁は表記しなくてもよい。発行時間で配列が変わる場合があるので] 

【2】 外国語の文献[カンマ、ピリオドの後は半角空ける。副題がある時はコロンで切る。翻
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○
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入学年度

学籍番号

（学生 ID の下 4 桁）

氏名

Spine Sheet

Title Title Title Title Title
Title 

 
 Subtitle Subtitle Subtitle 

 
 

  (Student ID
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am
e N

am
e N

am
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修修士士論論文文提提出出方方法法：：

審査用 3 部（それぞれファイルに綴じる）と製本用 2 部（合わせて封筒に入れる）、製本代納入

済証 1 通を揃えて、提出すること。 

提出物

【製本用】

※封筒（表に学生 ID と氏名を明記）に、①～⑤をクリップどめしたものを 22 部部、

大きなサイズの封筒に入れて提出すること。

（入れる）

××  22 部 

（1 部ずつクリップで留める）  

③ ④ ⑤

②①

＋＋  ＋＋
表紙を

貼付

背
表
紙

学生 ID と 
氏名を

明記

学生 ID と 
氏名を

明記

製本代

納入済証

【審査用】

① ② ③
表紙 ④ ⑤

× 3①同様 部

（綴じる）

※表紙（中表紙（①）と同じ）と背表紙（題目・学生 ID・氏名を明記）を貼付した

レバーファイルに、①～⑤を綴じる。ファイルを 3 部提出すること。

① 表紙

② 梗概

③ 目次

④ 論文（本文）

⑤ 参考文献

⑥  製本代納入済証 1 通（ 5,720 円、証明書発行機＜志高館 1 階＞で納入のこと）
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課題研究提出方法：

審査用 2 部（それぞれファイルに綴じる）を提出すること。

 

提出物

表紙を

貼付

【審査用】

① ② ③
表紙 ④ ⑤

× 2①同様 部

（綴じる）

※表紙（中表紙（①）と同じ）と背表紙（題目・学生 ID・氏名を明記）を貼付した

　レバーファイルに、①～⑤を綴じる。ファイルを 2 部提出すること。

① 表紙

② 梗概

③ 目次

④ 論文（本文）

⑤ 参考文献
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【７】前期課程の履修の流れについて

■履修の流れサンプル図（例：グローバル社会研究クラスター）

履修の流れ
１年次春学期 １年次秋学期 ２年次春学期 ２年次秋学期

上記のほかに、選択科目等を履修

（必修科目）

グローバル社会研究演習Ⅰ

「論文」を登録

グローバル社会研究演習Ⅱ

（必修科目）

修士論文（または課題研究）

の作成・提出

総合演習

（必修科目）

（必修科目）

グローバル・スタディーズ入門

（必修科目）

グローバル社会研究演習Ⅲ

理論と方法

グローバル社会研究演習Ⅳ

（必修科目）

（必修科目）
指
導
教
員
の
決
定

①　指導教員について

指導教員は、入学後のオリエンテーション期間中にオフィスアワーを実施し、希望する

教員と面談し指導教員届（所定用紙）を提出後、決定する。

②　	クラスター毎の「演習Ⅰ」・「演習Ⅱ」・「演習Ⅲ」・「演習Ⅳ」は、指導教員のクラスを登

録すること。

指導教員は、入学後のオリエンテーション期間に決定するが、その後、研究テーマの変

更等で指導教員の変更を希望する場合は、所属するクラスターの教務担当または研究科

教務主任（P.222 参照）に申し出る。

③　２年次春学期の科目登録の際には、一旦、全員「修士論文」を登録すること。

（博士後期課程への進学を希望する場合は、修士論文必修）

④　	修士論文あるいは課題研究による修了方法の希望について、「修士論文・課題研究選択届」

を、２年次の 7月末日（９月修了の場合は翌年１月末日）までに事務室に届け出ること。

（いずれの場合も、締切日が土日の場合、前日もしくは前々日の金曜日までとする。）

⑤　	「修士論文・課題研究題目届」を、２年次の１０月末日（９月修了の場合は翌年４月末日）

までに事務室に届け出ること。（いずれの場合も、締切日が土日の場合、前日もしくは前々

日の金曜日までとする。）

⑥　	修士論文、課題研究は、２年次の１月に提出する（９月修了の場合は６月）。（P.21 ～

の「前期課程の修了と学位の取得について」を参照）

⑦　特殊研究A・B・C・Dについて

　　毎年度、様々な最新のトピックスを扱う講義を開講している。

　　ただし、一年限りの講義となるケースもあるので、履修の際は注意すること。
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⑧　本学他研究科科目、本学高等研究教育院設置科目、他大学科目について

　	　本学他研究科科目（※１）、本学高等研究教育院設置科目のうち本研究科が定める科

目（※２）、関西四大学大学院単位互換科目（P.39 参照）及び外国協定大学における履

修科目を、修了単位に算入することができる。ただし、「履修方法・修了要件」（P.18・

20）に定める条件を満たしたうえで、算入できるものとし、合計 10単位を超えないも

のとする。登録の際には指導教授とよく相談すること。

　※１　	ただし、登録については当該科目の開設研究科が他研究科生に履修を認めている

科目に限る。

　※２　	詳細は⑬を参照。

⑨　入学前修得科目について

　	　教授会が教育上有益と認めるときは、入学前に大学大学院において修得した単位（科

目等履修生として修得した単位を含む）を本大学院において修得したものとして、10

単位を超えない範囲で認定することができる。

　※　	ただし、2021年度以降は15単位を超えない範囲で認定することができるものと

する。

⑩　算入できる単位数の上限について

　	　⑧及び⑨で修得した単位について、合計 10単位を上限として、修了単位に算入できる。

　※　	ただし、2021 年度以降は合計 20単位を上限として、修了単位に算入できるもの

とする。

⑪　学部科目の履修について

　	指導教員が必要と認めた場合は、学部科目を登録履修することができる場合がある。

　	ただし、修了単位としては認めない。なお、必ず事前に当該科目の設置学部事務室に相

談すること。

⑫　免許・資格について

　	　グローバル・スタディーズ研究科で取得可能な教員免許の専修免許状は、「中専免（社

会）」「高専免（公民）」である。（専修免許状は、一種免許状を取得する者のみ取得可能）

　	　詳細は「免許・資格関係履修要項」を参照すること。

　	　教職課程履修希望者は、免許資格課程センター事務室免許資格係（良心館１階今出川

キャンパス教務センター内、TEL	075‐251‐3208）に相談すること。

⑬	（※ 2022 年度以前生）博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・

マネジメント」（プログラム略称：GRM）の修了を目指し修めた単位（GRMプログラム

の修了を“希望する”学生用の科目コードで登録した単位）は、本研究科の修了単位とし

てカウントされないので十分に注意すること。

　	　履修するにあたっては、博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・

マネジメント」について（P.82）及び博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・

リソース・マネジメント」履修要項を熟読すること。

　	（※ 2023 年度以降生）本学高等研究教育院設置科目のうち、履修可能な科目はすべて認

定の対象となる。
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⑭　3年目以降の学費について

　	　2年以上在学（休学期間は含まない）し、修了に必要な単位を修得した場合は、次の

学期から授業料及び教育充実費が半額となる。ただし、学部又は大学院の授業科目を履

修する場合および長期履修学生については適用されないので注意すること。

－37－



【８】前期課程の登録・試験・成績について

1. 登録に関する一般的注意

①　	登録は必ず定められた期間内にWEB（学修支援システムDUET）にて行うこと（正規

学生のみ）。

②　	一度合格した科目を再度履修することはできない。

③　	同じ曜日講時に２つの科目を登録することはできない。

④　	登録にあたっては、修了要件・履修条件・履修可否等を本手引きおよび「大学院履修要

項」で確認のうえ、登録エラーがないように注意すること。特に、他研究科の科目を登

録する場合は、大学院履修要項で聴講可否を確認すること。科目の概要等については、

同志社大学ホームページ https://syllabus.doshisha.ac.jp で確認すること。

⑤　	間違った科目コードで登録することのないように注意すること。科目コード８桁（グロー

バル・スタディーズ研究科前期課程の開講科目は 318で始まる）＋クラスコード３桁

⑥　	WEB 登録の手続は、余裕をもって、期日のサービス時間内に登録を完了させること。

本学のネットワーク障害やサーバ障害によってWEB登録のサービスが中断される場合

を除き、個人の事情（パソコンの不具合など）による登録手続の未完了や登録もれ、ミ

スについては対応しない。

⑦　	春学期開講科目については、WEB登録期間終了後は、変更（追加・削除）は認めない。

⑧　	春学期開講科目、秋学期開講科目ともに 4月のWEB登録期間に登録する必要がある。

ただし、秋学期開講科目については、秋学期の講義開始前（9月）に、登録変更（追加・

削除）を受け付ける。登録変更の日程は７月に掲示する。

⑨　	学部科目、関西四大学大学院単位互換科目、「インターンシップ」はWEB登録できない。

登録期間中にグローバル・スタディーズ研究科事務室で所定用紙にて登録すること。

⑩　	「見る」「聴く」「話す」「四肢を使って作業する」など、心身の機能障がいのため「社会

的障壁」となる内容を含む科目（演習、実験、実習、語学など）については、「合理的

配慮」として代替措置をとることが可能なものがある。

　　　登録前に、グローバル・スタディーズ研究科事務室に相談すること。

⑪　	前期課程の 2年次生以上の学生が修了見込証明書の発行を希望する場合、「これまでに

修得した単位数」と「新たに登録する科目の単位数」（いずれも、修了単位数に加算さ

れるもののみ）の合計が、少なくとも修了必要単位数以上であること、および在学年数

が 2年以上となる見込みであること（休学期間除く）が発行の条件となる。とりわけ

前者については、定められた登録期間以外の科目登録は認められないので注意すること。

　　	　なお、春学期に休学する際も、春学期登録期間中に秋学期科目を登録することが可能

である。就職活動等により休学中に修了見込証明書の発行が必要な場合は、必ず春学期

登録期間中に秋学期科目の科目登録を行うこと。

2. 登録関係スケジュール

〈春学期〉

登録相談

登録する科目（年間）を所定用紙に記入し、登録相談時に指導教員に提出して指導を受け

ること。

－38－



ＷＥＢ登録

日　時：　4月 5日（水）10：00～ 4月 6日（木）17：00（日本時間）

方　法：　WEBによる登録（学修支援システムDUETによる履修科目登録）

　　　　　パソコンから科目の登録を行う。自宅のパソコンからも登録可能。

　　　　　期間内であれば、何度でも変更・修正可能。

　　　　　詳細は、別紙パンフレットを参照すること。

特別学生およびWEB登録が不可能な場合は、4月 5日（水）17：00（日本時間）までに

グローバル・スタディーズ研究科事務室へ相談に来ること。

先行登録科目の登録について

「開講科目一覧表」（P.12 ～）に記載の科目のうち、備考欄に「先行登録科目」と記載さ

れているものについては、WEBでの登録はできない。登録を希望する者は、下記の指示に従っ

て手続きすること。

また、本研究科科目以外にも先行登録科目がある（日本語、日本文化教育科目含む）。設

置研究科・学部等に確認すること。

■「インターンシップ」

事前に科目担当者と相談の上、4月 5日（水）までにグローバル・スタディーズ研究科

事務室にて登録すること。

※	学外でのインターンシップを伴う科目であるため、2023年９月修了予定者は原則と

して履修不可。

関西四大学大学院学生の交流科目について

「関西四大学大学院学生の単位互換に関する協定書」により、他大学（関西学院・関西・

立命館）大学院科目の履修を希望する場合は、事前に指導教員から相手大学の担当教員への

打診が必要となる。必ず指導教員に相談のうえ、グローバル・スタディーズ研究科事務室に

申し出ること。

履修要項・時間割はメールにて送付する。

提出書類：　	①関西四大学単位互換履修生願書	

②写真 2枚（タテ 3cm×ヨコ 2.4cm）	

提出先はグローバル・スタディーズ研究科事務室。

提出締切：4月 4日（火）17：00

登録科目確認表の配付

以下の期間内に、「学修支援システムDUET」よりダウンロードし確認すること。

日　時：　4月 12日（水）～ 14日（金）

※登録エラーがあれば、上記期間の事務室開室時間内に事務室で修正手続を行うこと。

　	修正手続を行わない場合、事務室にてエラーが発生している科目の登録を削除するので注

意すること。
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履修中止について

授業開始後１か月程度授業を受講し、望ましい評価が得られないと判断した科目（履修中

止不可科目を除く）については、履修の中止を認める（GPAには影響しない）。ただし、下

記の履修中止不可科目を除く。

　※	特段の事情があり下記科目の履修中止を希望する場合は、各学期の履修中止申請締切日

までにグローバル・スタディーズ研究科事務室へ申し出ること。

日　時：　5月 15日（月）・16日（火）

方　法：　各自「学修支援システムDUET」（WEB）で行う（正規学生のみ）。

　　　　　※	特別学生および、事務室で所定用紙により登録した科目の履修中止を希望する

場合は、期間内に事務室にて中止手続を行うこと。

■履修中止不可科目について

科目コード 学期 科目名・クラス

31800002 春学期 /秋学期 グローバル・スタディーズ入門①～②

31800003 秋学期 理論と方法①～⑤

31800004 春学期 総合演習①～④

31810008 春学期 アメリカ研究演習Ⅰ①～⑦

31810009 秋学期 アメリカ研究演習Ⅱ①～⑦

31810010 春学期 アメリカ研究演習Ⅲ①～⑦

31810011 秋学期 アメリカ研究演習Ⅳ①～⑦

31820005 春学期 現代アジア研究演習Ⅰ①～⑥

31820006 秋学期 現代アジア研究演習Ⅱ①～⑥

31820007 春学期 現代アジア研究演習Ⅲ①～⑥

31820008 秋学期 現代アジア研究演習Ⅳ①～⑥

31830005 春学期 グローバル社会研究演習Ⅰ①～⑨

31830006 秋学期 グローバル社会研究演習Ⅱ①～⑨

31830007 春学期 グローバル社会研究演習Ⅲ①～⑨

31830008 秋学期 グローバル社会研究演習Ⅳ①～⑨

31800146 春学期 インターンシップ

〈秋学期〉（P.38 ～春学期の流れ参照）

　詳細は掲示・DUET・大学ホームページで確認すること。

　9月中旬以降：科目登録変更受付～確認

　10月下旬：履修中止

3. 外国の大学院への留学について

大学院学則第２０条の２（在学中、研究科委員会〈教授会〉が本人の教育上有益と認め、

学長が承認した場合に限り、本学の認定する外国の大学の大学院に留学することができる。

ただし、本学に１年以上在学した者）によって留学した場合、留学先の大学院で修得した単

位を、帰国後に単位認定を行ったうえ修了に必要な単位数に算入することができる。（上限

は 15単位）在学中に留学できる期間は半年または１年間とする。なお、特別な事情がある

場合には１年間を限度として延長を許可することがある。留学期間は修業年限および在学年

限に算入される。
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4. 試験について

試験・レポート試験要領は、掲示板で確認すること。

試験の注意

●　	試験時は学生証を持参すること。

●　	答案用紙の学生ＩＤ・氏名は必ずペン書きすること。

●　	試験開始より 15分以上遅刻した者は受験できない。また、試験開始後 30分を経過

するまでは退室できない。

●　	授業日数の 3分の 2以上の出席がない場合は、科目担当者の判断によって、受験資

格を取り消すことがある。

論文・レポート試験の注意

●　	レポートには所定の表紙を付け、ホッチキスで上綴じすること。

　　表紙は生協購買部で購入可能。または大学ホームページからダウンロード可能。

　　（https://www.doshisha.ac.jp/students/curriculum/exam_type.html）

●　	学生証を持参のうえ、本人が提出すること。代理提出は認めない。

●　	提出締切日・時間に遅れたレポートは一切受け付けない。突発的な事故等やむを得な

い事情により、締切に間に合わない場合は、必ず締切時間までに提出先に連絡を取り、

指示を受けること。

●　	表紙およびレポート受領証は、ペン書きのこと。

●　	一度提出したレポートに加筆・修正はできない。

●　	レポート受領証は、評価が出るまで保管すること。

5. 学業成績（GPA 制度）

　各科目の成績評価を７段階（A＋，A，B＋，B，C＋，C，F）で評価し、各成績評価段階に

4.5 ～ 0.0 の評点（Grade	Point）を付与して、1単位あたりの評点平均値＝GPA（Grade	

Point	Average）を算出する。

○判定基準

評価 評点 評定内容

A＋ 4.5 特に優れた成績を示した

A　 4.0 A＋に準じた成績を示した

B＋ 3.5 優れた成績を示した

B　 3.0 B＋に準じた成績を示した

C＋ 2.5 妥当と認められる成績を示した

C　 2.0 C＋に準じた成績を示した

F　 0.0 合格と認められるに足る成績を示さなかった

上記段階評価を行わない科目の評価は、PAS（合格）、FAL（不合格）、TFC（認定）、

PEN（保留）、CNT（継続）とし、GPAには算入されない。

※合格もしくは不合格として評価される合否科目はP.42 を参照すること。
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○不合格科目と再履修

Fあるいは FAL評価であった科目は不合格科目とし、単位の修得とみなさない。

再履修は、不合格科目に限り認める。

○GPA算出方法

A＋～ Fの段階で評価された全科目の評価を評点に換算し、1単位あたりの評点平均値を

学期毎および累積で算出する。F評価であった科目を再履修してC以上の評価を得た場合、

最終の F評価は新たな評価に書き換えられる。単位が設定されていない科目、A＋～ F以

外の評価がついている科目は、GPAに算入されない。

〔GPA算出方法〕

(A＋) ～ (F) は A＋～ Fの評価が付いた科目の単位数の合計として、以下の数式より算出

する。

((A＋)×4.5+(A)×4.0+(B＋)×3.5+(B)×3.0+(C＋)×2.5+(C)×2.0+(F)×0.0）

／ ((A＋)+(A)+(B＋)+(B)+(C＋)+(C)+(F))　　　　　　　　

合否科目について

科目コード 科目名・クラス

31800002 グローバル・スタディーズ入門①～②

31800146 インターンシップ

31800091 論文

31800092 課題研究

31800145 フィールドワーク
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博士後期課程



【９】開講科目一覧表

グローバル・スタディーズ研究科グローバル・スタディーズ研究科
グローバル・スタディーズ専攻：後期課程（2020年度以降生）グローバル・スタディーズ専攻：後期課程（2020年度以降生）

登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 主題 単位 担当者 期間 備考

研究指導科目

ア
メ
リ
カ
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41810110 001 アメリカ特殊研究Ⅰ・① アメリカの歴史と社会 Gavin	J.	CAMPBELL

春学期

41810120 001 アメリカ特殊研究Ⅱ・① アメリカ社会と文化 南川　文里

41810130 001 アメリカ特殊研究Ⅲ・① アメリカの社会と文学 （2023年度休講）

41810140 001 アメリカ特殊研究Ⅳ・① アメリカの社会と国際関係 秋林　こずえ

41810150 001 アメリカ特殊研究Ⅴ・① アメリカの政治と社会 岡野　八代

41810160 001 アメリカ特殊研究Ⅵ・① アメリカのジェンダーと社会 菅野　優香

41810110 011 アメリカ特殊研究Ⅰ・⑪ アメリカの歴史と社会 Gavin	J.	CAMPBELL

秋学期

41810120 011 アメリカ特殊研究Ⅱ・⑪ アメリカ社会と文化 南川　文里

41810130 011 アメリカ特殊研究Ⅲ・⑪ アメリカの社会と文学 （2023年度休講）

41810140 011 アメリカ特殊研究Ⅳ・⑪ アメリカの社会と国際関係 秋林　こずえ

41810150 011 アメリカ特殊研究Ⅴ・⑪ アメリカの政治と社会 岡野　八代

41810160 011 アメリカ特殊研究Ⅵ・⑪ アメリカのジェンダーと社会 菅野　優香

現
代
ア
ジ
ア
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41820110 001 現代アジア特殊研究Ⅰ・① 現代中国社会・文化論 厳　　善平

春学期

41820120 001 現代アジア特殊研究Ⅱ・① 朝鮮半島の社会・文化論 太田　修

41820130 001 現代アジア特殊研究Ⅲ・① 東南アジアの社会・政治論 小山田　英治

41820140 001 現代アジア特殊研究Ⅳ・① アジア比較社会論 冨山　一郎

41820150 001 現代アジア特殊研究Ⅴ・① アジア地域間関係論 村田　雄二郎

41820160 001 現代アジア特殊研究Ⅵ・① アジアの歴史と文化 錢　　鷗

41820110 011 現代アジア特殊研究Ⅰ・⑪ 現代中国社会・文化論 厳　　善平

秋学期

41820120 011 現代アジア特殊研究Ⅱ・⑪ 朝鮮半島の社会・文化論 太田　修

41820130 011 現代アジア特殊研究Ⅲ・⑪ 東南アジアの社会・政治論 小山田　英治

41820140 011 現代アジア特殊研究Ⅳ・⑪ アジア比較社会論 冨山　一郎

41820150 011 現代アジア特殊研究Ⅴ・⑪ アジア地域間関係論 村田　雄二郎・
李　培徳

41820160 011 現代アジア特殊研究Ⅵ・⑪ アジアの歴史と文化 錢　　鷗

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41830110 001 グローバル社会特殊研究Ⅰ・① 人口移動と多文化社会論 内藤　正典

春学期

41830120 001 グローバル社会特殊研究Ⅱ・① 開発政策論 中西　久枝

41830130 001 グローバル社会特殊研究Ⅲ・① 地域安全保障論 峯　陽一

41830140 001 グローバル社会特殊研究Ⅳ・① グローバル化と紛争 西川　由紀子

41830150 001 グローバル社会特殊研究Ⅴ・① 市民社会と人道主義 Anne	GONON

41830160 001 グローバル社会特殊研究Ⅵ・① グローバル化とレイシズム 菊池　恵介

41830170 001 グローバル社会特殊研究Ⅶ・① 比較地域開発論 （2023年度休講）

41830110 011 グローバル社会特殊研究Ⅰ・⑪ 人口移動と多文化社会論 内藤　正典

秋学期

41830120 011 グローバル社会特殊研究Ⅱ・⑪ 開発政策論 中西　久枝

41830130 011 グローバル社会特殊研究Ⅲ・⑪ 地域安全保障論 峯　陽一

41830140 011 グローバル社会特殊研究Ⅳ・⑪ グローバル化と紛争 西川　由紀子

41830150 011 グローバル社会特殊研究Ⅴ・⑪ 市民社会と人道主義 Anne	GONON

41830160 011 グローバル社会特殊研究Ⅵ・⑪ グローバル化とレイシズム 菊池　恵介

41830170 011 グローバル社会特殊研究Ⅶ・⑪ 比較地域開発論 （2023年度休講）
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登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 主題 単位 担当者 期間 備考

コース指導科目

ア
メ
リ
カ
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41810100 001 演習Ⅰ・① 2 Gavin	J.	CAMPBELL

春学期

41810100 002 演習Ⅰ・② 2 秋林　こずえ

41810100 003 演習Ⅰ・③ 2 南川　文里

41810100 004 演習Ⅰ・④ 2 菅野　優香

41810100 005 演習Ⅰ・⑤ 2 岡野　八代

41810100 006 演習Ⅰ・⑥ 2 （2023年度休講）

41810200 001 演習Ⅱ・① 2 Gavin	J.	CAMPBELL

秋学期

41810200 002 演習Ⅱ・② 2 秋林　こずえ

41810200 003 演習Ⅱ・③ 2 南川　文里

41810200 004 演習Ⅱ・④ 2 菅野　優香

41810200 005 演習Ⅱ・⑤ 2 岡野　八代

41810200 006 演習Ⅱ・⑥ 2 （2023年度休講）

現
代
ア
ジ
ア
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41820100 001 演習Ⅰ・① 2 冨山　一郎

春学期

41820100 002 演習Ⅰ・② 2 厳　　善平

41820100 003 演習Ⅰ・③ 2 村田　雄二郎

41820100 004 演習Ⅰ・④ 2 太田　修

41820100 005 演習Ⅰ・⑤ 2 小山田　英治

41820100 006 演習Ⅰ・⑥ 2 錢　　鷗

41820200 001 演習Ⅱ・① 2 冨山　一郎

秋学期

41820200 002 演習Ⅱ・② 2 厳　　善平

41820200 003 演習Ⅱ・③ 2 村田　雄二郎・
李　培徳

41820200 004 演習Ⅱ・④ 2 太田　修

41820200 005 演習Ⅱ・⑤ 2 小山田　英治

41820200 006 演習Ⅱ・⑥ 2 錢　　鷗

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41830100 001 演習Ⅰ・① 2 峯　陽一

春学期

41830100 002 演習Ⅰ・② 2 内藤　正典

41830100 003 演習Ⅰ・③ 2 中西　久枝

41830100 004 演習Ⅰ・④ 2 Anne	GONON

41830100 005 演習Ⅰ・⑤ 2 西川　由紀子

41830100 006 演習Ⅰ・⑥ 2 菊池　恵介

41830100 007 演習Ⅰ・⑦ 2 （2023年度休講）

41830200 001 演習Ⅱ・① 2 峯　陽一

秋学期

41830200 002 演習Ⅱ・② 2 内藤　正典

41830200 003 演習Ⅱ・③ 2 中西　久枝

41830200 004 演習Ⅱ・④ 2 Anne	GONON

41830200 005 演習Ⅱ・⑤ 2 西川　由紀子

41830200 006 演習Ⅱ・⑥ 2 菊池　恵介

41830200 007 演習Ⅱ・⑦ 2 （2023年度休講）

論文

41801600

履修方法
研究指導科目のうち、指導教員の指示により 1つ以上を春学期・秋学期とも登録し、指導を受けなければならない。

コース指導科目のうち ,	指導教員の「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」をそれぞれ 6単位以上履修すること。

論文は所定の手続きに従い、予備審査並びに本審査を受けなければならない。

－ 45－



グローバル・スタディーズ研究科グローバル・スタディーズ研究科
グローバル・スタディーズ専攻：後期課程（2019年度以前生）

登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 担当者 期間 備考

研究指導科目

ア
メ
リ
カ
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41810010 001 アメリカの歴史と社会① Gavin	J.	CAMPBELL

春学期

41810020 001 アメリカの文学と文化① （2023年度休講）

41810030 001 日米関係論① 秋林　こずえ

41810040 001 アメリカの社会と文化① 南川　文里

41810050 001 アメリカの政治と社会① 岡野　八代

41810060 001 アメリカのジェンダーと社会① 菅野　優香

41810000 001 アメリカ特殊研究① Gavin	J.	CAMPBELL

春学期

41810000 002 アメリカ特殊研究② 秋林　こずえ

41810000 003 アメリカ特殊研究③ 南川　文里

41810000 004 アメリカ特殊研究④ 菅野　優香

41810000 005 アメリカ特殊研究⑤ 岡野　八代

41810000 006 アメリカ特殊研究⑥ （2023年度休講）

41810010 011 アメリカの歴史と社会⑪ Gavin	J.	CAMPBELL

秋学期

41810020 011 アメリカの文学と文化⑪ （2023年度休講）

41810030 011 日米関係論⑪ 秋林　こずえ

41810040 011 アメリカの社会と文化⑪ 南川　文里

41810050 011 アメリカの政治と社会⑪ 岡野　八代

41810060 011 アメリカのジェンダーと社会⑪ 菅野　優香

41810000 011 アメリカ特殊研究⑪ Gavin	J.	CAMPBELL

秋学期

41810000 012 アメリカ特殊研究⑫ 秋林　こずえ

41810000 013 アメリカ特殊研究⑬ 南川　文里

41810000 014 アメリカ特殊研究⑭ 菅野　優香

41810000 015 アメリカ特殊研究⑮ 岡野　八代

41810000 016 アメリカ特殊研究⑯ （2023年度休講）

現
代
ア
ジ
ア
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41820010 001 現代中国社会・文化論① 厳　　善平

春学期

41820020 001 朝鮮半島の社会・文化論① 太田　　修

41820030 001 東南アジアの社会・政治論① 小山田　英治

41820040 001 アジア比較社会論① 冨山　一郎

41820050 001 アジア地域間関係論① 村田　雄二郎

41820060 001 アジアの歴史と文化① 銭　鷗

41820000 001 現代アジア特殊研究① 冨山　一郎

春学期

41820000 002 現代アジア特殊研究② 厳　　善平

41820000 003 現代アジア特殊研究③ 村田　雄二郎

41820000 004 現代アジア特殊研究④ 太田　　修

41820000 005 現代アジア特殊研究⑤ 小山田　英治

41820000 006 現代アジア特殊研究⑥ 銭　鷗

41820010 011 現代中国社会・文化論⑪ 厳　　善平

秋学期

41820020 011 朝鮮半島の社会・文化論⑪ 太田　　修

41820030 011 東南アジアの社会・政治論⑪ 小山田　英治

41820040 011 アジア比較社会論⑪ 冨山　一郎

41820050 011 アジア地域間関係論⑪ 村田　雄二郎・
李　培徳

41820060 011 アジアの歴史と文化⑪ 銭　鷗

41820000 011 現代アジア特殊研究⑪ 冨山　一郎

秋学期

41820000 012 現代アジア特殊研究⑫ 厳　　善平

41820000 013 現代アジア特殊研究⑬ 村田　雄二郎・
李　培徳

41820000 014 現代アジア特殊研究⑭ 太田　　修

41820000 015 現代アジア特殊研究⑮ 小山田　英治

41820000 016 現代アジア特殊研究⑯ 銭　鷗
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登録コード

科目 クラス 科目名・クラス 担当者 期間 備考

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー

41830010 001 人口移動と多文化社会論① 内藤　正典

春学期

41830020 001 開発政策論① 中西　久枝

41830030 001 地域安全保障論① 峯　陽一

41830040 001 グローバル社会とジェンダー① 西川　由紀子	

41830050 001 市民社会と人道主義① Anne	GONON

41830080 001 グローバル化とレイシズム① 菊池　恵介

41830090 001 比較地域開発論① （2023年度休講）

41830000 001 グローバル社会特殊研究① 峯　陽一

春学期

41830000 002 グローバル社会特殊研究② 内藤　正典

41830000 003 グローバル社会特殊研究③ 中西　久枝

41830000 004 グローバル社会特殊研究④ Anne	GONON

41830000 005 グローバル社会特殊研究⑤ 西川　由紀子	

41830000 006 グローバル社会特殊研究⑥ 菊池　恵介

41830000 007 グローバル社会特殊研究⑦ （2023年度休講）

41830010 011 人口移動と多文化社会論⑪ 内藤　正典

秋学期

41830020 011 開発政策論⑪ 中西　久枝

41830030 011 地域安全保障論⑪ 峯　陽一

41830040 011 グローバル社会とジェンダー⑪ 西川　由紀子	

41830050 011 市民社会と人道主義⑪ Anne	GONON

41830080 011 グローバル化とレイシズム⑪ 菊池　恵介

41830090 011 比較地域開発論⑪ （2023年度休講）

41830000 011 グローバル社会特殊研究⑪ 峯　陽一

秋学期

41830000 012 グローバル社会特殊研究⑫ 内藤　正典

41830000 013 グローバル社会特殊研究⑬ 中西　久枝

41830000 014 グローバル社会特殊研究⑭ Anne	GONON

41830000 015 グローバル社会特殊研究⑮ 西川　由紀子	

41830000 016 グローバル社会特殊研究⑯ 菊池　恵介

41830000 017 グローバル社会特殊研究⑰ （2023年度休講）

論文

41801600 論　文

履修方法（2019 年度以前生）
指導教員の指示により、いずれかのクラスターの研究指導科目を履修すること。

－ 47－



【10】 後期課程の修了と学位の取得について 
【2020 年度以降生対象】

１．修学年限と在学年限
博士後期課程の修学年限は原則として 3年とし、6年を超えて在学することはできない
（休学期間は「在学」に含まない）。ただし、優れた研究業績をあげた者については、研
究科教授会での審議により短縮することもできる。

２．修了要件
（１）	博士課程に原則として 5	年（博士課程の前期課程または修士課程の 2年を含む。

休学期間は「在学」に含まない）以上在学すること。
（２）	コース指導科目のうち、指導教員の「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」を各 6単位以上、合計

12単位以上修得すること。
（３）	必要な研究指導を受けたうえで、博士論文を提出し、所定の審査および最終試験

に合格すること。
（４）課程修了の認定に際しその研究に必要な外国語に通じていること。

なお、博士論文の審査は、主査 1名と副査 2名により行う。ただし、研究科教授会が
審査のために必要と認めた場合は、副査を 3名または 4名にすることがある。口頭で
学力確認の最終試験を行い、研究科教授会で審議して合否を判定する。
博士論文の全文、論文要旨および審査の要旨は同志社大学学術リポジトリ上で公開され
る。ただし、学位規程第 13条 2項に規定するやむを得ない事由があり、指導教員の了
承のもと研究科教授会が承認した場合は博士論文の全文に代えて、その内容を要約した
ものが公開される。

３．履修方法
研究指導科目のうち、指導教員の指示により、1つ以上を春学期・秋学期とも登録し、
指導を受けなければならない。
コース指導科目のうち、指導教員の「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」をそれぞれ 6単位以上履修す
ること。
論文は所定の手続きに従い、予備審査並びに本審査を受けなければならない。

４．博士論文予備審査の申請
（１）提出締切日と時間および受付先
　	博士論文提出の 6ヶ月前までに、予備審査の申請を終了しなければならない。申
請は随時受け付け、審査も随時実施する。
●	秋学期末（3月）に修了するための最終提出締切日：	
2023 年	5	月 31日（水）17：00（日本時間）
●	翌年度の春学期末（9月）に修了するための最終提出締切日：	
2023 年 11月 30日（木）17：00（日本時間）
●受付先：GS研究科事務室（事務室の開室日・開室時間に限る）
　・必ず指導教員の承認を得てから提出すること。
　・締切後の提出は受け付けない。
　・本人が必要書類をすべて揃えて窓口に持参すること。
　・受付時、事務室側で書類確認は行わない。受付後の差替え、追加、返却もできない。
　・提出締切日は、事務室内（閲覧室内コピー機を含む）での作業は不可。
　・休学中は提出できない。
　・	休学前に提出し、審査が休学前に完了しなかった場合、休学中に審査を実施する
ことがある。ただし口頭試問は原則として対面で行われるので注意すること。
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（２）受理の決定
　	提出書類にもとづいてGS研究科教授会で受理の可・否を審議し、「可」となった
場合は予備審査の対象となる。受理の可・否の結果は指導教員に確認すること。

（３）提出書類及び部数

提出書類等 部数

審査願 所定用紙※ 1通

業績書 所定用紙※ 1通

論文要旨(博士論文の概

要をまとめたレジュメ )
所定用紙※ 1部

執筆中の草稿論文
論文全体の草稿を提出しなければならない。

ファイル等に綴じ、表紙および背表紙をつけること。
4部

※	グローバル・スタディーズ研究科ウェブサイト内、「各種申請・提出書類」ペー
ジから所定のフォーマット（データ）を各自ダウンロードし印刷すること。

（４）予備審査実施要領
　	申請受理後、教授会にて予備審査の審査委員（主査１名、副査２名以上）を選定す
る。予備審査は公開にて実施し、関連分野の総合試験を含めた口頭試問を行う。そ
の後、教授会で合否を審議・決定する。審議結果は指導教員に確認すること。

５．論文提出の資格と要件
（１）論文提出資格
　　	博士課程に原則として 4年半（博士課程の前期課程または修士課程の 2年を含む）
以上在学していること。ただし、優れた研究業績をあげた者については、研究科教
授会での審議により短縮することもできる。

（２）論文提出要件
　　	博士論文を提出しようとする者は、原則として以下の 3要件をすべて満たすもの
とする。

　　①	公刊の学術論文2本以上（うち、査読付論文を1本以上。なお査読付研究ノート
2 本で査読付論文 1 本の扱いとする。もう1本は査読付論文でなくても構わない）。

　　②学会発表１回以上。
　　③博士学位論文予備審査に合格していること。	
　　※	上記①～②の提出要件を満たすかは、指導教員に確認すること。グローバル・ス

タディーズ研究科事務室では回答しない。
（１４．博士学位取得までのプロセス (P.53)	参照）

（３）学位審査基準
　　①	先行研究の研究成果を十分に踏まえながら、独自の立論と実証を行い、独創性を

有すること。
　　②	提出者の研究能力を客観的に示すものであり、かつ将来の学問的深化の可能性を

示すこと。
　　③	提出された博士論文が、十分に立論の根拠を提示したものであり論理的一貫性を

示していること。

６．博士論文提出要領
（１）提出期間と時間および提出先
● 3月修了希望者：	2023 年 11月 21日（火）～ 11月 30日（木）	

9：00～ 11：30、12：30～ 17：00（日本時間）
● 9月修了希望者：	2023 年 5月 22日（月）～ 5月 31日（水）	

9：00～ 11：30、12：30～ 17：00（日本時間）
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● 	3 年以上在学し、退学後に学位審査を受けることを希望する場合には、退学する
学期の末に提出することができる。

　・春学期末退学の場合：	2023 年 9月 14日（木）～ 9月 20日（水）	
9:00 ～ 11:30、12:30 ～ 17:00（日本時間）

　・秋学期末退学の場合：	2024 年 3月 25日（月）～ 3月 29日（金）	
9:00 ～ 11:30、12:30 ～ 17:00（日本時間）

　	この場合、学位審査は退学した後の学期に行われ、審査結果はその学期の末に通知
される。（学位授与日は退学した学期末に遡る。また学歴は「退学」が「修了」に
書き換わることとなる。）
● 	3 年以上在学した上で、いずれかの学期末までに博士論文が完成しており、その
次の学期に学位審査のために在籍を希望する（科目を一切履修しない）場合、論
文審査在籍料（2023 年度については 60,000 円）を納入する代わりに、他の学
費の納入が不要となる。在学年限（6年）に達している場合は論文審査在籍料に
より在籍することはできない。なお、論文審査在籍を希望する場合は、事前（秋
学期に希望する場合は 5月末まで、春学期に希望する場合は前年度 11月末まで）
にGS研究科事務室に申し出ること。

　・	2023 年度秋学期に論文審査在籍を希望する場合：	
2023年 9月14日（木）～9月20日（水）9:00～11:30、12:30～17:00（日
本時間）

　・	2024 年度春学期に論文審査在籍を希望する場合：	
2024年 3月25日（月）～3月29日（金）9:00～11:30、12:30～17:00（日
本時間）

●提出先：GS研究科事務室（事務室の開室日・開室時間に限る）
　・予備審査に合格していること。
　・必ず指導教員の承認を得てから提出すること。
　・提出期間以外の提出は受け付けない。
　・本人が必要書類をすべて揃えて窓口に持参すること。
　・受付時、事務室側で書類確認は行わない。受付後の差替え、追加、返却もできない。
　・提出期間最終日は、事務室内（閲覧室内コピー機を含む）での作業は不可。
　・休学中は提出できない。
　・	長期履修生は、延長した年限の最終年度後半を迎えるまでは提出できない。（例：
4年履修の場合、4年目の秋学期提出期間にならないと提出できない）

（２）受理の決定
　	提出書類にもとづいてGS研究科教授会で受理の可・否を審議し、「可」となった
場合は博士論文審査の対象となる。受理の可・否の結果は指導教員に確認すること。
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（３）提出書類及び部数

提出書類等 部数

論文
ファイル等に綴じ、表紙および背表紙をつけること。片面印
刷とすること。なお審査員の人数により、追加提出を求める
場合がある。

6部

論文要旨
【※所定用紙】

４０００字以内	（英語の場合は１３００語以内） 3部

学位論文審査願
【※所定用紙】

2通

履歴書
【※所定用紙】

・	学歴は高等学校入学以後の履歴につき年次順に記入のこと。
なお、休学歴がある場合は明示のこと。
・	学位は修士以上の学位を記入のこと。なお、学位には、専
攻分野の名称、授与機関名等を付記すること。

2通

研究業績一覧
【※所定用紙】

・	項目は著書、論文、研究発表（学会での口頭発表）、その
他に分け、項目ごとにまとめて記入のこと。
・	「論文・著述・その他」欄には著書はその発行所名、論文
は掲載誌名、巻・号、掲載ページ等、研究発表は学会名、
開催場所（会場、都市名、国名）等を記入すること。その
他のものについてもこれに準ずること。

2通

論文目録
【※所定用紙】

・論文題名が外国語の場合は、和訳を付記すること。
・	参考論文（※）がある場合は、その現物（抜刷等）を別途2
通提出すること。
　（	※参考論文とは、学位論文に関係が深く、その研究の基
礎となった論文等をいう。）

・参考論文が複数の場合は、列記すること。
・論文がまだ印刷公表されていないときは、予定を記すこと。

2通

博士学位論文
提出指導教員
（担当教員）承
諾書及び博士学
位論文提出前
チェックリスト
【※所定用紙】
（P.66-67参照）

・ 指導教員に提出書類の内容確認を依頼する前に「博士学位
審査論文提出前チェックリスト」により、確実にセルフチ
ェックを行うこと。
・	指導教員による提出書類の確認作業には時間がかかること
が予想されるため、余裕をもって指導教員と事前に相談の
うえ、計画的に進めること。
・	『博士学位論文提出指導教員（担当教員）承諾書』に指導
教員の署名を得ること。

各1通

写真 縦 6㎝	×	横 5㎝　（事務室にて配付する所定用紙に貼付） 1枚

※	【※所定用紙】はグローバル・スタディーズ研究科ウェブサイト内、「各種申請・
提出書類」ページから各自ダウンロードし印刷すること。

（４）提出の際の注意事項
博士論文提出予定者は、「論文」だけではなく、全ての提出書類（「論文」「論文要旨」
「学位論文審査願」「履歴書」「研究業績一覧」「論文目録」）を指導教員に事前に提出し、
内容確認及び『博士学位論文提出	指導教員（担当教員）承諾書』（P.66 ～ 67参照）
の記入（署名）を依頼する必要がある。
また、「研究業績一覧」に記載した内容は、後日事務室より内容が分かる資料（論文・
学会のURL等）の提示を求めることがある。
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７．最終試験
（１）	博士課程（後期課程）の修了判定の最終試験として、提出された博士論文につい

て公開で口頭試問を実施する。3月修了予定者は 1月上旬～ 2月上旬に、9月修
了予定者は 6月中旬～ 7月中旬に行う。

（２）	最終試験は、主査 1名、副査 2名の審査員を選定して行う。ただし、研究科教授
会が審査のために必要と認めた場合は、副査を 3名または 4名にすることがある。

８．博士課程（後期課程）の修了
（１）	博士課程に原則として 5年（博士前期課程または修士課程の 2年を含む）以上在

学し、大学院学則所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文
を提出して、その審査および最終試験に合格することで修了となる。

（２）	博士課程（後期課程）修了の認定は、研究科教授会の議を経て、研究科長会での
学位論文総合審査で決定される。

９．学位の授与
本研究科博士課程（後期課程）を修了した者には、クラスターにより、以下の学位が授
与される。

博士（アメリカ研究）（同志社大学）
Doctor	of	Philosophy	in	American	Studies
博士（現代アジア研究）（同志社大学 )	
Doctor	of	Philosophy	in	Contemporary	Asian	Studies
博士（グローバル社会研究）（同志社大学）
Doctor	of	Philosophy	in	Global	Society	Studies

１０．学位授与式
3 月および 9月に学位授与式を行う。

１１．学位論文の製本
審査に合格したものは、製本 3部を事務室に提出する。

１２．学位論文の保管
博士学位論文は、①同志社大学図書館、②本学の所管部課（学事課）、③グローバル・
スタディーズ研究科に各1部ずつ保管する。なお、国立国会図書館への納本は、電子デー
タにより行う。

１３．博士論文の公表について
博士論文要旨等および博士論文の公表は、同志社大学学術リポジトリにより行う。博士
学位授与が決定した者は、博士論文に係る電子データ及びインターネット公開の同意書
等の必要な書類を事務室に提出する。
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１４．博士学位取得までのプロセス

［　］は 9月修了の場合

第 1年次
(1～2セメスター )

予
備
審
査
申
請
・
審
査
（
随
時
）
※

年度初め

・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員
へ提出）
・	研究指導教員の決定（指導教員届［所定
用紙］を事務室に提出）

各学期中
・研究指導科目・コース指導科目履修
・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

年度末
・	「研究成果報告書」・「業績一覧表」の提出
（様式自由、指導教員へ提出）

第 2年次
(3～ 4セメスター )

年度初め
・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員
へ提出）

各学期中
・研究指導科目・コース指導科目履修
・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

年度末
・	「研究成果報告書」・「業績一覧表」の提出
（様式自由、指導教員へ提出）

第 3年次
(5～6セメスター )

年度初め
・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員
へ提出）

各学期中
・研究指導科目・コース指導科目履修
・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

博
士
学
位
論
文
審
査

11 月 21日～ 11月 30日
［5月 22日～ 5月 31日］

・博士学位論文提出

論文提出後
・	論文審査委員の選定（主査 1名、副査 2
名以上、研究科教授会で決定）
・論文査読

1月上旬～ 2月上旬
［6月中旬～ 7月上旬］

・最終試験（公開口頭試問）

2月中旬［7月下旬］ ・合否決定（研究科教授会）

3月［9月中旬］ ・博士学位論文総合審査

3月下旬［9月下旬］ ・学位授与式
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後期課程の修了と学位の取得について（2019 年度～ 2017 年度生対象）

１．修学年限
博士後期課程の修学年限は原則として 3年とし、6年を超えて在学することはできない
（休学期間は「在学」に含まない）。ただし、優れた研究業績をあげた者については、研
究科教授会での審議により短縮することもできる。

２．修了要件
（１）	博士課程に原則として 5年（博士課程の前期課程または修士課程の 2年を含む。

休学期間は「在学」に含まない）以上在学すること。
（２）	必要な研究指導を受けたうえで、博士論文を提出し、所定の審査および最終試験

に合格すること。
（３）課程修了の認定に際しその研究に必要な外国語に通じていること。

なお、博士論文の審査は、主査１名と副査２名により行う。ただし、研究科教授会が審
査のために必要と認めた場合は、副査を 3名または 4名にすることがある。口頭で学
力確認の最終試験を行い、研究科教授会で審議して合否を判定する。
博士論文の全文、論文要旨および審査の要旨は同志社大学学術リポジトリ上で公開され
る。ただし、学位規程第13条 2項に規定するやむを得ない事由があり、指導教員の了
承のもと研究科教授会が承認した場合は博士論文の全文に代えて、その内容を要約した
ものが公開される。

３．履修方法
指導教員の指示により、いずれかのクラスターの研究指導科目を履修すること。　

４．博士論文予備審査の申請
（１）提出締切日と時間および受付先
　　	博士論文提出の 6ヶ月前までに、予備審査の申請を終了しなければならない。申
請は随時受け付け、審査も随時実施する。Qualifying	Examination	(QE）方式（ア
メリカ研究クラスター所属学生対象）は廃止する。

●	秋学期末（3月）に修了するための最終提出締切日：	
2023 年 5月 31日（水）17：00（日本時間）
●	翌年度の春学期末（9月）に修了するための最終提出締切日：	
2023 年 11月 30日（木）17：00（日本時間）
●受付先：GS研究科事務室（事務室の開室日・開室時間に限る）
　・必ず指導教員の承認を得てから提出すること。
　・締切後の提出は受け付けない。
　・	本人が必要書類をすべて揃えて窓口に持参すること。
　・受付時、事務室側で書類確認は行わない。受付後の差替え、追加、返却もできない。
　・提出締切日は、事務室内（閲覧室内コピー機を含む）での作業は不可。
　・休学中は提出できない。
　・	休学前に提出し、審査が休学前に完了しなかった場合、休学中に審査を実施する
ことがある。ただし口頭試問は原則として対面で行われるので注意すること。

（２）受理の決定
　	提出書類にもとづいてＧＳ研究科教授会で受理の可・否を審議し、「可」となった場
合は予備審査の対象となる。受理の可・否の結果は指導教員に確認すること。
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（３）提出書類及び部数

提出書類等 部数

申請書 所定用紙※ 1通

業績書 所定用紙※ 1通

論文要旨 (博士論文の概

要をまとめたレジュメ )
所定用紙※ 1部

執筆中の草稿論文

論文全体の草稿を提出しなければならない。

ファイル等に綴じ、表紙および背表紙をつける

こと。

4部

※	グローバル・スタディーズ研究科ウェブサイト内、「各種申請・提出書類」ペー
ジから所定のフォーマット（データ）を各自ダウンロードし印刷すること。

（４）予備審査実施要領
　	申請受理後、教授会にて予備審査の審査委員（主査１名、副査２名以上）を選定す
る。予備審査は公開にて実施し、関連分野の総合試験を含めた口頭試問を行う。そ
の後、教授会で合否を審議・決定する。審議結果は指導教員に確認すること。

５．論文提出の資格と要件
（１）論文提出資格
　　	博士課程に原則として 4年半（博士課程の前期課程または修士課程の	2	年を含
む）以上在学していること。ただし、優れた研究業績をあげた者については、研
究科教授会での審議により短縮することもできる。

（２）論文提出要件
　　	博士論文を提出しようとする者は、原則として以下の 3要件をすべて満たすも
のとする。	

　　①	公刊の学術論文２本以上（うち、査読付論文を1本以上。なお査読付研究ノー
ト 2 本で査読付論文 1 本の扱いとする。もう1本は査読付論文でなくて構わ
ない）。

　　②学会発表１回以上。
　　③博士学位論文予備審査に合格していること。	
　　※	上記①～②の提出要件を満たすかは、指導教員に確認すること。グローバル・

スタディーズ研究科事務室では回答しない。
（博士学位取得までのプロセス（P.59）参照）　

（３）学位審査基準
　　①	先行研究の研究成果を十分に踏まえながら、独自の立論と実証を行い、独創性

を有すること。
　　②	提出者の研究能力を客観的に示すものであり、かつ将来の学問的深化の可能性

を示すこと。
　　③	提出された博士論文が、十分に立論の根拠を提示したものであり論理的一貫性

を示していること。

６．博士論文提出要領
（１）提出期間と時間および提出先
　● 3月修了希望者：	2023 年 11月 21日（火）～ 11月 30日（木）	

9：00～ 11：30、12：30～ 17：00（日本時間）
　● 9月修了希望者：	2023 年 5月 22日（月）～ 5月 31日（水）	

9：00～ 11：30、12：30～ 17：00（日本時間）
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　● 	3 年以上在学し、退学後に学位審査を受けることを希望する場合には、退学す
る学期の末に提出することができる。

　　・春学期末退学の場合：	2023 年 9月 14日（木）～ 9月 20日（水）	
9:00 ～ 11:30、12:30 ～ 17:00（日本時間）

　　・秋学期末退学の場合：	2024 年 3月 25日（月）～ 3月 29日（金）	
9:00 ～ 11:30、12:30 ～ 17:00（日本時間）

　　	この場合、学位審査は退学した後の学期に行われ、審査結果はその学期の末に通
知される。（学位授与日は退学した学期末に遡る。また学歴は「退学」が「修了」
に書き換わることとなる。）

　● 	3 年以上在学した上で、いずれかの学期末までに博士論文が完成しており、そ
の次の学期に学位審査のために在籍を希望する（科目を一切履修しない）場合、
論文審査在籍料（2023 年度については 60,000 円）を納入する代わりに、他
の学費の納入が不要となる。在学年限（6年）に達している場合は論文審査在
籍料により在籍することはできない。なお、論文審査在籍を希望する場合は、
事前（秋学期に希望する場合は 5月末まで、春学期に希望する場合は前年度 11
月末まで）にGS研究科事務室に申し出ること。

　　・	2023 年度秋学期に論文審査在籍を希望する場合：	
2023年 9月14日（木）～9月20日（水）9:00～11:30、12:30～17:00（日
本時間）

　　・	2024 年度春学期に論文審査在籍を希望する場合：	
2024年 3月25日（月）～3月29日（金）9:00～11:30、12:30～17:00（日
本時間）

　●	提出先：ＧＳ研究科事務室（事務室の開室日・開室時間に限る）
　　・予備審査に合格していること。
　　・必ず指導教員の承認を得てから提出すること。
　　・提出期間以外の提出は受け付けない。
　　・本人が必要書類をすべて揃えて窓口に持参すること。
　　・	受付時、事務室側で書類確認は行わない。受付後の差替え、追加、返却もできない。
　　・	提出期間最終日は、事務室内（閲覧室内コピー機を含む）での作業は不可。
　　・休学中は提出できない。
　　・	長期履修生は、延長した年限の最終年度後半を迎えるまでは提出できない。（例：

4年履修の場合、4年目の秋学期提出期間にならないと提出できない）

（２）受理の決定
　　	提出書類にもとづいてＧＳ研究科教授会で受理の可・否を審議し、「可」となっ
た場合は博士論文審査の対象となる。受理の可・否の結果は指導教員に確認する
こと。
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（３）提出書類及び部数

提出書類等 部数

論文
ファイル等に綴じ、表紙および背表紙をつけること。片面印
刷とすること。なお審査員の人数により、追加提出を求める
場合がある。

6部

論文要旨
【※所定用紙】

４０００字以内	（英語の場合は１３００語以内） 3部

学位論文審査願
【※所定用紙】

2通

履歴書
【※所定用紙】

・	学歴は高等学校入学以後の履歴につき年次順に記入のこと。
なお、休学歴がある場合は明示のこと。

・	学位は修士以上の学位を記入のこと。なお、学位には、専
攻分野の名称、授与機関名等を付記すること。

2通

研究業績一覧
【※所定用紙】

・	項目は著書、論文、研究発表（学会での口頭発表）、その
他に分け、項目ごとにまとめて記入のこと。

・	「論文・著述・その他」欄には著書はその発行所名、論文
は掲載誌名、巻・号、掲載ページ等、研究発表は学会名、
開催場所（会場、都市名、国名）等を記入すること。その
他のものについてもこれに準ずること。

2通

論文目録
【※所定用紙】

・	論文題名が外国語の場合は、和訳を付記すること。
・	参考論文（※）がある場合は、その現物（抜刷等）を別途
2通提出すること。

　（	※参考論文とは、学位論文に関係が深く、その研究の基
礎となった論文等をいう。）

・	参考論文が複数の場合は、列記すること。
・論文がまだ印刷公表されていないときは、予定を記すこと。

2通

博士学位論文提
出指導教員 (担
当教員 )承諾書
及び博士学位論
文 提 出 前
チェックリスト
【※所定用紙】
（P.66-67参照）

・ 指導教員に提出書類の内容確認を依頼する前に「博士学位
審査論文提出前チェックリスト」により、確実にセルフ
チェックを行うこと。

・	指導教員による提出書類の確認作業には時間がかかること
が予想されるため、余裕をもって指導教員と事前に相談の
うえ、計画的に進めること。

・	『博士学位論文提出	指導教員 (担当教員 )承諾書』に指導
教員の署名を得ること。

各1通

写真 縦 6㎝	×	横 5㎝　（事務室にて配付する所定用紙に貼付） 1枚

　※	【※所定用紙】はグローバル・スタディーズ研究科ウェブサイト内、「各種申請・
提出書類」ページから各自ダウンロードし印刷すること。

（４）	提出の際の注意事項
　　	博士論文提出予定者は、「論文」だけではなく、全ての提出書類（「論文」「論文要旨」
「学位論文審査願」「履歴書」「研究業績一覧」「論文目録」）を指導教員に事前に提
出し、内容確認及び『博士学位論文提出	指導教員（担当教員）承諾書』（P.66 ～
67参照）の記入（署名）を依頼する必要がある。

　　	また、「研究業績一覧」に記載した内容は、後日事務室より内容が分かる資料（論文・
学会のURL等）の提示を求めることがある。
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７．最終試験
（１）	博士課程（後期課程）の修了判定の最終試験として、提出された博士論文につい

て公開で口頭試問を実施する。3月修了予定者は 1月上旬～ 2月上旬に、9月修
了予定者は 6月中旬～ 7月中旬に行う。

（２）	最終試験は、主査１名、副査２名の審査委員を選定して行う。ただし、研究科教
授会が審査のために必要と認めた場合は、副査を3名または4名にすることがある。

８．博士課程（後期課程）の修了

（１）	博士課程に原則として 5年（博士前期課程または修士課程の 2年を含む）以上在
学し、大学院学則所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文
を提出して、その審査および最終試験に合格することで修了となる。

（２）	博士課程（後期課程）修了の認定は、研究科教授会の議を経て、研究科長会での
学位論文総合審査で決定される。

９．学位の授与
本研究科博士課程（後期課程）を修了した者には、クラスターにより、以下の学位が授
与される。

博士（アメリカ研究）（同志社大学）
Doctor	of	Philosophy	in	American	Studies

博士（現代アジア研究）（同志社大学）
Doctor	of	Philosophy	in	Contemporary	Asian	Studies

博士（グローバル社会研究）（同志社大学）
Doctor	of	Philosophy	in	Global	Society	Studies

１０．学位授与式
3 月および 9月に学位授与式を行う。

１１．学位論文の製本
審査に合格したものは、製本 3部を事務室に提出する。

１２．学位論文の保管
博士学位論文は、①同志社大学図書館、②本学の所管部課（学事課）、③グローバル・
スタディーズ研究科に各 1部ずつ保管する。なお、国立国会図書館への納本は、電
子データにより行う。

１３．博士論文の公表について
博士論文要旨等および博士論文の公表は、同志社大学学術リポジトリにより行う。博
士学位授与が決定した者は、博士論文に係る電子データ及びインターネット公開の同
意書等の必要な書類を事務室に提出する。
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１４．博士学位取得までのプロセス

［　］は 9月修了の場合

第1年次
（1～ 2セメスター）

予
備
審
査
申
請
・
審
査
（
随
時
）
※

年度初め

・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員
へ提出）
・	研究指導教員の決定（指導教員届〔所定
用紙〕を事務室に提出）

各学期中
・研究指導科目履修
・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

年度末
・	「研究成果報告書」・「業績一覧表」の提出
（様式自由、指導教員へ提出）

第2年次
（3～4セメスター）

年度初め
・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員
へ提出）

各学期中
・研究指導科目履修
・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

年度末
・	「研究成果報告書」・「業績一覧表」の提出
（様式自由、指導教員へ提出）

第3年次
（5～6セメスター）

年度初め
・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員
へ提出）

各学期中
・研究指導科目履修
・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

博
士
学
位
論
文
審
査

11 月 21日～ 11月 30日
［5月 22日～ 5月 31日］

・博士学位論文提出

論文提出後
・	論文審査委員の選定（主査1名、副査2名
以上、研究科教授会で決定）
・論文査読

1月上旬～ 2月上旬
［6月中旬～ 7月上旬］

・最終試験（公開口頭試問）

2月中旬［7月下旬］ ・合否決定（研究科教授会）

3月	［9月中旬］ ・博士学位論文総合審査

3月下旬［9月下旬］ ・学位授与式
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後期課程の修了と学位の取得について（2016 年度以前生対象）

１．修学年限
博士後期課程の修学年限は原則として 3年とし、6年を超えて在学することはできない
（休学期間は「在学」に含まない）。ただし、優れた研究業績をあげた者については、研
究科教授会での審議により短縮することもできる。

２．修了要件
（１）	博士課程に原則として 5年（博士課程の前期課程または修士課程の 2年を含む。

休学期間は「在学」に含まない）以上在学すること。
（２）	必要な研究指導を受けたうえで、学位論文を提出し、所定の審査および最終試験

に合格すること。
（３）	課程修了の認定に際しその研究に必要な外国語に通じていること。

なお、博士論文の審査は、主査 1名と副査 2名により行う。ただし、研究科教授会が
審査のために必要と認めた場合は、副査を 3名または 4名にすることがある。口頭で
学力確認の最終試験を行い、研究科教授会で審議して合否を判定する。
博士論文の全文、論文要旨および審査の要旨は同志社大学学術リポジトリ上で公開され
る。ただし、学位規程第 13条 2項に該当するやむを得ない事由があり、研究科教授会
が承認した場合は博士論文全文に代えて、その内容を要約したものが公開される。

３．履修方法
指導教員の指示により、いずれかのクラスターの研究指導科目を履修すること。

４．博士論文予備審査の申請
（１）提出締切日
２年次（入学後４セメスター目［休学期間を除く］）に提出する。ただし、３年次（５
セメスター目）以降は各学期に予備審査を申請できる。
●	秋学期末（3月）に修了するための最終提出締切日：	
2023 年 5月 31日（水）17：00（日本時間）
●	翌年度の春学期末（9月）に修了するための最終提出締切日：	
2023 年 11月 30日（木）17：00（日本時間）
●受付先：GS研究科事務室（事務室の開室日・開室時間に限る）
　・必ず指導教員の承認を得てから提出すること。
　・締切後の提出は受け付けない。
　・	本人が必要書類をすべて揃えて窓口に持参すること。
　・受付時、事務室側で書類確認は行わない。受付後の差替え、追加、返却もできない。
　・提出締切日は、事務室内（閲覧室内コピー機を含む）での作業は不可。
　・休学中は提出できない。
　・	休学前に提出し、審査が休学前に完了しなかった場合、休学中に審査を実施する
ことがある。ただし口頭試問は原則として対面で行われるので注意すること。

（２）受理の決定
　・	提出書類にもとづいてＧＳ研究科教授会で受理の可・否を審議し、「可」となった
場合は予備審査の対象となる。受理の可・否その結果は指導教員に確認すること。
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（３）提出書類及び部数

提出書類等 部数

申請書 所定用紙※ １通

業績書 所定用紙※ １通

論文要旨 ( 博士論文の概要

をまとめたレジュメ )
１部

執筆中の草稿論文

・	分量は指導教員と相談する。中間予備審

査の時点で、博士論文全体の２分の１程

度は執筆済みであることが望ましい

・	ファイル等に綴じ、表紙および背表紙を

つけること。

4部

※	グローバル・スタディーズ研究科ウェブサイトにて所定のフォーマット（データ）
を配布するので、各自ダウンロードし印刷すること。

５．論文提出の資格と要件
（１）論文提出資格
　　	博士課程に原則として 5年（博士課程の前期課程または修士課程の 2年を含む）
以上在学していること。ただし、優れた研究業績をあげた者については、研究科
教授会での審議により短縮することもできる。

（２）論文提出要件
　　	博士論文を提出しようとする者は、原則として以下の 3要件をすべて満たすも
のとする。

　　①	公刊の学術論文２本以上（うち、審査付論文を1本以上。なお査読付研究ノート
２本で審査付論文１本の扱いとする。もう1本は査読付論文でなくて構わない）。

　　②	学会発表１回以上。
　　③	博士学位論文予備審査に合格していること。
　　※	上記①～②の提出要件を満たすかは、指導教員に確認すること。（グローバル・

スタディーズ研究科事務室では回答しない。）

（３）学位審査基準
①	先行研究の研究成果を十分に踏まえながら、独自の立論と実証を行い、独創性を有
すること。
②	提出者の研究能力を客観的に示すものであり、かつ将来の学問的深化の可能性を示
すこと。
③	提出された博士論文が、十分に立論の根拠を提示したものであり論理的一貫性を示
していること。

６．博士論文提出要領
（１）提出期間と時間および提出先
　● 3月修了希望者：	2023 年 11月 21日（火）～ 11月 30日（木）	

9：00～ 11：30、12：30～ 17：00（日本時間）
　● 9月修了希望者：	2023 年 5月 22日（月）～ 5月 31日（水）	

9：00～ 11：30、12：30～ 17：00（日本時間）

－61－



　● 	3 年以上在学し、退学後に学位審査を受けることを希望する場合には、退学す
る学期の末に提出することができる。

　　・春学期末退学の場合：	2023 年 9月 14日（木）～ 9月 20日（水）	
9:00 ～ 11:30、12:30 ～ 17:00（日本時間）

　　・秋学期末退学の場合：	2024 年 3月 25日（月）～ 3月 29日（金）	
9:00 ～ 11:30、12:30 ～ 17:00（日本時間）

　　	この場合、学位審査は退学した後の学期に行われ、審査結果はその学期の末に通
知される。（学位授与日は退学した学期末に遡る。また学歴は「退学」が「修了」
に書き換わることとなる。）

　●	（2016 年度生のみ）3年以上在学した上で、いずれかの学期末までに博士論文
が完成しており、その次の学期に学位審査のために在籍を希望する（科目を一切
履修しない）場合、論文審査在籍料（2023年度については 60,000 円）を納入
する代わりに、他の学費の納入が不要となる。在学年限（6年）に達している場
合は論文審査在籍料により在籍することはできない。なお、論文審査在籍を希望
する場合は、事前（秋学期に希望する場合は 5月末まで、春学期に希望する場
合は前年度 11月末まで）にGS研究科事務室に申し出ること。

　　・	2023 年度秋学期に論文審査在籍を希望する場合：	
2023年 9月14日（木）～9月20日（水）9:00～11:30、12:30～17:00（日
本時間）

　　・	2024 年度春学期に論文審査在籍を希望する場合：	
2024年 3月25日（月）～3月29日（金）9:00～11:30、12:30～17:00（日
本時間）

　●	提出先：ＧＳ研究科事務室（事務室の開室日・開室時間に限る）
　　・必ず指導教員の承認を得てから提出すること。
　　・提出期間以外の提出は受け付けない。
　　・本人が必要書類をすべて揃えて窓口に持参すること。
　　・	受付時、事務室側で書類確認は行わない。受付後の差替え、追加、返却もできない。
　　・	提出期間最終日は、事務室内（閲覧室内コピー機を含む）での作業は不可。
　　・休学中は提出できない。

（２）受理の決定
　　	提出書類にもとづいてＧＳ研究科教授会で受理の可・否を審議し、「可」となった
場合は博士論文審査の対象となる。受理の可・否の結果は指導教員に確認すること。
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（３）提出書類及び部数

提出書類等 部数

論文
ファイル等に綴じ、表紙および背表紙をつけること。片面印
刷とすること。なお審査員の人数により、追加提出を求める
場合がある。

6部

論文要旨
【※所定用紙】

４０００字以内	（英語の場合は１３００語以内） 3部

学位論文審査願
【※所定用紙】

2通

履歴書
【※所定用紙】

・	学歴は高等学校入学以後の履歴につき年次順に記入のこと。
なお、休学歴がある場合は明示のこと。

・	学位は修士以上の学位を記入のこと。なお、学位には、専
攻分野の名称、授与機関名等を付記すること。

2通

研究業績一覧
【※所定用紙】

・	項目は著書、論文、研究発表（学会での口頭発表）、その
他に分け、項目ごとにまとめて記入のこと。

・	「論文・著述・その他」欄には著書はその発行所名、論文
は掲載誌名、巻・号、掲載ページ等、研究発表は学会名、
開催場所（会場、都市名、国名）等を記入すること。その
他のものについてもこれに準ずること。

2通

論文目録
【※所定用紙】

・	論文題名が外国語の場合は、和訳を付記すること。
・	参考論文（※）がある場合は、その現物（抜刷等）を別途
2通提出すること。

　（	※参考論文とは、学位論文に関係が深く、その研究の基
礎となった論文等をいう。）

・	参考論文が複数の場合は、列記すること。
・論文がまだ印刷公表されていないときは、予定を記すこと。

2通

博士学位論文提
出指導教員 (担
当教員 )承諾書
及び博士学位論
文提出前チェッ
クリスト
【※所定用紙】
（P.66-67参照）

・ 指導教員に提出書類の内容確認を依頼する前に「博士学位
審査論文提出前チェックリスト」により、確実にセルフ
チェックを行うこと。

・	指導教員による提出書類の確認作業には時間がかかること
が予想されるため、余裕をもって指導教員と事前に相談の
うえ、計画的に進めること。

・	『博士学位論文提出	指導教員 (担当教員 )承諾書』に指導
教員の署名を得ること。

各1通

写真 縦 6㎝	×	横 5㎝　（事務室にて配付する所定用紙に貼付） 1枚

※	【※所定用紙】はグローバル・スタディーズ研究科ウェブサイト内、「各種申請・
提出書類」ページから各自ダウンロードし印刷すること。

（４）	提出の際の注意事項
　　	博士論文提出予定者は、「論文」だけではなく、全ての提出書類（「論文」「論文要旨」
「学位論文審査願」「履歴書」「研究業績一覧」「論文目録」）を指導教員に事前に提
出し、内容確認及び『博士学位論文提出	指導教員 ( 担当教員 )承諾書』（P.66 ～
67参照）の記入（署名）を依頼する必要がある。

　　	また、「研究業績一覧」に記載した内容は、後日事務室より内容が分かる資料（論文・
学会のURL等）の提示を求めることがある。
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７．最終試験
（１）	博士課程（後期課程）の修了判定の最終試験として、提出された博士論文につい

て公開で口頭試問を実施する。3月修了予定者は 1月上旬～ 2月上旬に、9月修
了予定者は 6月中旬～ 7月中旬に行う。

（２）	最終試験は、主査１名、副査２名の審査委員を選定して行う。ただし、研究科教
授会が審査のために必要と認めた場合は、副査を3名または4名にすることがある。

８．博士課程（後期課程）の修了

（１）	博士課程に原則として 5年（博士前期課程または修士課程の 2年を含む）以上在
学し、大学院学則所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けたうえ、論文を提
出して、その審査および最終試験に合格することで修了となる。

（２）	博士課程（後期課程）修了の認定は、研究科教授会の議を経て、研究科長会での
学位論文総合審査で決定される。

９．学位の授与
本研究科博士課程（後期課程）を修了した者には、クラスターにより、以下の学位が授
与される。

博士（アメリカ研究）（同志社大学）
Doctor	of	Philosophy	in	American	Studies

博士（現代アジア研究）（同志社大学 )	
Doctor	of	Philosophy	in	Contemporary	Asian	Studies

博士（グローバル社会研究）（同志社大学）
Doctor	of	Philosophy	in	Global	Society	Studies

１０．学位授与式
3 月および 9月に学位授与式を行う。

１１．学位論文の製本
審査に合格したものは、製本 3部を事務室に提出する。

１２．学位論文の保管
博士学位論文は、①同志社大学図書館、②本学の所管部課（学事課）、③グローバル・
スタディーズ研究科に各 1部ずつ保管する。なお、国立国会図書館への納本は、電
子データにより行う。

１３．博士学位論文の公表について
博士論文要旨等および博士論文の公表は、同志社大学学術リポジトリにより行う。博
士学位授与が決定した者は、博士論文に係る電子データ及びインターネット公開の同
意書等の必要な書類を事務室に提出する。
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１４．博士学位取得までのプロセス

［　］は 9月修了の場合

第1年次

（1～2セメスター）

年度初め

・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員へ

提出）

・研究指導教員の決定

各学期中
・研究指導科目履修

・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

年度末
・	「研究成果報告書」・「業績一覧表」の提出（様

式自由、指導教員へ提出）

第2年次

（3～4セメスター）

年度初め
・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員へ

提出）

各学期中
・研究指導科目履修

・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

11月30日［5月31日］
・博士論文予備審査申請

※3年目以降は各学期末に予備審査を申請できる。

12月［6月］

・	予備審査の主査・副査の選定（主査1名、副査2名、

研究科教授会で決定）博士論文予備審査（公開）

・	関連分野の総合試験を含めた口頭試問	合否

決定（研究科教授会で審議）

年度末
・	「研究成果報告書」・「業績一覧表」の提出（様

式自由、指導教員へ提出）

第３年次

（5～6セメスター）

年度初め
・	「研究計画書」提出（様式自由、指導教員へ

提出）

各学期中
・研究指導科目履修

・研究成果の公表（論文発表、学会発表など）

11月 21日～ 11月 30日

［5月22日～5月31日］
・博士学位論文提出

博
士
学
位
論
文
審
査

論文提出後

・	論文審査委員の選定（主査 1名、副査 2名

以上、研究科教授会で決定）

・論文査読

1月上旬～ 2月上旬

［6月中旬～7月上旬］
・最終試験（公開口頭試問）

2月中旬［7月下旬］ ・合否決定（研究科教授会）

1～3月［9月中旬］ ・博士学位論文総合審査

3月下旬［9月下旬］ ・学位授与式
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同同志志社社大大学学 ググロローーババルル・・ススタタデディィーーズズ研研究究科科 
Doshisha University Graduate School of Global Studies 

博博士士学学位位論論文文提提出出 指指導導教教員員(担担当当教教員員)承承諾諾書書 
Main Advisor’s Approval for Ph.D. Dissertation Submission 

 

提出日:２０  年   月   日   Date: 20   /   / 

氏    名 Student Name  

学生ＩＤ Student ID   

博士学位論文タイトル 

※論文タイトルが外国語の場合は、和

訳を附記すること。 

  Ph.D. Dissertation Title  

*If the title is in a language other than Japanese, 

a Japanese translation should also be added. 

 

 

 

 

 

 

頁  数 Number of Pages  

私（申請者）は、提出前チェックリスト（別紙参照）の記載のとおりになっていることを含め、下記の申請書類に不備がないことを確認し、以下の

申請書類を提出致します。 

また、重大な誤りが発見された際には教授会の審議を経て提出が無効となることを確認致しました。 

I, the applicant, hereby submit the following documents after having checked that they are all complete and conform to the pre-submission checklist . I also confirm that 

I understand that the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting will invalidate my submission if it finds any significant error in the submitted documents. 

申申請請書書類類：：『『論論文文』』『『学学位位論論文文審審査査願願（（学学位位申申請請書書））』』『『論論文文目目録録』』『『履履歴歴書書』』『『研研究究業業績績一一覧覧表表』』『『論論文文要要旨旨』』  

DDooccuummeennttss  ssuubbmmiitttteedd::  DDiisssseerrttaattiioonn,,  AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  DDiisssseerrttaattiioonn  EExxaammiinnaattiioonn  ((RReeqquueesstt  ffoorr  DDeeggrreeee)),,  IInnvveennttoorryy  ooff  AArrttiicclleess,,  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee,,  

LLiisstt  ooff  AAccccoommpplliisshhmmeennttss,,  DDiisssseerrttaattiioonn  AAbbssttrraacctt  

※『論文』以外の提出書類の再提出が認められた場合は、上記該当書類に○をすること。 

* If you are re-submitting any of the above documents other than Dissertation with permission, circle the specific document (s) you are re-submitting. 

      ２０  年  月   日  Date: 20   /   / 
本人氏名 Name                                                        署名 signature or  ㊞ Seal 

ググロローーババルル・・ススタタデディィーーズズ研研究究科科長長 To the Dean of the Graduate School of Global Studies  

上上記記のの者者はは、、博博士士学学位位論論文文審審査査ににかかかかるる「「論論文文提提出出要要件件」」をを満満たたししてていいるるここととをを確確認認ししままししたた。。ままたた、、提提出出さされれるる申申請請書書類類ににつついいててはは、、各各々々適適切切ななもも

ののでであありり（（論論文文ににつついいててはは剽剽窃窃検検知知ソソフフトトにによよるる検検索索済済））、、提提出出前前チチェェッッククリリスストト（（※※別別紙紙参参照照））ののチチェェッッククがが確確実実にに行行わわれれたたここととをを確確認認ししままししたたのの

でで、、博博士士学学位位論論文文提提出出ににつついいてて承承諾諾ししまますす。。 

I have confirmed that the above-named person has fulfilled the “Requirements for Dissertation Submission” for the examination of the Ph.D. dissertation, has 

completed the appropriate application documents and has checked all the items in the pre-submission checklist. (This dissertation has also been checked by 

iThenticate.) I therefore hereby approve the applicant’s submission of the Ph.D. dissertation. 

      ２０  年  月   日  Date: 20   /   / 
指導教員(担当教員) Name of Main Advisor                             署名 signature or  ㊞ Seal 

（参考）「博士学位論文提出指導教員（担当教員）承諾書」及び「博士学位論文提出前チェックリスト」
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●●博博士士学学位位審審査査論論文文  提提出出前前チチェェッッククリリスストト  （（※※印印刷刷後後にに手手書書ききににててチチェェッックク☑☑ししてて下下ささいい。。）） 

【共通事項】 
 □ 指定された様式を変更していませんか？また、見切れている箇所や不要なスペースの挿入はありませんか？

 □ 記入見本（履歴書・業績書・論文目録）に従って、記入しましたか？ 

 □ 論文題名は全ての書類において一致していますか？

 □ 論文題名が外国語の場合、和訳の題名を附記しましたか？ 

【学位論文審査願または学位申請書】 
 □ 研究科・専攻名は記載していますか？（課程修了以外の方は不要）

 □ 押印はしていますか？（外国籍の方で、印鑑が用意できない場合はサイン）

 □ 出願または申請する学位名は正しいですか？ 

【論文目録】 
 □ 

 □ 論文の頁数は正しいですか？

 □ 参考論文についてそれぞれの項目ごとに正確に記載していますか？

【履歴書】 
 □ 氏名は自署していますか？

 □ 押印はしていますか？（外国籍の方で、印鑑が用意できない場合はサイン）

 □ ふりがなの記載漏れはありませんか？ 

 □ 学歴は、高校入学以後の履歴を年次順に記載していますか？

 □ 卒業・修了・退学に記載漏れはありませんか？ 

 □ 休学期間がある場合、その期間が記載されていますか？

 □ 学位論文審査に必要の無い資格を記載していませんか？ 

 □ 

【研究業績一覧表】 
 □ 修士論文から記載されていますか？

 □ 項目別に時系列に記載されていますか？

 □ 論文等のﾍﾟｰｼﾞ数を「p」で記載する場合、1 ﾍﾟｰｼﾞのみの場合は、「p.○」、複数ﾍﾟｰｼﾞの場合「pp.1～10」のように

記載されていますか？

 □ 

 □ 括弧やダブルコーテーションの数は合っていますか？

 □ 出力した際に文字が正しく表示されていない箇所はありませんか？

【論文要旨】 
 □ 「てにをは」や誤字脱字など、文章の校正はしましたか？ 

 □ 字数は日本語の場合 4,000 字以内、英語の場合 1,300 語以内ですか？ 

出版社や出版の時期が未定にも関わらず、出版による公表としていませんか？

修士以上の取得学位を全て記載しましたか？学位名は間違っていませんか？ 

（全角・半角、大文字・小文字、ダッシュ・ハイフン等、必ず一致させてください。） 

和和文文のの場場合合はは、、書書籍籍名名、、雑雑誌誌名名はは『『  』』、、論論文文名名はは、、「「  」」をを使使用用ししてて括括りり、、欧欧文文のの場場合合はは、、書書籍籍名名、、雑雑誌誌名名はは

イイタタリリッックク体体をを使使用用しし、、論論文文名名はは、、““  ””  をを使使用用ししてて括括っってていいまますすかか？？
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【11】後期課程の履修と科目登録について

1.履修上の注意

2020 年度以降生は指導教員の ｢演習Ⅰ・Ⅱ ｣を登録して、研究指導を受けること。

また、研究指導科目のうち、指導教員の指示により 1つ以上は春学期・秋学期とも登録し、

指導を受けなければならない。

2019年度以前生は指導教員の ｢特殊研究 ｣を登録して、研究指導を受けること。

特殊研究以外の科目は、指導教員の指示により、登録すること。

博士課程後期課程の科目は、原則として履修中止不可とする。

・	間違った科目コードで登録することのないように注意すること。科目コード８桁（グロー

バル・スタディーズ研究科後期課程の設置科目は 418で始まる）＋クラスコード 3桁

・	WEB 登録の手続は、余裕をもって、期日のサービス時間内に登録を完了させること。

本学のネットワーク障害やサーバ障害によってWEB登録のサービスが中断される場合

を除き、個人の事情（パソコンの不具合など）による登録手続の未完了や登録もれ、ミ

スについては対応しない。

・	春学期開講科目については、WEB登録期間終了後は、変更（追加・削除）は認めない。

・	春学期開講科目、秋学期開講科目ともに 4月のWEB登録期間に登録する必要がある。

ただし、秋学期開講科目については、4月に科目登録したのち、秋学期の講義開始前（9

月）に、登録変更（追加・削除）を受け付ける。登録変更の日程は７月に掲示する。

2.前期課程科目の履修について

指導教員が必要と認めた場合は、前期課程・学部の科目を登録履修することができる。

ただし、前期課程・学部科目はWEB登録できない。登録期間中に事務室にて所定用紙に

より登録すること。履修中止についてはP.40 を参照すること。

3.博士課程の研究指導について

◦　指導教員は、研究計画に対し、指導・助言を行う。
　　（※	研究テーマの変更等で指導教員の変更を希望する場合は、所属するクラスターの教

務担当または研究科教務主任に申し出る。）

◦　国内外の学会、研究会での研究発表を奨励する。
◦　	基本的に２年次（入学後４セメスター目〔休学期間を除く〕）に、博士学位論文予備審
査を受けることが望ましい。合格した場合には、博士論文作成が許可される。

4.科目登録スケジュール

ＷＥＢ登録

日　時：　４月５日（水）10：00～４月６日（木）17：00（日本時間）

方　法：　WEBによる登録（学修支援システムDUETによる履修科目登録）

　　　　　パソコンから科目の登録を行う。自宅のパソコンからも登録可能。

　　　　　期間内であれば、何度でも変更・修正可能。

　　　　　詳細は、別紙パンフレットを参照すること。

特別学生およびWEB登録が不可能な場合は、4月 5日（水）16：00（日本時間）ま

でにグローバル・スタディーズ研究科事務室へ相談に来ること。
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登録科目確認表の配布

以下の期間内に、「学修支援システムDUET」よりダウンロードし確認すること。

日　時：　４月 12日（水）～ 14日（金）

※	 登録エラーがあれば、上記期間の事務室開室時間内に事務室で修正手続を行うこと。

5.外国の大学院への留学

大学院学則第２０条の２（在学中、研究科委員会〈教授会〉が本人の教育上有益と認め、

学長が承認した場合に限り、本学の認定する外国の大学の大学院に留学することができる。

ただし、本学に１年以上在学した者）によって在学留学することができる。なお、留学期間

は修業年限および在学年限に算入される。

	

6.博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・マネジメント」について

博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・マネジメント」（プログ

ラム略称：GRM）の履修については、博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・

リソース・マネジメント」について（P.82）及び博士課程教育リーディングプログラム「グ

ローバル・リソース・マネジメント」履修要項を熟読すること。

7.4年目以降の学費について

3 年以上在学（休学期間は含まない）した場合は、次の学期から授業料及び教育充実費が

半額となる。ただし、学部又は大学院の授業科目（博士後期課程の「研究指導科目」は除く）

を履修する場合および長期履修学生については適用されないので注意すること。
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【12】グローバル・スタディーズ研究科　後期課程　講義概要

○は春学期科目、△は秋学期科目

アメリカ研究クラスター

2020年度以降生
41810110-001
○アメリカ特殊研究Ⅰ・①
41810110-011
△アメリカ特殊研究Ⅰ・⑪

Gavin	J.CAMPBELL この授業は「アメリカ特殊研究」と連動しているものと位置づけ、「ア

メリ力の歴史と社会」に関する、大学院生の博士学位論文の中心的な研

究テーマや方法論について研究をより深化させるための研究指導を行う。

「アメリカ特殊研究」で行う博士学位論文作成の準備をさらに促進させ、

その完成を目指す。
2019年度以前生
41810010-001
○アメリカの歴史と社会	①
41810010-011
△アメリカの歴史と社会	⑪

2020年度以降生
41810140-001
○アメリカ特殊研究Ⅳ・①	
41810140-011
△アメリカ特殊研究Ⅳ・⑪

秋林	こずえ 本コースは、「アメリカの社会と文化」に関する博士論文を作成するた

めに必要な知識と技術を理論と実践の反復	(learning	by	doing)を積み

重ねることにより習得し、発表	―	フィードバック	―	実践のPDCAプ

ロセスを通して、各自の研究の深化と進展をはかることを目的とする。

定期的な発表の他、毎週、各々のプロジェクト・ステージに見合った成

果を提出することを義務づける。

2019年度以前生
41810030-001
○日米関係論①
41810030-011
△日米関係論⑪

2020年度以降生
41810120-001
〇アメリカ特殊研究Ⅱ・①
41810120-011
△アメリカ特殊研究Ⅱ・⑪

南川	文里 本授業では、アメリカ研究における社会・文化分野に関する博士学位論

文を作成するために必要な理論、方法論および関連する研究動向を把握

することを目的とする。とくに、人種・エスニシティ研究、移民研究、

多文化社会研究に関する重要な著作や学術論文を取り上げて精読し、そ

の背景にある理論的枠組、方法論的関心、そして事例研究への応用方法

について議論する。

2019年度以前生
41810040-001
〇アメリカの社会と文化①
41810040-011
△アメリカの社会と文化⑪

2020年度以降生
41810150-001
○アメリカ特殊研究Ⅴ・①
41810150-011
△アメリカ特殊研究Ⅴ・⑪

岡野　八代 学生の研究テーマの理論的背景をなす、アメリカにおける個人・共同

体・国家をめぐる思想史的な議論を独力で展開する力を養成することを

目的とする。そのために、アメリカ社会の理念的特徴である個人主義と

共同体との関係性を理解し、その関係性が国家観にどのような影響を及

ぼしているかについて、テクストの慎重かつ批判的な読解を実践する。

講義の形態は、共通テクストの読解を各自報告し、たがいにその報告に

ついて論評しあいながら、アメリカ社会の思想的背景について知識を深

めていく。

2019年度以前生
41810050-001
○アメリカの政治と社会	①
41810050-011
△アメリカの政治と社会	⑪

2020年度以降生
41810160-001
○アメリカ特殊研究Ⅵ・①
41810160-011
△アメリカ特殊研究Ⅵ・⑪

菅野　優香 ジェンダーをめぐる諸問題、すなわち、性差が構築されるあり方と、構

築された性差が今度は社会関係や社会構造を生み出していくあり方につ

いて思考することを目指す。アメリカにおいて、ジェンダー規範やジェ

ンダー・アイデンティティが生成されるメカニズムを具体的に分析しな

がら、ジェンダーがセクシュアリティや人種とどのように交差し、表現

され、利用されるのかを理論的かつ歴史的視点から問い、研究テーマに

ついての先行研究、方法論、議論等を深化させるための指導を行う。

2019年度以前生
41810060-001
○	アメリカのジェンダーと社会	①
41810060-011
△アメリカのジェンダーと社会	⑪
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2020年度以降生
演習Ⅰ・Ⅱ

本演習は、アメリカ研究に関する博士学位論文作成のための準備をし、

受講生に論文作成に必要な理論、知識、方法論を修得させることを目的

として行われる。受講生は先行研究論文、関連論文や主題展開のための

方法論、データ収集・解析法などに関する課題レポートや研究発表を行

い、討議、論評、点検を通して、学位論文の作成に不可欠な論理的思考

能力、批判的読解・分析能力、視点の独創性を養うことをめざす。

2019年度以前生
アメリカ特殊研究

2020年度以降生
41810100-001
○演習Ⅰ・①
41810200-001
△演習Ⅱ・①

Gavin	J.CAMPBELL この授業では博士後期課程の学生が「アメリカの歴史と社会」に関連す

る研究テーマについての博士学位論文の作成のための準備を行うが、と

くにアメリカの歴史に関する基礎的、先端的な先行研究を徹底的に読み

こなし、各自の具体的な研究関心をより広い歴史的文脈のなかに位置付

けるよう指導する。
2019年度以前生
41810000-001
○アメリカ特殊研究	①
41810000-011
△アメリカ特殊研究⑪

2020年度以降生
41810100-002
○演習Ⅰ・②	
41810200-002
△演習Ⅱ・②

秋林	こずえ 本授業はアメリカ研究をテーマとした博士学位論文作成を進めるために、

受講生の研究発表を中心とした演習形式をとる。「地域研究を超えた」

アメリカ研究において特に「ジェンダー」を中心的な分析視座とするこ

とに留意し、博士学位論文作成のためにとどまらず、将来携わるであろ

う研究教育の基礎とするためのしっかりとした先行研究の構築を目指す。

その上で授業内での議論を通して、各々の研究の独創性を深めることを

本授業の目的とする。

2019年度以前生
41810000-002
○アメリカ特殊研究②	
41810000-012
△アメリカ特殊研究⑫

2020年度以降生
41810100-003
〇演習Ⅰ・③
41810200-003
△演習Ⅱ・③

南川	文里 本演習は、アメリカ研究における社会・文化分野に関する博士学位論文

の作成に向けて、個々の受講生の研究発表を中心に進める。受講生は、

アメリカ研究における自身の問題関心を先行研究と理論的関心のなかに

位置づけ、研究倫理を尊重し、創造的で独自性のある問題設定と研究計

画にもとづく研究を着実に遂行することが求められる。演習では、段階

的に研究報告を行い、教員や受講生との議論を通して、学術的なコミュ

ニケーションの方法や論文執筆の技法を身につける。

2019年度以前生
41810000-003
〇アメリカ特殊研究③
41810000-013
△アメリカ特殊研究⑬

2020年度以降生
41810100-004
○演習Ⅰ・④
41810200-004
△演習Ⅱ・④

菅野　優香 本授業は、博士論文作成に向け、具体的かつ基礎的な準備作業を行うこ

とを目的とする。主に、アメリカのジェンダーやセクシュアリティに関

連したテーマに取り組む学生を対象に演習形式で授業を進め、先行研究

の検討や、理論的枠組みの整理、方法論の確認などを行う。各自、進行

状況に応じて研究発表を行い、他の受講者はそれに対し効果的で意義の

あるフィードバックを行うことを義務とする。

2019年度以前生
41810000-004
○アメリカ特殊研究	④
41810000-014
△アメリカ特殊研究	⑭

2020年度以降生
41810100-005
○演習Ⅰ・⑤
41810200-005
△演習Ⅱ・⑤

岡野　八代 アメリカ政治学系の雑誌から国内政治や社会関係などに様々な形で影響

を与えた重要テーマに関する一連の論文をピックアップし、一つのテー

マを歴史的・法学的・政治学的・思想的などの複数のパースペクティヴ

から論じることの重要性を理解する。一つのテーマに絞り、その関連論

文を読み込むことで、自らの研究に必要な先行研究の選択や独創性に必

要となる構想力を養うことが目標である。

2019年度以前生
41810000-005
○アメリカ特殊研究⑤
41810000-015
△アメリカ特殊研究⑮
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現代アジア研究クラスター

2020年度以降生

41820110-001

○現代アジア特殊研究Ⅰ・①

41820110-011

△現代アジア特殊研究Ⅰ・⑪

厳　善平 本授業では、現代中国が直面する主な問題を取り上げ、それらに対する

内外の最高レベルの研究成果を踏まえながら解説する。各人の専門的研

究領域の裾野を広げることが主な目的である。具体的に以下のようなイ

シューが考えられる。高度経済成長は中国の社会構造や人々の意識にど

のような影響を与えたか、独裁的政治体制と市場経済の円満な結合はは

たしてありうるのか、都市と農村の二重構造や経済格差、教育機会の不

平等、環境と開発の両立といった問題をどのように考えるべきか。

2019年度以前生

41820010-001

○現代中国社会・文化論	①

41810010-011

△	現代中国社会・文化論	⑪

2020年度以降生

41820120-001

○現代アジア特殊研究Ⅱ・①

41820120-011

△現代アジア特殊研究Ⅱ・⑪

太田　修 本演習では、博士論文作成に向けての基礎的作業を行なう。20世紀の

朝鮮半島の政治・経済・社会・文化研究に関する２、３の主要テーマを

選び、それらのテーマに関する専攻研究を読解、整理、発表することを

通して、最新の研究の到達点を理解する。さらに、重要な論点について

参加者全員で討論し、問題点と課題について理解を深める。その際、東

アジアや他の諸地域との関連の中で横断的に考えるとともに、当該期の

史資料についても検討し、テーマについての考察を深める。

2019年度以前生

41820020-001

○朝鮮半島の社会・文化論	①

41820020-011

△朝鮮半島の社会・文化論	⑪

2020年度以降生

41820130-001

○現代アジア特殊研究Ⅲ・①

41820130-011

△現代アジア特殊研究Ⅲ・⑪

小山田	英治 途上国（特に東南アジア諸国）の社会と政治問題を様々な側面より取り

上げ、テーマ別に研究すると共に、学生の研究テーマと関連性あるト

ビックを選択し講義を展開する。その際、学術や政府・国際機関刊行物

を中心に活用することにより、変化しつつある東南アジアの社会政治情

勢における最新の情報を学び、学生の研究活動への更なる知識を深めさ

せる。また外部の講師（途上国や東南アジア諸国からの研究者や政府職

員等）を積極的に招き、国内での研究活のみでは補うことが出来ない知

識や考え方、そして情報を収集する。

2019年度以前生

41820030-001

○東南アジアの社会・政治論	①

41820030-011

△東南アジアの社会・政治論	⑪

2020年度以降生

41820140-001

○現代アジア特殊研究Ⅳ・①

41820140-011

△現代アジア特殊研究Ⅳ・⑪

冨山　一郎 この演習では、日本の近現代史にかかわる具体的なテーマを取り上げ、

それぞれの事象の歴史的意味を、アジア地域との関係性において検討す

る。その際、日本帝国による植民地支配、ならびにその痕跡や植民地支

配に対する責任の問題が重要な議論の軸となる。また地政学的な国際比

較ではなく、個別事象にあくまでも焦点を絞った横断的な研究の可能性

を探りたい。基本的には博士論文作成を念頭においた演習であるが、日

本帝国あるいは、東アジア近現代史全体にかかる問題全般に関心のある

人の参加を求める。

2019年度以前生

41820040-001

○アジア比較社会論	①

41820040-011

△アジア比較社会論	⑪

2020年度以降生

41820150-001

○現代アジア特殊研究Ⅴ・①

41820150-011

△現代アジア特殊研究Ⅴ・⑪

村田　雄二郎 習近平政権の下で「超大国」化の道を進む現代中国と周辺諸国・地域と

の関係を歴史的に位置づけるために，19世紀以降の東アジア国際秩序

の変動を，政治・軍事・経済・文化などの諸側面から総合的に分析する。

さらに，中華人民共和国の成立のプロセスを歴史的連続性の中で考察す

べく，戦争と民主化をキーワードに，国際関係も視野に収めつつ，集団

化時代（1953-78）および改革・開放時代（1978-）の政治と社会に

ついて多面的に考察する。

2019年度以前生

41820050-001

○アジア地域間関係論	①

41820050-011

△アジア地域間関係論	⑪
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2020年度以降生

41820160-001

○現代アジア特殊研究Ⅵ・①

41820160-011

△現代アジア特殊研究Ⅵ・⑪

錢　　鷗 この演習は近現代中国の歴史・思想・文学または日中比較思想・東アジ

ア文化交渉学に関する分野を研究する者を対象とする。博士論文作成に

向け、基本的文献や専攻研究の評価による問題の所在の究明、自らの研

究の立場や研究方法の客観化を目指す。テーマの選び方、文献の収集・

批判、研究の具体的展開と結論を報告し、専門的質疑と講評を積み重ね

て博士論文の完成を目指す。

2019年度以前生

41820060-001

○	アジアの歴史と文化	①

41820060-011

△	アジアの歴史と文化	⑪

2020年度以降生

演習Ⅰ・Ⅱ

本演習は、現代アジア研究に関する博士学位論文作成のための準備をし、

受講生に論文作成に必要な理論、知識、方法論を修得させることを目的

として行われる。受講生は先行研究論文、関連論文や主題展開のための

方法論、データ収集・解析方などに関する課題レポートや研究発表を行

い、討議論評、点検を通して、学位論文の作成に不可欠な論理的思考能

力、批判的読解・分析能力、視点の独創性を養うことをめざす。

2019年度以前生

現代アジア特殊研究

2020年度以降生

41820100-001

○演習Ⅰ・①

41820200-001

△演習Ⅱ・①

冨山　一郎 本演習では、博士論文作成に向けての基礎的作業を行なう。基本的には

各自の博士論文のテーマに即した報告と討議によって構成されるが、参

加者のテーマを横断するような共通の課題を設定することも考えている。

また討議空間をどのように構成し、維持していくのかということも、個

別のテーマを通底する論点として設定しておきたい。演習とは各自の個

別論文に結実するたけではなく、場の形成でもあるからだ。したがって、

参加者は必ずしも日本研究において博士論文を執筆するものに限定せず、

より横断的な討議空間の構築を目指す。

2019年度以前生

41820000-001

○現代アジア特殊研究	①

41820000-011

△現代アジア特殊研究	⑪

2020年度以降生

41820100-002

○演習Ⅰ・②

41820200-002

△演習Ⅱ・②

厳　善平 特殊研究では、現代中国の経済と社会に関する各人の博士学位論文の

テーマと枠組みについて深く議論し、博士課程１年目の早い時期にそれ

を固める。その後サブ・テーマを具体化し論文作成に向けての準備を進

め、途中成果を授業で報告する。論文の形がほぼ出来上がった段階で学

会報告、学術雑誌への投稿を目標に理論、方法、結果の解釈に対する更

なる検討を積み重ねていく。年に１本か２本のペースで論文を執筆する

ことが必要である。

2019年度以前生

41820000-002

○現代アジア特殊研究	②

41820000-012

△	現代アジア特殊研究	⑫

2020年度以降生

41820100-003

○演習Ⅰ・③

41820200-003

△演習Ⅱ・③

村田　雄二郎 本演習では，博士論文の作成に向けた準備を行う。主として，近現代中

国の政治と思想を扱うが，常にアジアの他地域との関連や比較を意識し

た指導を進める。論文作成に必要な理論や作法，先行研究に幅広く触れ

ながら，資料やデータの扱い方についても，実践的なトレーニングを積

む。先ず，参加者全員で，基礎的文献やデジタル・アーカイブの情報を

できる限り広く共有し，その後，個別にテーマの設定と構想発表を行い，

質疑や討論を通じた，問題意識の深化と発展をめざす。

2019年度以前生

41820000-003

○現代アジア特殊研究	③

41820000-013

△現代アジア特殊研究	⑬
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2020年度以降生

41820100-004

○演習Ⅰ・④

41820200-004

△演習Ⅱ・④

太田　修 本演習では、博士論文作成のための準備を行なう。20世紀の朝鮮半島

の政治・経済・社会・文化に関する研究テーマを中心に扱い、各自の研

究テーマについて、当該期の史資料に基づいて理解し、歴史として究明

していくことを目指す。その際、東アジアや他の諸地域との関連の中で

考察を深めていく。担当教員は各人の研究の進行状況に合わせて指導を

行なう。演習では各自が研究テーマについて発表し、参加者全員による

質疑と講評を通して、研究を前進させていく。

2019年度以前生

41820000-004

○現代アジア特殊研究	④

41820000-014

△現代アジア特殊研究	⑭

2020年度以降生

41820100-005

○演習Ⅰ・⑤

41820200-005

△演習Ⅱ・⑤

小山田	英治 特殊研究では、現代アジアに関する博士論文作成のための準備を行う。

主として東南アジア地域を中心とした政治、文化と社会に関する研究

テーマを扱う。教員は各受講生のテーマ選択に適切な助言を与えるとと

もに、論文作成に必要な理論、知識、方法論を習得させるよう努める。

また国内での研究活動のみでは補うことが出来ない知識や考え方、そし

て情報を可能な限り収集し受講生に提供したい。受講生は先行研究論文、

関連論文や主題展開のための方法論、データ収集・解析法などに関する

課題レポートや研究発表を行い、学位論文の作成に不可欠な論理的思考

能力、批判的読解・分析能力、視点の独創性を養うことをめざす。

2019年度以前生

41820000-005

○現代アジア特殊研究	⑤

41820000-015

△現代アジア特殊研究	⑮

2020年度以降生

41820100-006

○演習Ⅰ・⑥

41820200-006

△演習Ⅱ・⑥

錢　　鷗 この授業では博士後期課程の学生が、中国の政治・歴史・思想・文化、

あるいは日中比較政治思想、・日中文化交流史に関連する研究テーマで

博士学位論文を執筆する準備作業として、そのテーマに関する基礎的文

献、重要な先行研究をしっかりと理解し、各自の具体的な研究テーマを

より広い理論的・歴史的文脈のなかに位置付けることができるよう指導

する。研究の親テーマと枠組みを固めた後、子課題を選び出し、研究の

具体化に向けて進み、中間成果を授業で報告する。この段階を経て学生

たちは、学会報告、学術雑誌への投稿を目標に、問題設定、結果の解釈、

方法論への批判といった議論をさらに深めていく。博士後期課程在学中、

２本以上の学術論文を執筆することが必要である。また、海外留学の意

欲を持つ学生の要望に応じ、留学に関するアドバイスや推薦を積極的に

行う。

2019年度以前生

41820000-006

○	現代アジア特殊研究	⑥

41820000-016

△	現代アジア特殊研究	⑯

グローバル社会研究クラスター

2020年度以降生
41830110-001
○グローバル社会特殊研究Ⅰ・①
41830110-011
△グローバル社会特殊研究Ⅰ・⑪

内藤　正典 国境を越えた人の移動は、移民であれ、難民であれ、様々な事情から、

母国へ帰還せず、定住することが多い。20世紀後半の、発展途上地域

から先進地域への移動の結果、ヨーロッパには、移民によるさまざまな

異文化の社会が形成された。本授業では、移民の定住によって多文化化

した社会が直面した多様な問題群を整理しつつ、従来の多文化主義、文

化多元主義の問題点を考究し、多文化共生のための新たな知的枠組みを

構築する。

2019年度以前生
41830010-001
○人口移動と多文化社会論①
41830010-001
△人口移動と多文化社会論	⑪
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2020年度以降生
41830120-001
○グローバル社会特殊研究Ⅱ・①
41830120-011
△グローバル社会特殊研究Ⅱ・⑪

中西　久枝 グローバリゼーションが伸展する現在、先進国・途上国を問わず、安

全・安心・共生をいかに社会全体がつくり上げていくかが問われている。

それは、広義の公共性とは何かを追求することである。本授業は、学生

のそれぞれの専門分野とする地域あるいはテーマにおいて、公と私、公

共善、市民性の概念がどう人々によって共有されているかを取り上げ、

市民社会とは何かを分析する能力を養う。その上で、各国の市民社会が

他の地域の市民社会とどうつながっているかを、各自の論文テーマに照

らし合わせ、グローバルな市民社会への理解を深める。

2019年度以前生
41830020-001
○開発政策論	①
41830020-011
△開発政策論	⑪

2020年度以降生
41830130-001
○グローバル社会特殊研究Ⅲ・①
41830130-011
△グローバル社会特殊研究Ⅲ・⑪

峯　陽一 東南アジア、東アジア、アジア、アフリ力、欧州、ラテンアメリカなど

の事例について、人間の安全保障の思想と実践の地域的なフレームワー

クを理解する。カナダの人道介入の原理、いわゆる日本型の包括的アプ

ローチ、そしてアメリカ合衆国の責任主権の枠組みを対比させつつ、そ

れぞれの視角が地域的な安全保障の枠組みをどう変えつつあるかについ

て、受講生の発表をもとに議論する。地域の選択にあたっては受講生の

研究分野を参考にするが、ASEANやEUといった地域機関が人間の安全

保障の原理をどう取り込もうとしているかに特に注意を払うことにした

い。

2019年度以前生
41830030-001
○地域安全保障論	①
41830030-011
△地域安全保障論	⑪

2020年度以降生
41830140-001
○グローバル社会特殊研究Ⅳ・①
41830140-011
△グローバル社会特殊研究Ⅳ・⑪

西川　由紀子 グローバリゼーションは国家間の紛争だけでなく国内紛争にも多様な影

響をもたらしている。本授業では、紛争のデータセットを用いた分析方

法を学び定量的な分析方法と、各自の研究テーマに沿った紛争の定性的

な分析方法を学習する。グローバリゼーションがもたらした変化を国内

的および国際的要因の両側面から分析が行えるよう関連の文献を精読す

る。

2019年度以前生
41830070-001
○グローバル化とジェンダー①
41830070-011
△グローバル化とジェンダー⑪

2020年度以降生
41830150-001
○グローバル社会特殊研究Ⅴ・①
41830150-011
△グローバル社会特殊研究Ⅴ・⑪

Anne	GONON 春学期の内容：	フランクフルト学派の批判理論は、新しい問題や解放

のための新しい可能性に思考が対応しなければならないことを主張して

いるため、この新しいミレニアムにおいても重要である。このセミナー

では、実践のための理論とその逆の重要性を強調し、批判理論が今でも

社会に対する統合的な批判を提供できるかどうかを検証する。

秋学期の内容：この授業では、いくつかのフェミニストのフレームワー

クのサーベイを行う。フェミニストのテキストに焦点を当て、2つの方

向からアプローチしていく。一つは、フェミニズムの現代史と実際の主

要なトレンドに関連するものである。目的は、アメリカだけでなく、

ヨーロッパやアジアで理論を発展させた主要な思想家を発見し、読むこ

とである。もう一つのテーマは、プライベートとパブリックの境界に関

するものである。読むテキストは参加者の興味に合わせて選ぶ。

2019年度以前生
41830050-001
○市民社会と人道主義	①
41830050-011
△市民社会と人道主義	⑪
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2020年度以降生
41830160-001
○グローバル社会特殊研究Ⅵ・①
41830160-011
△グローバル社会特殊研究Ⅵ・⑪

菊池　恵介 この授業では、現代ヨーロッパが直面する主要な問題を取り上げる。た

とえば、EUの市場統合・通貨統合に伴う地域格差や階層格差の拡大、

欧州債務危機と緊縮政策の影響、移民排斥やポピュリズムの台頭などで

ある。履修者の研究テーマに応じて2、3のトピックを選び、関連する

外国語文献（仏語、英語）の読解、整理、発表などを重ねていく。最新

の研究動向を把握すると同時に、各人の専門領域の裾野を広めることが

授業の目的である。

2019年度以前生
41830080-001
○グローバル化とレイシズム	①
41830080-001
△グローバル化とレイシズム	⑪

2020年度以降生
演習Ⅰ・Ⅱ

本演習は、グローバル社会研究に関する博士学位論文作成のための準備

をし、受講生に論文作成に必要な理論、知識、方法論を修得させること

を目的として行われる。受講生は先行研究論文、関連論文や主題展開の

ための方法論、データ収集・解析法などに関する課題レポートや研究発

表を行い、討議、論評、点検を通して、学位論文の作成に不可欠な論理

的思考能カ、批判的読解・分析能力、視点の独創性を養うことをめざす。

2019年度以前生
グローバル社会特殊研究

2020年度以降生
41830100-001
○演習Ⅰ・①
41830200-001
△演習Ⅱ・①

峯　陽一 国際関係論・地域研究・多文化共生にかかわる理論的な文献を、春学期

と秋学期それぞれで選定し、参加者全員で熟読する。理論的文献の精読

のコツを身につけることが目的である。文献の言語は英語ないしフラン

ス語を予定している。また、適宜、授業参加者による現在進行中の研究

の報告を受ける。日本に滞在中の海外の研究者(紛争研究、開発研究)を

お招きし、当該分野の最先端の研究を紹介してもらうとともに、授業参

加者の研究発表にコメントしていただくような機会も積極的に設けてい

く。

2019年度以前生
41830000-001
○グローバル社会特殊研究	①
41830000-011
△グローバル社会特殊研究⑪

2020年度以降生
41830100-002
○演習Ⅰ・②
41830200-002
△演習Ⅱ・②

内藤　正典 現代におけるイスラームと西欧との関係を検討する。冷戦の終焉から今

日にいたる時期に焦点を当て、西欧世界におけるイスラーム・フォビア

（イスラームへの嫌悪）が、いかなる文脈で形成され、西欧諸国におい

て、正当化されていったのかを具体的な事例を基に検証していく。同時

に、イスラーム圏諸国およびヨーロッパにおけるムスリム移民社会の側

が、イスラーム・フォビアに対して、どのように応答したのかを検討す

る。

2019年度以前生
41830000-002
○グローバル社会特殊研究②
41830000-012
△グローバル社会特殊研究⑫

2020年度以降生
41830100-003
○演習Ⅰ・③
41830200-003
△演習Ⅱ・③

中西　久枝 グローバル社会が抱える課題のなかに、地球規模的におこっている人の

移動がある。トランスナショナルな人の移動によって、それぞれの社会

は、平時においては移民、難民、外国人受け入れ問題、紛争地域やその

周辺地域においては難民・国内避難民の保護の問題として、公共政策の

課題とて抱える。本授業では、学生が各自の論文テーマに合わせ、難民

や外国人受け入れ問題などが、それぞれの社会にどのような変容をもた

らしているかについて理解を深める。

2019年度以前生
41830000-003
○グローバル社会特殊研究③
41830000-013
△グローバル社会特殊研究⑬
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2020年度以降生
41830100-004
○演習Ⅰ・④
41830200-004
△演習Ⅱ・④

Anne	GONON グローバル社会の構築に関する諸課題の中で、多文化共生は主な課題の

一つである。本演習では、欧州連合の形成過程を事例にして共生の条件

を問い、具体的な問題とそれを解決するために選ばれた手段を考察する。

多言語主義、人権、多文化主義などの理念のもとで行われている政策の

枠組みにおいて、ヨーロッパ人が諸問題に対して考え出した様々な戦略

を、日本語、フランス語、英語の文献を通して学びながら、批判的読解

を行う。なお、本演習では受講生は自身の具体的な研究関心をより広い

社会学的・文化人類学的文脈の中に位置づけた上で、独自の理論的な枠

組みを確定することを目指さねばならない。

2019年度以前生
41830000-004
○グローバル社会特殊研究④
41830000-014
△グローバル社会特殊研究⑭

2020年度以降生
41830100-005
○演習Ⅰ・⑤
41830200-005
△演習Ⅱ・⑤

西川　由紀子 本授業ではグローバル化が進んだ世界における武力紛争の動向を捉える

とともに変容する国際関係のもとで変化する紛争のダイナミズムを捉え

ることを目的とする。グローバル化と紛争に関する文献を精読し、国際

社会と紛争について理解を深める。各自の論文テーマに沿った報告を

行ってもらい、グローバリゼーションが紛争に与える影響について理解

を深める。

2019年度以前生
41830000-005
○グローバル社会特殊研究⑤
41830000-015
△グローバル社会特殊研究⑮

2020年度以降生
41830100-006
○演習Ⅰ・⑥
41830200-006
△演習Ⅱ・⑥

菊池　恵介 この演習は、グローバリゼーションに伴う諸問題（たとえば、新自由主

義と格差問題、人種主義やポピュリズム、資本主義と気候変動など）に

関する博士論文を準備する学生を対象とする。各自の研究テーマに関連

する外国語文献（フランス語、英語）の精読を通じて、先行研究の検討、

理論的枠組みの整理、研究方法の確認などを行うと同時に、各人の研究

発表の機会を設けることで、博士論文の執筆を促していく。

2019年度以前生
41830000-006
○グローバル社会特殊研究⑥
41830000-016
△グローバル社会特殊研究⑯
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【13】 ２０２４年度 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 
外国人留学生助手（有期）募集要項

１．趣旨

本学は、大学院の教育・研究の充実並びに外国人留学生の博士学位取得後の研究支援及

びキャリアパスの支援を図るため、博士学位を取得した外国人留学生を助手（有期）（以

下「助手」という）に任用する制度を設ける。

２．応募資格

下記の（１）～（３）のすべての要件を満たす者

（１）	本学大学院グローバル・スタディーズ研究科において、２０２２年度もしくは

２０２３年度在籍し、博士学位を取得した者または取得見込みの者。ただし、論

文博士は対象としない。

（２）	着任時に他の常勤的な職に就いていない者。

（３）	本学大学院グローバル・スタディーズ研究科専任教員が、指導教員となる者。

前項の規定にかかわらず、日本国籍を持つ者または日本国に永住を許可されている外国

人は、対象としない。

３．任用予定人数

１名

４．採用（着任）予定日と任用期間

採用（着任）予定日　２０２４年４月１日

任 用 期 間　２０２４年４月１日から２０２６年３月３１日までの２年間

５．所属

同志社大学大学院　グローバル・スタディーズ研究科

６．職務

（１）	本研究科における勤務を本務とし、研究及び教育の補助に従事する。職務は、研

究科が発行する定期刊行物の編集の補佐、学術論文の書き方に関する学生のスキ

ル向上の指導、研究集会やシンポジウムの企画と運営の補佐、留学生の研究と生

活へのアドバイスを含む。

（２）	原則として、兼職・兼業は認めない。

７．研究条件

（１）個人研究費を支給する。

（２）	外国旅費補助に関する取扱要領に基づく外国旅費補助を申請することができる。
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８．給与等

「同志社大学外国人留学生助手（有期）制度に関する申合せ」に基づき、次のとおり、

給与を支給する。

（１）助手の給与等に関する事項は、同志社任期付教員就業規則による。

（２）	社会保険等については、日本私立学校振興・共済事業団に加入するものとし、雇

用保険及び労働者災害補償保険の対象とする。

９．研究成果

助手は、毎年度末、研究成果報告書を本研究科に提出しなければならない。

１０．申請手続

（１）募集期間	２０２３年１２月１日（金）～２０２３年１２月 8日（金）

（２）申請書類

　①申請書（本学所定様式）

　②履歴書・業績書（本学所定様式）

　③	博士論文または博士学位申請論文を含む主要研究業績３点（現物、抜刷、またはコ

ピー）

　④契約期間中の研究計画書（A4用紙 3枚以内　様式自由）

　⑤応募理由（A4用紙 1枚　様式自由）

※	なお、本学所定様式は１０月１日以降に同志社大学グローバル・スタディーズ研究科

オリジナルホームサイトからダウンロードすること。

（３）提出方法

　	郵送（募集期間内の郵送必着）、もしくは事務室持参（12月 8日　17：00まで）と

する。

（４）提出先

（郵送の場合）

〒 602－ 0898

　京都市上京区烏丸通上立売上ル

　同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科長　岡野　八代

（封筒に「グローバル・スタディーズ研究科　外国人留学生助手（有期）応募書類在中」

と朱書し、書留等の追跡可能な手段で送付のこと）

（事務室持参の場合）

　同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科事務室（烏丸キャンパス）

１１．選考方法等

　研究業績、研究計画書、研究科の研究・教育への貢献の期待値等の観点から、書類選

考ならびに必要に応じて面接を実施し、グローバル・スタディーズ研究科教授会による

任用審議を経て、任用候補者を選出する。そのあと同志社大学部長会により任用を決定

する。
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なお、任用候補者は、別途、任用決定の際、以下の書類を迅速に提出しなければならな

い。

・学部	成績・卒業証明書

・大学院 (前期課程・後期課程 )	成績・修了証明書

　※現在在学中の場合は、採用決定後に修了証明書を提出のこと。

１２．その他

（１）	博士学位取得見込みの者が、２０２４年３月末日までに学位を取得できなかった

場合は、採用しない。

（２）博士学位の取得日は、学位記に記載された日とする。

（３）助手の任用期間は２年以内とし、任用期間終了時に退職する。

（４）本学を退職した助手の再任用は、行わない。

（５）	応募書類は審査終了後廃棄する。書類に含まれる個人情報は選考以外の目的には

使用しない。但し、主要業績の現物については希望により返却するので、申請時

に返信用封筒を同封すること。

１３．問合せ先

同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科事務室

電話：075-251-3930　FAX：075-251-3091　E-mail：ji-gs@mail.doshisha.ac.jp

以上
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博士課程教育リーディングプログラム
｢グローバル・リソース・マネジメント｣



【14】 博士課程教育リーディングプログラム 
「グローバル・リソース・マネジメント」（ＧＲＭ） 
プログラムについて（2022 年度以前生対象）

【注意】

GRMプログラムは、2023 年度よりカリキュラムが変更にされます。ここで記載してい

る内容は〈2022 年度以前〉に入学した学生が対象です。〈2023 年度〉に入学した学生は、

GRMのHPに掲載している「履修要項」を確認してください。

１．プログラム(略称：ＧＲＭ)の概要

本プログラムは、良心教育を基礎に据え、本学の教育のグローバル化の成果を活かして、

諸研究科を横断する新たな大学院教育を創設するという趣旨から構想された。本プログラム

が養成しようとするグローバルリーダーは、いわゆる「エリート型」リーダーではなく、新

興国や最困難国・地域で現地の人々と同じ目線で諸問題の解決にあたることのできる文理融

合型グローバルリーダーであり、創立者新島襄の精神が生き続けている本学独自のプログラ

ムである。

ＧＲＭが趣旨とする多文化共生社会で他者と協働できる人材を養成すべく、社会の広範な

分野で活躍する高度職業人材に必要な能力として、学問分野・領域に共通する多角的視野、

汎用性、応用性といった基礎能力の涵養を目的とする。

本プログラムは、区分制博士課程と一貫制博士課程の全研究科・専攻を対象に所属する研

究科・専攻の教育課程とは別に履修する、博士課程の前期課程と後期課程を一貫した 5年

間の追加型大学院教育プログラムである。

履修にあたり、履修生の選抜試験を課さない点や、博士学位取得を義務付けていない点、

ＧＲＭプログラムの修了を希望しない者でもＧＲＭが設置する科目を履修可能としている点

が大きな特色である。

※第４セメスター開始までに

GRM690 

D3 

Group Work Practice Ⅱ 

D2 

博士（○○）

博士リーディングプログラム

GRM 修了 

D1 

M2 

M1 

博士後期課程入試 

博士前期課程入試 

学位審査 GRM 修了判定

GRM790

Group Work Practice Ⅴ 

GRM への登録 

所属研究科の修了判定 
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本プログラムでは、所定の科目がプログラム中間審査および修了審査を兼ねる。

本プログラムの修了を希望する者は、博士前期課程 2年次の第 4セメスター開始前まで

に所定の手続きを経て、「GRMプログラム修了を希望する者」として登録を行う。登録を行

うと、本プログラムで修得した単位は、プログラムの修了に必要な単位として算入され、グ

ローバルスタディーズ研究科博士課程（前期課程）の学位取得に必要な単位には算入されな

い。

また、当初「GRMプログラムの修了を希望しない者」としてプログラムの履修をはじめ

ても、博士前期課程 2年次の第 4セメスター開始前までであれば、途中で、「GRMプログ

ラム修了を希望する者」として登録ができる。

所属の研究科の所定単位とは別途、本プログラムの修了に必要な単位（20単位以上）を

修得し、本プログラムの中間審査および修了審査に合格かつ博士学位論文の審査を請求した

者には、プログラムの修了判定を行う。

修了判定に合格し、博士学位論文審査に合格した者には、本プログラムの修了を認定し、

所属研究科の教育課程及び博士課程教育リーディングプログラム（グローバル・リソース・

マネジメント）の修了を付記した「博士（所属研究科ごとに定める専門分野）」の学位を授

与する。

２．プログラム履修上の注意

◦　	GRM科目の履修登録は、DUETの一般登録で行う。
◦　	GRM科目は、同一科目に対しプログラムの修了を“希望する”学生向けと、修了
を“希望しない”学生向けに複数の科目コードがある。

◦　	GRMの教育課程で修めた単位（GRMプログラムの修了を“希望する”学生用の
科目コードで登録した単位）は、グローバル・スタディーズ研究科の修了に必要な

単位として算入されないので十分に注意すること。

◦　	2020 年度以降生が修得した単位（GRMプログラムの修了を“希望しない”学生
用の科目コードで登録した単位）は、グローバル・スタディーズ研究科の認定を経

て、10単位を超えない範囲でグローバル・スタディーズ研究科博士課程（前期課程）

の修了に必要な単位として算入することができる。

◦　	2019 年度以前生が修得した単位は、グローバル・スタディーズ研究科博士課程（前
期課程）の修了に必要な単位として算入されないので十分に注意すること。

◦　	詳細は博士課程教育リーディングプログラム「グローバル・リソース・マネジメン
ト」履修要項を確認すること。

〈問合せ先〉　　　　　　　　　　　　　

高等研究教育院事務室（GRM事務局）

ji-grmld@mail.doshisha.ac.jp　　　
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【15】学生ＩＤと学生証

学生ＩＤ

学生ＩＤは課程、所属研究科、入学年度、学籍番号によって構成されており、入学と同時

に決められた学生ＩＤが与えられる。各自に与えられた学生ＩＤは在籍する期間を通じて変

わらない。

学生証

学生証は、同志社大学大学院生として、各自の身分を証明するものである。常に携帯し、

取扱には充分に注意すること。

また、学生証は、以下の機能を兼ねる。

　・図書貸出カード

　・コピーカード

　・生協マネーカード（任意）

　・建物の入館・館内の扉の開錠

試験、事務室での諸手続、各種証明書の申請、学割申請、奨学金の受領、下宿・アルバイ

トの申込、就職登録、図書館、保健センターの利用の際、必要に応じて提示すること。

課程修了、退学、除籍の場合、学生証は直ちに返却しなければならない。

通学証明書

定期乗車券を購入する際に必要である。通学証明書は毎年新しいものを交付する。通学証

明書には必ず現住所を記入すること。通学証明書が汚損、紛失、または記入欄がいっぱいに

なった場合は、直ちにグローバル・スタディーズ研究科事務室まで申し出ること（再交付は

無料）。

学生証の再交付

学生証を紛失した場合は、直ちに近くの警察署に届け出るとともに、速やかにグローバル・

スタディーズ研究科事務室へ届け出て、次の要領で再交付を受けること。

①　	証明書発行機（志高館１階）で ｢学生証再交付願（2,000 円）｣を購入し、必要事項

を記入のうえ、グローバル・スタディーズ研究科事務室に提出。

②　学生証再交付の手続（申請・受領）は本人に限る。

③　学生証再交付には、原則として申請した日から約３日間を要する。

④　学生証紛失に不審な点のある場合は、再交付を認めないことがある。

⑤　	再発行申請後、紛失した学生証が発見されても、既に無効であり使用できない。直ち

に事務室に返却し、再発行された学生証を使用すること（再発行手数料は返却しない）。
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通学定期券の購入方法

通学定期券を購入するには ｢学生証 ｣および ｢通学証明書 ｣が必要である。

直接、定期券発売窓口で所定の定期券購入申込書に必要事項を記入し、学生証・通学証明

書を提示して購入申請すること。

通学証明書の通学区間欄には、１つの交通機関について、現住所の最寄駅と本学の最寄駅

（区間は最短距離）を１行で記入すること。通学区間の変更は、現住所を変更した場合と、

同区間に併設されている他の交通機関に変更する場合に限る。

学生割引証（学割）発行について

証明書自動発行機（志高館１階に設置）で発行する。発行時には学生証が必要である。（割

引率は２割。１日に４枚、１年間に１０枚を限度に発行するが、所定の手続きにより上限枚

数の変更が可能。有効期限は３か月）

学生割引証は、申請者以外の者が使用することはできない。他人に渡して使用させたり、

他人から譲り受けて使用した場合、不正使用とみなされ、以後の発行が停止されることがあ

る。使用の際は裏面をよく読み使用すること。
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【16】グローバル・スタディーズ研究科事務室の取扱業務

グローバル・スタディーズ研究科事務室は、烏丸キャンパス　志高館１階にある。

TEL   : 075-251-3930

E-mail : ji-gs@mail.doshisha.ac.jp

開講期間中の業務取扱時間（事務室開室時間）は次のとおり。

月～金：9：00～ 11：30、12：30～ 17：00

※休暇日、時間変更等については、その都度掲示にて連絡する。

取り扱う業務の主な内容は次のとおり。

1.	 科目登録、履修の手続、講義に関する問合せ（教務全般）

2.	 試験の実施、成績の記録・保管

3.	 奨学金関係について

4.	 留学について

5.	 論文関係について

6.	 指導教員等について

7.	 学籍関係の記録・保管

8.	 入学、退学、休学、復学、住所変更、改姓名等の各種申請受付

9.	 入学試験関係について

10.	学生証、通学証明書の発行

11.		各種証明書（和文・英文）発行手続（自動発行機使用不可時）、進学時に必要な調査書

類等の記入

	 	※成績証明書、修士学位取得見込証明書、在学証明書、修士学位授与証明書、退学証明

書等

12.	ＴＡ・ＳＡ・ＲＡについて

13.	学術資料の閲覧、貸出手続等について

14.	志高館の構内残留・入構届申請受付

15.	共同研究室のロッカーの鍵の貸出・返却

16.	コピー枚数の追加に関する手続等について

17.	グローバル・スタディーズ学会に関する業務について

連絡事項の周知方法（掲示）について

大学院生への連絡事項はすべてグローバル・スタディーズ研究科事務室入口横および正面横

掲示板により行う。来校の際は必ず掲示板を確認すること。

なお、補足的に電子メールで連絡をすることがある。送信先は、大学が付与するメールアド

レスのみとする。大学のメールアドレスに届いたメールが、普段自分が使用しているメール

アドレスに転送されるように、設定しておくこと（Office	365 上で設定可）。

また、登録科目・受講科目（休講情報を含む）・論文提出案内等に関する連絡を学修支援シ

ステムＤＵＥＴにて行うこともあるので、注意しておくこと。
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【17】長期履修学生制度（申請・短縮）について

職業を有している等の事情により、標準就業年限（前期課程２年、後期課程３年）を越え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を修了することを希望する場合、また、現在長期履

修中の者が履修期間の短縮を希望する場合は、下記により申請すること。尚、標準修業年限

が延長されることにともない、修士論文や博士論文の審査を受けることができる年度も延期

されることとなる。申請される方は、必ず事前に指導教員に承諾をもらっておくこと。

【長期履修申請】

（１）申請資格

①職業を有している者

②	育児、長期介護等の事情により、標準修業年限で修了することが困難な者

③	その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難であるとグロー

バル・スタディーズ研究科長が認めた者

※外国人留学生（在留資格「留学」を有する者）は申請できない。
（２）長期履修期間

博士前期課程：	1 年を単位として、3年以上 6年まで認める。

博士後期課程：	1 年を単位として、4年以上 6年まで認める。

（３）長期履修学生の学費

①授　業　料：標準修業年限の総額を長期履修許可年限で除した額。

②教育充実費：標準修業年限の間は、所定の額。それ以降は、半額。

（４）申請時期

前期課程：入学後 1 年目（休学期間および学籍の無い期間を除く）の 3 月末
後期課程： 入学後 1 年目、2 年目（いずれも休学期間および学籍の無い期間を除く）の

3 月末
　　　　　	（秋入学の者は、入学後 1年目、2年目（いずれも休学期間および学籍の無

い期間を除く）の春学期末）

（５）今年度申請締切　2024年 3月 29日（金）17：00（厳守）

　　　　　　　　　　　（秋入学の者は、2023年 9月 20日（水）17時（厳守））

（６）申請場所　グローバル・スタディーズ研究科事務室

（７）申請方法

所定用紙に記入し、在職証明等の事由を証明するものを添付して申請すること。

申請希望者は、グローバル・スタディーズ研究科事務室に連絡すること。申請書の様式

を事務室より電子メールにて送付する。

（８）注意事項

・一度認められた長期履修期間については、これの延長は認めない。

・認められた長期履修期間の短縮申請（1年を単位とする）は可能（下記参照のこと）。

【履修期間の短縮】

認められた長期履修期間の短縮（1年を単位とする）を希望する場合は、修了を希望する
年度の前年度 3 月末までに一度のみ、申請することができる（秋入学の場合は、申請期限
は修了を希望する年度（秋学期・春学期の組み合わせを年度とする）の前年度の春学期末と

なる）。申請の時期は休学実績には影響されない。

例：	2025 年 3月まで長期履修を認められている状況で、2024年 3月の修了を希望する場

合は、2023年 3月末までに短縮申請を行う。

短縮申請希望者は、グローバル・スタディーズ研究科事務室に連絡すること。具体的な申請

期間や申請書類の詳細等については、問合せの際に事務室より説明する。
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【18】 学会発表、フィールドワーク等旅費補助　 
申請受付について

下記のとおり、学会発表、フィールドワーク等について、本人負担分の旅費補助の申請を受

け付ける。

提出書類に不備がある場合は、旅費補助を受けられない。詳細は、グローバル・スタディー

ズ研究科 HP に掲載しているので、確認すること（https://global-studies.doshisha.

ac.jp/current_students/current_students.html）。

対 象 者：　グローバル・スタディーズ研究科

　　　　　　博士課程（前期課程）および博士課程（後期課程）の正規学生

　　　　　　※	ただし、活動期間内に休学していないことが前提。補助は年度内１度限りとする。

　　　　　　※ 海外渡航については、指導教員の許可（署名）を得たうえで、渡航 14 日前

までに申請書を提出すること。( 対象となる活動が既に終了している場合は

申請不可とする。)

人　　数：　若干名

申請受付：　第１回締切日　２０２３年６月２２日（木）　１７：００（日本時間）

　　　　　　第２回締切日　２０２３年１１月９日（木）　１７：００（日本時間）

　　　　　　　※	補助金の支給にあたっては交通費・宿泊費の領収書や搭乗券半券（原本）

等が必要になるため、必ず保管しておくこと。

結果通知：　第１回　２０２３年７月７日（金）

　　　　　　第２回　２０２３年１１月２４日（金）

補助条件・内容：

　　　　　　・活動場所（日本）：	2023 年 4月 1日以降に開始（出発）し、2024 年 2月

末までに終了（帰着）する活動についてのみ補助する。

　　　　　　・活動場所（海外）：	2023年 4月1日以降に開始（出発）し、2024年 2月末

までに終了（日本に帰着）する活動についてのみ補助する。

　　　　　　・	査定した補助金額の範囲内で、現地までの交通費と宿泊費（最大 13,000 円

／泊）を補助する。

　　　　　　　	証憑書類も含め、全ての必要書類の提出が確認された後、後払いの手続きと

なる。活動前に補助金が支給されるわけではないので注意すること。

　　　　　　・	近畿圏（京都、大阪、滋賀、兵庫、和歌山、三重）における活動の場合は、

原則として補助の対象外となる。

　　　　　　・	新型コロナウイルス感染症に係る自己隔離措置が必要な場合、当該措置につ

いての宿泊費用は補助の対象外となるため注意すること。また、ワクチン接

種やPCR検査等に係る費用も補助の対象外となる。

　　　　　　・	旅行支援等、政府による補助制度の使用は認めない。

　　　　　　・	活動終了後、1ヶ月以内に報告書（所定用紙）、訪問記録票（所定用紙）、旅

費交通費に関する証憑書類等の全ての書類を提出する必要がある。ただし、

2月に活動が終了する場合は、会計処理上、2024年 3月 4日（月）までに

全ての書類を提出すること。
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活動場所 活動内容 補助金額

Ａ

海外

学会発表

上限１５万円（※２）Ｂ フィールドワーク（※１）

Ｃ インターンシップ

Ｄ

国内

学会発表

上限３万円（※２）Ｅ フィールドワーク（※１）

Ｆ インターンシップ

Ｇ 上記のいずれにも該当しない場合は、申請に先立って事務室に相談すること。

※１　	フィールド調査および資料収集。現地に赴かないと目的が達成できないという合理的

理由がある場合に限る。ディスカッサント（討論参加者）としての学会参加も含む。

※２　補助金額は査定のうえ、決定される。出願状況により変動が有り得る。

提出書類：

申請時
活動終了後

１ヶ月以内に	※ 1

国内 海外 国内 海外

旅費補助申請書（所定用紙）※ 2
※指導教授のサイン（または印）のあるもの

○（必須） ―

補助の対象となる活動を証明する書類
（例：学会のプログラム（日時、会場が明記さ
れているもの）や申請を受理された旨の通知、
アポイントメントをとった旨が記された通知な
ど。事前に提出できない場合は、「訪問記録票（所
定用紙）」を活動終了後に提出のこと。）

○ ○ ―

報告書（所定用紙）※ 2

○
申請時点で既に活
動が終了している
場合は、申請時に
提出のこと。

― ○

訪問記録票（所定用紙）※ 2

○
申請時点で既に活
動が終了している
場合は、申請時に
提出のこと。

―

○
申請時に活動を証
明する書類を提出
できなかった場合
のみ提出のこと。

○
申請時に活動を証
明する書類を提出
できなかった場合
のみ提出のこと。

旅費交通費に関する証憑書類
〔海外〕	E チケット（搭乗日、便名、運賃明記）、

搭乗時の半券

〔国内〕提出不要（JR・私鉄利用）

※北海道・沖縄・離島は海外に順ずる

○
申請時点で既に活
動が終了している
場合は、申請時に
提出のこと。

△
申請時に航空券
予約済の場合は、
E チケット提出
のこと。

○ ○

海外旅行傷害保険の保険証券の写し
（海外渡航の場合）

出発前に必ず写しを提出すること

※ 1　	ただし 2月に活動が終了する場合は、会計処理上、2024 年 3月 4日（月）までに

全ての書類を提出すること。

※ 2　	グローバル・スタディーズ研究科HPでダウンロード可能。

　　（https://global-studies.doshisha.ac.jp/current_students/current_students.html）
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補助金の支払：	活動終了後、書類がすべて提出された後に支払いの手続きを行う。補助金は

本人名義の銀行口座へ振り込む。

　　　　　※ チケット・宿泊費支払いの際は、現金またはクレジットカード（本人また

は家族名義）払いで支払うこと。

　　　　　　 電子マネー・オンライン決済等（PayPal、Alipay（支付宝・アリペイ）、

PayPay 等）の支払は会計処理ができないので受け付けられない。

留意事項

・ 海外で活動を行う者は、必ず海外旅行傷害保険に加入すること（治療・救援者費用損害

賠償を必ず付保しておくこと）。保険証券の写しが提出されなければ、原則として旅費

補助は受けられない。

ただし本研究科の留学生が母国での活動を行う場合は、以下の条件のすべてに該当する

場合のみ海外旅行傷害保険証券の提出を免除される。

　　①　出願者がグローバル・スタディーズ研究科の外国人留学生であること

　　②　	補助の対象となる活動が出願者の母国で行われ、緊急時の手助けが見込めること

　　③　	活動中に起こった事態には出願者自身が責任をもつこと（本研究科は活動中に起

こったいかなるアクシデントにも責任は負わない）

　　④　	出願者自身が海外旅行傷害保険に加入するか否かを決定すること

・最も効率的かつ経済的な交通経路を利用するよう心がけること。

・補助の対象となる活動については、以下のことに注意すること。

　　①　 到着日（またはその翌日）から活動を開始し、活動終了当日（またはその翌日）

には帰路につくこと。

　　　　	（旅費補助対象となる旅程にその活動以外の予定を含めることは、原則、認めら

れない。）

　　②　	航空機利用の場合、関西国際空港または大阪国際空港（伊丹空港）発着便の利用

を原則とする。

　　※	活動を行う地域の状況やその他の事情によっては例外を認めることがある。

　　　グローバル・スタディーズ研究科事務室に事前に相談すること。

・ 新型コロナウイルス感染拡大等やむを得ない事情を理由として日程に変更が生じた場合、

変更後の出発日の 14 日前までに再度、変更後の申請書類を提出すること。原則として

目的地や活動内容の変更は認められない。
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【19】 グローバル・スタディーズ研究科所蔵の学術資料 
利用案内

グローバル・スタディーズ研究科・アメリカ研究所所蔵の学術資料の配架場所

烏丸書庫（志高館地下）

（総合政策科学研究科、グローバル地域文化学部や国際教育インスティテュートの資料も

同書庫に配架）

利用の際は、共同窓口（グローバル・スタディーズ研究科事務室）で手続が必要。

開室時間

月～金　9：00～ 11：30、12：30～ 17：00

　　　　（閉室時間	11：30～ 12：30）

夏期、年末・年始の開室時間については、その都度アメリカ研究所ホームページに掲示

する。

なお、土曜・日曜・祝日は基本的に閉室するが、祝日（授業日）は開室する。

一般図書の貸出

(1)　貸出冊数　　　２０冊

(2)　貸出期間　　　２８日

(3)　貸出希望の一般図書は図書カウンターで貸出手続をすること。

　　(ただし延滞した場合は、貸出サービスができないため注意 )

(4)　	禁帯出図書（参考図書、逐次刊行物）は研究科 ･研究所閲覧室および書庫内で利用

できる。

(5)　	貸出期間の延長は他に希望者がない場合に限り認められるが、その場合は窓口で貸

出更新手続をとるか、OPAC	DOORSの「貸出更新サービス」（オンラインサービス）

を利用して更新手続をすること。

　　　DOORS:	https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_search/

テキスト・参考書の貸出

テキスト・参考書は禁帯出であるが、科目登録者には下記のとおり一時貸出を行う。

(1)　貸出期間　　

　　月～木曜日　16：30～翌朝 9：30まで

　　金曜日　16：30～翌月曜日 9：30まで

　　	ただし、休暇期間中に限り当日朝 9：30～翌朝 9：30まで、一時貸出サービスが利

用できる。

(2)　	テキスト・参考書の一時借用の際は、カウンターで「テキスト借用表」ファイルに

貸出日、氏名を記入。

(3)　	修士論文、博士論文は、禁帯出資料のため閲覧のみ利用可能。貸出・複写サービスは、

行っていない。
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購入希望資料の申請について

グローバル・スタディーズ研究科生（正規学生に限る）は研究に必要な資料・文献の購入

希望を申請することができる。希望者は、指導教授に相談の上、以下の手続きにより、申請

すること。

(1)　	｢ 学生希望図書申請書 ｣（グローバル・スタディーズ研究科事務室にて配布）に漏れ

なく記入のうえ、グローバル・スタディーズ研究科事務室まで提出する。

(2)　	購入希望の申請は、1人あたり春学期１０冊、秋学期１０冊、合計 20,000 円まで

とする。ただし 1冊あたり 2,000 円以上の図書に限る。

(3)　購入の可否については、グローバル・スタディーズ研究科図書委員会での判断となる。

(4)　秋学期講義最終日が申請締切となる。

(5)　申請して購入に至った図書は、登録処理（納品後、約 4週間）ののち、貸出可となる。

文献検索

同志社大学・同志社女子大学の蔵書は、DOORS（同志社大学オンライン目録検索システム）

で検索が可能である。DOORSの専用端末は、至高館１階グローバル・スタディーズ研究科・

アメリカ研究所閲覧室・地下書庫、大学図書館 1階パソコンコーナー（今出川キャンパス）

に設置している。

詳しくは同志社大学図書館で配布されている ｢図書館利用案内 ｣を参照すること。

文献コピーおよび機器利用

閲覧室および地下書庫内の機器（ｉＭ２コピー機、ＰＣ、マイクロリーダー等）を利用す

る時は、係員に申し出て、その指示に従い、必要な実費を支払うこと。

ゼロックスコピー　	モノクロ　１枚	１０円　あるいは学生証を使用	

カラー　　１枚	５０円

閲覧室 PCからのプリントアウト　モノクロ１枚	１０円、カラー１枚	５０円

マイクロフィルム／フィッシュコピー　１枚	３０円

その他

(1)　	書庫へ入る際は必ず、烏丸書庫カウンターで「書庫入庫表」に、入庫時刻・出庫時刻・

所属・氏名を記入すること。

(2)　	書庫へは荷物を持ち込めない。必ずコインロッカー（硬貨返却式）を利用すること。

(3)　	書庫の出入口は、施錠してある。入出庫の際は学生証を出入口の横に設置してある

カードリーダーにかざし、開錠すること。

(4)　	閲覧室内・書庫内では飲食は禁止。

(5)　	グローバル・スタディーズ研究科 ･アメリカ研究所の利用規定に反する時は、貸出

を停止することがある。

(6)　	図書資料を紛失・破損した場合は、事務室の指示に従い実費を弁償すること。

(7)　	必要がある場合は、貸出図書の返却をもとめることがある。

(8)　	大学院学生の身分を失った時は、直ちに図書を返却すること。
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【20】機器の利用について

コピー機

大学から大学院生に、研究のために年間 1,000 枚分のコピー料金の補助を実施（正規

学生に限る）。学生証がコピーカードの機能を兼ねる。

コピーの際は、学生証をコピー機（ｉＭ２カード用コピー機）のカードリーダーに乗せ

使用。残数は学生証に記録される。

・	コピー残数は毎年度２月下旬に一旦リセットされ、３月１日からまた 1,000 枚になる。

前年度の残数は、次年度に繰り越しされないので注意すること。

・	限度枚数を全て使用後は、コピー代金は自己負担となる。

【ｉＭ２カード用コピー機設置場所（今出川校地）】

　烏丸キャンパス

　　志高館　１階グローバル・スタディーズ研究科事務室

　　　　　　地下１階　学生印刷室

　今出川キャンパス

①　至誠館　５階　目録室、地下商学部書庫１・２

②　神学館　２階〈神学研究科〉

③　光塩館　１階、２階書庫〈法学研究科・経済学研究科〉

④　徳照館　１階〈文学研究科〉

⑤　寒梅館　３階〈ビジネス研究科〉、４階〈司法研究科〉

⑥　臨光館（新町キャンパス）：地下１階書庫

⑦　図書館　１階（３台）、地下１階書庫、地下２階書庫、３階書庫

上記の他研究科や図書館のコピー機を利用する場合は、各研究科の申し合わせを遵守す

ること。

リソグラフ（印刷機）

講義・演習・研究会等における配付資料を印刷する際、利用できる。

【利用手続】　良心館１階　教務センター教務課で利用申請すること。

　　　　　　	ゼミの発表資料の場合、無料となることがある。教務課で相談すること。

【設置場所】　良心館１階　学生印刷室

【利用時間】　８：４０	～	１７：００（授業期間中）

　　　　　　　	※授業期間外は利用時間が変わることがあるので注意

－95－



【21】パソコンの利用について

パソコンの利用

下記の施設においてパソコンを利用することができる。

烏丸キャンパス

志高館　地下ＰＣコーナー、ＳＫ地１、ＳＫ地９

今出川キャンパス

①	弘風館　２階Ｋ２１、Ｋ２２、Ｋ２５教室

②	寒梅館　１階ＰＣコーナー

③	臨光館（新町キャンパス）　１階ＰＣコーナー、３階Ｒ３０３・３０４

④	大学図書館　１階ＰＣコーナー

⑤	良心館　ラーニングコモンズ２階・３階、ＲＹ３０７～３１５

個人所有のパソコンの利用について

大学院生は、個人所有のパソコンを学内ＬＡＮに接続して、ネットワークを利用すること

が可能である。

志高館の共同研究室には無線ＬＡＮが整備されている。また、学内の随所に無線ＬＡＮエ

リアが整備されている。詳細は、大学ホームページの ｢情報教育環境ナビゲーション ｣を参

照し、利用方法を確認すること。

大学院生には入学時にネットワーク利用のためのユーザＩＤが通知される。

ネットワークサービスを利用するためには、入学時に ｢ネットワーク利用資格認定試験 ｣

を受験し、合格する必要がある。

プリントアウトについて（正規学生に限る）

年間 1,600 円分の無料プリントアウトが、ユーザー IDに付与されている。

白黒A4（1枚４円）の場合、400枚のプリントアウトが可能。3月末に残金はリセット

され、また1,600円分が付与される。前年度の残数は繰り越されないので注意。

1,600 円を超えた分については、証明書発行機（志高館１階）で、プリント課金を行う。
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【22】大学院共同研究室の利用について（志高館）

大学院共同研究室の利用

開室時間　　月曜日～金曜日　　８：００～２２：３０

研究の場としての利用マナーを守って使用すること。

共同研究室に私物を放置しないこと。また、寝具・暖房機器・コンロなどを持ち込まない

こと。

個人ロッカーの鍵について

グローバル・スタディーズ研究科事務室で鍵の貸与を行う。事務室で手続を行ったうえで

鍵を受け取り、個人の責任で管理すること。万一、鍵を紛失した場合には、事務室に速やか

に連絡すること。（紛失の場合は 500円を納めること）

時間外の共同研究室利用について

夜間２２：３０～翌朝８：００の間、および休日に構内施設を利用する場合には、事前に

グローバル・スタディーズ研究科事務室に ｢構内残留・入構願 ｣を提出し、承認を受けるこ

と（利用日３日前から当日の１７時までに事務室で手続。週末に利用する場合は、金曜日の

１７時までに手続）。利用日から最大１０日間（土曜・日曜・祝日等の大学休暇期間を含む）

の範囲での連続利用を認める。

また、｢構内残留・入構願 ｣の写し（２枚）を、１枚は研究室のドアに貼付、もう１枚は

志高館受付に提出すること。ドアに貼付しないとロックされるので注意。

※「構内残留・入構願」には、残留（入構）予定者全員の名前を記入すること。

時間外の入館について

時間外は、烏丸キャンパス正門および志高館建物入口は電子ロックで施錠される。入館す

る場合、カードリーダーに学生証をかざし、入館すること。

長期事務室閉室期間中（長期休暇中）の志高館の利用について

●「構内残留・入構届」について

　・	GW中（4月末～ 5月初旬）、事務室夏季休暇期間中（8月中旬）、年末年始（１２月

末～ 1月初旬）、事務室は閉室します。

　※詳細な期間については、掲示板または事務室にて確認するようにしてください。

　・	上記期間に志高館学生共同研究室を利用したい場合は、必ず上記期間の前に「構内残

留・入構届」を事務室に提出してください。

●出入口の施錠について

　・	日曜・祝日のほか、上記の大学一斉休日期間中（平日含む）は終日施錠します。学生

証を出入口の ICカードリーダーにかざして入館してください。

●その他の注意事項

　・	共同研究室を長時間離れる際は、空調および照明をつけたままにせず、必ずスイッチ

を切ってから離れるようにしてください。
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【23】各種証明書・願書・申請書・手続

事項 申込場所 摘要

在学証明書
成績証明書
修士学位取得見込証明書
教育職員免許状単位修得見込証明書

志高館１階、良心館 1
階、寒梅館 1階、尋真
館 1階設置の
証明書自動発行機

・	発行に際しては学生証が必要
・	１通につき 100円
・	英文による在学証明書・成績
証明書・修士学位取得見込証
明書（在学生）は 300円。

・	修了生の成績証明書は事務室
で申請。１通につき 300 円。
英文の場合は 500円。

学芸員資格取得見込証明書
学芸員資格単位修得証明書
司書資格取得見込証明書
司書資格単位修得証明書
学校図書館司書教諭資格単位修得証明書
学校図書館司書教諭相当単位修得見込証明書

免許資格課程センター
事務室
免許資格係
（良心館１階）

・	１通につき 100円
・	単位修得証明書は１週間後、そ
の他は翌日に発行する。

・	修了生の証明書は１通につき
300円

通学証明書
研究指導修了証明書（後期課程用）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ･ ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科
事務室（志高館１階）

・	研究指導修了証明書は１通に
つき 300円

修士学位授与証明書
退学証明書

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ･ ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科
事務室（志高館１階）

・	１通につき 300円
・	英文の証明書は１通につき
500円。発行は３日後。

健康診断証明書
（定期健康診断受診者に限る）

志高館１階設置の
証明書自動発行機

・	就職用証明書の発行時期は、保
健センターおよびグローバル・
スタディーズ研究科事務室入
口横の掲示板にて周知する。

・	奨学金等の健康診断証明書は、
証明内容によって 10日前後を
要するので、余裕をもって保
健センターに申込むこと。

その他証明書
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ･ ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科
事務室（志高館１階）

・	調査書、その他、本学が証明
するものは１通につき 100円。

・	英文によるリクエストフォー
ムの場合は１通につき 500 円。
発行は１週間後。

自転車通学許可ステッカー
※自転車講習受講後

今出川校地各門衛所
（今出川正門、西門、
北門、志高館受付、寒
梅館、新町正門、学生
会館受付、室町駐輪所）

・	通学証明書と学生証を提示
・	自転車通学許可ステッカーを
貼っていない自転車は、撤去
されることがあるので、必ず
貼付すること。
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事項 申込場所 摘要

休学するには

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ･ ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科
事務室（志高館１階）

・	病気やその他やむを得ない理
由によって半年または１年休
学する場合は、在学期間の学
費を納入の上、所定の休学願
を休学する学期の授業開始日
までに提出。

・	休学が認められた場合、休学
在籍料を支払う。（１年休学：
120,000 円、1 セメスター休
学：60,000 円）

・	休学期間は通算して前期課程
は２年、後期課程は３年を超
えることはできない。

退学するには

・	病気やその他やむを得ない理
由により退学する場合は、所
定の退学願を退学しようとす
る学期の終わりまでに提出。た
だし、学費未納の場合は除籍
となる。

再入学するには
・	退学後５年以内は、研究科教
授会の議を経て再入学するこ
とができる。
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【24】 グローバル・スタディーズ研究科以外で取り扱う 
主な事務および場所

取扱事務内容 取扱部課および場所

インターネット・情報処理実習教室の利用
に関すること

情報支援課 ITサポートオフィス
（良心館地下１階）
　TEL　075-251-3990

図書の貸借、閲覧、学術情報の探し方
学術情報課（今出川図書館）
　TEL　075-251-3980

免許・資格に関すること

免許資格課程センター事務室
免許資格係（良心館１階　今出川キャンパ
ス教務センター）
　TEL　075-251-3208

各種奨学金、学費の延納・分納
学生生活課・今出川奨学・生活係（寒梅館１階）
　TEL　075-251-3280

下宿、アルバイト、悪徳商法の被害に関す
ること

学生生活課・今出川奨学・生活係（寒梅館１階）
　TEL　075-251-3281

学業・性格・心理・進路等の問題や悩みに
関すること

カウンセリングセンター（寒梅館１階）
　TEL　075-251-3275

就職に関すること
キャリアセンター（寒梅館２階）
　TEL　075-251-3310

健康管理に関すること
保健センター（寒梅館２階）
　TEL　075-251-3100

拾得物・遺失物に関すること

志高館門衛所（烏丸キャンパス）
　TEL　075-251-3196
正門門衛所（今出川キャンパス）
　TEL　075-251-3015
今出川校地学生支援課（寒梅館 1階）
　TEL　075-251-3270

留学に関すること
国際センター国際課（扶桑館１階）
　TEL　075-251-3260
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The	Graduate	School	ofThe	Graduate	School	of
Global	StudiesGlobal	Studies



【1】Objectives of Human Resources Development and Educational Researches

1. Master's Program

◆Human Resources Development Goals

The Master’s Program in the Department of Global Studies within the Graduate School of 

Global Studies consists of the American Studies Cluster, Contemporary Asian Studies 

Cluster, and Global Social Studies Cluster. These three clusters share the common goal of 

assisting students in cultivating advanced communication skills and developing an agile 

mind.  This is fostered by an interdisciplinary and integrated approach that emphasizes a 

student’s competence to discover and pursue research themes on their own initiative, and to 

hold intelligent and informed discussions on a wide range of issues. In so doing, the program 

aims to develop talented experts who can employ various public institutions, private 

enterprise and new media to promote international exchange and understanding among 

societies with different cultural backgrounds.

◆Policy for Conferral of Degrees (Diploma Policy)

◇American Studies Cluster

Knowledge and skills:

Ability to consider global issues confronting the United States from a cross-regional 

perspective while also focusing on regional characteristics, and understanding them on 

the basis of interdisciplinary knowledge

Thinking ability, judgment and self-expression: 

Ability to find global issues confronting the United States on one’s own and explore fair 

solutions to them from an academic perspective through discussions with others

Independence, diversity and cooperativeness: 

Ability to respect the diversity of people and cultures in the United States and cooperate 

with others in resolving issues

◇Contemporary Asian Studies Cluster

Knowledge and skills: 

Ability to consider global issues confronting contemporary Asia from a cross-regional 

perspective while also focusing on regional characteristics, and understanding them on 

the basis of interdisciplinary knowledge

Thinking ability, judgment and self-expression: 

Ability to find global issues confronting contemporary Asia on one’s own and explore fair 

solutions to them from an academic perspective through discussions with others

Independence, diversity and cooperativeness: 

Ability to respect the diversity of people and cultures in contemporary Asia and cooperate 

with others in resolving issues
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◇Global Society Studies Cluster

Knowledge and skills: 

Ability to consider global issues confronting global society from a cross-regional 

perspective while also focusing on regional characteristics, and understanding them on 

the basis of interdisciplinary knowledge

Thinking ability, judgment and self-expression: 

Ability to find global issues confronting global society on one’s own and explore fair 

solutions to them from an academic perspective through discussions with others

Independence, diversity and cooperativeness: 

Ability to respect the diversity of people and cultures in global society and cooperate with 

others in resolving issues

◆ Policy for Organizing and Conducting Curricula (Curriculum Policy)

◇American Studies Cluster

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish a 

curriculum comprising required courses and elective courses. 

・ Required courses (14 credits) aim to equip students with basic knowledge and skills to resolve 

issues, and elective courses (minimum total of 16 credits) aim to equip them with specialized 

knowledge and skills necessary for resolving issues. 

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ “Introduction to Global Studies” (offered in Japanese and English) is set up as the common 

required course for all three Clusters (American Studies Cluster, Contemporary Asian Studies 

Cluster and Global Society Studies Cluster) for the acquisition of basic knowledge and skills 

in considering global issues (Knowledge and Skills).

・ “Theory and Methods”, one of required courses, comprise five courses of “Ethnic and Cultural 

Studies”, “Gender, Civil Society and Education”, “History, Culture and Post-Colonialism”, 

“International Economy, Migration and Multicultural Coexistence” and “International 

Development and Cooperation”. These are set up for acquisition of basic knowledge of each 

issue and skills as well as a multilateral standpoint for research needed for considering global 

issues (Knowledge and Skills).

・ Elective courses are set up for acquisition of specialized knowledge and skills needed for 

considering global issues confronting American society(Knowledge and Skills).

・ American Studies Cluster required courses “Research Seminar in American Studies I,II,III,IV” 

and required Global Studies common courses “Integral Seminar” are set up for students to 

cultivate the basic attitude, diversity and cooperation needed in considering global issues 

confronting American society, as well as to engage in research and study from an academic 

standpoint (Thinking Ability, Judgment, Self-expression / Independence, Diversity, 

Cooperativeness).
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◇Contemporary Asian Studies Cluster

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish a 

curriculum comprising required courses and elective courses.

・ Required courses (14 credits) aim to equip students with basic knowledge and skills to resolve 

issues, and elective courses (minimum total of 16 credits) aim to equip them with specialized 

knowledge and skills necessary for resolving issues.

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ “Introduction to Global Studies” (offered in Japanese and English) is set up as the common 

required course for all three Clusters (American Studies Cluster, Contemporary Asian Studies 

Cluster and Global Society Studies Cluster) for the acquisition of basic knowledge and skills 

in considering global issues (Knowledge and Skills).

・ “Theory and Methods”, one of required courses, comprise five courses of “Ethnic and Cultural 

Studies”, “Gender, Civil Society and Education”, “History, Culture and Post-Colonialism”, 

“International Economy, Migration and Multicultural Coexistence” and “International 

Development and Cooperation”. These are set up for acquisition of basic knowledge of each 

issue and skills as well as a multilateral standpoint for research needed for considering global 

issues (Knowledge and Skills).

・ Elective courses are set up for acquisition of specialized knowledge and skills needed for 

considering global issues confronting contemporary Asian society (Knowledge and Skills).

・ Contemporary Asian Studies Cluster required courses “Research Seminar in Contemporary 

Asian Studies I, II, III, IV” and required Global Studies common courses “Integral Seminar” 

are set up for students to cultivate the basic attitude, diversity and cooperation needed in 

considering global issues confronting contemporary Asian society, as well as to engage in 

research and study from an academic standpoint (Thinking Ability, Judgment, Self-expression 

/ Independence, Diversity, Cooperativeness).

◇Global Society Studies Cluster

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish a 

curriculum comprising required courses and elective courses.

・ Required courses (14 credits) aim to equip students with basic knowledge and skills to resolve 

issues, and elective courses (minimum total of 16 credits) aim to equip them with specialized 

knowledge and skills necessary for resolving issues.

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ “Introduction to Global Studies” (offered in Japanese and English) is set up as the common 

required course for all three Clusters (American Studies Cluster, Contemporary Asian Studies 

Cluster and Global Society Studies Cluster) for the acquisition of basic knowledge and skills 

in considering global issues (Knowledge and Skills).

・ “Theory and Methods”, one of required courses, comprise five courses of “Ethnic and Cultural 

Studies”, “Gender, Civil Society and Education”, “History, Culture and Post-Colonialism”, 
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“International Economy, Migration and Multicultural Coexistence” and “International 

Development and Cooperation”. These are set up for acquisition of basic knowledge of each 

issue and skills as well as a multilateral standpoint for research needed for considering global 

issues (Knowledge and Skills).

・ Elective courses are set up for acquisition of specialized knowledge and skills needed for 

considering global issues confronting global society(Knowledge and Skills).

・ Global Society Studies Cluster required courses “Research Seminar in Global Society Studies 

I, II, III, IV” and required Global Studies common courses “Integral Seminar” are set up for 

students to cultivate the basic attitude, diversity and cooperation needed in considering 

global issues confronting global society, as well as to engage in research and study from an 

academic standpoint (Thinking Ability, Judgment, Self-expression / Independence, Diversity, 

Cooperativeness).

2. Ph.D. Program

◆Human Resources Development Goals

The Doctoral Program in the Department of Global Studies within the Graduate School of 

Global Studies consists of the American Studies Cluster, Contemporary Asian Studies 

Cluster, and Global Social Studies Cluster.  These three clusters share the common goal of 

assisting students in cultivating the intellectual and communication skills that will allow 

them to work together with researchers from around the world. As a result, students will 

gain facility in the planning, promotion, and completion of international joint research 

projects that measure up to global standards.  Graduates will use their research and 

professional skills in a variety of settings from research institutions to a wide range of 

organizations seeking international cooperation.

◆Policy for Conferral of Degrees (Diploma Policy)

◇American Studies Cluster

Knowledge and skills: 

Ability to understand global issues facing the United States on the basis of highly 

interdisciplinary knowledge, as a researcher and/or a specialist 

Thinking ability, judgment and self-expression: 

Ability to find global issues confronting the United States on one’s own and explore 

creative and advanced solutions to them, as a researcher and/or a specialist, from an 

academic perspective 

Independence, diversity and cooperativeness: 

Ability to respect the diversity of people and cultures in the United States and promote 

joint research or other projects as a researcher and/or a specialist 
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◇Contemporary Asian Studies Cluster

Knowledge and skills:

Ability to understand global issues facing Asia on the basis of highly interdisciplinary 

knowledge, as a researcher and/or a specialist

Thinking ability, judgment and self-expression: 

Ability to find global issues confronting Asia on one’s own and explore creative and advanced 

solutions to them, as a researcher and/or a specialist, from an academic perspective

Independence, diversity and cooperativeness: 

Ability to respect the diversity of people and cultures in Asia and promote joint research 

or other projects as a researcher and/or a specialist

◇Global Society Studies Cluster

Knowledge and skills:

Ability to understand global issues facing global society on the basis of highly 

interdisciplinary knowledge, as a researcher and/or a specialist

Thinking ability, judgment and self-expression: 

Ability to find global issues confronting global society on one’s own and explore creative and 

advanced solutions to them, as a researcher and/or a specialist, from an academic perspective

Independence, diversity and cooperativeness: 

Ability to respect the diversity of people and cultures in global society and promote joint 

research or other projects as a researcher and/or a specialist

◆Policy for Organizing and Conducting Curricula (Curriculum Policy)

For Students Enrolled in and after AY2020

(1) American Studies Cluster

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish curricula 

comprising Research Supervision Courses and Instruction Courses. 

・ Students must register for at least one of the Research Supervision Courses as instructed by 

the main advisor and receive guidance. For Instruction Courses, students must take six or 

more credits each of Seminar I and Seminar II instructed by their main advisor. 

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ Research Supervision Courses and Instruction Courses are set up for the acquisition of 

advanced specialized knowledge and skills needed for considering global issues confronting 

American society (Knowledge and Skills).

・ Research Supervision Courses and Instruction Courses are set up for students to cultivate 

the basic attitude, diversity and cooperation needed in considering global issues confronting 

American society, as well as to engage in research and study from an academic standpoint 

(Thinking Ability, Judgment, Self-expression / Independence, Diversity, Cooperativeness). 
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(2) Contemporary Asian Studies Cluster

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish curricula 

comprising Research Supervision Courses and Instruction Courses.

・ Students must register for at least one of the Research Supervision Courses as instructed by 

the main advisor and receive guidance. For Instruction Courses, students must take six or 

more credits each of Seminar I and Seminar II instructed by their main advisor.

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ Research Supervision Courses and Instruction Courses are set up for the acquisition of 

advanced specialized knowledge and skills needed for considering global issues confronting 

contemporary Asian society (Knowledge and Skills).

・ Research Supervision Courses and Instruction Courses are set up for students to cultivate 

the basic attitude, diversity and cooperation needed in considering global issues confronting 

contemporary Asian society, as well as to engage in research and study from an academic 

standpoint (Thinking Ability, Judgment, Self-expression / Independence, Diversity, 

Cooperativeness). 

(3) Global Society Studies Cluster

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish curricula 

comprising Research Supervision Courses and Instruction Courses.

・ Students must register for at least one of the Research Supervision Courses as instructed by 

the main advisor and receive guidance. For Instruction Courses, students must take six or 

more credits each of Seminar I and Seminar II instructed by their main advisor.

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ Research Supervision Courses and Instruction Courses are set up for the acquisition of 

advanced specialized knowledge and skills needed for considering global issues confronting 

global society (Knowledge and Skills).

・ Research Supervision Courses and Instruction Courses are set up for students to cultivate 

the basic attitude, diversity and cooperation needed in considering global issues confronting 

global society, as well as to engage in research and study from an academic standpoint 

(Thinking Ability, Judgment, Self-expression / Independence, Diversity, Cooperativeness). 
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For Students Enrolled in and before AY 2019

◇American Studies Cluster (For Students Enrolled in and before AY 2019)

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish curricula 

comprising research supervision courses and “Directed Research in American Studies.”

・ In research supervision courses offered by subject in the American Studies Cluster, main 

advisors provide research guidance to first-to-third-year students. In “Directed Research in 

American Studies,” students receive guidance including verification of previous studies and 

acquisition of research methods, in which they are required in short-term cycles to report or 

give a presentation on research results. 

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ Research supervision courses and “Directed Research in American Studies” are set up for the 

acquisition of advanced specialized knowledge and skills needed for considering global issues 

confronting American society (Knowledge and Skills). 

・ Research supervision courses and “Directed Research in American Studies” are set up for 

students to cultivate the basic attitude, diversity and cooperation needed in considering global 

issues confronting American society, as well as to engage in research and study from an 

academic standpoint (Thinking Ability, Judgment, Self-expression / Independence, Diversity, 

Cooperativeness). 

◇Contemporary Asian Studies Cluster (For Students Enrolled in and before AY 2019)

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish curricula 

comprising research supervision courses and “Directed Research in Contemporary Asian 

Studies.”

・ In research supervision courses offered by subject in the Contemporary Asian Studies Cluster, 

main advisors provide research guidance to first-to-third-year students. In “Directed 

Research in Contemporary Asian Studies,” students receive guidance including verification of 

previous studies and acquisition of research methods, in which they are required in short-

term cycles to report or give a presentation on research results.

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ Research supervision courses and “Directed Research in Contemporary Asian Studies” are set 

up for the acquisition of advanced specialized knowledge and skills needed for considering 

global issues confronting contemporary Asian society (Knowledge and Skills).

・ Research supervision courses and “Directed Research in Contemporary Asian Studies” are set 

up for students to cultivate the basic attitude, diversity and cooperation needed in considering 

global issues confronting contemporary Asian society, as well as to engage in research and 

study from an academic standpoint (Thinking Ability, Judgment, Self-expression / 

Independence, Diversity, Cooperativeness).
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◇Global Society Studies Cluster (For Students Enrolled in and before AY 2019)

＜Curriculum Overview＞

・ In order to develop human resources as stipulated in the Diploma Policy, we establish curricula 

comprising research supervision courses and “Directed Research in Global Society Studies.”

・ In research supervision courses offered by subject in the Global Society Studies Cluster, main 

advisors provide research guidance to first-to-third-year students. In “Directed Research in 

Global Society Studies,” students receive guidance including verification of previous studies 

and acquisition of research methods, in which they are required in short-term cycles to report 

or give a presentation on research results.

＜Three elements/areas of academic ability＞

・ Research supervision courses and “Directed Research in Global Society Studies” are set up 

for acquisition of advanced specialized knowledge and skills needed for considering global 

issues confronting global society (Knowledge and Skills).

・ Research supervision courses and “Directed Research in Global Society Studies” are set up for 

students to cultivate the basic attitude, diversity and cooperation needed in considering global 

issues confronting global society, as well as to engage in research and study from an academic 

standpoint (Thinking Ability, Judgment, Self-expression / Independence, Diversity, 

Cooperativeness).
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【2】Academic Calender 2023-2024
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 　　　　　　　　　　　　　　SPRING SEMESTER　　　　　　　　　　　 　　　
2023
 April 1 (Sat)   Start of Spring Semester /  

Spring Semester Convocation Ceremony
  2 (Sun) -4 (Tue)  Course guidance for new students
  5 (Wed) -6 (Thu) Course guidance for new students
   Course registration
  7 (Fri)  Course guidance for new students
  8 (Sat)  Classes begin
  28 (Fri)   Deadline for payment of Spring Semester fees
 April 29 (Sat) 
  ｜ Holidays
 May 5 (Fri)
 July 17 (Mon)  Marine Day (classes held as usual)
  28 (Fri)  Last day of classes
  29 (Sat)  Final examinations begin
 August 10 (Thu)  Final examinations end
  11 (Fri)   Spare day for Spring semester exams
   Summer Recess begins
 September 7 (Thu)  Spring Semester thesis adjudication day
   Summer Recess ends
  8 (Fri)  Grade Notification
  20 (Wed)  End of Spring Semester
  23 (Sat)  Spring Semester Ceremony for Bestowing Degrees

　　　　　　　　　　　　　　　FALL SEMESTER　　　　　　　　　　　　　　　
2023
 September 21 (Thu) Start of Fall Semester / Fall Semester Convocation Ceremony
  21 (Thu)-22 (Fri)  Changes to course registration accepted
  25 (Mon)  Classes begin
 October 9 (Mon)  National Sports Day (classes held as usual)
  31 (Tue)  Deadline for payment of Fall Semester fees
 November 3 (Fri)  Culture Day (university holiday)
  23 (Thu)  Labor Thanksgiving Day (university holiday)
  26 (Sun)-28 (Tue)  Doshisha EVE (no classes)
  29 (Wed)  Anniversary of Establishment (university holiday)
 December 23 (Tue)  Winter Recess begins
  25 (Mon)  Christmas Day (university holiday)
2024
 January 8 (Mon)  Winter Recess ends
  8 (Mon)  Coming - of - age Day (university holiday)
  9 (Tue)  Classes recommence
  23 (Tue)  Founder’s Day
  29 (Mon)  Last day of classes
  30 (Tue)  Final examinations begin
 February 12 (Mon)  Substitute holiday (examination date)
  17 (Sat)  Final examinations end
 March 7 (Thu)  Fall Semester thesis adjudication day
  15 (Fri)  Grade Notification
  20 (Wed)-22 (Fri)  Fall Semester Ceremony for Bestowing Degrees
  31 (Sun)  End of Fall Semester



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
April-7 April-8 April-9 April-10

April-12 April-13 April-14 April-15 April-16 April-17

April-19 April-20 April-21 April-22 April-23 April-24

April-26 April-27 April-28 April-29
No Classes

April-30
No Classes

May-1
No Classes

May-3
National Holiday

No Classes

May-4
National Holiday

No Classes

May-5
National Holiday

No Classes
May-6 May-7 May-8

May-10 May-11 May-12 May-13 May-14 May-15

May-17 May-18 May-19 May-20 May-21 May-22

May-24 May-25 May-26 May-27 May-28 May-29

May-31 June-1 June-2 June-3 June-4 June-5

June-7 June-8 June-9 June-10 June-11 June-12

June-14 June-15 June-16 June-17 June-18 June-19

June-21 June-22 June-23 June-24 June-25 June-26

June-28 June-29 June-30 July-1 July-2 July-3

July-5 July-6 July-7 July-8 July-9 July-10

July-12 July-13 July-14 July-15 July-16 July-17

July-19 July-20 July-21
July-22

National Holiday
Classes Held This Day

July-23
National Holiday

Classes Held This Day
July-24

July-26 July-27

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September-25

September-27 September-28 September-29 September-30 October-1 October-2

October-4 October-5 October-6 October-7 October-8 October-9

October-11 October-12 October-13 October-14 October-15 October-16

October-18 October-19 October-20 October-21 October-22 October-23

October-25 October-26 October-27 October-28 October-29 October-30

November-1 November-2
November-3

National Holiday
Classes Held This Day

November-4 November-5 November-6

November-8 November-9 November-10 November-11 November-12 November-13

November-15 November-16 November-17 November-18 November-19 November-20

November-22
November-23

National Holiday
Classes Held This Day

November-24 November-25
November-26
Doshisha Eve
No Classes

November-27
Doshisha Eve
No Classes

November-29
University Holiday

No Classes
November-30 December-1 December-2 December-3 December-4

December-6 December-7 December-8 December-9 December-10 December-11

December-13 December-14 December-15 December-16 December-17 December-18

December-20 December-21 December-22 December-23 December-24 December-25
No Classes

December-27 December-28
No Classes

December-29
No Classes

December-30
No Classes

December-31
No Classes

January-1
No Classes

January-3
No Classes

January-4
No Classes

January-5
No Classes

January-6
No Classes January-7 January-8

January-10
National Holiday

No Classes
January-11 January-12 January-13 January-14 January-15

January-17 January-18 January-19 January-20 January-21 January-22

January-24

Class Times
Period 1 2 3 4 5 6 7

Class Time 9:00-10:30 10:45-12:15 13:10-14:40 14:55-16:25 16:40-18:10 18:25-19:55 20:10-21:40

Class Schedule for Spring Semester  2021-2022

Class Schedule for Fall Semester  2021-2022

MMoonnddaayy TTuueessddaayy WWeeddnneessddaayy TThhuurrssddaayy FFrriiddaayy SSaattuurrddaayy

10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 8-Apr

17-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr 21-Apr 15-Apr

24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 22-Apr

8-May 9-May 10-May 11-May 12-May 6-May

15-May 16-May 17-May 18-May 19-May 13-May

22-May 23-May 24-May 25-May 26-May 20-May

29-May 30-May 31-May 1-Jun 2-Jun 27-May

5-Jun 6-Jun 7-Jun 8-Jun 9-Jun 3-Jun

12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 10-Jun

19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 17-Jun

26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 24-Jun

3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 1-Jul

10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 8-Jul

1177--JJuull 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 15-Jul

24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 22-Jul

MMoonnddaayy TTuueessddaayy WWeeddnneessddaayy TThhuurrssddaayy FFrriiddaayy SSaattuurrddaayy

25-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep 29-Sep 30-Sep

2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 6-Oct 7-Oct

99--OOcctt 10-Oct 11-Oct 12-Oct 13-Oct 14-Oct

16-Oct 17-Oct 18-Oct 19-Oct 20-Oct 21-Oct

23-Oct 24-Oct 25-Oct 26-Oct 27-Oct 28-Oct

30-Oct 31-Oct 1-Nov 2-Nov 10-Nov 4-Nov

6-Nov 7-Nov 8-Nov 9-Nov 17-Nov 11-Nov

13-Nov 14-Nov 15-Nov 16-Nov 24-Nov 18-Nov

20-Nov 21-Nov 22-Nov 30-Nov 1-Dec 25-Nov

4-Dec 5-Dec 6-Dec 7-Dec 8-Dec 2-Dec

11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 9-Dec

18-Dec 19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 16-Dec

15-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan

22-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan

29-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan

CCllaassss  SScchheedduullee  ffoorr  SSpprriinngg  SSeemmeesstteerr  22002233--22002244

NNaattiioonnaall  HHoolliiddaayy
CCllaasssseess  HHeelldd  TThhiiss  DDaayy

CCllaassss  SScchheedduullee  ffoorr  FFaallll  SSeemmeesstteerr  22002233--22002244

NNaattiioonnaall  HHoolliiddaayy
CCllaasssseess  HHeelldd  TThhiiss  DDaayy

【3】Class Schedule
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【4】Course List , Course Comparison Table
Course List of Master's Program 2022  Graduate School of Global Studies 
(For students enrolled in and after  AY 2018)

Course Code Open to 
non-GS 
studentsCourse Class Course Titles (Subtitles) Credits Instructor(s) Semester Year Language Note

Required Courses (Graduate School of Global Studies Common Courses: 6 Credits)

31800002

001 Introduction to Global Studies ① 2

Yujiro MURATA, 
Osamu OTA,
Ou QIAN, 
Ichiro TOMIYAMA,
Shanping YAN, 
Jun ZHOU,
Anne GONON, 
Keisuke KIKUCHI,
Masanori NAITO

Spring

1～ ×

J/E

002 Introduction to Global Studies ② 2

Kozue AKIBAYASHI,
Gavin J. CAMPBELL,
Yayo OKANO,
Yuka KANNO, 
Fuminori MINAMIKAWA,
Seiko MIMAKI,
Eiji OYAMADA, 
Yukiko NISHIKAWA

Spring
E

31800003

001
Theory and Methods ①
(Ethnic and Cultural Studies)

2
Gavin J. CAMPBELL, 
Fuminori MINAMIKAWA, 
Seiko MIMAKI

Fall 1～ ×

E

Taking supervisor’s 
course is NOT 
required.

002
Theory and Methods ②
(Gender, Civil Society and Education)

2
Kozue AKIBAYASHI, 
Yuka KANNO, 
Anne GONON

J

003
Theory and Methods ③
(History, Culture and Post-Colonialism)

2

Ou QIAN, Yujiro MURATA,
Osamu OTA, 
Ichiro TOMIYAMA, 
Jun ZHOU

J

004
Theory and Methods ④
(International Economy, Migration and 
Multicultural Coexistence)

2
Keisuke KIKUCHI, 
Shanping YAN,
Masanori NAITO

J

005
Theory and Methods ⑤
(International Development and 
Cooperation)

2
Eiji OYAMADA, 
Yukiko NISHIKAWA
Seifudein ADEM

E

31800004

001
Integral Seminar ①
(American Studies)

2

Gavin J. CAMPBELL,
Kozue AKIBAYASHI, 
Yayo OKANO, 
Yuka KANNO, 
Fuminori MINAMIKAWA, 
Seiko MIMAKI

Spring 2～ ×

E

Taking  
supervisor’s course 
is basically 
required.
As for Class-003 
and -004, check 
the used language.

002
Integral Seminar ②
(Asian Studies)

2

Osamu OTA, 
Yujiro MURATA, 
Ou QIAN, 
Ichiro TOMIYAMA,
Shanping YAN, Jun ZHOU 

J

003
Integral Seminar ③
(International Development and 
Cooperation)

2
Eiji OYAMADA, 
Yukiko NISHIKAWA
Seifudein ADEM,

E

004
Integral Seminar ④
(Gender, Civil Society and Multicultural 
Coexistence)

2
Anne GONON, 
Keisuke KIKUCHI,
Masanori NAITO

J

Required Courses (Own Cluster Courses: 8 credits)
A

m
erica

n
 S

tu
d
ies C

lu
ster

31810008

001 Research Seminar in American Studies Ⅰ①

2

Gavin J. CAMPBELL

Spring 1～ ×

002 Research Seminar in American Studies Ⅰ② Kozue AKIBAYASHI

003 Research Seminar in American Studies Ⅰ③ Fuminori MINAMIKAWA

004 Research Seminar in American Studies Ⅰ④ Yuka KANNO

005 Research Seminar in American Studies Ⅰ⑤ Yayo OKANO

006 Research Seminar in American Studies Ⅰ⑥ Not Offered in AY2023

007 Research Seminar in American Studies Ⅰ⑦ Seiko MIMAKI

31810009

001 Research Seminar in American Studies Ⅱ①

2

Gavin J. CAMPBELL

Fall 1～ ×

002 Research Seminar in American Studies Ⅱ② Kozue AKIBAYASHI

003 Research Seminar in American Studies Ⅱ③ Fuminori MINAMIKAWA

004 Research Seminar in American Studies Ⅱ④ Yuka KANNO

005 Research Seminar in American Studies Ⅱ⑤ Yayo OKANO

006 Research Seminar in American Studies Ⅱ⑥ Not Offered in AY2023

007 Research Seminar in American Studies Ⅱ⑦ Seiko MIMAKI

31810010

001 Research Seminar in American Studies Ⅲ①

2

Gavin J. CAMPBELL

Spring 2～ ×

002 Research Seminar in American Studies Ⅲ② Kozue AKIBAYASHI

003 Research Seminar in American Studies Ⅲ③ Fuminori MINAMIKAWA

004 Research Seminar in American Studies Ⅲ④ Yuka KANNO

005 Research Seminar in American Studies Ⅲ⑤ Yayo OKANO

006 Research Seminar in American Studies Ⅲ⑥ Not Offered in AY2023

007 Research Seminar in American Studies Ⅲ⑦ Seiko MIMAKI

31810011

001 Research Seminar in American Studies Ⅳ①

2

Gavin J. CAMPBELL

Fall 2～ ×

002 Research Seminar in American Studies Ⅳ② Kozue AKIBAYASHI

003 Research Seminar in American Studies Ⅳ③ Fuminori MINAMIKAWA

004 Research Seminar in American Studies Ⅳ④ Yuka KANNO

005 Research Seminar in American Studies Ⅳ⑤ Yayo OKANO

006 Research Seminar in American Studies Ⅳ⑥ Not Offered in AY2023

007 Research Seminar in American Studies Ⅳ⑦ Seiko MIMAKI
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Course Code Open to 
non-GS 
studentsCourse Class Course Titles (Subtitles) Credits Instructor(s) Semester Year Language Note

C
o
n
tem

p
o
ra

ry A
sia

n
 S

tu
d
ies C

lu
ster

31820005

001 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅰ①

2

Ichiro TOMIYAMA

Spring 1～ ×

002 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅰ② Shanping YAN

003 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅰ③ Yujiro MURATA

004 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅰ④ Osamu OTA

005 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅰ⑤ Eiji OYAMADA

006 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅰ⑥ Ou QIAN

31820006

001 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅱ①

2

Ichiro TOMIYAMA

Fall 1～ ×

002 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅱ② Shanping YAN

003 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅱ③ Yujiro MURATA

004 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅱ④ Osamu OTA

005 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅱ⑤ Eiji OYAMADA

006 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅱ⑥ Ou QIAN

31820007

001 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅲ①

2

Ichiro TOMIYAMA

Spring 2～ ×

002 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅲ② Shanping YAN, Jun ZHOU 

003 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅲ③ Yujiro MURATA

004 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅲ④ Osamu OTA

005 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅲ⑤ Eiji OYAMADA

006 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅲ⑥ Ou QIAN

31820008

001 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅳ ①

2

Ichiro TOMIYAMA

Fall 2～ ×

002 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅳ ② Shanping YAN, Jun ZHOU 

003 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅳ ③
Yujiro MURATA, 
Puitak LEE

004 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅳ ④ Osamu OTA

005 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅳ ⑤ Eiji OYAMADA

006 Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅳ ⑥ Ou QIAN

G
lo

b
a
l S

o
ciety S

tu
d
ies C

lu
ster

31830005

001 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ①

2

Anne GONON

Spring 1～ ×

002 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ② Yukiko NISHIKAWA

003 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ③ Not Offered in AY2023

004 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ④ Masanori NAITO

005 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ⑤ Hisae NAKANISHI

006 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ⑥ Keisuke KIKUCHI

007 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ⑦ Not Offered in AY2023

008 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ⑧ Not Offered in AY2023

009 Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ⑨ Not Offered in AY2023

31830006

001 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ①

2

Anne GONON

Fall 1～ ×

002 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ② Yukiko NISHIKAWA

003 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ③ Not Offered in AY2023

004 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ④ Masanori NAITO

005 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ⑤ Hisae NAKANISHI

006 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ⑥ Keisuke KIKUCHI

007 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ⑦ Not Offered in AY2023

008 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ⑧ Not Offered in AY2023

009 Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ⑨ Not Offered in AY2023

31830007

001 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ①

2

Anne GONON

Spring 2～ ×

002 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ② Yukiko NISHIKAWA

003 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ③ Not Offered in AY2023

004 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ④ Masanori NAITO

005 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ⑤ Hisae NAKANISHI

006 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ⑥ Keisuke KIKUCHI

007 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ⑦ Not Offered in AY2023

008 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ⑧ Not Offered in AY2023

009 Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ⑨ Not Offered in AY2023

31830008

001 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ①

2

Anne GONON

Fall 2～ ×

002 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ② Yukiko NISHIKAWA

003 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ③ Not Offered in AY2023

004 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ④ Masanori NAITO

005 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ⑤ Hisae NAKANISHI

006 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ⑥ Keisuke KIKUCHI

007 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ⑦ Not Offered in AY2023

008 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ⑧ Not Offered in AY2023

009 Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ⑨ Not Offered in AY2023
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Course Code Open to 
non-GS 
studentsCourse Class Course Titles (Subtitles) Credits Instructor(s) Semester Year Language Note

Elective Courses

C
o
u
rses A

 (A
m

erica
n
 S

tu
d
ies)

31800101 American Foreign Relations and Politics 2 Seiko MIMAKI Spring 1～ ○ E
The language is changed 
biennially (J/E)

31800102 Gender and Peace 2 Kozue AKIBAYASHI Spring 1～ ○ E
The language is changed 
biennially (J/E)

31800132 Gender and Development 2 Kozue AKIBAYASHI Fall 1～ ○ E

31800103 American History 2 Gavin J. CAMPBELL Spring 1～ ○ E

31800104 Contemporary American Politics and Society 2 Gavin J. CAMPBELL Spring 1～ ○ E

31800105 Religion in America 2 Gavin J. CAMPBELL Fall 1～ ○ E

31800106 Contemporary American Culture and Society 2 Fuminori MINAMIKAWA Fall 1～ ○ E/J

31810204 US-Japan Cultural Relations in the Global Age 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E/J

31810213 US-Japan Relations in the Global Age 2 Seiko MIMAKI Fall 1～ ○ J/E

31800107 Multicultural Society in America 2 Fuminori MINAMIKAWA Spring 1～ ○ J

31800108
Contemporary American Gender and 
Sexuality 

2 Yuka KANNO Fall 1～ ○ J

31800109 American Visual Culture 2 Yuka KANNO Spring 1～ ○ J

31800110 Queer Studies 2 Yuka KANNO Spring 1～ ○ E/J

31800111 American Political Theory 2 Seiko MIMAKI Fall 1～ ○ J/E

31800147 On Theories of Democracy 2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ J

31800112 Feminist Thought 2 Yayo OKANO Fall 1～ ○ J

31800113 Citizenship in the Global Age 2 Yayo OKANO Spring 1～ ○ E
The language is changed 
biennially (J/E)

31800011 Contemporary America in Global Perspective 2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ E/J

31800114 Black Expressive Culture 2 Keiko WELLS Fall 1～ ○ J

31800115 African Diaspora 2 Raphael LAMBERT Fall 1～ ○ E

31810210 Documentary Film and Social Protest 2 Kazuhiro SODA Fall 1～ ○ J

31810122 American Society and Literature 1 2 Keiko NITTA Spring 1～ ○ J *1

31810123 American Society and Literature 2 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E

31810212 American Literature Criticism 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E

31801310
Selected Theme A10
(American War Literature)

2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ E

31801301
Selected Theme A1
(International Security Studies)

2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ × J

31801302
Selected Theme A 2 
(Introduction to American Art)

2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ E

31801303
Selected Theme A3
(American Society and Art)

2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E

31801304
Selected Theme A4
(The Rise of the Empire of Liberty and Racism)

2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ J

31801308
Selected Theme A8
(Asian American History and Culture)

2 Masumi IZUMI Spring 1～ ○ E/J

C
o
u
rses B

 (A
sia

n
 S

tu
d
ies)

31800116 Economics of Asia 2 Shanping YAN Fall 1～ ○ J

31800117 Economics of China 2 Shanping YAN Spring 1～ ○ J

31800118 Readings in Chinese Studies 2 Jun ZHOU Fall 1～ ○ C/J

31820206 Intellectual History of Contemporary Asia 2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ J/C Biennial course

31820212 Studies of Cultural Interaction in East Asia 2 Ou QIAN Spring 1～ ○ J/C Biennial course

31800119 Society and Culture in China 2 Mizuyo SUDO Fall 1～ ○ J

31800120 History of Japan-China Relations 2 Yujiro MURATA Spring 1～ ○ J

31800121 Modern and Contemporary China 2 Yujiro MURATA Fall 1～ ○ J

31802305
Selected Theme B5
(Foreign Policy Studies)

2 Ryo ASANO Spring 1～ × J/EC

31800122 Society and Culture in the Korean Peninsula 2 Takeshi FUJINAGA Spring 1～ ○ J

31800123 History of Japan-Korea Relations 2 Osamu OTA Fall 1～ ○ J

31800124 Modern and Contemporary Korea 2 Takeshi FUJINAGA Fall 1～ ○ J

31800125 Readings in Korean Studies 2 Osamu OTA Spring 1～ ○ K/J

31800126 Modern and Contemporary Japan 2 Ichiro TOMIYAMA Spring 1～ ○ J

31800127 Modern and Contemporary History of Okinawa 2 Ichiro TOMIYAMA Fall 1～ ○ J

31820208 Japan in Asia 2 Yoko ASATO Fall 1～ ○ J

31800128 Readings in Japanese Studies 2 Ichiro TOMIYAMA Fall 1～ ○ J

31800129 Southeast Asia in Global Perspective 2 Eiji OYAMADA Spring 1～ ○ J Biennial course

31800130 Modern and Contemporary Southeast Asia 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ J Biennial course

31800131 Economics of Southeast Asia 2 Wanxue LU Spring 1～ ○ E

31802306
Selected Theme B6
(Political Economy of the Korean Peninsula)

2 Il PARK Fall 1～ ○ J

31820207 Asian Migrants and Diasporas 2 Yoko ASATO Spring 1～ ○ J

31803315
Selected Theme C15
(Scope and Methods of Migration Studies)

2 Fuminori MINAMIKAWA Spring 1～ ○ E/J

31802301
Selected Theme B1 
(Methods and Issues of the Study of Modern Chinese History)

2 Jun ZHOU Spring 1～ ○ J

31802310
Selected Theme B10
(Introduction to East Asian Cultural Studies)

2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E

31802317
Selected Theme B17
(Business History of Hong Kong)

2 Puitak LEE Fall 1～ ○ E
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Course Code Open to 
non-GS 
studentsCourse Class Course Titles (Subtitles) Credits Instructor(s) Semester Year Language Note

C
ourses C

 (G
ender and S

exuality)

31800110 Queer Studies 2 Yuka KANNO Spring 1～ ○ E/J

31800108 Modern American Gender and Sexuality 2 Yuka KANNO Fall 1～ ○ J

31800102 Gender and Peace 2 Kozue AKIBAYASHI Spring 1～ ○ E
The language is changed 
biennially (J/E)

31800132 Gender and Development 2 Kozue AKIBAYASHI Fall 1～ ○ E

31800112 Feminist Thought 2 Yayo OKANO Fall 1～ ○ J

31800133 Human Security and Care Ethics 2 Anne GONON Spring 1～ ○ E

31800134 Islam and Gender 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E

31800135 Gender and Education 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E/J Biennial course

31800136 The Feminist Movement in Latin America 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ J

C
ourses D

 (M
igration, R

efugees, M
ulticultural C

oexistence)

31800137 Islam and Cultural Pluralism 2 Masanori NAITO Spring 1～ ○ E/J

31800138 Immigration and Refugee Studies 2 Masanori NAITO Fall 1～ ○ J

31830211 Education and Human Development 2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ J Biennial course

31830212 Ethnic and Racial Studies 2 Keisuke KIKUCHI Spring 1～ ○ J

31803304
Selected Theme C4
(Topics in Colonial Studies)

2 Satoshi MIZUTANI Spring 1～ ○ J

31800127 Modern and Contemporary History of Okinawa 2 Ichiro TOMIYAMA Fall 1～ ○ J

31800123 History of Japan-Korea Relations 2 Osamu OTA Fall 1～ ○ J

31800115 African Diaspora 2 Raphael LAMBERT Fall 1～ ○ E

31800114 Black Expressive Culture 2 Keiko WELLS Fall 1～ ○ J

31801308
Selected Theme A8
(Asian American History and Culture)

2 Masumi IZUMI Spring 1～ ○ E/J

31820207 Asian Migrants and Diasporas 2 Yoko ASATO Spring 1～ ○ J

31803315
Selected Theme C15
(Scope and Methods of Migration Studies)

2 Fuminori MINAMIKAWA Spring 1～ ○ E/J

31800134 Islam and Gender 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E

C
o
u
rses E

 (G
lo

b
a
l C

ivil S
o
ciety)

31800139 Globalization and Inequality 2 Keisuke KIKUCHI Fall 1～ ○ J

31800133 Human Security and Care Ethics 2 Anne GONON Spring 1～ ○ E

31830205 Civil Society in Global Perspective 2 Anne GONON Fall 1～ ○ E

31800113 Citizenship in the Global Age 2 Yayo OKANO Spring 1～ ○ E
The language is changed 
biennially (J/E)

31810210 Documentary Film and Social Protest 2 Kazuhiro SODA Fall 1～ ○ J

31800102 Gender and Peace 2 Kozue AKIBAYASHI Spring 1～ ○ E
The language is changed 
biennially (J/E)

31800135 Gender and Education 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E/J Biennial course

31800136 The Feminist Movement in Latin America 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ J

31800140 Social Movement and Policy-Making in Latin America 2 Koichi USAMI Fall 1～ ○ J

31803409 Selected Theme D9 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ J

31803314
Selected Theme C14
(Sociology in the 20th Century)

2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ J

31803413
Selected Theme D13
(Peace and Conflict)

2 Yukiko NISHIKAWA Spring 1～ ○ E

31800141 Global Society and Environmental Issues 2

Yuko ONISHI, 
Koji HAYASHI, 
WIN Thiri Kyaw, 
LEE Jemyung

Spring 1～ ○ E

C
o
u
rses F

 (In
tern

a
tio

n
a
l D

evelo
p
m

en
t a

n
d
 C

o
o
p
era

tio
n
)

31800142 Global Political Economy 2 Seifudein ADEM Spring 1～ ○ E

31800015 Comparative Area Studies 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ J

31800143 The United Nations and Global Governance 2 Hisae NAKANISHI Spring 1～ ○ E

31800134 Islam and Gender 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E

31800144 Human Development Theory 2 Rangarirai Gavin MUCHETU Spring 1～ ○ E

31830112 New Challenges of Human Security 2 Yukiko NISHIKAWA Fall 1～ ○ E

31830113 International Cooperation Theory 2 Eiji OYAMADA Spring 1～ ○ J

31830114 Good Governance and Development 2 Eiji OYAMADA Fall 1～ ○ E

31800132 Gender and Development 2 Kozue AKIBAYASHI Fall 1～ ○ E

31800116 Economics of Asia 2 Shanping YAN Fall 1～ ○ J

31802302
Selected Theme B2
(International Relations)

2 Seifudein ADEM Spring 1～ ○ E

31802308
Selected Theme B8
(Project Cycle Management)

2 Kazuhide KURODA Spring 1～ ○ E

31802309
Selected Theme B9
(Project Governance)

2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ E

31803309
Selected Theme C9
(Development Policy in Developing Countries)

2 Not Offered in AY2023 Spring 1～ ○ E

31800141 Global Society and Environmental Issues 2

Yuko ONISHI, 
Koji HAYASHI, 
WIN Thiri Kyaw, 
LEE Jemyung

Spring 1～ ○ E
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studentsCourse Class Course Titles (Subtitles) Credits Instructor(s) Semester Year Language Note
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31800015 Comparative Area Studies 2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ J

31802315
Selected Theme B15
(Academic Writing in Japanese 1)

2 Jun ZHOU Spring 1～ ○ J

31802316
Selected Theme B16
(Academic Writing in Japanese 2)

2 Jun ZHOU Fall 1～ ○ J

31803401
Selected Theme D1
(Academic Writing in English 1)

2 Daniel HEDINGER Spring 1～ ○ E

31803402
Selected Theme D2
(Academic Writing in English 2)

2 Daniel HEDINGER Fall 1～ ○ E

31804310 Research Methods of Social Studies 1 2 Seifudein ADEM Spring 1～ ○ E

31804311 Research Methods of Social Studies 2 2 Wanxue LU Fall 1～ ○ E

31800145 Fieldwork 2 Karmy SHIRAKAWA Fall 1～ × J

31800146 Internship 2
Eiji OYAMADA,
Satoshi USAMI

Spring 1～ × J
Advance 
registration

31803312
Selected Theme C12
(Social Research and Data Processing)

2 Takeshi OKABE Spring 1～ ○ J

31803314
Selected Theme C14
(Sociology in the 20th Century)

2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ J

31802311
Selected Theme B11
(Games and Culture)

2 Not Offered in AY2023 Fall 1～ ○ E

31803316
Selected Theme C 16
(New Approach to Historical Research: Data, Space and Memory)

2 Jun ZHOU Fall 1～ ○ J

Thesis

31800091 Master’s Thesis 2～ ×

31800092 Seminar Paper 2～ ×

Language 

J：Japanese、E：English、C：Chinese、K：Korean

e.g.    E:  Taught in English

   EJ: Taught in English and Japanese

   E/J: Taught mainly in English but Japanese will also be used supplementally.

   J/E: Taught mainly in Japanese but English will also be used supplementally.

   C/J: Taught mainly in Chinese but Japanese will also be used supplementally.

   K/J: Taught mainly in Korean but Japanese will also be used supplementally.

   J/EC: Taught mainly in Japanese but English and Chinese will be used supplementally.

*1  Students wishing to complete the program at the end of Spring Semester (September) of AY 2023 must contact the Office of Graduate 

School of Global Studies prior to registration.
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【5】 Requirements for Completing the Master's Degree Program  
(for students enrolled in and after AY2020)

*GS: Global Studies

1.

①American Studies Cluster

To complete the Master’s Degree Program through submission of a Thesis, students are 

required to earn a minimum total of 30 credits including 6 credits from Required GS Common 

Courses and 8 credits from the American Studies Cluster’s own Required Courses. To 

complete the Master’s Degree Program through submission of a Seminar Paper, students 

are required to earn a minimum total of 38 credits including 6 credits from Required GS 

Common Courses and 8 credits from the American Studies Cluster’s own Required Courses.

②Contemporary Asian Studies Cluster

To complete the Master’s Degree Program through submission of a Thesis, students are required 

to earn a minimum total of 30 credits including 6 credits from Required GS Common Courses 

and 8 credits from the Contemporary Asian Studies Cluster’s own Required Courses. To complete 

the Master’s Degree Program through submission of a Seminar Paper, students are required to 

earn a minimum total of 38 credits including 6 credits from Required GS Common Courses and 

8 credits from the Contemporary Asian Studies Cluster’s own Required Courses.

③Global Society Studies Cluster

To complete the Master’s Degree Program through submission of a Thesis, students are required 

to earn a minimum total of 30 credits including 6 credits from Required GS Common Courses 

and 8 credits from the Global Society Studies Cluster’s own Required Courses. To complete the 

Master’s Degree Program through submission of a Seminar Paper, students are required to earn 

a minimum total of 38 credits including 6 credits from Required GS Common Courses and 8 

credits from the Global Society Studies Cluster’s own Required Courses.

2.  Students may transfer a maximum of 10 credits earned in the following courses, 

if meeting the requirements and approved.

- Courses offered by other Graduate Schools at Doshisha University

-  Courses taken at Kwansei Gakuin University, Kansai University and/or Ritsumeikan 

University under the Graduate-level credit-transfer agreements

-  Courses designated by GS among the courses offered by the Institute for Advanced 

Research and Education of Doshisha University (*) 

-  Courses taken at foreign institutions under Student Exchange Programs

3.  Students applying for the Ph.D. Program at the Graduate School of Global Studies, 

Doshisha University must complete their Master’s Programs through submission of a 

Master’s Thesis.

－ 119－



4. (*For students enrolled in and before AY 2022)

The credits registered with a course code for students who aim to complete the Advanced 

Doctoral Program in Global Resource Management (GRM) will NOT be counted as the 

credits required for the completion of Master’s/Ph.D. program in GS.

For taking these courses, please read carefully the page for the Advanced Doctoral Program 

in Global Resource Management (P.190) as well as the program guide for the Advanced 

Doctoral Program.

(*For students enrolled in and after AY 2023)

All courses offered by the Institute for Advanced Research and Education of Doshisha 

University which GS students are eligible to register for may be transferred to the credits 

required for the completion.

<Requirements for Completion>

■Complete the Master's Degree Program through submission of a Thesis

Required Courses
Elective 

Courses

Other 

Credits(*)

Required GS Common Courses Required Own Cluster Courses

Minimum of 16 Credits 

※Maximum of 10 credits from 

other Credits

6 Credits 8 Credits

14 Credits

Minimum of 30 Credits

(*)  The credits earned from Graduate-level courses completed in other Graduate Schools at Doshisha University, 

courses designated by GS among the courses offered by the Institute for Advanced Research and Education of 

Doshisha University, the program under the Graduate-level credit-transfer agreement among Doshisha 

University, Kwansei Gakuin University, Kansai University and Ritsumeikan University or the credits earned from 

Student Exchange Programs with foreign partner institutions (A maximum of 10 credits in total.). 

■Complete the Master's Degree Program through submission of a Seminar Paper

Required Courses
Elective 
Courses

Other 
Credits(*)

Required GS Common Courses Required Own Cluster Courses

Minimum of 24 Credits
※Maximum of 10 credits from 

other Credits
6 Credits 8 Credits

14 Credits

Minimum of 38 Credits

(*)  The credits earned from Graduate-level courses completed in other Graduate Schools at Doshisha University, 

courses designated by GS among the courses offered by the Institute for Advanced Research and Education of 

Doshisha University, the program under the Graduate-level credit-transfer agreement among Doshisha 

University, Kwansei Gakuin University, Kansai University and Ritsumeikan University or the credits earned from 

Student Exchange Programs with foreign partner institutions (A maximum of 10 credits in total.).
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Requirements for Completing the Master's Degree Program 
(for students enrolled in AY 2019・2018)

*GS: Global Studies

1.

①American Studies Cluster

To complete the Master’s Degree Program through submission of a Thesis, students are 

required to earn a minimum total of 30 credits including 6 credits from Required GS Common 

Courses and 8 credits from the American Studies Cluster’s own Required Courses. To 

complete the Master’s Degree Program through submission of a Seminar Paper, students 

are required to earn a minimum total of 38 credits including 6 credits from Required GS 

Common Courses and 8 credits from the American Studies Cluster’s own Required Courses.

②Contemporary Asian Studies Cluster

To complete the Master’s Degree Program through submission of a Thesis, students are required 

to earn a minimum total of 30 credits including 6 credits from Required GS Common Courses 

and 8 credits from the Contemporary Asian Studies Cluster’s own Required Courses. To complete 

the Master’s Degree Program through submission of a Seminar Paper, students are required to 

earn a minimum total of 38 credits including 6 credits from Required GS Common Courses and 

8 credits from the Contemporary Asian Studies Cluster’s own Required Courses.

③Global Society Studies Cluster

To complete the Master’s Degree Program through submission of a Thesis, students are 

required to earn a minimum total of 30 credits including 6 credits from Required GS Common 

Courses and 8 credits from the Global Society Studies Cluster’s own Required Courses. To 

complete the Master’s Degree Program through submission of a Seminar Paper, students are 

required to earn a minimum total of 38 credits including 6 credits from Required GS Common 

Courses and 8 credits from the Global Society Studies Cluster’s own Required Courses.

2.  Students may transfer a maximum of 10 credits earned in the following courses, 

if meeting the requirements and approved. 

- Courses offered by the other Graduate Schools at Doshisha University 

-  Courses taken at Kwansei Gakuin University, Kansai University and/or Ritsumeikan 

University under the credit-transfer agreements 

-  Courses designated by GS among the courses offered by the Institute for Advanced 

Research and Education of Doshisha University (*) 

- Courses taken at foreign institutions under Student Exchange Programs

3.  Students applying for the Ph.D. Program at the Graduate School of Global Studies, 

Doshisha University must complete their Master’s Programs through submission of a 

Master’s Thesis.
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4.  (*) Courses offered by the Advanced Doctoral Program in Global Resource Management 

(GRM) will not be included in credits for graduation. 

For details on registering for GRM courses, see “Advanced Doctoral Program in Global 

Resource Management” (P.190) and GRM Handbook.

5.    Number of credits necessary for completing Master’s Program (for students enrolled in and 

after AY 2018)

■Complete the Master's Degree Program through submission of a Thesis

Required Courses
Elective 

Courses

Other 

Credits(*)

Required GS Common Courses Required Own Cluster Courses

Minimum of 16 Credits

※Maximum of 10 credits from 

other Credits(*)

6 Credits 8 Credits

14 Credits

Minimum of 30 Credits

(*)  The credits earned from Graduate-level courses completed in other Graduate Schools at Doshisha University, 

courses designated by GS among the courses offered by the Institute for Advanced Research and Education of 

Doshisha University, the program under the credit-transfer agreement among Doshisha University, Kwansei 

Gakuin University, Kansai University and Ritsumeikan University or the credits earned from Student Exchange 

Programs with foreign partner institutions (A maximum of 10 credits in total.).

■Complete the Master's Degree Program through submission of a Seminar Paper

Required Courses
Elective 

Courses

Other 

Credits(*)

Required GS Common Courses Required Own Cluster Courses

Minimum of 24 Credits

※Maximum of 10 credits from 

other Credits(*)

6 Credits 8 Credits

14 Credits

Minimum of 38 credits

(*)  The credits earned from Graduate-level courses completed in other Graduate Schools at Doshisha University, 

courses designated by GS among the courses offered by the Institute for Advanced Research and Education of 

Doshisha University, the program under the credit-transfer agreement among Doshisha University, Kwansei 

Gakuin University, Kansai University and Ritsumeikan University or the credits earned from Student Exchange 

Programs with foreign partner institutions (A maximum of 10 credits in total.).
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【6】Completion of the Master's Degree Program and Conferral of Degree

1. Term of Study and Enrollment Limit

The term of study is two years in principle, and a student may not be enrolled for more than 

four years (the period of academic leave will not be counted as the enrollment period).  However, 

if the student has a distinguished record of accomplishments, the term may be shortened, 

based upon the deliberations at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

2. Requirements 

(1)  Enrollment for two years or longer (the period of on academic leave will not be counted 

as the enrollment period).

(2)  Earning the required number of credits:

  ( P.119 for students enrolled in and after AY 2020, P.121 for students enrolled in AY 

2019 and 2018)

  -   at least 30 credits for completing the Master’s Degree Program through submission 

of a Master’s Thesis  

  -   at least 38 credits for completing the Master’s Degree Program through submission 

of a Seminar Paper

(3)  The student must, under the necessary research supervision, submit a Master’s Thesis 

or Seminar Paper. The student must have the Master’s Thesis or Seminar Paper 

approved, and pass the final examination. 

   The Master’s Thesis is examined by one chief examiner and two assistant examiners. 

The Seminar Paper is examined by one chief examiner and one assistant examiner. A 

pass/fail decision is made at the Graduate School for Global Studies Faculty Meeting.

3. Procedures for Completing the Course of Study and Credit Requirements

Refer to the “Requirements for Completing the Master’s Degree Program” (P.119 for 

students enrolled in and after AY 2020, P.121 for students enrolled in AY 2019 and 2018)

4.  Completion and Submission of the Master's Thesis or Seminar Paper (Screening 

Criteria for Master's Thesis or Seminar Paper)

(1) Master’s Thesis

As a product of study and research completed during the Master’s Degree Program, the 

Thesis must demonstrate the superior and original research abilities.  Therefore, it must 

organize and present the major issues considered by previous research in the relevant 

research field, and it must offer an argument based upon the objective presentation of 

evidence. 

(2) Seminar Paper 

As the alternative to Master’s Thesis, the Seminar Paper should be also a product of study 

and research completed during the Master’s Degree Program, and like the Thesis it must be 

approved by the examiners. Although the Seminar Paper is an alternative to the Thesis to 

fulfill the completion requirements, it is not expected to present the original research and 

its result in the same way as Master’s Thesis. As a product of study and research completed 

during the Master’s Degree Program, it must demonstrate the abilities necessary to meet 

the demands of professions and other fields for high level expertise.
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Attention
After reporting your decision to the Office, those who choose “Completion by Submission of 

the Master’s Thesis” will not in principle be allowed to change to “Completion by Submission 

of the Seminar Paper”, even though they are likely to earn 38 credits. Also, those who 

choose “Completion by Submission of the Seminar Paper” will not in principle be allowed to 

change to “Completion by Submission of the Master’s Thesis”.

5. Guidelines for Submission

(1) Submission Period

From January 12, 2024 

to January 19, 2024

9:00a.m.-11:30a.m., 

12:30p.m.-5:00p.m. JST

For those planning to complete the program in March

* If the deadline falls on a day when the office is closed, 

the deadline shall be on the following business day 

From June 22, 2023 

to June 30, 2023

9:00a.m.-11:30a.m., 

12:30p.m.-5:00p.m. JST

For those planning to complete the program in 

September 

*If the deadline falls on a day when the office is closed, 

the deadline shall be on the following business day

  All procedures prior to submission must be completed. (see P.127, P.128)

  Be sure to get the approval of your main advisor before submission.

  The deadline is strictly enforced.

  All required documents must be prepared and be submitted to the Office of 

Graduate School of Global Studies in person. (Submission through a 

representative is not accepted.)

  At the time of reception, the office does not check documents. No replacement, 

addition, or return after reception.

  On the deadline day, students are not permitted to work (*) in the Office of 

Graduate School of Global Studies.

 * Use of photocopiers or any other equipment in the Office (including the work 

space in front of the library) is not allowed.

  Students on a leave of absence, is not accepted for submission.

(2) Place of Submission 

  The Office of Graduate School of Global Studies

(3) Documents to be Submitted

① Master’s Thesis : 2 copies for binding, 3 copies for examiners

 Seminar Paper : 2 copies for examiners

 (See “(6) Others” for filing order)

② Abstract

 Master’s Thesis : 2 copies for binding, 3 copies for examiners

 Seminar Paper : 2 copies for examiners 

③ Binding fee (for those who submit Master’s Thesis ONLY) 

 -   Certificate of Payment (Nounyuzumi-sho, 5,720 yen), which can be purchased 

from the Automatic Certificate Issuing Machine on the first floor of Shiko-kan.
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(4) Formatting Requirements

① Table of Contents and Body Text

・Master’s Thesis

 <For Thesis written in Japanese>

  Approximately 34 pages (not including appended charts, photos, bibliography, etc.), 

typed and printed on A4 paper, with each page accommodating 30 lines with 40 

characters per line (i.e., 1,200 Japanese characters per page).

 <For Thesis written in English>

  Approximately 50 pages (not including appended charts, photos, bibliography, etc.) 

on A4 paper, double-spaced (12 point font, Time New Roman)

・Seminar Paper 

  Approximately the half of required characters (in Japanese) or words (in English) 

for Master’s Thesis, typed and printed single-sided on A4 paper, left binding

    e.g.) For Seminar Paper written in English should be approximately 25 pages (not 

including appended charts, photos, bibliography, etc.) on A4 paper, double-spaced 

(12 point font, Times New Roman)

② Abstract (for Master’s Thesis and Seminar Paper)

・The abstract must be written in a language different from the language of body text: 

  In principle, write the abstract in English for the Thesis or Seminar Paper written in 

Japanese. 

  On the other hand, for the Thesis or Seminar Paper written in English, the abstract 

can be written in Japanese or English. 

 <For abstracts written in Japanese>

  Approximately 1 page on A4 paper, with each page accommodating 30 lines with 40 

Characters per line

 <For abstracts written in English>

 Approximately 1 page on A4 paper, double-spaced (12 point font, Times New Roman)

Please note:

・	Pages should be printed on one side only, and with a sufficient margin on the left side 

to allow for binding.

    *The abstract and the Master’s Thesis or Seminar Paper must be typed.

(5) Avoiding Plagiarism

Master’s Thesis or Seminar Paper will be rejected if it fails to properly give credit to cite 

all the sources such as literatures, tables and figures. 

(6) Others

① ・Copies for examiners (3 copies of Master’s Thesis, 2 copies of Seminar Paper)

 　 Put in a lever file (not in a ring type that requires holes) and attach a cover sheet 

on the front cover and a spine sheet to the spine of a binder.

 　 Filing order: Inside Cover Sheet → Abstract → Table of Contents → Body Text → 

Bibliography

 ・2 copies for binding (not required for Seminar Paper)

 　 Put in a large-sized envelope. Write your name and student ID on the outside of 

the envelope.

②  A Sample is located at the counter in the Office of Graduate School of Global Studies 

for your reference.
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6. Final Exam

(1)  The oral defense (of the Master’s Thesis) will be held as the final examination to 

determine the completion of the Master’s Degree Program. For those planning to 

complete the program in March, the exam will take place sometime during the mid-

February (scheduled on February 14, 2024 for this academic year); for those planning 

to complete the program in September, it will take place sometime in late July (scheduled 

on July 20, 2023 for this academic year). 

(2)  The oral defense (of the Master’s Thesis) will in principle be given by the chief examiner 

and two assistant examiners selected from faculty members of the cluster which the 

student belongs to.

(3)  In the event of completion by submission of Seminar Paper, there will be one chief 

examiner and one assistant examiner (one of each).

7. Completion of the Master's Degree Program

(1)  Completion of the Master’s Degree Program will require enrollment two or more years in 

principle, earning of the required number of credits as indicated in the regulations of 

the Graduate School of Doshisha University, submission under the necessary research 

supervision of Master’s Thesis or Seminar Paper, and the approval of the Master’s 

Thesis or Seminar Paper by examiners and in the final examination. 

(2)  Certification of completion of Master’s Degree Program will, after deliberations at the 

Graduate School of Global Studies Faculty Meeting, be determined by the Committee of 

Graduate School Deans through the comprehensive examination of degree theses. 

8. Conferral of Degree

Depending upon the cluster, the following degrees will be awarded to those completing the 

Master’s Program. 

Master of Arts in American Studies

Master of Arts in Contemporary Asian Studies

Master of Arts in Global Society Studies

9. Conferral of Degree Ceremony

The Conferral of Degrees Ceremony will take place in March and September.

Students may receive the English diploma only if they have taken all courses in English.

10. Repository of the Master's Degree Thesis

One copy of the Master’s Degree Thesis will be deposited with the Graduate School of 

Global Studies.
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11. Process for Acquisition of the Master's Degree

(brackets [　 ] pertain to September completion)

Year 1

Beginning of 

academic year

・ Register for courses

・ Decide the main advisor

・ Submit “Research Plan for Master’s Program”

During each term

・ In seminar course, receive research supervision 

and report on research

・ Seek opportunities to make research findings public

End of academic 

year
・ Submit “Report on Research Accomplishments”

Year 2

Beginning of 

academic year

・ 【A】Register for courses (make sure to register 

the course of “Thesis”)

・ 【B】Submit “Research Plan for Master’s Program”

End of July

[end of January] 

・ 【C】Submit “Master’s Thesis / Seminar Paper 

Registration Form” (Prescribed Form ①) after 

consultation with your main advisors.

* If the deadline falls on the day when the office is 

closed, it shall be on the previous business day.

End of Octber 

[end of April] 

・ 【D】Submit “Master’s Thesis/Seminar Paper 

Title Form” (Prescribed Form ②)

* If the deadline falls on the day when the office is 

closed, it shall be on the previous business day.

During each term

・ In seminar course, receive research supervision 

and report on research

・ Seek opportunities to make research findings public

End of November 

[end of May] 

・ 【E】Submit a full draft to the main advisor

( *It will be reviewed under the supervision of the 

advisor to submit it as the final draft.)

January 12 to January 19

[June 22 to June 30]

・ Submit Master’s Thesis or Seminar Paper

Before submitting the Master’s thesis or Seminar 

Paper, you must complete all of the processes 

of【A】to【E】above.  As for 【C】or 【D】above, 

please download the prescribed forms from the 

GSGS website.
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Year 2

E
xam

ination of M
aster’s D

egree T
hesis or S

em
inar P

aper

After submission 

of Master’s Thesis

・ Selection of Thesis examiners (1 chief examiner, 2 

assistant examiners, are selected at the Graduate 

School for Global Studies Faculty Meeting) 

( For the Seminar Paper, there shall be 1 chief 

examiner and 1 assistant examiner)

Late January 

to mid-February

[July to early 

August]

・ Review of Thesis and oral defense

・ Review of Seminar Paper and oral defense

Mid-February

[early September]

・ Pass/Fail decision (Graduate School of Global 

Studies Faculty Meeting)

Early March 

[mid-September]

・ Comprehensive examination of Master’s Theses 

(Committee of Graduate School Deans)

Late March 

[late September]
・ Conferral of Degrees Ceremony
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【【CCoovveerr  SShheeeett  ffoorr  BBiinnddeerr  //  IInnssiiddee  CCoovveerr  SShheeeett】】  
 
 
 

○○○○○○○○○○○○○○○： 

○○○○○○○○○○ 
 
 
 
 

A Thesis  
Presented to 

The Graduate School of Global Studies 
Doshisha University 

 
 

In Partial Fulfillment 
of the Requirements for the Degree 

Master of Arts in 
American Studies/Contemporary Asian Studies/Global Society Studies 

 
 

by  
 
 

Taro Imadegawa 
 (Student ID） 

 
 

Month/Year 
 
 

Choose either one 

【7】Sample of Master's Thesis / Seminar Paper
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○○○○○○○○○○○○○○○： 

○○○○○○○○○○ 

【【AAbbssttrraacctt】】  
Abstract     Write “Abstract” 
 
 
┌→Leave a margin on the left side of the page for binding! (only thesis)
⇔ 

“Global studies” does not refer to any specific discipline or theme, but rather is 

a general term for the study of global issues facing our contemporary world. This 

class will discuss major issues in global studies, i.e., the movements of people across 

national borders (immigrants, refugees), relationships among different religions and 

civilizations, and security issues beyond the state level, so as to deepen an 

understanding of the following questions: 1) Why have all existing branches of 

scholarship so far been unable to successfully deal with these issues? And 2) What 

perspectives are necessary to investigate such issues on a global scale? In so doing, 

focus will be placed on concrete case studies on the “relationships among different 

religious civilizations.” 

・ 
・ 

・・ 

    

EXAMPLE 

Format 

・Times New Roman 

・Double-spaced 

・12 point font 
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【【TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss】】  

  

TABLE OF CONTENTS 
 

Introduction ･････････････････････････････････････････････････････････ 1 
 
 

Chapter 1 
    ○○○○○○○○○○○○○○○○  ･････････････････････････････････ 4 
 

 

Chapter 2 
    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  ･･･････････････････････････ 28 
 

 

Chapter 3 
 
    ○○○○○○○○○○○○○○○  ･･･････････････････････････････････ 38 
 

 

Conclusion ･･････････････････････････････････････････････････････････ 48 
 

 

 

 

Appendix ･･････････････････････････････････････････････････････････ 1 
 
 
 
Bibliography ･･････････････････････････････････････････････････････････ 1 
 
 
 （Page individually for each part） 

This number should be the 
same page no. in the body 
text.

↓　　　　
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【Body Text】 
 

┌→Leave a margin on the left side of the page for binding! (only thesis)
⇔ 

“Global studies” does not refer to any specific discipline or theme, but rather is 

a general term for the study of global issues facing our contemporary world. This 

class will discuss major issues in global studies, i.e., the movements of people across 

national borders (immigrants, refugees), relationships among different religions and 

civilizations, and security issues beyond the state level, so as to deepen an 

understanding of the following questions: 1) Why have all existing branches of 

scholarship so far been unable to successfully deal with these issues? And 2) What 

perspectives are necessary to investigate such issues on a global scale? In so doing, 

focus will be placed on concrete case studies on the “relationships among different 

religious civilizations.” 

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
 
 
 

                 ┌→ Page number: Start with p.1 

－ ○○ － 

EXAMPLE 

Format 

・Times New Roman 

・Double-spaced 

・12 point font 
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【Bibliography】 
 

Bibliography  

 

┌→Leave a margin on the left side of the page for binding! (only thesis)
⇔ 

Ellen Pollak, The Poetics of Sexual Myth: Gender and Ideology in the Verse of Swift 
and Pope, Women in Culture and Society (Chicago: University of Chicago 
Press, 1985), 124. 

 
Carles Issawi, The Economic History of Turykey, 1800-1914, Publications of the 

Center for Middle Eastern Studies, ed. Richard L. Chambers, no. 13 (Chicago: 
University of Chicago Press, 1980), 48.  

 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
 

                 ┌→ Page number: Start with p.1 

－ ○○ － 

EXAMPLE 
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【【SSppiinnee  SShheeeett

】】  
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HHooww  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  MMaasstteerr’’ss  TThheessiiss：：  

Documents to be submitted: 
① Cover Sheet
② Abstract
③ Table of Contents
④ Text Body
⑤ Bibliography
⑥ Certificate of Biding Fee Payment (5,720yen;  purchased  from  the  Automatic
Certificate Issuing Machine on the first floor of Shiko-kan, prior to the submission)

* Attach a cover sheet on the front cover and a spine sheet to the spine of a binder.

【Documents For Binding】 

* Write your name and student ID on the outside of the envelope.

××  22  copies 

（Clip each set of papers.）  

＋＋  ＋＋  
Student ID 
and 
Name 

Binding 
Fee 
Certificate 

Cover 
Sheet 

Spine Sheet 

Put in a 
large-sized 
envelope. 

Student ID 
and 
Name 

③ ④ ⑤

②①

¥ 
① ② ③ ④Cover ⑤

Sheet × 3 files 
(①) 

Bind in a lever type binder. 

 Spine

  Sh

 

eet 

3 Files for examiners, an envelope containing 2 copies of papers and 1 original of  
Certificate of Payment for Binding Fee are required. 

 * Only 1 original

【Documents For Examiners】 

－ 135－



How to submit the Seminar Paper :

Documents to be submitted: 
① Cover Sheet
② Abstract
③ Table of Contents
④ Text Body
⑤ Bibliography

* Attach a cover sheet on the front cover and a spine sheet to the spine of a binder.

Cover 
Sheet 

Spine Sheet 

¥ 

Cover 
Sheet × 2 files 
( ) 

Bind in a lever type binder. 

 Spine

  Sh

 

eet 

2 Files for examiners are required.

【Documents For Examiners】 

－ 136－



【8】 Curriculum (Master's Degree Program) 

■ Curriculum Outline

(Example: Global Society Cluster students)

Curriculum

Year 1Year 1
Spring Semester Fall Semester

Year 2Year 2
Spring Semester Fall Semester

"Elec�ve Courses"

Registra�on for Master's Thesis

Research Seminor in
Global Society Studies Ⅰ

（Required Course）

Wri�ng / Submission of Master's
Thesis or Seminor Paper

Integral Seminor
（Required Course）

Research Seminor in
Global Society Studies Ⅲ

（Required Course）

Research Seminor in
Global Society Studies Ⅳ

（Required Course）

Introduc�on to Global Studies
（Required Course）

Theory and Method
（Required Course）

Research Seminor in 
Global Society Studies Ⅱ

（RequiredCourse）

Decision of your m
ain advisor

1. Main Advisor

Decide your main advisor after consulting with professor(s) with whom you wish to work 

during orientation period.

2.  For “Research Seminar I, II, III and IV,” register for your main advisor's courses.

If you wish to change your main advisor after reporting to the GS office, contact the 

Assistant Dean of Academic Affairs or Chief Professor [Academic Affairs] of your cluster 

(P.224). 

3.  All students in second year, including those who intend to complete Master's Degree 

Program through submission of Seminar Paper, must register the course “Master's 

Thesis” in Spring Semester. 

(Those who wish to go on to the Ph.D. Program of the Graduate School of Global Studies 

must complete their Master’s Degree by submitting their Master’s Thesis.) 

4.  Submit “Graduate School of Global Studies Master’s Thesis / Seminar Paper Registration 

Form” by the end of July of your second year to inform the GSGS Office which paper you will 

submit to complete your Master’s Degree Program.

By the end of January of your second year for those who intend to complete the program in 

September.

* In either case, if the deadline falls on a day when the office is closed, the deadline shall be 

on the following business day.
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5.  Submit “Graduate School of Global Studies Master’s Thesis / Seminar Paper Registration 

Form” to the GSGS office by the end of October of your second year.

By the end of April of your second year for those who intend to complete the program in 

September.

* In either case, if the deadline falls on a day when the office is closed, the deadline shall be 

on the following business day.

6.  Submit Master’s Thesis or Seminar Paper in January (in June for those who intend to 

complete the program in September) of your second year. Detailed information and schedule 

will be posted on the GS message board. (See “Completion of the Master’s Degree Program 

and Conferral of Degree (P.123-) for details)

7. Selected Theme A・B・C・D

These courses deal with various latest topics every academic year. Please note that themes 

and instructors might be changed every year due to course characteristics.

8. Graduate Level Courses of Doshisha University or Other Universities

Students may transfer up to 10 credits earned in the following courses, if meeting the 

requirements and approved:

- Courses offered by the other Graduate Schools at Doshisha University (*1) 

-  Courses taken at Kwansei Gakuin University, Kansai University and/or Ritsumeikan 

University under the credit-transfer agreements 

  (For requirements, see P.142)

-  Courses designated by GS among the courses offered by the Institute for Advanced 

Research and Education of Doshisha University (*2) 

- Courses taken at foreign institutions under Student Exchange Programs

Prior to registering these courses, fully consult with your advisor.

*1  Note that the courses you can register are limited to those which are admitted, by the 

Graduate School managing the courses, to be opened to register for Graduate students 

of other Graduate School. 

*2 See 13. for details.

9. Credits Earned before Entry

If approved at the Graduate School of Global Studies faculty meeting, up to 10 credits 

earned in graduate level courses at other schools before entering the Graduate School of 

Global Studies, or while enrolled part-time in Doshisha university graduate level courses, 

may be credited to the transcript. However, a maximum of 15 credits earned in the courses 

mentioned above taken in and after 2021 may be credited to the transcript if meeting 

requirements and approved.
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10. Credits earned in 8 or 9.

Students may transfer up to 10 credits earned in 8 or 9. However, a maximum of 15 credits 

may be transfered for students enrolled in and after 2021.

11. Undergraduate Level Courses

Students may take undergraduate level courses if their main advisors consider taking the 

courses to be necessary. 

[Note] For registration of undergraduate level courses, the earned credits cannot be 

transferred to the Master’s Degree Program and you must contact the office in charge of 

the courses first before the registration.

12. Licenses and Qualifications

Students may acquire the “Junior High School Teaching Certificate for Social Studies” and 

“High School Teaching Certificate for Civics.” (Class-1 certificate holders may acquire 

specialized certificate).

For further information, refer to Handbook for the Acquisition of Licenses and Qualifications. If 

you intend to acquire any of teaching certificates above, contact the Center for License and 

Qualification Office at your earliest convenience. (Ryoshin-kan 1F, Telephone: 075-251-3208)

13. (*For students enrolled in and before AY 2022) 

The credits registered with a course code for students who aim to complete Advanced 

Doctoral Program in Global Resource Management (GRM) will NOT be counted as the 

credits required for the completion of Master’s/Ph.D. program in GS.

For taking these courses, please read carefully the page for the Advanced Doctoral Program 

in Global Resource Management (P.190) as well as the program guide for the Advanced 

Doctoral Program.

(*For students enrolled in and after AY 2023)

All courses offered by the Institute for Advanced Research and Education of Doshisha 

University which GS students are eligible to register for may be transferred to the credits 

required for the completion.

14. Tuition and Facility Fee after the Third Year

If a student has been enrolled in Master’s Degree Program for two years or longer (not 

including the period of leave of absence) and has earned the credits required for completion, 

50% of the tuition fee and facility fee for the next semesters and thereafter will be reduced.

※Please note that this does not apply to students taking undergraduate or graduate courses.
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【9】 Course Registration, Examination and Grade (Master's Program)

Notes on Course Registration for Master's Students 

① Online registration must be finished during the registration period (Only regular students). 

② Students cannot register for courses they have already passed.

③ Students cannot register for two courses held at the same time slot. 

④  Be sure to read this handbook thoroughly and understand the curriculum, degree requirements 

and course descriptions. If you wish to take courses offered by other faculties or graduate 

schools, confirm whether the courses are open for students in other faculties/graduate 

schools.  Visit http://syllabus.doshisha.ac.jp to see course syllabus.

⑤  Make sure to enter the correct code when you register the course online:

  for courses offered in Master’s Program of Graduate School of Global Studies, the course 

code should be the 8-digit code starting with “3 1 8” and be followed with 3-digit class 

code. 

  3 1 8 x x x x x － c c c
  ↑  ↑
  course code   class code 
  (8-digit)  (3-digit)

⑥  Allow enough time and complete online course registration within the course registration 

period. Other than errors caused by Doshisha network failure or unless the server is down, 

the Office will not deal with any errors, or incomplete registration due to personal 

circumstances (e.g. PC trouble).

⑦  For course registration for Spring Semester, any change (addition or cancel) cannot be 

accepted outside the registration period.

  (Note) For course cancellation, Course Withdrawal Period will be set about 1 month after the 

semester starts and students can proceed course cancellation online in this withdrawal period.

⑧  Students must register all courses for both Semesters (not only for Spring Semester but also for 

Fall Semester) in April. Around late September (before the Fall Semester courses start), the 

change of course registration (addition/deregistration) for Fall Semester courses will be 

accepted. Please confirm the schedule determined which will be posted on message board in 

July.

⑨  All undergraduate level courses, the courses offered by a university in the credit transfer 

program among four universities in Kansai and “internship” cannot be registered online. 

Be sure to complete registration by submitting the prescribed form to the GSGS Office 

during the registration period.

⑩  For some courses (seminars, experiments, practicums, language courses etc.) that involve 

activities such as “seeing,” “listening,” “speaking” and “using arms and legs” that 

could be “social barriers” for students with physical and mental disabilities, alternative 

measures may be provided as “reasonable accommodation” to their needs.

  Please contact the Graduate School of Global Studies Office for more details before course 

registration.
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⑪  The requirements for Master’s Degree Program’s students in their second year and above 

who wish to receive a certificate of expected completion are as follows:

 1.  The total of “the number of credits earned to date” and “the number of credits for newly 

registered courses” (only those credits that will be added to the number of credits for 

completion) must be at least the required number of credits for completion.

 * Please note that course registrations after the registration period will not be accepted.

 2.  Student must be expected to be enrolled for at least two years (not including the period 

of leave of absence).

  In addition, students can register for fall semester courses during the spring semester 

registration period even if they take a leave of absence during the spring semester. If 

students wish to receive certificates of expected completion due to job hunting or other 

reasons while they are on a leave of absence, they must register for fall semester courses 

during the spring semester registration period.

Course Registration Schedule 

<Spring Semester>

 Consultation on Course Registration with Your Main Advisor

Each student must create a course schedule for the entire year. Write the courses you 

wish to take on the Course Registration Form and submit it to your advisor on Consultation 

Day, April 4 (Mon).

 Online Registration (Only regular students)

When: April 5 (Wed) 10:00a.m. - April 6 (Thu) 5:00p.m. JST

How :  Register via online study support system, DUET (Doshisha University Electronic 

Tutorial System).

   Students can access DUET with any computer having internet connection (even 

at home).

  Student can revise their registrations online during the period above.

   For further details, refer to “Instructions on use of general registration using 

DUET.”

   If you have any inquiries or any problems on registration or you are a special 

student, contact the Office of Graduate School of Global Studies by April 5 (Wed) 

5:00p.m. JST. 

	Advance Registration

For the courses which requires advance registration (indicated with the note of “Advance 

Registration” in the course list), students cannot register the courses online. (For the 

course list, please see P.114.) To register the courses, follow the instructions below:

There are also courses which requires advance registration in the courses offered by other 

graduate schools or faculties (including “Japanese Language and Culture Subjects”). 

Check with the graduate schools or faculties which offer the courses.
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■  “Internship”

　 If you wish to take the above course, consult with the professor, and come to the GSGS 

Office by April 5 (Wed).

　 As it is a course requiring off-campus internship, students who are expected to complete 

their degree in September, AY 2023 or later are not allowed to take this course.

Credit Transfer Program among Four Universities in Kansai

Doshisha University has the credit transfer program among four universities in Kansai (namely, 

Doshisha University, Ritsumeikan University, Kansai University and Kwansei Gakuin University) 

under Credit Transfer Agreement. If you wish to take courses offered by a university in this 

program, consult with your main advisor first and then contact GSGS Office. (The credits 

earned may be transferred if approved.) For Course Guide and Timetables of this program, they 

are provided by email.

(Materials to be submitted for application)

① Application form 

② 2 Photos (3×2.4cm)

Place of submission: The Office of Graduate School of Global Studies.

Deadline: April 4 (Tue) 5:00p.m.

		Downloading “Course registration check sheet” on DUET for checking registered 

courses and correcting errors

Please check the registered courses online and correct the errors (if any) during the 

period below:

When : April 12 (Wed), to Apil 14 (Fri)

Where : Graduate School of Global Studies Office

  Check registered courses and inform the GSGS Office if there are any errors.

		Course Withdrawal

If you feel that the content of a course is different from what you expected, you can 

withdraw from the course approximately one month after its first meeting of the class 

without affecting your GPA.

When : May 15 (Mon) & 16 (Tue)

How : Online (DUET) (Only regular students)

Those who wish to withdraw from the undergraduate level courses registered by submitting 

the Course Registration Form to the GSGS office and those who are special students 

must complete the course withdrawal procedure at the GSGS Office during the period 

above..

*Please note that you cannot withdraw from the courses listed below:

Those who have a special reason to withdraw from the courses below must contact the 

GSGS Office by the deadline of course withdrawal of each semester.
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■List of Courses which cannot be withdrawn

Course Code Semester Course Titles & Class

31800002 Spring/Fall Introduction to Global Studies ①～②
31800003 Fall Theory and Methods ①～⑤
31800004 Spring Integral Seminar ①～④
31810008 Spring Research Seminar in American StudiesⅠ ①～⑦
31810009 Fall Research Seminar in American StudiesⅡ ①～⑦
31810010 Spring Research Seminar in American Studies Ⅲ ①～⑦
31810011 Fall Research Seminar in American Studies Ⅳ ①～⑦
31820005 Spring Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅰ ①～⑥
31820006 Fall Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅱ ①～⑥
31820007 Spring Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅲ ①～⑥
31820008 Fall Research Seminar in Contemporary Asian Studies Ⅳ ①～⑥
31830005 Spring Research Seminar in Global Society Studies Ⅰ ①～⑨
31830006 Fall Research Seminar in Global Society Studies Ⅱ ①～⑨
31830007 Spring Research Seminar in Global Society Studies Ⅲ ①～⑨
31830008 Fall Research Seminar in Global Society Studies Ⅳ ①～⑨
31800146 Spring Internship

* If you would like to withdraw from the above listed courses for a compelling reason, please consult 
with the office of Graduate School of Global Studies before the semester’s Withdrawal Period. 

<Fall Semester>

* Course registration procedure for Fall Semester is almost similar to the procedure in Spring 

Semester. For details, please check the message board, DUET and University website.

・Registration period

Around mid or late September: Course registration and change for Fall Semester

Late October: Course withdrawal

Studying at Overseas Universities 

Students who have studied abroad under Article 20-2* of the Doshisha University School 

Regulations may transfer credits earned at foreign universities into credits required for 

completion of the students’ Master’s program, if approved. Each student will be permitted study 

abroad for up to one year, with a maximum one-year extension permitted in special circumstances. 

The period of studying abroad will be included in term of study or enrollment period. 

*Students enrolling in Doshisha University for 1 year or more will be permitted to attend a 

graduate school in a foreign country for 6 months or 1 year while retaining student status at 

Doshisha University, if the faculty committee deems it effective from an educational standpoint, 

and if the President approves. 

 

Examinations

Instructions on examinations and reports will be posted on the message board.

Notes on Exams

・ Bring your Student ID card for taking an exam.

・ Use a pen for writing your student ID number and name on answer sheets.
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・  Students who are more than 15 minutes late for an exam are not permitted to take the 

exam. And students cannot leave the room until 30 minutes have passed after the exam 

starts.

・  Students with less than two-thirds class attendance may not be permitted to take an exam, 

at the discretion of the professor in charge.

NOTE for Submitting Reports

・ Staple the prescribed cover to your report

  Prescribed covers are available at the CO-OP store, or can be downloaded at the website 

below:

 (http://www.doshisha.ac.jp/students/curriculum/exam_type.html)

・ Show student ID card when submitting reports. Reports must be submitted in person.

・  No reports will be accepted after the deadline. If you cannot meet the deadline due to 

accident or unavoidable circumstances, contact the submission destination before the 

deadline.

・ The prescribed “Report cover sheet” must be filled in with a pen (no pencils).

・ Reports cannot be edited or amended after submission.

・ Keep your receipt until you receive your grade. 

Grade Point Average (GPA) Evaluation System

Each course is graded in seven levels (A+, A, B+, B, C+, C, and F) and is converted to Grade 

Point ranging from 4.5-0.0, with which the GPA per credit is calculated.  Please see the 

following chart.

<Academic Grading Scale>

Grade Grade Point Description

  A+ 4.5 Excellent

A 4.0 Superior

  B+ 3.5 Very Good

B 3.0 Good

  C+ 2.5 Fair

C 2.0 Pass

F 0.0 Fail

Some courses are graded PAS (pass), FAL (fail), TFC (transferred), PEN (pending) and 

CNT (continued); these are not included in GPA calculation.

*For Pass / Fail courses, refer to the lists on P.145.

F-graded Courses and Repeating the Course

F or FAL means that you did not pass the course and did not earn any credits. Students 

can repeat a class only when they have failed it. 
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How to calculate GPA

Semester GPA and cumulative GPA are calculated using Grade Points converted from 

Grades. If you repeat an F-graded course and receive a C or higher grade, the most recent 

grade will be the course result.  

Courses with no credits or that are not covered by the Academic Grading Scale are not 

included in GPA. 

GPA= ((A+)×4.5+(A)×4.0+(B+)×3.5+(B)×3.0+(C+)×2.5+(C)×2.0+(F)×0.0)÷((A+)+(A)+ 

(B+)+(B)+(C+)+(C)+(F))

(“(A)” - “(F)” indicates respective total numbers of credits for courses graded A - F)

Pass / Fail Courses

For courses in the lists below, Pass / Fail grading is adopted.

Course Code Course Titles & Class

31800002 Introduction to Global Studies ①～②

31800146 Internship

31800091 Master’s Thesis

31800092 Seminar Paper

31800145 Fieldwork
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【10】Course List 
Course List of Ph.D. Program, Graduate School of Global Studies

Doctoral Program
Global Studies (for students enrolled in and after AY 2020)

Course Code

Course Class Course Titles (Subtitles) Subject Credits Instructor Semester Note

Research Supervision Courses

A
m

erica
n
 S

tu
d
ies C

lu
ster

41810110 001 Directed Research in American Studies Ⅰ① History and Society in America Gavin J. CAMPBELL

Spring

41810120 001 Directed Research in American Studies Ⅱ① American Society and Culture Fuminori MINAMIKAWA

41810130 001 Directed Research in American Studies Ⅲ① Japanese-American Relations Not Offered in AY 2022

41810140 001 Directed Research in American Studies Ⅳ① American Society and International Relations Kozue AKIBAYASHI

41810150 001 Directed Research in American Studies Ⅴ① Politics and Society in America Yayo OKANO

41810160 001 Directed Research in American Studies Ⅵ① Gender and Society in America Yuka KANNO

41810110 011 Directed Research in American Studies Ⅰ⑪ History and Society in America Gavin J. CAMPBELL

Fall

41810120 011 Directed Research in American Studies Ⅱ⑪ American Society and Culture Fuminori MINAMIKAWA

41810130 011 Directed Research in American Studies Ⅲ⑪ Literature and Society in America Not Offered in AY2023

41810140 011 Directed Research in American Studies Ⅳ⑪ American Society and International Relations Kozue AKIBAYASHI

41810150 011 Directed Research in American Studies Ⅴ⑪ Politics and Society in America Yayo OKANO

41810160 011 Directed Research in American Studies Ⅵ⑪ Gender and Society in America Yuka KANNO

C
o
n
tem

p
o
ra

ry A
sia

n
 S

tu
d
ies C

lu
ster

41820110 001 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅰ① Society and Culture in Contemporary China Shanping YAN

Spring

41820120 001 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅱ① Society and Culture in Korea Osamu OTA

41820130 001 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅲ① Society and Politics in Southeast Asia Eiji OYAMADA

41820140 001 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅳ① Comparative Study Society in Asia Ichiro TOMIYAMA

41820150 001 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅴ① Inter-regional Relations in Asia Yujiro MURATA

41820160 001 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅵ① History and Culture in Asia Ou QIAN

41820110 011 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅰ⑪ Society and Culture in Contemporary China Shanping YAN

Fall

41820120 011 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅱ⑪ Society and Culture in Korea Osamu OTA

41820130 011 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅲ⑪ Society and Politics in Southeast Asia Eiji OYAMADA

41820140 011 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅳ⑪ Comparative Study Society in Asia Ichiro TOMIYAMA

41820150 011 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅴ⑪ Inter-regional Relations in Asia Yujiro MURATA, 
Puitak LEE

41820160 011 Directed Research in Contemporary Asian Studies Ⅵ⑪ History and Culture in Asia Ou QIAN

G
lo

b
a
l S

o
ciety S

tu
d
ies C

lu
ster

41830110 001 Directed Research in Global Society Studies Ⅰ① International Migration and Transcultural Society Masanori NAITO

Spring

41830120 001 Directed Research in Global Society Studies Ⅱ① Development Policy Hisae NAKANISHI

41830130 001 Directed Research in Global Society Studies Ⅲ① Regional Security Yoichi MINE

41830140 001 Directed Research in Global Society Studies Ⅳ① Globalization and Conflict Yukiko NISHIKAWA

41830150 001 Directed Research in Global Society Studies Ⅴ① Civil Society and Humanitarianism Anne GONON

41830160 001 Directed Research in Global Society Studies Ⅵ① Globalization and Racism Keisuke KIKUCHI

41830170 001 Directed Research in Global Society Studies Ⅶ① Comparative Regional Development Not Offered in AY 2023

41830110 011 Directed Research in Global Society Studies Ⅰ⑪ International Migration and Transcultural Society Masanori NAITO

Fall

41830120 011 Directed Research in Global Society Studies Ⅱ⑪ Development Policy Hisae NAKANISHI

41830130 011 Directed Research in Global Society Studies Ⅲ⑪ Regional Security Yoichi MINE

41830140 011 Directed Research in Global Society Studies Ⅳ⑪ Globalization and Conflict Yukiko NISHIKAWA

41830150 011 Directed Research in Global Society Studies Ⅴ⑪ Civil Society and Humanitarianism Anne GONON

41830160 011 Directed Research in Global Society Studies Ⅵ⑪ Globalization and Racism Keisuke KIKUCHI

41830170 011 Directed Research in Global Society Studies Ⅶ⑪ Comparative Regional Development Not Offered in AY 2023
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Course Code

Course Class Course Titles (Subtitles) Subject Credits Instructor Semester Note

Instruction Courses

A
m

erica
n
 S

tu
d
ies C

lu
ster

41810100 001 Seminar Ⅰ・① 2 Gavin J. CAMPBELL

Spring

41810100 002 Seminar Ⅰ・② 2 Kozue AKIBAYASHI

41810100 003 Seminar Ⅰ・③ 2 Fuminori MINAMIKAWA

41810100 004 Seminar Ⅰ・④ 2 Yuka KANNO

41810100 005 Seminar Ⅰ・⑤ 2 Yayo OKANO

41810100 006 Seminar Ⅰ・⑥ 2 Not Offered in AY 2023

41810200 001 Seminar Ⅱ・① 2 Gavin J. CAMPBELL

Fall

41810200 002 Seminar Ⅱ・② 2 Kozue AKIBAYASHI

41810200 003 Seminar Ⅱ・③ 2 Fuminori MINAMIKAWA

41810200 004 Seminar Ⅱ・④ 2 Yuka KANNO

41810200 005 Seminar Ⅱ・⑤ 2 Yayo OKANO

41810200 006 Seminar Ⅱ・⑥ 2 Not Offered in AY2023

C
o
n
tem

p
o
ra

ry A
sia

n
 S

tu
d
ies C

lu
ster

41820100 001 Seminar Ⅰ・① 2 Ichiro TOMIYAMA

Spring

41820100 002 Seminar Ⅰ・② 2 Shanping YAN

41820100 003 Seminar Ⅰ・③ 2 Yujiro MURATA

41820100 004 Seminar Ⅰ・④ 2 Osamu OTA

41820100 005 Seminar Ⅰ・⑤ 2 Eiji OYAMADA

41820100 006 Seminar Ⅰ・⑥ 2 Ou QIAN

41820200 001 Seminar Ⅱ・① 2 Ichiro TOMIYAMA

Fall

41820200 002 Seminar Ⅱ・② 2 Shanping YAN

41820200 003 Seminar Ⅱ・③ 2 Yujiro MURATA, 
Puitak LEE

41820200 004 Seminar Ⅱ・④ 2 Osamu OTA

41820200 005 Seminar Ⅱ・⑤ 2 Eiji OYAMADA

41820200 006 Seminar Ⅱ・⑥ 2 Ou QIAN

G
lo

b
a
l S

o
ciety S

tu
d
ies C

lu
ster

41830100 001 Seminar Ⅰ・① 2 Yoichi MINE

Spring

41830100 002 Seminar Ⅰ・② 2 Masanori NAITO

41830100 003 Seminar Ⅰ・③ 2 Hisae NAKANISHI

41830100 004 Seminar Ⅰ・④ 2 Anne GONON

41830100 005 Seminar Ⅰ・⑤ 2 Yukiko NISHIKAWA

41830100 006 Seminar Ⅰ・⑥ 2 Keisuke KIKUCHI

41830100 007 Seminar Ⅰ・⑦ 2 Not Offered in AY 2023

41830200 001 Seminar Ⅱ・① 2 Yoichi MINE

Fall

41830200 002 Seminar Ⅱ・② 2 Masanori NAITO

41830200 003 Seminar Ⅱ・③ 2 Hisae NAKANISHI

41830200 004 Seminar Ⅱ・④ 2 Anne GONON

41830200 005 Seminar Ⅱ・⑤ 2 Yukiko NISHIKAWA

41830200 006 Seminar Ⅱ・⑥ 2 Keisuke KIKUCHI

41830200 007 Seminar Ⅱ・⑦ 2 Not Offered in AY 2023

Dissertation

41801600 Doctoral Dissertation

Procedures for Completing the Course of Study and Credit Requirements
Students must register for at least one of the Research Supervision Courses as instructed by the main advisor and receive 
guidance.
For Instruction Courses, students must register “Seminar Ⅰ”,”Seminar Ⅱ” as instructed by the main advisor and acquire 
over 6 credits each.

－ 149－



Course List of Ph.D. Program, Graduate School of Global Studies

Doctoral Program
Global Studies (for students enrolled in and before 2019)

Course Code

Course Class Course Titles (Subtitles) Instructor Semester Note

A
m

erica
n
 S

tu
d
ies C

lu
ster

41810010 001 History and Society in America① Gavin J. CAMPBELL

Spring

41810020 001 Literature and Culture in America① Not Offered in AY2022

41810030 001 Japanese-American Relations① Kozue AKIBAYASHI

41810040 001 Society and Culture in America① Fuminori MINAMIKAWA

41810050 001 Politics and Society in America① Yayo OKANO

41810060 001 Gender and Society in America① Yuka KANNO

41810000 001 Directed Research in American Studies① Gavin J. CAMPBELL

Spring

41810000 002 Directed Research in American Studies② Kozue AKIBAYASHI

41810000 003 Directed Research in American Studies③ Fuminori MINAMIKAWA

41810000 004 Directed Research in American Studies④ Yuka KANNO

41810000 005 Directed Research in American Studies⑤ Yayo OKANO

41810000 006 Directed Research in American Studies⑥ Not Offered in AY2023

41810010 011 History and Society in America⑪ Gavin J. CAMPBELL

Fall

41810020 011 Literature and Culture in America⑪ Not Offered in AY2023

41810030 011 Japanese-American Relations⑪ Kozue AKIBAYASHI

41810040 011 Society and Culture in America⑪ Fuminori MINAMIKAWA

41810050 011 Politics and Society in America⑪ Yayo OKANO

41810060 011 Gender and Society in America⑪ Yuka KANNO

41810000 011 Directed Research in American Studies⑪ Gavin J. CAMPBELL

Fall

41810000 012 Directed Research in American Studies⑫ Kozue AKIBAYASHI

41810000 013 Directed Research in American Studies⑬ Fuminori MINAMIKAWA

41810000 014 Directed Research in American Studies⑭ Yuka KANNO

41810000 015 Directed Research in American Studies⑮ Yayo OKANO

41810000 016 Directed Research in American Studies⑯ Not Offered in AY2023

C
o
n
tem

p
o
ra

ry A
sia

n
 S

tu
d
ies C

lu
ster

41820010 001 Society and Culture in Contemporary China① Shanping YAN

Spring

41820020 001 Society and Culture in Korea① Osamu OTA

41820030 001 Society and Politics in Southeast Asia① Eiji OYAMADA

41820040 001 Comparative Study Society in Asia① Ichiro TOMIYAMA

41820050 001 Inter-regional Relations in Asia① Yujiro MURATA

41820060 001 History and Culture in Asia① Ou QIAN

41820000 001 Directed Research in Contemporary Asian Studies① Ichiro TOMIYAMA

Spring

41820000 002 Directed Research in Contemporary Asian Studies② Shanping YAN

41820000 003 Directed Research in Contemporary Asian Studies③ Yujiro MURATA

41820000 004 Directed Research in Contemporary Asian Studies④ Osamu OTA

41820000 005 Directed Research in Contemporary Asian Studies⑤ Eiji OYAMADA

41820000 006 Directed Research in Contemporary Asian Studies⑥ Ou QIAN

41820010 011 Society and Culture in Contemporary China⑪ Shanping YAN

Fall

41820020 011 Society and Culture in Korea⑪ Osamu OTA

41820030 011 Society and Politics in Southeast Asia⑪ Eiji OYAMADA

41820040 011 Comparative Study Society in Asia⑪ Ichiro TOMIYAMA

41820050 011 Inter-regional Relations in Asia⑪ Yujiro MURATA, 
Puitak LEE

41820060 011 History and Culture in Asia⑪ Ou QIAN

41820000 011 Directed Research in Contemporary Asian Studies⑪ Ichiro TOMIYAMA

Fall

41820000 012 Directed Research in Contemporary Asian Studies⑫ Shanping YAN

41820000 013 Directed Research in Contemporary Asian Studies⑬ Yujiro MURATA, 
Puitak LEE

41820000 014 Directed Research in Contemporary Asian Studies⑭ Osamu OTA

41820000 015 Directed Research in Contemporary Asian Studies⑮ Eiji OYAMADA

41820000 016 Directed Research in Contemporary Asian Studies⑯ Ou QIAN
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Course Code

Course Class Course Titles (Subtitles) Instructor Semester Note

G
lo

b
a
l S

o
ciety S

tu
d
ies C

lu
ster

41830010 001 International Migration and Transcultural Society① Masanori NAITO

Spring

41830020 001 Development Policy① Hisae NAKANISHI

41830030 001 Regional Security① Yoichi MINE

41830040 001 Globalization and Gender① Yukiko NISHIKAWA

41830050 001 Civil Society and Humanitarianism① Anne GONON

41830080 001 Globalization and Racism① Keisuke KIKUCHI

41830090 001 Comparative Regional Development① Not Offered in AY2023

41830000 001 Directed Research in Global Society Studies① Yoichi MINE

Spring

41830000 002 Directed Research in Global Society Studies② Masanori NAITO

41830000 003 Directed Research in Global Society Studies③ Hisae NAKANISHI

41830000 004 Directed Research in Global Society Studies④ Anne GONON

41830000 005 Directed Research in Global Society Studies⑤ Yukiko NISHIKAWA

41830000 006 Directed Research in Global Society Studies⑥ Keisuke KIKUCHI

41830000 007 Directed Research in Global Society Studies⑦ Not Offered in AY2023

41830010 011 International Migration and Transcultural Society⑪ Masanori NAITO

Fall

41830020 011 Development Policy⑪ Hisae NAKANISHI

41830030 011 Regional Security⑪ Yoichi MINE

41830040 011 Globalization and Gender⑪ Yukiko NISHIKAWA

41830050 011 Civil Society and Humanitarianism⑪ Anne GONON

41830080 011 Globalization and Racism⑪ Keisuke KIKUCHI

41830090 011 Comparative Regional Development⑪ Not Offered in AY2023

41830000 011 Directed Research in Global Society Studies⑪ Yoichi MINE

Fall

41830000 012 Directed Research in Global Society Studies⑫ Masanori NAITO

41830000 013 Directed Research in Global Society Studies⑬ Hisae NAKANISHI

41830000 014 Directed Research in Global Society Studies⑭ Anne GONON

41830000 015 Directed Research in Global Society Studies⑮ Yukiko NISHIKAWA

41830000 016 Directed Research in Global Society Studies⑯ Keisuke KIKUCHI

41830000 017 Directed Research in Global Society Studies⑰ Not Offered in AY2023

Dissertation

41801600 Doctoral Dissertation

Procedures for Completing the Course of Study and Credit Requirements
Register for research supervision courses following the advice of your mail advisor.
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【11】 Completion of the Ph.D. Degree Program and Conferral 
of Degree [For students enrolled in and after AY 2020]

1. Term of Study 
The term of study for the latter stage of the Ph.D. program (kōki katei) is normally 3 years, 
and a student may not be enrolled for more than 6 years (time while on academic leave will 
not be counted toward the “enrollment period”). However, if the enrollee has a distinguished 
record of accomplishments the term may be shortened, based upon deliberations at the 
Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.  

2. Requirements
(1)  Enrollment in the Ph.D. program for normally 5 years or longer (includes 2 years in the 

first stage of the Ph.D. course (zenki katei) or Master’s Program, but does not include 
time while on academic leave). 

(2)  For Instruction Courses, students must register “Seminar Ⅰ”,”Seminar Ⅱ” as instructed 
by the main advisor and acquire over 6 credits each (over 12 credits in total).

(3)  The student must, under the necessary research supervision, submit a Degree 
Dissertation, and pass the requisite review and final examination. 

(4)  For certification of course completion, proficiency in the foreign language(s) necessary 
for the research.

Examination of the Ph.D. Dissertation and a public oral defense are conducted by one chief 
examiner and two secondary examiners. The number of secondary examiners may be increased 
to three or four if deemed necessary at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting. 
A pass/fail decision is made at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.
The full text and abstract of the dissertation and the examination abstract will be posted 
on the Doshisha University Academic Repository. However, in the case of unavoidable 
circumstances stipulated in paragraph 2, Article 13 of the Regulations on the Conferral of 
Degrees and if approved at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting, an 
abridged version of the dissertation may be posted in lieu of the full text.

3. Procedures for Completing the Course of Study and Credit Requirements
Students must register for at least one of the Research Supervision Courses as instructed 
by the main advisor and receive guidance.
For Instruction Courses, students must register “Seminar Ⅰ”,”Seminar Ⅱ” as instructed by 
the main advisor to acquire over 6 credits.
To submit the Ph.D. Dissertation, students must follow the prescribed procedures and apply 
for the Preliminary Examination and the Final Examination.

4. Application for Preliminary Examination for Submission of Ph.D. Dissertation
(1)  Submission Deadlines, time and place of submission
   Application for the Preliminary Examination must be submitted no later than six months 

before submitting the dissertation. Application is accepted at any time and examination 
is held accordingly. 

   Deadline for completing the program at the end of Fall Semester (March):  
May 31. 2023 (Wed) 5:00p.m. JST

   Deadline for completing the program at the end of Spring Semester (September):  
November 30. 2023 (Thu) 5:00p.m. JST

   Place of submission: 
The office of Graduate School of Global Studies (Limited to office opening days and time)

  ・ Be sure to get the approval of your main advisor before submission.
  ・ Submissions after the deadline will not be accepted.
  ・ All required documents must be prepared and brought to the office by yourself.
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  ・ At the time of reception, the office dose not check documents. No replacement, 
addition, or return after reception.

  ・ Any work in the office (including copy machine) is not accepted on the deadline 
for submission.

  ・ It cannot be submitted during leave of absence.
  ・ If the application is submitted before the leave of absence and the examination is 

not completed before the leave of absence, the examination may be conducted 
during the leave of absence. It will be conducted in person as a rule.

(2)  Decision of Acceptance 
   It is considered at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting based on the 

submitted documents whether it will be accepted, or not and if it is accepted, it will be 
subject to preliminary examination.

	 	 ✧Confirm with your main advisor for the result of acceptance.

(3)  Documents to be submitted and Number of Copies

Documents
Number 

of 
copies

Application Form Prescribed form* 1

Research Results Prescribed form* 1

Abstract of Dissertation Prescribed form* 1

Draft
A full draft of the dissertation must be submitted. 
The draft should be bound in a file etc. with 
a cover and spine.

4

*Please download and print the prescribed format by yourself from the GSGS website.

(4) Guideline for Preliminary Examination for Submission of Ph.D. Dissertation 
   After receiving the application, examiners are selected (One chief examiner and two or 

more assistant examiners) at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting. 
Preliminary Examination is conducted publicly by oral defense including comprehensive 
examinations in related fields. After that, pass/fail decision is made at the faculty 
meeting. Be sure to contact your main advisor to know the result of the examination.

5. Qualification and Requirements for Ph.D. Dissertation Submission
(1)  Enrollment in the Ph.D. program for 4 and a half years or longer in principle (includes 2 

years in the first stage of the Ph.D. Program or Master’s Program, but does not include 
the period of academic leave). However, if the student has a distinguished record of 
accomplishments, the term may be shortened, based upon the deliberations at the 
Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

(2)  Requirements for Dissertation Submission
  Those who intending to submit the Ph.D. Dissertation must in principle fulfill the 

following three requirements. 
 1.   Two or more published academic articles (of which, one or more must be peer 

reviewed. Two peer-reviewed research notes are considered equivalent to one peer-
reviewed article. The other one does not have to be peer reviewed.)

 2.   One or more presentations at professional academic meetings.
 3.   Must pass the Ph.D. Dissertation Preliminary Examination. 

 *Confirm with your advisor whether you fulfill the above requirements 1 to 3.
 (Refer to Process for Acquisition of the Ph.D. Degree (P.157).)

 The office of Graduate School of Global Studies cannot respond.
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(3) Criteria for Degree Examination
 1.   While building sufficiently upon previous research, the Dissertation should possess 

originality and provide a unique and substantiated argument. 
 2.   Must objectively demonstrate the submitter’s research abilities and show promise of 

future academic development. 
 3.   The submitted Dissertation must adequately present evidence for the argument and 

show logical consistency. 

6. Guidelines for Submission of Ph.D. Dissertation
(1) Submission Deadlines, time and place of submission
	 Period:  November 21, 2023 (Tue) ~ November 30, 2023 (Thu)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST
  : For those planning to complete the program in March
	 Period:  May 22, 2023 (Mon) ~ May 31, 2023 (Wed)   

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST
  : For those planning to complete the program in September
	  For those who have been enrolled in the program for more than 3 years and wish to 

undergo degree examination after withdrawing from university, the dissertation may 
be submitted at the end of the semester in which the student withdraws from university.

	 	 ・Period:  September 14, 2023 (Thu) ~ September 20, 2023 (Wed)  
9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to withdraw at the end of the spring semester
	 	 ・Period:  March 25, 2024 (Mon) ~ March 29, 2024 (Fri)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST
  : For those planning to withdraw at the end of the fall semester
   In this case, the degree examination will be conducted in the following semester after 

the withdrawal and the results of the review will be notified at the end of that semester. 
(The date of degree conferral is retroactive to the end of the semester in which the 
student withdrew from university, and “Withdrawal” will be replaced by “Completion. ”)

	  If students have been enrolled in the program for more than 3 years, completed their 
dissertation by the end of a semester and wish to enroll in the following semester as 
degree examinee (without taking any courses), they are required to pay the enrollment 
fee as degree examinee (60,000 yen for AY2023), but not any other tuition fees. 
Also, if the term of study exceeds 6 years, enrollment as degree examinee can not be 
accepted. If students wish to enroll as degree examinee, they are required to contact 
the Office of Graduate School of Global Studies in advance (by the end of May if they 
wish to enroll in the fall semester, or by the end of November of the previous academic 
year if they wish to enroll in the spring semester).

	 	 ・Period:  September 14, 2023 (Thu) ~ September 20, 2023 (Wed)  
9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to enroll as degree examinee in the fall semester of AY2023
	 	 ・Period:  March 25, 2024 (Mon) ~ March 29, 2024 (Fri)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST
  : For those planning to enroll as degree examinee in the spring semester of AY2024
	 Place of submission (Limited to the office opening days and time)
  The Office of Graduate School of Global Studies
  ・ Be sure to get the approval of your main advisor before submission.
  ・ Submissions after the deadline will not be accepted.
  ・ All required documents must be prepared and brought to the office by yourself.
  ・ At the time of reception, the office dose not check documents. No replacement, 

addition, or return after reception.
  ・ Any work in the office (including copy machine) is not accepted on the deadline for 

submission.
  ・ It cannot be submitted during leave of absence.
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(2) Decision of Acceptance
   It is considered at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting based on the 

submitted documents whether it will be accepted, or not and if it is accepted, it will be 
subject to preliminary examination.

	 	 ✧Confirm with your main advisor for the result of acceptance.

(3) Documents to be Submitted and Number of Copies

Documents
Number 

of 
copies

Dissertation

Must be bound in files with a cover and spine.
Must be single-sided printing.
Depending on the number of examiners, additional 
copies may be required.

6 
copies

Dissertation Abstract
[prescribed format]

(In English) Less than 1300 words
(In Japanese) Less than 4000 characters

3 
copies

Application for 
Dissertation Examination
[prescribed format]

Prescribed form
2 

copies

Curriculum Vitae
[prescribed format]

  List your educational history in chronological 
order, beginning with admission to senior high 
school. Any academic leaves should also be noted.

  With regard to degrees, master’s and above should 
be listed. The name of the major, the awarding 
institution, etc. should also be added. 

2 
copies

List of Academic 
Accomplishments
[prescribed format]

  List your academic accomplishments by categories 
as follows; MA Thesis, Book(s), Article(s), Academic 
Presentation(s) (Oral presentations in conferences) 
and Others.

  For each category, indicate the following information.
-  Book(s): Book title, Name of publisher, Author 

(self), Number of pages, Book title (Name of 
Publisher), Names of co-authors

-  Article(s): “Article Title,” Author, Journal Title, 
Volume number, pp.●●-●●(pages)

-  Academic presentation(s): Presentation title, Name 
of presenter, Conference name, Venue

- Others: (follow the indications above)

2 
copies

Inventory of Articles
[prescribed format]

  If your dissertation is written in a language other 
than Japanese, the Japanese translation of the 
title should be added.

  In case there is a previously published article*, submit two 
copies of the actual article itself (reprinted copy etc.).

  (*“Previously published article” refers to an article 
closely related to the dissertation and is the basis 
of the research.)

  In case there are several previously published 
articles, they should all be listed. 

  In case an article has not yet been published, it 
should be listed as forthcoming.

2 
copies
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Ph.D Dissertation 
Submission 
Approval of Main 
Advisor / Ph.D. 
Dissertation Pre- 
submission Checklist
[prescribed format]
(See. P.174-175)

  Before asking your advisor to check your 
submission, make sure to check the items to 
submit by yourself.

  Since it is expected to take long for advisors to 
check the submitted items, student should proceed 
the necessary steps systematically after the 
consultation with the advisor well in advance.

  Be sure to get a signature on the Approval of the 
main advisor before submission.

1 copy
each

photograph 6 cm × 5 cm (must be affixed to prescribed form) 1 copy

*Please download and print the prescribed format by yourself from the GSGS website.

* Students may be asked to submit one or more sets of documents listed above depending on the 

number  of examiners.

Note for submission

  The prospective dissertation submitters need to submit not only “Dissertation” but all the 

necessary items (“Dissertation”, “Dissertation Abstract”, “Application for Dissertation 

Examination”, “Curriculum Vitae”, “List of Academic Accomplishments” and “Inventory of 

Articles”) to the advisors in advance and ask them to check all the submitted items and fill 

out/sign on Ph.D. Dissertation Submission Approval of Main Advisor (see P.174-175).

  As for “List of Academic Accomplishments”, the information such as URL of article and 

presentation may be requested to be submitted.

 

7. Final Exam
(1)  A public oral defense of the submitted Dissertation will be held as the final examination 

to determine completion of the Ph.D. Program. For those planning to complete the 

course in March, the exam will take place sometime from early January to early February; 

for those planning to complete the course in September, it will take place sometime from 

mid-June to mid-July.

(2)  The final examination will be given by three selected examiners (1 chief examiner, 2 

assistant examiners). The number of assistant examiners may be increased to three or 

four if deemed necessary at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

8. Completion of the Ph.D. Course
(1)  Completion of the Ph.D. Program will require enrollment for five or more years in 

principle (includes 2 years in the first stage of the Ph.D. Program or Master’s Program), 

earning the required number of credits as indicated in the regulations of the Graduate 

School of Doshisha University, submission under the necessary research supervision of 

a Dissertation, and approval of the Dissertation by examiners in the final examination.

(2)  After deliberation at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting, 

Certification of Completion of the Ph.D. Program will be determined by the Committee 

of Graduate School Deans through the comprehensive examination of degree theses.
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9. Conferral of Degree
Depending upon the cluster, the following degrees will be awarded to those completing the 

Ph.D. Program. 

Doctor of Philosophy in American Studies

Doctor of Philosophy in Contemporary Asian Studies

Doctor of Philosophy in Global Society Studies 

10. Conferral of Degrees Ceremony
The Conferral of Degrees Ceremony will take place in March and September. 

11. Dissertation Binding
Those passing the examination shall submit three bound volumes to the Graduate School of 

Global Studies Office.

12. Deposit of Dissertation 
One copy each of the Ph.D. Dissertation will be deposited with the:

(1)  Doshisha University Library,

(2)  the Graduate School of Global Studies

(3)  Department of Academic Affairs

Also, Ph.D. Dissertation will be deposited with the National Diet Library (NDL) in the form 

of electronic data.

13. Publication of Dissertation
Dissertation abstract etc. and dissertation will be published on the Doshisha University 

Academic Repository. Those for whom the conferral of doctoral degree has been approved 

shall submit to the Graduate School of Global Studies Office the electronic data concerning 

the dissertation as well as required documents including the consent to internet publication.

 

14. Process for Acquisition of the Ph.D. Degree
(brackets [  ] pertain to September completion)
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Year I 

(First and 

second 

semesters)

A
pplication for P

relim
inary E

xam
ination and E

xam
ination (at any tim

e)

Beginning of academic year
・  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

・  Decide the main advisor

During each term

・  Enroll in research supervision courses and 

Instruction Courses

・  Make research findings public (publication of 

articles, presentations at professional academic 

meetings)

End of academic year
・  Submit “Report on Research Accomplishments” 

and “List of Academic Accomplishments”

Year 2 

(Third and 

fourth 

semesters)

Beginning of academic year ・  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

During each term

・  Enroll in research supervision courses and 

Instruction Courses

・  Make research findings public (publication of 

articles, presentations at professional academic 

meetings)

End of year
  Submit “Report on Research Accomplishments” 

and “List of Academic Accomplishments”

Year 3

(Fifth and sixth 

semesters)

Beginning of academic year  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

During each term

・  Enroll in research supervision courses and 

Instruction Courses

・  Make research findings public (publication of 

articles, presentations at professional academic 

meetings)

E
xa

m
in

a
tio

n
 o

f P
h
.D

. D
isserta

tio
n

November 21 to November 30

[May 22 to May 31]
 Submit Ph.D. Dissertation

After Dissertation

submission

・  Selection of Dissertation Examiners (1 chief 

examiner, 2 or more assistant examiners, as 

determined at the Graduate School of 

Global Studies Faculty Meeting)

・  Review of Dissertation

Early January to 

early February

[Mid-June to early July]

 Final Exam (public oral defense)

Mid-February

[Late July]

  Pass/Fail decision (Graduate School of 

Global Studies Faculty Meeting)

March

[Mid-September]

  Comprehensive Examination of Ph.D. Dissertations 

(Committee of Graduate School of Deans)

Late March

[Late September]

  Conferral of Degree (Conferral of Degrees 

Ceremony)

※Preliminary Examination

・ Application for preliminary Examination is accepted at any time.

・ After receiving the application, examiners are selected (One chief examiner and two and more 

assistant examiners) at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

・ Preliminary Examination is conducted publicly by oral defense including comprehensive 

examinations in related fields.

・Examination will be conducted at any time according to the timing of the application.

・A pass/fail decision is made at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.
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Completion of the Ph.D. Degree Program and Conferral of Degree 
(for students enrolled in AY 2019～AY 2017)

1. Term of Study 
The term of study for the latter stage of the Ph.D. program (kōki katei) is 3 years in 

principle, and a student may not be enrolled for more than 6 years (the period of academic 

leave will not be counted as the “enrollment period”). However, if the student has a 

distinguished record of accomplishments, the term may be shortened, based upon 

deliberations at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.  

2. Requirements
(1)  Enrollment in the Ph.D. program for 5 years or longer in principle (includes 2 years in 

the first stage of the Ph.D. course (zenki katei) or Master’s Program, but does not 

include the period of academic leave). 

(2)  The student must, under the necessary research supervision, submit a Degree 

Dissertation, and pass the requisite review and the final examination. 

(3)  For certification of course completion, the proficiency in the foreign language(s) 

necessary for the research is required.

Examination of the Ph.D. Dissertation and a public oral defense are conducted by one chief 

examiner and two assistant examiners. The number of assistant examiners may be increased to 

three or four if deemed necessary at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting. 

A pass/fail decision is made at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

The full text and abstract of the dissertation and the examination abstract will be posted 

on the Doshisha University Academic Repository. However, in the case of unavoidable 

circumstances stipulated in paragraph 2, Article 13 of the Regulations on the Conferral of 

Degrees and if approved at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting under 

agreement of the supervisor, an abridged version of the dissertation may be posted instead 

of the full text.

3. Procedures for Completing the Course of Study and Credit Requirements
Register for research supervision courses following the advice of your main advisor.

4. Application for Preliminary Examination for Submission of Ph.D. Dissertation
(1) Submission Deadlines, time and place of submission

   Application for the Preliminary Examination must be submitted no later than six months 

before submitting the dissertation. Application is accepted at any time and examination 

is held accordingly. Qualifying Examination (QE) for American Studies Cluster students 

has been abolished.

  Deadline for completing the program at the end of Fall Semester (March):

   May 31, 2023 (Wed) 5:00p.m. JST: *If the deadline falls on a day when the office 

is closed, the deadline shall be on the previous business day.

 Deadline for completing the program at the end of Spring Semester (September):

	   November 30, 2023 (Thu) 5:00p.m. JST: *If the deadline falls on a day when the 

office is closed, the deadline shall be on the previous business day.

	   Place of submission:

   The Office of Graduate School of Global Studies (Limited to office opening days and 

time)

  ・ Be sure to get the approval of your main advisor before submission.

  ・Submissions after the deadline will not be accepted.

  ・ All required documents must be prepared and brought to the office by yourself.
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  ・ At the time of reception, the office does not check documents. No replacement, 

addition, or return after reception.

  ・ Any work in the office (including copy machine) is not accepted on the deadline 

for submission.

  ・It cannot be submitted during leave of absence.

  ・ If the application is submitted before the leave of absence and the examination is 

not completed before the leave of absence, the examination may be conducted 

during the leave of absence. It will be conducted in person as a rule.

(2) Decision of Acceptance

   It is considered at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting based on the 

submitted documents whether it will be accepted, or not and if it is accepted, it will be 

subject to preliminary examination.

	 	 Confirm with your main advisor for the result of acceptance.

(3) Documents to be submitted:

Documents

Number 

of 

copies

Application Form Prescribed form* 1

Research Results Prescribed form* 1

Abstract of Dissertation Prescribed form* 1

Draft

A full draft of the dissertation must be 

submitted.

The draft should be bound in a file etc. with 

a cover and spine. 

4

*Please download and print the prescribed format by yourself from the GSGS website.

5. Qualification and Requirements for Ph.D. Dissertation Submission
(1)  Enrollment in the Ph.D. program for 4 and a half years or longer in principle (includes 2 

years in the first stage of the Ph.D. Program or Master’s Program, but does not include 

the period of academic leave). However, if the student has a distinguished record of 

accomplishments, the term may be shortened, based upon the deliberations at the 

Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

(2) Requirements for Dissertation Submission

  Those who intend to submit the Ph.D. Dissertation must in principle fulfill the following 

three requirements. 

 1.   Two or more published academic articles (of which, one or more must be peer 

reviewed. Two peer-reviewed research notes are considered equivalent to one peer-

reviewed article. The other one does not have to be peer reviewed.)

 2.   One or more presentations at professional academic meetings.

 3.   Must pass the Ph.D. Dissertation Preliminary Examination. 

 *Confirm with your advisor whether you fulfill the above requirements 1 to 3.

 (Refer to Process for Acquisition of the Ph.D. Degree (P.164))

 The office of Graduate School of Global Studies cannot respond.
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(3) Criteria for Degree Examination

 1.   While building sufficiently upon previous research, the Dissertation should possess 

originality and provide a unique and substantiated argument. 

 2.   Must objectively demonstrate the submitter’s research abilities and show promise of 

future academic development. 

 3.   The submitted Dissertation must adequately present evidence for the argument and 

show logical consistency. 

6. Guidelines for Submission of Ph.D. Dissertation
(1) Submission Deadlines, time and place of submission

	 Period:  November 21, 2023 (Tue)~November 30, 2023 (Thu)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to complete the program in March

	 Period:  May 22, 2023 (Mon)~May 31, 2023 (Wed)   

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to complete the program in September

	  For those who have been enrolled in the program for more than 3 years and wish to 

undergo degree examination after withdrawing from university, the dissertation may 

be submitted at the end of the semester in which the student withdraws from university.

	 	 ・Period:  September 14, 2023 (Thu) ~ September 20, 2023 (Wed)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to withdraw at the end of the spring semester

	 	 ・Period:  March 25, 2024 (Mon) ~ March 29, 2024 (Fri)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to withdraw at the end of the fall semester

   In this case, the degree examination will be conducted in the following semester after 

the withdrawal and the results of the review will be notified at the end of that semester. 

(The date of degree conferral is retroactive to the end of the semester in which the 

student withdrew from university, and “Withdrawal” will be replaced by ”Completion. ”)

	  If students have been enrolled in the program for more than 3 years, completed their 

dissertation by the end of a semester and wish to enroll in the following semester as 

degree examinee (without taking any courses), they are required to pay the enrollment 

fee as degree examinee (60,000 yen for AY2023), but not any other tuition fees. 

Also, if the term of study exceeds 6 years, enrollment as degree examinee can not be 

accepted. If students wish to enroll as degree examinee, they are required to contact 

the Office of Graduate School of Global Studies in advance (by the end of May if they 

wish to enroll in the fall semester, or by the end of November of the previous academic 

year if they wish to enroll in the spring semester).

	 	 ・Period:  September 14, 2023 (Thu) ~ September 20, 2023 (Wed)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to enroll as degree examinee in the fall semester of AY2023

	 	 ・Period:  March 25, 2024 (Mon) ~ March 29, 2024 (Fri)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to enroll as degree examinee in the spring semester of AY2024

	  Place of submission (Limited to the office opening days and time)

  The Office of Graduate School of Global Studies

  ・ Be sure to get the approval of your main advisor before submission.

  ・Submissions after the deadline will not be accepted.

  ・ All required documents must be prepared and brought to the office by yourself.

  ・ At the time of reception, the office does not check documents. No replacement, 

addition, or return after reception.

  ・ Any work in the office (including copy machine) is not accepted on the deadline 

for submission.
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  ・It cannot be submitted during leave of absence.

(2) Decision of Acceptance

   It is considered at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting based on the 

submitted documents whether it will be accepted, or not and if it is accepted, it will be 

subject to preliminary examination.

	 	 Confirm with your main advisor for the result of acceptance.

(3) Documents to be Submitted and Number of Copies

Documents
Number 

of 
copies

Dissertation

Must be bound in files with a cover and spine.
Must be single-sided printing.
Depending on the number of examiners, additional 
copies may be required.

6 
copies

Dissertation Abstract
[prescribed format]

(In English) Less than 1300 words
(In Japanese) Less than 4000 characters

3 
copies

Application for 
Dissertation Examination
[prescribed format]

Prescribed form
2 

copies

Curriculum Vitae
[prescribed format]

  List your educational history in chronological 
order, beginning with admission to senior high 
school. Any academic leaves should also be noted. 

  With regard to degrees, master’s and above 
should be listed. The name of the major, the 
awarding institution, etc. should also be added. 

2 
copies

List of Academic 
Accomplishments
[prescribed format]

  List your academic accomplishments by categories 
as follows; MA Thesis, Book(s), Article(s), 
Academic Presentation(s) (Oral presentations in 
conferences) and Others.

  For each category, indicate the following information.
- Book(s): Book title, Name of publisher, Author (self),
   Number of pages, Book title (Name of Publisher), 
Names of co-authors

- Article(s): ”Article Title,” Author, Journal Title, 
  Volume number, pp.●●-●● (pages)
- Academic presentation(s): Presentation title, 
  Name of presenter, Conference name, Venue
- Others: (follow the indications above) 

2 
copies

Inventory of Articles
[prescribed format]

  If your dissertation is written in a language other 
than Japanese, the Japanese translation of the 
title should be added.

  In case there is a previously published article*, submit two 
copies of the actual article itself (reprinted copy etc.).

  (*“Previously published article” refers to an 
article closely related to the dissertation and is 
the basis of the research.)

  In case there are several previously published 
articles, they should all be listed. 

  In case an article has not yet been published, it 
should be listed as forthcoming.

2 
copies
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Ph.D Dissertation 
Submission Approval 
of Main Advisor/
Ph.D Dissertation 
Pre-submission 
Checklist
[prescribed format]
(See. P.174-175)

  Before asking your advisor to check your 
submission, make sure to check the items to 
submit by yourself.

  Since it is expected to take long for advisors to 
check the submitted items, student should 
proceed the necessary steps systematically after 
the consultation with the advisor well in advance.

  Be sure to get a signature on the Approval of the 
main advisor before submission.

1 copy 
each

photograph 6 cm × 5 cm (must be affixed to prescribed form) 1 copy

*Please download and print the prescribed format by yourself from the GSGS website.

* Students may be asked to submit one or more sets of documents listed above depending on the 

number of examiners.

Note for submission

  The prospective dissertation submitters need to submit not only “Dissertation” but all the  

necessary items (“Dissertation”, “Dissertation Abstract”, “Application for Dissertation 

Examination”, “Curriculum Vitae”, “List of Academic Accomplishments” and “Inventory of 

Articles”) to the advisors in advance and ask them to check all the submitted items and fill 

out/sign on “Ph.D Dissertation Submission Approval of Main Advisor” (see P.174-175).

  As for “List of Academic Accomplishments”, the information such as URL of article and 

presentation may be requested to be submitted.

 

7. Final Exam
(1)  A public oral defense of the submitted Dissertation will be held as the final examination 

to determine completion of the Ph.D. Program. For those planning to complete the 

course in March, the exam will take place sometime from early January to early February; 

for those planning to complete the course in September, it will take place sometime from 

mid-June to mid-July.

(2)  The final examination will be given by three selected examiners (1 chief examiner, 2 

assistant examiners). The number of assistant examiners may be increased to three or 

four if deemed necessary at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

8. Completion of the Ph.D. Course
(1)  Completion of the Ph.D. Program will require enrollment for five or more years in 

principle (includes 2 years in the first stage of the Ph.D. Program or Master’s Program), 

earning the required number of credits as indicated in the regulations of the Graduate 

School of Doshisha University, submission under the necessary research supervision of 

a Dissertation, and approval of the Dissertation by examiners in the final examination.

(2)  After the deliberation at the Graduate School of Gloal Studies Faculuty Meeting, 

Certification of Completion of the Ph.D. Program will be determined by the Committee 

of Graduate School Deans through the comprehensive examination of degree theses.

9. Conferral of Degree
Depending upon the cluster, the following degrees will be awarded to those completing the 

Ph.D. Program. 

Doctor of Philosophy in American Studies

Doctor of Philosophy in Contemporary Asian Studies

Doctor of Philosophy in Global Society Studies 
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10. Conferral of Degrees Ceremony
The Conferral of Degrees Ceremony will take place in March and September. 

11. Dissertation Binding
Those passing the examination shall submit three bound volumes to the Graduate School of 

Global Studies Office.

12. Deposit of Dissertation 
One copy each of the Ph.D. Dissertation will be deposited with the:

(1) Doshisha University Library,

(2) the Graduate School of Global Studies

(3) Department of Academic Affairs

Also, Ph.D. Dissertation will be deposited with the National Diet Library (NDL) in the form 

of  electronic data.

13. Publication of Dissertation
Dissertation abstract etc. and dissertation will be published on the Doshisha University 

Academic Repository. Those for whom the conferral of doctoral degree has been approved 

shall submit to the Graduate School of Global Studies Office the electronic data concerning 

the dissertation as well as required documents including the consent to internet publication.

 

14. Process for Acquisition of the Ph.D. Degree
(brackets [  ] pertain to September completion)

－ 164－



Year I

 (First and 

second 

semesters)

A
pplication for P

relim
inary E

xam
ination and E

xam
ination (at any tim

e)

Beginning of academic 

year

・  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

・  Decide the main advisor

During each term

・  Enroll in research supervision courses

・  Make research findings public (publication 

of articles, presentations at professional 

academic meetings)

End of academic year
  Submit “Report on Research Accomplishments” 

and “List of Academic Accomplishments”

Year 2

(Third and 

fourth 

semesters)

Beginning of academic year  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

During each term

・  Enroll in research supervision courses

・  Make research findings public (publication of 

articles, presentations at professional academic 

meetings)

End of year
  Submit “Report on Research Accomplishments” 

and “List of Academic Accomplishments”

Year 3

(Fifth and sixth 

semesters)

Beginning of academic year  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

During each term

・  Enroll in research supervision courses

・  Make research findings public (publication 

of articles, presentations at professional 

academic meetings)

E
xa

m
in

a
tio

n
 o

f P
h
.D

. D
isserta

tio
n

November 21 to November 30

[May 22 to May 31]
 Submit Ph.D. Dissertation

After Dissertation 

submission

・  Selection of Dissertation Examiners (1 chief 

examiner, 2 or more assistant examiners, as 

determined at the Graduate School of Global 

Studies Faculty Meeting)

・  Review of Dissertation

Early January to 

early February

[Mid-June to early July]

 Final Exam (public oral defense)

Mid-February

[Late July]

  Pass/Fail decision (Graduate School of 

Global Studies Faculty Meeting)

March

[mid-September]

  Comprehensive Examination of Ph.D. Dissertations 

(Committee of Graduate School of Deans)

Late March

[Late September]

  Conferral of Degree (Conferral of Degrees 

Ceremony)

※Preliminary Examination

・Application for preliminary Examination is accepted at any time.

・ After receiving the application, examiners are selected (One chief examiner and two and more 

assistant examiners) at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

・ Preliminary Examination is conducted publicly by oral defense including comprehensive 

examinations in related fields.

・Examination will be conducted at any time according to the timing of the application.

・A pass/fail decision is made at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.
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Completion of the Ph.D. Degree Program and Conferral of Degree  
(for students enrolled in and before AY 2016)

1. Term of Study 
The term of study for the latter stage of the Ph.D. program (kōki katei) is 3 years in 

principle, and a student may not be enrolled for more than 6 years (the period of academic 

leave will not be counted as the “enrollment period”). However, if the student has a 

distinguished record of accomplishments the term may be shortened, based upon deliberations 

at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.  

2. Requirements
(1)  Enrollment in the Ph.D. program for 5 years or longer in principle (includes 2 years in 

the first stage of the Ph.D. course (zenki katei) or Master’s Program, but does not 

include the period of academic leave). 

(2)  The student must, under the necessary research supervision, submit a Degree 

Dissertation, and pass the requisite review and the final examination. 

(3)  For certification of course completion, the proficiency in the foreign language(s) 

necessary for the research is required.

Examination of the Ph.D. Dissertation and a public oral defense are conducted by one chief 

examiner and two assistant examiners. The number of assistant examiners may be increased to 

three or four if deemed necessary at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting. 

A pass/fail decision is made at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

The full text and abstract of the dissertation and the examination abstract will be posted on the 

Doshisha University Academic Repository. However, in the case of unavoidable circumstances 

stipulated in paragraph 2, Article 13 of the Regulations on the Conferral of Degrees and if 

approved at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting under agreement of the 

supervisor, an abridged version of the dissertation may be posted instead of the full text.

3. Procedures for Completing the Course of Study and Credit Requirements
Register for research supervision courses following the advice of your main advisor.

4. Application for Preliminary Examination for Submission of Ph.D. Dissertation
(1) Submission Deadlines, time and place of submission

  Application must be submitted in the second year (the fourth semester after entrance, 

not including any leave of absence).

  From the third year (the fifth semester after entrance, not including any leave of 

absence) the Preliminary Examination can be applied for each semester

 　 May 31, 2023 (Wed) 5:00p.m. JST: *If the deadline falls on a day when the office 

is closed, the deadline shall be on the previous business day.

 　 November 30, 2023 (Thu) 5:00p.m. JST: *If the deadline falls on a day when the 

office is closed, the deadline shall be on the previous business day.

	   Place of submission:

   The Office of Graduate School of Global Studies (Limited to office opening days and time)

  ・ Be sure to get the approval of your main advisor before submission.

  ・Submissions after the deadline will not be accepted.

  ・ All required documents must be prepared and brought to the office by yourself.

  ・ At the time of reception, the office does not check documents. No replacement, 

addition, or return after reception.

  ・ Any work in the office (including copy machine) is not accepted on the deadline 

for submission.
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  ・Cannot be submitted during leave of absence.

  ・ If the application is submitted before the leave of absence and the examination is 

not completed before the leave of absence, the examination may be conducted 

during the leave of absence. It will be conducted in person as a rule.

(2) Decision of Acceptance

   It is considered at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting based on the 

submitted documents whether it will be accepted, or not and if it is accepted, it will be 

subject to preliminary examination.

	 	 Confirm with your main advisor for the result of acceptance.

(3) Documents to be submitted:

Documents

Number 

of 

copies

Application Form Prescribed form* 1

Research Results Prescribed form* 1

Abstract of Dissertation Prescribed form* 1

Draft

The number of pages is decided in 

consultation with the main advisor. It is 

preferable that at least one-half of the 

dissertation be completed by the time of the 

preliminary examination.

The draft should be bound in a file etc. with 

a cover and spine.

4

*Please download and print the prescribed format by yourself from the GSGS website.

5. Qualification and Requirements for Ph.D. Dissertation Submission
(1)  Enrollment in the Ph.D. program for normally 4 and a half years or longer in principle 

(includes 2 years in the first stage of the Ph.D. Program or Master’s Program, but does 

not include the period of academic leave). However, if the student has a distinguished 

record of accomplishments the term may be shortened, based upon the deliberations at 

the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.

(2) Requirements for Dissertation Submission

 For students enrolled in and after 2013

  Those intending to submit the Ph.D. Dissertation must in principle fulfill the following 

three requirements. 

 1.  Two or more published academic articles (of which, one or more must be peer 

reviewed. Two peer-reviewed research notes are considered equivalent to one peer-

reviewed article. The other one does not have to be peer reviewed.)

 2. One or more presentations at professional academic meetings.

 3. Must pass the Ph.D. Dissertation Preliminary Examination. 

 *Confirm with your advisor whether you fulfill the above requirements 1 to 3.

(Refer to Process for Acquisition of the Ph.D. Degree (P.172)).

－ 167－



(3) Criteria for Degree Examination

 1.  While building sufficiently upon previous research, the Dissertation should possess 

originality and provide a unique and substantiated argument. 

 2.  Must objectively demonstrate the submitter’s research abilities and show promise of 

future academic development. 

 3.  The submitted Dissertation must adequately present evidence for the argument, 

and show logical consistency. 

6. Guidelines for Submission of Ph.D. Dissertation
(1) Submission Deadlines, time and place of submission

	 Period:  November 21, 2023 (Tue)~November 30, 2023 (Thu)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST
  : For those planning to complete the program in March 

	 Period:  May 22, 2023 (Mon)~May 31, 2023 (Wed)   

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to complete the program in September

	  For those who have been enrolled in the program for more than 3 years and wish to 

undergo degree examination after withdrawing from university, the dissertation may 

be submitted at the end of the semester in which the student withdraws from university.

	 	 ・Period:  September 14, 2023 (Thu) ~ September 20, 2023 (Wed)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to withdraw at the end of the spring semester

	 	 ・Period:  March 25, 2024 (Mon) ~ March 29, 2024 (Fri)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to withdraw at the end of the fall semester

   In this case, the degree examination will be conducted in the following semester after 

the withdrawal and the results of the review will be notified at the end of that semester. 

(The date of degree conferral is retroactive to the end of the semester in which the 

student withdrew from university, and “Withdrawal” will be replaced by “Completion. ”)

	  (Only for students enrolled in AY2016) If students have been enrolled in the program 

for more than 3 years, completed their dissertation by the end of a semester and wish 

to enroll in the following semester as degree examinee (without taking any courses), 

they are required to pay the enrollment fee as degree examinee (60,000 yen for 

AY2023), but not any other tuition fees. Also, if the term of study exceeds 6 years, 

enrollment as degree examinee can not be accepted. If students wish to enroll as 

degree examinee, they are required to contact the Office of Graduate School of Global 

Studies in advance (by the end of May if they wish to enroll in the fall semester, or by 

the end of November of the previous academic year if they wish to enroll in the spring 

semester).

	 	 ・Period:  September 14, 2023 (Thu) ~ September 20, 2023 (Wed)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to enroll as degree examinee in the fall semester of AY2023

	 	 ・Period:  March 25, 2024 (Mon) ~ March 29, 2024 (Fri)  

9:00a.m.~11:30a.m., 12:30p.m.~5:00p.m. JST

  : For those planning to enroll as degree examinee in the spring semester of AY2024

	  Place of submission (Limited to the office opening days and time)

  The Office of Graduate School of Global Studies

  ・ Be sure to get the approval of your main advisor before submission.

  ・Submissions after the deadline will not be accepted.

  ・ All required documents must be prepared and brought to the office by yourself.

  ・ At the time of reception, the office does not check documents. No replacement, 

addition, or return after reception.
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  ・ Any work in the office (including copy machine) is not accepted on the deadline 

for submission.

  ・Cannot be submitted during leave of absence.

(2) Decision of Acceptance

   It is considered at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting based on the 

submitted documents whether it will be accepted, or not and if it is accepted, it will be 

subject to preliminary examination.

	 	 Confirm with your main advisor for the result of acceptance.

(3) Documents to be Submitted and Number of Copies

Documents
Number 

of 
copies

Dissertation

Must be bound in files with a cover and spine.
Must be single-sided printing.
Depending on the number of examiners, additional 
copies may be required.

6 
copies

Dissertation Abstract
[prescribed format]

(In English) Less than 1300 words
(In Japanese) Less than 4000 characters

3 
copies

Application for 
Dissertation Examination
[prescribed format]

Prescribed form
2 

copies

Curriculum Vitae
[prescribed format]

  List your educational history in chronological 
order, beginning with admission to senior high 
school. Any academic leaves should also be noted. 

  With regard to degrees, master’s and above 
should be listed. The name of the major, the 
awarding institution, etc. should also be added. 

2 
copies

List of Academic 
Accomplishments
[prescribed format]

  List your academic accomplishments by categories 
as follows; MA Thesis, Book(s), Article(s), 
Academic Presentation(s) (Oral presentations in 
conferences) and Others.

  For each category, indicate the following information.
- Book(s): Book title, Name of publisher, Author (self),
   Number of pages, Book title (Name of Publisher), 
Names of co-authors

- Article(s): ”Article Title,” Author, Journal Title, 
  Volume number, pp.●●-●● (pages)
- Academic presentation(s): Presentation title, 
  Name of presenter, Conference name, Venue
- Others: (follow the indications above) 

2 
copies
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Inventory of 
Articles
[prescribed format]

  If your dissertation is written in a language other 
than Japanese, the Japanese translation of the 
title should be added.

  In case there is a previously published article*, two copies 
of submit the actual article itself (reprinted copy etc.).

  (*“Previously published article” refers to an 
article closely related to the dissertation and is 
the basis of the research.)

  In case there are several previously published 
articles, they should all be listed. 

  In case an article has not yet been published, it 
should be listed as forthcoming. 

2 
copies

Ph.D Dissertation 
Submission 
Approval of Main 
Advisor/Ph.D 
Dissertation Pre-
submission Checklist
[prescribed format]
(See. P.174-175)

  Before asking your advisor to check your 
submission, make sure to check the items to 
submit by yourself.

  Since it is expected to take long for advisors to 
check the submitted items, student should 
proceed the necessary steps systematically after 
the consultation with the advisor well in advance.

  Be sure to get a signature on the Approval of the 
main advisor before submission.

1 copy 
each

photograph 6 cm × 5 cm (must be affixed to prescribed form) 1 copy

*Please download and print the prescribed format by yourself from the GSGS website.

* Students may be asked to submit one or more sets of documents listed above depending on the 

number of examiners.

Note for submission

  The prospective dissertation submitters need to submit not only “Dissertation” but all the  

necessary documents (“Dissertation”, “Dissertation Abstract”, “Application for Dissertation 

Examination”, “Curriculum Vitae”, “List of Academic Accomplishments” and “Inventory of 

Articles”) to the advisors in advance and ask them to check all the submitted items and fill 

out/sign on “Ph.D Dissertation Submission Approval of Main Advisor” (see P.174-175).

  As for “List of Academic Accomplishments”, the information such as URL of article and 

presentation may be requested to be submitted.

7. Final Exam
(1)  A public oral defense of the submitted Dissertation will be held as the final examination 

to determine completion of the Ph.D. Program. For those planning to complete the 

course in March, the exam will take place sometime during early January to early 

February; for those planning to complete the course in September, it will take place 

sometime during mid-June to mid-July.

(2)  The final examination will be given by three selected examiners (1 chief examiner, 2 

assistant examiners). The number of assistant examiners may be increased to three or 

four if deemed necessary at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting.
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8. Completion of the Ph.D. Course
(1)  Completion of the Ph.D. Program will require enrollment for five or more years in 

principle (includes 2 years in the first stage of the Ph.D. Program or Master’s Program), 

earning the required number of credits as indicated in the regulations of the Graduate 

School of Doshisha University, submission under the necessary research supervision of 

a Dissertation, and approval of the Dissertation by examiners in the final examination.

(2)  After the deliberation at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting, 

Certification of Completion of the Ph.D. Program will, be determined by the Committee 

of Graduate School Deans through the comprehensive examination of degree theses.

9. Conferral of Degree
Depending upon the cluster, the following degrees will be awarded to those completing the 

Ph.D. Program. 

Doctor of Philosophy in American Studies

Doctor of Philosophy in Contemporary Asian Studies

Doctor of Philosophy in Global Society Studies 

10. Conferral of Degrees Ceremony
The Conferral of Degrees Ceremony will take place in March and September. 

11. Dissertation Binding
Those passing the examination shall submit three bound volumes to the Graduate School of 

Global Studies Office.

12. Deposit of Dissertation 
One copy each of the Ph.D. Dissertation will be deposited with the:

(1) Doshisha University Library,

(2) the Graduate School of Global Studies

(3) Department of Academic Affairs

 Also, the Ph.D. Dissertation will be deposited with the National Diet Library (NDL) in the 

case of electronic data.

13. Publication of Dissertation
Dissertation abstract etc. and dissertation will be published on the Doshisha University 

Academic Repository. Those for whom the conferral of doctoral degree has been approved 

shall submit to the Graduate School of Global Studies Office the electronic data concerning 

the dissertation as well as required documents including the consent to internet publication.
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14. Process for Acquisition of the Ph.D. Degree
 (brackets [  ] pertain to September completion)

Year I

 (First and 

second 

semesters)

Beginning of 

academic year

・  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

・  Decide the main advisor

During each term

・  Enroll in research supervision courses

・  Make research findings public (publication of 

articles, presentations at professional academic 

meetings)

End of academic 

year

・  Submit “Report on Research Accomplishments” and 

“List of Academic Accomplishments”

Year 2 

(Third and 

fourth 

semesters)

Beginning of 

academic year
・  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

During each term

・  Enroll in research supervision courses

・  Make research findings public (publication of articles, 

presentations at professional academic meetings)

November 30

[May 31]

・  Apply for Preliminary Examination for Submission of 

Ph.D. Dissertation 

  *From the third year, application for the Preliminary 

Examination can be made at each semester

December [June]

・  Selection of the Preliminary Examination chief 

examiner and secondary examiner (1 chief examiner, 

2 or more assistant examiners, as determined at the 

Graduate School of Global Studies Faculty Meeting)

・  Preliminary Examination for the Ph.D. Dissertation 

(public) Oral defense that includes a comprehensive 

examination of the larger related field 

・  Pass/Fail decision (deliberation at the Graduate 

School of Global Studies Faculty Meeting)

End of academic 

year

・  Submit “Report on Research Accomplishments” and 

“List of Academic Accomplishments”
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Year 3

(Fifth and 

sixth 

semesters)

Beginning of year ・  Submit “Research Plan for Ph.D. Program”

During each term

・  Enroll in research supervision courses

・  Make research findings public (publication of articles, 

presentations at professional academic meetings)

November 21 to 

November 30

[May 22 to May 31]

・  Submit Ph.D. Dissertation

E
xa

m
in

a
tio

n
 o

f P
h
.D

. D
isserta

tio
n

After 

Dissertation 

submission

・  Selection of Dissertation Examiners (1 chief examiner, 

2-4 assistant examiners, as determined at the 

Graduate School of Global Studies Faculty Meeting)

・  Review of Dissertation

Early January to 

early February

[Mid-June to 

early July]

・  Final Exam (public oral defense)

Mid-February 

[Late July]

・  Pass/Fail decision (Graduate School of Global 

Studies Faculty Meeting)

January to March

[Mid-September]

・  Comprehensive Examination of Ph.D. Dissertations 

(Committee of Graduate School of Deans)

Late March

[Late September]
・  Conferral of Degree (Conferral of Degrees Ceremony)
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同同志志社社大大学学 ググロローーババルル・・ススタタデディィーーズズ研研究究科科 
Doshisha University Graduate School of Global Studies 

博博士士学学位位論論文文提提出出 指指導導教教員員(担担当当教教員員)承承諾諾書書 
Main Advisor’s Approval for Ph.D. Dissertation Submission 

 

提出日:２０  年   月   日   Date: 20   /   / 

氏    名 Student Name  

学生ＩＤ Student ID   

博士学位論文タイトル 

※論文タイトルが外国語の場合は、和

訳を附記すること。 

  Ph.D. Dissertation Title  

*If the title is in a language other than Japanese, 

a Japanese translation should also be added. 

 

 

 

 

 

 

頁  数 Number of Pages  

私（申請者）は、提出前チェックリスト（別紙参照）の記載のとおりになっていることを含め、下記の申請書類に不備がないことを確認し、以下の

申請書類を提出致します。 

また、重大な誤りが発見された際には教授会の審議を経て提出が無効となることを確認致しました。 

I, the applicant, hereby submit the following documents after having checked that they are all complete and conform to the pre-submission checklist . I also confirm that 

I understand that the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting will invalidate my submission if it finds any significant error in the submitted documents. 

申申請請書書類類：：『『論論文文』』『『学学位位論論文文審審査査願願（（学学位位申申請請書書））』』『『論論文文目目録録』』『『履履歴歴書書』』『『研研究究業業績績一一覧覧表表』』『『論論文文要要旨旨』』  

DDooccuummeennttss  ssuubbmmiitttteedd::  DDiisssseerrttaattiioonn,,  AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  DDiisssseerrttaattiioonn  EExxaammiinnaattiioonn  ((RReeqquueesstt  ffoorr  DDeeggrreeee)),,  IInnvveennttoorryy  ooff  AArrttiicclleess,,  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee,,  

LLiisstt  ooff  AAccccoommpplliisshhmmeennttss,,  DDiisssseerrttaattiioonn  AAbbssttrraacctt  

※『論文』以外の提出書類の再提出が認められた場合は、上記該当書類に○をすること。 

* If you are re-submitting any of the above documents other than Dissertation with permission, circle the specific document (s) you are re-submitting. 

      ２０  年  月   日  Date: 20   /   / 
本人氏名 Name                                                        署名 signature or  ㊞ Seal 

ググロローーババルル・・ススタタデディィーーズズ研研究究科科長長 To the Dean of the Graduate School of Global Studies  

上上記記のの者者はは、、博博士士学学位位論論文文審審査査ににかかかかるる「「論論文文提提出出要要件件」」をを満満たたししてていいるるここととをを確確認認ししままししたた。。ままたた、、提提出出さされれるる申申請請書書類類ににつついいててはは、、各各々々適適切切ななもも

ののでであありり（（論論文文ににつついいててはは剽剽窃窃検検知知ソソフフトトにによよるる検検索索済済））、、提提出出前前チチェェッッククリリスストト（（※※別別紙紙参参照照））ののチチェェッッククがが確確実実にに行行わわれれたたここととをを確確認認ししままししたたのの

でで、、博博士士学学位位論論文文提提出出ににつついいてて承承諾諾ししまますす。。 

I have confirmed that the above-named person has fulfilled the “Requirements for Dissertation Submission” for the examination of the Ph.D. dissertation, has 

completed the appropriate application documents and has checked all the items in the pre-submission checklist. (This dissertation has also been checked by 

iThenticate.) I therefore hereby approve the applicant’s submission of the Ph.D. dissertation. 

      ２０  年  月   日  Date: 20   /   / 
指導教員(担当教員) Name of Main Advisor                             署名 signature or  ㊞ Seal 
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●Ph.D. Dissertation Pre-submission Checklist (Print this and check the boxes by hand.)  

[General Matters] 

□  Did you use the designated format without changes? Have you checked that there are no blank parts or unnecessary spaces?  

□  Did you prepare the documents (Curriculum Vitae, Research Results, Inventory of Articles) according to the samples?  

□  Is the dissertation title identical in all the documents? (Be careful to eliminate even small differences, such as 

full-width/half-width, upper/lower case, dash/hyphen. etc.) 

□  If the dissertation title is in a language other than Japanese, have you included a Japanese translation?  

[Application for Dissertation Examination or Request for Degree Form] 

□  Are the names of graduate school(s) and major(s) indicated? (This applies only to those applying for the degree by completing 

the degree program.)  

□  Have you affixed your seal? (If you are a non-Japanese citizen and do not have a seal, please sign in black ink.)  

□  Have you checked if you are applying for the correct degree title?  

[Inventory of Articles]  

□  Have you made sure that you have not included among your publications any unpublished article(s), for which the publisher 

and publication date are still undecided?  

□  Did you accurately indicate the page numbers of your articles?  

□  Are the details accurate for the article title, journal title and the like for each previously published article?  

[Curriculum Vitae] 

□  Did you write your name by hand?  

□  Have you affixed your seal? (If you are a non-Japanese citizen and do not have a seal, please sign in black ink.) 

□  Did you write your name in katakana where necessary?  

□  Did you list your educational history in chronological order, beginning with admission to senior high school?  

□  Are all your records of graduation, completion and withdrawal indicated?  

□  If you have taken a leave of absence from school, is the period of absence accurately indicated?  

□  Have you checked that you did not include any qualification unrelated to the dissertation degree examination?  

□  Did you list all the master’s or higher degrees that you have obtained? Are the degree titles accurate?  

[List of Accomplishments] 

□  Are the items listed beginning with the master’s thesis?  

□  Are the items listed by category and in chronological order?  

□  If page numbers for an article, chapter (etc.) are indicated with “p,” have you used “p” in the case of a single page and “pp.” in 

the case of multiple pages?  

□  Did you use『『』』 for books and magazine titles and「「」」for article titles written in Japanese, or use italics for books and 

magazine titles and quotation marks for article titles if written in Western text?  

□  Are all the parentheses and double quotations used correctly in pairs?  

□  Have you checked that all texts are clearly and correctly printed?  

[Dissertation Abstract]  

□  Have you proofread for any grammatical errors or misspellings?  

□  Is the abstract written within 4,000 characters (if in Japanese) or 1,300 words (if in English)?  
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【12】 Course Registration (Ph.D. Degree Program)

1. Registering for Courses

Students enrolled in and after AY 2020 should register “Seminar I・II” of your main advisor to receive 

research supervision, and they must register for at least one of the Research Supervision Courses for 

both spring and fall semester as instructed by the main advisor and receive guidance.

Students enrolled in and before AY 2019 should register your main advisor’s “Directed Research” 

to receive research supervision. 

For other courses, consult with your main advisor.

As a general rule, courses for Ph.D. degree program are unable to withdraw.

●  Make sure to enter the correct code when you register the course online:

  For courses offered in Ph.D Program of Graduate School of Global Studies, the course code 

should be the 8-digit code starting with “4 1 8” and be followed with a 3-digit class code 

  4 1 8 x x x x x － c c c

  ↑  ↑

  course code  class code 

  (8-digit)  (3-digit)

●  Allow enough time and complete online course registration within the course registration 

period. Other than errors caused by Doshisha network failure or unless the server is down, 

the Office will not deal with any errors, or incomplete registration due to personal 

circumstances (e.g. PC trouble).

●  For course registration for Spring Semester, any change (addition or cancel) cannot be 

accepted outside the registration period.

●  Students must register all courses for both Semesters (not only for Spring Semester but 

also for Fall Semester) in April. Around late September (before the Fall Semester courses 

start), the change of course registration (addition/deregistration) for Fall Semester courses 

will be accepted. Please confirm the schedule determined which will be posted on message 

board in July.

2. Taking Master's level courses

Students may take Master’s level courses if their main advisors deem the courses necessary.

Note:  Undergraduate and Master’s level courses cannot be registered online. Be sure to complete 

registration at the Graduate School of Global Studies Office during the registration 

period. As for course withdrawal, see P.142.

3. Research Supervision

● Main advisors give advice and guidance on students’ research plans.

 (*In case you would like to change your main advisor, due to the change of your research topic or 

other reasons, please consult with the faculty member in charge of Academic Affairs of the cluster 

you belongs to or Assistant Dean (Academic Affairs) of Graduate School of Global Studies.)

●  Participation in academic conferences or seminars inside or outside Japan is encouraged.

●  It is desirable that students take the Preliminary Examination in the second year (the fourth 

semester after entrance, not including any leave of absence) in principle. Students who pass 

the Preliminary Examination are allowed to write a Degree Dissertation.
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4. Course Registration Schedule

● Online Registration (Only regular students)

When : April 5 (Wed) 10:00a.m. － April 6 (Thu) 5:00p.m. JST 

How :  Register via online study support system, DUET (Doshisha University Electronic 

Tutorial System.)

    Students can access DUET with any computers having internet connection (even at home).

   Students can revise their registration online during the period above. 

   For further details, refer to “Instructions for use of general registration on DUET.”

    If you have any inquiries or any problems on registration or you are a special 

student, contact the Office of Graduate School of Global Studies by April 5 

(Wed) 4:00p.m. JST. 

●  Downloading “Course registration check sheet” on DUET for checking registered 

courses and correcting errors

  Please check the registered courses online and correct the errors (if any) during the period below:

When : April 12 (Wed) to April 14 (Fri)

Where: Graduate School of Global Studies Office

Check registered courses and inform the GSGS Office if there are any errors.

5. Studying at Overseas Universities

Under Article 20-2 of the Doshisha University School Regulations, students who have been 

enrolled in Doshisha University for over 1 year will be permitted to study abroad at overseas 

universities while retaining student status at Doshisha University, if the faculty committee 

deems it effective from an educational standpoint, and if the President approves.

The period of studying abroad will be included in term of study or enrollment period.

6.  Registration for Advanced Doctoral Program in Global Resource Management 

(GRM) Courses

For details on registering for GRM courses, see “Advanced Doctoral Program in Global 

Resource Management” (P.190) and GRM Handbook.

7. Tuition and Facility Fee after the Fourth Year

If a student has been enrolled in Ph.D. Degree Program for more than three years (not 

including periods of leave of absence), 50% of the tuition fee and facility fee for the next 

semesters and thereafter will be reduced.

※	Please note that this does not apply to students taking undergraduate or graduate courses 

(except for “Research Supervision Courses” in Ph.D. Degree Program).
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【13】 Ph.D. Course Overview

○Spring Semester, △Fall Semester

American Studies Cluster

For students enrolled in and after AY2020

41810110-001

○Directed Research in American 

Studies Ⅰ①

41810110-011

△Directed Research in American 

Studies Ⅰ⑪

Gavin J. CAMPBELL This course examines prominent scholarship related to different aspects 

of American history, and familiarizes students with the broader historical 

context of their own specific research interests. Providing a continually 

changing and challenging curriculum, the class emphasizes the writing, 

research and presentation skills necessary for completing a successful 

dissertation.
For students enrolled in and before AY2019

41810010-001

○History and Society in America ①

41810010-011

△History and Society in America ⑪

For students enrolled in and after AY2020

41810140-001

○Directed Research in American 

Studies Ⅳ①

41810140-011

△Directed Research in American 

Studies Ⅳ⑪

Kozue AKIBAYASHI This course provides doctoral students working in the field of American 

society and culture with the professional training necessary to produce 

dissertations that meet the standards of the international academic 

community. Emphasis is placed on PDCA (plan・do・check・act) 

methodologies, the process of “learning by doing,” and various forms of 

feedback in order to provide students with professional skills to engage 

with interdisciplinary theories and methods, to develop and polish 

academic analysis, and to write doctoral theses with integrity.

For students enrolled in and before AY2019

41810030-001

○Japanese-American Relations① 

41810030-011

△Japanese-American Relations⑪

For students enrolled in and after AY2020

41810120-001

○Directed Research in American 

Studies Ⅱ①

41810120-011

△Directed Research in American 

Studies Ⅱ⑪

Fuminori MINAMIKAWA The purpose of this course is to provide students with an understanding 

of theories, methodologies, and related research which are necessary for 

writing dissertations in social and cultural field of American studies. In 

particular, we will focus on books and articles on race, ethnicity, 

immigration, and multiculturalism and discuss their theoretical 

frameworks, methodological concerns and application to case studies.
For students enrolled in and before AY2019

41810040-001

〇Society and Culture in America ①

41810040-011

△Society and Culture in America ⑪
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For students enrolled in and after AY2020

41810150-001

○Directed Research in American 

Studies Ⅴ①

41810150-011

△Directed Research in American 

Studies Ⅴ⑪

Yayo OKANO This class aims to assist students in acquiring skills to develop their own 

arguments on the history of thought concerning individuals, communities, 

and nationality in the united states, which will provide a theoretical 

background for their research themes. To this end, Students will read 

texts both carefully and critically so as to understand the relationship 

between individualism, an ideological characteristic of American society, 

and community, and how this relationship has affected Americans’ views 

on nationality. In the class, students WⅢ be required to report on what 

they have comprehended from reading common texts and to make 

comments on other students’ reports, so that they can mutually deepen 

their knowledge of the ideological background of American society.

For students enrolled in and before AY2019

41810050-001

△Politics and Society in America ①

41810050-011

△Politics and Society in America ⑪

For students enrolled in and after AY2020

41810160-001

○Directed Research in American 

Studies Ⅵ①
41810160-011

△Directed Research in American 

Studies Ⅵ⑪

Yuka KANNO This course aims to consider issues related to gender: the ways sexual 

differences are constructed and these constructed differences produce 

social relations and structures. Students are expected to analyze the 

mechanism by which gender norms and identities are formed in the U.S. 

contexts and question how gender, sexuality, and race are connected, 

expressed, and deployed from theoretical as well as historical 

perspectives. As a result, students should be able to equip themselves 

with deep knowledge of the literature, methodology, and argumentation 

necessary for writing their dissertation.

For students enrolled in and before AY2019

41810060-001

○Gender and Society in America ①

41810060-011

△Gender and Society in America ⑪

For students enrolled in and after AY2020

Seminar Ⅰ・Ⅱ

This is designed to prepare for Ph.D. students who are planning to write 

Ph.D. dissertation in the field of ”Japanese-American Relations” as 

international history. More specifically, students are encouraged to 

prepare for Qualifying Examinations (QE) for both major and minor fields 

(comprehensive bibliographies, methodologies, etc.), to write a 

Dissertation Prospectus, and to be ready for oral examination. It will be 

conducted for 90 minutes every week each semester. By oral 

presentations and discussion by students, it aims to cultivate Critical 

and logical thinking.

For students enrolled in and before AY2019

Directed Research in American 

Studies

For students enrolled in and after AY2020

41810100-001

○Seminar Ⅰ・①

41810200-001

△Seminar Ⅱ・①

Gavin J. CAMPBELL In this class, Doctoral program students prepare for their doctoral 

dissertation on a research theme related to ”History and society in 

America.” In particular, they are encouraged to read basic and leading-

edge previous research papers on American history thoroughly and 

carefully, so as to place their own specific research interest in a broader 

historical context.

For students enrolled in and before AY2019

41810000-001

○Directed Research in 

American Studies ①

41810000-011

△Directed Research in 

American Studies ⑪
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For students enrolled in and after AY2020

41810100-002

○Seminar Ⅰ・②

41810200-002

△Seminar Ⅱ・②

Kozue AKIBAYASHI The course is designed as a seminar for doctoral students to further 

research for their dissertations in “trans-regional” American Studies, 

using “gender” as a major analytical perspective. Students are expected 

to build solid literature review in the field not only for their dissertations, 

but also for establishing a foundation for their future career as a 

researcher/educator. Based on such literature review building, students 

are to deepen their originality of their research.

For students enrolled in and before AY2019

41810000-002

○Directed Research in 

American Studies ②

41810000-012

△Directed Research in 

American Studies ⑫

For students enrolled in and after AY2020

41810100-003

〇Seminar Ⅰ・③

41810200-003

△Seminar Ⅱ・③

Fuminori MINAMIKAWA This seminar will focus on the presentation of individual student in 

preparation for the doctoral dissertation on the social and cultural field 

of American Studies. Students are expected to situate their own research 

interests within the context of previous research and theoretical 

interests, respect research ethics, and steadily conduct research based 

on creative and original academic interest and research plan. In the 

seminar, students will report on their research, and through discussions 

with an advisor and students, they will learn skills for academic 

communication and writing dissertations.

For students enrolled in and before AY2019

41810000-003

〇Directed Research in American 

Studies ③

41810000-013

△Directed Research in American 

Studies ⑬

For students enrolled in and after AY2020

41810100-004

○Seminar Ⅰ・④

41810200-004

△Seminar Ⅱ・④

Yuka KANNO The purpose of this course is to provide Ph.D. students with concrete 

and foundational academic training to write their dissertations. Mainly 

geared toward students whose research topics involve gender and 

sexuality in the U.S., the course is conducted in the form of a seminar 

wherein each student examines the adequacy and accuracy of the 

literature, theoretical frameworks, and methodologies. Students are 

responsible for not only making presentations on their progress, but also 

giving effective and meaningful feedback to presenters.

For students enrolled in and before AY2019

41810000-004

○Directed Research in 

American Studies ④

41810000-014

△Directed Research in 

American Studies ⑭

For students enrolled in and after AY2020

41810100-005

○Seminar Ⅰ・⑤

41810200-005

△Seminar Ⅱ・⑤

Yayo OKANO Selecting from American political science journals a series of papers on 

important topics that affected domestic politics and social relations in 

various ways, participants learn the importance of legal, political, and 

philosophical ones. By focusing on a specific theme and reading related 

papers intensively, they develop the ability to choose relevant previous 

research papers for their own research and the conceptual ability that is 

necessary for forming original ideas.

For students enrolled in and before AY2019

41810000-005

○Directed Research in 

American Studies ⑤

41810000-015

△Directed Research in 

American Studies ⑮
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Global Society Studies Cluster

For students enrolled in and after AY2020

41830110-001

○Directed Research in Global 

Society Studies Ⅰ①

41830110-011

△Directed Research in Global 

Society Studies Ⅰ⑪

Masanori NAITO Due to various circumstances, international migration － whether it is 

that of immigrant or refugees － often results in permanent residency 

without repatriation. As a result of migration from developing regions to 

developed ones in the latter half of the 20th century, various communities 

with different backgrounds have been formed by immigrants in Europe. 

While sorting out the diverse issues faced by communities which have 

become multicultural due to settlement of immigrants, this class will 

investigate issues with conventional multiculturalism and cultural 

pluralism, so as to build a new intellectual framework for the peaceful 

coexistence of different cultures.

For students enrolled in and before AY2019

41830010-001

○International Migration and 

Transcultural Society ①

41830010-001

△International Migration and 

Transcultural Society ⑪

For students enrolled in and after AY2020

41830120-001

○Directed Research in Global 

Society Studies Ⅱ①

41830120-011

△Directed Research in Global 

Society Studies Ⅱ⑪

Hisae NAKANISHI Under the on-going globalization, how people can secure safety in 

leading their life is in question not only in developing countries but in 

developed countries. Based on students’ academic interest and the topic 

of their thesis, students will analyze the relationship between public and 

private partnership, different approaches in peacebuilding, and conflict 

mitigation measures in global society’s pursuit of the more secured world. 

Thus, students will ultimately learn how civil society of a particular 

country is actually closely connected with that of other parts of the 

world. 

For students enrolled in and before AY2019

41830020-001

○Development Policy ①

41830020-011

△Development Policy ⑪

For students enrolled in and after AY2020

41830130-001

○Directed Research in Global 

Society Studies Ⅲ①

41830130-011

△Directed Research in Global 

Society Studies Ⅲ⑪

Yoichi MINE Aims to understand regional frameworks for the idea and practice of 

human security through case studies from southeast Asia, East Asia, 

South Asia, Africa, Europe, Latin America, etc. By comparing the approach 

of ”responsibility to protect” developed by the former Canadian 

government, the comprehensive approach often known as the ”Japanese 

approach,” and the recent principle of ”responsible sovereignty” of the 

United States, it will be discussed through student presentations how all 

of these perspectives are changing regional security frameworks. While 

regions for the study will be selected based on students’ research areas, 

particular attention will be given to the attempts made by ASEAN, EU, and 

other regional organizations to assimilate the principles of human security

For students enrolled in and before AY2019

41830030-001

○Regional Security ①

41830030-011

△Regional Security ⑪
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For students enrolled in and after AY2020

41830140-001

○Directed Research in Global 

Society Studies Ⅳ①

41830140-011

△Directed Research in Global 

Society Studies Ⅳ⑪

Yukiko NISHIKAWA Globalization affects armed conflicts around the world. This course 

attempts to acquire methods of analysis for both qualitative and 

quantitative understanding of the armed conflict. For quantitative 

studies, the course introduces various conflict datasets that will help 

participants’ research. Participants utilize their own research topic/case 

to grasp methods of analysis for qualitative understanding. Participants 

of this course will also read relevant books and articles to understand 

both internal and external factors of armed conflict that were affected 

by globalization.

For students enrolled in and before AY2019

41830070-001

○Globalization and Conflict

41830070-011

△Globalization and Conflict

For students enrolled in and after AY2020

41830150-001

○Directed Research in Global 

Society Studies Ⅴ①

41830150-011

△Directed Research in Global 

Society Studies Ⅴ⑪

Anne GONON Spring Semester: The Frankfurt School Critical Theory still matters in this 

new millennium because it insists that thought must respond to the new 

problems and the new possibilities for liberation. The seminar will privilege 

the importance of theory for practice and vice versa and examine if the 

critical theory is still able to offer an integrated critique of society.

Fall Semester: This course will provide a survey of several feminist 

frameworks. We will focus on Feminist texts in two directions. One is 

related to Feminism’s modern history and the actual main trends. The 

objective is to discover and read the principal authors who have developed 

theories in the USA, Europe, and Asia. The other subject is all about the 

boundaries between private and public. We will choose the texts 

according to the interests of the participants.

For students enrolled in and before AY2019

41830050-001

○Civil society and Humanitarianism ①

41830050-011

△Civil society and Humanitarianism ⑪

For students enrolled in and after AY2020

41830160-001

○Directed Research in Global 

Society Studies Ⅵ①

41830160-011

△Directed Research in Global 

Society Studies Ⅵ⑪

Keisuke KIKUCHI This course is designed for doctoral students who plan to work on the 

economic crisis in Europe and the question of populism. We will trace the 

neo-liberal construction of the European Union from the 1980s onwards, 

in order to measure its social and political consequences (the explosion of 

public debts, the growing North-South divide in the Euro zone, repeated 

financial crisis, never ending austerity, rising racism and xenophobia, 

etc.). The course will take the form of a seminar and the text will be 

chosen according to the interest of the participants.

For students enrolled in and before AY2019

41830080-001

○Globalization and Racism ①

41830080-011

△Globalization and Racism ⑪

For students enrolled in and after AY2020

Seminar Ⅰ・Ⅱ

This course is designed to prepare Ph.D. students who are planning to 

write a Ph.D. dissertation on Global society studies by having them 

acquire the theories, knowledge, and methodologies required to write 

one. students will write reports on given subjects and present their 

research findings concerning previous research papers and other related 

papers, methodologies for developing a chosen subject, and methods of 

data collection and analysis. Through discussions, peer review, and 

checks, students are expected to develop the capabilities necessary for 

logical thinking and critical reading and analysis, as well as original 

perspectives, all of which are essential for writing a Ph.D. dissertation.

For students enrolled in and before AY2019

Directed Research in Global 

Society Studies
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For students enrolled in and after AY2020

41830100-001

○Seminar Ⅰ・①

41830200-001

△Seminar Ⅱ・①

Yoichi MINE For each of the spring and fall semesters, theoretical literature on 

international relations, area studies, and multicultural coexistence is 

chosen for perusal by the entire class. This is to provide students with 

tips for a close reading of theoretical literature. Literature written in 

English or French will be used in class. In addition, participants report on 

their current research project as appropriate. We will also have 

opportunities to invite foreign scholars (specializing in conflict studies 

and development studies) staying in Japan to the class, to introduce the 

latest research in the field as well as to make comments on the 

presentations by students.

For students enrolled in and before AY2019

41830000-001

○Directed Research in Global 

Society Studies ①

41830000-011

△Directed Research in Global 

Society Studies ⑪

For students enrolled in and after AY2020

41830100-002

○Seminar Ⅰ・②

41830200-002

△Seminar Ⅱ・②

Masanori NAITO This course examines the relations between the Islam and the west in the 

present time. Focusing on the period from the end of the Cold War to the 

present day, it investigates, based on concrete examples in what context 

Islamophobia (hatred of Islam)in the Western world was formed and how 

it was gradually justified in the Western nations. At the same time, we 

examine how the Islamic nations and Muslim immigrant communities in 

European countries have responded to such Islamophobia.

For students enrolled in and before AY2019

41830000-002

○Directed Research in Global 

Society Studies ②

41830000-012

△Directed Research in Global 

Society Studies ⑫

For students enrolled in and after AY2020

41830100-003

○Seminar Ⅰ・③

41830200-003

△Seminar Ⅱ・③

Hisae NAKANISHI One of the most prevalent issues in global society is human mobility. 

People are moving from one place to the other globally. To what extent 

one society would accept refugees and migrants, and to what degree we 

provide protection for refugees and internally displaced persons are 

really pressing issues and should be understood as an important agenda 

for public policies

In this course, students will learn how the question of receiving refugees 

end migrants as well as foreign workers has impacted each society 

politically, economically, and socially. Each student will take up some 

case studies which are relevant to his or her thesis topic.

For students enrolled in and before AY2019

41830000-003

○Directed Research in Global 

Society Studies ③

41830000-013

△Directed Research in Global 

Society Studies ⑬

For students enrolled in and after AY2020

41830100-004

○Seminar Ⅰ・④

41830200-004

△Seminar Ⅱ・④

Anne GONON Multicultural coexistence is one of the main issues related to the 

establishment of a global society. This seminar takes the process of the 

establishment of the EU as an example to examine the conditions for 

coexistence, and discusses concrete problems and measures chosen to 

solve them. Through literature written in Japanese, French and English, 

students learn about and do a critical reading of the Strategies against 

various issues that the Europeans have devised within the policy 

framework in force under the principles of multilingualism, human rights 

and multiculturalism. Participants in this seminar must place their 

specific research interest in a broader sociological and anthropological 

context, and endeavor to determine their own theoretical framework.

For students enrolled in and before AY2019

41830000-004

○Directed Research in Global 

Society Studies ④

41830000-014

△Directed Research in Global 

Society Studies ⑭
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For students enrolled in and after AY2020

41830100-005

○Seminar Ⅰ・⑤

41830200-005

△Seminar Ⅱ・⑤

Yukiko NISHIKAWA This course aims at grasping the trend of armed conflict in the globalized 

world. Participants of this course will read relevant books and articles on 

globalization and armed conflict and deepen their understanding. They 

are expected to present their research topic to apply theoretical 

understanding to their research analysis. 
For students enrolled in and before AY2019

41830000-005

○Directed Research in Global 

Society Studies ⑤

41830000-015

△Directed Research in Global 

Society Studies ⑮

For students enrolled in and after AY2020

41830100-006

○Seminar Ⅰ・⑥

41830200-006

△Seminar Ⅱ・⑥

Keisuke KIKUCHI This course is designed for doctoral students who are preparing their 

thesis on the major social and economic issues of Europe today: the 

public debt crisis, the North-South divide in the Euro zone, never ending 

austerity, deepening social inequalities, the rise of populist parties, and 

so on. It will take the form of a seminar and the texts will be chosen 

according to the interest of the participants. Students will be regularly 

invited to expose the state of their research.

For students enrolled in and before AY2019

41830000-006

○Directed Research in Global 

Society Studies ⑥

41830000-016

△Directed Research in Global 

Society Studies ⑯
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【14】 2024 Doshisha University Graduate School of Global 
Studies Assistant (non-tenured)  
Guidelines for Applicants

1. Purpose
 With the aim of improving the quality of education and research at the graduate school level 

as well as supporting international students’ post-doctoral research and career path, Doshisha 

University establishes a system to appoint a foreign national who has obtained a doctoral 

degree as an international student as an Assistant (non-tenured) (hereinafter referred to as 

the “Assistant”).

2. Application Requirements
Applicants must fulfill all of the following (1) to (3). 

(1)  Those who are/have been enrolled at the Graduate School of Global Studies, Doshisha 

University in the 2022 or 2023 academic year and obtained or expect to obtain a Ph.D. 

degree.

   Only those who have submitted their doctoral dissertation while enrolled as a student 

are eligible to apply.

(2) Those who do not have a full-time position at another organization. 

(3)  Those who will be supervised by a full-time faculty member of Doshisha University 

Graduate School of Global Studies.

Regardless of the above conditions, note that those who have Japanese citizenship, or foreign 

nationals who have a permanent residence permit in Japan, are not eligible to apply.

3. Number of Persons to be Appointed 
1 person

4. Expected Date and Period of Appointment
(1) Expected date to be appointed: April 1, 2024

(2) Period of appointment: Two years from April 1, 2024 to March 31, 2026 

5. Affiliation
Doshisha University Graduate School of Global Studies

6. Duties
(1)  The Assistant shall work primarily at the Graduate School of Global Studies and engage 

in assistant work in research and education. Duties may include giving assistance to the 

editing of periodicals published by the Graduate School of Global Studies, guiding 

students in developing skills in writing academic theses, contributing to the planning 

and management of academic gatherings and symposiums, and giving advice to 

international students in research and daily life.

(2)  The Assistant must not engage in outside employment or subsidiary business as a 

general rule. 

7. Research Conditions
(1)  Individual Research Allowance is provided. 

(2)  Eligible to apply for a subsidy of overseas travel expenses according to the Implementation 

Guidance on Overseas Travel Expenses Subsidy.
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8. Salary and Benefits
 Salary of the Assistant shall be paid as follows according to the “Agreement Regarding 

Doshisha University Assistant (non-tenured) System.” 

(1)  Matters pertaining to the salary and benefits of the Assistant are as stipulated in 

Doshisha Employment Regulations/Policy for Limited-term Faculty. 

(2)  For social insurances, the Assistant shall join the Promotion and Mutual Aid Corporation 

for Private Schools of Japan and be covered by employment insurance and workers’ 

accident compensation insurance. 

9. Research Accomplishments
 The Assistant must submit a report on research accomplishments to the Graduate School of 

Global Studies at the end of each academic year. 

10. Application Procedure
(1)  Application Period: December 1 (Fri), 2023 － December 8 (Fri), 2023

(2)  Required documents

 ①Application Form (prescribed form) 

 ②CV and Research Results (prescribed form) 

 ③ Three major research accomplishments, including Ph.D. dissertation (original, offprint 

or photocopy) 

 ④ Research Plan during service (each within 3 pages in A4 size)

 ⑤Reason for application during service (each within 1 page in A4 size)

 ※Applicants may download prescribed format from Global Studies’ website from October 1st

(3)Submission

   Mail (Arrival to Doshisha must be no later than the application period) or hand-deliver 

(Due by: December 8, 5:00p.m. JST)

(4)Submission Process

   (If by hand-deliver)

   Hand in to Doshisha University Graduate School of Global Studies’ Office (Karasuma 

Campus)

   (If by mail)

   Send to: Ms. Yayo OKANO,

   Graduate School of Global Studies, Doshisha University

   Karasuma-Imadegawa, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-0898 JAPAN

   (Write “Application Documents for Global Studies Assistant (non-tenured) Inside” in 

red on the envelope. Make sure to send by a traceable service. )

11. Screening Process
 After the screening of applicants at the Graduate School of Global Studies Faculty Meeting, 

Doshisha University Committee of Deans and Directors will make a final decision to appoint the 

successful candidate for the Assistant position. 

 The successful candidate must additionally submit the following documents as soon as his/

her appointment is decided. 

・	Academic transcript and Certificate of Graduation of undergraduate studies 

・	Academic transcripts and Certificates of Completion of graduate studies (Master’s and 

Doctoral programs) 

　※ If you are currently a student, submit the Certificate of Completion after your 

appointment is decided. 
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12. Other
(1)  If the successful candidate fail to obtain a Ph.D. by the last day of March 2024, 

appointment of the candidate will be canceled. 

(2)  Date of receipt of the Ph.D. shall be the date indicated on the degree diploma. 

(3)  The term of employment for the Assistant shall be no more than 2 years. The Assistant 

shall leave the position at the end of the term of employment. 

(4)  The Assistant who has left the position at Doshisha University shall not be reappointed. 

(5)  Application documents will be disposed after screening. Personal information will not be 

used for any other purposes. If you wish to have your documents returned, be sure to 

have an extra envelope enclosed when submitting your application.

13. Inquiries
Office of Graduate School of Global Studies

Doshisha University 

TEL: 075-251-3930　 FAX:075-251-3091　 E-mail:ji-gs@mail.doshisha.ac.jp
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【15】 Advanced Doctoral Program in Global Resource Management 
(GRM) (for students enrolled in and before AY2022)

【Attention】
The curriculum for the GRM program has changed for the AY2023. 

For students enrolled in AY2022 : please refer to the following.

For students enrolled in AY2023 : please check the GRM website.

1. Overview of Global Resource Management Program

 GRM Program was conceived in response to the university’s principle of providing an 

“education of conscience” and its aim to create a new interdisciplinary graduate program that 

reflects the university’s success in globalizing its education.

 This is a program unique to the university in which the spirit of the university’s founder, 

Joseph Hardy Neesima, lives on. Instead of producing elitist leaders, this program will foster 

global leaders who work in developing countries, especially troubled countries and regions. The 

aim is to tackle issues from the perspective of local people by utilizing integrated knowledge 

from both the sciences and humanities.

 The purpose of GRM is to cultivate the necessary disciplines in human resources by 

cooperating with each other in a multicultural society. GRM teaches the necessary skills for 

advanced levels of professional human resources, active in the wide field of society. GRM 

program also aims at nourishing and building of fundamental abilities such as multilateral 

perspective, versatility, and applicability in parallel with academic fields and areas of study.

 GRM is an additional educational program at the level of graduate school for a period of five 

years, combining Master’s and Doctoral Degree Programs. The credits for the GRM program are 

taken besides the credits of a respective graduate school, required for the completion of 

Master’s Degree Program and Doctoral Degree.

 Upon completing and passing the required examinations in both the respective graduate 

school and GRM Program, students will receive a doctorate diploma indicating successful 

completion of the program.

 For course enrollment, the following points are important features of GRM curriculum.

-  Entrance examinations are not required to enroll in GRM Program.

-  The students who do not aim to complete doctoral degree and the GRM program are able to 

take GRM courses.
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Overview of the GRM Program 

GRM

Graduate Schools

M1
GRM Sub-Major Courses

Master Major Courses Doctor Major Courses

Doctoral Thesis Preliminary Examination 

Doctoral Thesis

Advanced Seminar Courses

Master Thesis Examination Entrance Examination for the 

Doctoral Program 

Master Thesis 

Dissertation Exam
ination

M2 D1 D2 D3

Evaluation for Program Certification

 In this program, students are required to obtain the credits of designated courses to pass 

Intermediate Evaluation and Evaluation for Program Certification. 

 Students who aim to complete GRM Program are required to register in GRM Program by 

completing required procedure before starting the forth semester of Master’s. Once a student 

registers for GRM Program, the credits obtained through GRM courses will be included for 

completing GRM Program, and not be counted as the credits required for completing the 

Master’s program in Graduate School of Global Studies.

 A student who takes GRM courses as “a student who does not aim to complete GRM 

Program” can register for GRM Program as “a student who aims to complete GRM program” by 

registering for GRM program before starting the forth semester of Master’s.

 Evaluation for Program Certification will be conducted for students who obtained required 

credits (20 credits or more) for completing this program, passed GRM Intermediate and GRM 

Final Evaluation, and those are eligible to take an examination of the doctoral dissertation.

Ph.D. graduates who accomplish the requirement of GRM program get additional 

acknowledgement on their degree.
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2. Notes regarding course enrollment

●  Students must register GRM courses through the “DUET” system.

●  The GRM program courses have multiple course codes, which are different for students 

who aim to complete the program and for students who do not aim to complete the 

program.

●  The credits registered with a course code for students who aim to complete the GRM 

program will NOT be counted as the credits required for the completion of Master’s/Ph.D. 

program in Graduate School of Global Studies.

●  For students enrolled in and after AY2020:

  the credits (registered with a course code for students who do not aim to complete the 

GRM program) will be counted as the credits required for the completion of Master’s 

program in the Graduate School of Global Studies. However, these credits must not 

exceed ten credits.

●  For more details, please see “Advance Doctoral Program in Global Resource Management 

(GRM) Program Guide”.

   <contact>

     GRM office-Doshisha University

     ji-grmld@mail.doshisha.ac.jp
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【16】 Student ID Number and Student ID Card

Student ID Number

Your student ID number, determined by the course and the graduate school you belong to, your 

entrance year, and your student number, will be issued by Doshisha University. This ID number 

will remain the same throughout your enrollment at Doshisha University.

  

Student ID card

Your student ID card is an official identification which certifies that you are a student of 

Graduate School of Global Studies, Doshisha University. Always carry the card with you and 

handle it carefully. Your ID card has functions as follows: Library card, Copy card, Co-op 

(Seikyo) Debit Account (Optional) and Key card to unlock the gate and doors of Karasuma 

Campus.

As necessary, show your ID card for:

- taking examinations

- visiting the office for procedures

- applying for certificates and student discounts

- receiving scholarships

- applying for accommodation and part-time jobs

- registering for jobs

- using facilities, including the Library and Health Center

Upon student graduation, withdrawal or expulsion, student ID card must be returned to 

Doshisha University.

Certificate for Commuter Pass (通学証明書：Tsugaku shoumeisho)

To purchase a commuter pass, students must have a “Certificate for Commuter Pass,” which is 

issued each year. Students must write their current home address on the certificate. If your 

certificate is damaged or lost, come to the GSGS Office for reissue of certificate (free of 

charge).

Lost or Stolen Student ID card

Students who lost their Student ID card must immediately go to a police station to report the 

loss and come to the GSGS Office to request the replacement by following procedures below:

1.  Purchase an Application Form for Student ID Card Replacement (2000 yen) at the 

certificate-issuing machine (Shiko-kan first floor), fill in the necessary information and 

submit form to the GSGS Office.

2. Students must submit the application and receive the replacement card in person.

3. It takes about 3 days for issuing the replacement card after submitting application form. 
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4.  If the GSGS Office finds anything suspicious about the reported loss, the application for 

replacement may not be accepted.

5.  Once the application for replacement has been submitted, the old card will be invalid.  If the 

lost card is then found, the old one must be returned to the GSGS Office. The replacement 

fee will not be returned.

How to Buy a Student Commuter Pass

To buy a Student Commuter Pass, take Student ID card and Certificate for Commuter Pass to 

a commuter pass sales counter and fill out a pass application form. On the Certificate for 

Commuter Pass, enter the name of the nearest station to your current resident address and 

Doshisha University (The route must be the shortest one from your home to Doshisha University 

and back.) The route can be changed only if the student moves to a different place or switches 

to other public transportation.

Student Discount Certificate

Student Discount Certificate is issued at the Certificate Issuing Machine located on the first 

floor of Shiko-kan. If you need the discount certificate, issue the certificate with your student 

ID card. (The discount rate is 20% off; a student cannot receive more than 4 certificates per 

day. If you wish to receive more than 10 certificates per year, additional certificates are 

available upon request. Certificate is valid for 3 months.)

Only the student who received the certificate may use it; giving it to others or using another 

person’s certificate is prohibited. In the case of fraud, Doshisha University will no longer issue 

certificates to the students concerned. Thoroughly read the notification on the back of the 

certificate before use.
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【17】 Services of Office of Graduate School of Global Studies

The Graduate School of Global Studies Office is located on the first floor of Shiko-kan on 

Karasuma Campus.

Tel: 075-251-3930

E-mail: ji-gs@mail.doshisha.ac.jp

Office Hours 

Mon-Fri: 9:00a.m.-11:30a.m., 12:30p.m.-5:00p.m.

※Any changes will be posted on the message board.

Main services

1. Course registration, answering questions regarding courses

2. Examination administration, recording and storing academic grades

3. Services relating to scholarships

4. Services relating to study abroad

5. Services relating to Thesis/ Dissertation

6. Answering questions regarding faculty members

7.  Administration of enrollment: entering school, withdrawal, leave of absence, returning 

school, changing names etc.

8.  Processing Applications for Admission, Leave of Absence Requests, University Withdrawal, 

Re-admission and Change of Address/Name

9. Administration relating to entrance examination

10. Issuance of Student ID card and Certificate for Commuter Pass

11. Issuance of certificates not issued by machines or in case the machine is out of service

12.  Administration of Teaching Assistants (TA), Student Assistants (SA) and Research 

Assistants (RA)

13. Lending services of academic materials

14. Application for after-hours use of student study rooms in Shiko-kan

15. Lending locker keys for student study rooms

16. Procedures for charging additional copies to student ID card

17. Administration relating to Society of Global Studies
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Message Board

Basically, notices from the University will be posted on the message board.  Please check 

message board every time you come to school. The Board is next to and in front of the door 

of the GSGS Office.

Supplementary information is sent to student Doshisha e-mail accounts. To avoid missing 

necessary information, please be sure to check your university email account frequently or use 

automatic transfer service so that mails sent to your university e-mail address are automatically 

forwarded to your personal e-mail account. (You can set it up on Office 365).

Please note that you may also receive important information on DUET (Doshisha University 

Electronic Tutorial System) regarding the courses you have registered or lectures you need to 

attend and other important issues.
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【18】 Grants for Conference Presentation, Field Work and Internship

The Graduate School of Global Studies accepts applications for the “Grants for Conference 

Presentation, Field Work and Internship” as follows. No grant will be made unless you submit all 

the required documents. Please refer to the GSGS website (https://global-studies.doshisha.

ac.jp/en/current_students/current_students.html) for further information. 

Eligibility: Regular Students of Graduate School of Global Studies

   *Students may not be on leave at the time of activity.

   * Each student may receive the Grant only once in the same academic year.

   * For activities conducted outside of Japan, students must submit 

the application two weeks prior to their departure with their 

advisors’ signature. 

    (For overseas activities already completed, application will not be 

accepted.)

Number of Recipient Limited

Application Period: 1st Application Deadline: by June 22 (Thu), 2023, 5:00p.m. JST

   2nd Application Deadline: by November 9 (Thu), 2023, 5:00p.m. JST

   * Make sure to keep all receipts for transportations/accommodations 

and ticket stubs, which will be required for reimbursement. 

Results: Applicants are notified of the results by e-mail on the dates below.

   For 1st Application: July 7 (Fri), 2023

   For 2nd Application: November 24 (Fri), 2023

Guideline: ・This Grant will subsidize activities which apply to the following 

conditions:

   <For activities in Japan>

    Students must start (leave for), complete and also return from the 

activities between April 1, 2023 and the end of February in 2024.

   <For activities outside of Japan>

    Students must start (leave for) and complete the activities between 

April 1, 2023 and the end of February in 2024. (After completing the 

activities, they must return to Japan by the end of February in 2024.)

   ・	Within the maximum amount of Grant decided for each recipient, the 

expenses for transportation and accommodation (for accommodation, 

up to 13,000 yen/night) will be paid back. Please note that the 

payment will be made after all the required documents are submitted 

and confirmed including “Proofs of the activities.” Please note that the 

Grant will not be paid in advance.

   ・	In principle, activities carried out in the Kinki region (Kyoto, Osaka, 

Shiga, Hyogo, Wakayama, Mie) are not covered by this Grant.

   ・	Accommodation expenses related to the self-quarantine for COVID-19 

are not covered by this Grant. In addition, the expenses for vaccination 

and PCR tests are also not covered by it.

   ・	Use of discounts such as national travel subsidy program is not 

accepted.
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   ・	Students must submit the all the required documents such as “Report 

(prescribed form)”, “Record of Visit (prescribed form)” and Proofs of 

the activities within 1 month after completing the activities. In case 

the student completes the activities in February, he/she must submit 

all the required documents by March 4 (Mon), 2024, for payment 

procedures.

Note 1:  Students should start their activities from the day (or the next day) of arrival and 

should leave on the day (or the next day) of completing their activities.

            ( To include other activities not related to the activities for the Grant will not be admitted 

in principle.) 

Note 2:  For travelling by air, in principle, students should depart from/arrive at Kansai 

International Airport or Osaka International Airport (Itami Airport).

*  In case the applicant has a specific reason (such as the local situation of activities or others), 

the GSGS may make an exception. Please consult with the GSGS Office in advance.

Note 3:  If there is a change in the schedule due to the spread of the COVID-19 and unavoidable 

circumstances, the revised application with advisor’s signature must be submitted two 

weeks prior to the departure in the revised schedule. As a general rule, changes in 

destinations or activities will not be accepted.

Activities subject to subsidy:

Place Activity Amount of Grant

A

Overseas

Conference Presentation

Up to

 150,000yen (*2)
B Field Work (*1)

C Internship

D

In Japan

Conference Presentation

Up to

   30,000yen (*2)
E Field Work (*1)

F Internship

G If your activity does not apply to any of the above, contact the GSGS Office.

*1  Includes data collection and participation in a conference as a discussant. Applicants must 

have a valid reason why the activities have to be conducted in the country. (For example, the 

data can be obtained only in the country etc.)

*2 The amount of Grant for each recipient will be determined by the Faculty Meeting.

Requirement:  Please make sure to refer to the following table and application guide on 

“Grants for Conference Presentation, Field Work and Internship” for the 

required documents to submit to the GSGS Office.

   * Payment must be in cash or by credit card. Payment by electronic 

money or online payment (such as PayPal, Alipay (支付宝) and 

PayPay etc.) will not be accepted for Grant payment procedures.

Payment Procedure:  The Grant will be paid to the recipient’s bank account after all the 

required documents are submitted and confirmed.
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◎:Submission is required  ○:Submission is required in certain cases  NA/Blanc: Submission is not required

Documents to be submitted
At the time of application

Within a month after 
returning (*4)

In Japan Overseas In Japan Overseas

Application form (*3)
[prescribed form]
“Grants for Conference Presentation, Field 
Work and Internship (Application)”
*Make sure to obtain your main advisor’s 
signature or seal.

◎ ◎ NA

Proofs of activities
*For example, a program or acceptance 
notification for conference, a letter regarding 
your appointment etc. If you cannot provide 
these documents in advance, submit “Records 
of Visits” after returning.

○
If the activity 
has already 
completed.

○ NA

Report
[prescribed form] (*3)
“Grants for Conference Presentation, Field 
Work and Internship (Report)”

○
If the activity 
has already 
completed.

NA ◎

Records of Visits
[prescribed form] (*3)
“Records of Visits”

○
If the activity 
has already 
completed.

NA

○
If the proofs 

of the 
activities are 
not submitted 
in advance.

○
If the proofs 

of the 
activities are 
not submitted 
in advance.

Proofs of transportation and 
accommodation expenses(*5)
【Overseas】E-tickets (with boarding 
dates, flight numbers, and airfare), Stubs 
for ENTIRE lines
【In Japan】Not required
(subsidized for travel by trains only) 
*Travels to Hokkaido, Okinawa and Islands 

Districts apply to【Overseas】.

○
If the activity 
has already 
completed.

NA ○ ○

Copy of overseas travel accident 
insurance
(*6) (only for overseas travel)

◎
Submit the 

copy 
BEFORE 
departure

◎
Submit the 

copy 
BEFORE 
departure

*3  Available for download on GSGS website (https://global-studies.doshisha.ac.jp/en/

current_students/current_students.html)

*4  In case the student completes the activities in February, he/she must submit all the required  

documents by March 4 (Mon), 2024, for payment procedures.

*5 Take the most efficient and economical routes.

*6  All applicants conducting their activities abroad must purchase overseas travel 

accident insurance (Medical, rescue and repatriation expenses must be covered).

  A copy of overseas travel accident insurance is not necessarily required to be submitted, as 

long as all the following conditions are met.

 1: The applicant is an international student at the Graduate School of Global Studies.

 2:  The applicant goes to his/her home country for the activities and some assistance in the 

case of emergency can be expected.

 3:  The applicant takes the responsibility for any accidents during his/her travel (and the Graduate 

School of Global Studies is NOT responsible for any accidents during the student’s travel). 

 4:  The applicant him/herself decides whether he/she takes out travel accident insurance or not.
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【19】 Books and Materials Owned by Graduate School of Global Studies

*IIAS : International Institute of American Studies

Books and materials owned by the GSGS and IIAS are stored in Karasuma Library (underground 

floors of Shiko-kan). The library also holds books and materials belonging to The Institute for 

Liberal Arts (ILA), the Graduate School of Policy and Management and the Faculty of Global 

and Regional Studies. 

Register yourself when entering the library. 

Open hours

Mon to Fri 9:00a.m. - 11:30a.m., 12:30p.m. - 5:00p.m.

* Open hour during the recess period will be noticed on the IIAS website. (It is subject to be 

changed.)

* The library is closed on Saturday, Sunday and other holidays, except the holidays on which 

classes are held.

Borrowing Books/Materials

(1) Number of books/materials that may be borrowed - up to 20 books

(2) Loan period - up to 28 days

(3) To check items out, bring the books/materials you wish to borrow to the circulation desk.

 *Note that if you have books/materials overdue, you cannot check out any books or materials.

(4)  Periodicals and References with label “禁帯出 (non-circulating)” cannot be checked out. 

Please read those items in the library or reading space.

(5)  To renew books/materials, bring them to the circulation desk or renew them on DOORS 

(Doshisha Online Retrieval System) 

 DOORS: https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_search/

 *Books/materials may not be renewed if another person has submitted a request for them.

Texts and References for the GSGS courses

Students can borrow texts and references for courses they are enrolled in.

(1)  Students can check out texts and references between 4:30p.m. and 5:00p.m.; they must be 

returned by 9:30a.m. on the following day. In case of checking items out on Friday, return 

them by 9:30a.m. the following Monday. During summer or winter recess, students may 

borrow texts/materials between 9:30a.m. and 9:30a.m. the next morning.

(2) Check the items out at the circulation desk.

(3)  Master’s Theses and Dissertations cannot be checked or photocopied. Please read them in 

the library or reading room.

Book Purchase Request
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All students who are enrolled at the Graduate School of Global Studies (Only regular students), 

may request for purchase of books and materials necessary for their research.  In order to make 

a request, please consult your main advisor first, and then follow the procedure below:

(1) Fill out a “Book Purchase Request Form” and submit it to the GSGS Office.

(2)  The limit of books each student can request for purchase is up to 10 books per semester for 

each spring and fall semester and up to 20,000 yen per year. (Each book should be 2,000 

yen or more.)

(3)  Whether a student can make a purchase of a book/material or not will be judged by the 

GSGS library committee.

(4)  Last day of classes in Fall semester is the deadline for request.

(5)  Purchased books/materials can be lent out after approximately 4 weeks of registration after 

delivery.

Doshisha Online Retrieval System (DOORS)

You can search on “DOORS” for books and materials held in Doshisha University and Doshisha 

Women’s College of Liberal Arts. DOORS may be accessed from any computer with internet access. 

Also, terminals are available in the Karasuma library and the reading room, and there is a computer 

booth in Imadegawa Campus University Library, 1F. Please see the Library user’s manual.  

Photocopying Materials and Use of Equipment

When using equipment in the library, such as photocopiers, computers and microform readers, 

please ask a staff and pay the necessary fee in accordance with instruction of the staff. 

Fees:

Equipment Price per sheet (one side)

Photocopy Photocopier

(black and white)

10 yen

 or use your Student ID card

Photocopier (color) 50 yen

Print Out Microform reader 30 yen

Computer

(black and white)
10 yen

Computer (color) 50 yen

Others

(1)  Write down your name, affiliation and entry time on the Library Entry Form before entering 

the library. Be sure also to write exit time when exiting.

(2)  Place all your personal belongings in a locker before entering the library. The fee (100 yen) 

will be returned after you finish using the locker.

(3) The library door is locked. Pass your Student ID card over a card reader to unlock the door.

(4) No food or drink allowed in the reading room or library.
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(5)  Follow the rules of GSGS and IIAS; otherwise, you may lose the privilege of using or checking 

out materials.

(6) If you lose or damage books or materials, you must compensate for them.

(7) We may ask you to return books/materials as needed.

(8) If you lose your student status, immediately return any books or materials you have borrowed.
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【20】 Equipments Use 

Photocopier

Doshisha University provides each regular graduate student with 1000 free photocopies for 

research purposes (Only regular students). 

When using a photocopier, place your Student ID card on the card reader of the photocopier. 

The balance is recorded on the card.  

Note:

-  The balance is initialized in late February each year; 1000 free photocopies are then provided 

on March 1. Note that you cannot carry over any balance from year to year.  

-  You must pay for photocopies after using up 1000 copies. 

[iM2 Card Photocopier locations]

Karasuma Campus

Shiko-kan (the GSGS Office and Student Printing Room (B1))

Imadegawa campus

Shisei-kan (Catalog room (5F) and Faculty of Commerce Library room 1 and 2 (basement))

Divinity Hall (Graduate School of Theology (2F))

Koen-kan (Graduate School of Law, Graduate School of Economics (1F) and Library (2F))

Tokusho-kan (Graduate School of Literature (1F))

Kambai-kan (Graduate School of Business (3F) and Law School (4F))

Library (3 photocopiers on 1F, one in first and second basement and 3F)

Shimmachi Campus

Rinko-kan Library (B1F)

When using photocopiers in other Graduate Schools and libraries, please follow the respective 

school’s rules.
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Lithographic machine

All students can use a lithographic machine to print handouts for classes, seminars and study 

meetings.  

Procedure: Apply at the Center for Academic Affairs in Ryoshin-kan 1F

Students must print more than 10 copies per lithograph.

Fees: 30 yen per lithograph; 1 yen per print.

*Seminar materials may be printed free of charge. Ask staff at the Center for Academic Affairs.

Location: Lithographic machine is located in the Student Printing Room in Ryoshin-kan 1F

Open hours:  8:40a.m.-5:00p.m.

*Hours may change during recesses.
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【21】 Computer Use

Students may use computers at following locations;

Karasuma Campus

  - Shiko-kan PC Room (B1F), SKB1, SKB9

Imadegawa Campus

  - Kofu-kan K21, K22, K25 (2F)

  - Kambai-kan PC Room (1F)

  - Rinko-kan in Shimmachi Campus PC Room (1F), R303, R304 (3F)

  - Doshisha University Library PC Room (1F)

  - Ryoshin-kan Learning Commons 2F, 3F, RY307-315

For using your own computer

Graduate Students can use the LAN network with their own computers on campus. 

All Student Study Rooms in Shiko-kan have wired internet connection. There are also many free 

wireless LAN spots on campus. For further details, including connection methods, refer to “PC-

Network-Multimedia use guidance” on the Doshisha University website (in Japanese only) or 

leaflets available at the GSGS Office.

Doshisha University provides each student with User ID. 

To use the Doshisha network service, REGULAR students must pass a network examination 

after admission to Doshisha University. 

Free Printouts (Only regular students)

Doshisha University provides all students with 1,600 yen worth of free printouts per year; 

students can print out 400 copies (black/white, A4 size, 4 yen/sheet). The balance is initialized 

each year at the end of March; 1,600 yen worth of free printouts is provided on April 1.  Note 

that unused free printouts cannot be carried over from year to year. 

If you use all your free printouts, you may recharge at the certificate-issuing machine located 

in Shiko-kan, 1F.
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【22】 Use of Student Study Rooms in Shiko-kan

Graduate School Student Study Rooms

Open hours: Mon thru Fri 8:00a.m.-10:30p.m.  

※Please follow the rules, and remember to practice good manners in the study rooms!

※ Do not leave personal belongings in the study room! In addition, do not bring in 

bedding, heaters, stoves, etc.

 

Lockers in study rooms

The GSGS Office provides each student with a locker key. If you wish to use a locker, come to 

the office. Students must manage their locker and keys properly. If you lose your locker key, 

contact the office immediately. (If you lose it, you have to pay 500 yen.)

Use of study rooms outside open hours 

If you wish to use the study rooms on weekends, holidays or during night hours from 10:30p.m. 

to 8:00a.m. the next morning, please come to the GSGS Office (office hours: 9:00a.m. – 

11:30a.m., 12:30p.m. － 5:00p.m.) and fill out the form “Kounai Zanryu Todoke, Nyuko 

Todoke” (request for remaining/entering after hours). You can submit the form from 3 days 

before you use to the day (by 5:00p.m.). With submission of the form, students will be admitted 

to use the study room for up to 10 days in a row (including Saturday, Sunday and other holidays 

in which the university offices are closed).

The request form is a set of 3 papers. The GSGS Office will keep one sheet and return two 

sheets to you. Post one of them on the study room door, and submit the other to the security 

room beside the reception of Shiko-kan (Karasuma Campus).  Note that if you fail to post the 

request on the door, the security guard will lock your study room doors at 10:30p.m. If you wish 

to use the room on the weekend, come to the GSGS Office by 5:00p.m. on Friday of the week. 

*On the form, be sure to write down all the students’ names who will use the room during the period. 

Entering Karasuma Campus and Shiko-kan outside open hours 

The gate of Karasuma campus and the Shiko-kan entrance are locked from 10:00p.m. to 

8:00a.m. If you would like to enter the campus/building during those hours, place your student 

ID card over a card reader to unlock the gate/entrance doors.
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Use of Shikokan during the long-term holidays when the office is closed

● Booking your study room

GSGS office will be closed in the following periods :

- “Golden Week” (from the end of April to early May) 

- Office summer break (around mid-August)

- New Year (from the end of December to early January).

For using your study room during the periods above, make sure to submit the 

application of “Konai Zanryu Todoke” to GSGS office before each period.

● Entering a building 

All entrances to Shikokan building will be locked all day on Sundays, National 

Holidays and week days in above mentioned long-term holidays. You can enter the 

building by scanning your student ID card at the entrance.

● Note 

Please make sure to switch off the air conditioner and lights when leaving the room.
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【23】 Certificates, Request Forms, Application Form 

Type of Certificate Location Remarks

・ Certificate of Attendance 

・ Official Transcript

・ Certificate of Expected 

Conferment

・ Certificate of Expected 

Completion of Teacher  

Training Program

Automatic 

Certificate Issuing 

Machine in Shiko-

kan 1F lobby, 

Ryoshin-kan 1F,

Kambai-kan 1F and 

Jinshin-kan 1F

Student ID Card needed

<Current students>

-100 yen per document (Japanese)

-300 yen per document (English)

<Non-current students>

Purchase application form from machine; take it 

to the Graduate School of Global Studies Office

-300 yen per document (Japanese)

-500 yen per document (English)

・ Certificate of Expected 

Acquisition of Curator 

Qualification

・ Certificate of Completion 

of Curator Program

・ Certificate of Expected 

Acquisition of Librarian 

Qualification

・ Certificate of Completion 

of Librarian Program

・ Certificate of Expected 

Completion of School 

Library Teacher Program

Center for License 

and Qualification

(Ryoshin-kan 1F)

-100 yen per document for current students

-300 yen per document for non-current students

Please note that it takes one week to issue 

Certificate of Completion of Curator/Librarian 

Program.

Please note that it takes one day to issue the 

other documents.

・ Certificate of Commuter 

Pass

・ Document certifying that 

Ph.D. student was enrolled 

in program for more than 3 

years and withdrew from 

Doshisha University 

without submitting 

Dissertation

GSGS Office

(Shiko-kan 1F)

- Free of charge

-300 yen per document

・ Certificate of Master’s 

Degree Conferment

・ Certificate of Withdrawal

GSGS Office

(Shikokan 1F)

-300 yen per document (Japanese)

-500 yen per document (English)

(Approximately 3 days to issue English certificate)

－ 209－



Type of Application Location Remarks

・ Certificate of Health 

Examination

Automatic Certificate 

Issuing Machine in 

Shiko-kan 1F lobby.

-For employment purposes, issuance period will 

be posted on message boards of GS and Health 

Center.

-For scholarship application purposes, issuance 

takes approximately 10 days. Ensure enough 

time to apply at Health Center.

・ Other certificates

Documents certified by 

Doshisha University (for 

example, reports on student)

GSGS Office

(Shiko-kan 1F)

-100 yen per document (Japanese)

-500 yen per document (English)

(Takes 1 week for issuance)

・ Bicycle Parking Permit 

Stickers 

*required to take Bicycle 

Safety Class

Shiko-kan Gate 

Security or other 

gates on 

Imadegawa Campus

-Student ID Card and Certificate of Commuter 

Pass needed

Request for Leave of Absence
GSGS Office

(Shiko-kan 1F)

For 1 or 2 semesters’ leave of absence due to 

sickness or other unavoidable circumstances, 

students must submit Leave of Absence Request 

by the first day of the class of the semester for 

which you take a leave.

Students must pay 120,000 yen to take leave of 

absence for two semesters, 60,000 yen for one 

semester.

Interruption period cannot be longer than 2 years 

in Master’s Program, 3 years in Ph. D. Program

University Withdrawal Form
GSGS Office 

(Shiko-kan 1F)

For withdrawal due to sickness or other unavoidable 

circumstances, students must submit University 

Withdrawal Form by the last day of a semester.

Students who do not pay tuition will be expelled 

from the university.

Re-admission Form
GSGS Office 

(Shiko-kan 1F)

Students who withdraw from university for less 

than five years can apply to Committee of 

Faculty for approval of re-admission.
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【24】 Services Outside of the GSGS Office

Services Location

Application for use of Internet and Data Processing 

Rooms

IT Support Office (Ryoshin-kan B1F)

TEL 075-251-3990 

Checking out, using and searching materials in the 

library 

Information Service Section

(University Library, Imadegawa Campus)

TEL 075-251-3980 

Information about licenses and qualifications Center for License and Qualification 

License and Qualification Section

(Ryoshin-kan 1F, Center for Academic 

Affairs, Imadegawa Campus)

TEL 075-251-3208

Scholarships, installment payment of tuition, 

delayed tuition payment

Department of Student Support Services,

Imadegawa, Section for Student Life

(Kambai-kan 1F)

TEL 075-251-3280

Housing, part-time work, counseling of business 

fraud victims 

Department of Student Support Services,

Imadegawa, Section for Student Life

(Kambai-kan 1F)

TEL 075-251-3281

Counseling on Educational, Personal matters and 

after graduation 

Counseling Center Office (Kambai-kan 1F)

TEL 075-251-3275

Vocational counseling Career Center (Kambai-kan 2F)

TEL 075-251-3310

Health counseling Health Center (Kambai-kan 2F)

TEL 075-251-3100

Theft, lost and found Reception Shiko-kan (Karasuma Campus)

TEL 075-251-3196

Reception (Imadegawa Campus)

TEL 075-251-3015

Student Support Service Section, Imadegawa 

Campus (Kambai-kan 1F)

TEL 075-251-3270

Studying Abroad Study Abroad Programs Section, Office of 

International Affairs (Fuso-kan 1F)

TEL 075-251-3260
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【25】 交通機関の不通と暴風警報・特別警報発表に伴う 
授業・試験の実施について（司法研究科以外）

交通機関が不通の場合および暴風警報、特別警報が発表された場合、授業ならびに試験の実

施については、以下の措置をとります。

Ⅰ．交通機関の不通（原因の如何を問わず）の場合

・	以下のいずれかに該当する交通機関の不通が発生した場合、発生時の次の講時からその日

の授業・試験の一部あるいは全部についてその実施を中止します。

・	その後の授業・試験の開始等措置は、以下の表のとおり、開通時刻により開始講時を決定

します。（早朝からの不通が6時30分までに開通した場合は、平常通り授業を実施します。）

・	該当交通機関での事故等による一時的な運転見合わせの際には、平常通り授業・試験を実

施しますので、ご注意下さい。

1．対象となる交通機関

［今出川校地］

イ．	京都市営バスと地下鉄が同時に全面不通の場合

ロ．	阪急電車（河原町～梅田間）、京阪電車（出町柳～淀屋橋間）、近鉄電車（京都～大和

西大寺間、大和西大寺～難波間）、JR（神戸～米原間）のうち、2以上の交通機関が

同時に不通（全面または部分を問わず）の場合

［京田辺校地］

イ．	京都市営バスと地下鉄が同時に全面不通の場合

ロ．	阪急電車（河原町～梅田間）、京阪電車（出町柳～淀屋橋間）、近鉄電車（京都～大和

西大寺間、大和西大寺～難波間）、JR（神戸～米原間、木津～京橋間）のうち、2以

上の交通機関が同時に不通（全面または部分を問わず）の場合

ハ．	近鉄電車（京都～大和西大寺間）が全面不通の場合

2．交通機関開通時刻と授業・試験開始講時

開通時刻 授業・試験開始講時

6時 30分までに開通 1講時から実施

6時 31分から 10時 30分までに開通 3講時から実施

10時 31分から 15時 30分までに開通 6講時から実施

15時 31分以後に開通 全講時休講

Ⅱ．暴風警報あるいは特別警報発表の場合

・　	以下の区域において暴風警報あるいはなんらかの特別警報が発表された場合、発表時の

次の講時からその日の授業・試験の実施を中止します。

・　	ただし、発表された時点で、すでに実施中あるいは開始直前の授業・試験については、

警報の緊急性等を考慮の上で、大学がその中止を判断します。
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・　	特別警報が発表された場合、該当地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況

にあります。警報発表地域にいる学生は、各自ただちに命を守る行動をとってください。

特別警報の種類は問いません。

　　	ただし、特別警報発表時に大学構内にいる学生は、大学の指示に従って行動してくださ

い。また自宅や通学中の学生で特別警報が発表された地域にいる場合は、自身の判断に

より、命を守るために最善と思われる行動をとってください。

・　	警報解除の後、危険が回避されたことが確認された場合には、以下の表のとおり、警報解

除時刻により授業開始講時を決定します。それ以外の場合、状況判断の上、別途指示します。

　　（早朝からの警報が6時30分までに解除となった場合は、平常通りの授業を実施します。）

1． 警報発表対象地域

・　予報―次細分区域における

　　京都府南部、大阪府

・　予報二次細分区域における

　　京都・亀岡、南丹・京丹波、山城中部、山城南部、大阪市、北大阪、東部大阪、南河内、泉州

■警報・注意報が市町村を対象区域として発表される※ようになっていることから、以下の

表に示す市町村のいずれかに警報が発表された場合は、該当の予報二次細分区域に警報が発

表されたものとして、授業・試験の実施は中止します。

※テレビやラジオの放送では、これまでどおり ｢市町村をまとめた地域の名称 ｣で発表され

る場合があります。

京都府南部

予報二次細分区域 市町村

京都・亀岡 京都市、亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町

南丹・京丹波 南丹市、京丹波町

山城中部 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城南部 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

大阪府

予報二次細分区域 市町村

大阪市 大阪市

北大阪 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島

本町、豊能町、能勢町

東部大阪 守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、

東大阪市、四条畷市、交野市

南河内 富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、

太子町、河南町、千早赤阪村

泉州 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、

泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
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2．警報解除時刻と授業・試験開始講時

警報が解除される時間帯によって、以下のとおり授業・試験を実施します。

警報解除時刻 授業・試験開始講時

6時 30分までに解除 1講時から実施

9時 30分までに解除 1・2講時は実施しない。3講時から実施

14時 30分までに解除 1～ 5講時は実施しない。6講時から実施

14時 31分時点で警報が発表中 全講時実施しない

Ⅲ．	試験期間中にこの措置が適用された場合、当該試験の実施に関しては別に掲示により指

示します。

Ⅳ．	特別警報、暴風警報等の発表時には、必要に応じ、大学HP、DUETあるいは学内掲示

板等を利用して、大学から学生に対して連絡を行います。

　　大学HP、DUET等を確認するようご留意ください。
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【25】 Suspension of Public Transportation Services, Storm Warnings, 
Emergency Warning, Class/Examination Schedule Changes

I. Suspension of Public Transportation Services (for all reasons)

When public transportation services are suspended, a storm warning, or on emergency warning 

is issued, class and examination schedules will be changed according to the following criteria.

1. Class and/or examinations will be cancelled in any of the following cases.
*All classes and/or examinations will take place as usual in case of short-term 

temporary interruption due to accidents etc.

[Imadegawa Campus]

a.  When both Kyoto City Bus and Subway services are suspended in all sections at the 

same time

b.  When two or more of the following services are suspended at the same time (in all or 

part of the sections)

 -Between Kawaramachi Station and Umeda Station in Hankyu Line

 -Between Demachiyanagi Station and Yodoyabashi Station in Keihan Line

 -Between Kyoto Station and Yamato-saidaiji Station in Kintetsu Line

 -Between Yamato-saidaiji Station and Namba Station in Kintetsu Line

 -Between Kobe Station and Maibara Station in JR Line

[Kyotanabe Campus]

a.  When both Kyoto City Bus and Subway services are suspended in all sections at the 

same time

b.  When two or more of the following services are suspended at the same time (in all or 

part of the sections)

 -Between Kawaramachi Station and Umeda Station in Hankyu Line

 -Between Demachiyanagi Station and Yodoyabashi Station in Keihan Line

 -Between Kyoto Station and Yamato-saidaiji Station in Kintetsu Line

 -Between Yamato-saidaiji Station and Namba Station in Kintetsu Line

 -Between Kobe Station and Maibara Station in JR Line

 -Between Kizu Station and Kyobashi Station in JR Line

c. When Kintetsu Railway (Kyoto－Yamato-saidaiji) Service is suspended in all sections
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2. Time of service resumption and classed / examinations start time
Time of Resumption of 

Transportation Services
Classes and/or Examinations starts

Before 6:30 a.m. From the 1st Period (No cancelations will be made.)

Between 6:31 a.m. and 10:30 a.m. From the 3rd Period

Between 10:31 a.m. and 3:30 p.m. From the 6th Period

After 3:30 p.m. All classes are cancelled.

II. Storm Warning (heavy rain warning is excluded) and Emergency Warning

If the storm warning or any emergency warning is issued, classes and/or examinations will 

be handled as below:

*The issuance of an emergency warning for an area indicates a level of exceptional risk of 

a magnitude observed only once every few decades. Residents should pay attention to 

their surroundings and relevant information such as municipal evacuation advisories and 

orders, and should take all measures necessary to protect life.

When an emergency warning is issued while students are on campus, they should follow 

the directions provided by the University, or while students are on the way to the 

University, they should take all measures necessary to protect life.

1.  Classes and/or examinations will be canceled in the event that a storm warning or 
any emergency warning is issued for any of the following areas.
*All classes and/or examinations will take place as usual in case of other warnings 

such as heavy rain or heavy snow.

Kyoto-fu 

Nambu

Kyoto / Kameoka Kyoto-shi, Kameoka-shi, Muko-shi, 

Nagaokakyo-shi, Oyamazaki-cho

Nantan / Kyotamba Nantan-shi, Kyotamba-cho

Yamashiro Chubu Uji-shi, Joyo-shi, Yawata-shi, Kyotanabe-

shi, Kumiyama-cho, Ide-cho, Ujitawara-cho

Yamashiro Nambu Kizugawa-shi, Kasagi-cho, Wazuka-cho, 

Seika-cho, Minamiyamashiro-mura

Osaka-fu Osaka-shi Osaka-shi

Kita Osaka Toyonaka-shi, Ikeda-shi, Suita-shi, 

Takatsuki-shi, Ibaraki-shi, Mino-shi, Settsu-

shi, Shimamoto-cho, Toyono-cho, Nose-cho

Tobu Osaka Moriguchi-shi, Hirakata-shi, Yao-shi,  

Neyagawa-shi, Daito-shi, Kashiwara-shi, 

Kadoma-shi, Higashiosaka-shi, Shijonawate-

shi, Katano-shi
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Minami Kawachi Tondabayashi-shi, Kawachinagano-shi, 

Matsubara-shi, Habikino-shi, Fujiidera-shi, 

Osakasayama-shi, Taishi-cho, Kanan-cho, 

Chihayaakasaka-mura

Senshu Sakai-shi, Kishiwada-shi, Izumi-otsu-shi, 

Kaizuka-shi, Izumisano-shi, Izumi-shi, 

Takaishi-shi, Sennan-shi, Hannan-shi, 

Tadaoka-cho, Kumatori-cho, Tajiri-cho, 

Misaki-cho

2. Time of withdrawal of warning and classes/examinations start time
Time of Cancellation of Warning Classes and/or Examinations starts

By 6:30 a.m.
From the 1st Period (No cancellations will be 

made.)

By 9:30 a.m. From the 3rd Period

By 2:30 p.m. From the 6th Period

Still under the Warning as of 

2:31 p.m.
All classes are cancelled.

*Depending on the circumstances, other instructions may be given.

III. NOTE

If these measures were taken during the examination period, follow-up notifications 

regarding the affected examinations will be informed on the message boards.

When a Storm Warning or any Emergency Warning is issued, where necessary, the 

University will post an announcement on the Doshisha website, DUET, or message boards.

Please make sure to check them during the alert.
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【26】 今出川キャンパスマップ
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【26】  Campus Map
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（専　任）

職名 氏名 担当科目 研究室 研究室TEL

研究科長 岡野　八代

アメリカ研究クラスター

教授 秋林　こずえ （教務主任） ジェンダーと平和 志高館267 075-251-3933

〃 Gavin	J.	CAMPBELL （教務[国際]主任）アメリカ史 志高館280 075-251-3934

〃 南川　文里 現代アメリカの文化と社会 志高館266 075-251-3916

〃 岡野　八代 （研究科長） グローバル時代のシティズンシップ論 志高館287 075-251-3927

〃 菅野　優香 現代アメリカのジェンダーとセクシュアリティ 志高館273 075-251-3915

准教授 三牧　聖子 （クラスター教務担当）アメリカの外交と政治 志高館283 075-251-3935

現代アジア研究クラスター

教授 村田　雄二郎 中国の社会と文化 志高館268 075-251-3809

〃 厳　善平 中国経済論 志高館264 075-251-3780

〃 太田　修 日朝関係史論 志高館269 075-251-3808

〃 小山田　英治 （教務[入学]主任）東南アジアと世界 志高館274 075-251-3807

〃 錢　鷗 現代アジア思想論 志高館271 075-251-3811

〃 冨山　一郎 （クラスター教務担当）近現代の日本 志高館265 075-251-3810

助教 周　俊 中国文献研究

グローバル社会研究クラスター

教授 Anne	GONON
（研究主任）

（クラスター教務担当）
地球市民社会論 志高館263 075-251-3821

〃 菊池　恵介 （クラスター教務担当）レイシズム研究 志高館272 075-251-3924

〃 西川　由紀子 安全保障の新しい課題 志高館282 075-251-3805

〃 峯　陽一 安全保障の新しい課題 志高館286 075-251-3800

〃 内藤　正典 イスラームと多文化共生 志高館260 075-251-3806

〃 中西　久枝 国連とグローバルガバナンス 志高館284 075-251-3804

（兼担教員）

教授 浅野　　亮 特殊研究Ｂ５ 光塩館528 075-251-3889

（担当委嘱教員）

教授 和泉　真澄 特殊研究Ａ８ 志高館371 075-251-2651

〃 水谷　智 特殊研究Ｃ４ 志高館356 075-251-2647

〃 宇佐見　耕一 ラテンアメリカの社会運動と社会政策 志高館307 075-251-2627

（客員教員）

客員教授 李　培徳 特殊研究B17

【27】2023 年度　グローバル・スタディーズ研究科　教員名簿
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（嘱託講師）

安里　陽子 アジアの移民とディアスポラ

白河　カルミ フィールドワーク

宇佐美　暁 インターンシップ

芦　宛雪 東南アジア経済論

大西　有子 地球環境問題

林　耕次 地球環境問題

WIN	Thiri	Kyaw 地球環境問題

LEE	Jemyung 地球環境問題

ウェルズ　恵子 黒人の表現文化

Raphael	LAMBERT アフリカン・ディアスポラ

想田　和弘 ドキュメンタリーフィルムと社会運動

新田　啓子 アメリカの社会と文学1

須藤　瑞代 中国の社会と文化

藤永　壮 近現代の朝鮮

Seifudein	ADEM グローバル政治経済

Rangarirai	Gavin	MUCHETU 人間開発論

朴　一 特殊研究Ｂ６

黒田　和秀 特殊研究B8

岡邊　健 特殊研究C12

Daniel	HEDINGER 特殊研究D1
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【27】Faculty Members of Graduate School of Global Studies 2023

(Full-Time Faculty)

Occupation Name Courses Room TEL

Dean Yayo OKANO

American Studies Cluster

Professor
Kozue AKIBAYASHI
(Assistant Dean [Academic Affairs])

Gender and Peace SK267 075-251-3933

Professor
Gavin J. CAMPBELL
(Assistant Dean [International Affairs])

American History SK280 075-251-3934

Professor Fuminori MINAMIKAWA Contemporary American Culture and Society SK266 075-251-3916

Professor
Yayo OKANO
(Dean)

Citizenship in the Global Age SK287 075-251-3927

Professor Yuka KANNO Contemporary American Gender and Sexuality SK273 075-251-3915

Professor
Seiko MIMAKI
(Chief Professor [Academic Affairs]  

of American Studies Cluster)
American Foreign Relations and Politics SK283 075-251-3935

Contemporary Asian Studies Cluster

Professor Yujiro MURATA Society and Culture in China SK268 075-251-3809

Professor Shanping YAN Economics of China SK264 075-251-3780

Professor Osamu OTA History of Japan-Korea Relations SK269 075-251-3808

Professor
Eiji OYAMADA
(Assistant Dean [Admission])

Southeast Asia in Global Perspective SK274 075-251-3807

Professor Ou QIAN Intellectual History of Contemporary Asia SK271 075-251-3811

Professor
Ichiro TOMIYAMA
(Chief Professor [Academic Affairs]  

of Contemporary Asian Studies Cluster)
Modern and Contemporary Japan SK265 075-251-3810

Assistant
Professor

Jun ZHOU Readings in Chinese Studies

Global Society Studies Cluster

Professor

Anne GONON
(Assistant Dean [Research Affairs])

(Chief Professor [Academic Affairs]  

of Global Society Studies Cluster)

Civil Society in Global Perspective SK263 075-251-3821

Professor
Keisuke KIKUCHI
(Chief Professor [Academic Affairs]  

of Global Society Studies Cluster)
Ethnic and Racial Studies SK272 075-251-3924

Professor Yukiko NISHIKAWA New Challenges of Human Security SK282 075-251-3805

Professor Yoichi MINE New Challenges of Human Security SK286 075-251-3800

Professor Masanori NAITO Islam and Cultural Pluralism SK260 075-251-3806

Professor Hisae NAKANISHI The United Nations and Global Governance SK284 075-251-3804
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(Concurrent Faculty Members)

Professor Ryo ASANO Selected Theme B5 Kouen-kan 528 075-251-3889

(Commissioned Faculty Members)

Professor Masumi IZUMI Selected Theme A8 SK371 075-251-2651

Professor Satoshi MIZUTANI Selected Theme C4 SK356 075-251-2647

Professor Koichi USAMI Social Movement and Policy-Making in Latin America SK307 075-251-2627

(Visiting Professors)

Professor LEE Puitak Selected Theme B17

(Part-time Lecturers)

Yoko ASATO Asian Migrants and Diasporas

Karmy SHIRAKAWA Fieldwork

Satoshi USAMI Internship 

Wanxue LU Modern and Contemporary Southeast Asia

Koji HAYASHI Global Society and Environmental Issues

Yuko ONISHI Global Society and Environmental Issues

WIN Thiri Kyaw Global Society and Environmental Issues

LEE Jemyung Global Society and Environmental Issues

Keiko WELLS Black Expressive Culture 

Raphael LAMBERT African Diaspora 

Kazuhiro SODA Documentary Film and Social Protest

Keiko NITTA American Society and Literature 1

Mizuyo SUDO Society and Culture in China 

Takeshi FUJINAGA Modern and Contemporary Korea

Seifudein ADEM Global Political Economy 

Rangarirai Gavin MUCHETU Human Development Theory 

Il PARK Selected Theme B6

Kazuhide KURODA Selected Theme B8

Takeshi OKABE Selected Theme C12

Daniel HEDINGER Selected Theme D1
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【28】 同志社大学グローバル・スタディーズ学会 
『同志社グローバル・スタディーズ』投稿規程

１．投稿原稿：	テーマは自由（ただし、グローバル・スタディーズの研究分野に関係あるも

の）。他誌に未掲載または掲載の予定がないものに限る。

２．投稿資格：本学会の会員、および編集委員会から執筆を依頼する者。

３．執筆申込〆切：毎年 5月 31日（厳守）

　　執筆申込書およびテーマ・要旨 400字（250	words）以内（所定用紙）を提出のこと。

４．原稿提出〆切：毎年 9月初旬（厳守）

５．原稿様式

　　【論文】

　　注・参考文献・図表を含め 20,000 字以内。

　　【研究ノート】

　　注・参考文献・図表を含め 12,000 字以内。

　　【その他】

　　	グローバル・スタディーズ研究科および本学会が主催した学術イベントの記録、資料、

文献紹介、書評等の原稿様式は、編集委員会が別途定める。

　　	全カテゴリーにつき、500	words 以内の英文 abstract（英文 title 含む）も提出のこと。

原則としてワープロ原稿を作成し、電子データを提出のこと（フォントはMS明朝また

はTimes	New	Roman を使用）。

６．執筆言語：日本語または英語。他の言語については編集委員会で判断する。

７．文献引用スタイルなどの詳しい執筆要項は、別途定める。

８．原稿掲載の採否は、複数の査読者による報告にもとづいて、編集委員会で決定する。

９．	編集委員会は採用に際して、執筆者に「論文」「研究ノート」等のカテゴリーの変更、

および内容の修正を求めることがある。

１０．	執筆者の原稿は、同志社大学ホームページ「同志社大学学術リポジトリ」上に公開す

ることを原則とする。（http://library.doshisha.ac.jp/ir/index.html）

１１．刊行予定：毎年 3月中旬。

１２．問合せ先・提出先：

　　　〒 602-0898　京都市上京区烏丸通上立売上ル

　　　同志社大学グローバル・スタディーズ研究科気付

　　　『同志社グローバル・スタディーズ』編集委員会

　　　　Tel:	075-251-3930	/	Fax:	075-251-3091

　　　　E-mail:	ji-gs@mail.doshisha.ac.jp
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【28】 Call for Entries (for Journal of Global Studies)

Journal of Global Studies is a journal devoted to the study of any aspect of global studies, 

published annually by the Association of Global Studies (AGS), Doshisha University, 

Kyoto, Japan.

Manuscripts originally written for this journal and not submitted elsewhere in any form of 

publication are welcomed from any researcher and the graduate student affiliated to 

(AGS). The Editorial Committee may also request scholars outside (AGS) to contribute. 

All manuscripts will be subject to anonymous peer review, and the Editorial Committee will 

make its final decision whether the submitted manuscript will be accepted or not. 

Manuscripts should be sent to the Editorial Committee, Journal of Global Studies, 

Graduate School of Global Studies, Doshisha University, Kyoto 602-0898 JAPAN

E-mail: ji-gs@mail.doshisha.ac.jp

Tel:+81-75-251-3930 Fax: +81-75-251-3091

Submission of Manuscripts

1. Deadlines: 

  (1) Application form, title and abstract: May 31

  (2) Full text: early September 

Publication is scheduled for March in the following year. 

2. Length

(a) Articles

 Not more than 8,500 words including notes, references, tables and figures.

(b) Research Notes

 Not more than 5,000 words including notes, references, tables and figures.

(c) Others

 To be specified by the Editorial Committee.

 In all categories, an abstract of 500 words or fewer should be attached.

3.  Submission should be made in electronic format. The font should be Times New Roman 

or MS Mincho. 

4.  The language of writing should be English, Japanese, or other languages accepted by 

the Editorial Committee.

5.  As for referencing, etc., contributors are requested to comply with the author 

guidelines provided by the Editorial Committee.

6.  The Editorial Committee reserves the right to change the category of the submitted 

manuscript, and to request changes in the Committee’s judgment.

7.  Submission is contingent upon the author’s agreement to make it accessible on 

Doshisha University Academic Repository.

　 （http://library.doshisha.ac.jp/ir/index.html）
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