
【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）
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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。）

　●	（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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