
人間社会科学研究科 博士課程前期／専門職学位課程（中央図書館） 

 

専攻 プログラム等 科目等 実施年月 

教育科学専攻 
教師教育デザイン学プログラム 

外国語（日本語） 

外国語（英語） 

令和２年９月 

教育学プログラム 

教職開発専攻 教職開発プログラム 

教育科学専攻 

教師教育デザイン学プログラム 

・学習開発学領域 

・カリキュラム開発領域 

・特別支援教育学領域 

・自然システム教育学領域 

・数学教育学領域 

・技術・情報教育学領域 

・社会認識教育学領域 

・国語文化教育学領域 

・英語教育学領域 

・健康スポーツ教育学領域 

・人間生活教育学領域 

・音楽文化教育学領域 

・造形芸術教育学領域 

専門科目 

教育学プログラム 

・教育学コース 

・高等教育学コース 

日本語教育学プログラム 

国際教育開発プログラム 

専門科目 

（スポーツ教育

開発論，民族言語

学，理科教育カリ

キュラム開発，教

師教育論，幼児教

育・保育と教育開

発，教育開発国際

協力） 

令和２年８月 



人間社会科学研究科 博士課程前期／専門職学位課程（中央図書館） 

専攻 プログラム等 科目等 実施年月 

教育科学専攻 
教師教育デザイン学プログラム 

外国語（日本語） 

外国語（英語） 

令和３年２月 

教育学プログラム 

教職開発専攻 教職開発プログラム 

教育科学専攻 

教師教育デザイン学プログラム 

・学習開発学領域 

・カリキュラム開発領域 

・特別支援教育学領域 

・社会認識教育学領域 

・国語文化教育学領域 

・健康スポーツ教育学領域 

・人間生活教育学領域 

（一般選抜・外国人留学生特別選抜） 

・音楽文化教育学領域 

専門科目 

教育学プログラム 

・教育学コース 

・高等教育学コース 

日本語教育学プログラム 

教職開発専攻 教職開発プログラム 

・学校マネジメントコース 

・教育実践開発コース 

 

人間社会科学研究科 博士課程後期 

専攻 プログラム等 科目等 実施年月 

教育科学専攻 

国際教育開発プログラム 

専門科目 

（国際教育協力

論，途上国の比

較教育学） 

令和２年８月 

教師教育デザイン学プログラム 外国語（日本語） 

外国語（英語） 
令和３年２月 

教育学プログラム 

  



人間社会科学研究科 博士課程前期（中央図書館） 

専攻 プログラム等 科目等 実施年月 

人文社会科学専攻 心理学プログラム 専門科目 
令和２年９月 

令和３年２月 

  



人間社会科学研究科 博士課程前期（中央図書館・東千田図書館） 

専攻 プログラム等 科目等 実施年月 

人文社会科学専攻 

法学・政治学プログラム 

専門科目 

（刑法，商法，租税法，国

際政治学，国際政治経済

学，外交史，社会学） 
令和２年８月 

外国語科目 

（日本語，英語） 

専門科目 

（憲法，行政法，刑法，商

法，国際政治学，外交史，

社会学） 
令和３年２月 

外国語科目 

（日本語，英語） 

経済学プログラム 

専門科目 

（ミクロ経済学，理論経

済学（ミクロ・マクロ経

済学），計量経済学（統計

学を含む），経済史・経済

学史） 

令和２年８月 

外国語科目（日本語） 

マネジメントプログラム 論文試験問題 
令和２年８月 

令和３年１月 

国際平和共生プログラム 

専門基礎科目 

（国際平和共生） 

令和２年８月 専門科目 

（平和構築論，平和学，

国際政治学） 

実務法学専攻 

（法科大学院） 
実務法学プログラム 

資質確認 

小論文試験 

法律科目試験 

令和２年９月 

令和２年１１月 

令和３年１月 

人間社会科学研究科 博士課程後期 

専攻 プログラム等 科目等 実施年月 

人文社会科学専攻 国際平和共生プログラム 

専門科目 

（平和構築論，平和学，

紛争解決論，平和と紛争

研究） 

令和２年８月 

 

 

 



先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻 博士課程前期（中央図書館） 

プログラム等 科目等 実施年月 

数学プログラム 

（外国人留学生特別選抜［日本国内在住者対

象］，一般選抜 A 日程，社会人特別選抜 A 日程） 

専門科目（午前・午後） 

※日本語版，英語版 

令和２年８月 英語 

※日本語版，英語版 

小論文 

数学プログラム 

（一般選抜 B 日程，外国人留学生特別選抜［日

本国内在住者対象］B 日程） 

専門科目 

令和３年１月 英語 

留学生特別選抜 

物理学プログラム 

（一般選抜，一般選抜 A 日程） 

専門科目 令和２年８月 
地球惑星システム学プログラム 

（一般選抜 A 日程） 

基礎化学プログラム 

（一般選抜 A 日程） 

量子物質科学プログラム 

基礎科目 令和２年８月 

専門科目 

（物理学分野，電子工学分

野） 

令和２年８月 

基礎科目 令和３年１月 

理工学融合学プログラム 

環境自然科学分野 
専門科目 

令和２年８月 

令和３年１月 

理工学融合プログラム 

開発科学分野 

専門基礎科目 

（理工学融合（開発科学）） 

令和２年８月 
専門科目 

（交通計画・都市計画，都

市・建築環境学，サスティ

ナブル建築環境学） 

  



先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻 博士課程前期（中央図書館） 

プログラム等 科目等 実施年月 

応用化学プログラム（一般選抜） 

スマートイノベーションプログラム（一般選抜） 

専門科目 I 

専門科目 II 

令和２年８月 

化学工学プログラム（一般選抜） 

電気システム制御プログラム（一般選抜） 

スマートイノベーションプログラム（一般選抜） 

機械工学プログラム（一般選抜） 

輸送・環境システムプログラム（一般選抜） 

建築学プログラム（一般選抜） 

社会基盤環境工学プログラム（一般選抜） 

情報科学プログラム（一般選抜） 

応用化学プログラム（一般選抜） 

令和３年１月 

電気システム制御プログラム（一般選抜） 

スマートイノベーションプログラム（一般選抜） 

情報科学プログラム（一般選抜） 

機械工学プログラム（外国人留学生特別選抜） 

輸送・環境システムプログラム（外国人留学生特別選抜） 

建築学プログラム（外国人留学生特別選抜） 

社会基盤環境工学プログラム（外国人留学生特別選抜） 

情報科学プログラム（社会人特別選抜） 小論文 

  



医系科学研究科 博士課程前期（中央図書館・霞図書館） 

専攻 プログラム等 科目等 実施年月 

総合健康科

学専攻 

公衆衛生学プログラム 

外国語（英語） 

令和２年８月 

医学物理士プログラム 

生命医療科学プログラム 

薬科学プログラム 
専門科目（有機化学，生物化学） 

外国語（日本語・英語） 

公衆衛生学プログラム 

外国語（英語） 

令和３年２月 

医学物理士プログラム 

生命医療科学プログラム 

保健科学プログラム 

（保健学領域キャリア支援コ

ース以外） 

保健科学プログラム 

（保健学領域キャリア支援コ

ース） 

外国語（看護英語） 

 

医系科学研究科 博士課程・博士課程後期 

専攻 プログラム等 科目等 実施年月 

医歯薬学専攻 

総合健康科学専攻 

（１０月・４月入学） 

プログラム共通 外国語（英語） 令和２年８月 

医歯薬学専攻 

総合健康科学専攻 

（４月入学） 

プログラム共通 外国語（英語） 
令和３年２月 

総合健康科学専攻 保健科学プログラム 小論文 

 


