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神戸大学大学院法学研究科説明会 

 

2018 年 6 月 27 日（水）13:30-15:00（予定） 

於：第 2 学舎 3 階大会議室 

 

 

 

１ 大学院入試および教育の概要説明    

 

２ 特色ある教育プログラムの説明（担当教員）                         

（１） 海外協定大学との留学プログラムその他 

・海外協定大学とのダブルディグリー・プログラムについて                

〔イギリス・エセックス大学（修士課程）、ポーランド・ヤゲウォ大学（修士課程）〕 

・EU エキスパート人材育成プログラムについて                          

（２） グローバルマスタープログラムについて                                 

（３） キャンパスアジアプログラムについて                     

 

３ 全体質疑応答 

 

＊＊＊ 移動 ＊＊＊ 

 

４ 主な専攻分野の説明（関係教員） 

 

〇法学 

 

実定法 

国際関係法 

法社会学 

基礎法 

〇政治学 

 

現代政治 

国際政治 

思想・歴史

 

 

５ 個別質疑応答 

 

  

（増島先生） 

（齋藤先生） 

（増島先生） 

（増島先生） 

（プログラム担当者） 



2 
 

※平成３０年４月以降、法学研究科は理論法学専攻・政治学専攻が法学政治学専攻へと名称変更され

ました。また、各コースについて研究者コースが研究者養成プログラムに、専修・社会人コースが高

度社会人養成プログラムに、法曹リカレントコースが法曹リカレントプログラムに、GMAP in Law 

コースがグローバルマスタープログラムにそれぞれ名称変更されました。 

 本説明会資料は一部改組前の平成２９年度以前の情報が記載されていますが、改組後（平成３０年

度以降）の専攻分野・募集人員に変更はありません。 

 

神戸大学大学院法学研究科 大学院説明会（2018 年 6 月 27 日） 

大学院入試および教育の概要説明 

１．入試について 

 ●平成２７年度入学者より社会人学生を対象とした「長期履修制度」を導入しています。        

詳しくは、募集要項、「長期履修制度について（留意事項）」を参照してください。 

 

２．カリキュラムと修了要件について 

・博士前期課程には４つのプログラムが設置されています。各プログラムによって、具体的に指導を

受けられる専攻分野が異なりますので、募集要項をご参照ください。 

・修了に必要な在学期間は（プログラムを問わず）２年間です。 

＊必要な要件を充たした場合には、１年または１年半で修了することも可能です。 

＊社会人学生の長期履修制度に関する詳細は，「長期履修制度について（留意事項）」を参照してください。 

・前期課程を修了して修士号を得るためには、①履修科目から３０単位の修得、②修士論文またはリ

サーチペーパーの執筆と口述試験の合格、が必要です。 

・履修科目には、（ⅰ）演習、（ⅱ）特殊講義、（ⅲ）文献研究があります。提供される科目や履修が求

められる単位数はプログラムによって異なります。 

（ⅰ）演習： 指導教員による論文指導 

（ⅱ）特殊講義 

（ⅲ）文献研究  

＊他のプログラムを対象とした授業についても、一定の要件のもとで履修可能です。 

＊国際協力研究科など他研究科の講義も、一定要件の下で修了単位への算入が可能です。 

・修士論文、リサーチペーパー 

研究者養成プログラムでは修士論文の提出が求められます。提出期限は１月（または７月）上旬です。 

他のプログラム生は、修士論文かリサーチペーパーのいずれかを提出してもよく、提出期限は１月（ま

たは７月）末です。 

 

３．後期課程への進学 

進学試験を受験し，合格することが必要です。後期課程には、研究者養成プログラム、高度社会人

養成プログラム、高度専門法曹養成プログラムが設置されています。前期課程の高度社会人養成プロ

グラムは、大学院入学時には後期課程への進学を予定していないことが原則ですが、前期課程で特に

良い成績を収めたものについては後期課程への進学が認められることがあります。 
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前期課程修了者 進路状況一覧（2018.6.27 現在） 

 

         

☆過去３年間（２０１５年度～２０１７年度）   

  計 教員 公務 報道 他民間 進学 司法研修所 その他 

法学系 50 1 6 0 17 15 0 11 

政治学系 54 1 7 0 17 14 0 15 

修了者総計 104 2 13 0 34 29 0 26 

 

（ 内 訳 ） 
       

☆２０１５度       

  計 教員 公務 報道 他民間 進学 司法研修所 その他 

法学系 12 0 2 0 4 4 0 2 

政治学系 15 1 2 0 3 3 0 6 

修了者総計 27 1 4 0 7 ７ 0 8 

 *公務：航空自衛隊，神戸税関，熊本市役所 

     

☆２０１６年度       

 計 教員 公務 報道 他民間 進学 司法研修所 その他 

法学系 19 1 2 0 7 4 0 5 

政治学系 24 0 2 0 10 8 0 4 

修了者総計 43 1 4 0 17 12 0 9 

 *公務：衆議院事務局、神戸税関、大阪国税局   

  

☆２０１７年度       

 計 教員 公務 報道 他民間 進学 司法研修所 その他 

法学系 19 0 2 0 6 7 0 4 

政治学系 15 0 3 0 4 3 0 5 

修了者総計 34 0 5 0 10 10 0 9 

 * 公務：防衛省、大阪府庁、伊丹市議会、神戸税関、金沢国税局     
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海外協定大学とのダブルディグリー・プログラムについて 

 

 ダブルディグリー・プログラムとは、本研究科と海外協定大学の両方で正規のカリキュラムを履修することによ

り、本研究科、海外協定大学それぞれからの学位（二つの学位）を取得するプログラムです。 

 

神戸大学大学院法学研究科前期課程在学中に、次の海外協定大学へ大学院修士学位取得を目的として１年

程度留学できます。 

○イギリス エセックス大学政治学部（修士課程）  

○ポーランド ヤゲウォ大学 Center for European Studies（修士課程） 

 

海外協定大学へ派遣する学生を毎年度４月下旬頃に募集、６月上旬に本研究科からの派遣推薦を正式決定

し、１０月から留学することになります。留学期間中は、留学先指導教員及び本研究科指導教員と相談しながら研

究を進めることになります。なお，留学中は神戸大学へ授業料を納付する必要があります。 

※留学先大学で取得できる学位、留学先大学の学費等はそれぞれの大学によって異なります。

 

エセックス大学とのダブルディグリー・プログラム 

法学研究科博士課程前期課程に在学中に，エセックス大学へ大学院修士学位取得を目的として 1 年程度留学できます（原則

として政治系の専攻分野のみ）。エセックス大学学費は、授業料、寮費、事前英語研修等を含むパッケージ料金（滞在期間，寮

の種類により異なる）￡14,700～18,200 です。※エセックス大学授業料等については、3 分割による支払いが可能。以上の金額

や支払い方式については、先方の政策変更で内容が変わることが考えられ、上記の金額や支払い方式が確定されているわけ

ではありません。 

エセックス大学で取得できる学位等は以下のとおりです。 

 

MA Political Science / MSc Political Science  

MA Politics  

MA Conflict Resolution / MSc Conflict Resolution  

MA European Integration and European Politics / MSc European Integration and European Politics, 

MA Global and Comparative Politics / MSc Global and Comparative Politics  

MA Ideology and Discourse Analysis  

MA International Relations / MSc International Relations  

MA Political Behaviour / MSc Political Behaviour, 

MA Political Economy / MSc Political Economy, 

MA Public Opinion and Polling / MSc Public Opinion and Polling 

(MA: Master of Arts  / MSc: Master of Science) 

※エセックス大学Web サイトにより詳細を確認できます。（ https://www.essex.ac.uk/departments/government） 

 英語の成績は、エセックス大学の各コースにより異なり、ほとんどのコースが IELTS 6.5 またはこれと同等レベルの成績

が必要です。各コースの詳細は Web サイトにより確認できます。 
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○ダブルディグリー・プログラムにより留学した場合 〔 ３年在学期間 〕モデルケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★神戸大学大学院在学期間２年でダブルディグリー・プログラムにより留学する場合，１年次１０月から 

    エセックス大学へ１年間留学・学位取得（２年次９月まで）、１０月帰国後半年間で単位修得、修士論文 

提出，３月で修了する。  

→ 神戸大学在学期間実質１年間で３０単位を修得し（留学中修得単位認定は上限１０単位まで），修士 

論文を作成することになる。 

 

 

 

ヤゲウォ大学 Center for European Studies とのダブルディグリー・プログラム 

法学研究科博士課程前期課程に在学中に，ヤゲウォ大学へ大学院修士学位取得を目的として 1 年程度留学できます。ヤゲ

ウォ大学における入学料・授業料・検定料は免除されます。 

ヤゲウォ大学で取得できる学位は「MA in European Studies（MAES）」です。 

※ヤゲウォ大学Web サイトにより詳細を確認できます。（http://www.ces.uj.edu.pl/home） 

 英語の成績は、TOEFL(Ｉｎｔｅｒｎｅｔ－Ｂａｓｔｅｄ)７９以上またはこれと同等レベルの成績が必要です。 

詳細は Web サイトにより確認できます。 

 

○ダブルディグリー・プログラムにより留学した場合 〔３年在学期間〕モデルケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

★神戸大学大学院在学期間２年でダブルディグリー・プログラムにより留学する場合，１年次１０月から 

    ヤゲウォ大学へ１年間留学・学位取得（２年次９月まで）、１０月帰国後半年間で単位修得、修士論文 

提出、３月で修了する  

→ 神戸大学在学期間実質１年間で３０単位を修得し（留学中修得単位認定は上限１０単位まで）、修士 

論文を作成することになる。 

 

 

 

神戸大学大学院          神戸大学在学中        １０月帰国後 半年間 
法学研究科入学                         法学研究科  

                                 修了要件単位修得・研究 
１年半                             修士論文提出 
修了要件単位修得                       →最終試験合格 
研究                             →学位 

                                 修士（政治学）取得 
                                博士課程前期課程 

３月修了 

２年次１０月から 
エセックス大学へ 
１年間留学 
コースの修了要件単位修得・

研究 
９月 修士論文提出 
    修了（学位取得） 

神戸大学大学院          神戸大学在学中        １０月帰国後 半年間 
法学研究科入学                         法学研究科  

                                 修了要件単位修得・研究 
１年半                             修士論文提出 
修了要件単位修得                       →最終試験合格 
研究                             →学位 

                                 修士（政治学）取得 
                                博士課程前期課程 

３月修了 

２年次１０月から 
ヤゲウォ大学へ 
１年間留学 
コースの修了要件単位修得・

研究 
９月 修士論文提出 
    修了（学位取得） 



 
神戸大学ＥＵエキスパート人材養成プログラム 

Kobe University Programme for European Studies (KUPES) 

博士前期(修士)課程の概要 

 

 

 

神戸大学 EU エキスパート人材養成プログラム（KUPES）は、国際文化／国際人間科学・法・経

済の３学部・研究科の学生を対象に、EU（欧州連合）の社会文化・法・政治・経済的側面に関し

てそれぞれの専門分野と学際的観点から多面的かつ体系的に学べるように、神戸大学が独自に開

発したプログラムです。博士前期（修士）課程では、欧州の協定校へ 1年間留学しダブルディグ

リー（本学と欧州２つの大学の修士号）の取得を目指します。  

 

 

1. ＤＤ留学の特長とメリット 

 

 ２年間で神戸大学と欧州の大学との２つの修士号の獲得が可能。 

 神戸大と留学先大学の指導教員から国際的・学際的・補完的なアドバイスを受け、異な

る研究手法や複眼的な視野を養うことができる。 

 留学先の大学により条件が異なるが、テーマや内容を大きく変えることなく日本とヨー

ロッパの大学で修士論文を作成できる。 

 日本と海外で２つの修士号を獲得することで進路の選択肢が広がる。特に修士号が必須

要件である国際機関等や国際 NGO、外資系企業ではアピールポイントになる。 

 神戸大学で所属する研究科の推薦枠で欧州の大学に入学するため、（一部英国の大学を

除き）留学先大学への入学料・検定料・授業料の支払いが不要。更に、神戸大学内外の

各種奨学金に申請できる。 

 

 

 
 

  

(推薦入試(また
は内部進学者 
選考試験)) 



２．ＤＤ留学体験学生の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．当プログラムへの出願について 

募集要項、出願書類は、受験される当該研究科の合格通知に同封いたします。また、KUPES のウ

ェブサイトにて入手可能となります。その他応募の詳細情報については下記の問い合わせ先まで

ご連絡ください。個別の相談にも応じます。 

 

 

問い合わせ先 

KUPES ウェブサイト：http://www.office.kobe-u.ac.jp/intl-prg/eup/entry/ 

問い合わせ：国際教育総合センタープログラムコーディネート部門 

E-mail：intl-prg@office.kobe-u.ac.jp 電話番号：078-803-7078  

Q.どのような学修を経験していますか？ 

 

● 日本では理論的なこと、留学先では実践的な

内容を学び、補完的に専門を学んでいます。 

 

● ダブルディグリーの２年間は人生で最も密な

時間でした。集大成として作成した修士論文に日

欧で学んだこと全てを詰め込みました。 

Q.あなたの進路に DD 留学はどのように生かせますか？ 

 

● DD 留学中日欧で築いた人脈のおかげで、留学中に EU 政

策専門の日系コンサルタント会社でインターンシップができ

ました。 

 

● 多様な価値観や生き方に触れ、自分のコアな部分を大切

に長いスパンで人生を見るようになり、将来の進路の幅が広

がりました。 

Q.授業以外にどのような課外活動を行っていますか？ 

 

● 大学寮ではコソボ人など、日本ではなかなか会えない人達

と話ができたのが刺激的でした。休暇中にルームメイトの実家

に招待してもらったことは貴重な体験となりました。 

 

● 授業以外にユニセフ学生団体に所属し、難民の子供達のた

めのファンドレイジングを行うなどのイベントに参加すること

で、学内外の人達と交流を持っています。 



   
2018 年度版 

博士課程前期課程のみなさんへ 

「GMAP in Law サーティフィケート」 

のお知らせ 
 

 将来、海外の大学院への留学や国際企業等への就職を希望する皆さんにとって、博士前期課程の時か

ら、英語で行われる授業になれておくことは極めて重要です。そうした希望を持った皆さんのために提

供されるのが、GMAP in Lawサーティフィケートを取得するプログラムです。 

 神戸大学法学研究科では、海外から招いた一流の研究者や実務家による英語での授業を多数提供して

います。また、専門の教師による法律英語の授業等も提供されています。博士前期課程在学中に、こう

した科目の単位を一定数習得すれば、修了時に修士の学位に加えてGMAP in Lawのサーティフィケート

が付与されます。またイングランドの弁護士会が認定する法律英語のテストであるTOLESを受験するた

めの指導を受けることもできます。神戸大学法学研究科だから提供できるこのユニークなプログラムを

活用して、法律学の専門知識だけでなく、英語力もあわせて身に着けることができるこの機会をぜひ活

用して下さい。 

 

❖サーティフィケート取得要件 

1. 法学研究科・博士前期課程（研究者コース･専修コース・社会人コース・研究者養成プ

ロブラム・高度社会人養成プログラム）に在籍する学生であること。 

・GMAP in Lawコース・グローバルマスタープログラムに在籍する学生は取得できません。 

2. GMAP教務係においてサーティフィケート取得登録を行うこと。 

・サーティフィケートの取得を目指す学生は、必ずGMAP教務係（法学研究科教務係内）において、

サーティフィケート取得登録を行ってください。 

・少なくとも2学期間（4クォーター間）の登録が必要です。 

3. 指定科目から14単位以上修得すること。 

 ・「GMAP科目」または「グローバル専門科目」から14単位以上の履修が必要です。 

・「GMAP科目」については、GMAP in Law (Kobe LL.M.) ウェブサイト 

（http://www.law.kobe-u.ac.jp/GMAP/index.html）で確認してください。 

・いずれも英語で提供される科目であることが必要です。 

 

❖2018年度GMAP開講予定科目 （今後さらに追加される予定ですので、上記ウェブサイトで随時ご確認下さい） 

 ・Introduction to Legal English 1, 2（各2単位） 

 ・Advanced Legal English 1, 2（各2単位） 

 ・Japanese Legal System I, II（各2単位） 

 ・International Arbitration 2（2単位） 

 ・Public International Law 1（1単位） 

  ・Public International Law 2（2単位） 

・Comparative Law in Asian Context 1 (Kobe SALAD)（2単位） 

・International Business Transactions (A)（1単位） 

・Strategic International Business Consulting (A)（1単位） 

・Comparative Competition Law（2単位） 

・Latin American International Law（1単位） 

・ADR in Asia and the Rest of the World（1単位）  

・Asian Law（2単位） 

・Vis Moot Workshop（1単位） 

 

❖問い合わせ先：GMAP教務係（法学研究科・教務係内） law-gmap-admin@edu.kobe-u.ac.jp 



 

 

 

(ⅰ) 研究者養成プログラム、高度社会人養成プログラム（MA・D） 

特殊講義（リサーチデザイン、方法論、各専門分野の科目）、外国語文献研究、演習の３科目群による体系的なカ

リキュラム。 

(ⅱ) グローバルマスタープログラム〔GMAP〕（MA） 

国際ビジネス法分野のプロフェッショナル育成のための、英語での教育・研究プログラム 

(ⅲ) 法曹リカレントプログラム（MA） 

法曹リカレント教育の提供。「実務法律専攻科目」（法科大学院で開講している科目の一部）を受講可能。 

(ⅳ) 高度専門法曹養成プログラム〔TLP〕 （D） 

「高度専門法曹特殊講義」（特定分野において極めて高度の法律実務家を養成するための授業科目）を提供 

 

【柔軟な学修体系を提供します： 一専攻化により法学政治学を融合させて学ぶことも可能。従来通りに、法律学

のみ、政治学のみを学ぶことも可能。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法学研究科の各プログラムの特色 

体系的なカリキュラム （研究者養成プログラム、高度社会人養成プログラムのコースワーク例） 

基礎的法方法論を身につけたうえで、それぞれの研究目的とキャリアパスに 

あった特殊講義の組み合わせを計画的に履修。論文作成にむけた計画的指導。 

ステップ１： 基礎  M1 

論文執筆法、研究の方法論の習得 

方法論特殊講義 

（法学リサーチデザイン） 

方法論特殊講義 

（政治学リサーチデザイン） 

方法論特殊講義Ⅰ 

方法論特殊講義Ⅱ 

演習

論文指導  M1 

論文作成  M2 

ステップ３： 応用 

   

修
士
論
文
の
作
成*

 

キャリアパスの例 

ジャーナリスト 

公務員 企業法務 

国際公務員 
国際 NGO 

     研究者 
    （D を経て） 

    シンクタンク 
    コンサルタント会社 

 

M1 

政治理論 

行政学 政治過程論 

政治学文献研究 行政法 

金融商品取引法 

競争政策法 

知的財産法 

経済法 

ステップ２： 目的にかなった専門性の

習得のため、特殊講義を組み合わせ

て履修 

M2 

方法論特殊講義Ⅲ 

*

高
度
社
会
人
養
成
コ
ー
ス
の
場
合
に
は
リ
サ
ー
チ
ペ
ー
パ
ー
も
可
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交換留学先の協定校 （＊は全学協定に基づく） 

ア
ジ
ア
・
太
平
洋 

厦門大学 

中華人民共
和国 

米
州 

リオデジャネイロ州立大 ブラジル  ミラノ大学 

イタリア 
蘭州大学 ピッツバーグ大学＊ アメリカ  ボッコーニ大学 

汕頭大学 オタワ大学＊ カナダ  ボローニャ大学＊ 

人民大学 

欧
州 

ダンディー大学 

イギリス 

 ヴェネツィア大学＊ 

南京大学＊ エセックス大学  バーゼル大学＊ スイス 

上海大学＊ ケント大学  バルセロナ大学＊ スペイン 

清華大学＊ ロンドン大学アジアアフリ  カレル大学＊ チェコ 

武漢大学＊ カ研究学院（SOAS)＊  ソフィア大学＊ ブルガリア 

国立政治大学 

台湾 

リエージュ大学 

ベルギー 

 ヤゲヴォ大学＊ ポーランド 

台湾国立台北大学 サンルイ大学  サンクト・ペテルブ ロシア 

国立台湾大学＊ ブリュッセル自由大学  ルク大学＊  

成均館大学 

韓国 

（蘭語系）＊ 

全南大学 リール政治学院 

フランス 

韓国カトリック大学 リール第３大学 

ソウル国立大学＊ パリ第２大学＊ 

南洋工科大学＊ シンガポール パリ第７大学＊ 

ベトナム経済法律大学  ベトナム パリ・ナンテール大学＊ 

マレーシア国民大学 マレーシア  ライデン大学＊ オランダ 

インドネシア大学  インドネシア  オスナブリュック大学 

ドイツ 

オトゴンテンガー大学 モンゴル ハンブルク大学 

シドニー大学 

オーストラリ
ア 

ベルリン経済法科大学 

ウーロンゴン大学＊ キール大学＊ 

クィーンズランド大学＊ トリ―ア大学＊ 

西オーストラリア大学＊ グラーツ大学＊ オーストリア 

 

グローバルなプログラム群と留学制度 

法学研究科は、グローバル化の加速化する時代において法学・政治学の教育・研究における最先端を目
指しています。海外の大学院とのダブルディグリー・プログラム、英語のみで行われるグローバルマス
タープログラム（GMAP）、世界の協定大学への派遣（交換留学）などが用意されています。 

１．GMAP（国際ビジネス法分野）

すべての講義が、本研究科教員と招
聘外国人教員によって英語で行われ
ます。海外でのインターンシップを必
須とし、修士論文も英語で執筆します。

５．海外での研究活動への助成

大学院生が海外での研究活動を行
うための旅費等をサポートする制度

も整えられています。

３．EUエキスパート人材育成
（KUPES）プログラム

EUの社会・法・政治・経済的側面に
ついて、専門的かつ学際的に研究
する能力や高度な語学力を習得で
きます。博士前期課程でのダブル

ディグリーの取得を目指した留学に
よって、複眼的視野と国際的人脈を

広げます。

４．充実した交換留学制度

下記の協定校リストをご覧ください。
世界のさまざまな大学への交換留学
の道が開かれています。交換留学で
は、協定校での授業料免除や、取得
単位の互換制度が利用できます。詳
しくは神戸大学HPの交換留学に関

する説明をご覧ください。

２．ダブルディグリー・プログラム

2年間の博士前期課程のうち1年間の留
学により、本研究科の修士学位と留学
先の修士学位の両方を取得します。現

在、エセックス大学（イギリス）とヤゲウォ
大学 （ポーランド）がその対象校です。

神戸大学 交換留学 

グローバル化

に 対 応 し た プ

ロフェッショナ

ル 、 国 際 的 な

競 争 力 を もつ

研究者の育成 



 

 

長期履修の申請等の手続きについて（留意事項） 

 

１．長期履修制度について 

この制度は，本研究科高度社会人養成プログラム・法曹リカレントプログラム入学者で，職業

を有している等の事情により，２年間で修了に必要な単位を修得し修了することが困難な者が，

入学時に計画的に２年を超えて単位を修得し修了することを申請し認められた場合，２年間の授

業料で２年を超えて在学できる制度です。 

 

２．「職業を有している等の事情」について 

職業を有している等の事情とは，次のいずれかに該当する者で，標準修業年限内での修学

が困難な場合です。 

（１）職業を有し就業している者（自営業及び臨時雇用を含む。） 

（２）家事，育児，介護等の事情を有する者 

（３）その他研究科長が相当と認めた者 

 

３．長期履修を希望する場合の申請手続きについて 

（１）申請手続きの時期等 

① 長期履修を希望する学生は，平成３１年３月１３日までに，後期から希望する場合は２０

１９年８月１６日までに長期履修申請書を，指導教員（指導教員が未定の場合にあっては，

大学院教務委員長とします。）を経由して研究科長に提出してください。 

なお，長期履修申請書提出時に「職業を有している等の事情」を確認できる書面を添付

してください。例えば，「勤務先の在職証明書」，「健康保険証の写し」，「母子手帳の

写し」などでも差し支えありません。 

② 在学生は，長期履修申請書の提出に当たっては，事前に指導教員と十分相談のうえ，長

期履修計画や研究計画をたててください。 

③ 長期履修の申請については，教授会が，申請の内容について審査のうえ，長期履修を許

可するかどうかを決定します。 

 

（２）承認された履修期間の変更（延長又は短縮）の申請等 

① 原則として，長期履修を許可された期間の変更はできませんが，真にやむを得ない事情

により，許可された履修期間の変更（延長又は短縮）を必要とするときは，長期履修期間

変更申請書を，指導教員を経て研究科長に提出してください。 



 

 

長期履修期間の延長を申請する場合にあっても，神戸大学大学院法学研究科長期履修規

程第３条第２項に定める在学年限を超えることはできないので留意してください。 

② 長期履修期間変更申請書の作成に当たっては，事前に指導教員と十分相談のうえ作成し

てください。 

③ 長期履修期間変更の申請については，教授会が，申請の内容について審査のうえ，長期

履修を許可するかどうかを決定します。 

 

４．納付すべき授業料の額について 

（１）長期履修学生の授業料の年額は，神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の 

額に関する規程に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を在

学期間の年数で除した額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り上げる。）

とします。（参考：神戸大学教学規則第８４条） 

（２）学年の中途で修了することが認められた学生が支払う授業料の額は，（１）により算出し

た年額の１２分の1 に相当する額に在学の月数を乗じて得た額とします。 

（３）学年の中途で在学期間の延長又は短縮が認められる場合において，（１）により定められ

る新たな授業料の額は，翌年度から適用することになります。 

（４）長期履修学生の在学期間の短縮が認められる場合には，短縮後の期間に応じて（１）によ 

り算出した授業料の年額に，当該学生が在学した期間の年数を乗じて得た額から，当該学生

が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を，在学期間の短縮を認めるときに

支払うこととなります。 

（５）授業料の年額の算出に当たっては下記を参照するほか，詳細については教務係に照会して

ください。 

 

５．その他の長期履修制度について不明な点があるときは，教務係に照会してください。 
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