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駿 河 台 大 学 学 則 

 

 

第１章    総          則 

 

（目  的） 

第１条 本学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、広い分野の知識と深い専門の学術

を教授研究するとともに、徹底した人格教育を通して豊かな知的教養と国際的感覚を備えた有為の人

材を養成し、学術、文化の向上・普及と併せて人類・社会の発展に寄与することを目的とする。 

（名 称） 

第２条 本学は、駿河台大学（以下「本学」という。）と称する。 

（大学評価等） 

第２条の２ 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学に

おける教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

２ 本学は、前項の措置に加え、学校教育法に定めるところにより、本学の教育研究等の総合的な状況

について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。 

 

第２章    組          織 

 

（学部・学科及び収容定員並びに教育研究上の目的） 

第３条 本学に、次の学部及び学科を置き、その収容定員を次のとおりとする。 

学部・学科 入学定員 編入学定員 収容定員 

法学部      法律学科 

経済経営学部  経済経営学科 

メディア情報学部メディア情報学科 

現代文化学部   現代文化学科 

心理学部         心理学科 

２６０名

２４０名

１６０名

１３０名

１３０名

１０名（第３年次） 

１０名（第３年次） 

１０名（第３年次） 

２０名（第３年次） 

 

１０６０名

９８０名

６６０名

５６０名

５２０名

２ 各学部は、それぞれ次の教育研究上の目的を遂行することにより、第１条の本学の目的の達成に資

するものとする。 

(1) 法学部においては、リーガルマインドを持って、社会事象を多角的かつ的確に把握し、社会に生

じる諸問題を主体的に解決できる能力を備え、地域を始めとする社会の各領域で活躍する人材の養成 

(2) 経済経営学部においては、経済学と経営学の両領域の知識と幅広い教養を活用し、地域社会の中

核として諸活動を担う人材の養成 

 (3) メディア情報学部においては、デジタル情報技術の進展により増大化する情報資源と多様な情報

ニーズを持つ利用者との間に位置し、各種メディアに精通しその特性を最大限に活用して情報の精

算・流通・蓄積・再利用を実践する能力を備え、情報社会の中で活躍する人材の養成 

(4) 現代文化学部においては、比較文化・観光ホスピタリティ・スポーツ文化の各履修コースを通じ

て、世界の多様な文化を自らの文化と比較対照して学び、いろいろな立場で国際交流に貢献する人材、

世界各地の地域文化を観光を通じて学ぶ方法を身につけ観光分野で活躍する人材、スポーツ文化を理

解し、地域のスポーツ交流を推進する人材を養成 

(5) 心理学部においては、心理学を中心とした人間・社会に対する幅広い知識と教養、十分な社会的

スキルを修得し、現代社会が抱える諸問題の解決と社会の発展に貢献できる人材の養成 
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（大学院） 

第３条の２ 本学に大学院を置く。 

２ 大学院に関し必要な事項は、別に定める。 

（教職員） 

第４条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び事務職員を置く。 

２ 本学に、前項のほか、学部長、研究科長、事務局長、メディアセンター長、キャリアセンター長及

びその他の職員を置く。 

３ 本学に、前２項のほか、必要があるときは、副学長、審議役及び副研究科長を置くことができる。 

（各教職員の職務） 

第５条 学長は、本学の校務を掌り、所属教職員を統督する。 

２ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する

者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。学生を教授し、その研究を指

導し、又は研究に従事する。 

３ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者

であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

４ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

５ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生

を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

６ 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 

７ 事務職員は、大学の運営に関する事務を処理する。 

８ 前条第２項の職員の職務については、別に定める。 

（大学評議会） 

第６条 本学に、大学の教育・研究の適正な運営を期するため、学長の諮問に応じ教学に関する重要事

項を審議することを目的として、大学評議会（以下「評議会」という。）を置く。 

２ 評議会について必要な事項は、別に定める。 

（部局長会議） 

第７条 本学に、大学における全般的な業務について連絡調整を行い、所轄事項の調整及び効率化を図

るため、学部長会議及び研究科長会議（以下「部局長会議」という。）を置く。 

２ 部局長会議について必要な事項は、別に定める。 

（教授会） 

第８条 本学の各学部に、教授会を置く。 

２ 教授会は、学部長がこれを招集し、その議長となる。 

３ 教授会は、教授、准教授、及び講師をもって構成する。 

４ 教授会は、次の事項について審議する。 

(1) 学生の入学、休学、復学、転学、留学、退学、賞罰その他学生の身上に関すること。 

(2) 学生の試験及び卒業に関すること。 

(3) 単位の認定及び学業評価に関すること。 

(4) 大学の教育研究に関すること。 

(5) 教育課程及び授業に関すること。 

(6) 学生の指導に関すること。 

(7) 教員の人事に関すること。 

(8) 学長が諮問した事項に関すること。 

(9) その他学部の重要な事項に関すること。 

５ 教授会の運営等について必要な事項は、別に定める。 
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（共通教育センター） 

第９条 本学に、共通教育センターとして、外国語教育センター、スポーツ教育センター、情報処理教

育センター、その他必要なセンターを置く。 

２ 共通教育センターについて必要な事項は、別に定める。 

（委員会の設置） 

第１０条 本学に、教育研究、校務等の円滑な運営を図るため、学長に意見を具申し、又諮問に応じて

審議する機関として、必要に応じて委員会を置くことができる。 

２ 委員会は、各学部から選出された教員若干名をもって構成する。 

３ その他委員会について必要な事項は、別に定める。 

（事務組織） 

第１１条 本学に、事務局を置く。 

２ 事務局の組織及び事務分掌については、別に定める。 

（名誉教授） 

第１２条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師又は助教として多年勤務し、教育上又は学術上

特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。 

２ 名誉教授に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第３章    学年、学期及び休業日 

 

（学 年） 

第１３条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学 期） 

第１４条 学年を２期に分け、春学期は４月１日から９月３０日まで、秋学期は１０月１日から翌年３

月３１日までとする。ただし、学長は、春学期及び秋学期の授業日数を調整するため、春学期の終期

及び秋学期の始期を変更することができる。 

（休業日） 

第１５条 休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

(3) 本学創立記念日 １１月２２日 

(4) 春期休業 ３月２５日から３月３１日まで 

(5) 夏期休業 ７月２６日から９月２５日まで 

(6) 冬期休業 １２月２６日から翌年１月７日まで 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定め、又は休業日に授業を行うことができる。 

 

第４章    修業年限及び在学年限 

 

（修業年限） 

第１６条 本学の修業年限は、４年とする。 

（在学年限） 

第１７条 学生は、８年を超えて在学することができない。ただし、第２３条の規定により入学した学

生については、同条第４項の規定により定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在

学することができないものとする。 



大学学則 

- 4 - 

第５章    入学、編入学、転入学及び再入学 

 

（入学の時期） 

第１８条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第２３条に規定する者で特に必要と認める者に

ついては学期の始めとすることができる。 

（入学資格） 

第１９条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校または中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに相当す

る学校教育を修了した者を含む。） 

(3) 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に終了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定

試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(8) 本学において、個別の入学審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

で、１８歳に達した者 

（入学の出願） 

第２０条 本学への入学を志願する者は、所定の入学願書及び別に定める書類に第４５条に定める入学

検定料を添えて願い出なければならない。 

２ 出願手続について必要な事項は、別に定める。 

（入学志願者の選考） 

第２１条 前条の入学志願者の選考は、教授会の議を経て、学長が行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第２２条 前条の選考の結果に基づく合格者は、誓約書、保証書その他本学が必要と認める書類を所定

の期日までに提出し、第４６条に定める学費を所定の期日までに納付しなければならない。 

２ 保証書の保証人は、父母とし、学生の在学中に関する一切の事項について保証しなければならない。

ただし、父母が保証人となることのできない場合は、親族又は縁故者とする。 

３ 学長は、第１項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

 

第６章    休学、復学、転学、転学部・転学科、留学及び退学 

 

（編入学、転入学及び再入学） 

第２３条 次の各号のいずれかに該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、選考のうえ

相当年次に編入学を許可することがある。 

(1) 大学を退学した者又は卒業した者 

(2) 外国において、学校教育における１４年の課程を修了した者 

(3) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

(4) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）附則第７条に定める従前の規定による高等

学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者 
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(5) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満た

すもの）を修了した者（学校教育法第９０条に規定する者に限る。） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、選考のうえ相当年

次に転入学を許可することがある。 

(1) 他の大学に在学している者 

(2) 外国の大学に在学している者 

３ 本学を退学した者が３年以内に再入学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可すること

がある。 

４ 前３項の規定により入学を許可された者の、すでに履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在

学すべき年限については、教授会の議を経て、学部長が決定する。 

（休 学） 

第２４条 病気その他やむを得ない事由により、引き続き２か月以上修学することができない者は、そ

の事由を具して保証人連署のうえ学部長に願い出て、許可を得て休学することができる。ただし、病

気の場合は、医師の診断書を添えなければならない。 

２ 病気その他の事由により修学することが適当でないと認められる者については、学部長は、休学を

命ずることができる。 

（休学期間） 

第２５条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、１年を限度として、休学

期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して３年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第１７条の在学年限に算入しない。 

（復 学） 

第２６条 休学期間が満了し、又は休学の事由が消滅したときは、学部長の許可を得て復学することが

できる。 

（転 学） 

第２７条 他の大学へ入学又は転入学を志願しようとする者は、学部長に転学願を提出し、学長の許可

を受けなければならない。 

（転学部・転学科） 

第２７条の２ 他の学部に転学部を志願する者があるときは、教授会の議を経て、学長が許可すること

がある。 

２ 他の学科に転学科を志願する者があるときは、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。 

（留 学） 

第２８条 外国の大学で修学することを志願する者は、教育上有益と認められた場合に限り、学部長の

許可を得て留学することができる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、１年を限度として第１６条に定める修業年限に含めることがで

きる。 

（願い出による退学） 

第２９条 病気その他やむを得ない事由のため退学しようとする者は、保証人連署の退学願を提出し、

学長の許可を受けなければならない。 

（命令による退学） 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議を経て、学長が退学を命ずる。 

(1) 学費の納付を怠った者 

(2) 第１７条に定める在学年限を超えた者 

(3) 学業を怠り、又は回復困難な病気により成業の見込みがないと認められる者 
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(4) 第２５条に定める休学期間を超えてもなお修学ができない者 

(5) 他の大学、短期大学又は高等専門学校に在籍していることが明らかになった者 

(6) 長期間にわたって行方不明の者 

 

第７章    教育課程、教職課程、資格課程、司書教諭課程及び履修方法等 

 

（授業科目） 

第３１条 開設する授業科目及び単位数は、別表第Ⅰのとおり定める。 

（卒業資格） 

第３２条 卒業資格を得るためには、本学に４年以上在学し、別表第Ⅰに定める授業科目のなかから、

１２４単位以上履修し、単位を修得しなければならない。 

（単位の計算方法） 

第３３条 各授業科目の単位数は、１単位の履修時間を教室内及び教室外を合せて４５時間とし、次の

基準により計算する。 

(1) 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって１

単位とする。 

(2) 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の授業をも

って１単位とする。 

（授業日数） 

第３４条 １年間の授業日数は、定期試験等の日数を含め、３５週にわたるものとする。 

（試 験） 

第３５条 学生は、所定の履修申請に記載した授業科目の授業に出席したうえで、定期試験を受けなけ

ればならない。 

２ 試験は毎学期末に行う。ただし、教授会の議を経て、授業科目の一部又は全部について別の時に行

うことがある。 

３ 第１項の試験のほかに、臨時試験を行うことがある。 

４ 第１項及び第３項の場合のほか、病気その他やむを得ない事由により受験できなかった者及び試験

に合格できなかった者に対して、特に追試験及び再試験を行うことがある。 

５ 試験に関し必要な事項は、別に定める。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第３６条 教育上有益と認めるときは、当該大学又は短期大学との協議に基づき、学部長は、他の大学

又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位については、教授会の議に基づき、６０単位を限度として卒業の要

件となる単位として認めることができる。 

３ 前項の規定は、学生が外国の大学または短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行

う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

４ 前３項の規定に関し、必要な事項は別に定める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第３６条の２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修

した授業科目について修得した単位を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った文部科学大臣が別に定める大学以外

の教育施設等における学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の
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場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、前条により本学において修得したも

のとみなす単位数と合せて６０単位を超えないものとする。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第３６条の３ 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えるこ

とができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前２条により本学において修得したものとみなす単位数

と合せて６０単位を超えないものとする。 

（単位の授与） 

第３７条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 履修科目の成績は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆの５段階をもって表示し、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄをもって合格と

し、Ｆを不合格とする。 

（履修方法） 

第３８条 その他、履修の方法について必要な事項は、別に定める。 

（教育職員免許状・司書資格・学芸員資格・司書教諭資格） 

第３９条 本学において取得できる教育職員免許状の種類（教科）及び開設学部学科は、次のとおりと

する。 

免許状の種類（教科） 開設学部学科 

中学校教諭一種免許状（社会） 

法学部法律学科 

経済学部経済経営学科 

心理学部心理学科 

中学校教諭一種免許状（英語） 現代文化学部現代文化学科 

中学校教諭一種免許状（保健体育） 現代文化学部現代文化学科 

高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
法学部法律学科 

経済学部経済経営学科 

高等学校教諭一種免許状（公民） 

法学部法律学科 

経済学部経済経営学科 

心理学部心理学科 

高等学校教諭一種免許状（情報） メディア情報学部メディア情報学科 

高等学校教諭一種免許状（英語） 現代文化学部現代文化学科 

高等学校教諭一種免許状（保健体育） 現代文化学部現代文化学科 

２ 前項の教育職員免許状の取得を希望する者は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の単

位を修得しなければならない。 

３ 前項の免許状を取得するための授業科目及び単位の履修方法について必要な事項は、別に定める。 

４ 司書資格の取得を希望する者は、図書館法及び同法施行規則に基づき、本学の定める授業科目及び

単位を修得しなければならない。 

５ 前項の資格を取得するための授業科目及び単位の履修方法について必要な事項は、別に定める。 

６ 学芸員資格の取得を希望する者は、博物館法及び同法施行規則に基づき、本学の定める授業科目及

び単位を修得しなければならない。 

７ 前項の資格を取得するための授業科目及び単位の履修方法について必要な事項は、別に定める。 

８ 司書教諭資格の取得を希望する者は、学校図書館法及び学校図書館司書教諭講習規程に基づき、本

学の定める授業科目及び単位を修得しなければならない。 

９ 前項の資格を取得するための授業科目及び単位の履修方法について必要な事項は、別に定める。 
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第８章    卒業及び学士号 

（卒 業） 

第４０条 本学に４年以上在学し、所定の授業科目を履修し、その試験に合格して、卒業資格に必要な

所定の単位を修得した者には、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、卒業証書を授与する。 

（学士学位） 

第４１条 本学を卒業した者には、次の区分により学士の学位を授与する。 

学部・学科 学位の種類 

法学部          法律学科  

経済経営学部    経済経営学科 

 

メディア情報学部メディア情報学科 

現代文化学部    現代文化学科 

心理学部       心理学科 

学士（法学） 

学士（経済学） 

学士（経営学） 

学士（メディア情報学） 

学士（現代文化学） 

学士（心理学） 

 

第９章    科目等履修生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第４２条 本学において単位の修得を目的として特定の授業科目を履修することを志願する者がある

ときは、選考のうえ科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 本学において科目等履修生として、一定の単位（第１９条の規定により入学資格を有した後、修得

したものに限る）を修得した者に対し、本学に入学した後に修得したとみなすことのできる当該単位

数及び第１６条に規定する修業年限に通算することができる期間については、教授会の議を経て学部

長が定める。ただし、その期間は２年を超えてはならない。 

（単位互換履修生） 

第４２条の２ 他の大学又は短期大学の学生が本学において特定の授業科目を履修しようとするとき

は、当該大学又は短期大学との協議に基づき、教授会の議を経て、単位互換履修生として、これを許

可することができる。 

（外国人留学生） 

第４３条 外国人であって、外国において通常の課程による１２年の学校教育を修了した者、又はこれ

と同等以上の資格のある者が、本学に入学を志願するときは、日本政府、日本政府の承認した外国政

府若しくは日本駐在の外国公館の発行した身分証明書、又はこれに準ずる証明書のある者に限り、選

考のうえこれを許可することがある。 

（その他） 

第４４条 科目等履修生及び外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

２ 別段の定めがない限り、本学則は、科目等履修生及び外国人留学生に準用する。 

 

第１０章    入学検定料及び学費 

 

（入学検定料） 

第４５条 入学志願者は、入学検定料を納付しなければならない。 

２ 入学検定料については、別表第Ⅱ－１のとおりとする。 

（学 費） 

第４６条 学費は、入学金、授業料及び施設費とし、その額は、別表第Ⅱ－２のとおりとする。 

２ 休学期間中の授業料は半額とする。 
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３ 学費の納期、納付方法等について必要な事項は、別に定める。 

（納付した学費等） 

第４７条 既に納付された入学検定料及び学費は、理由の如何を問わず返還しない。 

 

第１１章    学生の福利厚生 

 

（健康相談室） 

第４８条 学生の心身の健康を保全するため、健康相談室を置く。 

２ 健康相談室に関する規定は、別に定める。 

 

第１２章    メディアセンター及びキャリアセンター 

 

（メディアセンター） 

第４９条 本学に、メディアセンターを置く。 

２ メディアセンターに関する規定は、別に定める。 

（キャリアセンター） 

第４９条の２ 本学に、キャリアセンターを置く。 

２ キャリアセンターに関する規定は、別に定める。 

 

 

第１３章    賞          罰 

 

（表 彰） 

第５０条 成績の特に優秀な学生又は表彰に価する行為があった学生は、教授会の議を経て、学長が表

彰する。 

（懲 戒） 

第５１条 本学の学則若しくは諸規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授

会の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがない者 

(2) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 停学の期間は、在学年限に算入する。ただし、停学の期間が３か月を超える場合は、第１６条に規

定する修業年限に算入しない。 

 

第１４章    奨 学 制 度 

 

（給付奨学生） 

第５２条 学業成績及び人物共に優れている学生並びに経済的理由により修学が困難な学生に対して

は、教授会の議を経て、給付奨学生として奨学金を給付することができる。 

２ 給付奨学生に関し必要な事項は、別に定める。 

（奨学生） 

第５３条 入学後、本人の経済事情に変化を生じた学生に対しては、教授会の議を経て、奨学金を貸与

することができる。 

２ 奨学生に関し必要な事項は、別に定める。 
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第１５章    公 開 講 座 

 

（公開講座） 

第５４条 社会人の教養、知識を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設する。 

２ 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第１６章    付 属 施 設 

 

（付属施設） 

第５５条 本学に研究所等、教育研究に必要な付属施設を設置する。 

２ 付属施設に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この学則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 第３条の規程にかかわらず、経済学部経済経営学科については、平成２５年３月３１日に当該学部

に在学する学生が、当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

３ 第３条の規定にかかわらず、平成２５年度及び平成２６年度における経済学部経済経営学科の編入

学定員は次のとおりとする。 

学部・学科 編入学定員 

経済学部 経済経営学科 １０名（第３年次）

４ 第４１条の規定に関する平成２４年度以前の入学者の適用については、なお従前の例による。 

 

 

 

附則 一部（略） 

別表第Ⅰ ３．経済経営学部経済経営学科以外（略） 

別表第Ⅱ（略） 



◎印は必修科目◯印は選択必修
卒業要件単位

◎経済・経営と社会 (2) 必修２単位
英語Ⅰ (2) 英語Ⅱ (2)
英語Ⅲ (2) 日本語Ⅰ (2)
日本語Ⅱ (2) 日本語Ⅲ (2)
日本語・日本事情 (2)
ドイツ語Ⅰ (2) ドイツ語Ⅱ (2)
ドイツ語Ⅲ (2) フランス語Ⅰ (2)
フランス語Ⅱ (2) フランス語Ⅲ (2)
中国語Ⅰ (2) 中国語Ⅱ (2)
中国語Ⅲ (2) 韓国語Ⅰ (2)
韓国語Ⅱ (2) 韓国語Ⅲ (2)
英語Ⅰ (2) 英語Ⅱ (2)
英語演習Ⅰ (2) 英語演習Ⅱ (2)
ドイツ語演習Ⅰ (2) ドイツ語演習Ⅱ (2)
フランス語演習Ⅰ (2) フランス語演習Ⅱ (2)
中国語演習Ⅰ (2) 中国語演習Ⅱ (2)
韓国語演習Ⅰ (2) 韓国語演習Ⅱ (2)
海外語学演習 (4) 外国大学科目 (2)
哲学Ⅰ (2) 哲学Ⅱ (2)
論理学Ⅰ (2) 論理学Ⅱ (2)
倫理学Ⅰ (2) 倫理学Ⅱ (2)
言語学 (2) 文学Ⅰ (2)
文学Ⅱ (2) 観光学 (2)
芸術学 (2)
法学Ⅰ (2) 法学Ⅱ (2)
政治学 (2) 社会学Ⅰ (2)
社会学Ⅱ (2) 文化人類学Ⅰ (2)
文化人類学Ⅱ (2) 情報科学Ⅰ (2)
情報科学Ⅱ (2) 歴史学Ⅰ (2)
歴史学Ⅱ (2)
地理学Ⅰ (2) 地理学Ⅱ (2)
環境生物学Ⅰ (2) 環境生物学Ⅱ (2)
地球科学 (2) 行動科学 (2)
こころの科学Ⅰ (2) こころの科学Ⅱ (2)
こころの科学Ⅲ (2) こころの科学Ⅳ (2)
からだの科学Ⅰ (2) からだの科学Ⅱ (2)
生命の科学Ⅰ (2) 生命の科学Ⅱ (2)
現代自然科学Ⅰ (2) 現代自然科学Ⅱ (2)
健康・スポーツ実習 (2)
現代思想 (2) 比較文明論 (2)
現代人と宗教Ⅰ (2) 現代人と宗教Ⅱ (2)
コミュニケーション論 (2) 現代と文学 (2)
現代観光論 (2) アニメーション文化論 (2)
映像文化論 (2) 日本伝統文化論 (2)
現代社会と法 (2) 国際社会と政治 (2)
地域社会と経済 (2) 社会福祉論Ⅰ (2)
社会福祉論Ⅱ (2) 多文化共生論 (2)
情報社会論 (2) 現代社会とメディア (2)
インターネット文化論 (2) ホスピタリティ論 (2)
労働と社会 (2) NPO・NGO論 (2)
アジア社会論 (2) ジェンダー論 (2)
子ども文化論 (2)
環境と社会 (2) 地域環境論 (2)
地球環境論 (2) 現代人と心理Ⅰ (2)
現代人と心理Ⅱ (2) 森林文化論 (2)
健康・スポーツ演習 (4)
キャリア基礎 (2) ◎キャリアデザインⅠ (2)
◎キャリアデザインⅡ (2) ライフプランニング (2)
◎キャリア発展Ⅰ (2) キャリア発展Ⅱ (2)
キャリア実践 (2) インターンシップⅠ (4)
インターンシップⅡ (2) まちづくり実践 (2)
森林文化実習 (2) ボランティア実践 (2)
◎コンピュータリテラシーⅠ（実習） (1) ◎コンピュータリテラシーⅡ（実習） (1) 必修２単位
◎プロゼミナール (4) ◎入門演習 (4)
◎演習Ⅰ (4) ◎演習Ⅱ (4)
◎基礎数学 (2) ◎経済学の基礎（マクロ編） (2)
◎経済学の基礎（ミクロ編） (2) ◎国際経済の基礎 (2)
経済史Ⅰ (2) 経済史Ⅱ (2)
◎経営学総論Ⅰ (2) 経営学総論Ⅱ (2)
会計学総論Ⅰ (2) 会計学総論Ⅱ (2)
簿記原理Ⅰ (2) 簿記原理Ⅱ (2)
情報処理概論Ⅰ (2) 情報処理概論Ⅱ (2)
統計学基礎 (2) 統計学応用 (2)

３．経済経営学部経済経営学科
科 目 群 授業科目（単位数）
学部科目

外
国
語
科
目

必
修
外
国
語

第１
必修６単位
（但し、外国人留学生は
８単位）

第２

必修６単位
（いずれか１ヶ国語選
択）
（但し、外国人留学生は
４単位）

選
択
外
国
語

教
養
基
礎
科
目

人間と文化
分野

１２単位以上
（分野はガイドラインで
あり、自由に選択でき
る）

人間と社会
分野

人間と環境
分野

教
養
発
展
科
目

人間と文化
分野

１０単位以上
（分野はガイドラインで
あり、自由に選択でき
る）

人間と社会
分野

人間と環境
分野

キャリア支援科目
必修６単位を含む
１０単位以上

情報教育

演習科目 必修１６単位

専攻基礎科目 ２０単位以上



卒業要件単位科 目 群 授業科目（単位数）
〇マクロ経済学Ⅰ (2) 〇マクロ経済学Ⅱ (2)
〇ミクロ経済学Ⅰ (2) 〇ミクロ経済学Ⅱ (2)
〇経済政策論Ⅰ (2) 〇経済政策論Ⅱ (2)
〇財政学Ⅰ (2) 〇財政学Ⅱ (2)
経済数学 (2) 経済データ分析 (2)
ゲームと情報の経済学 (2) 日本経済論Ⅰ (2)
日本経済論Ⅱ (2) 経済学史 (2)
公共経済学Ⅰ (2) 公共経済学Ⅱ (2)
国際経済学Ⅰ (2) 国際経済学Ⅱ (2)
アジアビジネス事情Ⅰ (2) アジアビジネス事情Ⅱ (2)
労働経済学Ⅰ (2) 労働経済学Ⅱ (2)
環境経済学Ⅰ (2) 環境経済学Ⅱ (2)
外国大学科目 (2)
〇金融論 (2) 〇国際金融論 (2)
応用簿記原理Ⅰ (2) 応用簿記原理Ⅱ (2)
会計情報システム論 (2) 〇管理会計論 (2)
原価計算論Ⅰ (2) 原価計算論Ⅱ (2)
〇財務会計論 (2) 簿記演習 (2)
金融Today (2) 外国大学科目 (2)
〇経営管理論 (2) 〇経営戦略論Ⅰ (2)
経営戦略論Ⅱ (2) ○マーケティング論Ⅰ (2)
マーケティング論Ⅱ (2) 経営リーダーシップ論 (2)
企業家論 (2) 〇経営史 (2)
意思決定論 (2) 〇経営情報論Ⅰ (2)
経営情報論Ⅱ (2) 経営科学 (2)
コンピュータリテラシーⅢ（実習） (1) コンピュータリテラシーⅣ（実習） (1)
ビジネスエコノミクス (2) 地域企業論 (2)
地域産業論 (2) ビジネス・ケーススタディⅠ (2)
ビジネス・ケーススタディⅡ (2) 外国大学科目 (2)
憲法概論 (2) 憲法（人権）Ⅰ (2)
憲法（統治機構）Ⅰ (2) 民法総則Ⅰ (2)
民法総則Ⅱ (2) 物権法 (2)
担保物権法 (2) 債権総論Ⅰ (2)
債権総論Ⅱ (2) 契約法Ⅰ (2)
契約法Ⅱ (2) 不法行為法 (2)
商法（会社法A）Ⅰ (2) 商法（会社法A）Ⅱ (2)
経済法Ⅰ (2) 税法 (2)
国際法Ⅰ (2) 国際法Ⅱ (2)
哲学概論Ⅰ (2) 哲学概論Ⅱ (2)
倫理学概論Ⅰ (2) 倫理学概論Ⅱ (2)
日本史概論Ⅰ (2) 日本史概論Ⅱ (2)
外国史概論Ⅰ (2) 外国史概論Ⅱ (2)
地理学概論Ⅰ (2) 地理学概論Ⅱ (2)
地誌学概論Ⅰ (2) 地誌学概論Ⅱ (2)
経済地理Ⅰ (2) 経済地理Ⅱ (2)
環境問題の基礎Ⅰ (2) 環境問題の基礎Ⅱ (2)
環境アセスメント (2) 西洋文化論 (2)
外国大学科目 (2)
計量経済学Ⅰ (2) 計量経済学Ⅱ (2)
経済変動の理論 (2) 市場と企業の理論 (2)
日本経済史Ⅰ (2) 日本経済史Ⅱ (2)
国際貿易論 (2) 開発経済論Ⅰ (2)
開発経済論Ⅱ (2) アメリカ経済の歴史と現状 (2)
ヨーロッパ経済の歴史と現状 (2) 地方財政論Ⅰ (2)
地方財政論Ⅱ (2) 社会保障論 (2)
社会福祉行財政 (2) 社会福祉政策 (2)
外国大学科目 (2)
企業金融論 (2) ポートフォリオ投資論 (2)
監査論 (2) 財務管理論 (2)
財務諸表分析 (2) 応用会計情報システム論 (2)
上級簿記演習 (2) 中小企業論 (2)
国際経営論 (2) 流通ネットワーク論 (2)
経営システム論 (2) ソーシャル・マーケティング論 (2)
経営データ分析Ⅰ (2) 経営データ分析Ⅱ (2)
経営資源科学 (2) マーケティング・リサーチⅠ (2)
マーケティング・リサーチⅡ (2) 情報資源管理論 (2)
マーケティング・データベース (2) 外国大学科目 (2)
流通ネットワーク論 (2) ソーシャル・マーケティング論 (2)
マーケティング・リサーチⅠ (2) マーケティング・リサーチⅡ (2)
マーケティング・データベース (2) 経営組織論 (2)
人的資源管理論 (2) 人的資源戦略論 (2)
中小企業論 (2) 国際経営論 (2)
経営データ分析Ⅰ (2) 経営データ分析Ⅱ (2)
経営資源科学 (2) 情報資源管理論 (2)
応用情報処理Ⅰ (2) 応用情報処理Ⅱ (2)
経営システム論 (2) 市場と企業の理論 (2)
財務諸表分析 (2) 応用会計情報システム論 (2)
上級簿記演習 (2) 外国大学科目 (2)

専
攻
基
幹
科
目

経済コア
分野

２２単位以上
（３年次に登録するコー
ス別選択必修４単位を修
得すること。選択にあ
たっては、「履修モデ
ル」を参照。）

金融・会計
コア分野

経営コア
分野

自由選択科目群
各科目群の最低卒業要件単位を超えた修得単位、

及び指定された他学部開講科目の修得単位
6単位

合計１２４単位以上

社会・法コ
ア分野

専
攻
発
展
科
目

経済と社会
コース

登録するコースより、
１２単位以上

ビジネスと
マネーコー

ス

マーケティ
ングと戦略

コース
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駿河台大学教授会規程 

（総 則） 

第１条 駿河台大学学則第８条の規定に定めるところにより、本学の各学部に

教授会を置く。 

（組 織） 

第２条 教授会は、教授、准教授及び講師をもって構成する。 

（会 議） 

第３条 教授会は、学部長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 事務局長は、随時教授会に出席して意見を述べることができる。 

３ 教授会が必要と認めたときは、教授会構成員以外の者の出席を求め意見を

聴くことができる。 

（審議事項） 

第４条 教授会は、次の事項について審議する。 

(1) 学生の入学、休学、復学、転学、留学、退学、除籍、賞罰その他学生の身

上に関すること。 

(2) 学生の試験及び卒業に関すること。 

(3) 単位の認定及び学業評価に関すること。 

(4) 大学の教育研究に関すること。 

(5) 教育課程及び授業に関すること。 

(6) 学生の指導に関すること。 

(7) 教員の人事に関すること。 

(8) 学長が諮問した事項に関すること。 

(9) その他学部の重要な事項に関すること。 

（開 催） 

第５条 教授会は、原則として毎月定例にこれを招集する。ただし、学部長が

必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。 

２ 教授会の開催にあたっては、会日の７日前に通知するものとする。 

３ 学部長が緊急に必要と認めたときは、前２項の規定にかかわらず教授会を

招集することができる。 

４ 学部長は、教授会の構成員の３分の１以上の要求があった場合は、速やか

に教授会を招集しなければならない。 
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（議決方法） 

第６条 教授会は構成員（休職者及び１か月以上にわたる公務出張者を除く。）

過半数の出席をもって成立する。ただし、学則の改正等重要事項の審

議については、３分の２以上の出席を必要とする。 

２ 議事は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

３ 重要事項の審議については、出席者の３分の２以上の賛成を要するものと

する。 

（議事録） 

第７条 教授会は、開催の都度議事録を作成し、次の事項を記載しなければな

らない。 

(1) 開催の日時及び場所 

(2) 出席の状況 

(3) 議案審議の概要 

（委員会） 

第８条 教授会に、必要に応じて委員会を置くことができる。 

２ 委員会の委員には、教授会の構成員以外からも選出することができる。 

３ 委員会は、教授会から諮問された事項を審議する。 

４ 委員会については、教授会においてこれを定める。 

（事 務） 

第９条 教授会に関する事務は、学務部教務課が担当する。 

（その他） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか教授会の運営に関し必要な事項は、教授

会においてこれを定める。 

附 則 

この規程は、昭和６２年４月１日から施行する。 

平成２年４月１日一部改正。 

この改正規程は、平成２年１２月２０日から施行し、平成２年９月１日から適

用する。 

平成１９年４月１日一部改正。 

平成２１年４月１日一部改正。 

平成２２年１２月２日一部改正。  
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