
金城学院大学 卒業要件、取得学位（2022 年 5 月 1 日現在） 

 

卒業要件 

卒業を認められるためには、以下の二つの要件を満たさなければなりません。 

（１）本学に４年（ただし、薬学科生は６年）以上在学すること 

  ※休学期間は在学期間に含めません。 

  ※編入学した学生は、本学在学年数に２年（薬学科編入生は３年）を参入することができます。 

  ※在学期間は８年（ただし、薬学科生は 12 年）を超えることができません。 

（２）各学科別に示す以下の表において、卒業に必要な最低修得単位数を修得すること 

 

学  部 学  科 共通教育 専門教育 自由履修 卒業要件単位 

文 学 部 日本語日本文化学科 

（2017 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 
英語英米文化学科 

（2017 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 
外国語コミュニケーション学科 

（2017 年度以降の入学生） 
22 単位 74 単位 28 単位 124 単位 

 音楽芸術学科 28 単位 70 単位 26 単位 124 単位 

生活環境学部 
生活マネジメント学科 

（2017 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 

環境デザイン学科 

（2017 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

食環境栄養学科 

（2018 年度以降の入学生） 
30 単位 95 単位 3 単位 128 単位 

国際情報学部 国際情報学科 

（2016 年度以前の入学生） 
30 単位 74 単位 20 単位 124 単位 

 
国際情報学科 

（2017 年度以降の入学生） 
30 単位 72 単位 22 単位 124 単位 

人 間 科 学 部 現代子ども学科 

（2016 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 
現代子ども教育学科 

（2019 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 多元心理学科 30 単位 72 単位 26 単位 128 単位 

 コミュニティ福祉学科 30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

薬 学 部 

 

 

 

 

薬学科 

（2014 年度以前の入学生） 
40 単位 148 単位 0 単位 188 単位 

薬学科 

（2015 年度以降の入学生） 
36 単位 151 単位 0 単位 187 単位 

看 護 学 部 看護学科 18 単位 108 単位 0 単位 126 単位 

食環境栄養学科および現代子ども教育学科・現代子ども学科においては、卒業要件単位数とあわせて

卒業要件上の付加条件を満たす必要があります。 

 

 



卒業要件上の付加条件（金城学院大学履修規程より抜粋） 

第 15 条 生活環境学部食環境栄養学科を卒業するためには、管理栄養士受験資格を得るために必要

な授業科目及び単位を修得することを原則とする。 

２ 人間科学部現代子ども学科および現代子ども教育学科を卒業するためには、幼稚園教諭一

種免許状または小学校教諭一種免許状授与の所要資格を得るために必要な授業科目及び

単位を修得することを原則とする。 

必修・選択科目別の必要単位修得数については、履修要覧で確認してください。 

https://busho.kinjo-u.ac.jp/rishu/youran/rishu.htm 

 



金城学院大学大学院 修了要件、取得学位（2022 年 5 月 1 日現在） 

 

文学研究科 博士課程前期課程修了要件 

 ２年以上４年以内在学し、授業科目につき 30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

修士論文または専攻が指定する特定の課題の研究成果の審査及び最終試験に合格すること 

 

文学研究科 博士課程後期課程修了要件 

 ３年以上６年以内在学し、授業科目につき 16 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

博士論文の審査及び最終試験に合格すること 

 

人間生活学研究科 博士課程前期課程修了要件 

 ２年以上４年以内在学し、研究演習１科目２単位、特別研究 10 単位、研究演習及び特別研究を除く授

業科目 18 単位以上を含む 30 単位以上（人間発達学専攻の学生は専攻する分野に限る）を修得し、か

つ修士論文または専攻が指定する特定の課題の研究成果の審査及び最終試験に合格すること（研究演

習及び特別研究を除く授業科目は、各専攻で開設する科目から 10 単位以上を修得すること） 

 臨床心理士受験資格を得ようとする者は、人間発達学専攻臨床心理学分野を専攻し、指定された必修

科目 10 科目 20 単位、選択必修科目群（Ａ～Ｅ）からそれぞれ２単位以上計 10 単位以上を修得するこ

と 

 

人間生活学研究科 博士課程後期課程修了要件 

 ３年以上６年以内在学し、授業科目につき演習科目６単位を含む修了要件単位６単位以上を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格すること 

 

 

 

必修・選択科目別の必要単位修得数については、履修要覧で確認してください。 

https://busho.kinjo-u.ac.jp/rishu/youran/rishu.htm 

 



金城学院大学 卒業要件、取得学位（2021 年 5 月 1 日現在） 

 

卒業要件 

卒業を認められるためには、以下の二つの要件を満たさなければなりません。 

（１）本学に４年（ただし、薬学科生は６年）以上在学すること 

  ※休学期間は在学期間に含めません。 

  ※編入学した学生は、本学在学年数に２年（薬学科編入生は３年）を参入することができます。 

  ※在学期間は８年（ただし、薬学科生は 12 年）を超えることができません。 

（２）各学科別に示す以下の表において、卒業に必要な最低修得単位数を修得すること 

 

 

学  部 学  科 共通教育 専門教育 自由履修 卒業要件単位 

文 学 部 日本語日本文化学科 

（2013 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 
英語英米文化学科 

（2016 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 
外国語コミュニケーション学科 

（2016 年度以前の入学生） 
22 単位 78 単位 28 単位 128 単位 

 
外国語コミュニケーション学科 

（2017 年度以降の入学生） 
22 単位 74 単位 28 単位 124 単位 

 音楽芸術学科 28 単位 70 単位 26 単位 124 単位 

生活環境学部 
生活マネジメント学科 

（2017 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 

環境デザイン学科 

（2014 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

食環境栄養学科 

（2015 年度以降の入学生） 
30 単位 95 単位 3 単位 128 単位 

国際情報学部 国際情報学科 

（2016 年度以前の入学生） 
30 単位 74 単位 20 単位 124 単位 

 
国際情報学科 

（2017 年度以降の入学生） 
30 単位 72 単位 22 単位 124 単位 

人 間 科 学 部 現代子ども学科 

（2016 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 
現代子ども教育学科 

（2019 年度以降の入学生） 
30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

 多元心理学科 30 単位 72 単位 26 単位 128 単位 

 コミュニティ福祉学科 30 単位 70 単位 28 単位 128 単位 

薬 学 部 

薬学科 

（2014 年度以前の入学生） 
40 単位 148 単位 0 単位 188 単位 

薬学科 

（2015 年度以降の入学生） 
36 単位 151 単位 0 単位 187 単位 

食環境栄養学科および現代子ども教育学科・現代子ども学科においては、卒業要件単位数とあわせて

卒業要件上の付加条件を満たす必要があります。 

 

 



 

卒業要件上の付加条件（金城学院大学履修規程より抜粋） 

第 15 条 生活環境学部食環境栄養学科を卒業するためには、管理栄養士受験資格を得るために必要

な授業科目及び単位を修得することを原則とする。 

２ 人間科学部現代子ども学科および現代子ども教育学科を卒業するためには、幼稚園教諭一

種免許状または小学校教諭一種免許状授与の所要資格を得るために必要な授業科目及び

単位を修得することを原則とする。 

必修・選択科目別の必要単位修得数については、履修要覧で確認してください。 

https://busho.kinjo-u.ac.jp/rishu/youran/rishu.htm 

 



金城学院大学大学院 修了要件、取得学位（2019 年 5 月 1 日現在） 

 

文学研究科 博士課程前期課程修了要件 

 ２年以上４年以内在学し、授業科目につき 30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

修士論文または専攻が指定する特定の課題の研究成果の審査及び最終試験に合格すること 

 

文学研究科 博士課程後期課程修了要件 

 ３年以上６年以内在学し、授業科目につき 16 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

博士論文の審査及び最終試験に合格すること 

 

人間生活学研究科 博士課程前期課程修了要件 

 ２年以上４年以内在学し、研究演習１科目２単位、特別研究 10 単位、研究演習及び特別研究を除く授

業科目 18 単位以上を含む 30 単位以上（人間発達学専攻の学生は専攻する分野に限る）を修得し、か

つ修士論文または専攻が指定する特定の課題の研究成果の審査及び最終試験に合格すること（研究演

習及び特別研究を除く授業科目は、各専攻で開設する科目から 10 単位以上を修得すること） 

 臨床心理士受験資格を得ようとする者は、人間発達学専攻臨床心理学分野を専攻し、指定された必修

科目 10 科目 20 単位、選択必修科目群（Ａ～Ｅ）からそれぞれ２単位以上計 10 単位以上を修得するこ

と 

 

人間生活学研究科 博士課程後期課程修了要件 

 ３年以上６年以内在学し、授業科目につき演習科目６単位を含む修了要件単位６単位以上を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格すること 

 

必修・選択科目別の必要単位修得数については、履修要覧で確認してください。 

https://busho.kinjo-u.ac.jp/rishu/youran/rishu.htm 

 


