
「大学院共通科目」の履修について 

Guide to Common Graduate School Subjects 

 
 

大学院共通科目ウェブサイト：https://pgd.tohoku.ac.jp/rpc/subjects.html 
 
１ 大学院共通科目とは What are Common Graduate School Subjects? 

本大学院では、あらゆる境界を越え、創造的で活力のある研究者・高度専門人材を育成するため、

深い教養の涵養、現代的社会課題の学修、移転可能スキルの修得を図ることを目的として、令和４

年度から「大学院共通科目」を開設しています。 
The Graduate School of Tohoku University has been offering "Common Graduate School 

Subjects" since 2022. The purpose of this program is to cultivate in-depth education, learn about 
contemporary social issues, and acquire transferable skills in order to develop creative and 
dynamic researchers and highly specialized personnel who can transcend all boundaries. 

 
【令和４年度開講 大学院共通科目 Graduate School Common Subjects (FY2022)】 

科目名 Course Title 
単位数 

Credits 

対象課程 

Curricula 

融合領域研究合同講 

Lectures on Interdisciplinary Researches 
2 

修士課程等 

Master's Program 

大学教授法開発論   

University Teaching Method Development 
2 

博士課程等 

Doctoral Program 

学際研究特別講義I   

Special Lectures on Interdisciplinary Researches I 
1 

博士課程等 

Doctoral Program 

学際研究特別講義II   

Special Lectures on Interdisciplinary Researches II 
1 

博士課程等 

Doctoral Program 

学際研究特別研修I   

Special Exercise on Interdisciplinary Researches I 
1 

博士課程等 

Doctoral Program 

学際研究特別研修II   

Special Exercise on Interdisciplinary Researches II 
1 

博士課程等 

Doctoral Program 

学際研究特別研修III  

Special Exercise on Interdisciplinary Researches 

III 

1 
博士課程等 

Doctoral Program 

学際研究特別研修IV   

Special Exercise on Interdisciplinary Researches IV 
1 

博士課程等 

Doctoral Program 

学際フロンティア特別研修   

Special Exercise for Frontier Research in 

Interdisciplinary Sciences 

1 
博士課程等 

Doctoral Program 

博士リテラシーの基礎   

Basic PhD Literacy 
2 

博士課程等 

Doctoral Program 

博士インターンシップ研修   

Doctoral Internship 
1～2 

博士課程等 

Doctoral Program 



 
 
 
２ 履修上の注意 Course Notes 
（１）大学院共通科目の各科目のシラバスは、学務情報システムまたは東北大学シラバス全文検索シ

ステム（QuickSyllabus）から閲覧してください。（※本案内にはシラバスを掲載しておりません）。 
Syllabi for Common Graduate School Subjects can be viewed through the Student Affairs 

Information System or the Tohoku University Syllabus Full-text Search System 
(QuickSyllabus). (*Syllabi are not included in this guide). 

 
 
（２）大学院共通科目は、「修士課程、前期２年の課程及び専門職学位課程（修士課程等）」向け科

目、「後期３年の課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程（博士課程等）」向け科

目を開設します。修了要件に含めるか否かは各研究科で異なりますので、所属研究科の教務担当

係にお問い合わせください。 
Common Graduate School Subjects include courses for both master's and doctoral programs. 

Whether or not they are required for completion depends on the graduate school. Please 
inquire with the Academic Affairs Section of your graduate school. 

 
３ 履修登録 Class Registration 

大学院共通科目の履修登録方法は科目によって異なりますので、別紙「大学院共通科目開講科目

表」及びシラバスを確認してください。 
The course registration method for Common Graduate School Subjects differs depending on 

the course, so please check the attached "List of Common Graduate School Subjects" and the 
syllabus. 

 
４ 履修取消 Cancelation of Registration 
  大学院共通科目の履修取消方法は科目によって異なりますので、別紙「大学院共通科目開講科目

表」を確認してください。科目によっては履修取消を設けていないものもあります。 
手続きをした授業科目は成績評価対象からはずれ、履修取消(Ｅ評価)となります。 
Please refer to the attached "List of Common Graduate School Subjects" for details on how to 

cancel a course. Some courses do not have a course cancellation system. 
If a student cancels a course, the course will not be graded, and the student will receive an "E" 

grade. 
 
●履修取消を希望する学生は、授業担当教員にメールし承認を得たうえで、期間内に「履修取

消届出フォーム」（後日、ウェブサイトに掲載）に入力してください（教員からの履修取消
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承認メールの写しを添付）。教員へメールする際は個人が識別できるようDCMailから送信し

てください。 
●Students who wish to cancel a course must email the course instructor for approval and 

fill out the "Course Cancellation Form"(to be posted on the website at a later date) within 
the cancellation period. (Attach a copy of the instructor's approval email.)  When 
emailing the instructor, please use DCMail so that the individual can be identified. 

  
５ 成績確認 Grade Confirmation 
  大学院共通科目の成績や単位の修得状況確認は各自がWebにより学務情報システムで確認してく

ださい。なお、所属の研究科の成績発表日に関わらず、大学院共通科目として履修登録している科

目は、以下の日程での発表となります 
Please use the Student Affairs Information System to check your grades and credits earned in 

Common Graduate School Subjects. Grades for Common Graduate School Subjects will be 
announced on the following dates. 

 
 第１学期：８月２４日（水）に発表予定 

  第２学期：２月１５日（水）に発表予定 
1st Term：To be announced on August 24 (Wed.) 
2nd Term: To be announced on February 15 (Wed.) 
 

 
 

令和４年３月      
教育・学生支援部教務課 

Educational Affairs Division 


