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研究科長、専攻主任/副主任紹介

理工学研究科

[研究科長] 濱本 宏教授

[専攻主任/副主任]

・機械工学専攻主任 平野 利幸教授
・電気電子工学専攻主任 岡本 吉史教授
・応用情報工学専攻主任 李 磊教授
・システム理工学専攻主任（創生科学系） 塩谷 勇教授
・システム理工学専攻副主任（経営システム系）宮越 龍義教授
・応用化学専攻主任 石垣 隆正教授
・生命機能学専攻副主任（生命機能学領域） 金子 智行教授
・生命機能学専攻主任（植物医科学領域） 濱本 宏教授



研究科長、専攻主任紹介

情報科学研究科

[研究科長（専攻主任）] 小池 崇文教授

［専攻副主任］ 内田 薫教授



１. 基本情報
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（１）大学院課窓口
-管理棟２階
-月～金 ９：００～１７：００（１１：３０～１２：３０除く）

（２）学年暦・授業時間
-小金井大学院要項で確認

（３）大学からのお知らせ
-公式ＨＰやＷｅｂ掲示板Ｈｏｐｐｉｉ（後述）で確認すること

分からないことが
あったら、

小金井大学院要項
を見よう！

https://hoppii.hosei.ac.jp/


２. 学則上の注意点
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（１）修業年限／在学年限

【修士課程】 修業年限：２年、在学年限：４年
【博士後期課程】 修業年限：３年、在学年限：６年

（２）修了要件 …詳細は小金井大学院要項Ⅰ Ｐ２４～

【修士課程】 ２年以上在学して、３０単位以上修得し、
修士論文の審査・最終試験に合格すること

【博士後期課程】 ３年以上在学して、規定の単位数*

以上修得し、博士論文の審査・最終試験に合格すること
*情報科学研究科１９単位、理工学研究科１７単位



３. 履修登録
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-修了に必要な要件・科目は小金井大学院要項Ⅰ Ｐ２８を確
認すること。

（１）情報科学研究科
春学期履修登録期間には春学期科目のみ登録。
秋学期の科目は秋学期履修登録期間に登録。

（２）理工学研究科
春学期履修登録期間に春学期・秋学期・年間科目を全て
登録。秋学期科目は秋学期に変更できる。

（３）方法
Ｈｏｐｐｉｉ＞情報システム からログイン。

（４）Ｈｏｐｐｉｉ＞Ｗｅｂシラバス を参考に。

Ｈｏｐｐｉｉについては
後で説明します

https://hoppii.hosei.ac.jp/
https://hoppii.hosei.ac.jp/
https://hoppii.hosei.ac.jp/


３. 履修登録
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-履修登録期間
２０２２年４月５日（火）～２０日（水）
１０：００～２６：００（最終日のみ２３：５９まで）

-履修取消期間
２０２２年５月１１日（水）～１２日（木）
１０：００～２６：００（最終日のみ２３：５９まで）

-保存用「履修登録科目確認通知書」出力
２０２２年５月１３日（金） １０：００～ 必ず出力しましょう！



３. 履修登録
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-（理工学研究科のみ） 【小金井大学院要項Ⅰ Ｐ68】
総合研究大学院大学（総研大）の科目履修希望者
・Ｗｅｂ掲示板で受講可能な科目を確認
・大学院課へメールで申請 hge@hosei.ac.jp

・期限 ２０２２年４月８日（金）

-（情報科学研究科のみ）
インターンシップガイダンス（学部と共通）
・日程等は決まり次第Ｗｅｂ掲示板でお知らせします。
・インターンシップ（修士・秋学期）の履修希望者は必ず
出席してください。



３. 履修登録
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-（理工学研究科 博士後期課程のみ）
コースワーク科目の履修希望者は指導教員に相談の上、
下記の通り手続きを行うこと。
・大学院課へメールで申請 hge@hosei.ac.jp

・期限 ２０２２年４月１２日（火）

（小金井大学院要項Ⅰ Ｐ２６）



４. 先取り科目の単位認定
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学部時代の先取り履修における修得科目は、自動的に単位
認定されますので申請は不要です。

（小金井大学院要項Ⅰ Ｐ２９）



５. 成績評価
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（１）日頃の研究状況、授業への出席*、試験、レポート、論
文等により総合的に判定される。
Ｓ～Ｃ－：合格
Ｄ：不合格
Ｅ：未受験

*出欠確認に「出席管理システム」を導入している。利用は各
教員の判断によるため、担当教員に確認すること。

（２）評価に疑問がある場合
成績発表日より２日以内に成績調査の申請が可能。

（小金井大学院要項Ⅰ Ｐ３２）



６. 学位論文
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- 学位論文は本学図書館に保存される。
- 抄録は大学院紀要に掲載される。修士論文は一般公開されま
せんが、学内関係者は図書館で閲覧できます。

博士論文申請手続き
必ず指導教員と事前に打合せを行うこと。
大学院ＨＰ「博士学位申請ガイド」を参照すること。

【情報科学研究科】 予備審査申し出期限
９月授与希望者：前年度の２月末日まで
３月授与希望者：当該年度の８月末日まで

【理工学研究科】 申請書提出期限
９月授与希望者：４月２８日（木）
３月授与希望者：１１月３０日（水）



６. 学位論文
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-（情報科学研究科）
詳細はＷｅｂ掲示板・ＨＰでお知らせします。

・中間発表会 ２０２３年２月２日（木）
対象：修士１年、ＤＤＰ１１期生、ＩＩＳＴ１・２年生（他９月入

学者含む）、博士（学位審査中の者を除く）

・修士論文発表会（９月修了生） ２０２２年７月１５日（金）
対象：ＤＤＰ修了見込生、ＩＩＳＴ修了見込生、９月修了見

込生

・修士論文発表会（３月修了生） ２０２２年２月２１日（火）
対象：修士２年



６. 学位論文
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-（理工学研究科）
中間発表会、修士論文発表会等の日程については
指導教員の指示に従ってください。



７. 教職・資格
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- 第一種免許取得者が修士課程を修了することで専修免許を
取得可能 （小金井大学院要項Ⅰ Ｐ４８～）

- 取得できる免許の種類は小金井大学院要項で確認

- 専修免許の認定には、自専攻で教科認定を受けている科目
から２４単位以上必要

- 大学院修了と同時に免許取得見込みの方は、大学が免許状
の一括申請を行う。詳細はＷｅｂ掲示板を確認（７月上旬）

- 内部進学者で第一種免許取得に必要な学部科目を履修希望
する場合は「受講願」を提出すること
受付：４月１１日（月）～１４日（木） 書式：Ｗｅｂ掲示板参照

- 他大学出身者で第一種免許を取得していない場合は専修免
許は取得できない



８. 学費
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- 学生本人住所に学費振込用紙を送付します

- 在学生：４月上旬発送予定
納入期限 春学期分：４月末

秋学期分：９月末

- 新入生：６月中旬発送予定
納入期限 秋学期分：９月末

（小金井大学院要項Ⅰ Ｐ６１～）

- 学費延納制度も導入しています
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/guide/gakuhi/

https://www.hosei.ac.jp/campuslife/guide/gakuhi/


９. 各種補助制度
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- 「法政大学大学院 奨学金・研究奨励金一覧」や大学院
ＨＰで確認してください

（例）
学会発表奨励金
・学会での研究発表・報告等
・国内開催３万円・国外開催１０万円を上限
・交通費・宿泊費等の実費を補助

（小金井大学院要項Ⅰ Ｐ６６～）



10. その他
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- 本人の住所・電話番号が変更になったら・・・
→情報システムにて、ご自身で変更の登録をしてください
緊急連絡先の住所・電話番号が変更になったら・・・
→大学院課へ住所変更届を提出をしてください

- 各種証明書
・原則自動発行機で取得
・オンライン申請・郵送での申請も可（大学院ＨＰ参照）

- 「責任ある教育研究のために」を参照し、研究者倫理を
身につけましょう

（https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/6c74bcae832e203ef2f6cf4bc8956474.pdf参照）

- （理工学研究科修士課程のみ）教育訓練給付制度
→ （小金井大学院要項Ⅰ Ｐ６９）

https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/6c74bcae832e203ef2f6cf4bc8956474.pdf


10. その他
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- コロナウイルス感染症に感染した場合

１．主治医・保健所等の許可が出るまでは登校しな
いでください。

２．研究室の教員にご報告してください。

３．大学院課にもご報告ください。ご報告いただいた
後は、最終登校日などのヒアリングを行うため、
Googleフォームをご案内させていただきます。

大学院課 ： hge@hosei.ac.jp

※2と3を同じメールでご報告いただいてもけっこうです。



11.大学からのお知らせについて
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① 法政ポータルサイトＨｏｐｐｉｉ（ホッピ）
・大学で利用する様々なシステムのリンク先をひとまとめ
にしたサイト。
情報システム
学習支援システム
Ｗｅｂ掲示板（←後で説明）
Ｗｅｂシラバス
オンデマンドシステム
授業改善アンケート
大学公式Ｗｅｂサイト

・ＰＣ、スマホにブックマークして毎日確認！
URL：https://hoppii.hosei.ac.jp

https://hoppii.hosei.ac.jp/


11.大学からのお知らせについて
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① 法政ポータルサイトＨｏｐｐｉｉ（ホッピ）



11.大学からのお知らせについて
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② ＨｏｐｐｉｉのＷｅｂ掲示板

・大学からのお知らせは全てＷｅｂ掲示板
に掲示されます
・構内設置の研究科掲示板は廃止予定
・所属研究科や、大学の様々な部局からのお知らせが掲
示されます

・Ｈｏｐｐｉｉにログイン → 学習支援システム →

Ｗｅｂ掲示板をクリック

・毎日確認する習慣をつけましょう！

https://hoppii.hosei.ac.jp/


11.大学からのお知らせについて
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12.大学院課への問合せについて
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大学院課への問合せは、下記まで。

感染予防防止のため、オンライン問合せをご活用く
ださい。

小金井大学院課 お問い合わせフォーム
https://forms.gle/bkrQeVes1XYs3vo38 

https://forms.gle/bkrQeVes1XYs3vo38


充実した学生生活を！


