
★修士論文を完成し、審査に合格すること ★2年以上の在学 ★修了要件単位数＝合計30単位以上(内訳は下表のとおり）

311162：
プロジェクト演習
（マスコミと国際公共政策）

311729：
特殊講義
（国際報道と総合安全保障）
の2科目のみ

①高度国際性涵養教育科目 ②高度教養教育科目 ③専門教育科目

対象
科目

●OSIPP開講●
開講授業科目表のうち
「国際性」に
〇がある科目

◇他部局開講◇
「OSIPPが認定
する他研究科等
提供の高度国際
性涵養教育科目
表」に記載の
科目

●OSIPP開講●
開講授業科目
表の
「教養」に
〇がある科目

◇他部局開講◇
「OSIPPが認定
する他研究科
等提供の高度
教養教育科目
表」に記載の
科目

●OSIPP開講●
開講授業科目表の
「専門」に
〇がある科目

◇他部局科目◇
大阪大学法学部・経済学部
（学部合計6単位まで）又は
大阪大学大学院で開講される全科目

◆他大学科目（上限10単位）◆
国内協定校から提供されている科目

注意
事項

※「国際性」と「専門」
の両方に〇がある科目
は、いずれか不足して
いる方に自動的に計上
される。
（最初の2単位は「①国
際性」として計上され、
既に「①国際性」を
2単位修得済みの場合、
残りは「③専門」に
充当される。）

→KOAN全学掲示板
（教務）「他研究
科等提供の高度
国際性涵養教育
科目等」で確認

＝以下の2科目
のみ
-311162：
プロジェクト
演習（マスコ
ミと国際公共
政策）
-311729：
特殊講義（国
際報道と総合
安全保障）

→KOAN全学掲示
板（教務）「他
研究科等提供の
高度国際性涵養
教育科目等」で
確認
※KOAN掲示板
のタイトルは①
と同じ

※「国際性」と「専門」
の両方に〇がある科目
は、いずれか不足して
いる方に自動的に計上
される。
（最初の2単位は「①国
際性」として計上され、
既に「①国際性」を
2単位修得済みの場合、
残りは「③専門」に
充当される。）

※◇他部局科目◇は、KOANで履修登録
の上、履修登録期間中に「他研究科
・学部等の授業科目の認定願」を
提出すること。
後日、OSIPP教授会で承認された科目
のみ修了要件として算入可能。（承認
されなかった場合のみ教務係から通知）

※◆他大学科目◆の場合は、
「他大学科目履修願」を提出すること。

必要
単位数 ２単位以上 ２単位以上 ２６単位以上

※◇他部局科目◇や◆他大学科目◆は、ＯＳＩＰＰの履修登録期間に関わらず、「他部局科目履修登録期間」内に履修登録しなければなりません。
また、履修人数の制限があり原則として先着順となるため、早めに登録しましょう。

※◇他部局科目◇は、合計10単位まで。◇他部局科目◇＋◆他大学科目◆は、合計14単位まで、修了要件に含めることが可能です。
※「他研究科・学部等の授業科目の認定願」を提出するのは、「③専門」への算入を希望する場合のみです。（①及び②の場合は、提出しないこと）

OSIPP博士前期課程の修了要件 及び履修について★

履修登録に関する各種締切・様式等:
KOAN掲示又は研究科ウェブサイト（https://www.osipp.osaka-u.ac.jp/ja/curriculum/course-timetable/ ）を参照

https://www.osipp.osaka-u.ac.jp/ja/curriculum/course-timetable/


★To pass a thesis review ★2 years attendance at school

311162：
プロジェクト演習
（マスコミと国際公共政策）

311729：
特殊講義
（国際報道と総合安全保障）
の2科目のみ

1. Advanced Global Literacy 
Education Subjects 

2. Advanced Liberal Arts 
Education Subjects 3. Major Subjects 

●：
Courses
offered by
OSIPP

◇：
Courses
offered by
other 
graduate 
schools and 
institutions

●Courses marked with 
circles in column “G” 
under the “Course 
category” on the 
“Timetable for Master’s 
Course at OSIPP”

◇Courses listed on 
the “Advanced 
Global Literacy 
Education Subjects 
from other 
graduate schools 
and institutions 
approved by 
OSIPP ” 

●Courses 
marked with 
circles in column 
“L” under the 
“Course 
category” on the 
“Timetable for 
Master’s Course 
at OSIPP”

◇Courses listed on 
the “Advanced 
Liberal Arts 
Education Subjects” 
from other graduate 
schools and 
institutions 
approved by OSIPP ” 

●Courses marked 
with circles in column 
“M” under the 
“Course category” on 
the “Timetable for 
Master’s Course at 
OSIPP”

◇Courses offered by school of law or 
school of economics in Osaka 
University (Up to a total of 6 credits 
from undergraduate) , or Courses 
offered by graduate schools in Osaka 
University

◆Courses offered by other university 
with which OSIPP have agreements 
(Up to 10credits)

Note

*For Courses marked 
with circles in column 
both “G” and “M”,  the 
credits are automatically 
counted to whichever is 
missing. 
(Counted as “1. G” first, 
but if already earned as 
“1. G”, the rest will be 
counted as “3. M”)

→Refer to KOAN 
Message board 
(School Information 
Board : Educational 
Affairs) ; ”Advanced 
Global Literacy 
Education Subjects" 
etc. from other 
graduate schools

=Following two 
courses only
-311162： Project 
Study: The Points 
of View from the 
Journalism
-311729：
Lectures: 
International 
Journalism Theory

→Refer to KOAN 
Message board 
(School Information 
Board : Educational 
Affairs) ; ”Advanced 
Global Literacy 
Education Subjects" 
etc. from other 
graduate schools
*Same title with “1. “.

*For Courses marked 
with circles in column 
both “G” and “M”,  the 
credits are 
automatically counted 
to whichever is missing. 
(Counted as “1. G” first, 
but if already earned as 
“1. G”, the rest will be 
counted as “3. M”)

*For “◇”, you need to submit the 
“Application for approval of credits 
from other graduate/undergraduate 
schools” during OSIPP’s registration 
period.
Only courses approved by the OSIPP 
Faculty deliberations at later date can be 
counted for completion of the program. 
*For “◆”, submit the “Application for 
request to enroll in courses at other 
universities”.

Required 
credits  At least 2credits At least 2credits At least 26credits

*You must complete the course registration for “◇” and on KOAN during the designated period regardless of OSIPP registration period. 
Please register courses early because they are available on a first-come-first-served basis due to a limit number of spaces.

*Up to a total of 10 credits from “◇”. Up to a total of 14 credits from “◇” & “◆”.
*Don’t submit the “Application for approval of credits from other graduate/undergraduate schools” if you take the courses as “1. G” or “2. L”.

(Subimt only in case you wish to take as “3. M”.)

Requirements for Graduation  and Course Registration: OSIPP Master’s Students ★

Deadline & forms for Course Registration：
Please refer to the announcement through KOAN or OSIPP website.

https://www.osipp.osaka-u.ac.jp/en/curriculum/course-timetable/

★Required credits＝At least 30 credits (Breakdown is shown in the table below)

https://www.osipp.osaka-u.ac.jp/en/curriculum/course-timetable/
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