
    年  月  日 
 
国際公共政策研究科長  殿 

学籍番号：              

学年： 博士前期・博士後期    年 

氏名：                

 

他大学科目履修希望願 
 
下記大学大学院の科目を履修したいので、ご許可くださいますようお願いいたします。 

 また、履修した単位については、国際公共政策研究科規程第１４条第２項により認定して 
していただきますよう併せてお願いいたします。 
 

記 

      年度       学期 

区分 

※ 
大学大学院名 研究科名 科目名 担当教員名 

単
位
数 

開講 
曜日 
時限 

修了要件単位 
として希望する 

科目区分 
備考 

☑協定校 
□EUIJ 
□その他 

神戸大学大学院 国際協力研究科 ○○概論 ○○ ×× ２ 月２ □専門教育科目 
□高度教養教育科目 記入例 

□協定校 

□EUIJ 
□その他 

      
□専門教育科目 
□高度教養教育科目 

 

□協定校 

□EUIJ 
□その他 

      
□専門教育科目 
□高度教養教育科目 

 

□協定校 

□EUIJ 
□その他 

      
□専門教育科目 
□高度教養教育科目 

 

申請理由（上記科目を修了要件科目として履修する必要性を明確に記載すること）： 

※部局間協定校： 京都大学大学院人間・環境学研究科、 
神戸大学大学院国際協力研究科、神戸大学大学院経済学研究科、神戸大学大学院経営学研究科 

 EUIJ関西Certificateプログラム：http://www.office.kobe-u.ac.jp/intl-prg/euij-kansai/program/overview.html 
 
注）年間履修登録単位数の上限である32単位には他大学で履修する単位も含まれます。 
 
（大阪大学大学院国際公共政策研究科規程） 
第14条 教授会の議を経て、研究科長が必要と認めて許可したときは、学生に他の大学院における授業科目、外国の大学院に

おける授業科目又は国際連合大学の教育課程における授業科目を第４条に規定する授業科目として履修させることができる。  
2 前項に規定する授業科目の履修により修得した単位については、研究科長は、審査の上、10単位を限度に、第７条第１項及

び第８条第１項に規定する授業科目の単位として認定することができる。  

指導教員確認欄 
※署名又は記名・印 

 

 

2019 年度以降入学者 
のみ記入要 
     ↓ 



Date:         /         /           

Dear Dean of OSIPP 

Student Number：           
□Master □Doctor Grade       
Name:                    

 
Application for request to enroll in courses at other universities 

 

I am applying for permission to enroll in courses at other universities listed below. 
I am also requesting approval of these credits according to Article 14, paragraph 2 of Osaka School 

of International Public Policy’s Official Regulations. 
 
School Year              Term/Semester                     

Type 

※ University Department Course Name Instructor Credits Day ＆ 
Period 

Preferred category 
for OSIPP 
completion 

requirements 
Note 

☑Exchange 
Agreements 

□EUIJ 
□Others 

Kobe 
University GSICS Special lectures:

＊＊＊ ○○ ×× ２ Wed-1 
□ Major Subject 
□ Advanced Liberal Arts 

Education Subjects 
Sample 

□Exchange 
Agreements 

□EUIJ 
□Others 

      □ Major Subject 
□ Advanced Liberal Arts 

Education Subjects 

 

□Exchange 
Agreements 

□EUIJ 
□Others 

      □ Major Subject 
□ Advanced Liberal Arts 

Education Subjects 

 

□Exchange 
Agreements 

□EUIJ 
□Others 

      □ Major Subject 
□ Advanced Liberal Arts 

Education Subjects 

 

 
Reason for application (Please clearly explain why you need to enroll in the courses listed above to count toward 
our completion requirements.)： 

※OSIPP has concluded student exchange agreements with  
- Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 
- Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University 
- Graduate School of Economics, Kobe University 
- Graduate School of Business Administration, Kobe University 
 
Certificate Programme in EU Studies (EUIJ): 

http://www.office.kobe-u.ac.jp/intl-prg/euij-kansai/english/ 

Note: The maximum 32 credits per year will include credits from other universities. 
 
（大阪大学大学院国際公共政策研究科規程） 
第14条 教授会の議を経て、研究科長が必要と認めて許可したときは、学生に他の大学院における授業科目、外国の大学院に

おける授業科目又は国際連合大学の教育課程における授業科目を第４条に規定する授業科目として履修させることができる。  
2 前項に規定する授業科目の履修により修得した単位については、研究科長は、審査の上、10単位を限度に、第７条第１項及

び第８条第１項に規定する授業科目の単位として認定することができる。  
Supervisor’s 
Signature   

 

Students of enrollment 
in and after 2019 only 
     ↓ 


