2017 年度 募 集 要 項
１． 履修候補生とは
「グローバル・リソース・マネジメント（以下、GRM）」プログラムは、博士前期・後期課程の
５年間の一貫プログラムです。博士前期課程１年次終了と２年次（第１セメスター）終了にあわせ、
Preliminary Examination（PE）を実施し、履修生を選抜しますが、GRM に興味を持ち、１年次
よりプログラムの履修を強くのぞむ者については、履修候補生となり、履修生に選抜される前から
GRM プログラムの履修をはじめることができる制度です。
履修候補生の期間は、原則として選抜されたセメスターから１年次（第２セメスター）終了時ま
でとします。
〔候補生としての期間：２０１６年１０月入学生は２０１７年９月まで、２０１７年４
月入学生は２０１８年３月まで、２０１７年１０月入学生は２０１８年９月までです〕。１年次終了
時の PE に出願しなかった履修候補生は、プログラム履修を継続せず、修了の意思がないとみなし
ます。１年次終了時の PE に出願し、不合格となった履修候補生は、GRM プログラムの履修の継
続を希望し、申請すれば、次の PE が行われるまで履修候補生の期間（１セメスター）の延長を認
める場合があります〔８．を参照〕。
履修候補生として認められた期間は、履修上の問題がない限り、１セメスターに１科目２単位以
上、GRM 科目の登録・履修をしてください（詳しくは後述「７．科目登録について」を参照）。
なお、修得した単位は自身の専攻の修了単位には含まれません。
履修候補生は、GRM 履修生特別奨励金の給付対象とはなりません。
２．出願資格
以下の（1）～（4）の要件をすべて満たす者。
（1） 出願時点において、下表の本学博士課程（前期課程）の基幹研究科・専攻又は連携研究科・
専攻に所属し、第１セメスターもしくは第２セメスター（休学期間を除く）に在学する者、
および在学する見込みの者。
（2） GRM プログラムについて深い理解があり、プログラムの履修を強く望む者。
（3） GRM が履修可能な基幹研究科・専攻又は連携研究科・専攻の博士課程（後期課程）に進学
し、博士学位取得とともに、本プログラムを修了することを目指す者。
（4） 指導教員と研究（学習）計画について相談し、本プログラムへ出願することについての承諾
を得られる者。
基幹研究科・専攻

グローバル・スタディーズ研究科グローバル・スタディーズ専攻、
理工学研究科情報工学専攻、理工学研究科電気電子工学専攻、
理工学研究科機械工学専攻、理工学研究科応用化学専攻、
理工学研究科数理環境科学専攻

連携研究科・専攻

神学研究科神学専攻、文学研究科哲学専攻、
社会学研究科社会福祉学専攻、社会学研究科産業関係学専攻、
法学研究科公法学専攻、経済学研究科理論経済学専攻、
経済学研究科応用経済学専攻、商学研究科商学専攻、
総合政策科学研究科総合政策科学専攻
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３．出願受付
受付期間
第１回募集（春学期）

２０１７年３月２２日（水）～４月２１日（金）
土・日のぞく

第２回募集（秋学期）

９時～１１時３０分，１２時３０分～１７時

２０１７年９月１９日（火）～９月２９日（金）
土・日のぞく

９時～１１時３０分，１２時３０分～１７時

受付場所
所属研究科により、提出先が異なります。注意してください。
受付場所（事務室）

所属研究科

グローバル・スタディーズ研究科事務室

グローバル・スタディーズ研究科、

（今出川校地烏丸キャンパス 志高館）

神学研究科、文学研究科、社会学研究科、
法学研究科、経済学研究科、商学研究科、
総合政策科学研究科

理工学研究科事務室

理工学研究科

（京田辺校地京田辺キャンパス 理化学館）
郵送での出願は受け付けません。特別な事情により、持参できない場合は受付期間前に、受
付事務室に相談し、その指示に従ってください。
４．出願書類
（１）履修候補生 選考

志望理由・研究計画書

（２）履修候補生 選考

指導教員

５．出願方法

所見

〔所定書式（様式１）〕

〔所定書式（様式２）〕

（①～④については講義開始日までに完了することがのぞましい）

① 志望理由・研究計画書を記入する。
② 指導教員に GRM を履修することについて承認を得る。
③ 下記のいずれかの GRM 担当教員と面談し、ＧＲＭの趣旨、履修方法等を確認し、志望理由・
研究計画書の下部に面談した旨のサインを得る。
内藤 正典（グローバル・スタディーズ研究科） mnaito@mail.doshisha.ac.jp
小山田英治（グローバル・スタディーズ研究科） eoyamada@mail.doshisha.ac.jp
中西 久枝（グローバル・スタディーズ研究科） hinakanis@mail.doshisha.ac.jp
峯

陽一（グローバル・スタディーズ研究科） ymine@mail.doshisha.ac.jp

和田 元（理工学研究科）

mwada@mail.doshisha.ac.jp

林田 明（理工学研究科）

ahay@mail.doshisha.ac.jp

藤原 耕二（理工学研究科）

kofujiwa@mail.doshisha.ac.jp

橋本 雅文（理工学研究科）

mhashimo@mail.doshisha.ac.jp

千田 二郎（理工学研究科）

jsenda@mail.doshisha.ac.jp

電子メールで面談のアポイントをとること。メールには、履修候補生出願面談の件であること、所属研
究科・専攻、氏名（ふりがな）
、連絡先電話番号、メールアドレスを記すこと。どの教員でも構いません。

④ 下記のＧＲＭ担当教員に連絡をとり、ＧＲＭ履修について指導を受ける。所属研究科の所定の
科目登録期間に、ＧＲＭ科目についても登録する。
岩坂 将充（今出川校地）

miwasaka@mail.doshisha.ac.jp

岡本 岳之（京田辺校地）

taokamot@mail.doshisha.ac.jp

⑤ 出願書類を期限までに提出する。
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６．選考結果発表
出願書類を提出した事務室で、結果通知を渡します。
第１回募集（春学期）

２０１７年４月２８日（金）

第２回募集（秋学期）

２０１７年１０月６日（金）

履修候補生としての期間は、
２０１６年１０月入学生は

２０１７年９月まで

２０１７年

４月入学制は

２０１８年３月まで

２０１７年１０月入学生は

２０１８年９月まで

です。

７．科目登録について
選考の結果、履修候補生（以下、
「候補生」
）として認められた者は、１セメスターに最低１科目
（２単位）の GRM 科目を登録・履修をしてください＊注。GRM 科目の登録・履修がなければ、プ
ログラムを履修する意思がないものとみなし、履修候補生の資格を取消すことがあります。
＊注

GRM 科目とは、GRM 科目コードで登録履修することをいい、自身の所属する他研究科の開講科
目と合同で行われる科目を履修する場合も、GRM 科目コードで登録することになります。

① 選考結果発表後にＧＲＭ科目登録が必要な場合、または、選考結果発表後にＧＲＭ科目の履修
中止が必要な場合、以下の教員に連絡をとりＧＲＭ履修について指導をうけ、所定の用紙に登
録しようとする科目を記載し、承認サインをもらう。
岩坂 将充（今出川校地）

miwasaka@mail.doshisha.ac.jp

岡本 岳之（京田辺校地）

taokamot@mail.doshisha.ac.jp

② 下記の期間に、所属する研究科事務室で GRM 科目の登録手続を行ってください。履修中止に
ついては所属研究科の事務室窓口での手続（WEB 利用できない科目があるため）となります。
第１回募集（春学期）選考に合格した履修候補生
２０１７年５月８日（月）～５月１０日（水）
第２回募集（秋学期）選考に合格した履修候補生
２０１７年１０月１０日（火）～１０月１１日（水）
※ 選考に合格しなかった場合、結果発表後に GRM 科目の履修中止手続を行なってくだ
さい。所属研究科の所定の履修中止期間に、事務室窓口で手続きとなります。
※ 修得した GRM 科目の単位は自身の専攻の修了単位には含まれません。
※ 「GRM オンサイト実習Ⅰ」は GRM の履修を進めていくうえで早めに履修することがのぞま
しい科目です。ただし、この科目は実習がありますので、参加できるかどうかを確認したうえ
で科目登録してください。
※ 「GRM オンサイト実習Ⅰ」を履修していないと履修できない GRM 科目がありますので
（GRM 履修要項 参照）
、GRM 履修を続けていく上においても、春学期合格者は、事情がな
い限り履修してください。
※ 「ＧＲＭフィールドリサーチⅠ」「GRM インターンシップⅠ」は登録履修できません。
※ 「ＧＲＭフィールドワークＡ，Ｂ」は原則として登録履修はできませんが、一部履修を認める
クラスがあります（GRM 履修要項 参照）
。ただし、登録履修するには、
「GRM オンサイト
実習Ⅰ」を履修済か未履修の場合は並行して履修することが条件になっています。
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８．履修候補生期間の延長について
１年次終了時の PE に出願し、不合格となった履修候補生が、GRM プログラムの履修の継続を
希望する場合、下記の期間に、同志社大学大学院「グローバル・リソース・マネジメント」履修候
補生 期間継続申請書〔所定書式（様式３）〕を提出してください。継続の可否を審査します。
受付期間
第１回募集（春学期）

２０１７年３月１３日（月）～４月７日（金）
土日祝日を除く

第２回募集（秋学期）

９時～１１時３０分，１２時３０分～１７時

２０１７年９月１日（金）～９月２９日（金）
土日祝日を除く

９時～１１時３０分，１２時３０分～１７時

受付場所
所属研究科により、提出先が異なります。注意してください。
受付場所（事務室）

所属研究科

グローバル・スタディーズ研究科事務室

グローバル・スタディーズ研究科、

（今出川校地烏丸キャンパス 志高館）

神学研究科、文学研究科、社会学研究科、
法学研究科、経済学研究科、商学研究科、
総合政策科学研究科

理工学研究科事務室

理工学研究科

（京田辺校地京田辺キャンパス 理化学館）
提出書類
同志社大学大学院「グローバル・リソース・マネジメント」履修候補生 期間継続申請書〔所
定書式（様式３）〕
審査方法
出願書類および Preliminary Examination（PE）の評価をもとに審査します。必要に応じ
て面接を行う場合があります。
審査結果発表
出願書類を提出した事務室で、結果通知を渡します。
第１回募集（２０１７年２月 PE 受験者）

２０１７年

第２回募集（２０１７年７月 PE 受験者）

２０１７年１０月

その他
※「７．科目登録について」を参照してください。
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４月２８日（金）
６日（金）

【問合せ・連絡先】
【問合せ・連絡先】
高等研究教育課〔博士課程教育リーディングプログラム事務局〕
（今出川校地 寧静館 １Ｆ）
高等研究教育課〔博士課程教育リーディングプログラム事務局〕
[TEL]
075-251-3259
075-251-3152
（今出川校地
寧静館 [FAX]
１Ｆ）
[E-mail] ji-grmld@mail.doshisha.ac.jp
[TEL] 075-251-3259 [FAX] 075-251-3152
[WEB] http://grm.doshisha.ac.jp
[E-mail] ji-grmld@mail.doshisha.ac.jp
[ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ] http://grm.doshisha.ac.jp
グローバル・スタディーズ研究科事務室
（今出川校地烏丸キャンパス志高館）
グローバル・スタディーズ研究科事務室
[TEL] 075-251-3930
（今出川校地烏丸キャンパス志高館）
[E-mail] ji-gs@mail.doshisha.ac.jp
[TEL] 075-251-3930
理[E-mail]
工 学 研ji-gs@mail.doshisha.ac.jp
究科事務室
（京田辺校地理化学館）
理[TEL]
工 学 0774-65-6200
研究科事務室
（京田辺校地理化学館）
[E-mail] jt-koujm@mail.doshisha.ac.jp
[TEL] 0774-65-6200
[E-mail] jt-koujm@mail.doshisha.ac.jp
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