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Ⅰ 研究科の案内 

本研究科は、心理臨床学科を基礎学科として設置された人文学研究科障害心理学専攻修士課程 

(入学定員 5 人)です。人間の心理とその「障害」について深く理解し、望ましい支援のできる高

度専門職業人の養成を目指しております。 

◎障害心理学・臨床心理学・特別支援教育学・生理心理学・教育心理学・社会心理学などの分野

における優秀な専任の教授陣が配置されております。 

◎本研究科では、「発達障害学領域」と｢心理臨床学領域｣の２つの領域に分かれて学びます。発

達障害学領域では、ダウン症などの知的障害をはじめとして、LD（学習症）、AD/HD（注意欠如

/多動症）、自閉スペクトラム症など発達障害児・者への支援について学びます。心理臨床学領

域では、学校現場や医療現場を中心に、問題を抱えた子どもや成人への支援のための理論や研

究法、臨床現場で役立つ技法について学びます。 

◎こころとそだちの臨床研究所や部活動における療育活動や学習支援活動に参加することで支援

の実践力を高めることができます。 

◎教育・福祉・医療の現場で活躍している社会人の再学習の機会を昼夜開講によって拓きます。 

◎所定の単位を修得し、特別支援学校教諭専修免許状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者)が取

得できます。                                    

（養護学校教諭一種免許状又は特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者)(肢体不自由者) 

(病弱者)を取得している者） 

１ 研究科、専攻の名称及び学位の名称 

本専攻の名称は、「障害心理学専攻」です。 

従来「障害児（者）心理学」等の名称が用いられてきましたが、近年は、「障害」を「障害児（者）」

という個人の問題として捉えるのではなく、「障害」についての様々な特性の理解に加え、「障害」

によって生じる活動の制限や社会参加の制約という部分についての支援も求められております。 

このことを踏まえ、本学では「発達障害」だけではなく、広く心に悩みを抱える者を「情緒障

害」と捉え、こうした「障害」について、心理学の立場から幅広い教育研究を行うとともに、「障

害」支援における有用かつ高度な人材の養成を目的として、「障害心理学専攻」としました。 

また、学位の専攻分野の名称も障害心理学を用い、「修士（障害心理学）」とし、研究科の名称

は、学部の人文学と同じく「人文学研究科」としております。 

 英訳 

  九州ルーテル学院大学大学院 Kyushu Lutheran College Graduate School 
人文学研究科         School of Humanities

   障害心理学専攻       Psychology of Disorders and Disabilities 
    修士（障害心理学）     Master(Psychology of Disorders and Disabilities) 
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２ 教育の目的 

障害者差別解消法の完全施行や発達障害者支援法の改正に伴い、LD（学習症）、AD/HD（注意欠

如/多動症）、自閉スペクトラム症の発達障害について早期に発見し、乳幼児期から生涯にわたっ

て支援していくことが義務付けられました。しかし、多くの自治体で幼児後期の健康診査等のス

クリーニング体制や学齢期以降の専門支援機関不足が課題となっており、支援体制の整備ととも

に専門家の養成と配置が急務となっています。

また、2007 年度から「特別支援教育」が完全実施となり、幼稚園／保育所、小学校、中学校、

高等学校、特別支援学校では、発達障害のある子どもをはじめとして、特別な支援を必要とする

子どもに、他の専門機関とも連携しながら個別の支援計画を作成して、個々の特性やニーズに合

わせた支援に当たっています。しかし、多くの教師が支援に苦慮している現状があります。

 これらを踏まえ、本専攻では、発達障害をはじめとした障害のある人々の支援に対応できる心

理職や特別支援教育の専門家を養成していきます。

次に、複雑多様化する現代社会を背景に、不登校、いじめ、引きこもり、非行、神経症など、

適応に困難を起こす児童・生徒の問題は深刻化しています。他方、心身の不調を訴える教師も増

加しています。こうした問題の解決が緊急の課題となっており、高度な専門家の養成や再教育が

強く求められています。 

しかし、こうした問題・病理は学校だけでは解決することはできず、家庭、医療機関、ひいて

は地域、行政などとの協働、社会や時代のマクロな視点からのアプローチが必要です。また、少

子高齢化、国際化、情報化が進行する中で、問題は子どもだけではなく、大人の間にも多くの社

会的弱者を生み出し、あらゆる人々に心身の病いやストレスが蔓延しています。こうした問題に

対して、教育、心理、福祉、医療などからの援助の必要性がますます高まっています。 

このような臨床的諸問題の解明と解決への社会的要請に応えるために、本専攻では、高度な研

究・教育能力を身に付け、かつ、実践力に優れ、各分野において活躍できる専門家を養成してい

きます。

３ 入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

本研究科は、教育・医療機関・社会福祉施設等で勤務している専門職業人、一般の方又は大

学院での継続学修を希望する新卒者等で、以下のような志を持った人を積極的に受け入れます。 

(1)  学習症、注意欠如/多動症、自閉スペクトラム症等の発達障害についての心理学的・医学

的知識の習得、障害者支援に係る総合的な心理査定能力の向上、さらに、それらを応用して

支援実践に反映することを目指す人を受け入れます。 

(2)  心に悩みを抱える児童・生徒、さらには青年・成人に対する心理的支援ができるように心

理・教育・移行支援の理論と技術についての学修・研究を志す人を受け入れます。 

(3)  特別支援学校教諭専修免許状の取得を目指す人を受け入れます。 

(4)  発達障害学領域や心理臨床学領域全般について、より精深な知識やスキルを体系的に学び

たい人を受け入れます。 
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４ 教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

(1)教育課程の編成方針 

1)教育課程は、「発達障害学領域」、「心理臨床学領域」及び「領域共通科目」の三つの領

域・科目群から構成され、障害心理学、障害者支援、特別支援教育、医学、一般心理学に

またがる多様な科目を開講します。 

2)「発達障害学領域」では、障害者の心理・生理・病理の専門的知見を得る「障害者心理学

特論」、「障害者病理学特論」等の科目と、特別支援教育の歴史、制度、内容、方法等の

専門的知見を得る「障害者臨床教育学特論」、障害の理解と支援実践に不可欠な「障害者

支援学特論」等の科目を開講し、特別支援教育や療育支援等を専門的・学究的に展開でき

るようにします。 

3)「心理臨床学領域」では、心に悩みを抱える児童・生徒、さらには成人に対する心理的支

援ができるように、「臨床心理学特論」や「心理療法特論」等の科目を中心に据えた上で

心理・教育・移行支援の理論と技術について学修・研究できるように多くの科目を配置し

ます。 

4)「領域共通科目」には、心理学で必要とされる統計学の技術を身に付ける「心理学統計法

特論」や人間の認知に関する諸問題を最近の実験心理学的研究の成果から実証的に検討し

ている「認知心理学特論」を組み入れます。 

5)教育課程の特色の一つとして、「発達障害」や「情緒障害」を対象として、心理特性、査

定、支援、調査、啓発等の多面的な学修・研究が可能です。 

(2)教育課程の実施方針 

1) 授業 

①  発達障害学領域の授業では、障害者の心理・生理・病理及び教育課程・支援方法等

の専門的知見を得るべく特別支援学校専修免許状の取得に必要な科目を中心に据え

たカリキュラムの履修を促すとともに、発達障害等について理解を深めるには、当事

者及びその家族への直接的支援実践の蓄積が必須であることから、実習科目「障害者

支援学実習Ⅰ・Ⅱ」を設定し、発達障害のある児童・生徒の学習支援活動等に参加す

ることを授業の一環として取り入れます。 

②  心理臨床学領域の授業では、この分野での中核的な知識・理論・技法について、基

礎と臨床の両面から学ぶことができるようにします。さらに、精神医療・精神保健福

祉機関・教育機関等における臨床経験の豊かな教授陣が、臨床現場での実践に生かせ

る講義・演習・実習を展開します。 

③  領域共通科目については、研究に必須の科目であり、すべての学生が履修するよう

に指導します。 

2) 研究指導 

①  専任教員のうちから1名が指導教員として個別指導に当たります。さらに、専任教

員の中から選ばれた2名の副指導教員の協力を得ることができます。 
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②  指導教員は、学生の研究の進捗状況を常に把握し、研究方法・内容等に関する指導

を行います。原則として、毎週、個別又は少人数のゼミ形式による研究指導を行いま

す。 

③  具体的には、先行研究についての文献検索と収集、検討の進め方、研究テーマの絞

り方、検証すべき仮説の設定、研究計画、データ収集と分析の過程における課題の解

決、結果の考察など、研究の進捗状況に応じて必要な指導を行います。 

④  研究指導は、指導教員(及び副指導教員)のみによって行われるのではなく、専任教

員間で常に情報交換を行い、全教員が連携・協力して研究指導を進めます。 

⑤  学位論文の進捗状況について、中間発表会を開催し、教員及び学生相互の助言指導

により研究水準を高める機会を確保します。 

⑥  得られた研究成果を研究会・学会等で発表したり、専門誌に投稿したりすることを

目指して指導します。 

3) 社会人学生のための配慮 

 昼間に職業等を有する方も修学できるように、大学院設置基準第14条の規定による教育

方法の特例に基づき、夜間開講のほか土曜日にも開講し、必要に応じて休日や夏期・冬期

休業中の集中講義も行うなど、多様な授業形態によって便宜を図ります。 

５ 学位授与方針(ディプロマ・ポリシー) 

(1) 到達目標

 1) 発達障害学領域 
① 発達障害のリスクのある乳幼児の心理査定、就学前までの支援ができる能力の修得 
 を目指します。 
② 発達障害のある(あるいは疑いのある)幼児・児童・生徒の特別支援教育ができる能  

力の修得を目指します。 
③ 発達障害のある生徒の移行支援・就労支援ができる能力の修得を目指します。 

  2) 心理臨床学領域 
① 学校現場で起きる不登校、いじめ、非行や神経症などの様々な問題に適切に対応す 
るとともに、こうした問題の予防教育ができる能力の修得を目指します。 

② 医療や福祉などの現場において、様々な情緒的問題を抱える人たちへの心理的支援 
ができる能力の修得を目指します。 

③ 学校をはじめとする障害者を包含する社会において、意識調査や啓発活動等ができ 
る研究能力の修得を目指します。 

(2) 修了要件

開講される授業科目から30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、学位  

論文の審査及び最終試験に合格した方に対して、修士(障害心理学)の学位を授与します。 

（注）最終試験は、学位論文の内容及びこれに関連のある専攻分野の科目について、口頭

試問の方法によって行われます。 
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６ 学位論文評価基準 

    大学院人文学研究科修士課程の学位論文審査に当たっては、次に掲げる評価の観点を基に、

総合的に評価します。 

① 研究テーマ・問題設定 

研究テーマ及び問題設定に妥当性・独自性があるか。 

② 研究・分析の手法 

研究テーマ及び問題設定に適した研究・分析の手法が取られているか。 

③ 先行研究の把握と理解 

研究テーマに関連する先行研究を十分把握し、理解しているか。 

④ 研究データの取扱い 

データの収集・取扱いが研究者の倫理に反しないものであり、また、データの処理が適切

であるか。 

⑤ 論述の一貫性 

論述が一貫性をもって展開されているか。 

⑥ 結論の妥当性 

研究の手法から得られた結果から逸脱しない範囲で結論が導かれているか。 

⑦ 論文の体裁 

引用等が適切になされ、学術論文としての体裁が整っているか。 

７ 入学から修了までのプロセス *社会人に対しては、必要に応じて研究基礎指導を実施します。 

２０単位以上修得

４月上旬

１０月中旬

学位論文最終試験

修      了

２

年

次

２月中旬

１月下旬

３月中旬

学位論文題目提出

学位論文中間発表Ⅱ

学位論文提出

２月中旬

研究指導計画書の提出

5月上旬決定

１

年

次

入学前事前履修指導

指導教員希望調査票の提出 4月下旬締切

学位論文中間発表Ⅰ

指導教員（主査・副査）の決定

5月下旬締切
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８ 教員配置 

●発達障害学領域科目群

教授 河田 将一
障害者心理学特論Ⅰ 障害者心理学特論Ⅱ

障害者支援学実習Ⅰ 障害者支援学実習Ⅱ 研究指導

准教授 高野 美雪 障害心理査定特論 研究指導

准教授 増本 利信 障害者臨床教育学特論Ⅰ 障害者臨床教育学特論Ⅱ 研究指導

兼任 菊池 哲平 発達臨床心理学特論Ⅰ 発達臨床心理学特論Ⅱ

兼任 永田 憲行 病弱者生理学特論

兼任 深澤 美香恵 障害者支援学特論Ⅰ 障害者支援学特論Ⅱ

兼任 本吉 大介 肢体不自由者支援学特論

兼任 未定 障害者病理学特論

兼任 未定 障害者保健学特論

●心理臨床学領域科目群

教授 有村 達之 臨床心理学特論Ⅰ 臨床心理学特論Ⅱ 研究指導

教授 古賀 香代子 心理療法特論Ⅰ、心理療法特論Ⅱ、研究指導

教授 和田 由美子 生理心理学特論 研究指導

准教授 石坂 昌子 研究指導

准教授 高野 美雪 学校臨床心理学特論 研究指導

兼任 下地 明友 精神医学特論

兼任 高崎 文子 発達心理学特論Ⅰ 発達心理学特論Ⅱ

●領域共通科目

教授 和田 由美子 認知心理学特論 研究指導

准教授 久﨑 孝浩 心理学統計法特論 研究指導

講師 疋田 忠寛 教育心理学特論 研究指導
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９ 開設授業科目

授業科目の名称 
配 当 

年 次 

単 位 数 又 は 時 間 
備       考 

必修 選択 自由

発達障害学領域科目群 

修了要件 
･標準修業年限は、2年とする。 
･4年を超えて在学することは 
できない。 
･30 単位以上(研究指導 8 単位
(必修科目)及び選択科目から
22単位以上）を修得すること。

障害者心理学特論Ⅰ ※ １・２  ２  

障害者心理学特論Ⅱ  １・２  ２  

障害者臨床教育学特論Ⅰ  １・２  ２  

障害者臨床教育学特論Ⅱ ※ １・２  ２  

障害心理査定特論  １・２  ２  

障害者保健学特論  １・２  ２  

障害者病理学特論  １・２  ２  

障害者支援学特論Ⅰ ※ １・２  ２  

障害者支援学特論Ⅱ  １・２  ２  

障害者支援学実習Ⅰ  １・２  ２  

障害者支援学実習Ⅱ ※ １・２  ２  

発達臨床心理学特論Ⅰ  １・２  ２  

発達臨床心理学特論Ⅱ ※ １・２  ２  

病弱者生理学特論 ※ １・２  ２  

肢体不自由者支援学特論  １・２  ２  

心理臨床学領域科目群 

発達心理学特論Ⅰ  １・２  ２  

発達心理学特論Ⅱ ※ １・２  ２  

臨床心理学特論Ⅰ ※ １・２  ２  

臨床心理学特論Ⅱ  １・２  ２  

社会心理学特論 ※ １・２  ２  

生理心理学特論  １・２  ２  

心理療法特論Ⅰ ※ １・２  ２  

 心理療法特論Ⅱ  １・２  ２  

 学校臨床心理学特論 ※ １・２  ２  

 精神医学特論 ※ １・２  ２  

 精神保健福祉学特論Ⅰ ※ １・２  ２  

 精神保健福祉学特論Ⅱ ※ １・２  ２  

領域共通科目 

認知心理学特論  １・２  ２  

教育心理学特論  １・２  ２  

心理学統計法特論  １・２  ２  

研究指導  １～２ ８   

※印は2021年度非開講 
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１０ 特別支援学校教諭専修免許状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者）に関する開設授業科目 

特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）(肢体不自由者)(病弱者）に関する開設授業科目は、次のとおり

です。 

授

業

科

目

の

概

要

授業科目の名称 
配 当 

年 次 

単位数又は時間
備   考 

必修 選択 自由

障害者心理学特論Ⅰ １・２  ２   

特別支援学校教諭専

修免許状（知的障害

者）(肢体不自由者)
(病弱者)を取得するた

めには、２４単位を修

得しなければならな

い。 

障害者心理学特論Ⅱ １・２  ２  

障害者臨床教育学特論Ⅰ １・２  ２  

障害者臨床教育学特論Ⅱ １・２  ２  

障害心理査定特論 １・２  ２  

障害者保健学特論 １・２  ２  

障害者病理学特論 １・２  ２  

障害者支援学特論Ⅰ １・２  ２  

障害者支援学特論Ⅱ １・２  ２  

障害者支援学実習Ⅰ １・２  ２  

障害者支援学実習Ⅱ １・２  ２  

発達臨床心理学特論Ⅰ １・２  ２  

発達臨床心理学特論Ⅱ １・２  ２  

病弱者生理学特論 １・２  ２  

肢体不自由者支援学特論 １・２  ２  
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１１ 講義等の内容 

研究指導 学生の研究テーマに即して、文献検索、資料収集、事例・実験・調査研究

などの方法を用いて、具体的な研究計画の作成を指導する。さらに、個別の

研究計画に沿って、実際に研究を遂行し、結果の整理及び考察を通して論文

作成の方法について学び、最終的に学位論文を作成できるように指導する。

（１） 有村 達之

 主に質問紙法を用いた心理学的研究の指導を行う。研究対象は、頭痛や腰

痛など慢性の痛みに関する心理学的研究、心身症患者に多い性格特性である

とされる失体感症と様々な心身の不調（抑うつ、不安、慢性の痛みなどの心

身症症状）との関連性を調査する研究、失体感症の評価手段である失体感症

尺度の妥当性や信頼性の検証である。失体感症とは、疲労感や緊張感など心

身の不調を知らせる身体感覚が分からない性格傾向で、過労死など様々な心

身の不調の原因や悪化要因だと想定されている。研究計画の立案、研究の手

続、結果の解釈と考察などについて各自の進度に合わせて指導を行う。また、

認知行動療法やマインドフルネスに関する質問紙研究も可能である。

（２） 河田 将一

 発達障がい児・者、知的障がい児・者への学校教育、保育、療育、保健福

祉における支援体制整備は進んできているものの、課題が山積している。加

えて、支援者による支援では個に応じた支援が不可欠であるが、その在り方

は当事者のみに焦点を当てた支援（ミクロの視点）だけでなく、マクロの視

点からのアプローチも不可欠である。以上を踏まえつつ、これらの課題解決

に向けた研究テーマを設定して欲しい。研究のプロセス及び研究指導に当た

っては、実践研究、調査研究、文献研究等から、これまでに示された諸成果・

課題を分析的・批判的・建設的に的確に捉えた上で、各自のテーマに応じた

研究方法を用いて解析・検討・考察していく。学位論文作成によって得られ

る多くの知見を各自の実践に反映・応用できるようにしたい。

（３） 古賀 香代子

 精神科を中心にした統合失調症、うつ、認知症等のアセスメント、カウン

セリング、集団療法など心理職としての実践から、臨床場面での心理学的な

関与による効果の検証を行っている。エビデンスや有効性を示すために、研

究の手続きを丁寧に行っていきたい。受講者は研究者としての自覚を持って、

能動的に先行研究にあたり、研究計画立案、結果の処理、考察などに取り組

んでほしい。同時に実践における倫理や規範についても学び、学識を深めて

いくことが求められる。病院、福祉施設等だけではなく、司法、メンタルヘ

ルス、災害時等の緊急支援の他、受講生の関心のあるフィールドにおいても

心理的な関与についての研究にも対応する。

（４） 和田 由美子

 知覚・認知・感情のメカニズム、個人差、生涯発達、及びこれらの理解に

基づく教育と支援を主たるテーマとするが、これに限らず、受講者の興味・

関心に応じて幅広い心理学的テーマに対応する。文献的検討、研究計画の作

成、データの収集、データの分析、結果の解釈と考察、論文執筆の指導を通
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2021年度に開講する科目の講義内容（シラバス）は、Active Academy上で閲覧できます。 

じ、自らの疑問、仮説、実践の効果等について、学術的、科学的な探索・検

証を行うための基本的な方法論の習得を目指す。効果検証を行う場合は、「効

果がない」結果となった時に、その実践や仮説を見直す覚悟が必要となるの

で、そのつもりで取り組んでほしい。

（５）石坂 昌子

死と生に関する心理学的テーマを中心に指導を行う。具体的には、青年期

から老年期までの一般成人・医療従事者・患者・家族を対象とし、死生観や

QOL、バーンアウト、ターミナルケアなどについて、調査研究・文献研究・

事例研究を取り扱う。また、心理査定法や震災支援をはじめとする各自が関

心を抱いた臨床心理学的な視点のあるテーマにも対応する。研究方法は、主

に質問紙法・面接法・検査法とする。日常生活や現場での疑問や課題をあた

ため、得られた知見を現場へ還元できるような研究論文を目指す。

（６） 高野 美雪

 現代社会の夜型化、格差、貧困といった大人が抱えていた社会環境や問題

が、児童生徒に影響を及ぼすなど学校現場での課題は多様化している。その

ため、刻々と変化する昨今の学校現場の状況を把握した上で研究テーマを設

定して欲しい。次いで、研究計画作成に当たり、質的研究、量的研究などテ

ーマに応じた手法を選択し、解析検討を進める。受講者にとって、論文作成

が深く多くのことを考える契機となることが望ましい。最終的なアウトカム

としての学位論文は、研究成果となるだけではなく、研究会、学会などでも

発表できるような内容を目指せるよう指導を行う予定である。

（７） 久﨑 孝浩

感情・自己意識・心の理解の発達、およびそれに関わる実験・観察・調査

を中心的なテーマとする。具体的には、親子のコミュニケーションが感情・

自己意識・心の理解にどのような影響をもたらすか、身体感覚と感情・自己

意識はどのように関連するか、といったテーマである。また、研究調査する

上では、文献による研究動向の検討、実験・調査のデザイン、行動観察や生

理的指標の理解、データの数量化と統計的分析、論文構成のあり方が要とな

るため、それらに対してなるべく厳密に指導を行う予定である。研究指導を

通じて、発達に対する理解または臨床・教育のあり方に示唆を与えるような

科学的論文の完成を目指して欲しい。
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Ⅱ 入学金・授業料等 

１ 正規学生（ 2021年度入学者 ） 

 入 学 金 授 業 料 施設充実費 合 計 納 入 期 限 

1年次  50,000 50,000 入学手続指定日時 

前期  250,000 25,000 275,000 2021年4月末日 

後期  250,000 25,000 275,000 2021年9月末日 

合計 50,000 500,000 50,000 600,000

2年次 前期  250,000 25,000 275,000 2022年4月末日 

後期  250,000 25,000 275,000 2022年9月末日 

合計  500,000 50,000 550,000

●入学金については、本学学部卒業見込み者は免除、本学学部卒業者は半額です。 

●休学を許可された者及び命じられた者の休学期間中の授業料は、免除とします。 

   休学期間中の在籍料：1期 50,000円 

２ 科目等履修生 

履 修 登 録 料 受  講  料 

50,000円 

（本学学位取得者は免除） 
10,000円（1単位） 

３ 研究生 

入  学  金 受  講  料 

50,000円 

（本学学位取得者は免除） 
160,000円 



12 

Ⅲ 学生生活 

１ 学生証 

・学生証は、本学の学生であることを証明する大切な身分証明書です。学生支援課で交付を 

受けて、学内では必ず携帯してください。 

  ・紛失した場合は、自動証明書発行機で証紙を購入し、写真を添えて学生支援課で再発行の 

手続を行ってください。発行は申込み手続きの２営業日後です。 

２ 学年、学期及び休業日 

  （1）学年 

学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わります。 

  （2）学期 

     前期： ４月 1日から９月２３日まで 

     後期： ９月２４日から３月３１日まで 

  （3）休業日 

         ①日曜日 

     ②国民の祝日及び休日等に関する法に定められた日 

     ③夏期休業  ８月上旬から９月中旬の約７週間 

     ④冬期休業 １２月下旬から1月上旬の約２週間 

     ⑤春期休業  １月下旬から４月上旬 

     ③から⑤までの休業日については、年度の初めに公示します。 

（4）記念日 

   ①学院創立記念日 １０月 ３日（創立記念日式典 １０月 １日） 

   ②クリスマス礼拝 １２月２４日 

③クリスマス   １２月２５日 

３ 授業時間 

月曜日～金曜日 

Ⅵ時限 Ⅶ時限 

18:00～ 

 19:30 

19:40～ 

 21:10 

土曜日 

Ⅰ時限 Ⅱ時限 Ⅲ時限 Ⅳ時限 Ⅴ時限 

9:00～ 

 10:30 

10:40～ 

 12:10 

13:00～ 

 14:30 

14:40～ 

 16:10 

16:20～ 

 17:50 



13 

４ 履修届 

単位の認定は履修登録された科目について行います。前・後期の科目を４月に一括登録しま 

す。手続きの詳細については年度初めのオリエンテーションで説明します。 

５ 事務取扱時間 

  事務の取扱時間は、次のとおりです。 

    平日 ８：１５～１８：００ 

  ただし、以下の時間は事務の取扱いはいたしません。 

    １０：１０～１０：３５(礼拝時間) 

    １１：１０～１２：１０(昼食休憩) 

なお、夏期、冬期及び春期の休業中の時間については、随時掲示によって連絡します。 

６ 施設利用時間 

各施設の利用時間は、次のとおりです。ただし、授業を優先します。 

  なお、夏期、冬期及び春期の休業中の利用時間については、随時掲示によって連絡します。 

  利用方法については、学生支援課で受け付けています。事前に必ず予約・施設利用願の手続

きをしてください。 

 ※ 新型コロナウイルス感染症により、変更になることがあります。 

１号館、2号館、3号館、4号館 平日 ８：１５ ～ ２０：３０ 

土曜日 １０：００ ～ １７：３０ 

ラーニング・コモンズ 平日 ８：１５ ～ ２０：３０ 

土曜 １０：００ ～ １７：３０ 

学生ホール（自治会室、部室棟） 平日 ８：１５ ～ ２１：１５ 

土曜 ８：１５ ～ ２１：１５ 

日曜・祝日 ８：１５ ～ ２１：１５ 

図書館 平日 ８：１５ ～ ２０：００ 

土曜 １０：００ ～ １７：００ 

情報処理室 平日 ８：３０ ～ １９：００ 

E-Learning Center 平日 ９：００ ～ ２０：００ 

English Communication Center 平日 ９：００ ～ ２０：００ 

学院会館 平日 ８：１５ ～ ２０：３０ 

土曜 １０：００ ～ １７：３０ 

体育館・音楽室・ピアノ練習室 平日 ８：１５ ～ ２０：３０ 

土曜 １０：００ ～ １７：３０ 

菊南グラウンド 平日 ８：１５ ～ ２０：３０ 

土曜 ８：１５ ～ ２０：３０ 

日曜・祝日 ８：１５ ～ ２０：３０ 

学院食堂（営業時間） 平日 １１：００ ～ １４：００ 

大学売店 平日 １０：００ ～ １６：３０ 
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７ 大学院研究室の利用 

 (1) 日曜、祝日に大学院研究室を利用するに当たって、１号館学生昇降口のドアの鍵を貸し出

しますので、次の順序に従って利用してください。 

①鍵は門衛所から借ります。ただし、貸出時間は、原則として午前８時から午後５時までで 

す。借りるときは、学生証を呈示し、貸出ノートに氏名、貸出時間等を記入の上、鍵を受 

け取ってください。 

②入館の際、学生昇降口のドアを鍵で開けたら、内側から施錠してください。 

 退館の際も外側から施錠してください。 

③借りた鍵は、門衛所に返却してください。その際、返却時間を記入してください。 

 (2) 大学院研究室は、学生の共同の研究の場です。次の諸事項を守ってください。 

①各学生に、研究室の鍵を貸し出しますので、各自で管理してください。 

②室内の整理・整頓、清掃は、各自で行ってください。 

③貴重品の保管には、室内のロッカーを利用してください。ロッカーは必ず施錠してくださ

い。 

④メールボックスは、個人専用です。書類等の配布や諸連絡に使用しますので、入室時に確

認してください。 

⑤図書は、貸出簿に記入し、借りた日、返した日を確実に記入してください。 

管理は、自己責任とします。 

８ 図書館の利用 

(1) 開館について   

  ①開講期  午前8 時15 分～午後8 時

   ②閉講期  午前9 時～午後5 時

   ③土曜開館指定日  午前10 時～午後5時

※ 開館日時は、ホームページで確認してください。

 ※ 新型コロナウイルス感染症により、変更になることがあります。 

 (2) 閉館日について

 閉館日は次のとおりです。臨時休館の場合は事前に掲示します。

① 土曜日、日曜日、国民の祝日

② 本学創立記念日（10 月3 日）

③ 本学が定める休業日

(3) 帯出冊数・期間

  ・館外帯出の冊数及び期間は、原則として次のとおりです。ただし、館長が認めた場合に

は、臨時にこれを制限又は緩和することができます。

5 冊 2 週間
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(4) 貸出手続

  ・学生証が図書貸出カードを兼ねています。

・借りたい図書と学生証を受付カウンターで呈示してください。

・返却の際もカウンターに返してください。

詳しくは、学生生活ハンドブック（学生便覧）を参照してください。  

大学院研究室の図書館分室は、校舎の閉館時間まで利用できます。  

（5）学外への文献の複写依頼・貸借依頼 

・授業、研究指導に必要な文献が大学図書館にない場合、他大学等の図書館に文献の複写 

 や貸借を依頼することができます。 

・受付カウンターに直接、又は図書館ホームページのMyLibraryから申請できます。 

    ・授業、研究指導に必要な文献複写・貸借にかかる経費は、一定額まで大学院経費から支 

出できます。複写・貸借依頼の申請時に、図書館に申し出てください。 

９ 情報処理室の利用 

  情報処理室の利用については、次のとおりです。 

 (1) 開室日 

    次の閉室日を除いて、開室します。 

① 土曜日、日曜日及び祝日 

② 本学創立記念日 １０月３日 

   ③ 本学の定める休業日 

④ 本学の定める学生立入禁止日 

特に必要があり閉室する場合は、その都度掲示します。 

 (2) 開室時間 

①  通      常  ８：３０～１９：００ 

② 夏期休業等   ９：００～１７：００ 

※ 授業時間中は、利用できない。 

 ※ 新型コロナウイルス感染症により、変更になることがあります。 

 (3) 利用上の注意 

   学生生活ハンドブック（学生便覧）を参照してください。 

１０ 奨学金制度 

（1）奨学金の貸与を希望する場合は、学生支援課に相談してください。 

   返還免除などの制度もあります。 

 （2）大学卒業後、引き続き本研究科に正規学生として入学する方については、大学院独自の奨

学金給付制度もあります。詳細は、九州ルーテル学院大学大学院奨学生規程及び九州ルー

テル学院大学大学院奨学生選考要項を参照してください。 



16 

１１ 障がいのある学生の相談窓口 

障がいのある学生で、講義・演習、研究指導を履修する上で、情報保障、コミュニケーション

支援等の配慮を必要とする場合、その他大学院における修学支援に関して相談がある場合は、障

がい学生サポートルームに相談してください。 

Ⅳ 学生生活の諸注意 

１ 大学からの連絡・伝言について 

  (1) ｢掲示板｣またはActive Academyで連絡します。 

  (2) 「ルーテル緊急メール」について、緊急連絡または非常時の安否確認を行いますので、 

必ず登録してください。 

  (3) 緊急を要する場合に限り、個別連絡を行います。 

２ 礼拝出席について 

  前・後期開講期間は、月～金（10:17～10:32）にチャペルで礼拝を行います。 

３ 学生による掲示・広報について 

  学内に掲示するときや学内広報活動等を行う場合は、学生支援課に書類を提出し、承認を受 

けてください。 

４ 教室番号について 

  全ての教室には｢番号｣が掲示されています。 

５ 遺失物、拾得物について 

  学生支援課に届け出てください。拾得物は、学生支援課で概ね半年間保管しています。 

６ 学内の美化について 

  学内を美しく保ち、気持ち良く学生生活を送れるように、大学は清掃・整理整頓に努めて 

います。環境の美化は皆さん一人一人の協力によって保たれます。 

７ インターネット利用について 

  利用方法は「情報処理室ホームページ」を参照してください。 
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８ 臨時休講 

  災害(台風等)による臨時休講等の対応については、「非常変災時等における授業の取扱に  

関する申合せ（P46）」のとおりとします。 

(1) 大学ホームページでのお知らせ 

(2) 「ルーテル緊急メール」での連絡 

９ 駐車場について 

    学内駐車を希望する場合は「駐車許可証」を発行しますので、学生支援課で手続をしてくださ

い。 

駐車は平日午後 5：30 から午後 10：00 まで可能です。中央玄関前を除く指定されたスペースに

駐車してください。 

１０ 飲酒、喫煙 

  (1) 学内での飲酒は一切禁止です。 

  (2) 学内での喫煙は指定された場所以外では一切禁止です。 

Ⅴ 諸手続（証明書、届出、願出など） 

  学生生活ハンドブック(学生便覧)を参照してください。 

Ⅵ 健康管理、欠席 

  学生生活ハンドブック（学生便覧）を参照してください。 

Ⅶ 学生生活Ｑ＆Ａ 

  学生生活ハンドブック（学生便覧）を参照してください。 
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九州ルーテル学院大学大学院学則

第１章 総 則

 （趣旨）

第１条 この学則は、九州ルーテル学院大学学則（以下「本学学則」という。）第４条の２

第２項の規定に基づき、九州ルーテル学院大学大学院（以下「本学大学院」という。）について、必要な事項を

定める。

 （目的）

第２条 本学大学院は、本学の建学の精神に則り、専門的な理論を教授研究し、精深な学識と研究能力を養い、

もって人類の平和及び文化と福祉の発展に寄与することを目的とする。

 （自己評価等）

第３条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、目的及び使命を達成するため、教育研究活動等の状況につい

て自ら点検及び評価を行う。

第２章 組織、学生定員及び修業年限

（研究科及び専攻）

第４条 本学大学院に、次の研究科及び専攻を置く。

 （課程）

第５条 本学大学院の課程は、修士課程とする。

２ 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職

業等に必要な高度の能力を養うものとする。

 （学生定員）

第６条 研究科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

（教育研究上の目的）

第６条の２ 前条の研究科・専攻は、時代と社会の要請に応じた障害者支援を一層充実・発展させることを目的

として、「障害」について心理学的立場から教育研究を行い、教育機関，医療機関，社会福祉施設等で活躍でき

る高度専門職業人を養成するものとする。

 （修業年限）

第７条 修士課程の標準修業年限は、２年とする。

第３章 学年、学期及び休業日

（学年、学期及び休業日）

第８条 学年、学期及び休業日は、本学学則の第７条から第９条までの規定を準用する。

第４章 教員組織及び運営組織

 （教員組織）

第９条  本学大学院の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）

は、大学院教員資格を有する教員が担当する。

 （研究科長）

第１０条 研究科に、研究科長を置く。

研 究 科 名 専 攻 名

人文学研究科 障害心理学専攻

研 究 科 名 専 攻 名 入学定員 収容定員

人文学研究科 障害心理学専攻  ５人  １０人
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２ 研究科長は、研究科の専任の教授のうちから、理事会の承認を得て学長が任命する。

３ 研究科長の任期は、２年とし、再任を妨げない。

 （研究科委員会）

第１１条 研究科に、研究科委員会を置く。

２ 研究科委員会は、学長及び研究科の専任教員によって構成する。

３ 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、他の教員を加えることができる。

４ 研究科委員会に関する事項は、別に定める。

 （事務組織）

第１２条 本学大学院に関する事務は、本学の事務組織がこれに当たる。

（教員と事務職員等の連携・協働）

第１２条の２ 本学大学院は、教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員と事務職員等との適

切な役割分担の下で、両者の連携体制を確保し、協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。

第５章 教育方法等

 （授業及び研究指導）

第１３条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行う。

２ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教

室等以外の場所で履修させることができる。

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

 （教育方法の特例）

第１３条の２ 前条の教育は、大学院設置基準第１４条の規定に基づき、教育方法の特例（昼夜開講制）によっ

て行う。

（成績評価基準等の明示等）

第１３条の３ 本学大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及び研究指

導の計画をあらかじめ明示するものとする。

２ 本学大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確

保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものと

する。

３ 成績の問い合わせ及び異議申立てに関する取扱いは別に定める。

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第１３条の４ 本学大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実

施するものとする。

 （授業科目及び単位数）

第１４条 授業科目の名称及び単位数は、別表１のとおりとする。

 （単位の計算方法）

第１５条 授業科目の単位の計算方法は、次のとおりとする。

 （１）講義及び演習については、１５時間をもって１単位とする。

 （２）実験・実習については、３０時間の授業をもって１単位とする。

（履修方法）

第１６条 学生は、修士課程における在学期間中において、必修科目(研究指導)及び選択科目を合わせて、３０

単位以上を修得しなければならない。

２ 履修届及び成績評定ついては、本学学則の第１６条及び第１７条の規定を準用する。

（単位の授与）

第１７条 単位の授与は、正規の手続を経て、合格とされた授業科目について行う。

（他の大学院における授業科目の履修等）

第１８条 他の大学院における授業科目の履修、入学前の既修単位の認定及び再入学者の既修単位の認定につい
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ては、本学学則第１９条、第２０条、第２３条、第２３条の２及び第２４条の規定を準用する。この場合にお

いて、「６０単位」とあるのは｢１５単位｣と、｢教授会｣とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。

２ 前項の規定により修士課程の学生が他の大学院等で修得した単位数は、合計１５単位を超えない範囲で、本

学大学院において履修したものとみなすことができる。

３ 前２項により与えることができる単位数は合わせて２０単位を超えないものとする。

 （他の大学院等における研究指導）

第１８条の２ 本学大学院において教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研

究所等を含む。）以下「他の大学院等」という。）との協議に基づき、学生が当該他の大学院等において必要な

研究指導を受けることを許可することができる。

２ 前項に関し必要な事項は、別に定める。

第６章 課程の修了及び学位の授与

（修了要件）

第１９条 修士課程を修了するためには、修士課程に２年以上在学し、必修科目(研究指導)及び選択科目を合わ

せて３０単位以上を修得し、修士の学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期

間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。

２ 前項の在学期間に関しては、前条第１項の規定により、本学大学院の課程に入学する前に修得した単位(第２

３条の規定による入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院の課程において修得したものとみ

なす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、

その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で大学院の課程が定める期間在学したものとみな

すことができる。

 （課程修了の認定）

第２０条 修士課程の修了の認定は、研究科委員会の議を経て学長が行う。

 （学位の授与）

第２１条 修士課程を修了した者に対しては、修士（障害心理学）の学位を授与する。

２ 学位の授与に関する事項は、別に定める。

（教育職員免許状の取得）

第２２条 養護学校教諭一種免許状又は特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者）（肢体不自由者）〈病弱者〉

を取得している者で専修免許状を得ようとするものは、修士の学位を有し、かつ教育職員免許法及び同法施行

規則に従って別表２に定める科目及び単位を修得しなければならない。

２ 本学大学院において取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。

   特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）（肢体不自由者）（病弱者）

第７章 入学、休学、復学、退学、再入学、留学及び除籍

（入学資格）

第２３条 本学大学院の修士課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

（１）大学を卒業した

（２）学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

（３）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者

（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における１６年の課程を修了した者

（５） 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

（６）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関

係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定

するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通
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信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了す

ることを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者

（７）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満すものに

限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

（８）文部科学大臣の指定した者

（９）本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で、２２歳に達したもの

 （入学の時期）

第２４条 入学時期は、学年の初めとする。

（入学の出願）

第２５条 入学志願者は、入学願書に所定の書類を添付して提出するとともに、検定料を納めなければならない。

（入学者の決定）

第２６条 入学志願者に対しては、別に定める選抜試験を行う。

２ 選抜試験の結果、合格した者は、別に定めるところにより、入学の手続をとらなければならない。

３ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

（休学）

第２７条 病気その他やむを得ない理由により３か月以上修学することができないときは、保証人連署の上、休

学を願い出ることができる。

２ 病気のため修学することが適当でないと認められる者については、休学を命じることがある。

（休学期間）

第２８条 休学の期間は、当該年度を超えることはできない。

２ 休学は、願い出により更新することができる。ただし、その期間は、通算して第７条に定める標準修業年限

を超えることはできない。

３ 休学期間は、標準修業年限及び第３３条に定める在学期間には算入しない。

（復学）

第２９条 休学期間においても、その事由が消滅した場合は、復学を願い出ることができる。

 （退学） 

第３０条 退学を希望する者は、保証人連署の上退学願を提出しなければならない。

（再入学）

第３１条 退学した者が再入学を願い出た場合、研究科委員会において審議の上これを許可することができる。

（留学）

第３２条 学生は、研究科委員会の議を経て学長が教育上有益と認めたときは、外国の大学院又はこれに相当す

る教育、研究機関等に留学することができる。

２ 第１８条第２項の規定を留学の場合に準用する。

（在学期間）

第３３条 修士課程の在学期間は、４年を超えることはできない。

（除籍）

第３４条 次に該当する者は、除籍することができる。

（１） 病気その他の理由により成業の見込みがない者

（２） 前条の在学期間を経て、なお所定の課程を修了できない者

（３） 第２８条の休学期間を超えて、なお修学できない者

 （４） 授業料等学生納付金未納について、再三の督促に応じない者

第８章 科目等履修生、研究生及び外国人留学生

（科目等履修生）

第３５条 本学大学院研究科の授業科目のうち、特定の科目の聴講を希望する者があるときは、選考の上教育研
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究に支障のない限り、科目等履修生として履修を許可し、履修科目の単位を認定することができる。

２ 科目等履修生に関する事項は、別に定める。

 （研究生）

第３６条 本学大学院において、特珠な専門事項について研究を行おうとする者があるときは、教育研究に支障

のない限り、選考の上研究生として入学を許可することができる。

２ 研究生に関する必要な事項は、別に定める。

 （特別研究学生）

第３６条の２ 本学大学院において、研究指導を受けようとする他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生があ

るときは、教育研究に支障のない限り、当該他の大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れを許可

することができる。

２ 特別研究学生に関する事項は、別に定める。

 （外国人留学生）

第３７条 本学大学院に外国人留学生として入学を志願する者には、選考の上、入学を許可することができる。

２ 外国人留学生に関する事項は、別に定める。

第９章 授業料等学生納付金

（授業料等学生納付金）

第３８条 学生の授業料その他の納付金は、授業料その他納付金等に関する規程に定める。

（納付方法・期限）

第３９条 授業料、その他の納付金等は、所定の期間に納めなければならない。ただし、特別の事情があると認

められる者には、延納を認めることがある。

（その他の費用）

第４０条 証明書の発行を受ける者は、所定の手数料を納めなければならない。

（納付した授業料等）         

第４１条 納付金は、原則として返還しない。

第１０章 賞 罰

（表彰）

第４２条 学生として表彰に値する行為があったときは、研究科委員会の議を経て学長が表彰する。

（罰則）

第４３条 学生が、本大学院学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、研究科委員会

の議を経て学長が懲戒を行う。

２ 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

第１１章 その他

 （雑則）

第４４条 この学則に定めるもののほか、必要な事項は、本学学則、その他の規程を準用する。

附 則 

１ この学則は、平成１８年４月１日から施行する。

２ 第６条に規定する収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成１８年度は５人とする。

附 則 

 この学則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則 

 この学則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則 

 この学則は、平成２１年４月１日から施行する。
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附 則 

 この学則は、平成２２年４月１日から施行する。

   附 則

１ この学則は、平成２４年３月２６日から施行する。ただし、改正後の別表1の規定は、平成２４年４月１日

から施行する。

２ 平成２３年度以前に入学した者の別表1の領域共通科目の履修については、改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。

附 則

１ この学則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ 平成２４年度以前に入学した者については、改正後の別表１の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

１ この学則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 平成２５年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

 この学則は、平成２７年４月１日から施行する。

   附 則

 この学則は、平成２７年５月２６日から施行する。

附 則

 この学則は、平成２８年６月２１日から施行する。

附 則

 この学則は、平成２９年５月２３日から施行する。

附 則

この学則は、令和２年５月２６日から施行し、４月１日から適用する。

附 則

この学則は、令和３年４月１日から施行する。
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別表１（第１４条関係）

   授業科目及び単位数

授

業

科

目

の

概

要

授業科目の名称 配 当

年 次

単位数又は時間

備       考必

修

選

択

自

由

発達障害学領域

修了要件 

・修業年限は、２年とする。 

･４年を超えて在学することは

できない。 

・３０単位以上(研究指導８単位

(必修科目)及び選択科目か

ら、２２単位以上）を修得し、か

つ、修士論文の審査及び最終

試験に合格すること。 

障害者心理学特論Ⅰ １・２ ２

障害者心理学特論Ⅱ １・２ ２

障害者臨床教育学特論Ⅰ １・２ ２

障害者臨床教育学特論Ⅱ １・２ ２

障害心理査定特論Ⅰ １・２ ２

障害者保健学特論 １・２ ２

障害者病理学特論 １・２ ２

障害者支援学特論Ⅰ １・２ ２

障害者支援学特論Ⅱ １・２ ２

障害者支援学実習Ⅰ １・２ ２

障害者支援学実習Ⅱ １・２ ２

発達臨床心理学特論Ⅰ １・２ ２

発達臨床心理学特論Ⅱ １・２ ２

病弱者生理学特論 １・２ ２

肢体不自由者支援学特論 １・２ ２

心理臨床学領域

発達心理学特論Ⅰ １・２ ２

発達心理学特論Ⅱ １・２ ２

臨床心理学特論Ⅰ １・２ ２

臨床心理学特論Ⅱ １・２ ２

社会心理学特論 １・２ ２

生理心理学特論 １・２ ２

心理療法特論Ⅰ １・２ ２

心理療法特論Ⅱ １・２ ２

学校臨床心理学特論 １・２ ２

精神医学特論 １・２ ２

精神保健福祉学特論Ⅰ １・２ ２

精神保健福祉学特論Ⅱ １・２ ２

領域共通科目

認知心理学特論 １・２ ２

教育心理学特論 １・２ ２

心理学統計法特論 １・２ ２

研究指導 １～２ ８
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別表２（第２２条関係）

 特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）（肢体不自由者）（病弱者）のための

授業科目及び単位数

授

業

科

目

の

概

要

授業科目の名称 配 当

年 次

単位数又は時間

備      考必

修

選

択

自

由

障害者心理学特論Ⅰ １・２ ２

特別支援学校教諭専修免

許状（知的障害者）（肢体

不自由者）（病弱者）を取

得するためには、２４単位

を修得しなければならな

い。

障害者心理学特論Ⅱ １・２ ２

障害者臨床教育学特論Ⅰ １・２ ２

障害者臨床教育学特論Ⅱ １・２ ２

障害心理査定特論Ⅰ １・２ ２

障害者保健学特論 １・２ ２

障害者病理学特論 １・２ ２

障害者支援学特論Ⅰ １・２ ２

障害者支援学特論Ⅱ １・２ ２

障害者支援学実習Ⅰ １・２ ２

障害者支援学実習Ⅱ １・２ ２

発達臨床心理学特論Ⅰ １・２ ２

発達臨床心理学特論Ⅱ １・２ ２

病弱者生理学特論 １・２ ２

肢体不自由者支援学特論 １・２ ２
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九州ルーテル学院大学学位規程

 （趣旨）

第１条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第９号)並びに九州ルーテル学院大学学則及び九州ルーテル学

院大学大学院学則に基づき、九州ルーテル学院大学が授与する学位について必要な事項を定める。

 （学位）

第2条 本学において授与する学位は、次のとおりとする。

    学士(人文学) 
    修士(障害心理学) 
 （学士の学位授与の要件) 
第3条 学士の学位は、大学を卒業した者に授与する。

 （修士の学位授与の要件) 
第４条 修士の学位は、大学院の修士課程を修了した者に授与する。

 （修士学位申請論文の提出）

第５条 修士課程の学位論文を提出しようとする者は、論文題目及び研究内容について、あらかじめ指導教員の

承認を受けて、研究科長に申請しなければならない。

2 論文題目の提出及び論文は、研究科委員会が定める所定の期日まで提出しなければならない。

 （審査委員) 
第６条 審査委員は、指導教員及び研究科委員会で選出された専任教員２人とする。

2 研究科委員会は、審査のため必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、前項に定める教員以外の教員

を審査委員に加えることができる。

3 審査の主査は、指導教員が当たるものとする。

4 審査委員は、学位論文の審査及び最終試験を行う。

 （審査基準) 
第７条 修士の学位論文は、広い視野に立って精深な学識を修め、専攻分野における研究能力又は高度の専門性

を要する職業等に必要な高度の能力を示すものでなければならない。

（最終試験）

第8条 最終試験は、学位論文の内容及びこれに関連する専攻分野の科目については、試問によって行う。

２ 試問の方法は、口頭による。ただし、筆答試問を併せて行うことができる。

 （審査結果の報告）

第9条 審査委員は、修士論文の審査及び最終試験が終了したときは、審査の結果及び評価に関する意見を付し

て、最終試験の成績とともに、研究科委員会に報告しなければならない。

（研究科委員会の審議) 
第10条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、学位を授与することの可否を決議する。

2 前項の決議は、研究科委員会の構成員の３分の２以上が出席し、出席者の３分の２以上の賛成がなければな

らない。

3 研究科委員会が第１項の決議をしたときは、研究科長は、学長に報告しなければならない。

（学位の授与) 
第11条 学長は、前条第３項の報告に基づき、修士の学位を授与する。

（学位の名称の使用）

第 12 条 本学の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは、｢九州ルーテル学院大学｣と付記するも

のとする。

（学位記の様式）

第13条 学位記の様式は、様式第１号及び様式第２号とする。

 （雑則）

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。



27 

   附 則

この規程は、平成１８年４月1日から施行する。

九州ルーテル学院大学大学院学位論文審査実施要領 

（提出条件）

第１ 学位論文を提出しようとする者は、次の条件を満たさなければならない。

（１） 論文提出の時点において、修了に必要な３０単位を修得又は修得見込みであること。

（２）中間発表Ⅰ・Ⅱを行っていること。

（３）論文題目を提出していること。

（４）論文提出の時期は、原則として１月下旬とする。

（論文の提出）

第２ 学位論文は、所定の期日までに３部作成して研究科委員会に提出するものとする。

（論文の審査）

第３ 審査委員は、学位論文の審査を付託された日から一定の期間内に審査を終了しなければならない。

２ 審査委員は、審査報告書を所定の日までに研究科長に提出するものとする。

３ 研究科長は、研究科委員会に審査結果を報告し、最終試験の結果と併せて審議し、合否の判断を求める

ものとする。

（最終試験）

第４ 最終試験は、学位論文提出者による当該論文に関する口頭発表を中心とし、それに関連した口述試験

を行う。

（報告書の作成）

第５ 主査は、学位論文の審査報告書を作成する。

２ 審査報告書は、当該論文の合否判定に関わる研究会委員会開催の1週間前までに各委員に配布するも

のとする。

３ 審査報告書には、論文の提出者、題目、要旨、評価及び判定を明記し、末尾に主査及び副査が署名する

ものとする。

  附 則

この要領は、平成１８年４月１日から実施する。

  附 則

この要領は、平成２６年４月１日から実施する。
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九州ルーテル学院大学大学院人文学研究科障害心理学専攻における 

研究指導計画に関する申合せ 

 大学院人文学研究科障害心理学専攻学生に対する研究指導を計画的に行い、研究が学位論文評価基準

（2013年11月7日 研究科委員会決定）等に沿って円滑に進められるように、研究指導計画書の作成等、

必要な事項を下記のとおり定める。

記

１．研究指導計画書の様式は、別紙のとおりとする。

２．研究指導計画書は、原則として入学時の５月末までに作成するものとする。

３．指導教員は、次の手順で研究指導計画書を作成する。

(1)  学生との十分な打合せを経て、また、必要に応じて副指導教員と協議の上、研究計画及び研

究指導計画の内容をまとめる。

(2)  作成した研究指導計画書は、学生に明示するとともに、研究科委員会において配布・確認し、

研究科担当教員がその内容を共有するものとする。

４．指導教員は、研究の進展度等に留意しながら、必要に応じて研究指導計画書の見直しを行うな

ど、研究計画が実効性をもって進められるように努める。
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人文学研究科障害心理学専攻研究指導計画書 

[    年  月  日作成]

学籍番号 学生
ふ り

氏名
が な

専攻領域             領域 入学年度 （西暦）      年 度

研 究

テーマ

 研

究

指

導

計

画

指導教員

副指導教員 副指導教員

研究計画（研究目的・方法・倫理的配慮等を含む。）：学生において記入

研究指導計画：指導教員において記入
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九州ルーテル学院大学大学院における研究指導の 
委託及び受託に関する規程 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、九州ルーテル学院大学大学院学則（以下「学則」という。）第１８条の２第２項及び第３６

条の２第２項の規定に基づき、本学の大学院の学生で、他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等

を含む。）以下「他の大学院等」という。）において研究指導を受ける者（以下「研究指導委託学生」という。）

及び他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で、本学の大学院において研究指導を受ける者（以下「特別研

究学生」という。）の取扱いに関し必要な事項を定める。 

 （他の大学院等との協議） 

第２条 学則第１８条の２第１項及び第３６条の２第１項の規定に基づく本学と他の大学院等との協議は、次の

各号に掲げる事項について行うものとする。 

(1)  研究課題及び研究計画 

(2)  研究指導期間及び研究指導者 

(3)  対象となる学生 

(4)  授業料等の費用の取扱い 

(5)  その他必要な事項 

２ 前項の場合において、他の大学院等が外国に所在する等、やむを得ない事情があるときは、双方の了解の下

に事前の協議を欠くことができる。 

   第２章 研究指導委託学生 

 （出願手続） 

第３条 研究指導委託学生として他の大学院等において研究指導を受けようとする学生は、所定の様式により、

研究科長を経て学長に願い出なければならない。 

（研究指導委託の許可） 

第４条 学長は、前条の願い出があったときは、第２条第１項に規定する協議に基づき、研究科委員会の議を経

て、研究指導委託学生として必要な研究指導を受けることを許可する。 

 （受入れ依頼） 

第５条 研究科長は、他の大学院等における研究指導を許可した学生について、当該他の大学院等にその受入れ

を依頼するものとする。 

 （研究指導委託期間） 

第６条 他の大学院等において研究指導を受ける期間は、通算して１年以内とする。 

 （研究終了後の手続） 

第７条 研究指導委託学生は、研究が終了したときは、所定の様式に、当該他の大学院等から発行された研究指

導内容が記載された書類を添えて研究科長に提出しなければならない。 

 （研究指導の認定） 

第８条 研究指導委託学生が他の大学院等において受けた研究指導については、前条により提出された書類に基

づき、本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。 

 （在学期間の取扱い） 

第９条 研究指導委託学生として研究指導を受けた期間は、本学の在学期間に含むものとする。 

 （許可の取消し） 

第１０条 学長は、研究指導委託学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該他の大学院等との協議によ

り、研究科委員会の議を経て、その許可を取り消すことができる。 

(1) 研究計画の完了の見込みがないとき。 
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(2) 研究指導委託学生として、当該他の大学院等の規程等に違反し、又はその本分に反する行為を行ったとき。 

(3) その他研究指導の委託の趣旨に反する行為があると認められるとき。 

 （授業料） 

第１１条 研究指導委託学生は、他の大学院等において研究指導を受けている期間中も、本学の学生としての授

業料を納付しなければならない。 

   第３章 特別研究学生 

 （受入れの許可） 

第１２条 学長は、他の大学院から研究指導を委託するために特別研究学生の受入れの依頼があったときは、第

２条第１項に規定する協議に基づき、研究科委員会の議を経て、その受入れを許可する。 

 （受入時期） 

第１３条 特別研究学生の受入れの時期は、原則として学期の始めとする。 

 （受入期間） 

第１４条 特別研究学生として研究指導を受けることができる期間は、通算して１年以内とする。 

 ただし、当該学生が博士後期課程（これに相当する課程を含む。）に在学する場合であって、特に必要があると

きは、１年を超えない範囲でその期間を延長することができる。 

 （研究指導） 

第１５条 特別研究学生は、研究指導を委託した大学院との協議に基づいて認められた研究課題について研究指

導を受けるものとする。 

 （関係授業への参加） 

第１６条 指導教員は、研究指導上必要があると認めるときは、授業担当教員の了承を得て、特別研究学生を授

業に参加させることができる。ただし、当該授業科目の単位を与えることはできない。 

 （研究終了後の手続） 

第１７条 研究科長は、特別研究学生が所定の研究を終了したときは、指導教員の報告に基づき、研究指導状況

報告書を交付する。 

 （学生証） 

第１８条 特別研究学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。 

 （規程等の遵守） 

第１９条 特別研究学生は、本学の規程等を遵守しなければならない。 

 （研究指導料、その他費用の取扱い） 

第２０条 特別研究学生に係る研究指導料は、徴収しない。ただし、実験、実習その他研究の遂行に要する実費

については、徴収することがある。 

 （準用） 

第２１条 第１０条の規定は、特別研究学生について準用する。この場合において、「研究指導委託学生」とある

のは「特別研究学生」と、「当該他の大学院等の規程等」とあるのは「本学の規程等」と、「委託」とあるのは

「受託」とそれぞれ読み替えるものとする。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年５月２６日から施行する。 
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九州ルーテル学院大学研究倫理規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、九州ルーテル学院大学（以下「本学」という。）における学術研究の信頼性と公平性を確保

するため、研究を遂行する上で求められる研究者の行動及び態度の倫理的規範について定め、もって研究を適

正かつ円滑に行うことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)  「研究」とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価に至るすべての過程における行為、決定

及びそれに附随するすべての事項をいう。 

(2)  「研究者」とは、本学の教職員で研究を行う者及び本学において研究に従事する外部の研究者等をいう。

大学院及び学部の学生、研究生等が研究にかかわる場合も、研究者に準ずる者として取り扱い、この規程の

対象とする。 

(3)  「ねつ造」とは、存在しないデータ、研究成果等を作成することをいう。 

(4)  「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ及び研究活動によって得られた結

果等を真正ではないものに加工することをいう。 

(5)  「盗用」とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文、用語等を、当該研

究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。 

(6) 「二重投稿」とは、印刷物、電子媒体を問わず、既に出版された、又は他の学術誌に投稿中の論文と本質

的に同一の内容の原稿をオリジナル論文として投稿することをいう。 

(7) 「不適切なオーサーシップ」とは、論文著作者が適性に公表されないことをいう。 

(8)  「研究費」とは、個人研究費、学内研究活動補助金等の本学が支給する公的研究費及び文部科学省科学研

究費補助金その他の研究助成金をいう。 

 （研究者の倫理規範） 

第３条 研究者は、研究を行うに当たり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 

(1)  建学の理念であるキリスト教の精神に基づき、個人の尊厳と人権を尊重し、学術研究の発展のために、良

心と信念に従い、「九州ルーテル学院倫理綱領」等に則って誠実な行動をとること。 

(2)  研究者としての能力向上を目指し、自己研鑽に努めること。 

(3) 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号）（以下「倫

理指針」という。）」、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成26年8月26日文

部科学大臣決定）（以下「ガイドライン」という。）」及び本学の諸規程のほか、国際的に認められた規範、

規約等及び関係学会が定める倫理規程等を遵守すること。 

(4)  自らが関与する研究が一般社会や人々に与える影響を常に自覚し、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を

考慮すること。  

 (5)  研究計画の立案又は提案に当たっては、過去に公表された研究業績の把握に努め、誠実に自己のアイディ

アや手法の独創性及び新規性を確認すること。 

 (6)  データ等の収集に当たっては、科学的かつ社会的に妥当と考えられる方法により行うこと。 

(7) ねつ造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切なオーサーシップ等の不正行為又は不適切な行為を行わないこ

と。 

  (8) 教員は、学生が学位論文作成、卒業研究等のため研究者として行動する際は、この規程を踏まえた指導を

行うこと。 

  (9)  教員は、学生が教員の研究活動に加わるときは、当該学生が不利益を被らないように十分配慮すること。 

(10) 特許権の取得申請等、合理的な理由により公表制限がある場合を除き、研究の内容及び成果を広く社会に

還元するため、公表すること。 

(11) 研究費の使用に当たっては、別に定める「公的研究費等に関する運営及び管理に関する規程（平成19年
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11月1日施行）」その他関係法令等を遵守すること。 

(12) 研究者が、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて他者の研究業績の評価・検証にかかわるときは、被評価

者に対して予断を持つことなく、評価基準、審査要綱等に従い、自己の信念に基づき公正な判断に努めるこ

と。 

（事前の説明と同意） 

第４条 研究者は、人の行動、環境、心身等に関する個人の情報及びデータ等の提供を受けて研究を行うときは、

提供者に対して、その目的、収集方法等を分かりやすく説明し、事前に提供者の同意を得なければならない。

この場合において、提供者が１８歳未満の場合及び提供者に同意の可否を判断する能力がないと思料されると

きは、提供者の代理人となる保護者等から同意を得るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、研究者は、研究目的を協力者に事前に告げることが研究の遂行に支障があるとき

は、調査及び実験等への協力終了後に協力者に対しその説明を行い、同意を得なければならない。 

３ 他の組織、団体等から当該組織又は団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受けるときも、第１項前

段の規定に準じて行うものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、無記名式の調査票等により匿名化して個人情報及びデータを収集するときは、

調査の回答をもって同意を得たものとみなすことができる。 

 （個人情報の保護） 

第５条 研究者は、個人に関する情報を受けて研究を行うとき、又はそれらの情報を利用して教育を行うときは、

別に定める「九州ルーテル学院学生等に関する個人情報保護規程（平成17年4月1日施行）」等に基づき、当

該情報を提供する者の個人情報を適正に取り扱い保護しなければならない。 

２ 研究者は、個人情報の管理に万全を期すとともに、研究成果の公表に際しては、個人が特定されることのな

いように配慮しなければならない。 

 （データ等の管理） 

第６条 研究者は、研究のために収集又は作成した資料（観察・実験ノートを含む。）、情報及びデータ等の滅失、

漏えい及び改ざん等を防ぐための適切な措置を講じるとともに、事後の検証に応じられるように、当該資料等

を一定期間適切に保存・管理し、開示の必要性が認められる場合は、これを開示しなければならない。 

 （安全管理） 

第７条 研究者は、研究において研究装置・機器等及び材料・薬品等を使用するときは、関係する取扱規程、要

領等を遵守し、最終処理まで含め、責任を持って安全管理に努めなければならない。 

 （管理体制） 

第８条 本学における研究に係る倫理を保持するため、次の各号に定める責任者を置き、その責任と権限を定め

る。 

(1) 学長は、研究に係る倫理の最高管理責任者として責任を負うとともに、研究者の倫理意識の高揚に向けて

啓発活動、研究活動上の不正行為の防止その他必要な措置を講じるものとする。 

(2) 学科長及び研究科長は、当該組織における研究に係る倫理の責任者として責任及び権限を有し、主に次に

掲げる業務を担う。 

  ア 研究者に対して、必要な指導及び助言を行うこと。 

   イ 研究に係る倫理の保持に関する状況及びその対応等について、必要に応じて最高責任者に報告すること。 

(3) FD・研究委員会委員長は、研究倫理教育責任者として、同委員会の企画の下に研究倫理に関する教育を定

期的に実施するものとする。 

 （倫理審査） 

第９条 学長は、人（試料・情報を含む。）を対象とする研究のうち、倫理指針に該当するものとして、当該研究

を実施する代表者から実施計画の倫理面の審査の申請があったときは、別に置かれる研究倫理審査委員会の審

査を経て、その諾否を決定するものとする。許可された実施計画を変更する場合も同様とする。 

２ 実施計画の審査手続及び研究倫理審査委員会の組織・運営等に関し必要な事項は、別に定める。 

 （研究活動上の不正行為への対応等） 

第１０条 研究活動において、次の各号に定める不正行為が発生し、又はその疑惑が生じた場合の調査手続・方
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法の対応等については、別に定める。 

 (1) 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意業務を著しく怠ったことにより生じたねつ造、改ざん

又は盗用 

 (2) 前号以外の研究活動上の不適切な行為であって、研究者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理か

らの逸脱の程度が甚だしいもの 

 （倫理指針及びガイドラインの準拠） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、前２条に規定する人を対象とする研究に関する事項及び研究活動上の

不正行為への対応等に関する事項については、倫理指針及びガイドラインに定めるところにより取り扱うもの

とする。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年７月２４日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年７月１６日から施行する。 
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九州ルーテル学院大学人文学研究科学位論文等の研究倫理審査に関する要項 

（趣旨） 

第１ この要項は、九州ルーテル学院大学研究倫理規程（以下「規程」という。）第９条第３項の規定に基づき、

九州ルーテル学院大学人文学研究科学位論文及び特定課題研究（以下「学位論文等」という。）の研究倫理審

査に関し必要な事項を定める。 

（研究倫理研修） 

第２ 人文学研究科の学生（以下「大学院学生」という。）は、学位論文等に関する研究に着手する前に、研究

倫理の研修（e-learningを含む）を修了しなければならない。 

 （研究倫理審査の申請） 

第３ 規程第９条に定める研究を実施する代表者（以下「研究代表者」という。）は、当該研究着手前に、人文

学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）又は研究倫理審査委員会に次に掲げる書類を添えて、研究

倫理審査を依頼しなければならない。 

（１）研究倫理審査申請書（九州ルーテル学院大学研究倫理審査細則第２条関係別紙様式１） 

（２）研究計画書（必要に応じ、説明・同意文書、研究対象者への情報公開文書等の資料） 

 （研究倫理審査の省略） 

第４ 学位論文等に関する研究のうち、次に掲げるすべての条件を満たす場合は、研究倫理審査を省略すること

ができる。ただし、指導教員の判断により実施することを妨げるものではない。 

（１）無記名の質問紙による調査等個人情報を取り扱わないこと。 

（２）アンケート、面接等に協力しなくても不利益にならない環境や協力を強制されない環境が整備され、研究

への参加に対する拒否の機会が保障されていること。 

（３）心的外傷に触れる質問（災害、事故、虐待、過去の重病や重症等、当該質問を受ける者にとって思い起こ

したくないつらい体験に関するものをいう。）を含まないこと。 

（４）研究全体を通じて、心理療法、生活指導、栄養指導等の介入を含まないこと。 

（５）虚偽の研究目的を知らせる等のディセプションの手続が用いられていないこと。 

 （審査） 

第５ 研究科委員会での審議結果の判定は、全会一致による決定を原則とする。ただし、審査の対象となる研究

に関係する委員は、当該審査及び議決に加わることができない。 

２ 前項の審議結果の判定が全会一致に至らない場合は、出席委員の５分の４以上の議決により判定を行う。 

３ 前項の判定の内容は、次のいずれかとする。 

（１）承認 

（２）条件付き承認（修正の上で承認） 

（３）変更の勧告（再審査） 

（４）不承認 

 （不服申立等） 

第６ 研究代表者は、研究科委員会の判定に不服があるときは、研究倫理審査委員会に直接倫理審査を申請する

ことができる。 

２ 前項の研究倫理審査委員会及び研究科委員会の判定が一致しない場合は、研究倫理審査委員会の判定を優先

するものとする。 



36 

 （迅速審査） 

第７ 研究科委員会で承認された研究のうち、研究発表の予定があり、学会・研究会・発行元が倫理審査委員会

による審査結果を要求するものについては、第４のただし書により、研究倫理審査委員会への申請を行うこと

ができる。 

２ 前項の申請に当たって、研究科委員会で承認した計画については、迅速審査を適用するよう、研究科長から

研究倫理審査委員会に依頼するものとする。 

附 則 

１ この要項は、令和２年４月１日から実施する。 

２ 本要項実施前に、現に研究倫理申請を行っている学位論文等の研究倫理審査手続については、なお、従前の

例による。 
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九州ルーテル学院大学大学院奨学生規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、学部卒業者の本学大学院への進学を奨励するための経済的支援として九州ルーテル学院大

学大学院奨学生制度を設け、もって大学院における学生の修学支援及び教育の活性化を推進することを目的と

する。 

 （奨学生の対象者） 

第２条 九州ルーテル学院大学大学院奨学生（以下「奨学生」という。）として奨学金を給付することができる者

は、大学を卒業後、引き続き本学大学院に入学する者（科目等履修生及び研究生を除く。）で、次の各号の一に

該当する者とする。 

(1) 人物並びに大学在学時の学業成績及び大学院の入学試験成績が良好であり、経済的にも援助を必要とする

者 

(2) 人物が良好であり、大学在学時に学内外で課外活動等の社会貢献を積極的に行い優れた実績を挙げた者で、

経済的にも援助を必要とする者 

 （奨学金） 

第３条 奨学生に支給する奨学金は、毎年度の予算の範囲内で、次の各号に定める額を無償給付する。 

(1) 第１号奨学生  当該年度の授業料の全額 

(2) 第２号奨学生  当該年度の授業料の半額 

 （奨学金の給付期間） 

第４条 奨学金の給付期間は、２年以内とする。 

 （選考基準） 

第５条 奨学生の選考は、研究科委員会が第２条各号に定める要件を提出書類及び面接によって審査し、総合的

な観点から評価するものとする。 

２ 第２条各号に定める「経済的にも援助を必要とする者」の審査に当たっては、奨学生を志願する者に係る主

たる家計支持者の所得を確認する書類を求め、その所得額が一定額以下であることを年度ごとに確認するもの

とする。 

 （奨学生の申請） 

第６条 奨学生を志願する者は、入学志願時に所定の書類を添え、学長に申請する。 

 （奨学生の決定） 

第７条 奨学生は、第５条に定める研究科委員会の審査を経て、入学時までに学長が決定する。 

 （申請時期等の特例） 

第８条 前２条の規定にかかわらず、当該年度の奨学金予算に余剰がある場合は、入学時以外の時期においても

奨学生を募集し選考することができる。この場合において、第２条第１号中「大学在学時の学業成績及び大学

院の入学試験成績」とあるのは「大学在学時の学業成績、大学院の入学試験成績及び学業成績」と、第２号中

「大学在学時」とあるのは「大学在学時及び大学院在学時」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 （奨学金の交付） 

第９条 奨学金は、当該年度の前期及び後期ごとに給付する。 

 （生活状況の報告） 

第１０条 奨学生は、半年ごとの生活状況報告書を、研究科長を経て学長に提出しなければならない。 

 （奨学金の停止） 

第１１条 学長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、研究科委員会の議を経て、奨学金の

交付を停止することができる。 

(1)  学籍を失ったとき。 

(2)  休学したとき。 

(3)  学業又は性行などの状況により指導の必要があると認めたとき。 
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(4)  傷病などのために修学の見込みがないとき。 

(5)  学業成績又は性行が不良となったとき。 

(6)  奨学生としての責務を怠り、奨学生としてふさわしくないとき。 

(7)  奨学生申請書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことが判明したとき。 

 （奨学生の辞退） 

第１２条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。 

 （改廃） 

第１３条 この規程を改正する場合において、奨学金予算の増額を伴うときは、あらかじめ理事会の承認を得な

ければならない。 

 （実施細目） 

第１４条 この規程の細目に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て研究科長が別に定める。 

   附 則 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行し、平成２８年度入学者から適用する。 

２ 第３条に定める予算枠は、当分の間、当該年度の授業料の1人分相当額とする。 

３ 第５条の選考に当たっては、当分の間、本学の学部卒業者を優先するものとする。 
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九州ルーテル学院大学大学院奨学生選考要項 

 （趣旨） 

第１ この要項は、九州ルーテル学院大学大学院奨学生規程（以下「規程」という。）第１４条の規定に基づき、

奨学生の選考等に関し必要な事項を定める。 

 （選考方法） 

第２ 規程第２条第１号に定める「大学在学時の学業成績」は、ＧＰＡ方式により算出した成績評価値により評

価する。 

２ 規程第３条各号に定める第１号奨学生又は第２号奨学生を選考する際は、給付要件に該当する志願者の総数

及び評価結果の優位度（差）を勘案して、その人数を決定する。 

 （審査委員会） 

第３ 規程第５条第１項に定める奨学生の選考に当たっては、研究科委員会の審査に先立ち、研究科長及び研究

会委員会構成員のうちから研究科長が指名した２人の委員で構成する審査委員会によって書類審査及び面接を

行い、その評価結果を研究科委員会に報告するものとする。 

 （所得の確認） 

第４ 規程第５条第２項に定める所得の確認は、次によって行う。 

(1)  所得は、主たる家計支持者（学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者）の所得の種類に応

じて、源泉徴収票、確定申告書（控）又は所得証明書によって確認する。その際は、主たる家計支持者の扶

養者数及びその扶養状況を考慮するものとする。 

(2) 日本私立学校振興・共済事業団が定める授業料減免等に関わる補助金支給基準の所得限度額にならい、同

額を超える所得を有する場合は選考の対象者としない。 

 （志願者の募集） 

第５ 規程第６条の申請に先立って行う志願者の募集は、次により行う。 

(1)  奨学生制度について、入学試験要項及び大学院案内リーフレットに掲載するとともに、大学院説明会にお

いても周知する。 

(2)  申請書の提出期限は、原則として、第Ⅰ期入学試験出願期限日と同一とする。ただし、志願者がない場合

で、かつ、第Ⅱ期入学試験（２次募集）において奨学生申請の意向がある者がいたときは、追加募集を行う

ことができる。 

（奨学生の決定時期） 

第６ 規程第７条に定める奨学生の決定は、原則として、第Ⅰ期入学試験の合格発表時に行う。ただし、前項第

２号ただし書により追加募集を行う場合は、この限りではない。 

   付 記 

 この要項は、平成２７年４月１日から実施する。 
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九州ルーテル学院大学ティーチング・アシスタント規程 

（目的） 

第１条 この規程は、九州ルーテル学院大学（以下「本学」という。）の大学院学生をティーチング・アシスタン

ト（以下「ＴＡ」という。）として採用し、教育的配慮の下に学部の授業等における教育補助業務に従事させ、

もって学部教育の充実及び当該学生の教育・研究能力の向上に資するとともに、給与の支給により経済的支援

を行うことを目的とする。 

 （業務内容） 

第２条 ＴＡは、当該学生の研究指導教員の管理の下、学部の授業を担当する教員等の指示に従い、次の各号に

定める業務に従事する。 

(1）学部における授業の補助業務 

(2) 学部学生に対する学修支援業務 

（3）その他学長が必要と認める教育的補助業務 

 （資格） 

第３条 ＴＡとなることができる者は、人物に優れ、教育補助業務に対する熱意と能力を備えた本学大学院に在

学する学生（科目等履修生、研究生及び特別研究学生を除く。）とする。 

 （身分) 

第４条 ＴＡは、非常勤職員とする。 

 （採用期間) 

第５条 ＴＡの採用期間は、年度を単位とし、１年を超えないものとする。ただし、通算２年を限度として再採

用することができる。 

 （勤務時間） 

第６条 ＴＡの勤務時間は、当該学生の授業等に支障が生じない範囲で、原則として週２０時間を超えないもの

とする。 

 （選考手続） 

第７条 ＴＡの選考は、研究科委員会の議を経て学長が行う。 

 （採用の取消し） 

第８条 ＴＡが次の各号の一に該当した場合は、研究科委員会の議を経て採用を取り消すことができる。 

  (1) ＴＡの修学に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(2) 第２条に定める業務に従事することが適当でないと認められるとき。 

  (3) その他ＴＡとしてふさわしくない行為を行ったとき。 

 （守秘義務） 

第９条 ＴＡは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （採用手続、給与、服務等の取扱い） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、ＴＡの採用手続、給与、服務等の取扱いは、非常勤教職員就業規則等

の関係規程及び雇用契約書に定めるところによる。 

附 則 

１ この規程は、平成２７年１１月５日から施行する。 

２ この規程施行の際、現にＴＡとして在職している者は、この規程に基づき採用されたものとみなす。 
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九州ルーテル学院大学大学院科目等履修生規程 

（趣旨） 

第１条 九州ルーテル学院大学大学院学則第３５条第２項に基づき、科目等履修生に関する必要な事項を定める。 

（入学資格） 

第２条 科目等履修生として入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）大学を卒業した者
（２）学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者
（３）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者
（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより，当該外国の学校教育

における１６年の課程を修了した者
（５）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であ
って、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

（６）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係
機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定する
ものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育
における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育
制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含
む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者

（７）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに
限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

（８）文部科学大臣の指定した者
（９）本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

で２２歳に達したもの

 （在学期間） 

第２条の２ 科目等履修生は、各学期を単位として、学期の始めに受け入れるものとする。 

（履修科目及び単位数）  

第２条の３ 科目等履修生として履修することができる授業科目及び単位数は、本学大学院の教育研究に支障の

ない範囲で、各学期につき２科目・4 単位以内とする。ただし、実習に関する科目は、原則として履修するこ

とができない。 

（志願手続） 

第３条 科目等履修生を志願する者は、別に定める期日までに、次に掲げる書類を提出するとともに、所定の入

学検定料を納めなければならない。ただし、本学において学位を取得した者については、入学検定料を免除す

る。 

(1)  科目等履修許可願（本学の所定様式） 

(2)  履歴書 

(3)  最終出身校の卒業（修了）証明書 

(4)  健康診断書 

(5)  その他本学大学院が必要とする書類 

（履修許可） 

第４条 科目等履修生の許可は、履修を希望する授業科目の担当教員の意見を聴取し、研究科委員会の議を経て

学長が行う。 

（納付金） 

第５条 履修を許可された者は、所定の期日までに履修登録料及び受講料を納めなければならない。ただし、本

学において学位を取得した者については、履修登録料を免除する。 

２ 既納金は、原則として返還しない。 

３ 実験、実習等に要する費用は、本人の負担とする。 



42 

（科目等履修生証） 

第６条 科目等履修生として履修を許可された者には、科目等履修生証を交付する。 

２ 科目等履修生は、登学の際には科目等履修生証を携帯しなければならない。 

（試験及び単位） 

第７条 科目等履修生は、履修した科目について単位の認定を希望する場合は、試験を受けることができる。こ

の場合において、成績評定については、大学学則及び成績評定規程を準用する。 

２ 前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

３ 科目等履修生が希望する場合は、成績証明書及び単位修得証明書を交付する。 

（辞退届） 

第８条 科目等履修生を学期の中途で辞退する場合は、科目等履修生辞退届を提出しなければならない。 

（科目等履修生の取消し） 

第９条 次の各号の一に該当する者は、科目等履修生の身分を取り消すことがある。 

(1)  納付金を滞納した場合 

(2)  出席状況が極めて不良で、修学見込みのない場合 

(3)  他の学生の修学等に悪影響を及ぼすと本学が判定した場合 

(その他) 

第１０条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生の取扱いについては、大学院学則、その他の規程の定め

るところによる。 

附 則  

 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則  

この規程は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則  

この規程は、平成30年2月1日から施行する。 
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九州ルーテル学院大学大学院研究生規程

 （趣旨）

第１条 九州ルーテル学院大学大学院学則第36条第２項の規定に基づき、研究生に関する必要な事項を定め

る。

 （出願資格）

第２条 研究生として志願できる者は、大学院修士課程（博士前期課程）を修了した者又はこれに準ずる者とす

る。

（志願手続）

第3条 研究生を志願する者は、研究すべき事項及び指導教員を定め、次の書類を提出しなければならない。

(1) 研究生願

(2) 履歴書

(3) 最終出身校の成績証明書及び修了証明書

(4) 健康診断書

(5) その他本学大学院が必要とする書類

 （入学許可）

第４条 研究生の許可は、研究科委員会の議を経て学長が許可する。

 （入学手続）

第5条 入学を許可された者は、入学金及び授業料を定められた期日までに納めなければならない。ただし、本

学大学院において学位を取得した者については、入学金は免除する。

2 既納金は、原則として返還しない。

3 実験、実習等に要する費用は、本人の負担とする。

（研究生証）

第６条 研究生として入学を許可された者は、所定の手続きをすることにより、研究生証を交付する。

2 研究生は、登学の際には研究生証を携帯していなければならない。

（在学期間）

第７条 研究生の研究期間は、1年以内とする。ただし、研究科委員会が特別の理由があると認めた場合は、

 この限りではない。

2 期間の延長の許可を受けようとする者は、研究期間延長願を期間満了 1 か月前までに、学長に提出しなけれ

ばならない。

 （研究成果）

第８条 研究生は、学年の終わりに指導教員を経て研究科長に研究報告書を提出しなければならない。

（修了証書）

第９条 研究報告書を提出した者には、研究科委員会の議を経て、研究生修了証書を交付する。

（辞退届）

第10条 研究生を辞退する場合は、研究生辞退届を提出しなければならない。

 （研究生の取り消し）

第11条 次の各号の一に該当する者は、研究生の身分を取り消すことがある。

（1）授業料を滞納した場合

（2）出席状況が極めて不良で、修学見込みのない者

（3）本学学生に悪影響を及ぼす判定した場合

(その他) 
第12条 研究生に対しては、この規程に定めるもののほか、大学院学則、その他の規程の定めるところによる。

附 則 

 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
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九州ルーテル学院大学大学院外国人留学生規程

 （趣旨） 

第１条 九州ルーテル学院大学大学院学則第37条第2項の規定に基づき、外国人留学生に関する必要な事項を 

定める。 

 （出願資格等） 

第2条 外国人留学生として志願できる者は、日本国籍を有しない者で、本学大学院学則第23条各号の一に該当

する者とする。 

2 出願資格、選抜方法等については、別に定める。 

（志願手続） 

第3条 外国人留学生として入学を希望する者は、検定料とともに所定の入学願書及び必要な書類を提出しな 

ければならない。 

（身元保証人) 

第4条 身元保証人は、日本国内に居住し、生計を営む日本人又は外国人の成人で、原則として入学時から卒 

業時まで、学費と一身上に関する一切の責任を負うことができる者とする。 

 (選考) 

第5条 入学志願者の選考は、研究科委員会の議を経て学長が合格者を決定する。 

  (授業料等) 

第6条 授業料その他の納付金は、本学大学院の学生と同額とする。 

（入学手続） 

第7条 入学を許可された者は、入学金及び授業料を定められた期日まで納めなければならない。 

2 既納金は、原則として返還しない。 

（その他) 

第8条 外国人留学生に対しては、この規程に定めるもののほか、大学院学則、その他の規程の定めるところに

よる。 

附 則  

 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成24年4月１日から施行する。 
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大学院人文学研究科 授業評価アンケート調査実施要項 

2016年12月１日 研究科委員会決定 

2017年 7月13日 最終改正 

１ 目的 

  学生による授業評価を実施し、次年度以降の個々の授業の改善及び本学の教育課程の充実に資すること

を目的とします。 

  授業評価の結果は開示し、今後、学生が授業科目を履修する際の参考に供します。 

２ 対象授業科目 

  アンケート調査は、「障害者支援学実習Ⅰ・Ⅱ」及び「研究指導」を除くすべての授業科目を対象とし

ます。ただし、履修者が３人未満の授業科目については、アンケート調査の対象から除外することができ

ます。 

３ 実施時期及び所要時間 

   アンケート調査は、各学期末に１０分程度の時間を充てて実施してください。 

４ 調査票の配布 

  調査票は、授業科目ごとに履修者分の枚数を封筒に入れて、授業科目担当者のメールボックスを通じて

事前に配布します。 

５ 実施手順 

(1)  実施前に、学生に以下のことを説明してください。 

  ①このアンケート調査は、次年度以降の個々の授業の改善及び本学の教育課程の充実に資することを 

目的としていること。 

  ②回答内容によって、成績評価等に影響することは一切ないこと。 

  ③調査結果は、統計処理をした後に公表すること。 

(2)  調査票を学生に配布し、時間内に回答するように指示してください。 

(3)  調査票の残部を回収袋に入れてください。 

(4)  学生がアンケート調査に答えている間に、封筒に調査日を記入してください。 

(5)  回収前に学生に記入漏れがないかを確認するように指示してください。 

(6)  時間になりましたら、学生を指名して調査票を回収させ、回収袋に入れて密封するように指示して 

ください。 

(7)  終わりましたら、学生を指名して回収袋を学務・入試センターに提出するように指示してください。 

６  評価結果等について 

(1)  評価結果は、統計処理後に授業科目担当者に配布するとともに、学内専用ホームページで公開します。 

(2)  授業科目担当者は、今後の授業改善等に資するため、評価結果に対する改善計画等（好評価の場合は、

その感想をコメント）を提出してください。 
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非常変災時等における授業の取扱に関する申合せ 

１．主旨 

この申合せは、気象警報が発令された場合、地震等の自然災害が発生した場合、公共交通機関の障害が発生し

た場合及び重大な感染症等が発生した場合に、学生の安全を確保することを目的として、授業（試験を含む。）

の取扱いに関して必要な事項を定める。 

２．気象警報が発令された場合の対応 

(1) 休講措置を実施する気象警報（以下、「特別警報等」という。）は次のとおりとする。 

  ｱ) 特別警報…暴風特別警報、大雨特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報に限る 

  ｲ) 警  報…暴風警報、暴風雪警報、大雪警報に限る 

(2) 熊本市に特別警報等が発令されている時間帯は本学で実施される授業等を休講とする。 

なお、特別警報等が発令された場合、休講の判断は次のとおりとする。 

午前 6時30分時点で特別警報等が発令

されている場合 
13時までに実施される授業等を休講とする。 

午前10時30分時点で特別警報等が発令

されている場合 
13時以降に実施される授業等を休講とする。 

(3) 学長は、熊本市に特別警報等が発令されることが予想される場合には、予防的に休講等の措置を講ずること

ができる。 

(4) 副学長及び学科長は、授業開始後に特別警報等が発令された場合において、下校時の学生の安全面確保のた

め、施設内に学生を留め置くことが適切であると判断したときは、(2)に関わらず授業を継続させることができ

る。この場合、当該副学長及び学科長は、速やかに学長に報告するものとする。 

３．地震等の自然災害が発生した場合の対応 

熊本県に地震等の大規模災害が発生した場合、学長は副学長及び学科長等と協議のうえ、休講の是非を決定す

る。 

４．各種公共交通機関の障害等が発生した場合の対応 

 熊本市内の公共交通機関の大規模な交通障害・ストライキ等が発生した場合は、その影響範囲を検討し、休講

とすることがある。この場合の休講措置は、第２項（２）の取扱いを準用する。 

５．重大な感染症等が流行した場合の対応 

熊本市内又は熊本県内に重大な感染症等が流行した場合は、学長は副学長及び学科長等と協議のうえ、休講と

することがある。 

６．その他 

 上記２から６以外の場合又は特別な事情がある場合は、学長は副学長及び学科長等と協議の上、休講の是非を

決定する。 

７．補講の実施 

 この申合せにより休講となった授業については、補講を実施する。 

ただし、Moodleによる遠隔授業において実施する場合は、対面式による補講の実施を要しない。 

８．学外学修の場合 

 学外で実施する各種実習、インターンシップ等については、実習先の指導者の指示に従うものとする。 
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９．連絡体制 

この申合せにより授業を休講する場合は、本学ホームページに「非常変災等における休講について（○月○日

午前○時現在）」を掲載し、学生及び教職員に周知する。教務課担当者は、安心安全メールにて「非常変災等に

おける休講について（○月○日午前○時現在）」を学生に配信し、周知する。 

10.申合せの実施日 

 この申合せは、令和2年7月16日から実施する。 



九州ルーテル学院大学大学院 
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