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『with』144 号 別紙【通信制大学院コーナー】 

 掲載内容  

 今年度修了希望の方へ 

 来年度（2021年度）修了希望の方へ 

 スクーリング（8～12月スクーリングについて） 

 その他 

 

今年度修了希望の方へ 

 新型コロナウイルス感染拡大防止策により、8月 31 日まで修士論文の対面による面接指導

を中止（6月以降オンラインで実施）し、本学図書館も 5月 11 日から遠隔でのサービスを開

始するなど学修に支障が出ていることを鑑み、今年度限りになりますが、7月 6日付け送付書

類「令和 2年度修了予定者に対する新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う特例対応について」 

でご案内のとおり提出物の締切日を追加して対応いたします。 

1．第 1回中間レジュメ 

（1）提出締切日 

① 2020 年 8月 19 日（水）＊通常の日程 

② 2020 年 9月 19 日（土）※追加の日程 

（2）上記締切日②で提出する方は、①の締切日までにメール

で事務室までお知らせください。 

（3）執筆・提出要領要領の案内については、『with』143号 別

紙【通信制大学院コーナー】でご案内のとおりです。 

2．第 2回中間レジュメ 

今年度修士論文の作成が許可され修了を希望する方は、「構

想レジュメ」「第 1回中間レジュメ」に続き「第 2回中間レジ

ュメ」の提出が必要です。 

（1）提出締切日 

①2020年 10月 25 日（日）＊通常の日程 

②2020年 11月 25 日（水）※追加の日程 

（2）執筆・提出要領については、『通信制大学院ガイドブック

2020』p.71〜72を必ずお読みください。 

（3）同時に「修士論文提出願」を忘れずに添付してください。 

3．修士論文提出願 

（1）修士論文提出願 

①2020年 10月 25 日（日）＊通常の日程 

②2020年 11月 25 日（水）※追加の日程 

構想レジュメ提出【5/18終了済み】 

↓ 

第 1回中間レジュメ 提出期限 

①2020年 8月 19日（通常の日程） 
または 

②2020年 9月 19日（追加の日程） 

↓ 

第 2回中間レジュメ 提出期限 

修士論文提出願(様式 14) 提出期限 

①2020年 10月 25日（通常の日程） 
または 

②2020年 11月 25日（追加の日程） 

 
｢修士論文提出願｣を第 2回中間レジ

ュメとともに提出。進捗状況および

指導教員の判断により、年度内の論

文提出の許可・不許可を判断。 

↓    ↓ 

許可    不許可 

     ↓    ↓ 

1月:修士論文提出   ↓ 

2月:口述試問     ↓ 

           ↓ 

来年 3月での修了 

は出来ません。 
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（2）様式は、『通信制大学院ガイドブック』巻末の様式 14を使用してください。メール添付で提

出する方は、フォーマットの希望を事務室へメールでご連絡ください。   

（3）必ず第 2回中間レジュメに添付して提出してください（『通信制大学院ガイドブック 2020』

p.71〜72参照）。  

（4）修士論文提出許可通知については、提出締切から約 1ヵ月程度で通知を予定しております。 

（5）修士論文提出条件は、『通信制大学院ガイドブック 2020』p.76を参照してください。 

 

4．その他 

（1）9 月 30 日に履修状況通知票を発送する予定です。ご自身の履修について確認し、未提出のレ

ポートがある場合は、早めの提出をおすすめします。  

（2）今年度課程を修了するためには修了要件を満たすことが必要ですので、『通信制大学院ガイド

ブック』p.24～26を参照し、要件をもう一度ご確認ください。  

（3）今年度(2020 年度)修了を希望するための「課題レポート最終提出締切日」や「在宅レポート

試験の最終締切日」は、来年度(2021 年度)も在籍を継続する方とは異なりますのでご注意く

ださい。 

課題レポート最終提出締切日  >> ① 2020年 12月 2日 ＊通常の日程 → 修了日:来年 3月 18日 

② 2021 年 1月  5日 ※追加の日程 → 修了日:来年 3月 31日 

在宅レポート試験の最終締切日 >> ① 2021年 1月 27日 ＊通常の日程 → 修了日:来年 3月 18日 

② 2021 年 2月 19日 ※追加の日程 → 修了日:来年 3月 31日 

 

『通信制大学院 2020 年度学年暦』の他 7 月 6 日付け送付書類「令和 2 年度修了予定者に対す

る新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う特例対応について」をご確認ください。なお、追

加日程での提出の場合、修了日が 3月末日になることがありますのでご注意ください。 

（4）各レポートは締切日まで提出できますが、レポートの評価が再提出になった場合や修士論文

執筆により多くの時間を割くため、できるだけ早期に提出されるとよいでしょう。『通信制大

学院ガイドブック』p.34もご一読ください。（日付については学年暦をご参照ください。） 

 

 

来年度（2021年度）修了希望の方へ 

1．学位請求論文研究計画書 

（1）1 年次の方で来年度(2021 年度)修了を希望する場合は、2020 年 12 月 10 日(必着)で必ず提

出してください。2 年次で、指導教員が未決定の方も同様になります。提出した「学位請求

論文研究計画書」により、指導教員が決定されます。  

（2）未提出の場合は、来年度修士論文作成に取り組むことができません。  

（3）指導教員のお知らせは、来年 1月中旬以降を予定しております。 

 2．修士論文作成条件 

 来年度（2021 年度）修士論文を作成するためには、修士論文を作成する前年度までに規定の
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単位数を修得しなければなりません（『通信制大学院ガイドブック』2020年入学者は p.70、2019

年入学者は p.89、2018 年以前入学者は p.95「修士論文作成許可」参照）。9月 30日に履修状況

通知票を発送しますので、ご自身の履修を確認し計画的にレポート等を提出してください。 

3．日本学術振興協会「研究倫理 e-ラーニング」（「修了証書」提出締切 8/31） 

『with』143号 別紙【通信制大学院コーナー】でご案内のとおり、受講完了後は「修了証書」

（PDF データ）のメール提出が必要です。未提出の方は至急受講し、提出締切日（2020 年 8 月

31日）までに提出してください。 

 

 

スクーリング 

≫≫  8～12月スクーリングについて  

 8/31までのスクーリングにつきまして、新型コロナウイルス感染拡大予防のため会場での実施

は中止となります。代替方法の最新状況は、通信教育部・通信制大学院ホームページ掲載の下記

案内をご確認ください。9月以降についての情報は、今後ホームページにてお知らせいたします。 

 7 月 13日現在「〈通信制大学院〉令和 2年度スクーリング授業科目 代替方法について」 

スクーリングについて、各科目ごとの事務室からのメールでの連絡のほか、『通信制大学院ガイ

ドブック』の 2020年度入学者は p.27～28、2019年度入学者は p.29～31、2018 年度以前入学者は

p.37～39をお読みいただき、下記の点について再度ご確認ください。 

（1）スクーリングは全日程出席してください。日程の一部欠席や遅刻・早退をした場合は当科目

の単位修得はできません。  

（2）スクーリングを欠席する場合は、『通信制大学院ガイドブック』巻末様式の「欠席届」を提

出してください。欠席届の内容が含まれていれば、E メールでも受け付けいたします。 急

な欠席は、まず事務室にお電話ください。 

（3）出席される科目の『科目別ガイドブック 2020』をよくお読みになり、事前課題にしっかり

と取り組みスクーリングに出席してください。事前課題には、スクーリング時（または事前）

に提出を求められている場合がありますので、必ずご確認ください。また、事後課題レポー

トは、事前課題やスクーリング期間中に教員から出される課題とは異なりますので、スクー

リング全日程終了後に事務室へ提出してください。 

 

 

その他 

1．R科目（履修方法 R）在宅試験レポート（単位修得試験） 

（1）第 1回在宅試験レポート（単位修得試験）結果は、 7月 17～20日に発送いたしました。届

いていないなどご不明な点は、通信制大学院事務室にお問い合わせください。提出締切日
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(6/18）までに届かなかった試験レポートは、次回の第 2 回在宅試験レポート（単位修得試

験）の受付となります。 

（2）第 2 回在宅試験レポート（単位修得試験）提出締切日は、9 月 1 日（必着）です。結果は 9

月 30日に発送の予定です。   

（3）次回の提出締切日などについては、『東北福祉大学通信制大学院 2020 年度学年暦』をご確

認ください。今年度修了を希望する方は、最終の締切日が異なりますのでご注意ください。  

 

2．SR科目（履修方法 SR） 

（1）SR 科目の単位を修得するためには、スクーリング全日程終了後事後課題レポートを提出し

合格しなければなりません（『通信制大学院ガイドブック』2020年度入学者は p.26～28、2019

年度入学者は p.28～31、2018年度以前入学者は p.36～39参照）。 

（2）事後課題は『科目別ガイドブック 2020』に記載されています。レポートを作成し、事務室

へ提出してください。あわせて『通信制大学院ガイドブック』2020年度入学者は p.28、2019

年度入学者は p.30～31、2018年度以前入学者は p.33をお読みください。 

（3）事後課題レポート提出の締切日は、2021年 1月 5日です。 

 

 

 


