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毎年 2,500人以上 の方がこの制度で学士の学位を取得しています。

45%

44%

37%

32%

31%
平成20年度～平成25年度アンケートデータより
（複数回答可 有効回答数10,924件） 

就職・転職目的

専門分野の知識の習得

昇給・昇進等

基礎的な知識、学力の向上

進学

申請の動機

キャリア
アップ 生涯学習

大学院
進学

学士
教員免許
取得

申請の動機申請の動機申請の動機

公務員
試験

指導する立場になったとき、大きな後ろ盾になりました。キャリアアップ
　短期大学を卒業し、長期にわたり看護職として従事してきましたが、学士を取得したことで、教育職に転職することになり
ました。年齢や時間的な制約にとらわれず、確固たる意志と少しずつの努力があれば目標を達成することができると実感して
います。（学士（看護学）取得者）
　学士を取得するための学修で、専攻分野での学問的・専門的知識を深めたことで、結果的に職場での地位が向上しました。
進んで指導を引き受けるなど、仕事への意欲がわきました。（学士（看護学）取得者）

教員免許状1種を取得するために学位取得を目指しました。教員免許取得
　もともと短大で2種免許を取得していましたが、学士を取得できたことで第1種の教員免許も取ることができました。またそれを活かし
て4月から教員として働くことができるようになり、うれしいです。給与面でも学士があるおかげで、きちんと大学卒と同じにして頂ける
ようです。普通に大学を出るより、自分でちゃんと勉強した！と自信を持って言えると思います。（学士（芸術学）取得者）

今までの自分の学びをカタチにできました。生 涯 学 習
　経済的な理由で大学へ進学できず、専門職として働いてきましたが、学位取得という目標ができたおかげで学びたいという思いを持続す
ることができました。学士を取得して、次は大学院入試に向けて30年ぶりに英語学習に励むなど、自分自身に変化を感じています。働き
ながら大学院で学習できる機会をもっと選択できるように、学位授与制度が広く知られたらと良いと思います。（学士（看護学）取得者）

大学卒業者と同じスタートラインに
立てました。大 学 院 進 学

　大学院に進学するために学士の学位が必要で挑戦しました。今回学士を取得したことで、大学
卒業者と同じスタートラインに立てたと実感しています。（学士（保健衛生学）取得者）

大学卒業程度の公務員試験を受験する自信がつきました。公 務 員 試 験
　私は4月から公務員として働きますが、学位を取得できたことで、大学を卒業した人たちと同等に見てもらえて、給与も
変わってくるので、取得してよかったと感じています。（学士（教育学）取得者）

学修
成果

修得
単位

試験

学位取得までの流れのイメージ
・専門学校修了
・短期大学卒業
・高等専門学校卒業
・大学中退等

大学等で
単位修得＊

学修成果の
作成

申請書類の
提出 試験

学位取得者の体験談

学士（保健衛生学）取得者
　理学療法士を目指し、専
門学校に進学した時は、専
門的に勉強もでき、実習も
多いので、大学を選ぶ気持
ちはまったくありませんで
した。しかし、最近、理学
療法士は学士の学位を取得

して就職してくる人が増えてきており、大学院
で学ぶ機会も増えています。
　就職してから、様々な形で学位を取得する道
を考えていましたが、金銭面、日々の仕事など
の問題で実現することができませんでした。今
回、機構の学位授与制度を知り学位を取得でき、
本当に良かったです。
　もっと多くの専門学校卒業者に、この制度を
利用して学位を取得してほしいと思います。

学士（工学）取得者
　この制度を知ってから、学士の学位を取得することが私のひとつの目標
だったので、学位が取得できてとてもうれしいです。
　学修成果レポートを提出するときは緊張しました。レポートを作成するた
めにいろいろと試したり、多くのことを行い、さまざまなことを学ぶことが
できたと思います。苦労して書き上げた分、自分にとって価値のあるレポー
トが作成できました。
　私はこれから就職する予定ですが、学士の学位をひとつ
の糧として、これからも学び続けることを忘れずに、自分
をさらに成長させていきたいと考えています。

学士（文学）取得者
　私は、知識の向上のために学位授与制度を利用したかったので、なるべく
たくさんの授業を履修して単位を修得しました。
　学修成果の作成の過程では、私がとりあげた作家が生前多く滞在していた
土地を実際に訪れたことで、自信を持ってレポートを作成することができま
した。小論文試験に臨んで、自分の至らなさを痛感しましたが、「できること
は全てやった」というのが正直な感想です。あきらめずに
解答することができて本当に良かったと思います。
　学位の取得で、今までの学修や研究が価値あるものに思
えてとてもうれしかったです。

学士学士学士学士学士学士の学位取得で
大きく広がる選択肢

学士

◉
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すべての審査に
合格すれば

合格
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毎年 2,500人以上 の方がこの制度で学士の学位を取得しています。

就職・転職目的

専門分野の知識の習得

昇給・昇進等

基礎的な知識、学力の向上

進学

申請の動機

キャリア
アップ 生涯学習

大学院
進学

学士
教員免許
取得

公務員
試験

キャリアアップ
　短期大学を卒業し、長期にわたり看護職として従事してきましたが、学士を取得したことで、教育職に転職することになり
ました。年齢や時間的な制約にとらわれず、確固たる意志と少しずつの努力があれば目標を達成することができると実感して
います。（学士（看護学）取得者）
　学士を取得するための学修で、専攻分野での学問的・専門的知識を深めたことで、結果的に職場での地位が向上しました。
進んで指導を引き受けるなど、仕事への意欲がわきました。（学士（看護学）取得者）

教員免許取得
　もともと短大で2種免許を取得していましたが、学士を取得できたことで第1種の教員免許も取ることができました。またそれを活かし
て4月から教員として働くことができるようになり、うれしいです。給与面でも学士があるおかげで、きちんと大学卒と同じにして頂ける
ようです。普通に大学を出るより、自分でちゃんと勉強した！と自信を持って言えると思います。（学士（芸術学）取得者）

生 涯 学 習
　経済的な理由で大学へ進学できず、専門職として働いてきましたが、学位取得という目標ができたおかげで学びたいという思いを持続す
ることができました。学士を取得して、次は大学院入試に向けて30年ぶりに英語学習に励むなど、自分自身に変化を感じています。働き
ながら大学院で学習できる機会をもっと選択できるように、学位授与制度が広く知られたらと良いと思います。（学士（看護学）取得者）

大 学 院 進 学
　大学院に進学するために学士の学位が必要で挑戦しました。今回学士を取得したことで、大学
卒業者と同じスタートラインに立てたと実感しています。（学士（保健衛生学）取得者）

公 務 員 試 験
　私は4月から公務員として働きますが、学位を取得できたことで、大学を卒業した人たちと同等に見てもらえて、給与も
変わってくるので、取得してよかったと感じています。（学士（教育学）取得者）
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学位取得までの流れのイメージ
・専門学校修了
・短期大学卒業
・高等専門学校卒業
・大学中退等

大学等で
単位修得＊

学修成果の
作成

申請書類の
提出 試験

学位取得者の体験談

学士（保健衛生学）取得者
　理学療法士を目指し、専
門学校に進学した時は、専
門的に勉強もでき、実習も
多いので、大学を選ぶ気持
ちはまったくありませんで
した。しかし、最近、理学
療法士は学士の学位を取得

して就職してくる人が増えてきており、大学院
で学ぶ機会も増えています。
　就職してから、様々な形で学位を取得する道
を考えていましたが、金銭面、日々の仕事など
の問題で実現することができませんでした。今
回、機構の学位授与制度を知り学位を取得でき、
本当に良かったです。
　もっと多くの専門学校卒業者に、この制度を
利用して学位を取得してほしいと思います。

学士（工学）取得者
　この制度を知ってから、学士の学位を取得することが私のひとつの目標
だったので、学位が取得できてとてもうれしいです。
　学修成果レポートを提出するときは緊張しました。レポートを作成するた
めにいろいろと試したり、多くのことを行い、さまざまなことを学ぶことが
できたと思います。苦労して書き上げた分、自分にとって価値のあるレポー
トが作成できました。
　私はこれから就職する予定ですが、学士の学位をひとつ
の糧として、これからも学び続けることを忘れずに、自分
をさらに成長させていきたいと考えています。

学士（文学）取得者
　私は、知識の向上のために学位授与制度を利用したかったので、なるべく
たくさんの授業を履修して単位を修得しました。
　学修成果の作成の過程では、私がとりあげた作家が生前多く滞在していた
土地を実際に訪れたことで、自信を持ってレポートを作成することができま
した。小論文試験に臨んで、自分の至らなさを痛感しましたが、「できること
は全てやった」というのが正直な感想です。あきらめずに
解答することができて本当に良かったと思います。
　学位の取得で、今までの学修や研究が価値あるものに思
えてとてもうれしかったです。

の学位取得で
大きく広がる選択肢

学士

＊大学等で修得する単位とは
◉大学の科目等履修生等
◉短期大学専攻科 ※
◉高等専門学校専攻科 ※
◉大学の専攻科
　で修得した単位を指します。
※当機構が認定する専攻科

学修成果
申請する専攻の区分に
即したテーマ（課題）
についてのレポートを
提出します。
＊専攻の区分「音楽」・「美術」
の申請者はレポート以外
の学修成果（演奏を収録
したDVD、作品など）を
提出することができます。

試験（小論文または面接）
学修成果が学力として定着し
ているか、申請した専攻区分
において学士の水準の学力を
有しているかを見るために、
提出した学修成果に関連する
事項について、小論文形式の
試験を受ける必要があります。
＊「音楽」・「美術」の専攻区分にお
いて、レポート以外の学修成果を
提出した場合は面接試験を受ける
こととなります。

すべての審査に
合格すれば

合格
発表

修得単位
申請する専攻の区分の
基準を満たすように単
位を修得する必要があ
ります。

学士の学位学士の学位
取得取得
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比較文化
　地域研究
　　国際関係
　　　科学技術研究

口腔保健衛生学
　口腔保健技工学

検査技術科学
　臨床工学
　　放射線技術科学
　　　理学療法学
　　　　作業療法学
　　　　　言語聴覚障害学
　　　　　　視能矯正学

数学・情報系
　物理学・地学系
　　化学系
　　　生物学系
　　　　総合理学

音楽
　美術

教養・学芸

文学 工学

看護学理学
保健
衛生学 

国語国文学
　英語・英米文学
　　独語・独文学
　　　仏語・仏文学
　　　　中国語・中国文学
　　　　　ロシア語・ロシア文学
　　　　　　歴史学
　　　　　　　哲学
　　　　　　　　心理学
　　　　　　　　　宗教学

機械工学
　電気電子工学
　　情報工学
　　　応用化学
　　　　生物工学
　　　　　材料工学
　　　　　　土木工学
　　　　　　　建築学
　　　　　　　　社会システム工学

教育学

神学

社会学
社会学
　社会福祉学

芸術工学

商船学

農学 

水産学
芸術学

体育学

柔道整復学 

社会科学 法学 政治学

経済学  
商学

栄養学

経営学

薬科学 

専門学校・短期大学・高等専門学校を卒業したら 

学士をめざそう！
専門性をカタチに 
28分野の学士 からあなたの専門にあったものを選べます

口腔保健学 

独立行政法人
大学評価・学位授与機構  

家政学 

鍼灸学 

大学評価・学位授与機構とは
学校教育法に基づき、大学以外で大学が授与する学位と同等の「学士の学位」を授与できる唯一の機関です。

《審査・試験概要》 平成27年度現在

※　大学の学部学生として現に在学している者は申請することができません。
＊１）該当する専門学校修了者は、専修学校「専門課程」修了者のことです。
　　　加えて２年制は総授業時間数1,700単位時間以上、３年制は2,550単位時間以上の課程がそれぞれ該当します。
　　　（単位制及び通信制の学科においては、全課程の修了に必要な総単位数が、それぞれ62単位以上、93単位以上の課程）
＊２）短期大学で、第２部（夜間）や通信制の場合、３年制でも第１区分に該当する場合があります。

学位授与事業に関する資料 ⇒ http://www.niad.ac.jp/n_gakui/shinseishiryou/index.html

資料の送付を希望する場合は、　　　　　　　 を利用して資料請求してください。

自動音声応答電話 ⇒ 050－8601－0101（IP電話）一般電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも３分毎に約12円です。
　《資料請求番号・料金》

● 学士の学位授与を申請される方は、機構が発行する資料『新しい学士への途』をご覧ください。

WEBサイト 

電話での資料請求

問合せ先

（独）大学評価・学位授与機構　平成27年３月発行

　この制度は、短期大学・高等専門学校卒業者、専門学校修了者等が、科目等履修生として大学の単位を修得する
などの方法により一定の学修を積み上げた場合、大学評価・学位授与機構の行う審査によって「学士」の学位を修得
できる途を開いたものです。（学校教育法第104条第４項に基づき定められた制度です）

QRコードQRコード

独立行政法人　大学評価・学位授与機構　学位審査課
　　お問合せ電話番号 ⇒ ☎042－307－1550
　　　　　　　　　　　　　 受付時間　９:00～12:00、13:00～17:00（土・日曜、祝日、年末年始を除く）

申 請 資 格

審 査 内 容 と 通 知
申 請 時 期
試 験 日 程
試 験 地

試 験 の 概 要

審 査 手 数 料

　学位授与制度を利用できる人※
（基礎資格を有する者）

基礎資格取得後に必要な
学修期間及び単位数基礎資格区分

第１区分

第２区分

第３区分

２年制専門学校修了者　＊１
２年制短期大学卒業者
高等専門学校卒業者

・「修得単位の審査」と「学修成果・試験の審査」　　・申請から６か月以内に結果を通知
年２回　　・４月期申請４月１日～７日頃　　・10月期申請10月１日～７日頃
年２回　　・４月期申請は６月　　　　　　　・10月期申請は12月
（４月期申請）東京・大阪　　　　　　　　　　（10月期申請）東京・大阪・福岡

32,000円

学修成果として、レポート提出者は小論文試験
作品提出者は面接試験（面接試験は東京会場のみで行います）

大学等で２年以上
62単位以上
大学等で１年以上
31単位以上
大学等で４年以上（２年以上在学した期間を含む）
124単位以上

３年制専門学校修了者　＊１
３年制短期大学卒業者　＊２
大学に２年以上在学し62単位
以上を修得した者

料金（送料含む）資料請求番号部　数資　　料　　名

『新しい学士への途』  1部 488729 300円
『学位授与申請書類』  1部 488730 215円
『新しい学士への途』および『学位授与申請書類』  1セット 488731 350円


