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＊訂正は下線部 The underline indicates the correction points. 
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１．２ 教育プログラムの変更 

 教育プログラムは教育上必要と認められる場合に、以下の変更に限り認めることが

ある。変更を希望する者は教務係に申し出ること。 

 ・ＳＤプログラムから５Ｄプログラム、Ｍプログラムへの変更 

・５ＤプログラムからＭプログラムへの変更 

・Ｍプログラムから５Ｄプログラムへの変更（所定の時期に限る） 

  

 

→ 

１．２ 教育プログラムの変更 

 教育プログラムは教育上必要と認められる場合に、以下の変更に限り認めること

がある。変更を希望する者は教務係に申し出ること。 

 ・ＳＤプログラムから５Ｄプログラム、Ｍプログラムへの変更 

・５ＤプログラムからＭプログラムへの変更 

・Ｍプログラムから５Ｄプログラムへの変更（１年次の最後（４月入学者は翌年 

の３月末、10月入学者は翌年の９月末）までの期間） 

・Ｍαプログラムから５Ｄプログラムへの変更※（１年次の最後（４月入学者は 

翌年の３月末、10月入学者は翌年の９月末））※Ｍαプログラムの修学期間を２ 

年としてＭαプログラム修学期間変更願を提出した者に限る。 
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※63 

５.２ 知識科学系科目（Kxxx科目（東京）） 

（注２）K440、K457、K458の３科目について、MOT,MOS,MSSの各プログラムでは 

所属する分野によって単位を修得したときの扱いが異なる。MOSプログラ 

ム、MSSプログラムでは、これらの３科目はサービス経営中核講義とみなす 

が、MOTプログラムでは、それぞれ、技術経営・知識科学一般講義(K440)、 

技術経営中核講義(K457)、知識科学中核講義(K458)とみなす。 

→ 

５.２ 知識科学系科目（Kxxx科目（東京）） 

（注２）K440、K457、K458の３科目について、MOT,MOSの各プログラムでは 

所属する分野によって単位を修得したときの扱いが異なる。MOSプログラ 

ム、IoTイノベーションプログラムでは、これらの３科目はサービス経営中 

核講義とみなすが、MOTプログラムでは、それぞれ、技術経営・知識科学 

一般講義(K440)、技術経営中核講義(K457)、知識科学中核講義(K458)とみ 

なす。 

※ 英語版履修案内の訂正はありません There is no correction of the Degree Completion Guide.  
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1.2 Changing educational programs 
Application for changing educational programs may be approved only 
in the following cases when it is necessary for educational reason. 
Those who wish to change programs must notify the Kyoumu. 
 - Changing from the SD program to the 5D program / M program 

- Changing from the 5D program to the M program 
- Changing from the M program to the 5D program (Application can 
be accepted only at limited designated time) 

 
→ 

1.2 Changing educational programs 
Application for changing educational programs may be approved only 
in the following cases when it is necessary for educational reason. 
Those who wish to change programs must notify the Kyoumu. 
 - Changing from the SD program to the 5D program / M program 

- Changing from the 5D program to the M program 
- Changing from the M program to the 5D program (Application for 
this change can be accepted anytime till the end of the first year; 
the end of March for students enrolled in April, and the end of 
September of the following year for whom in October) 

- Changing from the Mα program to the 5D program (Application 
for this change can be accepted only at the end of the first year; 
the end of March for students enrolled in April, and the end of 
September of the following year for whom in October. In this case, 
it's mandatory for applicants to have submitted the application 
form for change of Mα program completion period with filling in 
the new period for completion with 2 years.) 

 
 


