
in Plant Sciences  between the United Graduate School of Agricultual Sciences, 
Iwate Univercity（UGAS）and University of Saskatchewan, Canada（U of S）

Dual Ph.D. Program

Get your doctoral degrees in Japan and Canada
Pave a new path to the fascinating

world of knowledge

　「デュアルディグリープログラム（Dual Ph.D. program）」とは、協定を結んでいるふたつの大学、岩手大学大学院連合農学研究科（UGAS）とカナダ・サスカチュワン大
学（University of Saskatchewan＝U of S）を修了し、双方の学位を取得できる制度です。
　プログラムを利用する学生は、同時に両大学に在籍し、それぞれの指導教員団から指導を受けることができます。また、最短でも１年半はサスカチュワン大学で学ぶため、
英語力の向上はもちろん、さまざまな分野の研究者・技術者との交流による異分野・異世代・異文化間の信頼関係構築、相互理解など、キャリアパスにつながるグローバルな
視点や海外における研究遂行能力の習得が期待できます。
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　"The Dual Ph.D. Program" offers two academic degrees based on the reciprocal agreement between UGAS (United Graduate School of Agricultural 
Sciences, Iwate University), and U of S  (University of Saskatchewan, Canada).
　In this program, students enroll at UGAS and U of S at the same time, and can take lectures from professors at both universities.  While studying in U of S 
for at least one and a half years, students can improve their English skills as well as their communication skills through exchanges with professional 
researchers and technical experts in various fields.  In addition, students can learn how to build mutual understanding and trusted relationships between 
people from different fields, generations, and cultures.  It is expected that this program will give the students a global perspective as well as a research 
management capability, which will help promote an international career-path. 

http://ugas.agr.iwate-u.ac.jp/jp/dualdegree.html

Contact : UGAS Office,  Iwate University 

http://ugas.agr.iwate-u.ac.jp/index.html

デュアルディグリープログラム案内

岩手連大ウェブサイト
Introduction to the Dual Ph.D.Program

UGAS, Iwate University Website

岩手大学大学院連合農学研究科(岩手連大)及び
カナダ・サスカチュワン大学

―カナダと日本で博士号取得を目指そう―

デュアルディグリー
プログラム

岩手連大　UGAS　
弘前大学大学院農学生命科学研究科、岩手大学大学院農学研究科、山形大学大学院
農学研究科、帯広畜産大学大学院畜産学研究科の修士課程及び各大学の附属施設
等を基盤として編成されている。

UGAS is organized on the basis of the three Master's Courses (Agriculture or Agriculture 
and Life Science) of Hirosaki, Iwate and Yamagata Universities, the Master's Course 
(Animal Husbandry) of Obihiro University of Agricultural and Veterinary Medicine, and the 
research facilities of each university.

サスカチュワン大学　University of Sakatchewan
英語を公用語とする大学としてはカナダ国内において最大級の総合大学
The University of Sakatchewan is a top-tier English-speaking university in Canada.

デュアルディグリープログラム内容の詳細は、岩手連大ウェブサイト上のデュアルディグリープログラム案内ページをご覧下さい。
For further details about the dual Ph.D. Program, please see the UGAS, Iwate University website.

“魅知”の

　　世界への挑戦！

連 絡 先 ： 岩手大学大学院連合農学研究科事務室   TEL 019-621-6247

岩手連大 UGAS………………博士(農学)又は博士(学術)
　　　　　　　　　　　　　 Doctor of Philosophy
サスカチュワン大学 U of S… Ph.D. in Plant Sciences

●取得可能な学位 Degrees ●渡航期間 Studying period at the U of S
約一年半　One and a half years

●指導体制 Committee composition
各大学から3名ずつ、計6名の指導教員団による指導を行います。
The thesis advisory committee is composed of three members 
from each university for a total of six faculty members.


