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Fill in the forms and submit all documents by the deadline.

東京大学大学院工学系研究科大学院外国人研究生出願要項
（平成29年度10月および平成30年度4月入学希望者向け）
大学院外国人研究生制度とは、外国人であって、本研究科において、特定の研究テーマについて、
指導教員のもとで研究をしようとする者のためのプログラムである。
このプログラムでは、学位・資格等は得られない。
１．入学資格
東京大学大学院外国人研究生として入学できる者は、外国籍を有する者で、次のとおりである。
(1) 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（学士以上）
(2) 本研究科において適当と認めた者
２．入学時期と出願期間
入

学 時 期

平成２９年１０月

出

願 期 間*

平成２９年 ４月 ３日～

選考結果通知時期
平成２９年７月下旬

平成２９年 ５月１５日(必着)
平成３０年 ４月

平成２９年１０月 ２日～

平成３０年１月中旬

平成２９年１１月１５日(必着)
＊出願期間を過ぎた場合は受付できません。
３．出願方法
(1) 提出先
大学院外国人研究生に入学を希望する者は、下記(2)の提出書類を、工学系研究科国際推進課
留学生支援チーム宛てに必ず提出すること。（郵送または直接提出。締切日厳守。）
＊出願手続き後は、提出書類は返却しないことが原則である。
東京大学工学系研究科国際推進課留学生支援チーム
〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1工学部8号館1階
TEL 03-5841-6041
(2)

提出書類

□① 東京大学大学院外国人研究生入学願書（本学所定様式）
□② 研究課題と構想の大要 (本研究科所定様式)
□③ 留学計画書（本研究科所定様式）
□④ 出身大学及び出身大学大学院の学位証明書又は卒業修了証明書（取得学位の記載のあるもの。
出身大学で証明書を発行しない場合は、原本のコピーに、出身大学の印を押したものとする。
公証書不可。）
□⑤ 出身大学及び出身大学大学院の成績証明書 （出身大学で証明書を発行しない場合は、原本
のコピーに、出身大学の印を押したものとする。公証書不可。）
□⑥ 出身大学又は出身大学大学院の学科主任、指導教員又はこれに準ずる教員の推薦書
（和文又は英文。入学願書提出締切前６か月以内に作成されたもの。コピー不可）
□⑦ 日本語能力証明書（本研究科所定様式。入学願書提出締切前６か月以内に作成されたもの。）
又は「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」□⑧ Contact Form 選考結果連絡先シ
ート（本研究科所定様式）

□⑨ 住民票の写し（出願時日本に在住している者のみ提出すること。在留カードまたは外国人登
録証明書のコピー不可。入学願書提出締切前３ヶ月以内に作成されたもので、在留資格、在
留期限等が省略せずに記載されているもの。）
□⑩ その他：専攻によっては、上記以外の書類を提出させることがあるので、入学を希望する専
攻事務室に問い合わせをすること。
４．選考方法
選考は、提出された書類により当該専攻会議において審査のうえ、本研究科教育会議で決定す
る。
５．入学時期
本研究科大学院外国人研究生の入学時期は、４月及び１０月とする。
※平成29年度の大学院正規生（修士課程・博士課程）の入学時期は、４月及び９月となる予定であ
る。
６．在学期間
在学期間は、１年とする。
ただし、研究上の必要により研究期間の延長を研究期間終了前までに研究科長に願い出たとき
は、半年又は１年毎に通算３年を限度として許可することがある。
７．注意事項
(1) 提出書類は、オリジナルを提出すること。（コピー不可）
原本証明のない証書のコピーは受付けない。
(2) 提出書類が不備の場合には、受付けない。
(3) 選考の結果は、本人宛通知する。
なお、電話による問い合わせには応じない。
入学許可内定者には、入学時期、入学手続き期間、入学手続き書類等については、郵送通知
するので、所定の期間内に必要な手続を行うこと。
(4) 本研究科において大学院外国人研究生として適当でないと認めた者に対しては、退学を命ずる
ことがある。
(5)

大学院外国人研究生の検定料・入学料・授業料は次のとおりである。（平成27年度実績）

①検

定 料

9,800 円

②入

学 料

84,600 円

③授

業 料

月額

28,900 円

前期分(4月～9月) 173,400円
後期分(10月～3月) 173,400円

（注）上記納付金額は、予定額であり、入学時又は在学中に学生納付金改定が行われた場合に
は、改定時から新たな納付金額が適用される。

東京大学工学系研究科国際推進課留学生支援チーム
〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
TEL 03-5841-6041

工学部8号館1階

This document is a translation from the official Japanese version.
APPLICATION PROCEDURE FOR OCTOBER 2017/ APRIL 2018
POSTGRADUATE INTERNATIONAL RESEARCH STUDENTS OF
GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING, THE UNIVERSITY OF TOKYO
A Postgraduate International Research Student (Daigakuin-Gaikokujin-Kenkyusei) is a foreign student who
wishes to study a specific subject under a supervising professor of the Graduate School. This program is not
entitled to any degree upon completion.
１．ADMISSION REQUIREMENTS
Applicants eligible for admission to the university must be of a nationality other than Japanese and meet
at least one of the following requirements:
(1) Must have completed at least sixteen years of education in a country other than Japan
(a holder of a bachelor’s degree)
(2) Must be considered eligible by the School of Engineering.
２．PERIOD OF APPLICATION
Entrance
October, 2017
April, 2018

Application Deadline
from April 3, 2017 to May 15, 2017
from October 2, 2017 to November 15, 2017

Notice of Admission
End of July, 2017
Mid-January, 2018

*All the application documents must be submitted by the deadline.
３．APPLICATION PROCEDURE
An applicant for the Postgraduate International Research Student program in the School of Engineering
must submit the following documents to the Office of International Students. The submitted documents will
not be returned. (The applicant may send application documents by mail; however, they must arrive by the
deadline.)
□(1) Graduate School Application for Postgraduate International Research Students (Specified Form)
□(2) Study program as a Postgraduate International Research Student (Specified Form)
*Submit a summary of your study plan
□(3) Plan of student life in Japan (Specified Form) *Submit the details of your financial plan
□(4) All diplomas or graduation certificates issued by universities or colleges attended.
□(5) Transcript of the scholastic record issued by all universities or colleges attended.
□(6) A letter of recommendation from the Chairman or Faculty Advisor of the universities or colleges
attended in Japanese or in English, issued within 6 months of the deadline
□(7) Certificate of proficiency in the Japanese language (Specified Form), or "Japanese-Language
Proficiency Test Certificate of Result and Scores"
□(8) Contact form for selection result (Specified Form)
□(9) Certificate of Residence issued within three months prior to the application deadline. (Only applies
to applicants residing in Japan. This can be obtained at City Hall. A copy of the applicant’s Alien
Registration Card nor Residence Card is not acceptable).
□(10)For further information, please contact the Department Office which you wish to apply for.

４．SELECTION
Selection is made based on the applicant’s submitted documents by the selection committee of each
department. The final decision will be made by the committee of the School of Engineering.
５．BEGINNING OF SEMESTER
Semesters for Postgraduate International Research Students begin in April and October.
*Semesters for regular graduate students (master and doctoral students) in the 2017 academic
year will begin in April and September.
６．PERIOD OF ATTENDANCE
Postgraduate International Research Students are initially registered for one year. However, students are
able to apply for a one year extension. The maximum duration is 3 years.
７．NOTES
(1) The submitted documents must be originals. (no photocopies)
Photocopies of the certificates without attested seal of the universities issued are not accepted.
(2) All the application documents must be submitted by the deadline.
(3) The applicant will be notified of the examination results by postal mail. Applicants who receive an

official admission notification should carry out the required enrollment procedures, including
payment of admission fees and submission of admission documentation, in accordance with
instructions that will be forwarded at that time. Examination results cannot be administered by phone.
(4) A Postgraduate International Research Student may be ordered to leave the university if he/she is found
not suitable.
(5) Fees for this program (2015 Records)
- Application fee:
9,800 yen
- Admission fee:
84,600 yen
First term(April-September) 173,400 yen
- Monthly amount:
28,900 yen
Second term(October-March) 173,400 yen
*The fees indicated above are probable estimates. If the amounts are amended by the beginning of
semester or during enrollment, the new amounts will apply from the time of the amendment.
８．WHERE TO SUBMIT THE APPLICATION
Office of International Students
School of Engineering, The University of Tokyo
Engineering building 8, 1F, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, TOKYO, 113-8656, JAPAN
TEL. 03-5841-6041

