
 
令和 4(2022)年度（10月入学）神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科  

研究生（渡日前私費留学生）出願要項 

 

本研究科において，教員の指導の下に特定の専門事項について研究することを志願する者があるとき

は，選考のうえ，研究生として入学を許可することがあります。 

なお，研究生出願の際には事前に指導希望教員の承認が必要となります。 

 

１．出願資格 

研究生（渡日前私費留学生）として入学できる者は，外国籍を有し，入学時において在留資格（留学）

の資格を取得できる者で，次の各号のいずれかに該当する者とします。 

（博士課程前期課程研究生） 

（1） 大学を卒業した者及び 2022年 9月 30日までに卒業する見込みの者 

（2） 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 104条第 7項の規定により学士の学位を授与された者及

び 2022年 9月 30日までに授与される見込みの者 

（3） 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及び 2022 年 9 月 30 日までに修了す

る見込みの者 

（4） 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより，当該外国の

学校教育における 16年の課程を修了した者及び 2022年 9月 30日までに修了する見込みの者 

（5） 文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第 5号）※ 

（6） 本研究科において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 ※ 

※ （5）又は（6）の出願資格により出願を希望する者については，出願の前に出願資格審査を行います

ので，2022 年 4 月 11 日（月）までに科学技術イノベーション研究科教務学生係まで問い合わせて下

さい。 

（博士課程後期課程研究生） 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者及び 2022年 9月 30日までに取得見込みの者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び 2022年 9月 

30日までに取得見込みの者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学 

位に相当する学位を授与された者及び 2022年 9月 30日までに取得見込みの者 

(4) 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号）※ 

(5) 研究科において，個別の出願資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上 

の学力があると認めた者 ※ 

※ （4）又は（5）の出願資格により出願を希望する者については，出願の前に出願資格審査を行います

ので，2022 年 4 月 11 日（月）までに科学技術イノベーション研究科教務学生係まで問い合わせて下

さい。 

 

２．出願期間 

  2022年 5月 6日（金）～2022年 5月 11日（水）（土・日・祝日を除く） 

受付時間 平日の 9:00～12:00，13:00～16:00 

（郵送による場合は，2022年 5月 12 日（木）16：00までに必着のこと。）



３．出願手続 

次の書類等を取りそろえ，神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教務学生係に提出してくだ

さい。 

 出願書類 備考 

① 研究生入学願書 本研究科所定の用紙。 

② 履歴書 本研究科所定の用紙。 

③ 研究計画書 本研究科所定の用紙。 

受入予定教員と必ず事前にコンタクトを取っ

たうえで作成してください。 

④ 最終出身学校の卒業（修了）証明書又は卒業

（修了）見込証明書 ※ 

※中国の大学出身者は，「学士又は修士学位授

与（見込）証明書」も併せて提出してくだ

さい。 

出身大学の学長，学部長，研究科長又は出身学

校長等が作成したもの。 

⑤ 最終出身学校の成績証明書 

 

出身大学の学長，学部長，研究科長又は出身学

校長等が作成したもの。 

⑥ 学位授与証明書又は学位授与見込証明書 

（前期課程出願資格（2）で出願する者のみ） 

学校教育法第 104 条第 7 項の規定により学士

の学位を授与された者は，大学評価・学位授与機

構の発行する学位授与証明書を提出してくださ

い。同規定により 2022年 9月 30日までに学士の

学位を授与される見込みの者は，高等専門学校長

が発行する学位授与申請見込証明書を提出して

ください。 

⑦ 推薦書 出身大学等の学長（学校長），学部長，研究科長

又は指導教員が作成し，封書に入れ厳封してくだ

さい。様式自由。 

⑧ 検定料 9,800 円 検定料は「大学院研究生検定料の入金方法」

を参照し，クレジットカードまたはアリペイに

てお支払いください。 
上記の支払い方法ができない場合，教務学生

係までお問い合わせください。 
 

なお，納付した検定料は，出願書類等を提出し

なかった又は出願が受理されなかった場合を除

き，いかなる理由があっても返還しません。 

⑨ 日本語の能力を証明する書類 

（提出できる者のみ） 

 日本語能力試験の認定書等の場合はコピーで

も可とします。 

 

  



次の⑩・⑪の書類については，会社等（官公庁を含む）に在職している者のみ提出してください。 

 出願書類 備考 

⑩ 教員の指導の下に個人的研究を行うもので

あることを記載した本人の誓約書 

本研究科所定の用紙。 

⑪ 在職のまま研究生として入学することは差

し支えないこと及び事業目的の追求のため

にその者を研究生として派遣するものでは

ないことを記載した官公庁，会社等の長又

は代表者の確約書 

本研究科所定の用紙。 

【注意事項】 

・ ①～③については必ず本人が作成してください。なお，内容に虚偽が判明した場合は入学許可を取

り消すことがあります。 

・ 提出する書類は原則として，すべて原本とし，コピーは認めません。（日本語能力試験の認定書等を

除く。） 

・ 出願書類の不備なものは受理しないので，記載事項に記入もれ，誤記のないよう十分注意してくだ

さい。 

・ 虚偽の申告をした場合又は出願に際し出願資格が「見込」であった者が 2022年 9月 30日までに資

格を取得（卒業・修了等）できなかった場合，入学許可を取り消します。 

・ 出願書類は原則として返却いたしません。 

・ 英語以外の外国語で書かれた証明書等については,日本語訳又は英語訳を添付してください。 

・ 学歴認証システム等にて，証明書の偽造有無を検証する場合があります。 

 

４．選考方法および選考結果 

選考は書類審査等により行い，選考結果は速やかに志願者に連絡します。なお,入学手続の詳細につ

いては，合格発表後に別途お知らせします。 

 

５．入学時期 

 入学の時期は,2022年 10 月 1日とします。ただし,教授会が特別の理由があると認めたときは,この限

りではありません。 

 

６．研究期間 

 研究期間は１年以内とします。ただし,特別の理由により,研究の継続を願い出た者については,１年

を限度として研究期間の延長を許可することがあります。 

７．入学料・授業料 

 （１）入学料 84,600円 

 （２）授業料 178,200円（半期分） 

     在学中に授業料改定が行われた場合には，改定時から新授業料が適用されます。 

  



 

８．その他 

 ・ 事前に指導希望教員の承認を得てください。 

 ・ 研究生などの非正規生は定期券購入等の学生割引は利用できません。 

 ・ 入学後，住民票（写）又は在留カードの表裏両面のコピーを科学技術イノベーション研究科教務

学生係に提出する必要があります。 

 

９．個人情報について 

（1） 本学が保有する個人情報は，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」等の法令

を遵守するとともに，「神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針」等に基づき厳密に取扱

います。 

（2） 入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は，入学者の選抜，合格発表，入学手続業務及び今後

の入学者選抜の検討資料作成のために使用します。 

（3） 出願に当たってお知らせいただいた個人情報は，入学者についてのみ入学後の修学指導等の教育

目的及び授業料等に関する業務並びにこれらに付随する業務を行うために利用します。 

 

 

【本件問い合わせ先】 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教務学生係 

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町１－１ 

T E L  :（078）803-5474  平日 8:30～17:15（12:00～13:00 を除く。） 

E-mail : stin-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 



 

 

 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科大学院研究生検定料の入金方法 

Application fee payment method 

 

下に表示の URL，または QRコードから神戸大学検定料決済システムへアクセスし，クレジットカ

ードまたはアリペイでお支払いください。クレジットカードの名義人は出願者本人である必要は

ありませんが，お客様情報欄には，必ず出願者本人の情報を入力してください。 

支払い完了の受信メールを印刷し，入学願書に添付（または同封）してください。 

Please access the Application Fee Payment System of Kobe University from the URL shown 

below or the QR code, and pay with a credit card or Alipay. 

The credit card holder does not have to be the applicant, but please be sure to enter the 

applicant's information in the Customer information field. 

Please print the email of payment completion and attach it to the application form. 

 

https://tinyurl.com/y4uwgozc 

 

 

【内訳 Items】  

検定料 Application fee ¥9,800 

システム利用料(手数料) Remittance fee ¥660 

 

【神戸大学検定料決済システムの取り扱いクレジットカード等】 

【Handling credit cards, etc. at the payment system of Kobe University】  

 

 

 

 

 

＊上記入金方法によるお支払いができない場合には，次の連絡先までお問い合わせください。 

＊If you cannot use the Application Fee System, please contact the following addres.  

E-mail：stin-kyomu@office.kobe-u.ac.jp 
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