
 

 

 

平 成 25 年 度 

 

大 学 院 工 学 研 究 科 

（博士前期課程） 

 
外国人留学生募集要項 

 
 
 

Information for Applicants 
and Application Forms 

 

Graduate School of Engineering 
Master’     s Program 2013 

 

 

 

千 葉 大 学 
 

大学院工学研究科ホームページ   http://www.eng.chiba-u.ac.jp 

千 葉 大 学 ホ ー ム ペ ー ジ     http://www.chiba-u.jp 



 

 



 

 － 1 － 

平成25年度 千葉大学大学院工学研究科（博士前期課程） 

外 国 人 留 学 生 募 集 要 項 
 
大学院工学研究科博士前期課程の志望者は，他コースへの併願はできません。また，出願に際して

は，あらかじめ志望する指導教員に教育研究内容等について問い合わせのうえ，出願してください。 
千葉大学，大学院工学研究科及び各志望コースの大学院入学者受入れ方針は，千葉大学のホームペ

ージ及び大学院工学研究科案内をご覧ください。 

なお，平成26年度（平成25年実施予定）外国人留学生入学試験の入学者選抜方法等について，変更

を予定しています。詳細については，工学研究科のホームページへ掲載しますので確認してください。 

Selection method of the entrance examination of the master’s program will be changed from 2014 
Admission, which would be scheduled for 2013, for applicants of international students. For more details, 
please make sure to view our web site of Graduate School of Engineering. 
 
１ 専攻・コース及び募集人員  Divisions, Departments and Number of Spaces Available 

専 攻 名 
Division 

コ ー ス 名 
Department 

募集人員
Number

志望の指導教員 
Desired Supervisor 

建築・都市科学 
Architecture & 
Urban Science 

建築学 
Architecture 若干名 コース内の第３志望の指導教員まで認めます。

都市環境システム 
Urban Environment 
Systems 

若干名 コース内の第３志望の指導教員まで認めます。

デザイン科学 
Design Science 

デザイン科学 
Design Science 若干名 コース内の第１志望の指導教員のみとします。

人工システム科学 
Artificial Systems 
Science 

機械系 
Mechanical Engineering 若干名 コース内の第３志望の指導教員まで認めます。

電気電子系 
Electrical & Electronic 
Engineering 

若干名 コース内の第３志望の指導教員まで認めます。

メディカルシステム 
Medical System 
Engineering 

若干名 コース内の第３志望の指導教員まで認めます。

共生応用化学 
Applied Chemistry 
&  Biotechnology 

共生応用化学 
Applied Chemistry & 
Biotechnology 

若干名 コース内の第３志望の指導教員まで認めます。

Before applying, please contact a desired supervisor in the education and research field that you wish to 
choose, and inquire about the content, etc. of the related education and research so as to confirm your choice. 
 
２ 出願資格  Required Qualifications 

 日本国籍を有しない者で，次のいずれかに該当する者。ただし，日本の大学を卒業した者あるい

は平成 25 年３月までに卒業見込みの者を除く。 
Applicants are required that they do not have Japanese citizenship and also meet one of the following 

requirements. However individuals who have graduated, or expect to graduate in March 2013, from a 
Japanese university are excepted. 

 
（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及び平成 25 年３月までに修了見

込みの者 
They must have completed a 16-year course of study in the educational institutions in a foreign 
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country, or expect to complete such a course of study in March 2013. 
（２）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平成 25 年３月までに修了見込みの者 
They must have completed a 16-year course of study in the educational institutions of a foreign 
country, or expect to complete such a course of study in March 2013, after taking a correspondence 
course offered in Japan by a foreign school. 

（３）平成 25 年３月までに外国において学校教育における 15 年の課程を修了し，所定の単位を優

れた成績をもって修得したものと本研究科が認めた者 
They must have completed a 15-year course of study in the educational institutions in a foreign 
country by March 2013, and have been recognized by the Graduate School of Engineering as having 
obtained the prescribed number of credits with superior grades. 

（４）本研究科において，個別の入学資格審査により，外国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で，22 歳に達したもの及び平成 25 年３月までに 22 歳に達するもの 
They must have been recognized to have scholastic attainments that are at least the equivalent of those 
of graduates of foreign universities, based on an examination, conducted by the Graduate School of 
Engineering, of the applicant’s qualifications to enter this school, and be also 22 years of age or be 
going to turn 22 by March 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
３ 出願期間  Application Period 
  期  間：平成 24 年 11 月 19 日（月）から平成 24 年 11 月 20 日（火）まで 
       出願書類を郵送する場合は書留郵便としてください。 
       ［郵送についても平成 24 年 11 月 20 日（火）17 時までに必着とします。］ 
  受付時間：９時から 17 時まで 
  受付場所：千葉大学自然科学系総合研究棟１号館 
       工学研究科大学院学務 

Period: Monday, November 19, 2012 ― Tuesday, November 20, 2012 
 
Time: 9:00 a.m.－5:00 p.m 

If mailing in your application, please use Registered Mail. Mailed applications must arrive by the 
same deadline as above. 

 
Place: Academic Affairs Desk (Gakumu) 

 Graduate School of Engineering 
 Chiba University 
 Science and Technology Building No.1 (Shizen Kagaku-kei Sogo Kenkyuto 1) 

 

 なお，書類が不備の場合は受理できないことがあります。日本国外から直接出願する場合は，

あらかじめ工学研究科大学院学務へ連絡のうえ提出してください。 
Incomplete documents might be not accepted. When Application is to be made directly from abroad, 
applicants are strongly advised to contact the Academic Affairs Desk (Gakumu) for confirmation of the 

※ 出願資格（３），（４）については，「16 出願資格（３），（４）の認定について」を参照してく

ださい。 

平成 24 年 10 月 18 日（木）から平成 24 年 10 月 19 日（金）までに申請願います。 

Applicants who would meet the Required Qualifications (3) or (4) above need another procedure in advance. 
Please read “16 Procedure for Judging Applicant’s Qualifications (3) and (4) to Take the Entrance 
Examination”. (Application period: Thursday, October 18, 2012－Friday, October 19, 2012) 
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submittals well ahead of the application deadline. 
 

４ 出願手続  Application Procedures 
  出願しようとする者は，次の書類を取りそろえ，所定の期日までに提出してください。 

提出書類の  C   の用紙は，工学研究科のホームページからダウンロードして使用することも可

能です。 
Applicants should submit all of the required documents listed below during the application period. 

If they wish, they may download and use the document  C  from the graduate school’s web site. 

 
 出願書類等  Documents to Be Submitted 

出 願 書 類 注  意  事  項  等 
①入学願書 

Application Form  
本学所定の用紙  Ａ1  に記入してください。 

Fill in the prescribed form A1.  
②写真票・受験票 

Photo ID Ticket and 
Admission Ticket for 
Examination 

本学所定の用紙  Ａ2  に記入してください。（写真票と受験票は切

り離さないでください。） 
Fill in the prescribed form A2 . 
(Do not separate these forms of Admission Ticket for Examination 
from Photo ID Ticket.) 

③成績証明書 
Transcripts of Grades 

出身大学の学長（学部長）が作成したもの。 
Prepared by the president or dean of the last attended university. 

④卒業（修了）証明書又は 
卒業（修了）見込証明書 
Official Certificate of (or 
Prospective) Graduation  

出身大学の学長（学部長）が作成したもの。 
ただし，卒業（修了）見込証明書を提出する者は，卒業後「卒業（修

了）証明書」を提出してください。 
Prepared by the president or dean of the last attended university. 
Applicants who submit a prospective graduation certificate must submit a 
graduation certificate following graduation of their undergraduate program.

⑤TOEIC 又は TOEFLの 
スコアシート 

※デザイン科学コース志願
者のみ提出 
Official Score Certificate of 
TOEIC or TOEFL for 
applicants to Department of 
Design Science only 

下記のいずれかの「原本」及び「写し」の両方を出願時に提出して
ください。 
・TOEIC公開テストのOfficial Score Certificate（公式認定証） 
・TOEFL-iBTのExaminee Score Report（受験者用控えスコア票） 
・TOEFL-PBTのExaminee Score Report（受験者用控えスコア票） 
 
なお，スコアシートは出願締切日からさかのぼって２年以内に実施
されたものに限ります。 
出願書類を持参する場合は，スコアシート原本は返却いたします。
また，郵送での出願の場合には，スコアシート原本を受験票と共に
返送します。 
※団体受験用のTOEIC-IPテスト，TOEFL-ITPによるスコアは原則とし
て認めません。 

※出願期間中に提出が間に合わない場合は，予め千葉大学工学研究
科大学院学務に相談してください。 

 
BOTH of 1)one of the Official Score Certificates below AND 2)the 
photocopy of that 1) , should be submitted. 
_TOEIC SP (Secure Program) Test  
_TOEFL-iBT (Internet-based Test) (Examinee Score Report) 
_TOEFL-PBT (Paper-based Test) (Examinee Score Report) 
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The official score certificates above are valid as long as the test is taken no 
more than two years before the application deadline. 
If you submit it in person, the official and original one should be returned 
to you then. 
Or if mailing in your application, the official and original one should be 
returned with Admission Ticket for Examination to you by mail. 
The official score certificates of the TOEIC-IP (Institutional Program) Test 
or the TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) for group applications 
CANNOT be accepted in principle. 
Please contact Academic Affairs Desk (Gakumu), Graduate School of 
Engineering in advance, if you could not submit it before the application 
deadline. 

⑥検定料 
Examination Fee 
 

※国費留学生の者は，検定
料は不要です。 
Japanese Government 
(Monbukagakusho 
/MEXT) Scholarship 
Students need not pay the 
examination fee. 

検定料は，出願締切日（日本時間）より以前に支払いしてください。
検定料は返還できません。ただし，検定料を誤って支払い，出願し
なかった者が所定の返還手続きを平成25年３月29日（金）17時15分
までに行った場合全額返還します。返還手続きの詳細は，工学研究
科大学院学務に確認してください。 
The examination fee should be paid ahead of the application deadline 
Japan time (See section 3). No refunds will be made.  
It will be, however, refunded to the applicants who paid it by mistake, and 
besides, didn’t apply for the admission, in full if they finish the prescribed 
procedures for the refund by 5:15 p.m., Friday, March 29, 2013.  
 
●日本国内在住の志願者 
30,000円 
出願前に最寄りの銀行等（ゆうちょ銀行は除く）に行き，募集要項
の所定用紙（振込依頼書）を使い，検定料30,000円を必ず銀行等窓
口（自動振込機ATM使用不可）で振り込んでください。振込み方法
は電信扱い，振込手数料は本人負担となります。 
入学願書  A1  にある「検定料納入方法」の「銀行振込」欄にチェ
ックを入れ，入学検定料の「振込証明用・貼付用（大学提出用）」
を貼ってください。 
なお，証明書に取り扱い金融機関出納印がないものは無効となりま
すので，金融機関で受領した際に必ず確認してください。 
入学願書を持参する場合でも，検定料は振り込んでください。 
クレジットカードによる支払いはできません。 
 
●Applicants residing in Japan 
30,000 yen 
(1) Before applying, fill in the prescribed wire-transfer form (Furikomi 

Irai-sho) that is enclosed in this brochure, then make the wire-transfer 
at a nearby bank in Japan, etc. (but not at Yucho Bank). Wire-transfer 
charges shall be borne by the applicant. Moreover, an ATM (automatic 
teller machine) may not be used for paying the examination fee. 
The examination fee should be paid ahead of the application deadline. 

(2) Following the wire-transfer, you will receive a wire-transfer certificate, 
marked “For Affixing (For Submittal to University),” that is to be 
affixed to Application Form A1. A certificate that does not have the 
stamp of the financial institution that handled the transaction will be 
invalid. Therefore, when you get the certificate, make sure that it has 
the stamp. 

   Check the appropriate item for bank transfer of Application Form A1. 
(3) If you are going to submit the application documents in person, please 

wire-transfer the examination fee in advance. 
(4) Payment by credit card will not be accepted. 
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●海外在住の志願者 
30,000円 
この募集要項に添付された所定用紙の「振込依頼書」は，日本国内
の銀行でのみ使用可能です。日本国内に知人等がいない場合は，ク
レジットカード決済により，検定料 30,000 円の支払い手続をしてく
ださい。なお，検定料の支払い手続は出願前に済ませてください。
① 千葉大学ホームページ（http://www.chiba-u.jp）の日本語版トップ

ページにある＜受験生の皆様へ＞にアクセスし，＜→入試案内＞
をクリックし次の画面の＜海外からの検定料支払い Payment of 
Entrance Examination Fee from Overseas＞＜検定料支払い受付画面
へ＞により検定料支払い手続を行ってください。 

② 検定料の支払い手続終了後，千葉大学より申込内容確認の E メ
ールが送信されます。内容確認後，そのＥメールの文面を印刷し
て，出願書類に添付して提出してください。 

注１．入学願書  A1  にある「検定料納入方法」の「クレジット決
済」欄にチェックを入れてください。 

２．クレジットカードによる検定料の支払いは，平成 24 年 11 月 1
日(木)から手続可能となります。なお，出願書類を提出する前
に支払い手続をしてください。 

３．利用できるクレジットカードの種類については，検定料支払
い手続の際にホームページで必ず確認ください。 

 

海外からの検定料支払い方法は，クレジットカード決済のみとなり

ます。海外の銀行からの振込送金による支払いはできません。クレ

ジットカード決済による支払いができない場合は，工学研究科大学

院学務まで連絡をしてください。 
 
●Applicants residing out of Japan 
30,000 yen 

The prescribed wire-transfer form (Furikomi Irai-sho) that is enclosed in 
this brochure should be accepted only in Japan. If you have no 
acquaintances in Japan, payment of the examination fee should be made by 
credit card BEFORE applying as follows: 
(1) Please visit our website of Japanese version and follow the procedure 

for the payment. 
＜千葉大学 Chiba University website:  http://www.chiba-u.jp＞→＜

受験生の皆様へ＞→＜→入試案内＞→＜海外からの検定料支払い 
Payment of Entrance Examination Fee Payment from Overseas＞→＜

検定料支払い受付画面 Examination Fee Payment＞ 
(2) You will get the Email of Confirmation for payment by credit card from 

Chiba University after making payment. You must print out the 
message of Email of Confirmation and SEND IT TOGETHER with the 
Application Form A1 to Academic Affairs Desk (Gakumu) at Graduate 
School of Engineering. 

 
Note 1. Check the applicable item for credit card of Application Form A1. 
     2. Payment could be made as from Thursday, November 1, 2012. 

You must make a payment by credit card before applying. 
     3. About the kind of credit cards available, you can check and view it 

on the website when you follow the payment procedure. 
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Payment from abroad must be made by credit card only. “Bank transfer” 
will not be accepted. If you cannot make a payment by credit card, please 
contact Academic Affairs Desk (Gakumu) at Graduate School of 
Engineering. 

⑦写真３枚 
Three Recent Photographs 

出願日の前３か月以内に撮影した上半身・正面向き･脱帽のものを入

学願書  A1  ，写真票・受験票  Ａ2  の写真欄に貼ってください。

（縦４cm×横３cm） 

Affix 3 frontal photographs from the waist up of yourself, without a hat, 

taken in the 3 months prior to application; one to the prescribed place on 

Application Form A1 and the others on Admission Ticket for Examination 

and Photo ID Ticket A2. (Photo size: 4 ㎝ long x 3 ㎝ wide) 

⑧返信用封筒３枚 
・受験票等在中 
・合格通知書在中 
・入学手続書類在中 

Three Return Envelopes: 
 ・For Admission Ticket 
・For Notification of 
 Acceptance 

 ・For Entrance Procedure 

本要項に添付の返信用封筒３枚を提出してください。封筒にはそれ

ぞれ志願者の住所，氏名及び郵便番号を明記してください。 

・「受験票等在中」封筒には 350 円分の郵便切手を貼付してください。

・「合格通知書在中」，「入学手続書類在中」封筒には切手を貼る必要

はありません。 

合格通知書は平成 25 年１月 11 日（金）に，また入学手続書類は平

成 25 年３月上旬頃に簡易書留郵便にて発送します。必ず受け取れる

宛先を明記してください。（簡易書留郵便は，不在の場合は郵便局に

持ち帰ってしまうので注意してください。） 

・Applicant’s full name, address and zip code must be written on three 
return envelopes enclosed in this brochure. 

・Affix a 350-yen stamp to an envelope for Admission Ticket, 「受験票等
在中」. 

・No stamps should be affixed to the other two envelopes. 
⑨外国人留学生履歴書 

Curriculum Vitae 
本学所定の用紙  C  に記入してください。 

Fill in the form prescribed by this school C. 
⑩住民票の写し 

Certificate of Residence 
(Juminhyo-no-Utsushi) 

市区町村発行のもの（在留資格または在留区分，在留期間，国籍・

地域が記載されたもの）。 
なお，住民登録していない者はパスポートの写しを提出してくださ

い。パスポートの写しは，本人の氏名，生年月日，性別，在留資格

を表示する部分及び日本国査証の部分とします。 
 
●Applicants residing in Japan 
This document must be obtained at the city, ward, town or village office in 
which the applicant resides. This must include information as below. 
1. Visa status (Zairyu-shikaku or Zairyu-kubun) 
2. Authorized period of stay (Zairyu-kikan) in Japan 
3. Nationality 
 
●Applicants residing out of Japan 
A photocopy of passport, the part that shows name, date of birth, sex and 
the visa status, or the part with Japanese visa, must be submitted. 

注意１ 証明書類は，全て原本が基本です。複写，ファックスや公式でない印刷物は受理できま

せん。また，一度受理した申請書類は返却いたしません。再発行されない原本を提出す

る場合，出願前に工学研究科大学院学務に必ず相談してください。 

２ 本学所定の用紙のうち  B  は，本募集要項にはとじ込みされていません。 
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Note 1. All official and original copies are required. Photocopies, faxes and unofficial printouts 
CANNOT be accepted. Application documents will NOT be returned. In case you wish to submit 
an original copy which cannot be reissued, be sure to consult the Academic Affairs Desk in 
advance. 

2. Prescribed form B that is for other use is not enclosed in this brochure.  
 

５ 選抜方法及び期日  Details of Examination and Selection Method 
（１）選抜方法  Selection Method 

入学者の選抜は学力検査，口頭試問及び成績証明書によって行います。志願コースが課す全て

の科目を受験しなかった場合及び出願の際に届け出た科目以外で受験すると失格になります。 
なお，国費留学生には，提出書類を審査のうえ，学力検査を免除することがあります。 

 
（２）学力検査等日時  Examination Schedule 

専攻名 コース名 

平成 24 年 12 月 20 日（木）  Thursday, December 20, 2012 
学力検査 

基礎科目 専門科目 外国語 
口頭試問 

英 語 

建築・都市 
科   学 

建 築 学  10：00～12：00 13：00～14：00 14：30～ 

都 市 環 境 
シ ス テ ム 10：00～11：00  13：00～14：00 14：30～ 

デ ザ イ ン 
科   学 

デ ザ イ ン 
科   学  10：00～12：00  14：30～ 

人 工 シ ス 
テ ム 科 学 

機 械 系 10：00～12：00
 

13：00～14：00 14：30～ 

電気電子系 10：00～12：00  13：00～14：00 14：30～ 

メディカル 
シ ス テ ム 10：00～12：00  13：00～14：00 14：30～ 

共 生 応 用 
化   学 

共 生 応 用 
化   学 10：00～12：00  13：00～14：00 14：30～ 

 
（３）学力検査科目  Subjects for Examination 
専攻名 コース名 基礎科目 外国語 専門科目及び口頭試問 

建築・都市 
科   学 

建 築 学  英語 

【専門科目】次に掲げる８科目Ａ～Ｈのうち，第１志
望分野の問題を解答すること。 
Ａ．建築および都市史，Ｂ．都市計画，Ｃ．建築計画，
Ｄ．建築設計，Ｅ．建築環境・設備，Ｆ．建築生産，
Ｇ．構造力学，Ｈ．建築構造・材料 

※専門科目の選択はあらかじめ入学願書の受験科目欄
に記入してください。 

都市環境 
システム 

数学，物理，
化学，専門基
礎から 
１科目選択 

英語 

【口頭試問】口頭試問の際，大学院での研究計画に関
する資料等を持参してください。 
口頭試問では，関連専門科目の学習状況と日本語能
力について口頭で試問します。また持参した参考資
料に基づいて大学院での研究計画について試問しま
す。 

※基礎科目の選択科目は，あらかじめ入学願書の受験
科目欄に記入してください。 
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専攻名 コース名 基礎科目 外国語 専門科目及び口頭試問 

デ ザ イ ン 
科 学 

デザイン 
科 学 

 

英語 
 

TOEIC
TOEFL
の 

ｽｺｱｼｰﾄ
提出 
 

注意３
参 照

【口頭試問】全員が対象です。受験しないと失格にな
ります。口頭試問の際，現在取り組んでいる研究・
制作について（ただし，現在研究・制作を行ってい
ない場合は，これまでに取り組んだ代表的な研究・
制作について）記した研究報告書（Ａ４用紙 縦：
横書き）を10部持参してください。 

 
【専門科目】専門科目は，共通科目と選択科目の２科
目によって構成されています。 

○共通科目：デザイン全般に関わる基礎的な素養を問
います。 

○選択科目：１１科目［①製品デザイン，②デザイン
マネージメント，③材料計画，④意匠形態学，⑤コ
ミュニケーションデザイン，⑥人間情報科学，⑦デ
ザイン心理学，⑧環境デザイン，⑨人間生活工学，
⑩デザイン文化史・論，⑪コンテクスチュアルデザ
イン］のうち，１科目を選択してください。ただし，
選択する科目については，必ず志望する指導教員に
相談して決定してください。 

※専門科目の選択科目は，あらかじめ入学願書の受験
科目欄に記入してください。 

人 工 シ ス 
テ ム 科 学 

機 械 系 数学，物理 英語 
【口頭試問】専門科目（機械力学，材料力学，熱力学，
流体力学の４科目の全て）の学習状況と日本語能力
について口頭で試問します。 

電 気 
電 子 系 

数学，物理 英語 
【口頭試問】関連専門科目の学習状況と日本語能力に
ついて口頭で試問します。 

メディカル 
システム 

数学，物理 英語 
【口頭試問】関連専門科目の学習状況と日本語能力に
ついて口頭で試問します。 

共 生 応 用 
化   学 

共生応用 
化  学 

数学，物理，
化学から 
２科目選択 

英語 

【口頭試問】関連専門科目の学習状況と日本語能力に
ついて口頭で試問します。 

※基礎科目の選択科目は，あらかじめ入学願書の受験
科目欄に記入してください。 

注意 １. 筆記用具以外に使用できるものは，コンパス及び三角定規とします。 

２. 建築学コースのうちＡ．建築および都市史，Ｂ．都市計画，Ｃ．建築計画，Ｄ．建築設
計の問題を選択する者は，上記注意１のほかに，目盛り付き定規（30cm），色鉛筆（24
色程度）を持参してください。 

３. デザイン科学コースは，外国語（英語）科目について，筆記試験を行わずにTOEIC公開テ
スト，TOEFL-PBT，TOEFL-iBTのうち，いずれかのスコアシート（出願締切日からさかの
ぼって２年以内に受験したもののみ有効）の提出に置き換えます。団体受験用のTOEIC-IP
テスト及びTOEFL-ITPは原則認めません。 

  

（４）配点  Allotment of Points 

専攻名 コース名 基礎科目 専門科目 
外国語 

口頭試問 合計 
英 語 

建築・都市 
科   学 

建 築 学  300 点 100 点 200 点 600 点 

都 市 環 境 
シ ス テ ム 

200 点  200 点 200 点 600 点 

デ ザ イ ン 
科   学 

デ ザ イ ン 
科   学  200 点 

100 点 
※注 

100 点 400 点 
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専攻名 コース名 基礎科目 専門科目 
外国語 

口頭試問 合計 
英 語 

人 工 シ ス 
テ ム 科 学 

機 械 系 200 点 
（100 点×２科目）

 100 点 100 点 400 点 

電気電子系 
200 点 

（100 点×２科目）
 100 点 200 点 500 点 

メディカル 
シ ス テ ム 

200 点 
（100 点×２科目）

 100 点 100 点 400 点 

共 生 応 用 
化   学 

共 生 応 用 
化   学 

200 点 
（100 点×２科目）

 100 点 200 点 500 点 

 ※注 デザイン科学コースの外国語（英語）のTOEIC，TOEFLのスコアは以下の方法により換算します。 

① TOEFL-PBT，TOEFL-iBTのスコアについては，以下の換算式・換算表に基づき，TOEIC公開テストの

点数に換算します。 

・ TOEIC ＝ （（TOEFL-PBT）-296）÷ 0.348 

なお，TOEFL-PBTとTOEFL-iBTの得点換算は，ETS（Educational Testing Service）が公表する得

点換算表（TOEFL Internet-based Test Score Comparison Table）に基づくものとします。 

参考：http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/TOEFL_iBT_Score_Comparison_Tables.pdf 

② TOEIC公開テストの点数は，100点満点に換算します。 

 

（５）学力検査等の場所  Place of examination  
千葉大学工学部校舎（西千葉地区）で行います。 

詳細は，注意事項掲示で確認してください。 

It will be held at the buildings of Faculty of Engineering at Chiba University in Nishi-Chiba campus. 
View the notice posted on the notice board and confirm the detailed information.  

 
６ 注意事項  Precautions 

（１）学力検査に必要な事項を平成 24 年 12 月 19 日（水）10 時に自然科学系総合研究棟１号館玄

関前の掲示板に掲示します。 

Necessary information about the examination will be posted on the notice board in front of Science 
and Technology Building No.1 (Shizen Kagaku-kei Sogo Kenkyuto 1) at 10:00 a.m. on Wednesday, 
December 19, 2012.  

（２）入学試験時間中は，必ず受験票を携行してください。 

（３）出願手続後の提出書類の内容変更は認めません。ただし，出願後の住所変更については書面

（書式は自由）により届け出てください。 

（４）いったん納入した検定料は返還できません。ただし，検定料を誤って支払い，出願しなかっ

た者が所定の返還手続きを平成 25 年３月 29 日（金）17 時 15 分までに行った場合全額返還し

ます。 

（５）入学者選抜の過程で収集した個人情報は入学者選抜の実施のほか，管理運営業務，修学指導

業務，入学者選抜方法等における調査・研究に関する業務等を行うために利用します。 

（６）海外から受験する場合，査証（ビザ）に関する手続きについては，出願者が事前に自国の日

本大使館・領事館に確認して，自らの責任で手続きを行ってください。 

Regarding the procedure of the visa, applicants residing abroad must make sure of it well in advance 
and follow the procedure at the nearby Japanese Embassy or Consulate in your country on your own 
responsibility. 
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７ 障害等を有する入学志願者の事前相談   

Advance Consultation for Disabled Applicants 

  障害等を有する入学志願者で，受験上又は修学上特別な配慮を必要とする場合は，出願に先立ち，

次により事前相談の申請を行ってください。 

（１）提出書類 

① 事前相談申請書（用紙は，工学研究科大学院学務に請求してください。） 

② 医師の診断書（障害の程度及び必要とする具体的な措置等を記載したもの。） 

（２）事前相談の締切日 

     平成24年10月19日（金）17：00 

（３）申請書請求及び書類提出先 

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３ 

千葉大学工学研究科大学院学務 

電話:   ０４３（２９０）３８８５ 

Ｅメール: kougaku-daigakuin@office.chiba-u.jp 

（４）相談内容の検討 

提出された書類に基づき，本学関係者で検討を行います。ただし，検討の過程において志

願者本人，保護者又は出身大学関係者へ照会する場合があります。 

 

８ 合格者発表  Announcement of Examination Results 
  日 時 平成 25 年１月 11 日（金）14 時 

  場 所 自然科学系総合研究棟１号館玄関前の掲示板に掲示します。 

      合格者には，合格発表後速やかに合格通知書及び関係書類を簡易書留郵便で送付します。 

      なお，結果についての電話やＥメールによる問い合わせには一切お答えできませんので

ご了承ください。 

Date: 2:00 p.m. Friday, January 11, 2013 
 
Place: It will be posted on the notice board in front of Science and Technology Building No. 1 (Shizen 

Kagaku-kei Sogo Kenkyuto 1). 
 
Note: For applicants who are accepted, the Graduate School of Engineering will promptly send, by a 

Simple Registered Mail, a Notification of Acceptance (Gokaku-tsuchisho) and related documents to 
the address written on the return envelopes. If you are to be away at that time, please advise 
Academic Affairs Desk (Gakumu) so in advance. 
No telephone or email inquiry concerning results is accepted. 

 
９ 入学手続  Entrance Procedures 
（１）入学手続日  Period 

    平成 25 年３月 26 日（火）から平成 25 年３月 27 日（水）まで 

(入学手続書類は，３月上旬頃に郵送します。） 

Tuesday, March 26, 2013 － Wednesday, March 27, 2013 
The detailed information and the necessary papers for entrance procedures will be sent by postmail in 
early March. If you are to be away at that time, please advise Academic Affairs Desk (Gakumu) so in 
advance. 



 

 － 11 － 

（２）入学時の必要経費等  Expenses 
■入 学 料 Enrollment Fee  282,000 円 yen 
■授 業 料 Tuition Fee 前期分 Spring semester 267,900 円 

 後期分 Fall semester 267,900 円 
 年 額 Annual Total Tuition 535,800 円 

（なお，授業料等の改定が行われた場合には，改定時から新授業料等が適用されます。） 
授業料の納入については，希望により前期分納入の際に，後期分も合わせて納入できます。 
入学料及び授業料が免除される制度があります。 
詳細は，学生部学生支援課へお問い合わせください。 
電話：    ０４３（２９０）２１７８，２１６９ 
E メール： dde2178@office.chiba-u.jp 

■学生保健互助会費       4,000 円（２年分） 

                  全員加入（郵便局またはゆうちょ銀行で払込） 

疾病負傷の際に相互に救済し，進んで健康保持に寄与することを目的としております。 

詳細は，学生保健互助会へお問い合わせください。 

電話：    ０４３（２９０）２２２０ 
E メール： def2219@office.chiba-u.jp 

■学生教育研究災害傷害保険料  2,430 円（２年分） 

   （付帯賠償責任保険含む）   全員加入（郵便局またはゆうちょ銀行で払込） 

正課中，学校行事中，課外活動中，通学中における傷害事故に対して補償するものです。また，

他人にケガをさせたり，他人の財物を損壊した場合の補償も含まれます。保険料の改定が行わ

れた場合には，改定時から新保険料が適用されます。 

詳細は，学生部学生支援課へお問い合わせください。 

電話：   ０４３（２９０）２１６８ 
E メール：dee2235@office.chiba-u.jp 

 
10 修了要件  Completion Conditions 

博士前期課程の標準修業年限は，２年です。修了要件は，当該課程に２年以上在学し，本研究科

で定めた単位を 30 単位以上修得し，修士論文または特定の課題についての研究の成果（修士制作等）

の審査及び最終試験に合格することが条件となります。 

 
11 早期修了について  Early Completion 

在学中，優れた業績をあげた者については１年間で修了できます。 

 
12 昼夜開講制について  Night Lecture Program 

大学院工学研究科博士前期課程では，教育上特別の必要があると認めるときは夜間，その他の時

間又は適切な時期に講義を聴講し，研究を行うことができます。 

希望者は，事前に志望する指導教員に照会しておいてください。また，その旨願書に明記してく

ださい。 
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13 長期履修学生制度について  System for Long-term Completion 
職業を有している等の社会人学生で，１年間または１学期間に修得可能な単位数や研究指導を受

ける時間が制限されるため，本研究科の標準修業年限（前期課程は２年間）を超えて在学しなけれ

ば課程を修了することができないと考える者に対して，申請に基づき，大学が審査し，最長４年間

の修業年限で在学し，計画的に課程を修了することにより学位の取得を認める制度です。ただし，

長期履修学生として認められた期間の授業料は，標準修業年限の２年間（４学期）の総額を在学学

期で除した額を分割して支払うことになります。 

 

14 入学試験に係る個人情報の提供について   

About the Supplying of Personal Information Related to the Examination 

本試験に関する個人情報の提供については，平成 25 年１月 15 日（火）から平成 25 年２月７日（木）

までの間，受験者本人からの申し出により情報提供を行います。なお，その際には受験票が必要と

なりますので，大切に保管しておいてください。 

 

15 書類の提出，問い合わせ先  Addressee for the Submission and Contact Information 

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３ 

千葉大学工学研究科大学院学務 

電話:  ０４３（２９０）３８８５ 
E メール:  kougaku-daigakuin@office.chiba-u.jp 

Send Application Forms and related documents to: 
Academic Affairs Desk (Gakumu) 
Graduate School of Engineering 
Chiba University 
Address: 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba 263-8522 Japan 
Phone: 043-290-3885 
Email: kougaku-daigakuin@office.chiba-u.jp 

 
16 出願資格（３），（４）の認定について 

Procedure for Judging the Applicant’s Qualifications (3)・(4) to Take the Entrance Examination  

  次の提出書類を参考にして本研究科が認定します。 
  出願者は，出願前にあらかじめ工学研究科大学院学務へ問い合わせてください。 
  下記の表の用紙  C  及び  D  については，工学研究科のホームページからダウンロードして

使用することも可能です。 
 
（１）提出書類  Documents to Be Submitted 

① 出願資格（３）による出願者  Applicants Based on Qualification (3) 

提 出 書 類 注  意  事  項  等 

入学試験出願資格認定申請書 
Request for Judging 
Applicant’s Qualification to 
Apply for Master’s Program 

本学所定の用紙  Ｄ  
Use the form prescribed by this school D. 
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成績証明書 
Transcripts of Grades at 
Undergraduate Level 

出身大学の学長（学部長）が作成したもの。 
An official and original one prepared by the president or dean of the last 
attended university. 

卒業（修了）証明書 又は 
卒業（修了）見込証明書 
Certificate of (or Prospective) 
Graduation 

出身大学の学長（学部長）が作成したもの。 
An official and original one prepared by the president or dean of the last 
attended university. 

推薦書 
Letter of Recommendation 

出身大学の学長（学部長）が作成したもの。様式は任意とします。 
Prepared by the president or dean of the last attended school. 
There is no prescribed form for that. 

出身大学（学部）履修規程 
Curriculum of Undergraduate 
Education 

卒業に必要な授業科目・単位数を明記したもの。 
Subjects and the number of credits required for graduation must be specified. 

外国人留学生履歴書 
Curriculum Vitae 

本学所定の用紙  C  
Use the form prescribed by this school C. 

住民票の写し 
Certificate of Residence 
(Juminhyo-no-Utsushi) 

市区町村発行のもの（在留資格または在留区分，在留期間，国籍・地

域が記載されたもの）。 
なお，住民登録していない者はパスポートの写しを提出してください。

パスポートの写しは，本人の氏名，生年月日，性別，在留資格を表示

する部分及び日本国査証の部分とします。 
 
●Applicants residing in Japan 
This document must be obtained at the city, ward, town or village office in 
which the applicant resides. This must include information as below. 
1. Visa status (Zairyu-shikaku or Zairyu-kubun) 
2. Authorized period of stay (Zairyu-kikan) in Japan 
3. Nationality 
 
●Applicants residing out of Japan 
A photocopy of passport, the part that shows name, date of birth, sex and the 
visa status, or the part with Japanese visa, must be submitted. 

・出願者は，出願前にあらかじめ工学研究科大学院学務へ問い合わせてください。 
・本研究科が必要と判断した場合，研究経過報告書等の書類の提出を求めることがあります。 
Applicants should contact Academic Affairs Desk (Gakumu) at Graduate School of Engineering before 
applying. 
Some applicants might be required to submit the documents such as Report on Research Activities depending 
on the judge by Graduate School of Engineering. 
 

② 出願書類（４）による出願者  Applicants Based on Qualification (4) 

提 出 書 類 注  意  事  項  等 
入学試験出願資格認定申請書 
Request for Judging 
Applicant’s Qualification to 
Apply for Master’s Program 

本学所定の用紙  D  
Use the form prescribed by this school D. 

成績証明書 
Transcripts of Grades at 
Undergraduate Level 

最終出身学校の長が作成したもの。 
An official and original one prepared by the president of the last attended 
school. 
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卒業（修了）証明書 又は 
卒業（修了）見込証明書 
Certificate of (or Prospective) 
Graduation 

最終出身学校の長が作成したもの。 
An official and original one prepared by the president of the last attended 
school. 

推薦書 
Letter of Recommendation 

有職者の場合所属の長または指導的立場にある者が作成したものが望
ましい。その他の場合は自己推薦書でもよい。様式は任意とします。
If the applicant is employed, it is desirable that a letter from an individual 
who is the head of your belonged section or is in a supervisory position at the 
workplace. Otherwise, a letter of self-recommendation is acceptable. 
There is no prescribed form for this. 

外国人留学生履歴書 
Curriculum Vitae 

本学所定の用紙  C  
Use the form prescribed by this school C. 

住民票の写し 
Certificate of Residence 
(Juminhyo-no-Utsushi) 

市区町村発行のもの（在留資格または在留区分，在留期間，国籍・地

域が記載されたもの）。 
なお，住民登録していない者はパスポートの写しを提出してください。

パスポートの写しは，本人の氏名，生年月日，性別，在留資格を表示

する部分及び日本国査証の部分とします。 
 
●Applicants residing in Japan 
This document must be obtained at the city, ward, town or village office in 
which the applicant resides. This must include information as below. 
1. Visa status (Zairyu-shikaku or Zairyu-kubun) 
2. Authorized period of stay (Zairyu-kikan) in Japan 
3. Nationality 
 
●Applicants residing out of Japan 
A photocopy of passport, the part that shows name, date of birth, sex and the 
visa status, or the part with Japanese visa, must be submitted. 

その他 
Others 

審査の参考となるもの。（学術論文及びそれに相当するもの） 
Treatise which is useful for the examination. 

・本研究科が必要と判断した場合，研究経過証明書等の書類の提出を求めることがあります。 
Some applicants might be required to submit the documents like Report on Research Activities depending on 
the judge by Graduate School of Engineering. 
 
（２）提出期間・提出先  Period and Addressee for the Submission 

平成 24 年 10 月 18 日（木）から平成 24 年 10 月 19 日（金）まで 
受付時間は９時から 17 時まで 

9:00 a.m.－5:00 p.m., Thursday, October 18, 2012－Friday, October 19, 2012 

提出先   千葉大学自然科学系総合研究棟１号館 

工学研究科大学院学務 

なお，郵送の場合は書留郵便としてください。 
郵送についても平成 24 年 10 月 19 日（金）17 時までに必着とします。 
送付先  〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３ 

千葉大学工学研究科大学院学務 

（封筒に赤字で“出願資格認定の申請”と記入してください。） 

電話:   ０４３－２９０－３８８５ 

Eメール:  kougaku-daigakuin@office.chiba-u.jp 



 

 － 15 － 

（３）結果通知  Notification of Results 

    認定の結果は，本人宛通知します。 

 

（４）選考手順  Selection Process 

    出願資格（３）または（４）を有すると認定された志願者の選考は，一般志願者と同じ手順で

行います。願書受付期間に出願してください。その際，出願資格認定申請時に提出した書類につ

いては，改めて提出する必要はありません。 

    Applicants recognized as having Qualification either (3) or (4), must be conducted in the same manner as 
for regular applicants. 

    The applications should be submitted during the required period. (See Section 3 and 4 above.) Some 
documents submitted for Judging Applicant’s Qualification (3) or (4), are not required to be submitted for 
the regular application. 



□昭和　□平成 年 月 日生

〒 □□□－□□□□

　TEL（自宅）： TEL (携帯）：　

　Email：

　●外国人志願者は，出願時の身分にチェックを入れてください。

□私費留学生 □国費留学生 □その他の在留資格者（具体的に記入 ）

〒 □□□－□□□□

□国立　□公立　□私立

注

該当する□にチェックを入れること。

□

○出納印のある振込証明書を貼り付けてください。

○はがれないようにしっかりとのり付けしてください。
□

○現在国費留学生の場合は検定料は不要です。

日本国内で銀行振込した志願者
は，振込証明書欄に貼り付けて
ください。

Payment mabe by bank transfer in japan:
Affix a wire transfer certificate with the bank's seal
below.

Payment made by credit card from abroad:
Attach copy of the Email message of confirmation of
payment from Chiba University.

　2．写真票・受験票に
貼付のものと同じもの

海外からクレジット決済した志
願者は，千葉大学から送信され
た申込内容確認メールの文面を
印刷して出願書類に添付して提
出してください。

振込証明書貼り付け欄

検定料納入方法

教育研究領域
Research field

A bank transfer certificate is to be affixed here.
It is not necessary for MEXT scholarship students.

Photo

Name of university:

Name of faculty:

Name of department:

2013 Master's Program's Admission / Graduate School of Engineering

   Date of bitrh             (yy/mm/dd)

□男/M

□女/F

　現住所：Current address

受験番号
Candidate's

number

 ※

○

基礎科目２

日 卒業見込卒業

○

受験科目
Subject

□

Fundamental subject 1 Fundamental subject 2

月

続柄
Relationship
to applicant

第
１
志
望

№1

第
2
志
望

№2

専 攻 名
Division

コース名
Department

出願資格
Qualification

for application

氏　名
Name

住　所
Address

□昭和　□平成

日本在住で本
人以外に連絡
が取れる人
Other contact

in Japan

TEL

指導教員名
Name of academic

supervisor

第
3
志
望

№3

大学

学部
写真貼付欄

●該当する□にチェックを入れること。
●※印欄は記入しないこと。
●教育研究領域は，工学研究科案内を参照し，必ず志望する指導担当教員に確認のうえ，教員の所属を記入す
ること。
●基礎科目は，都市環境システムコース（１科目）・共生応用化学コース（２科目）の出願者のみ記入のこ
と。
●専門科目の選択は，建築学コース・デザイン科学コースの出願者のみ記入のこと。
●裏面の履歴は，全コースの出願者が記入すること。

専門科目

年

基礎科目１

　 1．　写　　真
　 （縦4㎝×横3㎝）□

Specialized subject

学科

平成25年度　千葉大学大学院工学研究科（博士前期課程）

外 国 人 留 学 生 入 学 願 書

性別
フリガナ
Katakana

Application Form

連 絡 先
Contact

information

氏　　名
Name

A1



注意　 1.　履歴事項はもれなく記入してください。

2.　記入欄が不足する場合は，本様式にそってA4判用紙を使用し，入学願書に添付してください。

大学名
University/College

学部名
Division

  昭和・平成　　年　月卒業(見込）

履　　歴
Curriculum Vitae

学　　歴
Educational Record after Senior High School

 昭和・平成　　　　年　　月卒業
Completion (yy/mm)

高等学校
Senior High School

学科名
Department卒業年月   To (yy/mm)

入学年月  From (yy/mm)

  昭和・平成　　年　月卒業(見込）

 昭和・平成　　　　年　　月入学

  昭和・平成　　年　月卒業(見込）

 昭和・平成　　　　年　　月入学

  昭和・平成　　年　月卒業(見込）

 昭和・平成　　　　年　　月入学

  昭和・平成　　年　月卒業(見込）

 昭和・平成　　　　年　　月入学

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入学

  昭和・平成　　年　月卒業(見込）

 昭和・平成　　　　年　　月入学

職    歴
Empoyment Record

入社年月   From (yy/mm) 会社・団体名等
Organization/Institution退社年月   To (yy/mm)

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　　　　年　　月入社

 昭和・平成　　　　年　　月退社

 昭和・平成　  　　年　　月

賞　　罰
Awards

 昭和・平成　　　年　　月 (yy/mm)

 昭和・平成　  　　年　　月

 昭和・平成　  　　年　　月



○

Photo

Photo

基礎科目１
Fundamental subject 1

基礎科目２
Fundamental subject 2

専門科目
Specialized subject

○

受験番号
Candidate's

number

フリガナ
Katakana

※

　2．願書に貼付の

 　1.写真

　 (縦4㎝×横3㎝)

性別

注

第３志望 №3

コース名
Department

専 攻 名
Division

受験科目
Subject

第１志望 №1 第２志望 №2 第３志望 №3指導教員名
Name of academic

supervisor

受験科目
Subject

基礎科目１
Fundamental subject 1

基礎科目２
Fundamental subject 2

専門科目
Specialized subject

写真貼付欄

□男/M
□女/F

（切り離さないこと）

平成25年度 千葉大学大学院工学研究科（博士前期課程）

受験番号
Candidate's

number

外 国 人 留 学 生 受 験 票

※

氏　　名
Name

フリガナ
Katakana

平成25年度 千葉大学大学院工学研究科（博士前期課程）

　 ものと同じもの

写真貼付欄

　1.写真

　 (縦4㎝×横3㎝)

外 国 人 留 学 生 写 真 票

氏　　名
Name

専 攻 名
Division

指導
教員名
Name of
academic
supervisor

第１志望 №1

コース名
Department

2013 Master's Program's Admission / Graduate School of Engineering
Photo ID Ticket

　2．願書に貼付の
ものと同じもの

Admission Ticket for Examination

性別
□男/M
□女/F

第２志望 №2

●受験票，写真票ともに※印欄には記入しないこと。
●該当する□にすべてチェックを入れること。
●基礎科目は，都市環境システムコース（１科目）・共生応用化学コース（２科目）の
　出願者のみ記入のこと。
●専門科目の選択は，建築学コース・デザイン科学コースの出願者のみ記入のこと。

A2



                  Curriculum Vitae   

                                                       履歴書          

性別 

Gender 
生年月日 

Date of Birth 
年齢 

Age 
国籍 

Nationality 
在留資格 

Resident Status 
現況 

 Type of Student 

カタカナ in katakana 

 
Surname           Given           Middle  

ローマ字 in Roman alphabet  
 

Surname           Given           Middle 

氏名 

Full Name 

母語 in your native language  
 
Surname           Given           Middle 

男／女

M／F

/   / 

(yy/mm/dd) 

  
□留学        College student

□永住     Permanent resident   

□家族滞在        Dependent 

□短期滞在        Temporary 

□他          Other visa type 

 (具体的に記入 Specify:   

) 

□国費外国人留学生 Japanese government (MEXT) scholarship 
student     

□私費外国人留学生 Privately financed international student 

□有職者           Employed in Japan 

□海外在住者       Non-Japanese nationals residing  
outside Japan 

 (国名 Country:                                     )   

学校名／所在地 
Name and Location (City, Country) of School 

正規の修学年数
Officially Required 

 Years for 
Graduation 

入学及び卒業年月 
Year and Month 

of Entrance and Completion 

修業年数 
Actually Attended 

Years for 
Graduation 

専攻 
Major 

学位・資格 
Degree or Qualification Obtained 

初等教育 
Elementary Education 

小学校 
Elementary School 

学校名 
Name 
所在地 
Location 

年
Years

入学 
From 
卒業 
To 

年
Years

  

中学 
Middle 
School 

学校名 
Name 
所在地 
Location 

年
Years

入学 
From 
卒業 
To 

年
Years

  中等教育 
Secondary 
Education 
中学及び
高校 

Secondary 
Schools 

高校 
High 

School 

学校名 
Name 
所在地 
Location 

年
Years

入学 
From 
卒業 
To 

年
Years

  

学校名 
Name 
所在地 
Location 

年
Years

入学 
From 
卒業 
To 

年
Years

  高等学校 
Higher Education 
大  学 

Undergraduate Level 
大学院 

Graduate Level 

学校名 
Name 
所在地 
Location 

年
Years

入学 
From 
卒業 
To 

年
Years   

                        以上を通算した全学校教育修学年数 
                        Total years of schooling mentioned above 

年
Years

 
 年

Years
 

 

研究歴 
Research History 

研究機関名 Name of Research Institution 
 

所在地 Location 
 

研究期間 Period of Research 
    From                            To 
 

年 
Years 

職 歴 
Employment History 

勤務先名 Name of Employer 
 

所在地 Location 
 

勤務期間 Period of Employment 
     From                            To  
 

年 
Years 

日本語の学習歴 
Japanese Language 
Education History 

教育機関名 Name of Educational Institution 
 

所在地 Location 
 

履修期間 Period of Study 
    From                            To 
 

年 
Years 

記入は，日本語又はローマ字体を用いること。Please type or print in Roman alphabet.  

C 



千葉大学大学院工学研究科（博士前期課程） 

入学試験出願資格認定申請書 

Request for Judging Applicant’s Qualification  
to Apply for Master’s Program 

 

千葉大学大学院工学研究科長 殿 

私は貴研究科（博士前期課程）入学試験に出願を希望します。 
ついては，出願資格の認定を受けたいので，所定の書類を添えて申請します。 

To Dean of Graduate School of Engineering Chiba University 

I would like to apply for the Master’s program to the Graduate School of Engineering. I am therefore submitting the prescribed 
documents and request that my qualification to apply be recognized. 

 

日付 Date (yy/mm/dd):          平成    年   月   日 

氏名 Full Name:                          印  

性別 Gender:              □男 Male     □女 Female                 *Please check one.

生年月日 Date of Birth (yy/mm/dd):      昭和・平成    年   月   日                

出願資格 Required Qualification:    □ (3)        □ (4)                   *Please check one.

志望専攻 Desired Division of: 

志望コース Disired Department of: 

連絡先 
Contact 
Information 

〒Zip code 

住所 Address: 

電話 Phone:  

Email:                     

最終学歴

Educational 
History 
 

最終の卒業または卒業見込の学歴について記入してください。 
Please provide information on the educational institution from which you last graduated or will next 
graduate. 

a. 大学名 School Name  

 

b. 国名（大学の所在地が日本国外の場合のみ記入のこと）Country 

 

c. 専攻 Major 

 

d. 卒業年月日 Graduation Date 

 

e. □卒業 Graduated    □卒業見込 Expect to Graduate                 *Please check one. 

志望指導教員名 
Desired Supervisor 

 

※この申請書は，出願資格（3），（4）に申請する場合のみ提出してください。 

Applicants who would meet the Required Qualifications (3) or (4) must submit this application in advance. 

D




