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共同資源工学専攻とは

共同資源工学専攻は、北海道大学大学院工学院と九州大学大学院工学府が共同して構成する大学院共
同教育課程であり、双方の大学のリソースを最大限活用して、資源工学に関する高度な専門的知識に加
え、国際性、地質・探査・採鉱・選鉱・製錬・環境保全などの個別分野における専門性ならびに資源の
流れ全体を俯瞰して、技術的な制約はもとより、政治・経済的、さらには広範囲な環境破壊の防止など
の制約条件も考慮してプロセス全体をデザイン・マネージメントできる高度な能力を有する人材を養成
しようとするもので、平成29年４月から学生を受け入れます。
これまで資源工学の分野で実績を上げてきた２つの大学が共同して教育・研究を行う新しい形の教育
課程です。

Ⅰ．共同教育課程とは
高等教育機関間の連携協力による教育・研究・社会貢献機能の充実・強化を一層促進すること等を
目的に、複数の国公私立大学が相互に教育研究資源を有効に活用し、共同で教育課程を編成するもの
です。

Ⅱ．共同教育課程の主な特徴
⑴	 学生は、双方の大学に在籍しますが、主指導教員（主として研究指導を担当する専任教員）が在
籍する大学に本籍（学籍）を置くことになります。
⑵　学生は、双方の大学の施設等を利用することができます。
⑶　本籍を置く大学以外の構成大学の副指導教員からも、研究指導が受けられます。
⑷　メディアを利用した遠隔授業により、構成大学で開講する講義を本籍を置く大学から受講するこ
とができます。
⑸　学位は、北海道大学、九州大学の連名により、修士（工学）の学位記が授与されます。

Ⅲ．アドミッションポリシー
資源工学に関する広範な知識に加えて、政治・経済などの制約条件を考慮できる能力や高い国際性
を兼ね備えたエキスパート育成を目的とすることから、入学者に求める資質は次に示すとおりとしま
す。
⑴	 資源工学に関する基礎知識を持っていること。
⑵　高い国際的なコミュニケーション能力を持っていること。
⑶　将来、エキスパートとして資源分野を牽引する気概を持っていること。

Ⅳ．重要なお知らせ
⑴	 出願大学、受験大学について
	 	 出願及び受験については、志願する大学へ出願し、当該大学において入学者選抜試験を受験しま
す。なお、出願（出願資格認定申請を含む）にあたっては、志願する大学の研究内容及び入試日程
等を必ず確認してください。
⑵　本籍を置く大学について
	 	 入学後に本籍を置く大学は、原則として出願及び受験をした大学となります、したがって、入学
料、授業料の納付、奨学金の申請等や学修、学生生活に係る手続きに関しては本籍の大学で行って
ください。
⑶　出願上の注意
	 	 一方の大学に入学手続きをした者は、他方の大学の共同資源工学専攻の受験はできませんのでご
注意ください。



—	2	—

共同資源工学専攻（修士課程）募集要項

１．出願資格（次の各号のいずれかに該当する者とします。）
⑴	 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者及び平成29年３月31日までに卒業見込みの者
⑵　学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者（大学改革支援・学位授与機
構から学士の学位を授与された者）及び平成29年３月31日までに学士の学位を授与される見込みの
者
⑶　外国において、学校教育における16年課程を修了した者及び平成29年３月31日までに修了見込み
の者
⑷　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29年３月31日までに修了見込みの者
⑸　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者及び平成29年３月31日
までに修了見込みの者
⑹　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府
又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣
が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外
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課程を修了す
ること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた
ものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者及
び平成29年３月31日までに授与見込みの者
⑺　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部大臣が定める日以降に修了した者及び
平成29年３月31日までに修了見込みの者
⑻　文部科学大臣の指定した者
⑼　学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本学府において、本学府
における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
⑽　本学府において、個別の入学資格審査により、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、入学時までに22歳に達した者
⑾　外国において、学校教育における15年の課程を修了し、本学府において、所定の単位を優れた成
績をもって修得したものと認めた者
⑿　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15年の課程を修了し、本学府において、所定の単位を優れた成績をもって修得した
ものと認めた者
⒀　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し、本学府において、所定の
単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
	（出願に関する注意事項）
	 	 出願資格を有する者のうち、官公庁、会社等の所属職員及び出願資格⑵及び⑼～⒀により入学を
希望する者は、願書提出時に九州大学工学部等教務課学生係に相談すること。
※上記⑼～⒀により出願する者は、事前に出願資格の審査を受けなければならない。
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２．募集人員
	 	 工学府　共同資源工学専攻（修士課程）　10名

３．出願書類
［１］願書 本学府所定の用紙に、履歴事項等を漏れなく記入すること。

［２］照合票・受験票 本学府所定の用紙に、必要事項を記入の上、写真を貼ること。

［３］志望調書
本学府所定の用紙に、興味のある専門分野に○を付け、取り
組みたい研究テーマ、志望動機ならびに研究計画を記入する
こと。

［４］成績証明書 最終出身大学等が発行したもので、GPAが記載されているもの。
本学工学部在籍者は提出不要

［５］卒業（見込）証明書 最終出身大学等が発行したもの。
本学工学部在籍者は提出不要

［６	］学士の学位（見込）証明書 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者（見
込）のみ提出すること。（出願資格⑵により出願する者のみ。）

［７］英語資格試験スコア証明書

TOEIC、TOEFL又は IELTS のスコア
出願時：スコア証明（コピー）を提出
受験時：スコア証明（オリジナル）を持参
※詳細については、「４．英語資格試験（TOEIC、TOEFL、
IELTS）について」を参照

［８］受験票返送用封筒 所定の封筒に氏名、あて先及び郵便番号を明記し、92円の切
手を貼ること。

［９］住所票 所定の用紙（シール）に志願者の住所（願書に記載と同じ）、
氏名を記載すること。

［10］入学検定料原符
所定の用紙の所定の欄に金融機関の出納印が押印された『「九
州大学」入学検定料振込金受付証明書（Ｃ票）』を貼付して提
出すること。

［11］出願資格認定申請書 出願資格⑼～⒀により出願する者のみ提出すること。
本学府所定の用紙に本人が記入すること。

４．英語資格試験（TOEIC、TOEFL、IELTS）について
⑴	 TOEIC 公開テスト、TOEFL-iBT、TOEFL-PBT、または IELTS のいずれかを事前に受験してお
くこと。
・	 	スコア証明書とは、実施団体が発行し本人に直接郵送されたTOEIC の Official	Score	Certificate
（公式認定証）、TOEFL の Test	Taker	Score	Report（あるいは Examinee	Score	Report）、また
は IELTS の Test	Report	Formを指す。

・	スコア証明書は顔写真付きのものとする。
・	TOEIC、TOEFL及び IELTS のスコア証明書の有効な期間は、試験日より過去２年間とする。
・	以下のスコアは認められない。
	 TOEIC	IP、カレッジTOEIC、TOEIC	ITP　などの団体受験制度
	 TOEIC	Speaking	and	Writing、TOEIC	Bridge
	 TOEIC	Official	Score	Report
⑵　願書の該当欄にスコアを記入するとともに、出願時にTOEIC、TOEFL または IELTS のスコア
証明書（コピー）を提出すること
	 	 二次試験当日は、スコア証明書（オリジナル）を持参のうえ、提示すること。なお、スコア証明書（オ
リジナル）を提示しない場合は、二次試験の合否判定に影響する。
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５．入学検定料について
入学検定料　30,000円
入学検定料は次の方法で納付すること。
所定の『振込依頼書』の太枠で囲まれている記入欄に、必要事項を全て黒ボールペンで正確・明瞭
に記入し、Ａ・Ｂ・Ｃ票を切り離さずに銀行窓口へ持参し、振込み手続きをすること。
振込みを済ませたら、銀行窓口で返還された書類のうち『「九州大学」入学検定料振込金受付証明
書（Ｃ票）』を所定の『入学検定料原符』の「九州大学」入学検定料振込金受付証明書貼付欄に貼付し、
併せて同原符に住所・氏名・連絡先（ＴＥＬ）を記入のうえ、出願書類として提出すること。
『振込依頼書』『入学検定料原符』記入の際は、「記入上の注意」を参照すること。
（注）
	 〇　ゆうちょ銀行・ＡＴＭ・インターネットでの振込みはできない。
	 	 		 なお、三井住友銀行本支店にて振り込みする場合の振込手数料は無料となるが、他行からの振
込の場合は、振込手数料は志願者が負担することとなる。

	 〇　振込は、平成28年９月５日（月）以降とし、「電信扱」に限る。

６．願書受付期間
平成28年９月12日（月）から９月21日（水）午後５時まで
（郵送の場合も同日の同時刻までに必着のこと）

７．出願資格の事前審査
出願資格⑼～⒀により出願する者は、事前に資格審査を行うので、出願書類の［１］～［５］、［７］
～［９］及び［11］を平成28年８月29日（月）から９月２日（金）正午までに、九州大学工学部等教
務課学生係に提出すること。
なお、結果については、９月９日（金）までに、申請者あて通知する。
また、資格審査に合格した者の入学願書等はおって入学検定料原符の受領後、自動的に受理する。

８．出　願　手　続
⑴	 出願者は、前記の出願書類を願書受付期間に九州大学工学部等教務課学生係に提出又は郵送する
こと。
	（あて先）
	 	 九州大学工学部等教務課学生係（伊都キャンパス）
	 	 〒819-0395　福岡市西区元岡744番地　TEL（092）802-2724
⑵　郵送による場合は必ず書留郵便とし、封筒表面に「共同資源工学専攻入学願書」と朱書きすること。

９．書類選考（一次試験）
｢ ３．出願書類 ｣ の中の［３］志望調書、［４］成績証明書、［７］英語資格試験スコア証明書に
基づき、書類選考（一次試験）を実施する。
書類選考（一次試験）は、①基礎学力（工学系の基礎的な科目を中心として評価）、②語学力（英語）、
③志望動機等に基づく適性審査、の３つの項目により総合的に合否を判定する。
書類選考（一次試験）の結果は、10月18日（火）に出願者に文書で通知する。
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10．二次試験日時及び試験場
｢９．書類選考（一次試験）｣の合格者を対象として、二次試験を以下のとおり実施する。

月　日 時　間 試　験 試　験　場 備　　考

11月19日（土） 自　午前９時
至　午後５時

小 論 文
口頭試問

九州大学工学部
（伊都キャンパス）

詳細については願書受理後、
文書により通知する

（予備日）
11月20日（日） 自然災害等の不測の事態により、上記日程での実施が困難となった場合
二次試験は、出願書類の他、小論文と口頭試問により総合的に合否を判定する。

11．合格者発表
12月12日（月）16時頃、本学工学部等教務課掲示板に発表するとともに合格者本人に文書で通知する。
なお、合格者発表に関する電話等による問い合わせには一切応じない。

12．入 学 時 期
平成29年４月１日

13．入学手続の際に納付する経費等
入学料　　282,000円（予定）
授業料　　267,900円（半期）（予定）
	 	 	 	 	 535,800円（年間）（予定）
	（注	）上記の納付金額（入学料・授業料）は予定額であり、入学時及び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。

14．障害等のある入学志願者について
本学では、障害等のある者に対して、受験上及び修学上必要な配慮を行う場合があり、そのための
相談を常時受け付けている。
受験上の配慮については、内容によって対応に時間を要することもあるので、出願前できるだけ早
い時期に「17．問い合わせ先」まで相談すること。

15．熊本地震被災者に係る入学検定料の免除について
九州大学では、被災者の経済的負担を軽減し、受験生の進学機会の確保を図るため、入学検定料免
除の特別措置を実施しています。
免除手続きの詳細は、九州大学工学部のウェブサイト（http://www.eng.kyushu-u.ac.jp）の ｢ 重要
なお知らせ ｣を参照してください。

16．その他
⑴	 募集要項（願書）等の郵送を希望する者は、封筒表面に「共同資源工学専攻学生募集要項希望」
と朱書きし、氏名、あて先及び郵便番号を明記し250円切手を貼った返信用封筒（角２型封筒　縦
33.2cm×横24.0cm）を同封して工学部等教務課学生係に申し込むこと。
⑵　願書受理後は、記載事項の変更は認めない。また、入学検定料の返還は行わない。ただし、入学
検定料納付後、出願しなかった者及び受理されなかった者については返還する。
　　なお、書類選考（一次試験）で不合格になった者に対しては、入学検定料のうち23,000円を返還
する。
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⑶　受験票未着の場合は、試験当日まで工学部等教務課学生係に申し出ること。
⑷　自然災害等による入試日程の影響が懸念される場合は、本学府インターネットweb サイトのトッ
プページから実施について告知をするので確認をすること。
	 URL		http://www.eng.kyushu-u.ac.jp/
	（インターネットにアクセスできない場合は、（092）802-2724あて電話で照会すること。）

17．問い合わせ先
〒819-0395	 	 福岡市西区元岡744番地
	 	 	 	 	 	 	 九州大学工学部等教務課学生係　TEL（092）802-2724

18．修学に係る費用の一部負担について
本共同専攻の修学においては、北海道大学でのエクスチェンジセミナーや海外研修（「国際フィー
ルド調査」）等への参加にあたって費用の一部負担が発生します。

	【備考】
	 出願書類における個人情報の保護について
⑴	 出願書類に記載の個人情報は、入学者選抜で利用するほか、次のとおり利用します。
	 ①　合格者の住所・氏名等を入学手続業務で利用します。
	 ②	　入学者選抜で利用した成績等の個人情報は、個人が特定できないかたちで本学府における入学
者選抜に関する調査研究で利用します。

⑵　出願に当たってお知らせいただいた個人情報は、合格者のみ入学後の①教務関係（学籍、修学指
導等）、②学生支援関係（健康管理、奨学金申請等）、③授業料等に関する業務を行うために本学及
び北海道大学において利用します。
⑶　出願書類に記載の個人情報は、「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」第９
条に規定されている場合を除き、出願者本人の同意を得ることなく他の目的で利用又は第三者に提
供することはありません。
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共同資源工学専攻専門分野

専門分野 内　　　訳

応用地質学 金鉱床、希土類資源、火山、環境、年代測定、フィールド科学

物理探査学 電気探査、電磁探査、弾性波探査、ジオトモグラフィ、地中レーダ、
地下資源探査、遺跡探査、不発弾探査

地球熱システム学 火山、地熱発電、温泉、地中熱、ヒートアイランド、地下水、地震

資源開発工学 鉱物資源、エネルギー資源、最適化設計、経済性、安全工学、労働衛生、
通気・空調、CO2地下貯留、水素利用安全、微生物

岩盤・開発機械システム工学 岩盤工学、地圏開発システム工学、地球環境適応型ジオメカニクス

資源処理・環境修復工学
資源処理工学、資源リサイクル、バイオレメディエーション、ジオミ
メティクス、バイオミネラルプロセッシング、高度資源処理技術の開
発

エネルギー資源工学 地熱、地中熱、石油 ･天然ガス貯留層工学、最適化




