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アドミッションポリシー
Admission Policy
工学は，物理学や化学などの基礎科学分野における

Engineering is the study and investigation, based on fun-

原理と法則をもとに人類文明の持続的発展を恒久的に

damental scientific principles such as physics and chemistry,

探求する学問です。本学府では，工学を通して人類文

for the sustained development of human civilization. The
Graduate School of Engineering aims to cultivate research-

明の持続的発展に貢献できる研究者・技術者・教育者

ers, engineers, and educators who can contribute to the sus-

の育成を目的としています。

tained development of human civilization through engineering.
Students who wish to study in the Graduate School are

本学府での就学を目指す学生には次のことが期待さ

expected to have the following:

れます。
基礎知識を踏まえて応用研究に取り組む意欲のある

 $GHVLUHWRXQGHUWDNHDSSOLHGUHVHDUFKEDVHGRQIXQGDPHQWDONQRZOHGJH

学生

 $SRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGVOHDUQLQJQHZILHOGVRIVWXG\

新しい学問分野に挑戦する積極的な学生

 $VWHDGIDVWDELOLW\WRDGYDQFHWKHSXUVXLWRIWUXWK

忍耐力をもって真実探求を推進できる学生

 $VWURQJVHQVHRIHQJLQHHULQJHWKLFV

技術者としての倫理観を有する学生

カリキュラムポリシー
Curriculum Policy
工学府には，物質創造工学専攻，物質プロセス工学

The Graduate School of Engineering has been organized

専攻，材料物性工学専攻，化学システム工学専攻，建

into the following advanced departments: Chemistry and

設システム工学専攻，都市環境システム工学専攻，海

Biochemistry, Materials Process Engineering, Materials
Physics and Chemistry, Chemical Systems and Engineering,

洋システム工学専攻，地球資源システム工学専攻，エ

Civil and Structural Engineering, Urban and Environmental

ネルギー量子工学専攻，機械工学専攻，水素エネル

Engineering, Maritime Engineering, Earth Resources

ギーシステム専攻及び航空宇宙工学専攻の12専攻を置

(QJLQHHULQJ $SSOLHG 4XDQWXP 3K\VLFV DQG 1XFOHDU

き，教育研究を通してエネルギー・物質・環境・シス
テムに関する深い専門知識と探求創造能力を教授育成

Engineering, Mechanical Engineering, Hydrogen Energy
6\VWHPVDQG$HURQDXWLFVDQG$VWURQDXWLFV7KHDLPRIHDFK
department is the promotion of a deep expertise and creative

するとともに，高い倫理観と国際性をもって工学に携

ability concerning energy, materials, the environment, and

わる研究者・技術者・教育者を組織的に養成します。

systems, as well as the systematic training of researchers,

本学府では，この目標を達成するため，以下のよう
な教育を行います。
基礎から応用にわたる高度な専門知識についての体

engineers, and educators with high ethics and internationalism.
To achieve these aims, the Graduate School provides education on the following topics:
 6\VWHPDWLFDQGDGYDQFHGVSHFLDOL]HGNQRZOHGJHUDQJLQJ

系化された教育

from fundamental principles to applications

哲学，倫理，政治，経済，国際関係等に関する広い

 %URDGNQRZOHGJHFRQFHUQLQJSKLORVRSK\HWKLFVSROLWLFV
economics, international relations, and so on

知識教育
豊かな人間性，課題探求・解決能力，創造性を育む
教育
※各専攻のアドミッションポリシー及びカリキュラム

 'HYHORSPHQW RI D FUHDWLYH DQG ZHOOURXQGHG KXPDQ
nature, and the ability to search for and solve problems
※ 7KH $GPLVVLRQ 3ROLF\ DQG &XUULFXOXP 3ROLF\ RI HDFK
department are shown at the URL of the Graduate School

ポリシーは，工学府ホームページに掲載していま
す。
（http://ZZZHQJN\XVKXXDFMS/）
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RI(QJLQHHULQJ KWWSZZZHQJN\XVKXXDFMS

1

出

願

資

格

4XDOL¿FDWLRQVIRU$SSOLFDWLRQ
$SSOLFDQWVPXVWPHHWRQHRIWKHIROORZLQJFRQGLWLRQV

⑴ 修士の学位又は専門職学位を有する者及び平成29

  3HUVRQVZKRKROGD0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDO

年９月30日までに有する見込みの者
⑵ 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当

degree, or who will earn one by September 30, 2017.
  3HUVRQV ZKR KROG D GHJUHH HTXLYDOHQW WR D 0DVWHU·V
degree or a Professional degree from an accredited institu-

に授与される見込みの者

tion outside of Japan, or who will obtain one by September

⑶

する学位を授与された者及び平成29年９月30日まで

30, 2017.

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

  3HUVRQVZKRKDYHFRPSOHWHGWKHLUIRUPDOHGXFDWLRQE\
WDNLQJDFRUUHVSRQGHQFHFRXUVHWKURXJKDQRQ-DSDQHVH

相当する学位を授与された者及び平成29年９月30日

XQLYHUVLW\ZKLOHUHVLGLQJLQ-DSDQDQGKROGDGHJUHHHTXLY-

までに授与される見込みの者
⑷

DOHQWWRD0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDOGHJUHHRUZKR
will obtain one by September 30, 2017.

我が国において，外国の大学院の課程を有するも

のとして当該外国の学校教育制度において位置付け

  3HUVRQV ZKR KDYH HDUQHG D GHJUHH HTXLYDOHQW WR D
0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDOGHJUHHDWDQHGXFDWLRQDO

られた教育施設であって，文部科学大臣が指定する

institution in a country outside of Japan, which has been

ものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学

assessed by the Minister of Education, Culture, Sports,

位に相当する学位を授与された者及び平成29年９月

6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ RI -DSDQ WR EH HTXLYDOHQW WR D

30日までに授与される見込みの者

graduate program in the education system of Japan, or who

⑸ 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当
する学位を授与された者及び平成29年９月30日まで

will earn one by September 30, 2017.
  3HUVRQV ZKR FRPSOHWHG WKH FRXUVH RI WKH 8QLWHG
1DWLRQV 8QLYHUVLW\ ZKR KROG D GHJUHH HTXLYDOHQW WR D

に授与される見込みの者
⑹

0DVWHU·VGHJUHHRUZKRZLOOREWDLQLWE\6HSWHPEHU
2017.

外国の学校，学校教育法施行規則第156条第３号
の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課

  3HUVRQVZKRKDYHFRPSOHWHGWKHLUIRUPDOHGXFDWLRQDW
through a non-Japanese university, an educational institu-

程を履修し，大学院設置基準第16条の２に規定する

WLRQ ZKLFK UHFHLYHG WKH GHVLJQDWLRQ RI $UWLFOH  LQ

試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位

Enforcement Regulations for the School Education Law, or

を有する者と同等以上の学力があると認められた者
⑺

WKH8QLWHG1DWLRQV8QLYHUVLW\ZKRKDYHSDVVHGDQH[DPLQDWLRQ RU D VFUHHQLQJ HTXLYDOHQW WR WKH UHJXODWLRQV E\

文部科学大臣の指定した者

$UWLFOH  LQ 6WDQGDUGV IRU WKH (VWDEOLVKPHQW RI

1） 大学を卒業し，大学，研究所等において，２年

Graduate Schools, and who are recognized to have an aca-

以上研究に従事した者で，本学府において，当該
研究の成果等により，修士の学位を有する者と同

GHPLFDELOLW\HTXLYDOHQWWR0DVWHU·VGHJUHH(QJLQHHULQJ
  3HUVRQV ZKR KDYH TXDOLILFDWLRQV DSSURYHG E\ WKH

等以上の学力があると認めた者

Minister of Education, Culture, Sports, Science and

2） 外国において学校教育における16年の課程を修
了した後，又は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

Technology of Japan.
  7KRVH ZKR DIWHU JUDGXDWLQJ IURP D XQLYHUVLW\ RU
finishing 16 years of academic education outside of
Japan, have engaged for two or more years in research

当該外国の学校教育における16年の課程を修了し

at a university or a research institute, and have been

た後，大学，研究所等において，２年以上研究に

UHFRJQL]HG WRKDYHDQDFDGHPLFDELOLW\ HTXLYDOHQW WR

従事した者で，本学府において，当該研究の成果

0DVWHU·VGHJUHHKROGHUV7KLVUHFRJQLWLRQLVJLYHQE\

等により，修士の学位を有する者と同等以上の学
力があると認めた者

the Graduate School of Engineering, Kyushu University,
on the basis of his/her previous research.
  7KRVH ZKR DIWHU ILQLVKLQJ  \HDUV RI DFDGHPLF

⑻ 本学府教授会において，個別の入学資格審査に

education at an educational institution or through

より，修士の学位又は専門職学位を有する者と同

correspondence courses run by foreign educational

等以上の学力があると認めた者で，24歳に達した

establishments, have engaged for two or more years in

者
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research at a university or a research institute and have

EHHQUHFRJQL]HGWRKDYHDQDFDGHPLFDELOLW\HTXLYDOHQW

※上記⑺及び⑻により出願する者は，事前に出願資

WR0DVWHU·VGHJUHHKROGHUV7KLVUHFRJQLWLRQLVJLYHQE\

格の審査を受けなければならない。

the Graduate School of Engineering, Kyushu University,
on the basis of his/her previous research.
  3HUVRQVZKRDUHHYDOXDWHGE\DQLQGLYLGXDOVFUHHQLQJRI
UHTXLUHPHQWVIRUDGPLVVLRQWRKDYHDQDFDGHPLFDELOLW\
HTXDOWRRUVXUSDVVLQJWKDWRIVWXGHQWVZKRKDYHJUDGXDWHG
IURPWKH0DVWHU·VRU3URIHVVLRQDO3URJUDPRIWKH*UDGXDWH
School of Engineering, Kyushu University, and are at least
24 years of age.
※ 3HUVRQVZKRLQWHQGWRDSSO\LQDFFRUGDQFHZLWKTXDOLILFDWLRQV  RU  WRWKH'RFWRUDO&RXUVHDUHUHTXLUHGWRWDNH
an individual evaluation of their scientific ability in relation
WRWKH5HTXLUHPHQWVIRU$GPLVVLRQEHIRUHDSSOLFDWLRQ

2

募

集

人

員

$GPLVVLRQ&DSDFLW\
専

攻

若干名
若干名

材料物性工学専攻

若干名

化学システム工学専攻

若干名

専

攻

建設システム工学専攻

'HSDUWPHQWVRI
Global Environmental Engineering

'HSDUWPHQWVRI
0HFKDQLFDODQG$HURVSDFH(QJLQHHULQJ

員

若干名

都市環境システム工学専攻

若干名

海洋システム工学専攻

若干名

地球資源システム工学専攻

若干名

エネルギー量子工学専攻

若干名

'HSDUWPHQW

'HSDUWPHQWVRI
Material Science and Engineering

人

専
機械航空工学専攻群

物質プロセス工学専攻

員
地球環境工学専攻群

物質科学工学専攻群

物質創造工学専攻

人

攻

人

機 械 工 学 専 攻
• 機械工学コース

水素エネルギーシステム専攻
• グローバルコース

航空宇宙工学専攻

'LYLVLRQ

員

若干名

若干名

若干名

Capacity

Chemistry and Biochemistry

Some number

Materials Process Engineering

Some number

Materials Physics and Chemistry

Some number

Chemical Systems and Engineering

Some number

Civil and Structural Engineering

Some number

Urban and Environmental Engineering

Some number

Maritime Engineering

Some number

Earth Resources Engineering

Some number

$SSOLHG4XDQWXP3K\VLFVDQG1XFOHDU(QJLQHHULQJ

Some number

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering Course

Some number

Hydrogen Energy Systems
,QWHUQDWLRQDO'RFWRUDO3URJUDP

Some number

$HURQDXWLFVDQG$VWURQDXWLFV

Some number
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※１ 物質創造工学専攻及び材料物性工学専攻につ
いて
先端ナノ材料工学コースを志望する者は，出願

※  ([SODQDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH 'HSDUWPHQW RI
&KHPLVWU\DQG%LRFKHPLVWU\DQGWKH'HSDUWPHQWRI
0DWHULDOV3K\VLFVDQG&KHPLVWU\
  7 KH D SSOLFD QWV I RU  W KH FRXUVH RI  $G YD QFHG

前に（独）物質・材料研究機構の教員と連絡を

1DQRPDWHULDOV6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJPXVWFRQWDFW

取ること。

WKHWHDFKLQJVWDIIRIWKH1DWLRQDO,QVWLWXWHIRU0DWHULDOV

独立行政法人 物質・材料研究機構ホームページ
http://ZZZQLPVJRMS/N\XVKX/ （電子メールでの

JRMSN\XVKXHPDLO1,06JUDGXDWH#QLPVJRMS

1,06JUDGXDWH@QLPVJRMS）

問合せ先

3

6FLHQFHEHIRUHKDQG 85/RI1,06KWWSZZZQLPV

出願手続及び出願書類
$SSOLFDWLRQ3URFHGXUHVDQG$SSOLFDWLRQ'RFXPHQWV
出願者は，次の書類を，指導を希望する教員と

  $IWHUWKHFRQVXOWDWLRQZLWKWKHVXSHUYLVRUZKRDSSOL-

相談の上，九州大学工学部等教務課教務係に提出

cants want to study under, applicants should submit or

１

又は郵送すること。郵送による場合は，必ず書留

send by postal mail the documents which correspond to
DQ\ RI WKH IROORZLQJ WR WKH 6WXGHQW $IIDLUV 6HFWLRQ

郵便として封筒表面に「博士後期課程入学願書

6WXGHQW $IIDLUV 'LYLVLRQ *UDGXDWH 6FKRRO RI (QJL-

（工学府）一般選抜（10 月入学者用）
」と朱書す

QHHULQJ.\XVKX8QLYHUVLW\$SSOLFDQWVZKRDSSO\IRU

る。なお，機械工学専攻，水素エネルギーシステ

Mechanical Engineering or Hydrogen Energy Systems

ム専攻の出願者は，平成29年６月23日（金）まで
に，P11 に示す専攻長へ電子メールまたは )$;に
より出願する予定である旨連絡すること。
２

出
⑴

願

書

  $SSOLFDWLRQ IRUP IRU DGPLVVLRQ &RPSOHWH WKH

望研究題目及び履歴事項等をもれなく記載する
こと。

application form prescribed by the Graduate School
of Engineering.
  &ROODWLRQFDUGDQG([DPLQDWLRQDGPLVVLRQFDUG
Complete the form prescribed by the Graduate

⑵ 照合票・受験票：本学府所定の用紙に，所要

School of Engineering and paste a photograph.
  5HJLVWUDWLRQRI(OHFWLYH6XEMHFW7KLVLVUHTXLUHG

事項を記入の上，写真を貼ること。
選択科目届：物質科学工学専攻群受験者のみ
必ず提出すること。
⑷

RQS ZLWKHPDLORUIDFVLPLOHEHIRUH-XQH )UL 
2017.
  $SSOLFDWLRQ'RFXPHQWV

類

願書：本学府所定の用紙に，志望専攻名，希

⑶

DUHUHTXHVWHGWRFRQWDFWWKH&KDLUSHUVRQ 6HHWKHWDEOH

for examinees who intend to choose the departments
in Material Science and Engineering.
  $SKRWRFRS\RIWKH$SSOLFDQW·V0DVWHU·VWKHVLV

修士学位論文（写）：修士学位論文（写）が

$SSOLFDQWVZKRFDQQRWVXEPLW0DVWHU·VWKHVLV SKR-

間に合わない場合は，修士修了見込証明書を提

WRFRS\ LQWLPHPXVWVXEPLWWKHFHUWLILFDWHWKDWFRQ-

出し，８月15日（火）までに修士論文（写）を

firms expected graduation, and after that must

提出すること。出願資格⑹，⑺，⑻により出願
する者は提出を必要としない。
⑸

VXEPLW LW E\ $XJXVW  7XH   7KLV LV QRW
UHTXLUHGIRU DSSOLFDQWV ZKR LQWHQGWR DSSO\XQGHU
TXDOLILFDWLRQV    RU  

研究業績概要調書：出願資格⑺，⑻により出

  2XWOLQHRIUHVHDUFKDFKLHYHPHQWV7KLVGRFXPHQW

願する者だけが提出する。本学府所定の用紙に

LVUHTXLUHGIRUDSSOLFDQWVZKRLQWHQGWRDSSO\XQGHU

本人が記入のうえ，学術論文等は別刷又はその

TXDOLILFDWLRQ  RU  $SSOLFDQWPXVWFRPSOHWHWKH

写しを添付し，研究発表の場合は発表論文，要
旨又は概要を添付すること。
⑹

designated form and attach an academic paper or a
FRS\ RI DFDGHPLF SDSHU ,I LW·V D SUHVHQWHG SDSHU
attach an abstract or summary of the paper.

研究計画書：出願資格⑺，⑻により出願する

者だけが提出する。入学後に行う研究計画を本

  5HVHDUFKSODQ7KLVLVUHTXLUHGIRUDSSOLFDQWVZKR
LQWHQG WR DSSO\ XQGHU TXDOLILFDWLRQV   RU  
'HVFULEHDGHWDLOHGUHVHDUFKSODQWREHXQGHUWDNHQ

人が記載すること。
（様式随意）
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⑺

DIWHUHQWUDQFH $Q\IRUPDWLVDFFHSWDEOH

修了・卒業（見込）証明書：最 終 学 校 が 作

  0DVWHU·V'HJUHH&HUWLILFDWH 'LSORPD 7KLVLVWR

成したもの。
⑻

be issued by the university from which the applicant

成績証明書：学部及び大学院修士課程（又は

graduated most recently.

博士前期課程）成績証明書。出願資格⑺，⑻に

  $FDGHPLF7UDQVFULSW7KLVLVWREHLVVXHGE\WKH
undergraduate school and master course (or the first

より出願する者は学部成績証明書のみ。
⑼

VWDJH RI GRFWRUDO FRXUVH  RI WKH JUDGXDWH VFKRRO

受験票返送用封筒：氏名，あて先及び郵便番

$SSOLFDQWVZKRLQWHQGWRDSSO\XQGHUTXDOLILFDWLRQV

号を明記した長形３号封筒（ 縦 23.5cm× 横

  RU   PD\ VXEPLW WKH XQGHUJUDGXDWH VFKRRO·V

12cm）
（本学府在籍者は不要）に氏名，あて先

certificate.

及び郵便番号を明記し，92円の切手を貼る。
⑽

  $ VWDPSHG HQYHORSH IRU WKH H[DPLQDWLRQ FDUG
:ULWHWKHDSSOLFDQW·VQDPHDGGUHVVDQGSRVWDOFRGH

住所票：本要項に綴込みの用紙（シール）に

RQDQHQYHORSH ðPPLQVL]H DIIL[HGZLWK

志願者の住所（入学願書票の記載と同じ）
・氏

92 yen stamp. (Students who are registered in the

名を記入すること。
⑾

Master Course of the Graduate School of Engineering

出願資格認定申請書：出願資格⑺，⑻により

RI.\XVKX8QLYHUVLW\DUHH[HPSW

出願する者だけが提出する。本学府所定の用紙

  $GGUHVV )RUP :ULWH WKH DSSOLFDQW·V QDPH
address and postal code.

に本人が記入すること。
⑿

  $SSOLFDWLRQ IRU 5HFRJQLWLRQ RI $FDGHPLF

パスポート（写）・在留カード（写）
：外国人

5HTXLUHPHQWV7KLVLVRQO\UHTXLUHGIRUSHUVRQVZKR

留学生のみ提出すること。
⒀

LQWHQGWRDSSO\LQDFFRUGDQFHZLWKTXDOLILFDWLRQ  RU

入学検定料原符：ただし，本学大学院修士課

 $SSOLFDQWVPD\ILOORXWWKHSURYLGHG

程から引き続き進学する者及び CSC 留学生は

  $FRS\RI5HVLGHQW&DUGRU3DVVSRUW2QO\LQWHUnational students must submit.

不要。

  7UDQVIHU 5HFHLSW RI 6FUHHQLQJ )HH 30,000 yen:

国費外国人留学生については，願書を除き，文

7KLV LV QRW UHTXLUHG IRU DSSOLFDQWV LQ WKH 0DVWHU

部科学省を通じて提出された書類をもって所定の

Course of Kyushu University or the applicants who

書類に代えることができる。
３

入 学 検 定 料

are CSC Scholarship Students.
0(;76FKRODUVKLS6WXGHQWVDUHDEOHWRDSSO\ZLWK

30,000円

WKHGRFXPHQWVZKLFKWKH\VXEPLWWHGWKURXJK0(;7

入学検定料は次の方法で平成 29 年６月 26 日

instead of the prescribed documents excluding the

（月）以降に納付すること。銀行振込みの場合は
「電信扱」とすること。
（本学大学院修士課程から

application form.
3

Screening Fee 30,000 \HQ 7KLVLVQRWUHTXLUHGIRU

引き続き進学する者及び CSC 留学生は不要）

applicants in the Master Course of the Graduate School

1） 日本国内在住者

of Kyushu University or the applicants who are CSC
6WXGHQWV

銀行振込み
本要項に綴込みの【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

  $SSOLFDQWVDUHUHTXHVWHGWRWUDQVIHUWKHVFUHHQLQJ
fee by the following payment method after June 26
0RQ   ,I SD\PHQW LV PDGH E\ EDQN WUDQVIHU

ボールペンで正確・明瞭に記入し，$・B・C

UHTXHVWDWHOHJUDSKLFWUDQVIHU

票を切り離さずに銀行窓口へ持参し，振込手

  $SSOLFDQWVOLYLQJLQ-DSDQ

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」

$ Payments by Telegraphic Transfer
  3OHDVHILOORXWWKHLWHPVLQVLGHWKLFNIUDPHRQ
WKH WUDQVIHUIRUPFRUUHFWO\ ZLWKEODFNSHQ DQG

入学検定料振込金受付証明書（C 票）】を本

EULQJ6OLS$%DQG&WRWKHEDQNIRUWUDQVIHU$OO

要項に綴込みの【入学検定料原符】の「九州

6OLS$%DQG&VKRXOGQRWEHVHSDUDWHGIURPHDFK

大学」入学検定料振込金受付証明書貼付欄に

RWKHU$IWHUWKHWUDQVIHUSURFHGXUHLVFRPSOHWHG

貼付し，併せて同原符に志望学府・住所・氏
名・連絡先（TEL）を記入の上，出願書類と

DIIL[WKH&HUWLILFDWHRI$FFHSWDQFHRIWKH.\XVKX
8QLYHUVLW\6FUHHQLQJ)HH7UDQVIHU 6OLS& DPRQJ
WKHGRFXPHQWVUHWXUQHGIURPWKHEDQNWRWKHGHV-

して提出すること。【振込依頼書】
，
【入学検

ignated space on the Screening Fee Form bound in

定料原符】記入の際は，本要項巻末の「記入

WKLV$SSOLFDQW*XLGHOLQH3OHDVHILOOLQ\RXUGHVLUHG
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上の注意」を参照すること。

department, address, name and phone number on

注）ゆうちょ銀行・$70・インターネットで

the form and submit it along with other application
documents. When filling out the transfer form the

の振込はできない。

Screen Fee Form please refer to the instruction at

なお，三井住友銀行本支店にて振込をす

the end of these guidelines.
1RWH  %DQNWUDQVIHUFDQQRWEHPDGHWKURXJK<XFKR

る場合の振込手数料は無料となるが，他行

%DQN$70RURQOLQH

から振込む場合は，振込手数料は志願者が

There is no transfer charge if payment is

負担することとなる。

PDGH WKURXJK 6XPLWRPR 0LWVXL %DQN HLWKHU

コンビニエンスストア支払い（日本国内のみ）
⑴

main branch or sub-branches; however, if made

次のコンビニで支払ってください。

WKURXJKRWKHUEDQNVDSSOLFDQWVVKDOOEHDUWKH

セブン−イレブン，ローソン，ファミリーマート

transfer charge.
Payments at Convenience Stores (available

⑵ 詳しくは，42ページを参照してください。

RQO\LQ-DSDQ

2） 日本国外在住者



銀行振込み

  3D\PHQW FDQ EH PDGH DW 6HYHQ(OHYHQ
Lawson, and Family Mart.

入学検定料は，振込用紙の氏名欄に志望専



  3OHDVHUHIHUWRSDJHIRUGHWDLOVRISD\LQJ
at convenience store, and https://e-shiharai.

攻とコード：３TE を記入のうえ，
「電信扱」

QHW DYDLODEOHRQO\LQ-DSDQHVH 

で下記の銀行口座に振り込むこと。



⑴

必ず日本円で送金してください。

⑵

送金時にかかる全ての手数料を負担して

$SSOLFDQWVOLYLQJRXWVLGH-DSDQ
3OHDVHSD\WKHVFUHHQLQJIHHDIWHU-XQH 0RQ 
2017.
Payment by Telegraphic Transfer

ください。

   $SSOLFDQWV DUH UHTXHVWHG WR WUDQVIHU WKH

振込先

VFUHHQLQJIHHWRWKHIROORZLQJEDQNDFFRXQWZLWK

名

称 九州大学

所 在 地 〒812-8581

WKHEDQNWUDQVIHUIRUP3OHDVHILOOLQ\RXUGHVLUHG
department, Code: 3TE and your name in the box

福岡市東区箱崎６−10−１

PDUNHG´QDPHµ


振込先口座
銀



行 三井住友銀行

Beneficiary:
1DPH

所 〒812-0011
福岡市博多区博多駅前１−１−１

Kyushu University

$GGUHVV

680,72020,768,%$1.,1*
&25325$7,21

1DPH

SWIFT
SMBCJPJT
コ ー ド

Branch
1DPH

クレジットカード
⑴ 次のカードを使用してください。Visa,
ネット，$OLSD\（支付宝）
次のホームページで手続きしてくださ

)8.82.$%5$1&+

$GGUHVV

1-1-1+DNDWDHNLPDH+DNDWDNX)XNXRND
812-0011-$3$1

$/&1R

7119240

0DVWHU&DUG-&%$PHULFDQ([SUHVV，銀聯

Swift Code SMBCJPJT

い。 https://e-shiharai.net/english/
⑶

+DNR]DNL+LJDVKLNX)XNXRND812-8581, Japan

%HQHILFLDU\·V%DQN:

口座番号 7119240

⑵

Please bear all the commission costs when

\RXPDNHWKHWUDQVIHU

支 店 名 福岡支店
住

Please transfer in Japanese yen.



%  3D\PHQWE\&UHGLW&DUGV
   3D\PHQWFDQEHPDGHWKURXJK9LVD0DVWHU

次の順番で項目を選んでください。
1） Kyushu University（Graduate Schools）
2） First Selection: Graduate School of
Engineering
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&DUG-&%$PHULFDQ([SUHVV8QLRQ3D\DQG
$OLSD\
  &UHGLWFDUGSD\PHQWFDQEHGRQHGLUHFWO\DW

3） Second Selection: 'RFWRUDO 3URJUDP

https://e-shiharai.net/english/
   3OHDVHVHOHFWWKHLWHPLQWKHIROORZLQJRUGHU

（$XWXPQ$GPLVVLRQ）



4） Third Selection: nothing

.\XVKX8QLYHUVLW\ *UDGXDWH6FKRROV

   )LUVW 6HOHFWLRQ *UDGXDWH 6FKRRO RI

5） Forth Selection: 'RFWRUDO 3URJUDP

Engineering
   6HFRQG 6HOHFWLRQ 'RFWRUDO 3URJUDP

（General）30,000-3<

$XWXPQ$GPLVVLRQ
   7KLUG6HOHFWLRQQRWKLQJ

４ 提出先

   )RU WK 6HOHFWLRQ 'RFWRUDO 3URJUDP

九州大学工学部等教務課教務係

*HQHUDO  -3<

〒819−0395 福岡市西区元岡744番地

4

$GGUHVVIRUVXEPLVVLRQ
6WXGHQW $IIDLUV 6HFWLRQ 6WXGHQW $IIDLUV 'LYLVLRQ
Graduate School of Engineering, Kyushu University
0RWRRND1LVKLNX)XNXRND-$3$1

4

願書受付期間
$SSOLFDWLRQ3HULRG
-XO\ 7XH ²-XO\ 7XH SP

平成29年７月11日（火）から７月18日（火）午後５
時まで（郵送の場合も同日同時刻までに必着のこと）

5

(This time period applies to all delivery methods, including
SRVWDOPDLO

出願資格の事前審査
,QGLYLGXDO(YDOXDWLRQRI$FDGHPLF5HTXLUHPHQWV

出願資格⑺，⑻により出願する者は，事前に資格審

3HUVRQVZKRLQWHQGWRDSSO\LQDFFRUGDQFHZLWKTXDOLILFD-

査を行うので，指導を希望する教員と相談の上，出願

WLRQ  RU  WRWKH'RFWRUDO&RXUVHDUHUHTXLUHGWRWDNHDQ

書類の⑴⑵⑶⑸〜⑿を平成29年６月26日（月）から６

individual evaluation of their scientific ability in relation to the
5HTXLUHPHQWVIRU$GPLVVLRQEHIRUHDSSOLFDWLRQ,QWKLVFDVH

月30日（金）正午までに，九州大学工学部等教務課教

WKH QHFHVVDU\ GRFXPHQWV     a   H[SODLQHG LQ

務係に提出すること。

section 3 should be submitted by the applicant to the Student

なお，結果については，７月７日（金）までに，専

$IIDLUV6HFWLRQ6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQWKH*UDGXDWH6FKRRO
RI(QJLQHHULQJ.\XVKX8QLYHUVLW\IURP-XQH 0RQ 

攻長から申請者あて通知する。
また，専攻長から資格審査合格の通知を受けた者

WR-XQH )UL SPDIWHUWKHFRQVXOWDWLRQZLWK
the supervisor who applicants want to study under.

は，⒀の入学検定料原符を九州大学工学部等教務課教
資格審査に合格した者の入学願書等は入学検定料受
領後，自動的に受理する。

1RWLILFDWLRQRIWKHHYDOXDWLRQUHVXOWVZLOOEHPDLOHGWRWKH
$SSOLFDQWVIURPWKH&KDLUSHUVRQRIWKHGHSDUWPHQWE\-XO\

務係へ提出すること。

)UL 
Moreover, the applicants who receive the notification of
SDVVLQJIRU,QGLYLGXDO(YDOXDWLRQRI$FDGHPLF5HTXLUHPHQWV
VKRXOGVXEPLW  7UDQVIHU5HFHLSWRI6FUHHQLQJ)HHWRWKH
6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQ
$IWHUWKHVFUHHQLQJIHHLVDFFHSWHGWKHDSSOLFDWLRQGRFXments submitted by the successful applicants are automatically accepted.
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6

入学試験日時及び選考方法
'DWHDQG7LPHRI([DPLQDWLRQDQG3URFHGXUHRI6FUHHQLQJ
月

日

時

間

試

験

科

目

試 験 場

〔地球環境工学専攻群〕
※専門科目及び修士学位論文について筆記試験又は
口頭試問を行う。
〔機械航空工学専攻群〕
※専門科目及び修士学位論文について筆記試験又は
口頭試問を行う。
〔物質科学工学専攻群〕
※選択した科目及び修士学位論文について筆記試験
又は口頭試問を行う。
８月24日（木）

９：00〜

機能物質化学系科目，分子システム
物質創造工学
工学系科目，先端ナノ材料工学系科
専
攻
目のうちから１科目選択

九州大学
工学部
（伊都地区）

物 質 プ ロ セ ス 化学工学系科目，材料工学系科目の
工 学 専 攻 うちから１科目選択
機能物質化学系科目，分子システム
材 料 物 性 工 学 工学系科目，材料工学系科目，先端
専
攻 ナノ材料工学系科目のうちから１科
目選択
化学工学系科目，機能物質化学系科
化学システム
目，分子システム工学系科目のうち
工 学 専 攻
から１科目選択
（予備日）

８月25日（金）

台風等の不測の事態により，上記日程での試験実施が困難となった際
の予備日とする。
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'DWH

Time

6XEMHFW

Place

〔'HSDUWPHQWVRI*OREDO(QYLURQPHQWDO(QJLQHHULQJ〕
※Written Examination or/DQG 2UDO ([DPLQDWLRQ FRQFHUQLQJ WR
6SHFLDOL]HG6XEMHFWDQG0DVWHU·VWKHVLV
〔'HSDUWPHQWVRI0HFKDQLFDODQG$HURVSDFH(QJLQHHULQJ〕
※Written Examination or/DQG 2UDO ([DPLQDWLRQ FRQFHUQLQJ WR
6SHFLDOL]HG6XEMHFWDQG0DVWHU·VWKHVLV
〔'HSDUWPHQWVRI0DWHULDOV6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJ〕
※:ULWWHQ([DPLQDWLRQRU2UDO([DPLQDWLRQFRQFHUQLQJWR6HOHFWHG
6XEMHFWDQG0DVWHU·VWKHVLV
'HSDUWPHQWRI
Chemistry and
Biochemistry
$XJXVW24 (Thu

9 : 00a
'HSDUWPHQWRI
Materials Process
Engineering

Extra date
allocated for examination postponed

&KRRVHRQHVXEMHFWIURPDPRQJWKHVXEMHFWV
RIWKH)XQFWLRQDO0DWHULDOV&KHPLVWU\PDMRU
group, the Molecular Systems Engineering
Graduate School
PDMRU JURXS RU $GYDQFHG 1DQRPDWHULDOV
of Engineering,
PDMRUJURXS
Kyushu
University
&KRRVHRQHVXEMHFWIURPDPRQJWKHVXEMHFWV
RIWKH&KHPLFDO(QJLQHHULQJPDMRUJURXSRU (Ito Campus
WKH0DWHULDOV(QJLQHHULQJPDMRUJURXS

'HSDUWPHQWRI
Materials Physics
and Chemistry

&KRRVHRQHVXEMHFWIURPDPRQJWKHVXEMHFWV
RIWKH)XQFWLRQDO0DWHULDOV&KHPLVWU\PDMRU
group, the Molecular Systems Engineering
PDMRU JURXS 0DWHULDOV (QJLQHHULQJ PDMRU
JURXS RU $GYDQFHG 1DQRPDWHULDOV PDMRU
group.

'HSDUWPHQWRI
Chemical Systems
and Engineering

&KRRVHRQHVXEMHFWIURPDPRQJWKHVXEMHFWV
RIWKH&KHPLFDO(QJLQHHULQJPDMRUgroup, the
)XQFWLRQDO0DWHULDOV&KHPLVWU\PDMRUJURXS
RUWKH0ROHFXODU6\VWHPV(QJLQHHULQJPDMRU
group.

$XJXVW25 7KHH[DPLQDWLRQZLOOEHSRVWSRQHGWR)ULGD\$XJXVW25, 2017, in the case when it cannot
(Fri
be held under unexpected conditions such as typhoon.
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7

合 格 者 発 表
$QQRXQFHPHQWRIWKH5HVXOWRI6FUHHQLQJ
2Q6HSWHPEHU :HG WKHUHVXOWZLOOEHSRVWHGRQ

平成29年９月６日（水）午前９時頃に本学工学部等
教務課掲示板に発表するとともに，合格者に文書で通
知する。

WKHSXEOLFQRWLFHERDUGLQWKHKDOORIWKH$FDGHPLF$IIDLUV
'LYLVLRQ$GPLQLVWUDWLYH2IILFHRI)DFXOW\RI(QJLQHHULQJHWF
Kyushu University.

なお，合格者発表に関する電話等による問い合わせ

The result will also be sent by mail to the successful
applicants.

には一切応じない。

7KHUHZLOOEHQRUHVSRQVHWRLQTXLULHVE\WHOHSKRQHFRQcerning the result.

8

入

学

時

期

(QWUDQFH'DWH
 2FWREHUst, 2017

平成29年10月１日

9

入

学

手

続

(QUROOPHQW3URFHGXUHV
The successful applicants should complete the enrollment

入学手続書類は，合格者あて平成29年９月６日（水）
頃送付するので，所定の期日までに入学手続を完了す
ること。

procedures by the following date after receiving the necesVDU\IRUPVDURXQG6HSWHPEHU :HG 
5HJLVWUDWLRQ SHULRG )URP 6HSWHPEHU  )UL   WR

入学手続期間：平成29年９月８日（金）から９月19

6HSWHPEHU 7XH 
1

日（火）まで
１



入学手続の際に納付する経費等
1） 入学料

Payments
$SSOLFDQWV IURP WKH 0DVWHU &RXUVH RI WKH

282,000円（予定）

Graduate School of Kyushu University are exempt

ただし，本学大学院修士課程から引き続き進学
する者は不徴収とする。
2） 授業料

$GPLVVLRQIHH\HQ ([SHFWHG

from the admission fee.


後 期 分 267,900 円（ 予 定 ） 年 間

Tuition fee: 267,900 yen for the fall semester. The
revised tuition will be applied to enrolled students
after the revision becomes effective.

535,800円（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。

10

そ

の

他

2WKHUV
募集要項（願書）等の郵送を希望する者は，封

  ,I\RXZDQWDSSOLFDQWJXLGHOLQHV DSSOLFDWLRQIRUP WR

筒表面に「大学院工学府博士後期課程学生募集要

EH PDLOHG PDNH D UHTXHVW WR WKH 6WXGHQW $IIDLUV

１

項（一般選抜）
（10月入学者用）請求」と朱書し，
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6HFWLRQ6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQ*UDGXDWH6FKRRORI
Engineering by enclosing a self-addressed envelope

郵便番号，住所，氏名を明記し，郵便切手250円

FPðFP  DIIL[HG ZLWK  \HQ VWDPS ZLWK

を貼った返信用封筒（角２型）を同封して，九州

´5HTXHVWIRUPDLOLQJRI$SSOLFDQW*XLGHOLQHVIRU'RFWRUDO
3URJUDPV RI WKH *UDGXDWH 6FKRRO RI (QJLQHHULQJµ

大学工学部等教務課教務係に申し込むこと。

written in red on the front.

なお，出願資格⑺，⑻に該当する場合は，その

  1R DSSOLFDWLRQ GRFXPHQWV ZLOO EH UHWXUQHG WR WKH
$SSOLFDQW DIWHU EHLQJ UHFHLYHG )XUWKHUPRUH WKH

旨書き添えること。
２

screening fee will not be refunded.

願書受理後は，記載事項の変更は認めない。ま
3

た，検定料の払い戻しは行わない。
３

LQIRUPDWLRQGHVNOLVWHGLQ6HFWLRQEHIRUHWKHH[DPL-

受験票未着の場合は，試験当日までに工学部等

nation date.

教務課に申し出ること。
４

  $Q\FKDQJHVWRWKHHQWUDQFHH[DPVFKHGXOHZLOOEH
SRVWHG RQ WKH IROORZLQJ ZHE VLWH $OO DSSOLFDQWV DUH

自然災害等による入試日程への影響が懸念され

encouraged to confirm the exam schedule.

る場合には，本学府インターネット web サイト

  85/KWWSZZZHQJN\XVKXXDFMS

のトップページで実施についての告知をするので

  $SSOLFDQWVZKRDSSO\IRU0HFKDQLFDO(QJLQHHULQJRU

確認をすること。
URL
５

If the examination card is not received, notify the

+\GURJHQ(QHUJ\6\VWHPVDUHUHTXHVWHGWRFRQWDFWWKH

http://ZZZHQJN\XVKXXDFMS/

Chairperson with e-mail or facsimile before application.

機械工学専攻，水素エネルギーシステム専攻の
出願者は，事前に出願の意思を下記専攻長あて連
絡すること。

専

攻

専 攻 長

メールアドレス

)$;

機械工学

渡邉

聡 教授

NVHQNRFKR@PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001

水素エネルギーシステム

伊藤

衡平 教授

NVHQNRFKR@PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001

Chairperson

e-mail address

)$;

Mechanical Engineering

Prof. Satoshi:$7$1$%(

NVHQNRFKR#PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001
+81-92-802-0001

Hydrogen Energy
Systems

Prof. .RKHL,72

NVHQNRFKR#PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001
+81-92-802-0001

'LYLVLRQ

11

障害等のある入学志願者について
$SSOLFDQWVZLWK'LVDELOLWLHV

本学では，障害等のある者に対して，受験上及び修

The University provides consultation for applicants with

学上必要な配慮を行う場合があり，そのための相談を

GLVDELOLWLHVZKRPD\UHTXLUHVSHFLDODUUDQJHPHQWVGXULQJWKH

受け付けている。

entrance examinations or in classes after enrollment.
Please contact the following office prior to the application

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，出願前のできるだけ早い時

SURFHVVDVVRRQDVSRVVLEOHDVLWVRPHWLPHVWDNHVH[WUDWLPH
to decide on the arrangements depending on the situation.

期に「13．問い合わせ先」まで相談すること。
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12

長期履修制度について
3HULRGH[WHQVLRQ 6\VWHP
The Graduate Shcool of Engineering has introduced the

工学府では，学生が職業を有する，或いは障害があ
る等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間
にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希
望する場合に，その計画的な履修を認める制度を導入

Period-extension system.
This system enables those who are employed or have disDELOLWLHVRURWKHUGLIILFXOWLHV WRFRPSOHWHD'RFWRU &RXUVH
over a longer period than the regular period.
2QFHGHFODUDWLRQLVDFNQRZOHGJHGWKHWRWDOWXLWLRQIHHZLOO

している。
この制度の適用を申請し認められた場合，標準修業

be the same as that for the regular period.

年限分の授業料を長期履修の年数で除した額を毎年納
入することになる。
なお，手続等の詳細は，入学手続時に通知する。

13

問い合わせ先
5HIHUHQFH
7KH6WXGHQW$IIDLUV6HFWLRQ6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQWKH

〒819−0395

Graduate School of Engineering

福岡市西区元岡744番地

Kyushu University

九州大学工学部等教務課教務係

0RWRRND1LVKLNX)XNXRND -$3$1

電話（092）802−2723

Phone: +81-92-802-2723

e-mail NRJJDNXV@MLPXN\XVKXXDFMS

 HPDLONRJJDNXV#MLPXN\XVKXXDFMS
Use of Personal Information

【備考】出願書類における個人情報の保護について
⑴

  3HUVRQDO ,QIRUPDWLRQ ZULWWHQ RQ \RXU DSSOLFDWLRQ

出願書類に記載の個人情報は，入学者選抜で利

form and documents will be used exclusively for the

用するほか，次のとおり利用します。

8QLYHUVLW\·V VFUHHQLQJ SURFHVV DQG WKH IROORZLQJ

① 合格者の住所・氏名等を入学手続業務で利用

purposes:
①

します。
②

入学者選抜で利用した成績等の個人情報は，

procedures.

個人が特定できないかたちで本学府における入
⑵

The names, addresses and other information of
successful applicants will be used for enrollment

②

$FDGHPLFUHFRUGVDQGRWKHUSHUVRQDOLQIRUPDWLRQ

学者選抜に関する調査研究で利用します。

used in the screening process will be retained by the

出願書類に記載の個人情報は，「独立行政法人

University and used for statistical purposes, but the

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

individuals will not be identified.
   3HUVRQDO LQIRUPDWLRQ ZULWWHQ RQ \RXU DSSOLFDWLRQ
documents will not be used for any other purposes or

意を得ることなく他の目的で利用又は第三者に提

provided to any third party without your permission,
H[FHSWLQFDVHVVWLSXODWHGLQ$UWLFOHRIWKH$FWRQWKH

供することはありません。

Protection of Personal Information Held by Incorporated
$GPLQLVWUDWLYH$JHQFLHVHWF
平成29年５月

May, 2017

九州大学大学院工学府

Graduate School of Engineering,
Kyushu University

URL http://ZZZHQJN\XVKXXDFMS/
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85/KWWSZZZHQJN\XVKXXDFMS

社会人特別選抜（平成29年度10月入学者）
社 会 人 特 別 選 抜 ︵平成 年度 月入学者︶

For Working Adults (Academic Year from October, 2017)

29
10

アドミッションポリシー
Admission Policy
工学は，物理学や化学などの基礎科学分野における

Engineering is the study and investigation, based on fun-

原理と法則をもとに人類文明の持続的発展を恒久的に

damental scientific principles such as physics and chemistry,

探求する学問です。本学府では，工学を通して人類文

for the sustained development of human civilization. The
Graduate School of Engineering aims to cultivate research-

明の持続的発展に貢献できる研究者・技術者・教育者

ers, engineers, and educators who can contribute to the sus-

の育成を目的としています。

tained development of human civilization through engineering.
Students who wish to study in the Graduate School are

本学府での就学を目指す学生には次のことが期待さ

expected to have the following:

れます。
基礎知識を踏まえて応用研究に取り組む意欲のある

$GHVLUHWRXQGHUWDNHDSSOLHGUHVHDUFKEDVHGRQIXQGDPHQWDONQRZOHGJH

学生

$SRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGVOHDUQLQJQHZILHOGVRIVWXG\

新しい学問分野に挑戦する積極的な学生

$VWHDGIDVWDELOLW\WRDGYDQFHWKHSXUVXLWRIWUXWK

忍耐力をもって真実探求を推進できる学生

$VWURQJVHQVHRIHQJLQHHULQJHWKLFV

技術者としての倫理観を有する学生

カリキュラムポリシー
Curriculum Policy
工学府には，物質創造工学専攻，物質プロセス工学

The Graduate School of Engineering has been organized

専攻，材料物性工学専攻，化学システム工学専攻，建

into the following advanced departments: Chemistry and

設システム工学専攻，都市環境システム工学専攻，海

Biochemistry, Materials Process Engineering, Materials
Physics and Chemistry, Chemical Systems and Engineering,

洋システム工学専攻，地球資源システム工学専攻，エ

Civil and Structural Engineering, Urban and Environmental

ネルギー量子工学専攻，機械工学専攻，水素エネルギー

Engineering, Maritime Engineering, Earth Resources

システム専攻及び航空宇宙工学専攻の 12 専攻を置き，

(QJLQHHULQJ $SSOLHG 4XDQWXP 3K\VLFV DQG 1XFOHDU

教育研究を通してエネルギー・物質・環境・システム
に関する深い専門知識と探求創造能力を教授育成する

Engineering, Mechanical Engineering, Hydrogen Energy
6\VWHPVDQG$HURQDXWLFVDQG$VWURQDXWLFV7KHDLPRIHDFK
department is the promotion of a deep expertise and creative

とともに，高い倫理観と国際性をもって工学に携わる

ability concerning energy, materials, the environment, and

研究者・技術者・教育者を組織的に養成します。

systems, as well as the systematic training of researchers,

本学府では，この目標を達成するため，以下のよう
な教育を行います。
基礎から応用にわたる高度な専門知識についての体

engineers, and educators with high ethics and internationalism.
To achieve these aims, the Graduate School provides education on the following topics:
6\VWHPDWLFDQGDGYDQFHGVSHFLDOL]HGNQRZOHGJHUDQJLQJ

系化された教育

from fundamental principles to applications

哲学，倫理，政治，経済，国際関係等に関する広い

%URDGNQRZOHGJHFRQFHUQLQJSKLORVRSK\HWKLFVSROLWLFV
economics, international relations, and so on

知識教育
豊かな人間性，課題探求・解決能力，創造性を育む

'HYHORSPHQW RI D FUHDWLYH DQG ZHOOURXQGHG KXPDQ
nature, and the ability to search for and solve problems

教育
※各専攻のアドミッションポリシー及びカリキュラ

※ 7KH$GPLVVLRQ3ROLF\DQG&XUULFXOXP3ROLF\RIHDFK
department are shown at the URL of the Graduate

ムポリシーは，工学府ホームページに掲載してい

6FKRRO RI (QJLQHHULQJ KWWSZZZHQJN\XVKXX
DFMS

ます。

The Graduate School of Engineering executes a special

（http://ZZZHQJN\XVKXXDFMS/）

examination for individuals with research experience who are

本学府では，技術革新の進展や産業構造の変化等を

employed by government offices, companies, etc. at the time
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背景として，社会人の再教育など大学院に対する社会

of application. This examination was established by the

の要望にこたえて，官公庁，民間企業等において研究

Graduate School to address the changing needs of society,

に従事した経験のある者を対象に特別選抜を行う。

VXFKDVWKHFRQWLQXLQJHGXFDWLRQRIZRUNLQJ SHUVRQQHO WR
better understand recent technological innovations, and
changes in the structure of industry.

1

出

願

資

格

4XDOL¿FDWLRQVIRU$SSOLFDWLRQ
$SSOLFDQWVPXVWPHHWRQHRIWKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDQG

次の各号のいずれかに該当する者で，官公庁，民間

must have a position in service to the government, municipal

企業等において研究に従事した経験のある者
⑴ 修士の学位又は専門職学位を有する者及び平成

offices, or companies.

29年９月30日までに有する見込みの者

  3HUVRQVZKRKROGD0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDO
degree, or who will earn one by September 30, 2017.

⑵ 外国において，修士の学位又は専門職学位に相

  3HUVRQVZKRKROGDGHJUHHHTXLYDOHQWWRD0DVWHU·V

当する学位を授与された者及び平成29年９月30日

degree or a Professional degree from an accredited
institution outside of Japan, or who will obtain one by

までに授与される見込みの者
⑶ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を

September 30, 2017.
  3HUVRQVZKRKDYHFRPSOHWHGWKHLUIRUPDOHGXFDWLRQ

我が国において履修し，修士の学位又は専門職学

E\WDNLQJDFRUUHVSRQGHQFHFRXUVHWKURXJKDQRQ-DSD-

位に相当する学位を授与された者及び平成29年９

nese university while residing in Japan, and hold a

月30日までに授与される見込みの者

GHJUHHHTXLYDOHQWWRD0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDO

⑷ 我が国において，外国の大学院の課程を有する
ものとして当該外国の学校教育制度において位置

0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDOGHJUHHDWDQHGXFD-

付けられた教育施設であって，文部科学大臣が指

tional institution in a country outside of Japan, which

定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は

has been assessed by the Minister of Education,

専門職学位に相当する学位を授与された者及び平

Culture, Sports, Science and Technology of Japan to be

成29年９月30日までに授与される見込みの者
当する学位を授与された者及び平成29年９月30日

2017.
  3HUVRQV ZKR FRPSOHWHG WKH FRXUVH RI WKH 8QLWHG
1DWLRQV8QLYHUVLW\ZKRKROGDGHJUHHHTXLYDOHQWWRD

までに授与される見込みの者
⑹

HTXLYDOHQW WR D JUDGXDWH SURJUDP LQ WKH HGXFDWLRQ
system of Japan, or who will earn one by September 30,

⑸ 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相

外国の学校，学校教育法施行規則第156条第３

0DVWHU·VGHJUHHRUZKRZLOOREWDLQLWE\6HSWHPEHU
2017.

号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教

  3HUVRQVZKRKDYHFRPSOHWHGWKHLUIRUPDOHGXFDWLRQ

育課程を履修し，大学院設置基準第16条の２に規

at through a non-Japanese university, an educational

定する試験及び審査に相当するものに合格し，修

LQVWLWXWLRQ ZKLFK UHFHLYHG WKH GHVLJQDWLRQ RI $UWLFOH

士の学位を有する者と同等以上の学力があると認

156.3 in Enforcement Regulations for the School

められた者
⑺

degree, or who will obtain one by September 30, 2017.
  3HUVRQVZKRKDYHHDUQHGDGHJUHHHTXLYDOHQWWRD

(GXFDWLRQ/DZRUWKH8QLWHG1DWLRQV8QLYHUVLW\ZKR
KDYHSDVVHGDQH[DPLQDWLRQRUDVFUHHQLQJHTXLYDOHQWWR

文部科学大臣の指定した者

WKH UHJXODWLRQV E\ $UWLFOH  LQ 6WDQGDUGV IRU WKH

1）大学を卒業し，大学，研究所等において，２
年以上研究に従事した者で，本学府において，
当該研究の成果等により，修士の学位を有する
者と同等以上の学力があると認めた者

Establishment of Graduate Schools, and who are recogQL]HGWRKDYHDQDFDGHPLFDELOLW\HTXLYDOHQWWR0DVWHU·V
degree Engineering.
  3HUVRQV ZKR KDYH TXDOLILFDWLRQV DSSURYHG E\ WKH
Minister of Education, Culture, Sports, Science and

2）外国において学校教育における16年の課程を
修了した後，又は外国の学校が行う通信教育に
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Technology of Japan.

おける授業科目を我が国において履修すること

  7KRVH ZKR DIWHU JUDGXDWLQJ IURP D XQLYHUVLW\

により当該外国の学校教育における16年の課程

have engaged for two or more years in research at a
university or a research institute, and have been rec-

を修了した後，大学，研究所等において，２年

RJQL]HG WR KDYH DQ DFDGHPLF DELOLW\ HTXLYDOHQW WR

以上研究に従事した者で，本学府において，当

0DVWHU·VGHJUHHKROGHUV7KLVUHFRJQLWLRQLVJLYHQE\

該研究の成果等により，修士の学位を有する者

the Graduate School of Engineering, Kyushu
University, on the basis of his/her previous research.

と同等以上の学力があると認めた者
⑻

  7KRVHZKRDIWHUILQLVKLQJ\HDUVRIDFDGHPLF

本学府教授会において，個別の入学資格審査に

education at an educational institution or through

より，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等

correspondence courses run by educational estab-

以上の学力があると認めた者で，24歳に達した者

lishments, have engaged for two or more years in

※ 上記⑺及び⑻により出願する者は，事前に出

research at a university or a research institute and
have been recognized to have an academic ability

願資格の審査を受けなければならない。

HTXLYDOHQWWR0DVWHU·VGHJUHHKROGHUV7KLVUHFRJQLtion is given by the Graduate School of Engineering,
Kyushu University, on the basis of his/her previous
research.
  3HUVRQVZKRDUHHYDOXDWHGE\DQLQGLYLGXDOVFUHHQLQJ
RI UHTXLUHPHQWV IRU DGPLVVLRQ WR KDYH DQ DFDGHPLF
DELOLW\HTXDOWRRUVXUSDVVLQJWKDWRIVWXGHQWVZKRKDYH
JUDGXDWHGIURPWKH0DVWHU·VRU3URIHVVLRQDO3URJUDPRI
the Graduate School of Engineering, Kyushu
University, and are at least 24 years of age.
※ Persons who intend to apply in accordance with
TXDOLILFDWLRQV
（７）or（８）WRWKH'RFWRUDO&RXUVHDUH
UHTXLUHGWRWDNHDQLQGLYLGXDOHYDOXDWLRQRIWKHLUVFLHQWLILF DELOLW\ LQ UHODWLRQ WR WKH 5HTXLUHPHQWV IRU
$GPLVVLRQEHIRUHDSSOLFDWLRQ

2
各専攻

3
１

募

集

人

員

$GPLVVLRQ&DSDFLW\
Each department will accept some number of students.

若干名

出願手続及び出願書類
$SSOLFDWLRQ3URFHGXUHVDQG$SSOLFDWLRQ'RFXPHQWVIRU$GPLVVLRQ

出願者は，次の書類を，指導を希望する教員と相
談の上，九州大学工学部等教務課教務係に持参又は

１  $IWHUWKHFRQVXOWDWLRQZLWKWKHVXSHUYLVRUZKRDSSOLcants want to study under, applicants must prepare the

郵送すること。

documents that correspond to any of the following, and
VXEPLWWKHPWRWKH6WXGHQW$IIDLUV6HFWLRQ6WXGHQW$IIDLUV

郵送による場合は，必ず書留郵便として封筒表面

'LYLVLRQ *UDGXDWH 6FKRRO RI (QJLQHHULQJ .\XVKX

に「博士後期課程願書（工学府）社会人」と朱書す

8QLYHUVLW\  $SSOLFDQWV ZKR DSSO\ IRU 0HFKDQLFDO

る。なお，機械工学専攻，水素エネルギーシステム

(QJLQHHULQJRU+\GURJHQ(QHUJ\6\VWHPVDUHUHTXHVWHG

専攻の出願者は，平成29年６月23日（金）までに，
P22に示す専攻長へ電子メールまたは )$; により出
願する予定である旨連絡すること。
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WRFRQWDFW WKH &KDLUSHUVRQ 6HH WKH WDEOHRQS  ZLWK
HPDLORUIDFVLPLOHEHIRUH-XQH )UL 

２

出願書類
⑴

願書：本学府所定の用紙に志望専攻名，希望研

２ $SSOLFDWLRQ'RFXPHQWVIRU$GPLVVLRQ
⑴ $SSOLFDWLRQIRUPIRUDGPLVVLRQ&RPSOHWHWKHDSSOLFDtion form prescribed by the Graduate School of

究題目及び履歴事項等をもれなく記載すること。
⑵

Engineering.

照合票・受験票：本学府所定の用紙に，所要事

⑵

⑶

of Engineering and paste a photograph.

修士学位論文（写）：出願資格⑹，⑺，⑻によ
⑶

り出願する者は提出を必要としない。
⑷

TXDOLILFDWLRQV    RU  

記入のうえ，学術論文等は別刷又はその写しを添

⑷

$SSOLFDQW PXVW FRPSOHWH WKH GHVLJQDWHG IRUP DQG

を添付すること。

attach an academic paper or a copy of academic paper. If

研究計画書：入学後に行う研究計画を本人が作

LW·VDSUHVHQWHGSDSHUDWWDFKDQDEVWUDFWRUVXPPDU\RI

成すること。
（様式随意）

the paper.

修了（卒業）証明書：最終学校が作成したも

⑸ 5HVHDUFKSODQ'HVFULEHDGHWDLOHGUHVHDUFKSODQWR
EH XQGHU WDNHQ DI WHU HQWUDQFH $Q\ IRU PDW LV

の。
⑺

DFFHSWDEOH

成績証明書：最終学校が作成，厳封したもの。

⑻

⑹

受験票返送用封筒：氏名，宛先及び郵便番号を

recently.

氏名，あて先及び郵便番号を明記し，92円の切手

⑺

ated most recently.

住所票：本要項に綴込みの用紙（シール）に志

⑻

願者の住所（入学願書票の記載と同じ）
・氏名を

HQYHORSH ðPP LQ VL]H  DIIL[HG ZLWK  \HQ
stamp.

出願資格認定申請書：本学府所定の用紙に本人
⑼

が記入すること。なお，出願資格⑺，⑻により出

$GGUHVV)RUP:ULWHWKHDSSOLFDQW·VQDPHDGGUHVV
and postal code.

願する者だけが提出する。

⑽

パスポート（写）・在留カード（写）
：外国人留

$SSOLFDWLRQIRU5HFRJQLWLRQRI$FDGHPLF5HTXLUHPHQWV
)LOORXWWKHSURYLGHGIRUP7KLVGRFXPHQWLVUHTXLUHG

学生のみ提出すること。
⑿

$VWDPSHGHQYHORSHIRUWKHH[DPLQDWLRQFDUG:ULWH
WKH DSSOLFDQW·V QDPH DGGUHVV DQG SRVWDO FRGH RQ DQ

記入すること。

⑾

$FDGHPLF5HFRUG7KLVLVWREHLVVXHGDQGWLJKWO\
sealed by the university from which the applicant gradu-

を貼る。

⑽

'HJUHH&HUWLILFDWH7KLVLVWREHLVVXHGE\WKHXQLversity from which the applicant graduated most

明記した長形３号封筒（縦 23.5cm× 横 12cm）に

⑼

2XWOLQH RI UHVHDUFK DFKLHYHPHQWV &RPSOHWH WKH
form prescribed by the Graduate School of Engineering.

付し，研究発表の場合は発表論文，要旨又は概要

⑹

$SKRWRFRS\RIWKHDSSOLFDQW·V0DVWHU·VWKHVLV7KLV
LVQRWUHTXLUHGIRUDSSOLFDQWVZKRLQWHQGWRDSSO\XQGHU

研究業績概要調書：本学府所定の用紙に本人が

⑸

Collation card, and Examination admission card:
Complete the form prescribed by the Graduate School

項を記入の上，写真を貼ること。

RQO\IRUWKRVHXQGHUTXDOLILFDWLRQ  RU  $SSOLFDQW
must complete the designated form and attach an aca-

入学検定料原符：30,000円

GHPLFSDSHURUDFRS\RIDFDGHPLFSDSHU,ILW·VDSUH-

３

入学検定料

sented paper, attach an abstract or summary of the

30,000円

paper.

入学検定料は次の方法で平成29年６月26日（月）

⑾

UHTXLUHGIRU,QWHUQDWLRQDOVWXGHQWV

以降に納付すること。銀行振込みの場合は「電信
⑿

扱」とすること。
1） 日本国内在住者

３

銀行振込み

$FRS\RI5HVLGHQW&DUGRU3DVVSRUW7KLVLVRQO\
Transfer Receipt of Screening Fee 30,000 yen

Screening Fee 30,000 yen
$SSOLFDQWVDUHUHTXHVWHGWRWUDQVIHUWKHVFUHHQLQJIHHE\

本要項に綴込みの【振込依頼書】の太枠で囲

WKHIROORZLQJSD\PHQWPHWKRGDIWHU-XQH 0RQ 

まれている記入欄に，必要事項を全て黒ボール

,ISD\PHQWLVPDGHE\EDQNWUDQVIHUUHTXHVWDWHOHJUDSKLF

ペンで正確・明瞭に記入し，$・B・C 票を切

transfer.

り離さずに銀行窓口へ持参し，振込手続きをす
ること。振込みを済ませたら，銀行窓口で返還

1） $SSOLFDQWVOLYLQJLQ-DSDQ
$ Payments by Telegraphic Transfer
3OHDVHILOORXWWKHLWHPVLQVLGHWKLFNIUDPHRQWKH

された書類のうち，
【
「九州大学」入学検定料振

WUDQVIHUIRUPFRUUHFWO\ZLWKEODFNSHQDQGEULQJ6OLS

込金受付証明書（C 票）】を本要項に綴込みの

$%DQG&WRWKHEDQNIRUWUDQVIHU$OO6OLS$%DQG
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【入学検定料原符】の「九州大学」入学検定料

&VKRXOGQRWEHVHSDUDWHGIURPHDFKRWKHU$IWHUWKH

振込金受付証明書貼付欄に貼付し，併せて同原

transfer procedure is completed, affix the Certificate
RI$FFHSWDQFHRIWKH.\XVKX8QLYHUVLW\6FUHHQLQJ

符に志望学府・住所・氏名・連絡先（TEL）を

)HH7UDQVIHU 6OLS& DPRQJWKHGRFXPHQWVUHWXUQHG

記入の上，出願書類として提出すること。【振

IURP WKH EDQN WR WKH GHVLJQDWHG VSDFH RQ WKH

込依頼書】
，
【入学検定料原符】記入の際は，本

6FUHHQLQJ )HH )RUP ERXQG LQ WKLV $SSOLFDQW

要項巻末の「記入上の注意」を参照すること。

Guideline. Please fill in your desired department,
address, name and phone number on the form and

（注） ゆうちょ銀行・$70・インターネッ

submit it along with other application documents.

トでの振込はできない。

When filling out the transfer form the Screen Fee

なお，三井住友銀行本支店にて振込を

Form, please refer to the instruction at the end of

する場合の振込手数料は無料となるが，

these guidelines.

他行から振込む場合は，振込手数料は志

 1RWH  %DQN WUDQVIHU FDQQRW EH PDGH WKURXJK
<XFKR%DQN$70RURQOLQH

願者が負担することとなる。

There is no transfer charge if payment is

コンビニエンスストア支払い（日本国内のみ）
⑴

PDGHWKURXJK6XPLWRPR0LWVXL%DQNHLWKHUPDLQ

次のコンビニで支払ってください。

branch or sub-branches; however, if made through

セブン−イレブン，ローソン，ファミリーマート

RWKHU EDQNV DSSOLFDQWV VKDOO EHDU WKH WUDQVIHU

詳しくは42ページを参照してください。

charge.

⑵

Payments at Convenience Stores (available only in

2） 日本国外在住者

-DSDQ

入学検定料は，平成29年６月26日（月）以降に



  3D\PHQW FDQ EH PDGH DW 6HYHQ(OHYHQ



  3OHDVHUHIHUWRSDJHIRUGHWDLOVRISD\LQJDW

Lawson, and Family Mart.

支払うこと。
銀行振込み

convenience store, and https://e-shiharai.net/

入学検定料は，振込用紙の氏名欄に志望専攻

DYDLODEOHRQO\LQ-DSDQHVH 

とコード：３TE を記入のうえ，
「電信扱」で下

  $SSOLFDQWVOLYLQJRXWVLGH-DSDQ

記の銀行口座に振り込むこと。
⑴

3OHDVHSD\WKHVFUHHQLQJIHHDIWHU-XQH 0RQ 
Payment by Telegraphic Transfer

必ず日本円で送金してください。

$SSOLFDQWVDUHUHTXHVWHGWRWUDQVIHUWKHVFUHHQLQJ

⑵ 送金時にかかる全ての手数料を負担してく

IHHWRWKHIROORZLQJEDQNDFFRXQWZLWKWKHEDQNWUDQV-

ださい。

fer form. Please fill in your desired department,

振込先
名

&RGH7(DQG\RXUQDPHLQWKHER[PDUNHG´QDPHµ
  3OHDVHWUDQVIHULQ-DSDQHVH\HQ

称 九州大学

所 在 地 〒812-8581

  3OHDVHEHDUDOOWKHFRPPLVVLRQFRVWVZKHQ\RX

福岡市東区箱崎６−10−１

PDNHWKHWUDQVIHU
Beneficiary:

振込先口座
銀

1DPH

行 三井住友銀行

$GGUHVV +DNR]DNL+LJDVKLNX)XNXRND812-8581, Japan

支 店 名 福岡支店
住

所

%HQHILFLDU\·V%DQN:

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前１−１−１

1DPH

680,72020,768,%$1.,1*
&25325$7,21

Branch
1DPH

)8.82.$%5$1&+

$GGUHVV

1-1-1+DNDWDHNLPDH+DNDWDNX)XNXRND
812-0011-$3$1

口座番号 7119240
SWIFT
SMBCJPJT
コ ー ド
クレジットカード
次のカ ー ドを使用してください。 Visa,

⑴

0DVWHU&DUG-&%$PHULFDQ([SUHVV 銀 聯
ネット $OLSD\（支付宝）

Kyushu University

$/&1R 7119240
Swift Code SMBCJPJT
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Payment by Credit Cards

⑵ 次のホームページで手続きしてください。

  3D\PHQW FDQ EH PDGH WKURXJK 9LVD 0DVWHU

https://e-shiharai.net/english/
⑶

&DUG -&% $PHULFDQ ([SUHVV 8QLRQ 3D\ DQG

次の順番で項目を選んでください。

$OLSD\

1）Kyushu University（Graduate Schools）

  &UHGLW FDUG SD\PHQW FDQ EH GRQH GLUHFWO\ DW

2）First Selection: Graduate School of Engi-

https://e-shiharai.net/english/
  3OHDVHVHOHFWWKHLWHPLQWKHIROORZLQJRUGHU

neering

  .\XVKX8QLYHUVLW\ *UDGXDWH6FKRROV

3）Second Selection: 'RFWRUDO 3URJUDP

  )LUVW6HOHFWLRQ*UDGXDWH6FKRRORI(QJLQHHULQJ

（$XWXPQ$GPLVVLRQ）

  6HFRQG6HOHFWLRQ'RFWRUDO3URJUDP $XWXPQ

4）Third Selection: nothing

$GPLVVLRQ

5）For th Selection: 'RFWRUDO 3URJUDP

  7KLUG6HOHFWLRQQRWKLQJ
  )RUWK6HOHFWLRQ'RFWRUDO3URJUDP :RUNLQJ

（:RUNLQJ3HUVRQQHO）30,000-3<
４

3HUVRQQHO -3<

提出先

$GGUHVVIRUVXEPLVVLRQ

４

九州大学工学部等教務課教務係

6WXGHQW $IIDLUV 6HFWLRQ 6WXGHQW $IIDLUV 'LYLVLRQ
Graduate School of Engineering Kyushu University

〒819−0395 福岡市西区元岡744番地

744 0RWRRND1LVKLNX)XNXRND-$3$1

4

願書受付期間
5HFHLSW3HULRGIRU$SSOLFDWLRQ

平成29年７月11日（火）から７月18日（火）午後５

-XO\ 7XH ²-XO\ 7XH SP 7KLV

時まで（郵送の場合も同日同時刻までに必着のこと）

time period applies to all delivery methods, including postal

5

PDLO

出願資格の事前審査
,QGLYLGXDO(YDOXDWLRQRI$FDGHPLF5HTXLUHPHQWV
3HUVRQVZKRLQWHQGWRDSSO\LQDFFRUGDQFHZLWKTXDOLILFD-

出願資格⑺，⑻により出願する者は，事前に資格審
査を行うので，指導を希望する教員と相談の上，出願
書類の⑴⑵⑷〜⑾を平成29年６月26日（月）から６月
30日（金）正午までに，九州大学工学部等教務課教務
係に提出すること。
なお，結果については，７月７日（金）までに，専

WLRQ  RU  WRWKH'RFWRUDO&RXUVHDUHUHTXLUHGWRWDNHDQ
individual evaluation of their scientific ability in relation to the
5HTXLUHPHQWVIRU$GPLVVLRQEHIRUHDSSOLFDWLRQ,QWKLVFDVH
WKH QHFHVVDU\ GRFXPHQWV    〜   H[SODLQHG LQ
section 3 should be submitted by the applicant to the Student
$IIDLUV6HFWLRQ6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQ*UDGXDWH6FKRRORI
(QJLQHHULQJ.\XVKX8QLYHUVLW\IURP-XQH 0RQ WR

攻長から申請者あて通知する。
また，専攻長から資格審査合格の通知を受けた者

-XQH )UL SPDIWHUWKHFRQVXOWDWLRQZLWKWKH
supervisor who applicants want to study under.

は，
（12）の入学検定料原符を九州大学工学部等教務

$SSOLFDQWVIURPWKH&KDLUSHUVRQRIWKHGHSDUWPHQWE\-XO\

課教務係へ提出すること。
資格審査に合格した者の入学願書等は入学検定料受
領後，自動的に受理する。

1RWLILFDWLRQRIWKHHYDOXDWLRQUHVXOWVZLOOEHPDLOHGWRWKH
)UL 
$IWHUWKHVFUHHQLQJIHHLVDFFHSWHGWKHDSSOLFDWLRQGRFXments submitted by the successful applicants are automatically accepted.
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6

入学試験日時及び選考方法
'DWHRI([DPLQDWLRQDQG3URFHGXUHRI6FUHHQLQJ
８月24日（木）

試験日
専攻名

時

間

試験科目等

試験場

物質創造工学専攻
物質科学工学
専攻群

物質プロセス工学専攻
材料物性工学専攻
化学システム工学専攻
建設システム工学専攻
都市環境システム工学専攻

地球環境工学
専攻群

海洋システム工学専攻

9:00〜

地球資源システム工学専攻

口頭試問
（これまでの研究成果及 九 州 大 学 工 学 部
びこれからの研究計画 （伊都地区）
等に関する試問）

エネルギー量子工学専攻
機械工学専攻
機械工学コース
機械航空工学
専攻群

水素エネルギーシステム専攻
グローバルコース
航空宇宙工学専攻

（予備日） ８月25日（金）

台風等の不測の事態により，上記日程での試験実施が困難となった際の
予備日とする。
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'DWHRI([DPLQDWLRQ
'HSDUWPHQW

Time

$XJXVW24 (Thu
6XEMHFWHWF

Place

'HSDUWPHQWRI&KHPLVWU\
and Biochemistry
'HSDUWPHQWVRI
Materials Science and
Engineering

'HSDUWPHQWRI0DWHULDOV
Process Engineering
'HSDUWPHQWRI0DWHULDOV
Physics and Chemistry
'HSDUWPHQWRI&KHPLFDO
Systems and Engineering
'HSDUWPHQWRI&LYLODQG
Structural Engineering
'HSDUWPHQWRI8UEDQDQG
Environmental Engineering

'HSDUWPHQWVRI
Global Environmental
Engineering

'HSDUWPHQWRI0DULWLPH
Engineering
'HSDUWPHQWRI(DUWK
Resources Engineering

9:00 〜

'HSDUWPHQWRI4XDQWXP
3K\VLFVDQG1XFOHDU
Engineering

'HSDUWPHQWVRI
0HFKDQLFDODQG$HURVSDFH
Engineering

2UDO H[DPLQDWLRQ
(Interview concerning current research
results, research plan
after entrance, etc,

Graduate School of
Engineering, Kyushu
University (Ito
Campus

'HSDUWPHQWRI0HFKDQLFDO
Engineering
Mechanical Engineering
Course
'HSDUWPHQWRI+\GURJHQ
Energy Systems
,QWHUQDWLRQDO'RFWRUDO
Program
'HSDUWPHQWRI$HURQDXWLFV
DQG$VWURQDXWLFV

Extra date allocated
for examination
postponed

7

$XJXVW25 (Fri

7KHH[DPLQDWLRQZLOOEHSRVWSRQHGWR)ULGD\$XJXVW25, 2017, in the case
when it cannot be held under unexpected conditions such as typhoon.

合 格 者 発 表
$QQRXQFHPHQWRIWKH5HVXOW

平成29年９月６日（水）午前９時頃に本学工学部等

2Q6HSWHPEHU :HG WKHUHVXOWZLOOEHSRVWHGRQ

教務課掲示板に発表するとともに，合格者に文書で通

WKHSXEOLFQRWLFHERDUGLQWKHKDOORIWKH$FDGHPLF$IIDLUV

知する。

'LYLVLRQ$GPLQLVWUDWLYH2IILFHIRU)DFXOW\RI(QJLQHHULQJ
etc., Kyushu University.

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。

The result will also be sent by mail to the successful
applicants.
7KHUHZLOOEHQRUHVSRQVHWRLQTXLULHVE\WHOHSKRQHFRQcerning the result.
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8

入

学

時

期

(QWUDQFH'DWH
2FWREHUst, 2017

平成29年10月１日

9

入

学

手

続

(QUROOPHQW3URFHGXUHV
The successful applicants should complete the enrollment

入学手続書類は，合格者あて平成29年９月６日（水）
頃送付するので，所定の期日までに入学手続を完了す
ること。
入学手続期間：平成29年９月８日（金）から９月19
日（火）まで
１

282,000 円（予定）

2） 授業料

後期分 267,900 円（予定）

VDU\IRUPVDURXQG6HSWHPEHU :HG 
5HJLVWUDWLRQ SHULRG )URP 6HSWHPEHU  )UL   WR
6HSWHPEHU 7XH 
１ Payments
  $GPLVVLRQIHH\HQ ([SHFWHG

入学手続の際に納付する経費等
1） 入学料

procedures by the following date after receiving the neces-

  $SSOLFDQWVIURPWKH0DVWHU&RXUVHRIWKH*UDGXDWH
School of Kyushu University are exempt from the
admission fee.

年間 535,800円（予定）

  7XLWLRQIHH\HQIRUWKHIDOOVHPHVWHU7KH
revised tuition will be applied to enrolled students after

（注）上記の納付金額（入学料・授業料）は予

the revision becomes effective.

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。

10
１

そ

の

他

2WKHU

募集要項（願書）等の郵送を希望する者は，封筒

  ,I\RXZDQWDSSOLFDQWJXLGHOLQHV DSSOLFDWLRQIRUP WREH
PDLOHG PDNH D UHTXHVW WR WKH 6WXGHQW $IIDLUV 6HFWLRQ

表面に「大学院工学府博士後期課程学生募集要項

6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQ*UDGXDWH6FKRRORI(QJLQHHULQJ

（社会人特別選抜）（10 月入学者用）請求」と朱書

E\HQFORVLQJDVHOIDGGUHVVHGHQYHORSH FPðFP 

し，郵便番号，住所，氏名を明記し，郵便切手250

DIIL[HGZLWK\HQVWDPSZLWK´5HTXHVWIRUPDLOLQJRI

円を貼った返信用封筒（角２型）を同封して，九州

$SSOLFDQW *XLGHOLQHV IRU 'RFWRUDO 3URJUDPV RI WKH

大学工学部等教務課教務係に申し込むこと。なお，

*UDGXDWH 6FKRRO RI (QJLQHHULQJµ ZULWWHQ LQ UHG RQWKH

出願資格⑺，⑻に該当する場合は，その旨書き添え
ること。
２

front.
  1R DSSOLFDWLRQ GRFXPHQWV ZLOO EH UHWXUQHG WR WKH
$SSOLFDQWDIWHUEHLQJUHFHLYHG)XUWKHUPRUHWKHVFUHHQ-

願書受理後は，記載事項の変更は認めない。ま

ing fee will not be refunded.
3

た，検定料の払い戻しは行わない。
３ 受験票が未着の場合は，試験当日までに工学部等
教務課学生係に申し出ること。
４ 自然災害等による入試日程への影響が懸念される

If the examination card is not received, notify the inforPDWLRQGHVNOLVWHGLQ6HFWLRQEHIRUHWKHH[DPLQDWLRQ
date.

  $Q\ FKDQJHV WR WKH HQWUDQFH H[DP VFKHGXOH ZLOO EH
SRVWHGRQWKHIROORZLQJZHEVLWH$OODSSOLFDQWVDUHHQFRXU-

場合には，本学府インターネット web サイトのトッ

aged to confirm the exam schedule.

プページで実施についての告知をするので確認をす

  85/KWWSZZZHQJN\XVKXXDFMS

ること。
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５ 機械工学専攻，水素エネルギーシステム専攻の出

  $SSOLFDQWVZKR DSSO\IRU0HFKDQLFDO(QJLQHHULQJRU

願者は，事前に出願の意思を下記専攻長あて連絡す

+\GURJHQ(QHUJ\6\VWHPVDUHUHTXHVWHGWRFRQWDFWWKH
Chairperson with e-mail or facsimile before application.

ること。

専

攻

専 攻 長

メールアドレス

)$;

機械工学

渡邉

聡 教授

NVHQNRFKR@PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001

水素エネルギーシステム

伊藤

衡平 教授

NVHQNRFKR@PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001

Chairperson

e-mail address

)$;

Mechanical Engineering

Prof. 6DWRVKL:$7$1$%(

NVHQNRFKR#PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001
+81-92-802-0001

Hydrogen Energy
Systems

Prof. .RKHL,72

NVHQNRFKR#PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001
+81-92-802-0001

'LYLVLRQ

11

障害等のある入学志願者について
$SSOLFDQWVZLWK'LVDELOLWLHV

本学では，障害等のある者に対して，受験上及び修

The University provides consultation for applicants with

学上必要な配慮を行う場合があり，そのための相談を

GLVDELOLWLHVZKRPD\UHTXLUHVSHFLDODUUDQJHPHQWVGXULQJWKH

受け付けている。

entrance examinations or in classes after enrollment.
Please contact the following office prior to the application

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，出願前のできるだけ早い時

SURFHVVDVVRRQDVSRVVLEOHDVLWVRPHWLPHVWDNHVH[WUDWLPH
to decide on the arrangements depending on the situation.

期に「13．問い合わせ先」まで相談すること。

12

長期履修制度について
3HULRGH[WHQVLRQ6\VWHP
The Graduate School of Engineering has introduced the

工学府では，学生が職業を有する，或いは障害があ
る等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間
にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希
望する場合に，その計画的な履修を認める制度を導入

Period-extension system.
This system enables those who are employed or have disDELOLWLHVRURWKHUGLIILFXOWLHV WRFRPSOHWHD'RFWRU &RXUVH
over a longer period than the regular period.
2QFHGHFODUDWLRQLVDFNQRZOHGJHGWKHWRWDOWXLWLRQIHHZLOO

している。
この制度の適用を申請し認められた場合，標準修業

be the same as that for the regular period.

年限分の授業料を長期履修の年数で除した額を毎年納
入することになる。
なお，手続等の詳細は，入学手続時に通知する。
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13

問い合わせ先
&RQWDFW$GGUHVV
7KH 6WXGHQW $IIDLUV 6HFWLRQ 6WXGHQW $IIDLUV 'LYLVLRQ

〒819−0395

Graduate School of Engineering Kyushu University

福岡市西区元岡744番地

7440RWRRND1LVKLNX)XNXRND819-0395-$3$1
Phone: +81-92-802-2723

九州大学工学部等教務課教務係
電話（092）802-2723

 HPDLONRJJDNXV#MLPXN\XVKXXDFMS

HPDLONRJJDNXV@MLPXN\XVKXXDFMS
Use of Personal Information
  3HUVRQDO ,QIRUPDWLRQ ZULWWHQ RQ \RXU DSSOLFDWLRQ

【備考】出願書類における個人情報の保護について

form and documents will be used exclusively for the

⑴ 出願書類に記載の個人情報は，入学者選抜で利

8QLYHUVLW\·V VFUHHQLQJ SURFHVV DQG WKH IROORZLQJ

用するほか，次のとおり利用します。

purposes:

① 合格者の住所・氏名等を入学手続業務で利用

①

します。
②

procedures.

入学者選抜で利用した成績等の個人情報は，

② $FDGHPLFUHFRUGVDQGRWKHUSHUVRQDOLQIRUPDWLRQ
used in the screening process will be retained by the

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

The names, addresses and other information of
successful applicants will be used for enrollment

University and used for statistical purposes, but the
individuals will not be identified.

出願書類に記載の個人情報は，「独立行政法人

  3HUVRQDO LQIRUPDWLRQ ZULWWHQ RQ \RXU DSSOLFDWLRQ

等の保有する個人情報の保護に関する法律」第９

documents will not be used for any other purposes or

条に規定されている場合を除き，出願者本人の同

provided to any third party without your permission,

意を得ることなく他の目的で利用又は第三者に提

H[FHSWLQFDVHVVWLSXODWHGLQ$UWLFOHRIWKH$FWRQWKH

供することはありません。

Protection of Personal Information Held by Incorporated
$GPLQLVWUDWLYH$JHQFLHVHWF

平成29年５月
May, 2017

九州大学大学院工学府

URL

http://ZZZHQJN\XVKXXDFMS/

Graduate School of Engineering,
Kyushu University
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85/KWWSZZZHQJN\XVKXXDFMS

九州大学大学院工学府博士後期課程社会人入学案内
,QIRUPDWLRQIRUWKHDGPLVVLRQRIZRUNLQJDGXOWVWR'RFWRUDO&RXUVHV
RIWKH*UDGXDWH6FKRRORI(QJLQHHULQJ .\XVKX8QLYHUVLW\

本学府では，技術革新の進展や産業構造の変化等を

Since 1994 the Graduate School of Engineering has

背景として，社会人の再教育など大学院に対する社会

opened its doors to persons who have held positions in

の要望にこたえて，官公庁，民間企業等において研究

service to the government, municipal offices, and companies,
HWFVRWKDWWKH\PD\HQWHUWRWKH'RFWRUDO &RXUVH 7KLV

に従事した経験のある方々に，平成６年度から博士後

examination was established to meet certain societal

期課程の門戸を開いています。

GHPDQGVVXFKDVUHHGXFDWLQJZRUNLQJSHUVRQQHORQWHFKQR-

ここでは，入学後の授業科目の履修，修了要件，入
学以前（入学後）の実績の評価方法等についてお知ら
せします。

1

logical innovations and changes of the industrial structure.
+HUHZHH[SODLQWKHFXUULFXOXPWKHFRPSOHWLRQUHTXLUHments after entrance, and the post-admission evaluation of
academic achievements earned prior to admission.

授業・履修単位等
&ODVVDQGFUHGLWVRIVXEMHFWV
6WXGHQWVLQWKH'RFWRUDO&RXUVHWDNHFODVVHVDQGUHFHLYH

博士後期課程では，授業科目を履修するとともに，
指導教員による博士学位論文作成等に関する研究指導
を受けます。履修単位については，各専攻ごとに，専

research guidance on their doctoral thesis from their supervisor. Students must earn a minimum of 10 course credits. The
content of the 10 credits must consist of 4 units from the

攻授業科目について４単位以上と，その他の関連授業

PDMRUVXEMHFWZLWKWKHUHPDLQGHUEHLQJIURPRWKHUUHODWHG

科目についての単位をあわせて10単位以上修得するよ

VXEMHFWV

う定められています。

2

大学以外での研究
5HVHDUFKDWQRQXQLYHUVLW\IDFLOLWLHV
It is possible for the student to engage in research or orga-

指導教員が研究上必要と認める場合は，大学以外の
機関において研究に従事することができます。

nizations outside of the university, if the supervisor deems it
necessary.
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3

修了要件
&RPSOHWLRQUHTXLUHPHQW

博士課程の修了要件は，博士課程に３年以上在学

6WXGHQWVLQWKH'RFWRUDO&RXUVHPXVWPHHWDOORIWKHIRO-

し，所定の単位を修得し，かつ，指導教員による必要

ORZLQJFRPSOHWLRQUHTXLUHPHQWVSDVVLQJWKHVFUHHQLQJRI

な研究指導を受けた上，博士論文の審査，及び最終試
験に合格することです。

the doctoral thesis and the final examination after being
enrolled for more than three years, earning the prescribed
credits, and receiving the necessary research guidance from

ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上

their supervisor. However, students with an excellent

げた方については，博士課程に１年以上在学すれば足

research achievement may complete the program after one
year or more.

りるものとされています。

4

入学以前の実績及び入学後のスクーリング
$FDGHPLFDFKLHYHPHQWVHDUQHGSULRUWRDGPLVVLRQRUVFKRROLQJUHFHLYHGDIWHU
admission.

入学以前の実績及び入学後のスクーリングに対して

Please refer to the next page for details on earning course

は，適切な評価のもとに授業科目の単位として認定さ

credits for academic achievements earned prior to admission

れますので，次頁を参照してください。

or schooling received after admission for students in the docWRUDOFXUVHIRUZRUNLQJSHUVRQQHO
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別

紙

博士後期課程における社会人学生の入学以前の実績及び
入学後のスクーリングの実績の評価について
(YDOXDWLRQRIDFDGHPLFDFKLHYHPHQWVHDUQHGSULRUWRDGPLVVLRQ ³SUHDGPLVVLRQ´ 
RUVFKRROLQJUHFHLYHGDIWHUDGPLVVLRQ ³SRVWDGPLVVLRQ´ IRUVWXGHQWV
LQWKHGRFWRUDOFRXUVHIRUZRUNLQJDGXOWV.

１．入学以前の実績は授業科目として認定されます。

 3UHDGPLVVLRQDFDGHPLFDFKLHYHPHQWVPD\EHUHF
RJQL]HG DV FRXUVH ZRUN E\ WKH *UDGXDWH 6FKRRO RI

その基準などについては，入学を希望する専攻及び

(QJLQHHULQJ

関連する指導教員に問い合わせてください。

3OHDVH LQTXLUH DW WKH 'HSDUWPHQW 2IILFH ZKHUH \RX
intend to enter or with your intended supervisor.

２．入学後のスクーリングについては，下記のように
様々なメニューが用意されています。

 *UDGXDWH6FKRRORI(QJLQHHULQJSUHSDUHWKHYDULRXV
³PHQXV´ EHORZ UHJDUGLQJ WKH SRVWDGPLVVLRQ

⑴

VFKRROLQJ

高度な専門知識の修得
大学院で開講されている講義科目を受講するこ

とにより，単位を修得することができます。この

  0DVWHULQJWKHDGYDQFHGVSHFLDOL]HGNQRZOHGJH
It is possible to earn credits by attending lectures by
WKH*UDGXDWH6FKRRO$OVRLWLVSRVVLEOHWRHDUQSDUWLDO

とめることを履修の一部として加えることも可能

credits by writing a report that summarizes technical

です。

ERRNVRURWKHUGRFXPHQWVUHODWHGWRWKHOHFWXUH

⑵

際，関連する専門書や文献を読んでレポートにま

  0DVWHULQJZLGHUDQJLQJVSHFLDOL]HGNQRZOHGJH

幅広い専門知識の修得
講義科目の受講には，所属する専攻以外の講義
科目も含めることもできます。この中には，関連

  ,WLVSRVVLEOHWRLQFOXGHOHFWXUHVXEMHFWVIURPGHSDUWPHQWVRXWVLGHRIWKHPDMRUILHOGRIVWXG\
It is also possible to attend lectures from the
8QGHUJUDGXDWH 6FKRRO UHODWHG WR WKH PDMRU ILHOG RI

です。

study.

⑶

する学問分野の学部の科目を受講することも可能

  'HYHORSLQJSUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQDELOLW\

発表及び討論能力の養成
専攻した学問分野における最近の研究の動向に
関して調査を行うことによって，単位を修得する

Students can earn credits by investigating current
UHVHDUFKWUHQGVLQWKHLUPDMRUILHOGRIVWXG\,QWKLVFDVH
LWLVUHTXHVWHGWKDWVWXGHQWVVHOHFWDWKHPHWKDWLVQRW

ことができます。この際，テーマは博士論文テー

directly related to their doctoral thesis. Students

マと直接関連がないことが望まれます。調査結果

submita summary report and present the results to a

はレポートにまとめて提出し，教員グループの前

JURXSRIWHDFKLQJVWDIIDQGDQVZHUTXHVWLRQV

で発表し試問を受けます。特に，課題設定，論理
的整理及び討論能力について評価されます。

  'HYHORSLQJSUREOHPGLVFRYHU\DQGSURSRVDODELOLW\
It is possible to earn credits by proposing original
topics that aim to open up new research opportunities.

⑷

課題発見及び提案能力の養成

It is permitted even if the new theme does not relate

新たな研究を開始することを念頭に，研究テー

directly to the theme of the doctoral thesis. Students

マの提案を行うことにより単位を修得することが

will be given suitable credits for effort and content by:
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できます。テーマは，博士論文のテーマと直接関

submitting a written report that addresses the neces-

連しない領域であっても構いません。目標とする

VDU\ UHVHDUFK EDFNJURXQG WKH GHWDLOHG H[SHULPHQWDO

学問分野の研究について背景をまとめ，具体的な
実験計画の立案，結果の予測及び考察結果をレ

design and the predicted results; and presenting the
above content to a group of teaching staff and answering
TXHVWLRQV

ポートにまとめて提出し，教員グループの前で発
表し，試問を受けることにより，作業量や内容に

  'HYHORSLQJ UHVHDUFK SURJUHVVLRQ DQG SUHVHQWD
WLRQDELOLW\

ふさわしい単位が与えられます。

It is possible to earn credits by presenting regular

⑸

interim reports to a group of teaching staff during the-

研究展開及び発表能力の養成
博士論文作成の過程で，定期的に教員グループ

FRXUVHRIPDNLQJWKHGRFWRUDOWKHVLV,QWKLVFDVHDQ
evaluation is made based on a review of applicable docu-

の前で中間報告を行い，試問を受けることによっ

ments and communications ability. It is possible to sub-

て単位を取得することができます。この際，適切

stitute an interim report with an academic conference

な文献の調査やコミュニケーションの能力などに

presentation or a public thesis presentation.

ついて評価が行われます。学会発表や学術論文公
表の機会を中間報告の場として利用することもで
きます。
⑹

  2WKHUV
,QRWKHUFDVHVDPHQXPDNHVWKHEHVWXVHRIWKH
FKDUDFWHURIWKHPDMRUPD\EHSUHSDUHG

その他
この他，専攻の特色を生かしたメニューが用意
されています。
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一般選抜（平成30年度４月入学者・夏季実施試験）
For General (Academic Year from April, 2018-Summer Examination)

一般選抜 ︵平成
年度

30

月入学者・夏季実施試験︶

４

アドミッションポリシー
Admission Policy
工学は，物理学や化学などの基礎科学分野における

Engineering is the study and investigation, based on fun-

原理と法則をもとに人類文明の持続的発展を恒久的に

damental scientific principles such as physics and chemistry,

探求する学問です。本学府では，工学を通して人類文

for the sustained development of human civilization. The
Graduate School of Engineering aims to cultivate research-

明の持続的発展に貢献できる研究者・技術者・教育者

ers, engineers, and educators who can contribute to the sus-

の育成を目的としています。

tained development of human civilization through engineering.
Students who wish to study in the Graduate School are

本学府での就学を目指す学生には次のことが期待さ

expected to have the following:

れます。
基礎知識を踏まえて応用研究に取り組む意欲のある

$GHVLUHWRXQGHUWDNHDSSOLHGUHVHDUFKEDVHGRQIXQGDPHQWDONQRZOHGJH

学生

$SRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGVOHDUQLQJQHZILHOGVRIVWXG\

新しい学問分野に挑戦する積極的な学生

$VWHDGIDVWDELOLW\WRDGYDQFHWKHSXUVXLWRIWUXWK

忍耐力をもって真実探求を推進できる学生

$VWURQJVHQVHRIHQJLQHHULQJHWKLFV

技術者としての倫理観を有する学生

カリキュラムポリシー
Curriculum Policy
工学府には，物質創造工学専攻，物質プロセス工学

The Graduate School of Engineering has been organized

専攻，材料物性工学専攻，化学システム工学専攻，建

into the following advanced departments: Chemistry and

設システム工学専攻，都市環境システム工学専攻，海

Biochemistry, Materials Process Engineering, Materials
Physics and Chemistry, Chemical Systems and Engineering,

洋システム工学専攻，地球資源システム工学専攻，エ

Civil and Structural Engineering, Urban and Environmental

ネルギー量子工学専攻，機械工学専攻，水素エネル

Engineering, Maritime Engineering, Earth Resources

ギーシステム専攻及び航空宇宙工学専攻の12専攻を置

(QJLQHHULQJ $SSOLHG 4XDQWXP 3K\VLFV DQG 1XFOHDU

き，教育研究を通してエネルギー・物質・環境・シス
テムに関する深い専門知識と探求創造能力を教授育成

Engineering, Mechanical Engineering, Hydrogen Energy
6\VWHPVDQG$HURQDXWLFVDQG$VWURQDXWLFV7KHDLPRIHDFK
department is the promotion of a deep expertise and creative

するとともに，高い倫理観と国際性をもって工学に携

ability concerning energy, materials, the environment, and

わる研究者・技術者・教育者を組織的に養成します。

systems, as well as the systematic training of researchers,

本学府では，この目標を達成するため，以下のよう
な教育を行います。
基礎から応用にわたる高度な専門知識についての体

engineers, and educators with high ethics and internationalism.
To achieve these aims, the Graduate School provides education on the following topics:
 6\VWHPDWLFDQGDGYDQFHGVSHFLDOL]HGNQRZOHGJHUDQJLQJ

系化された教育

from fundamental principles to applications

哲学，倫理，政治，経済，国際関係等に関する広い

%URDGNQRZOHGJHFRQFHUQLQJSKLORVRSK\HWKLFVSROLWLFV
economics, international relations, and so on

知識教育
豊かな人間性，課題探求・解決能力，創造性を育む
教育
※各専攻のアドミッションポリシー及びカリキュラム

'HYHORSPHQW RI D FUHDWLYH DQG ZHOOURXQGHG KXPDQ
nature, and the ability to search for and solve problems
※ 7KH $GPLVVLRQ 3ROLF\ DQG &XUULFXOXP 3ROLF\ RI HDFK
department are shown at the URL of the Graduate School

ポリシーは，工学府ホームページに掲載していま
す。
（http://ZZZHQJN\XVKXXDFMS/）
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RI(QJLQHHULQJ KWWSZZZHQJN\XVKXXDFMS

1
⑴

出

願

資

格

4XDOL¿FDWLRQVIRU$SSOLFDWLRQ
修士の学位又は専門職学位を有する者及び平成

  3HUVRQVZKRKROGD0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDO

30年３月31日までに有する見込みの者
⑵

外国において，修士の学位又は専門職学位に相

degree, or who will earn one by March 31, 2018.
  3HUVRQVZKRKROGDGHJUHHHTXLYDOHQWWRD0DVWHU·V

当する学位を授与された者及び平成30年３月31日

degree or a Professional degree from an accredited

までに授与される見込みの者

institution outside of Japan, or who will obtain one by

⑶

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平成30年３
月31日までに授与される見込みの者
⑷

$SSOLFDQWVPXVWPHHWRQHRIWKHIROORZLQJFRQGLWLRQV

March 31, 2018.
  3HUVRQVZKRKDYHFRPSOHWHGWKHLUIRUPDOHGXFDWLRQ
E\WDNLQJDFRUUHVSRQGHQFHFRXUVHWKURXJKDQRQ-DSDnese university while residing in Japan, and hold a
GHJUHHHTXLYDOHQWWRD0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDO

我が国において，外国の大学院の課程を有する
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，修士の学位又は

degree, or who will obtain one by March 31, 2018.
  3HUVRQVZKRKDYHHDUQHGDGHJUHHHTXLYDOHQWWRD
0DVWHU·VGHJUHHRUD3URIHVVLRQDOGHJUHHDWDQHGXFDtional institution in a country outside of Japan, which
has been assessed by the Minister of Education,
Culture, Sports, Science and Technology of Japan to be

成30年３月31日までに授与される見込みの者

HTXLYDOHQW WR D JUDGXDWH SURJUDP LQ WKH HGXFDWLRQ

⑸

専門職学位に相当する学位を授与された者及び平
国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相
当する学位を授与された者及び平成30年３月31日
までに授与される見込みの者
⑹

system of Japan, or who will earn one by March 31,
2018.
  3HUVRQV ZKR FRPSOHWHG WKH FRXUVH RI WKH 8QLWHG
1DWLRQV8QLYHUVLW\ZKRKROGDGHJUHHHTXLYDOHQWWRD

外国の学校，学校教育法施行規則第156条第３
号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教
育課程を履修し，大学院設置基準第16条の２に規

定する試験及び審査に相当するものに合格し，修

0DVWHU·V GHJUHH RU ZKR ZLOO REWDLQ LW E\ 0DUFK 
2018.
  3HUVRQVZKRKDYHFRPSOHWHGWKHLUIRUPDOHGXFDWLRQ
at through a non-Japanese university, an educational
LQVWLWXWLRQ ZKLFK UHFHLYHG WKH GHVLJQDWLRQ RI$UWLFOH

士の学位を有する者と同等以上の学力があると認

156.3 in Enforcement Regulations for the School

められた者

(GXFDWLRQ/DZRUWKH8QLWHG1DWLRQV8QLYHUVLW\ZKR

⑺

KDYHSDVVHGDQH[DPLQDWLRQRUDVFUHHQLQJHTXLYDOHQWWR

文部科学大臣の指定した者
1） 大学を卒業し，大学，研究所等において，２
年以上研究に従事した者で，本学府において，
当該研究の成果等により，修士の学位を有する

WKH UHJXODWLRQV E\ $UWLFOH  LQ 6WDQGDUGV IRU WKH
Establishment of Graduate Schools, and who are recogQL]HGWRKDYHDQDFDGHPLFDELOLW\HTXLYDOHQWWR0DVWHU·V
degree Engineering.
  3HUVRQV ZKR KDYH TXDOLILFDWLRQV DSSURYHG E\ WKH

者と同等以上の学力があると認めた者
2） 外国において学校教育における16年の課程を
修了した後，又は外国の学校が行う通信教育に

Minister of Education, Culture, Sports, Science and
Technology of Japan.
  7KRVH ZKR DIWHU JUDGXDWLQJ IURP D XQLYHUVLW\

おける授業科目を我が国において履修すること

have engaged for two or more years in research at a

により当該外国の学校教育における16年の課程

university or a research institute, and have been rec-

を修了した後，大学，研究所等において，２年

RJQL]HG WR KDYH DQ DFDGHPLF DELOLW\ HTXLYDOHQW WR

以上研究に従事した者で，本学府において，当
該研究の成果等により，修士の学位を有する者
と同等以上の学力があると認めた者

0DVWHU·VGHJUHHKROGHUV7KLVUHFRJQLWLRQLVJLYHQE\
the Graduate School of Engineering, Kyushu
University, on the basis of his/her previous research.
  7KRVHZKRDIWHUILQLVKLQJ\HDUVRIDFDGHPLF

⑻ 本学府教授会において，個別の入学資格審査に

education at an educational institution or through

より，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等

correspondence courses run by foreign educational

以上の学力があると認めた者で，24歳に達した者
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establishments, have engaged for two or more years

※上記⑺及び⑻により出願する者は，事前に出願

in research at a university or a research institute and
have been recognized to have an academic ability

資格の審査を受けなければならない。

HTXLYDOHQWWR0DVWHU·VGHJUHHKROGHUV7KLVUHFRJQLtion is given by the Graduate School of Engineering,
Kyushu University, on the basis of his/her previous
research.
  3HUVRQVZKRDUHHYDOXDWHGE\DQLQGLYLGXDOVFUHHQLQJ
RI UHTXLUHPHQWV IRU DGPLVVLRQ WR KDYH DQ DFDGHPLF
DELOLW\HTXDOWRRUVXUSDVVLQJWKDWRIVWXGHQWVZKRKDYH
JUDGXDWHGIURPWKH0DVWHU·VRU3URIHVVLRQDO3URJUDPRI
the Graduate School of Engineering, Kyushu University,
and are at least 24 years of age.
※ Persons who intend to apply in accordance with
TXDOLILFDWLRQV  RU  WRWKH'RFWRUDO&RXUVHDUH
UHTXLUHGWRWDNHDQLQGLYLGXDOHYDOXDWLRQRIWKHLUVFLHQWLILF DELOLW\ LQ UHODWLRQ WR WKH 5HTXLUHPHQWV IRU
$GPLVVLRQEHIRUHDSSOLFDWLRQ
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2

募

集

人

員（115名）

$GPLVVLRQ&DSDFLW\
専

攻

人

員

物 質プロセス工 学 専 攻

9名

材料物性工学専攻
化 学システム工 学 専 攻

7名
10名

攻

人

員

建 設システム工 学 専 攻

8名

都市環境システム工学専攻

8名

海 洋システム工 学 専 攻

8名

地球資源システム工学専攻

8名

エネルギ ー 量 子 工 学 専 攻

10名

'HSDUWPHQW

専
機械航空工学専攻群

10名

地球環境工学専攻群

物質科学工学専攻群

物質創造工学専攻

専

攻

'HSDUWPHQWVRI
Global Environmental Engineering

'HSDUWPHQWVRI
0HFKDQLFDODQG$HURVSDFH(QJLQHHULQJ

16名

水素エネルギ ーシステム専攻
• グローバルコース

9名

航空宇宙工学専攻

12名

Capacity

Chemistry and Biochemistry

10

Materials Process Engineering

9

Materials Physics and Chemistry

7

Chemical Systems and Engineering

10

Civil and Structural Engineering

8

Urban and Environmental Engineering

8

Maritime Engineering

8

Earth Resources Engineering

8

$SSOLHG4XDQWXP3K\VLFVDQG1XFOHDU(QJLQHHULQJ

10

Mechanical Engineering
Mechanical Engineering Course

16

Hydrogen Energy Systems
,QWHUQDWLRQDO'RFWRUDO3URJUDP

9

$HURQDXWLFVDQG$VWURQDXWLFV

12

※１ 物質創造工学専攻及び材料物性工学専攻につ
いて
先端ナノ材料工学コースを志望する者は，出

員

機 械 工 学 専 攻
• 機 械 工 学コ ー ス

'LYLVLRQ

'HSDUWPHQWVRI
Materials Science and Engineering

人

※  ([SODQDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH 'HSDUWPHQW RI
&KHPLVWU\DQG%LRFKHPLVWU\DQGWKH'HSDUWPHQWRI
0DWHULDOV3K\VLFVDQG&KHPLVWU\
  7KH DSSOLFDQWV IRU WKH FRXUVH RI $GYDQFHG

願前に（独）物質・材料研究機構の教員と連絡

1DQRPDWHULDOV 6FLHQFH DQG (QJLQHHULQJ PXVW

を取ること。

FRQWDFWWKHWHDFKLQJVWDIIRIWKH1DWLRQDO,QVWLWXWHIRU

独立行政法人 物質・ 材料研究機構ホ ー ム
ページ

85/ RI 1,06 KWWSZZZQLPVJRMSN\XVKX

http://ZZZQLPVJRMS/N\XVKX/

（電子メールでの問合せ先

Materials Science beforehand.

1,06JUDGXDWH@

QLPVJRMS）
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HPDLO1,06JUDGXDWH#QLPVJRMS

3

出願手続及び出願書類
$SSOLFDWLRQ3URFHGXUHVDQG$SSOLFDWLRQ'RFXPHQWV

出願者は，次の書類を，指導を希望する教員と相

  $IWHUWKHFRQVXOWDWLRQZLWKWKHVXSHUYLVRUZKRDSSOL-

談の上，九州大学工学部等教務課教務係に提出又は

cants want to study under, applicants should submit or

１

send by postal mail the documents which correspond to

郵送すること。郵送による場合は，必ず書留郵便と

DQ\RIWKHIROORZLQJWRWKH6WXGHQW$IIDLUV6HFWLRQ6WXGHQW

して封筒表面に ｢博士後期課程入学願書（工学府）

$IIDLUV'LYLVLRQ*UDGXDWH6FKRRORI(QJLQHHULQJ.\XVKX

一般選抜（４月入学者用）
｣ と朱書する。なお，機

8QLYHUVLW\  $SSOLFDQWV ZKR DSSO\ IRU 0HFKDQLFDO

械工学専攻，水素エネルギーシステム専攻の出願者

(QJLQHHULQJRU+\GURJHQ(QHUJ\6\VWHPVDUHUHTXHVWHG
WR FRQWDFW WKH &KDLUSHUVRQ 6HH WKH WDEOHRQS  ZLWK

は，平成29年６月23日（金）までに，P40に示す専
攻長へ電子メールまたは )$; により出願する予定

HPDLORUIDFVLPLOHEHIRUH-XQH )UL 
  $SSOLFDWLRQ'RFXPHQWV

である旨連絡すること。
２

  $SSOLFDWLRQIRUPIRUDGPLVVLRQ&RPSOHWHWKHDSSOLcation form prescribed by the Graduate School of

出願書類
⑴

願書：本学府所定の用紙に，志望専攻名，希望
研究題目及び履歴事項等をもれなく記載するこ
と。

⑵

the form prescribed by the Graduate School of Engineering
  5HJLVWUDWLRQRI(OHFWLYH6XEMHFW7KLVLVUHTXLUHGIRU
examinees who intend to choose the departments in

項を記入の上，写真を貼ること。
選択科目届：物質科学工学専攻群受験者のみ
必ず提出すること。
⑷

  &ROODWLRQDQG([DPLQDWLRQDGPLVVLRQFDUG&RPSOHWH
and paste a photograph.

照合票・受験票：本学府所定の用紙に，所要事

⑶

Engineering.

Material Science and Engineering.
  $ SKRWRFRS\ RI WKH $SSOLFDQW·V 0DVWHU·V WKHVLV
$SSOLFDQWVZKRFDQQRWVXEPLW0DVWHU·VWKHVLV SKRWR-

修士学位論文（写）： 修士課程修了見込の者

FRS\ LQWLPHPXVWVXEPLWWKHUHVHDUFKSURJUHVVUHSRUW

は，研究経過報告書（$4 判２枚，2,000 字程度）

$SDSHUWZRFRSLHVDERXWZRUGV 7KLVLVQRW

を提出すること。出願資格⑹〜⑻により出願する
者は提出を必要としない。
⑸

UHTXLUHGIRUDSSOLFDQWVZKRLQWHQGWRDSSO\XQGHUTXDOLILFDWLRQV    RU  

研究業績概要調書：出願資格⑺，⑻により出願

  2XWOLQHRIUHVHDUFKDFKLHYHPHQWV7KLVGRFXPHQWLV
UHTXLUHGIRUDSSOLFDQWVZKRLQWHQGWRDSSO\XQGHUTXDOL-

する者だけが提出する。本学府所定の用紙に本人

ILFDWLRQ  RU  $SSOLFDQWPXVWFRPSOHWHWKHGHVLJ-

が記入のうえ，学術論文等は別刷又はその写しを

nated form and attach an academic paper or a copy of

添付し，研究発表の場合は発表論文，要旨又は概
要を添付すること。
⑹

研究計画書：出願資格⑺，⑻により出願する者

DFDGHPLF SDSHU ,I LW·V D SUHVHQWHG SDSHU DWWDFK DQ
abstract or summary of the paper.
  5HVHDUFKSODQ7KLVLVUHTXLUHGIRUDSSOLFDQWVZKR
LQWHQGWRDSSO\XQGHUTXDOLILFDWLRQV  RU  'HVFULEH

だけが提出する。入学後に行う研究計画を本人が

D GHWDLOHG UHVHDUFK SODQ WR EH XQGHUWDNHQ DIWHU

記載すること。（様式随意）

HQWUDQFH $Q\IRUPDWLVDFFHSWDEOH

⑺

修了・卒業（見込）証明書：最終学校が作成
したもの。

⑻

  0DVWHU·V'HJUHH&HUWLILFDWH 'LSORPD 7KLVLVWREH
issued by the university from which the applicant graduated most recently.

成績証明書：学部及び大学院修士課程（又は博

  $FDGHPLF 7UDQVFULSW 7KLV LV WR EH LVVXHG E\ WKH

士前期課程）成績証明書。出願資格⑺，⑻により

undergraduate school and master course (or the first

出願する者は学部成績証明書のみ。

VWDJH RI GRFWRUDO FRXUVH  RI WKH JUDGXDWH VFKRRO

⑼

受験票返送用封筒：氏名，あて先及び郵便番号
を明記した長形３号封筒（縦 23.5cm× 横 12cm）

（本学府在籍者は不要）に氏名，あて先及び郵便

RU   PD\ VXEPLW WKH XQGHUJUDGXDWH VFKRRO·V
certificate.
  $VWDPSHGHQYHORSHIRUWKHH[DPLQDWLRQFDUG:ULWH
WKH DSSOLFDQW·V QDPH DGGUHVV DQG SRVWDO FRGH RQ DQ

番号を明記し，92円の切手を貼る。
⑽

$SSOLFDQWVZKRLQWHQGWRDSSO\XQGHUTXDOLILFDWLRQV  

住所票：本要項に綴込みの用紙（シール）に志

願者の住所（入学願書票の記載と同じ）
・氏名を
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HQYHORSH ð PP LQ VL]H  DIIL[HG ZLWK  \HQ
stamp. (Students who are registered in the Master

Course of the Graduate School of Engineering of

記入すること。
⑾

.\XVKX8QLYHUVLW\DUHH[HPSW

出願資格認定申請書：出願資格⑺，⑻により出

  $GGUHVV)RUP:ULWHWKHDSSOLFDQW·VQDPHDGGUHVV

願する者だけが提出する。本学府所定の用紙に本

and postal code.

人が記入すること。
⑿

  $SSOLFDWLRQ IRU 5HFRJQLWLRQ RI $FDGHPLF 5HTXLUH
PHQWV7KLVLVRQO\UHTXLUHGIRUSHUVRQVZKRLQWHQGWR

パスポート（写）
・在留カード（写）
：外 国 人

DSSO\ LQ DFFRUGDQFH ZLWK TXDOLILFDWLRQ   RU  

留学生のみ提出すること。
⒀

$SSOLFDQWVPD\ILOORXWWKHSURYLGHG

入学検定料原符：ただし，本学大学院修士課程

  $FRS\RI5HVLGHQW&DUGRU3DVVSRUW2QO\LQWHUQD-

から引き続き進学する者及び CSC 留学生は不要。

３

tional students must submit.

国費外国人留学生については，願書を除き，文

  7UDQVIHU5HFHLSWRI6FUHHQLQJ)HH\HQ7KLVLV

部科学省を通じて提出された書類をもって所定の

QRW UHTXLUHG IRU DSSOLFDQWV LQ WKH 0DVWHU &RXUVH RI

書類に代えることができる。

Kyushu University or the applicants who are CSC

入 学 検 定 料

Scholarship Students.

30,000円

  0(;76FKRODUVKLS6WXGHQWVDUHDEOHWRDSSO\ZLWK

（本学大学院修士課程から引き続き進学する者は

WKHGRFXPHQWVZKLFKWKH\VXEPLWWHGWKURXJK0(;7

不要）

instead of the prescribed documents excluding the
application form.

入学検定料は次の方法で平成29年６月26日（月）
以降に納付すること。銀行振込みの場合は「電信

  6FUHHQLQJ )HH  \HQ 7KLV LV QRW UHTXLUHG IRU

扱」とすること。

applicants in the Master Course of the Graduate School of
Kyushu University or the applicants who are CSC

1） 日本国内在住者

6WXGHQWV
$SSOLFDQWVDUHUHTXHVWHGWRWUDQVIHUWKHVFUHHQLQJIHH

銀行振込み
本要項に綴込みの【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，$・B・C
票を切り離さずに銀行窓口へ持参し，振込手
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）】を本
要項に綴込みの【入学検定料原符】の「九州

E\WKHIROORZLQJSD\PHQWPHWKRGDIWHU-XQH 0RQ 
,ISD\PHQWLVPDGHE\EDQNWUDQVIHUUHTXHVWDWHOHgraphic transfer.
  $SSOLFDQWVOLYLQJLQ-DSDQ
Payments by Telegraphic Transfer
3OHDVHILOORXWWKHLWHPVLQVLGHWKLFNIUDPHRQ
WKHWUDQVIHUIRUPFRUUHFWO\ ZLWKEODFNSHQ DQG
EULQJ6OLS$%DQG&WRWKHEDQNIRUWUDQVIHU$OO
6OLS$%DQG&VKRXOGQRWEHVHSDUDWHGIURPHDFK
RWKHU$IWHUWKHWUDQVIHUSURFHGXUHLVFRPSOHWHG

大学」入学検定料振込金受付証明書貼付欄に

DIIL[WKH&HUWLILFDWHRI$FFHSWDQFHRIWKH.\XVKX

貼付し，併せて同原符に志望学府・住所・氏

8QLYHUVLW\6FUHHQLQJ)HH7UDQVIHU 6OLS& DPRQJ

名・連絡先（TEL）を記入の上，出願書類と
して提出すること。【振込依頼書】
，
【入学検

WKHGRFXPHQWVUHWXUQHGIURPWKHEDQNWRWKHGHVignated space on the Screening Fee Form bound in
WKLV $SSOLFDQW *XLGHOLQH 3OHDVH ILOO LQ \RXU

定料原符】記入の際は，本要項巻末の「記入

desired department, address, name and phone

上の注意」を参照すること。

number on the form and submit it along with other

注）ゆうちょ銀行・$70・インターネット

application documents. When filling out the transfer form, the Screen Fee Form, please refer to the

での振込はできない。
なお，三井住友銀行本支店にて振込をす
る場合の振込手数料は無料となるが，他行
から振込む場合は，振込手数料は志願者が

1RWH  %DQN WUDQVIHU FDQQRW EH PDGH WKURXJK
<XFKR%DQN$70RURQOLQH
There is no transfer charge if payment is
PDGH WKURXJK 6XPLWRPR 0LWVXL %DQN HLWKHU

負担することとなる。
コンビニエンスストア支払い（日本国内のみ）
⑴

instruction at the end of these guidelines.

次のコンビニで支払ってください。

main branch or sub-branches; however, if made
WKURXJKRWKHUEDQNVDSSOLFDQWVVKDOOEHDUWKH
transfer charge.

セブン−イレブン，ローソン，ファミリーマート
⑵ 詳しくは，42ページを参照してください。
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Payments at Convenience Stores (available
RQO\LQ-DSDQ



2） 日本国外在住者

  3D\PHQW FDQ EH PDGH DW 6HYHQ-Eleven,
Lawson, and Family Mart.

銀行振込み



入学検定料は，振込用紙の氏名欄に志望専

  3OHDVHUHIHUWRSDJHIRUGHWDLOVRISD\LQJDW
convenience store, and https://e-shiharai.net/

攻とコード：３TE を記入のうえ，
「電信扱」

DYDLODEOHRQO\LQ-DSDQHVH 
  $SSOLFDQWVOLYLQJRXWVLGH-DSDQ

で下記の銀行口座に振り込むこと。
⑴

$  3D\PHQWE\7HOHJUDSKLF7UDQVIHU

必ず日本円で送金してください。

  $SSOLFDQWV DUH UHTXHVWHG WR WUDQVIHU WKH

⑵ 送金時にかかる全ての手数料を負担して

VFUHHQLQJIHHWRWKHIROORZLQJEDQNDFFRXQWZLWK

ください。

WKHEDQNWUDQVIHUIRUP3OHDVHILOOLQ\RXUGHVLUHG
department, Code:3TE and your name in the box
PDUNHG´QDPHµ

振込先
名

  3OHDVHWUDQVIHULQ-DSDQHVH\HQ

称 九州大学

所 在 地 〒812-8581

  3OHDVHEHDUDOOWKHFRPPLVVLRQFRVWVZKHQ
\RXPDNHWKHWUDQVIHU

福岡市東区箱崎6-10-1
Beneficiary:

振込先口座
銀

1DPH

行 三井住友銀行

$GGUHVV

支 店 名 福岡支店
住

Kyushu University

%HQHILFLDU\·V%DQN:

所 〒812-0011
福岡市博多区博多駅前１−１−１

1DPH

680,72020,768,%$1.,1*
&25325$7,21

Branch
1DPH

)8.82.$%5$1&+

$GGUHVV

1-1-1+DNDWDHNLPDH+DNDWDNX)XNXRND
812-0011-$3$1

$/&1R

7119240

口座番号 7119240
S W I F T SMBCJPJT
コ ー ド

クレジットカード
⑴ 次のカードを使用してください。 Visa,

Swift
Code

0DVWHU&DUG-&%$PHULFDQ([SUHVV銀聯
ネット，$OLSD\（支付宝）
⑵

次のホームページで手続きしてくださ

  3D\PHQWFDQEHPDGHWKURXJK9LVD0DVWHU

次の順番で項目を選んでください。

Card, JCB,$PHULFDQ([SUHVV8QLRQ3D\DQG

Kyushu University (Graduate Schools)

1)

$OLSD\
  &UHGLWFDUGSD\PHQWFDQEHGRQHGLUHFWO\DW

First Selection: Graduate School of

2)

https://e-shiharai.net/english/

Engineering
3)

  3OHDVHVHOHFWWKHLWHPLQWKHIROORZLQJRUGHU

Second Selection: 'RFWRUDO 3URJUDP

   .\XVKX8QLYHUVLW\ *UDGXDWH6FKRROV

(6SULQJ$GPLVVLRQ)
4)
5)

   )LUVW 6HOHFWLRQ *UDGXDWH 6FKRRO RI

Third Selection: nothing

Engineering
   6HFRQG 6HOHFWLRQ 'RFWRUDO 3URJUDP

Forth Selection: 'RFWRUDO 3URJUDP

6SULQJ$GPLVVLRQ

(General) 30,000-3<
４

提

出

   7KLUG6HOHFWLRQQRWKLQJ

先

   )RU WK 6HOHFWLRQ 'RFWRUDO 3URJUDP
*HQHUDO -3<

九州大学工学部等教務課教務係
〒819−0395 福岡市西区元岡744番地

SMBCJPJT

%  3D\PHQWE\&UHGLW&DUGV

い。 https://e-shiharai.net/english/
⑶

+DNR]DNL+LJDVKLNX)XNXRND812-8581, Japan

4

$GGUHVVIRUVXEPLVVLRQ
6WXGHQW $IIDLUV 6HFWLRQ 6WXGHQW $IIDLUV 'LYLVLRQ
Graduate School of Engineering, Kyushu University
0RWRRND1LVKLNX)XNXRND-$3$1
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4

願書受付期間
$SSOLFDWLRQ3HULRG
-XO\ 7XH ²-XO\ 7XH SP

平成29年７月11日（火）から７月18日（火）午後５
時まで（郵送の場合も同日同時刻までに必着のこと）

5

(This time period applies to all delivery methods, including
SRVWDOPDLO

出願資格の事前審査
,QGLYLGXDO(YDOXDWLRQRI$FDGHPLF5HTXLUHPHQWV
3HUVRQVZKRLQWHQGWRDSSO\LQDFFRUGDQFHZLWKTXDOLILFD-

出願資格⑺，⑻により出願する者は，事前に資格審
査を行うので，指導を希望する教員と相談の上，出願
書類の⑴⑵⑶⑸〜⑿を平成29年６月26日（月）から６

WLRQ  RU  WRWKH'RFWRUDO&RXUVHDUHUHTXLUHGWRWDNHDQ
individual evaluation of their scientific ability in relation to the
5HTXLUHPHQWVIRU$GPLVVLRQEHIRUHDSSOLFDWLRQ,QWKLVFDVH

月30日（金）正午までに，九州大学工学部等教務課学

WKH QHFHVVDU\ GRFXPHQWV     a   H[SODLQHG LQ

生係に提出すること。

section 3 should be submitted by the applicant to the Student

なお，結果については，７月７日（金）までに，専

$IIDLUV6HFWLRQ6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQ*UDGXDWH6FKRRORI
(QJLQHHULQJ.\XVKX8QLYHUVLW\IURP-XQH 0RQ WR

攻長から申請者あて通知する。
また，専攻長から資格審査合格の通知を受けた者

-XQH )UL SPDIWHUWKHFRQVXOWDWLRQZLWKWKH
supervisor who applicants want to study under.

は，⒀の入学検定料原符を九州大学工学部等教務課へ

1RWLILFDWLRQRIWKHHYDOXDWLRQUHVXOWVZLOOEHPDLOHGWRWKH

提出すること。資格審査に合格した者の入学願書等は

$SSOLFDQWVIURPWKH&KDLUSHUVRQRIWKHGHSDUWPHQWE\-XO\

入学検定料受領後，自動的に受理する。

)UL 
Moreover, the applicants who receive the notification of
SDVVLQJIRU,QGLYLGXDO(YDOXDWLRQRI$FDGHPLF5HTXLUHPHQWV
VKRXOGVXEPLW  7UDQVIHU5HFHLSWRI6FUHHQLQJ)HHWRWKH
6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQ
$IWHUWKHVFUHHQLQJIHHLVDFFHSWHGWKHDSSOLFDWLRQGRFXments submitted by the successful applicants are
automatically accepted.
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6

入学試験日時及び選考方法
'DWHDQG7LPHRI([DPLQDWLRQDQG3URFHGXUHRI6FUHHQLQJ
月

日

時

間

試

験

科

目

試 験 場

〔地球環境工学専攻群〕
※専門科目及び修士学位論文（修士課程修了見込み
の者は，研究経過報告書）について筆記試験又は
口頭試問を行う。
〔機械航空工学専攻群〕
※専門科目及び修士学位論文（修士課程修了見込み
の者は，研究経過報告書）について筆記試験又は
口頭試問を行う。
〔物質科学工学専攻群〕
※選択した科目及び修士学位論文（修士課程修了見
込みの者は，研究経過報告書）について筆記試験
又は口頭試問を行う。
８月24日（木）

９：00〜

機能物質化学系科目，分子システム
物質創造工学
工学系科目，先端ナノ材料工学系科
専
攻
目のうちから１科目選択

九州大学
工学部
（伊都地区）

物 質 プ ロ セ ス 化学工学系科目，材料工学系科目の
工 学 専 攻 うちから1 科目選択
機能物質化学系科目，分子システム
材 料 物 性 工 学 工学系科目，材料工学系科目，先端
専
攻 ナノ材料工学系科目のうちから１科
目選択
化学工学系科目，機能物質化学系科
化学システム
目，分子システム工学系科目のうち
工 学 専 攻
から１科目選択
（予備日）

８月25日（金）

台風等の不測の事態により，上記日程での試験実施が困難となった際
の予備日とする。
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'DWH

Time

6XEMHFW

Place

〔'HSDUWPHQWVRI*OREDO(QYLURQPHQWDO(QJLQHHULQJ〕
※Written Examination or/DQG 2UDO ([DPLQDWLRQ FRQFHUQLQJ WR
6SHFLDOL]HG6XEMHFWDQG0DVWHU·VWKHVLV($SSOLFDQWVZKRZLOOFRPSOHWHWKH0DVWHU·V&RXUVHVKRXOGsubmit the research progress
report.
〔'HSDUWPHQWVRI0HFKDQLFDODQG$HURVSDFH(QJLQHHULQJ〕
※Written Examination or/DQG 2UDO ([DPLQDWLRQ FRQFHUQLQJ WR
6SHFLDOL]HG6XEMHFWDQG0DVWHU·VWKHVLV($SSOLFDQWVZKRZLOOFRPSOHWHWKH0DVWHU·V&RXUVHVKRXOG submit the research progress
report.

$XJXVW24 (Thu

Extra date
allocated for examination postponed

7

9:00 〜

〔'HSDUWPHQWVRI0DWHULDOV6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJ〕
※:ULWWHQ([DPLQDWLRQRU2UDO([DPLQDWLRQFRQFHUQLQJWR6HOHFWHG
6XEMHFWDQG0DVWHU·VWKHVLV($SSOLFDQWVZKRZLOOFRPSOHWHWKH
0DVWHU·V&RXUVHVKRXOGsubmit the research progress report.
Graduate School
&KRRVHRQHVXEMHFWIURPDPRQJWKHVXEMHFWV
of
'HSDUWPHQWRI
RIWKH)XQFWLRQDO0DWHULDOV&KHPLVWU\PDMRU
Engineering,
Chemistry and
group, the Molecular Systems Engineering
Kyushu
Biochemistry
PDMRU JURXS RU $GYDQFHG 1DQRPDWHULDOV
University
PDMRUJURXS
(Ito Campus
'HSDUWPHQWRI
&KRRVHRQHVXEMHFWIURPDPRQJWKHVXEMHFWV
Materials Process
RIWKH&KHPLFDO(QJLQHHULQJPDMRUJURXSRU
Engineering
WKH0DWHULDOV(QJLQHHULQJPDMRUJURXS
&KRRVHRQHVXEMHFWIURPDPRQJWKHVXEMHFWV
RIWKH)XQFWLRQDO0DWHULDOV&KHPLVWU\PDMRU
'HSDUWPHQWRI
group, the Molecular Systems Engineering
Materials Physics
PDMRU JURXS 0DWHULDOV (QJLQHHULQJ PDMRU
and Chemistry
JURXS RU $GYDQFHG 1DQRPDWHULDOV PDMRU
group.
&KRRVHRQHVXEMHFWIURPDPRQJWKHVXEMHFWV
'HSDUWPHQWRI
RI WKH &KHPLFDO (QJLQHHULQJ PDMRU JURXS
Chemical Systems
WKH )XQFWLRQDO 0DWHULDOV &KHPLVWU\ PDMRU
and Engineering
group, or the Molecular Systems EngiQHHULQJPDMRUJURXS

$XJXVW25 7KHH[DPLQDWLRQZLOOEHSRVWSRQHGWR)ULGD\$XJXVW25, 2017, in the case when it cannot
(Fri
be held under unexpected conditions such as typhoon.

合 格 者 発 表
$QQRXQFHPHQWRIWKH5HVXOWRI6FUHHQLQJ
2Q6HSWHPEHU :HG WKHUHVXOWZLOOEHSRVWHGRQ

平成29年９月６日（水）午前９時頃に本学工学部等
教務課掲示板に発表するとともに，合格者に文書で通
知する。

WKH SXEOLF QRWLFH ERDUG LQ WKH KDOO RI WKH 6WXGHQW $IIDLUV
'LYLVLRQ$GPLQLVWUDWLYH2IILFHRI)DFXOW\RI(QJLQHHULQJHWF
Kyushu University.

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。

The result will also be sent by mail to the successful
applicants.
7KHUHZLOOEHQRUHVSRQVHWRLQTXLULHVE\WHOHSKRQHFRQcerning the result.
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8

入

学

時

期

(QWUDQFH'DWH
$SULOst, 2018

平成30年４月１日

9

入

学

手

続

(QUROOPHQW3URFHGXUHV
The period of the enrollment formalities is from mid to late

入学手続は，平成30年３月中旬〜下旬に行うので，

March, 2018. More detailed information about the enrollment

詳細は同年２月中旬頃に改めて通知する。

procedure will be sent to the successful applicants in mid

入学手続の際に納付する経費等
1） 入学料

February, 2018.

282,000円（予定）

1

  $SSOLFDQWVIURP WKH0DVWHU&RXUVHRIWKH*UD-

する者は不徴収とする。
2） 授業料

前期分

267,900円（予定）

年

535,800円（予定）

間

Payments
  $GPLVVLRQIHH\HQ ([SHFWHG

ただし，本学大学院修士課程から引き続き進学

duate School of Kyushu University are exempt from
the admission fee.
  7XLWLRQIHH\HQIRUWKH6SULQJVHPHVWHU

（注） 上記の納付金額（入学料・授業料）は

The revised tuition will be applied to enrolled students after the revision becomes effective.

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。

10
１

そ

の

他

2WKHUV

募集要項（願書）等の郵送を希望する者は，封筒

  ,I\RXZDQWDSSOLFDQWJXLGHOLQHV DSSOLFDWLRQIRUP WREH
PDLOHG PDNH D UHTXHVW WR WKH 6WXGHQW $IIDLUV 6HFWLRQ

表面に「大学院工学府博士後期課程学生募集要項

6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQ*UDGXDWH6FKRRORI(QJLQHHULQJ

（一般選抜）
（４月入学者用）請求」と朱書し，郵便

E\HQFORVLQJDVHOIDGGUHVVHGHQYHORSH FPðFP 

番号，住所，氏名を明記し，郵便切手250円を貼っ

DIIL[HGZLWK\HQVWDPSZLWK´5HTXHVWIRUPDLOLQJRI

た返信用封筒（角２型）を同封して，九州大学工学

$SSOLFDQW *XLGHOLQHV IRU 'RFWRUDO 3URJUDPV RI WKH

部等教務課教務係に申し込むこと。なお，出願資格

*UDGXDWH 6FKRRO RI (QJLQHHULQJµ ZULWWHQ LQ UHG RQWKH

⑺，⑻に該当する場合は，その旨書き添えること。
２

願書受理後は，記載事項の変更は認めない。ま

front.
 1R DSSOLFDWLRQ GRFXPHQWV ZLOO EH UHWXUQHG WR WKH
$SSOLFDQWDIWHUEHLQJUHFHLYHG)XUWKHUPRUHWKHVFUHHQ-

た，検定料の払い戻しは行わない。
３

ing fee will not be refunded.

受験票未着の場合は，試験当日までに工学部等教

3

務課教務係に申し出ること。
４

自然災害等による入試日程への影響が懸念される

場合には，本学府インターネット web サイトのトッ

date.
 $Q\ FKDQJHV WR WKH HQWUDQFH H[DP VFKHGXOH ZLOO EH
SRVWHGRQWKHIROORZLQJZHEVLWH$OODSSOLFDQWVDUHHQFRXU-

プページで実施についての告知をするので確認をす

aged to confirm the exam schedule.
  85/KWWSZZZHQJN\XVKXXDFMS

ること。

 $SSOLFDQWVZKR DSSO\IRU0HFKDQLFDO(QJLQHHULQJRU

URL http://ZZZHQJN\XVKXXDFMS/
５

If the examination card is not received, notify the inforPDWLRQGHVNOLVWHGLQ6HFWLRQEHIRUHWKHH[DPLQDWLRQ

機械工学専攻，水素エネルギーシステム専攻の出
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+\GURJHQ(QHUJ\6\VWHPVDUHUHTXHVWHGWRFRQWDFWWKH

Chairperson with e-mail or facsimile before application.

願者は，事前に出願の意思を下記専攻長あて連絡す
ること。

専

攻

専 攻 長

メールアドレス

)$;

機械工学

渡邉

聡 教授

NVHQNRFKR@PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001

水素エネルギーシステム

伊藤

衡平 教授

NVHQNRFKR@PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001

Chairperson

e-mail address

)$;

Mechanical Engineering

Prof. Satoshi:$7$1$%(

NVHQNRFKR#PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001
+81-92-802-0001

Hydrogen Energy Systems

Prof. .RKHL,72

NVHQNRFKR#PHFKN\XVKXXDFMS

092-802-0001
+81-92-802-0001

'LYLVLRQ

11

障害等のある入学志願者について
$SSOLFDQWVZLWK'LVDELOLWLHV

本学では，障害等のある者に対して，受験上及び修

The University provides consultation for applicants with

学上必要な配慮を行う場合があり，そのための相談を

GLVDELOLWLHVZKRPD\UHTXLUHVSHFLDODUUDQJHPHQWVGXULQJWKH

受け付けている。

entrance examinations or in classes after enrollment.
Please contact the following office prior to the application

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，出願前のできるだけ早い時

SURFHVVDVVRRQDVSRVVLEOHDVLWVRPHWLPHVWDNHVH[WUDWLPH
to decide on the arrangements depending on the situation.

期に「13．問い合わせ先」まで相談すること。

12

長期履修制度について
3HULRGH[WHQVLRQ 6\VWHP
The Graduate School of Engineering has introduced the

工学府では，学生が職業を有する，或いは障害があ
る等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間
にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希
望する場合に，その計画的な履修を認める制度を導入

Period-extension system.
This system enables those who are employed or have disDELOLWLHVRURWKHUGLIILFXOWLHV WRFRPSOHWHD'RFWRU &RXUVH
over a longer period than the regular period.
2QFHGHFODUDWLRQLVDFNQRZOHGJHGWKHWRWDOWXLWLRQIHHZLOO

している。
この制度の適用を申請し認められた場合，標準修業

be the same as that for the regular period.

年限分の授業料を長期履修の年数で除した額を毎年納
入することになる。
なお，手続等の詳細は，入学手続時に通知する。
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13

問い合わせ先
5HIHUHQFH
7KH6WXGHQW$IIDLUV6HFWLRQ6WXGHQW$IIDLUV'LYLVLRQWKH

〒819−0395

Graduate School of Engineering Kyushu University

福岡市西区元岡744番地

744 0RWRRND1LVKLNX)XNXRND-$3$1

九州大学工学部等教務課教務係

Phone: +81-92-802-2723

電話（092）802−2723

HPDLONRJJDNXV#MLPXN\XVKXXDFMS

HPDLONRJJDNXV@MLPXN\XVKXXDFMS
Use of Personal Information
  3HUVRQDO ,QIRUPDWLRQ ZULWWHQ RQ \RXU DSSOLFDWLRQ

【備考】出願書類における個人情報の保護について
⑴

form and documents will be used exclusively for the

出願書類に記載の個人情報は，入学者選抜で利

8QLYHUVLW\·V VFUHHQLQJ SURFHVV DQG WKH IROORZLQJ

用するほか，次のとおり利用します。

purposes:

① 合格者の住所・氏名等を入学手続業務で利用

①

します。
②

procedures.

入学者選抜で利用した成績等の個人情報は，

②

個人が特定できないかたちで本学府における入

$FDGHPLFUHFRUGVDQGRWKHUSHUVRQDOLQIRUPDWLRQ
used in the screening process will be retained by the

学者選抜に関する調査研究で利用します。
⑵

The names, addresses and other information of
successful applicants will be used for enrollment

University and used for statistical purposes, but the
individuals will not be identified.

出願書類に記載の個人情報は，「独立行政法人

  3HUVRQDO LQIRUPDWLRQ ZULWWHQ RQ \RXU DSSOLFDWLRQ

等の保有する個人情報の保護に関する法律」第９

documents will not be used for any other purposes or

条に規定されている場合を除き，出願者本人の同

provided to any third party without your permission,

意を得ることなく他の目的で利用又は第三者に提

H[FHSWLQFDVHVVWLSXODWHGLQ$UWLFOHRIWKH$FWRQWKH

供することはありません。

Protection of Personal Information Held by IncorpoUDWHG$GPLQLVWUDWLYH$JHQFLHVHWF

平成29年５月
May, 2017

九州大学大学院工学府

URL http://ZZZHQJN\XVKXXDFMS/

Graduate School of Engineering,
Kyushu University
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85/KWWSZZZHQJN\XVKXXDFMS

九州大学
コンビニエンスストア・クレジットカード・中国決済での入学検定料払込方法

1 Webで事前申込み

一部の携帯電話（旧機種または特定機種）は利用できない場合があります。

本学ＨＰ
からも

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得。

アクセス
できます！

https://e-shiharai.net/
※番号取得後に入力ミスに気づいた場合はその番号では支払いを行なわず、
もう一度入力し直して、新たな番号を取得してお支払いください。
支払い期限内に代金を支払わなかった入力情報は、自動的にキャンセルされます。
※クレジットカード・Alipay国際決済・銀聯ネットは決済完了後の修正・取消はできません。
申込みを確定する前に、内容をよくご確認ください。
※確定画面に表示される番号をメモしてください。

2 お支払い
クレジットカード
Alipay・銀聯 でお支払い

●入学検定料はATMでは振り込みできません。必ずレジでお支払いください。
●店頭端末機の画面デザイン等は、予告なく変更される場合があります。

コンビニエンスストアでお支払い

【オンライン決済番号
（11ケタ）】

【払込票番号（13ケタ）
】

※お支払いされるカードの名義人は、
受験生本人でなくても構いません。
但し、
「基本情報入力」画面では、
必ず受験生本人の情報を入力してく
ださい。

へ

●レジにて

各種支払い

「インターネット支払い」と
店員に伝え、印刷した
【払込票】
を渡すか、【払込票番号】を
伝えてお支払いください。

基本情報入力画面で、
支払に利用するカードを選択

画面の指示に従い、
支払手続を行ってください。

マルチコピー機は使用しません

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】

へ
へ

へ

各種サービスメニュー

11ケタの番号をお持ちの方

各種代金・インターネット受付
(紫のボタン)

チケット受け取りはこちら

各種代金お支払い

オンライン決済番号を
入力してお支払い

マルチペイメントサービス

【オンライン決済番号】を入力

お支払い完了です。
下記の手順に従って、申込内容
照会結果を印刷してください。

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】

【お客様番号】【確認番号】
を入力

代金支払い
各種代金お支払い
番号入力画面に進む
【お客様番号】
【確認番号】
を入力

店頭端末機より出力される「申込券」(受付票)を持って、30分以内にレジでお支払いください。

お支払い後、必ず「入学検定料・
選考料取扱明細書」(チケット)を
受け取ってください。

お支払い後、必ず「入学検定料
・選考料取扱明細書」(チケット)
を受け取ってください。

お支払い後、必ず「入学検定料・選考料 取扱明細書」を
受け取ってください。

3 出 願
【クレジットカード・Alipay・銀聯でお支払いの場合】 【コンビニエンスストアでお支払いの場合】
支払完了後、E-支払いサイトの「申込内容照会」に
アクセスし、受付完了時に通知された【受付番号】と
【生年月日】を入力し、照会結果を印刷して出願書類
に同封してください。

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、
入学志願票の所定欄に貼る。
入学志願票

入学検定料・選考料 取扱明細書
明書

納証

＜注意＞
携帯電話・スマートフォンでお申込み
された方は、プリンタのある環境でご
利用ください。
※クレジットカードでお支払いされた場合、
「取扱金融機関出納印」
は不要です。

大学

料収
検定

○○

納証明書

○○大学

※「収納証明書」
を糊付けする際には、糊本体の注意書きに
「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」
と記載
されている糊はご使用にならないでください。
「収納証明書」
が黒く変色する恐れがあります。

検定料収

※コンビニでお支払いされた場合、
「取扱金融機関出納印」
は不要です。

注意事項
●出願期間を要項等でご確認のうえ、締切に間に合うよう十分に余裕をもっ
てお支払いください。

●入学検定料の他に事務手数料が別途かかります。詳しくはWebサイトをご確認
ください。

●支払最終日の『Webサイトでの申込み」は23:00まで、店頭端末機の操作は
23:30までです。クレジットカードの場合、Webサイトでのお申込みと同時
にお支払いが完了します。23:00までにお手続きしてください。

●カード審査が通らなかった場合は、クレジットカード会社へ直接お問い合
わせください。

●「入学検定料払込」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭ではお答えできま
せん。詳しくはWebサイトをご確認ください。
●一度お支払いされた入学検定料は返金できません。

●Alipay、銀聯でお支払いの方は、パソコンからお申込みください。
（携帯電話からはお支払いできません）
●取扱いコンビニ、支払方法は変更になる場合があります。変更された場合は、
Webサイトにてご案内いたします。
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KYUSHU UNIVERSITY

How to Make a Payment of Enrollment Fee by Credit Card
24 hours a day, 365 days a year, you can pay anytime! Easy, Convenient and Simple!

You can make a payment with your Credit Card
Accepted from outside Japan only

Access

https://e-shiharai.net/english/

1. Top Page

Click “Entrance Fee.”

2. Terms of Use and

Please read the Terms of use and Personal Information Management.

Personal Information
Management

Click "Agree" button located in the lower part of this page if you agree with these terms.
Click "Not agree" button located in lower part of this page if you do not agree with these terms.

3. School Selection

Select“Kyushu University (Graduate Schools)”or “Kyushu University (Undergraduate Schools).”

4. School Information

Read the information carefully and click "Next".

5. Category Selection

Choose First to Fourth Selection and add to Basket.

6. Basket Contents

Check the contents and if it is OK, click "Next".

7. Basic Information

Input the applicant's basic information.
Choose your credit card and click "Next".

8.

Credit Card Information

Input Credit Card Number (15 or 16-digits) , Security Code and Expiration date.

9. Payment Result

All of your application information is displayed. Check and Click "Confirm".

10. Credit Card Payment Completed

Click "Print this page" button and print out "Result" page.

Mail the necessary
documents

Enclose the printed "Result" page in an application envelope with
other necessary application documents.
Necessary application documents
ＸＸＸＸＸ

ų

Web Application - Credit Card Transaction

You can access
from our
website too !

http://www.shiharai.net/info

Mail it from Post office

e-shiharai.net

Result

000-0000
XXXXXX XXXXX1-1-1

POST OFFICE

XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XX
Print this Page

【SUPPLEMENTARY NOTES】
●Please make the payment in time to complete the enrollment
procedures within the enrollment period.
●Please complete payment by 11:00 pm Japan time, on the last date
of the payment period.
●A fee is added to Examination fee. For further info, please visit our
website.
●Please note that no refund will be made once you paid the
Enrollment Fee.

●Please contact the credit card company directly if your card is not
accepted.
●It is possible to use a card which carr ies a name different from that of
the applicant. However, please make sure that all the information
provided on the Basic Information page are those of the applicant's.
●If you did not print out the "Result" page, you can check it again later
on the Application Result page. Please enter the "Receipt Number"
and "Birth Date" to redisplay the information.

For inquiries, please contact:

E-Service Support Center Tel : +81-3-3267-6663
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(24 hours everyday)

