
 

 

ジョイント・ディグリープログラム 

２０２１年度（１０月入学）名古屋大学大学院理学研究科博士後期課程 

名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻学生募集要項 

 

 

１ 概要 

名古屋大学大学院理学研究科では、英国スコットランドのエディンバラ大学理工学部と共同で１

つの学位を授与する、いわゆるジョイント・ディグリープログラムとして大学院博士後期課程名古屋

大学・エディンバラ大学国際連携理学専攻の学生を下記により募集します。 

学生は在学中において、１２ヶ月程度の期間をエディンバラ大学にて研究を行います。 

 

 

２ アドミッション・ポリシー/カリキュラム・ポリシー/ディプロマ・ポリシー 

 

・アドミッション・ポリシー 

入学者には次のような資質を備えていることを求め、本プログラムのアドミッション・ポリシーとす

る。 

① 理学を中心とする自然科学に関する高い学問的素養と論理的思考力を備える。 

② 多様な文化・環境への高い関心と適応力を持つ。 

③ 環境・文化の異なる2つの大学で共同学位の取得を強く希望し、将来は理系分野での専門性

を活かし、グローバル社会を牽引するリーダー的人材になるなどのビジョンを持つ。 

 

・カリキュラム・ポリシー 

世界トップレベルの2大学間における相互補完的国際共同教育・研究プログラムにより、両大学

にそれぞれ一定期間滞在し、研究指導を受けることで最先 端技術・環境を駆使した研究活動を

可能にする他、語学能力や異文化理解力を身につけることもできる。また、“Professional 

Development Training”や“International Skills Training”などの履修任意の講義やセミナーを提供

することでさらに幅広い実用社会的スキルや応用力の涵養を可能とする。 

 

・ディプロマ・ポリシー 

自然科学分野の深く多様な学問的素養と高い研究推進能力を体得した証として、課程で学び、

得た学問的成果をゼロから体系的に論じた学位論文を書き上げること。高い倫理性や豊かな国際

性、科学的論理性や創造力を身に付け、国際的な共同事業や共同研究を推進できることの証明と

して、外部からの専門家を招へいし、両大学の教員等により組織される合同学位審査委員会が審

査を行い、最終口頭試問を経て合格と判定されること。 

 

 

３ 出願資格 

次の各号の一に該当し、かつエディンバラ大学の出願資格を満たした者で、願書受付締切から

遡って２年以内に受検したIELTSの各項目のスコアが６．０以上かつ総合が６．５以上であり、研究

に専念できる者 

（１） 本学大学院又は日本の他の大学院で修士の学位を授与された者及び２０２１年９月末日まで

に修士の学位を授与される見込みの者 

（２）  外国において、修士の学位を授与された者及び２０２１年９月末日までに授与される見込み

の者 



（３） 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位を授与

された者及び２０２１年９月末日までに授与される見込みの者 

（４）  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、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了

し、修士の学位を授与された者及び２０２１年９月末日までに授与される見込みの者 

（５）  国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和

51年法律第72号）第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設

立された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２０

２１年９月末日までに授与される見込みの者 

（６）  外国の学校、上記資格（４）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、博士論文研究基礎力審査に相当するものに合格した者及び合格する見込みの者で、修

士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

（７）  文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号） 

（８）  本研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力

があると認めた者で、２０２１年９月末日までに24歳に達する者 

 

出願資格（７）、（８）により出願する者は、事前審査を行う。 

該当者は２０２１年７月２８日（水）（必着）までに、1.氏名 2.住所、電話 3.履歴（高校卒業後、現在

まで） 4.志望専攻名を記載した書類（様式は自由）を提出すること。 その際、封筒の表に「後期課

程の事前審査書類請求」と朱書し、速達の返信用封筒（角形2号-約33cm×約24cm、410円の切手

を貼付、宛先を明記）を同封すること。 

 

 

４ 募集人員 

若干名 

 

 

５ 願書受付期間 

２０２１年８月１７日（火） ～２０２１年８月１９日（木） 

受付時間 １０時～１２時、１３時～１６時 

（郵送による場合も、上記期間内で、８月１９日（木）１６時までに到着したものに限り受付ける。） 

 

 

６ 出願書類 

（１） 入・進学志願票、履歴書、写真票、受験票 

〔本研究科所定の用紙に必要事項を記入の上、出願前３ヶ月以内の撮影の写真を貼付する

こと。〕 

（２） 成績証明書（和文・英文各１通ずつ） 

〔本研究科修了（見込）者は不要。〕 

（３） 修了（見込）証明書（和文・英文各１通ずつ） 

〔本研究科修了（見込）者は不要。〕 

（４） 修士学位論文要旨（英文で作成すること） 

〔本研究科所定の用紙。本研究科修了（見込）者は不要。〕 

（５） 入学検定料 

   30,000円 

巻末の「コンビニ・クレジットカードでの入学検定料の払込方法」を参照の上、コンビニエン 

スストア又はクレジットカードで払い込むこと。支払い後、自ら印刷した「収納証明書」を志願票 

の所定欄に貼ること。 



（６） 受験票送付用封筒 １枚 

〔長形3号（23.5cm×12cm）の封筒に、本人の宛名を明記し、84円切手を貼付すること。〕 

（７） 受験承認書 

〔官公署その他民間会社等に在職している者は提出すること。〕 

（８） 英語検定試験ＩＥＬＴＳの公式スコアシート 

〔願書受付締切から遡って２年以内に受検したものを有効とする。〕 

 

 

７ 出願手続 

出願者は、前項 （１）～（９）の書類を添え、本研究科教務学生係へ提出すること。 

出願書類等の完備しない願書は受理しない。郵送での提出を推奨する。 

 

 

◎注意事項 

（１） 出願者は、事前に必ず研究指導を希望する本研究科教員に連絡を取ること。 

（２） 出願書類を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に必ず「大学院入学志願書」と朱書

して締切日時までに必着するよう送付すること。 

（３） 出願後は記載事項の変更及び検定料の払戻しはしない。 

（４） 障害等があって試験場での特別な配慮を必要とする者にあっては、２０２１年７月28日（水）ま

でに、以下３点を添えて、その旨を理学研究科教務学生係へ申し出ること。 

(a) 受験上の配慮申請書（障害の状況、受験上配慮を希望する事項とその理由等を記載

したもの、様式随意、A4サイズ） 

(b) 障害等の状況が記載された医師の診断書、障害者手帳等（写しでもよい）。 

(c) 障害等の状況を知っている第３者の添え書（専門家や出身学校関係者などの所見や

意見書） 

適宜上記以外の書類を添付しても構わない。 

なお、受験や入学後の修学に関して相談の希望がある場合は、出願期限までに理学研究

科教務学生係へ問い合わせること。 

 

８ 入学検定料の払込方法 

（１） 入学検定料 30，000円 

※別途，払込手数料（コンビニ支払い：616円 クレジットカード：840円）が必要となります。 

（２） 払込期間（日本時間） 

 ２０２１年８月１６日（月）１０時～２０２１年８月１９日（木）１５時まで 

（３） 払込方法 

入学検定料の支払いは，以下のいずれかの方法で行うこと。 

ア コンビニエンスストア（日本国内のみ） 

イ クレジットカード  

  詳細については，巻末の「コンビニ・クレジットカードでの入学検定料支払方法」を確認してくだ

さい。 

（４） 入学検定料の返還について 

 出願書類を受理した後は，納入済みの入学検定料は返還いたしません。ただし，以下に該当す

る場合は，納入された入学検定料を返還します。なお，返還にかかる振込手数料は差し引かせて

いただきます。 

ア 入学検定料納入後，出願しなかった場合又は出願が受理されなかった場合 

イ 入学検定料を二重に払い込んだ場合 



※ 入学検定料の返還は銀行振込で行われます。海外の銀行の口座に返還する場合には，返還

される金額は大きく減額される他，返還に多大な日数を要しますので，入学検定料の納入は慎重

に行ってください。 

返還請求方法については，名古屋大学ホームページ(http://www.nagoya-u.ac.jp/)→入学案内→

大学院入試・学部編入試験など→入学検定料について を確認してください。 

 

９ 選抜方法 

アドミッション・ポリシーを基に、各専門領域の研究遂行にふさわしい基盤的知識や理解力さら

に語学力について、出願書類による審査と口述試験を行い、2国間での履修に問題が生じないか

を両大学合同で評価し選考する。 

 

 

10 選抜日時 

２０２１年８月３１日（火）、オンラインで行う。 

場所等詳細は受験票送付時に通知する。 

 

 

11 入学時期 

２０２１年１０月 

 

 

12 合格発表 

日時 ２０２１年９月６日（月）正午頃 

理学部C館1階教務学生係事務室に掲示し、翌日理学研究科ホームページ

（http://www.sci.nagoya-u.ac.jp）に掲載するとともに、本人あて通知する。 

 

 

13 入学料及び授業料 

入学料 282,000円（202１年９月下旬の大学が指定する入学手続き期間内に納めること。） 

授業料 半期分 267,900円（年額 535,800円） 

 

（注１） 授業料は、前期及び後期の２期に分けて、前期にあっては５月、後期にあっては１１月に

納入する。 

（注２） 入学時及び在学中に学生納付金の改定が行われた場合には、改正時から新たな納入金

額が適用される。 

 

 

14 その他 

（１）  出願にあたって提供された氏名・生年月日・住所その他の個人情報は、入学選抜、合格発

表、入学手続き及びこれらに付随する事項並びに入学後の学務業務における学籍・成績管理

を行うためのみに利用する。 また、取得した個人情報は適切に管理し、利用目的以外には使

用しない。 

（２）  入学試験に関する照会先 

〒464-8602 名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院理学研究科 

教務学生係 

電話（０５２）７８９－５７５６，５２４９ 

E-mail: ri-dai@adm.nagoya-u.ac.jp 

（３） 入学手続きについては、合格決定後本人に通知する。 



（４） エディンバラ大学留学に関して、エディンバラとの往復航空券やエディンバラでの滞在費につ

いて経済的支援をする予定です。具体的な支援額は留学期間及び予算状況等を勘案して決

定します。 

 

 

 

 

 

緊急の連絡について 

感染症や自然災害等により、試験日程や選抜方法の変更があり得ます。変更が生じた場合は、理

学研究科ホームページでお知らせしますので、随時必ず確認してください。 

・ 理学研究科ホームページ（大学院受験生の方へ）             

http://www.sci.nagoya-u.ac.jp/graduate/index.html 

・ 連絡窓口 名古屋大学大学院理学研究科 教務学生係 052-789-5756，5249 



①コンビニのレジでお支払いください。
端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi）が
出力されますので、30分以内にレジにてお支払いください。

②お支払い後、チケットとレシートの2種類をお受け取りください。
「取扱明細書」（マルチコピー機）または「取扱明細書兼領収書」（Loppi）。

レシート取扱明細書兼領収書

チケット形式

クレジットカードでお支払の場合

＊漢字氏名入力欄において、漢字氏名のない方はカナ入力
　してください。
＊画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合が
　あります。

▼
　　　　　　　　　　をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券」を発券ください。名古屋大学大学院

コンビニ端末で直接お支払の場合（インターネット不要）

コンビニ・クレジットカードでの入学検定料支払方法

最寄りの「セブン-イレブン」にある
「マルチコピー機」へ。

http://www.sej.co.jp

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」
にある「Loppi」へ。

http://www.ministop.co.jp
http://www.lawson.co.jp

お
申
込
み

お
支
払
い

出
願

＊お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

入学検定料等支払

学び・教育 「各種申込（学び）」を含むボタン

大学・短大、専門、
小・中・高校等お支払い

学び･教育･各種検定試験

TOP画面の「学び・教育」より
お申込みください。

TOP画面の「各種サービスメニュー」より
お申込みください。

【操作などのお問合わせ先】　学び･教育サポートセンター  https://e-apply.jp/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の
「収納証明書」部分を切り取り、志願票の「入学検定料
収納証明書貼付欄」に貼付して郵送ください。

貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある
糊は使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

取扱明細書兼領収書

収納証明書

チケット形式

本学「入学検定料支払い」ページにアクセス

https://e-apply.jp/n/nagoya-u51/

＜パソコン・スマートフォン＞

※カード決済完了後の修正・取消はできません。
　申込を確定する前に、内容をよくご確認ください。

入力内容が表示されます。間違いがなければ、
次のページで表示される「受付番号（12桁）」
を必ず控えたうえ、お支払い画面に進んで
ください。

画面の指示に従って出願する入試を
選んだ後、基本情報を入力。

※PDFファイルを印刷するためのプリンターが必要
となります。

から

お支払い後に上記URLまたは支払い完了
メールに記載されたURLへアクセス（※1）し、

ダウンロードの上、印刷してください。
※1：お申込の際に発行された「受付番号（12桁）」

が必要です。

上記URLからアクセス

からPDFファイルを

クレジットカードでお支払い

●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、前段の画面で入力する基本情報は、
必ず受験生本人のものを入力してください。

※日本国内のみ

志願票

収納証明書

マルチコピー機


