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教育理念

　名古屋工業大学では，rrものづくり』『ひとづくり』r未来づくり』を理念として，将来に

わたって人類の幸福や国際社会の福祉を達成する方向を示し，同時にそれに対応できる人材

を育成する。」ことを教育理念としています。

　本学の卒業生は一人ひとりが国際社会の中で様々な人々・分野と協働し，持続的未来社会

への責任を自覚し，実践の申で革新的な学術と技術を創造する能力を有する実践的工学エ

リートとして活躍することが期待されます。

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

大学院博士後期課程

　教育理念に従って人材を育成するため次を満たす学生を広く国内外から受け入れています。

　大学院博士後期課程で学ぶ学生は修士の能力と工学の専門知識技術革新への使命感をもち，本学

の理念をよく理解し，工学の使命を果たす意欲をもつ人です。

1　修士課程を修了するか，あるいはこれと同等の能力をもつ人

2　志望する専門分野についての高度な専門知識とこれを活用して問題解決をする能力，新規で有

用な研究を遂行する能力をもつ人

3　英語等によって学術論文を読解・叙述し，他者との専門的議論をすることのできるコミュニケー

　ションカをもつ人

4　未来のエ学を先導することに強い意欲をもつ人

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

大学院博士後期課程

　教育理念に従って人材を育成するため，以下の観点から，教育課程を編成しています。

　大学院博士後期課程は，修士の能力と工学の専門知識技術革新への使命感の上に，優れて高度な

専門知識を身につけると同時に研究に取り組み，未来社会をつくりだす人材を育成します。

1　我が国及び国際社会の課題を技術的側面から理解し産業社会の将来像を展望できる能力を身

につける。

　そのため，研究倫理において技術の果たすべき責任等を学習し，専門分野のセミナーを通じて，

専門分野における課題を深く考察させる。
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2　1つ以上の分野での深い専門知識と産業技術に関する幅広い関心・洞察力を身につける。

　そのため，専門分野の学術課題を深く追求させると同時に，国内外の先端的・実用的研究に触

れさせる等，幅広い関心・洞察力を酒養する。

3　高い独創性と強い研究推進能力によってイノベーションを牽引する能力を身につける。

　そのため，独創的で有用な研究に取り組ませ，また企業実務者を含む多くの分野の研究者との

議論に参加させる等技術革新を牽引する能力を酒養する。

ディプロマ・ポリシー（修了認定・学位授与の方針）

大学院博士後期課程

　大学院博士後期課程は，教育理念に従って次の優れて高度な専門知識及び能力を有する技術者・研

究者を輩出します。

　名古屋工業大学大学院規則で定める修了要件を満たした学生に博士の学位を授与します。

1　我が国及び国際社会の課題を技術的側面から理解し，産業社会の将来像を展望できる能力

2　1つ以上の分野での深い専門知識と産業技術に関する幅広い関心・洞察力

3　高い独創性と強い研究推進能力によってイノベーションを牽引する能力
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平成30年度　大学院工学研究科（博士後期課程）学生募集要項

本学大学院工学研究科（博士後期課程）の学生を次のとおり募集します。

1　募集専攻及び募集人員

　【第1次募集】

募　集　専　攻 募集人員

生命・応用化学専攻 9名

物理工学専攻 5名

電気・機械工学専攻 9名

情報工学専攻 9名

社会工学専攻 7名

共同ナノメディシン科学専攻 3名

【第2次募集】

募　集　専　攻 募集人員

生命・応用化学専攻 若干名

物理工学専攻 若干名

電気・機械工学専攻 若干名

情報工学専攻 若干名

社会工学専攻 若干名

共同ナノメディシン科学専攻 若干名

注：共同ナノメディシン科学専攻は，名古屋市立大学との共同大学院です。

　　詳細については，8ページ「15共同大学院」をご覧ください。

2　出　願　資　格

次のいずれかに該当する者

（1）修士の学位又は専門職学位（学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則（昭和28

　年文部省令第9号）第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者及び平

　成30年3月31日までに修士の学位又は専門職学位を取得見込みの者

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

　専門職学位に相当する学位を平成30年3月31日までに取得見込みの者

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

　職学位に相当する学位を授与された者及び修士の学位又は専門職学位に相当する学位を平成

　30年3月31日までに取得見込みの者

（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

　士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び修士の学位又は専門職学位に相当

　する学位を平成30年3月31日までに取得見込みの者

（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修士

　の学位に相当する学位を平成30年3月31日までに取得見込みの者

（6）外国の学校，（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，大学院設置

　基準第16条の2に規定する試験及び審査に担当するものに合格し，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
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　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，大学院において，

　　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もの

　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当該外国の学校教育における

　　16年の課程を修了した後，大学，研究所等において，2年以上研究に従事した者で，大

　　学院において，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かある

　　と認めたもの

（8）本学大学院において，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，平成30年3月31日までに24歳に達したもの

注1：出願資格（6）により出願する者は，10ページの「出願資格（6）の出願について」を参照してください。

　2：出願資格（7）により出願する者は，10ページの「出願資格（7）の出順について」を参照してください。

　3：出願資格（8）により出願する者は，11ページの「出願資格（8）の出願について」を参照してください。

3　出　願　期　間

【第1次募集】平成29年7月18日（火）～7月21日閨

【第2次募集】平成30年1月16日閲～1月19日㈹

　出願書類等の受付時間は，9：00から16：00までとします。郵送出願の場合は，書留速達

郵便で出願期間最終日の16：00必着とします。

4　出　願　手　続

（1）出願書類等の提出

　　入学志願者は，次の書類等を取りそろえ，所定の期日までに本学入試室に提出してください。

　　出願にあたっては，あらかじめ指導を希望する教員と研究内容や出願について相談してください。

　　郵送出願する場合は，書留速達郵便とし，封筒の表面には，「大学院（博士後期課程）入学

　願書在中」と朱書きしてください。

　　なお，海外から出願する場合は，入試室に問い合わせください。

（2）出願書類等

出　願　書　類 注　　意　　事　　項

①
入学願書・履歴書・受
ｱ票（本学所定の用紙）

入学願書には，正面，上半身，無帽のもので，出願前3か月以内に
B影した縦4cm×横3cmの写真を全面のり付けしてください。

②
志望理由書
i本学所定の用紙）

噂攻の志望理由」及び「大学院入学後，研究したいテーマ・内容」

�e100字程度で記入してください。

③
成績証明書（大学院）

iコピー不可）

出身大学院が作成した博士前期課程又は修士課程の成績証明書を提
oしてください。

④
成績証明書（学部）

iコピー不可）
出身大学が作成した成績証明書を提出してください。

⑤
学位取得（見込）証明書

iコピー不可）
出身大学院が作成したものを提出してください。

⑥
修了（見込）証明書

iコピー不可）
出身大学院が作成したものを提出してください。

⑦ 修士論文の写し 修士を持っている者は，修士論文の写しを提出してください。
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⑧
研究経過の概要
i本学所定の用紙）

修士を持たない者は，これまでの研究経過の概要（1，500文字程度）

��oしてください。

⑨
著書学術論文学術報告
ﾁ許，実用新案等の写し

出願資格（7）による者のみ提出してください。

⑩ 入学検定料

30，000円

汳阯ｿは，12ページの「検定料の払込方法」を参照の上，払い込ん
ﾅください。

ｦ平成30年3月に本学博士前期課程を修了する見込みの者の検定料
は不要です。

⑪
受験票送付用封筒

i郵送出願する者のみ）

市販の封筒（長形3号，23．5cm×12cm）に，郵便番号，受信場所，氏

ｼを記入し，郵便切手（362円）を貼り付けて下さい。

⑫
連絡用シール
i本学所定の用紙）

入学願書に記載してある「受信場所」と同一の住所を記入してくだ
ｳい。

⑬ 住民票の写し
外国人は，在留資格及び在留期間が記載された住民票の写しを提出
ｵてください。在留資格を有しない者は，パスポートの写しを提出
ｵてください。

（3）注意事項

　①記入にあたっては，各票とも黒のインク又はボールペン（消せる筆記具は不可）を使用し，

　　かい書で明瞭に記入してください。記入ミスをした場合は，ミスをした箇所に二重線を引き，

　　余白に正しく記入してください（訂正印は不要です）。

　②　各証明書については，日本語・英語以外で書かれたものは，日本語又は英語の訳文を添付

　　してください。

　③出願書類等の不備なものは，受理しません。

　④提出後出願書類等の返還及び記入事項の変更は，認めません。

　⑤既納の検定料は，返還しません。

　⑥　出願書類等に虚偽の事項を記入したことが判明した場合は，入学後でも入学を取り消すこ

　　とがあります。

　⑦本学入学者選抜に用いた個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保

　　護に関する法律」に基づいて，次のとおり取り扱います。

　　ア　今後の入学者選抜に係る調査・研究のために利用します。

　　イ　入学者選抜及び上記アの利用に当たっては，守秘義務等を締結した業者（以下「業者」

　　　という。）に一部を委託する場合があります。

　　　　この場合，この業者に対して委託した業務の範囲内で，個人情報を提供します。

　　ウ　入学者については，入学者選抜に用いた出願書類等や個人情報を，学籍などの教務関係，

　　　修学指導関係及び学生支援関係に関する業務を行うため利用します。

5　受験票の交付

出願書類等を持参した者には，その場で交付します。また，郵送出願した者には，郵送します。

6　障害等のある入学志願者との事前相談

　本学大学院に入学を志願する者で，学校教育法施行令第22条の3に定める障害のあるもの又

はその他の障害等があるもののうち，受験上及び修学上の配慮を必要とするものは，出願の前に，
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下記により相談してください。

（1）相談の時期及び方法

　　　【第1次募集】平成29年6月23日閨まで

　　　【第2次募集】平成29年12月21日㈱まで

　　　上記の期限までに相談する内容を文書又は電話等で連絡してください。必要な場合は，本

　　学において志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等との面談等を行います。

（2）連　　絡　　先

　9ページの「18問い合わせ先」にお願いします。

7　受験時に来日する外国人の査証（ビザ）申請

　受験時に来日する際国によっては査証（ビザ）が必要になりますので，詳しくは，自国の日

本大使館・領事館に確認してください。

　本学を受験するために「短期滞在ビザ」を申請する場合，自己の責任で必要な条件を揃えて手

続きを行ってください（本学が「招へい人」，「身元保証人」になることはできません）。

8　入学者選抜方法

　入学者の選抜は，ロ述試験面接修士論文等の審査及び成績証明書を総合して判定します。

ω　入学者選抜

　　個別に，次の事項について審査します。

　①　口述試験

　　　提出された修士論文等（4ページ，4（2）の⑦及び5ページ⑧）について，プレゼンテーショ

　　ンを行い，研究内容及び専門知識について質問します。共同ナノメディシン科学専攻につい

　　ては，英語及び専門部門に関する口頭試問についても実施します。

　　　詳細については，受験票とともに送付します。

　②　面　　接

　　　研究意欲，人物等

（2）選考時期

　　　【第1次募集】平成29年8月23日（杓

　　　【第2次募集】平成30年1月26日●

9　試　　験　　場

名古屋工業大学

詳細については，受験票送付の際にお知らせします。

10　合格者発表及び入学手続

（1）次のB時に本学ホームページ（http：／／www．nitech．acjp／）上に合格者の受験番号を掲載す

　るとともに，合格者に合格通知を送付します。
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　　　【第1次募集】平成29年9月8日翻　10：00

　　　【第2次募集】平成30年2月6日㈹　15：00

　　なお，電話による問い合わせには一切応じません。

　　また，受験票は入学手続時に必要なため，それまで必ず保管してください。

（2）合格者（又は代理人）は，次の日時に入学手続を行ってください。入学手続日時までに入学

　手続を行わない場合は，入学を辞退したものとして取り扱います。

　　なお，平成30年2月上旬に送付する「入学手続要領」に基づき，郵送による入学手続を認

　めます。入学手続に必要な書類等は「入学手続要領」に同封します。

入学手続日時 入学手続会場

平成30年3月23日翻　9：00～16：00 名古屋工業大学

川　入学手続時に必要な経費

入　学　料 282，000円（予定額）

授　業　料 年額
i當・円｛㌶；：；：1：鵬

注1　平成30年3月に本学博士前期課程を修了した者の入学料は不要です。

　2　入学料及び授業料については，入学時及び在学中に改定が行われた場合には，新入学料

　　及び新授業料が適用されます。

　3　授業料は，希望により前期分を納入の際に後期分も併せて納入できる制度があります。

　4　授業料（前期分）を入学手続時に納入しない場合は，平成30年4月2日（月）から4月27

　　日（翁までに納入してください。

　5：既納の入学料及び授業料は，返還しません。ただし，授業料については，入学手続完了

　　者が平成30年3月31日出までに入学を辞退した場合には，納入した者の申出により当該

　　授業料相当額は，後日返還します。

　6　入学料及び授業料については，徴収猶予又は免除する制度があります。

12入試情報
　平成30年度大学院博士後期課程に係る入試情報は，次の内容を開示します。

（1）出願状況等

　　志願者数，受験者数，合格者数，入学者数を本学ホームページおよび入試室窓口で提供します。

（2）試験成績

　①　受験者本人の申請に基づき，次の事項を開示します。

　　　総合評定（A，B，　C）

　　　ただし，入学者選抜において，欠席により選抜の対象外となった場合は，開示されません。

　②　申請方法等

　　ア　申請期間
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　　【第1次募集）平成29年9月11日（月）～9月22日園

　　【第2次募集】平成30年2月13日㈹～2月23日閨

　イ　申請方法

　　　入試室窓口又は郵便で，「試験成績請求願」（本学指定の用紙）に，受験票及び成績送付

　　　用封筒（市販の角形2号封筒に，郵便番号，住所及び氏名を明記し，280円分の切手を

　　　貼付したもの）を添えて申請してください。

　　　なお，郵便で申請する場合は，事前に入試室まで連絡してください。

③開示方法及び時期

　　【第1次募集】平成29年10月上旬に申請者本人に郵送します。

　　【第2次募集】平成30年4月上旬に申請者本人に郵送します。

13　志望専攻及び希望教員

　入学願書の中の志望専攻名及び教員名の記入に当たっては，別冊「大学院工学研究科（博士後

期課程）担当教員一覧」を参照してください。

14　課程の修了の認定及び学位の授与

　原則として博士後期課程に3年以上在学し，10単位以上（共同ナノメディシン科学専攻にあっ

ては26単位以上）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験

に合格した者には，下記の学位が授与されます。

　なお，共同ナノメディシン科学専攻にあっては，修了に必要な26単位以上のうち，10単位以

上を相手大学の開講科目から修得しなければなりません。

学位の名称 専攻分野の名称

博士
　　　工学
@　　学術
iノメディシン科学

15　共同大学院

（1）共同して教育課程を構成する大学院（共同大学院）とは

　　複数の大学が連携して教育研究資源を最大限に活用し，地域の活性化への貢献や新たな学際

　的・先端的領域への先導的な対応を可能とする質の高い教育研究を推進するため，共同で教育

　課程を実施し，連名で学位授与を可能とする仕組みを利用した大学院です。

（2）本共同大学院の主な特徴

　①　名古屋工業大学と名古屋市立大学の連名による学位が授与されます。

　②　名古屋工業大学と名古屋市立大学の両大学に在籍することになりますが，主として研究指

　　導を担当する専任教員（主指導教員）が在籍する大学に本籍を置き，当該大学の他の学生と

　　同様のサービスを受けることができます。また，「本籍を置かない」大学でも図書館利用な

　　どのサービスを受けることができます。ただし，一部，各大学の事情により利用できない施
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　設等がある場合があります。

③　本籍を置いた大学以外の構成大学の教員（副指導教員）からも研究指導が受けられる体制

　となります。

④名古屋工業大学と名古屋市立大学の両大学で開講する共同大学院の講義を受講することに

　なります。

　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1重要なお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　1　　（1）出願大学，受験大学，本籍を置く大学について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　1　　　　名古屋工業大学に所属する専任教員を主指導教員とする場合は，名古屋工業大学へ出願　：
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　1　　　し，名古屋工業大学において入学者選抜試験を受験することとなります。この場合，入　l

　l　　　学後に本籍を置く大学は，「名古屋工業大学」となり，入学手続，授業料等の納付，奨学　：
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　：　　金の申請等に関して，名古屋工業大学の学生として取扱います。　　　　　　　　　　　　1
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　1　　　　なお，名古屋市立大学に所属する専任教員を主指導教員とする場合は，名古屋市立大　1

　：　　学に出願し，名古屋市立大学において入学者選抜試験を受験することとなります。　　　　1
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　：　　（2）本共同ナノメディシン科学専攻において，名古屋工業大学と名古屋市立大学を併願す　：
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　：　　ることはできません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

16　奨　　学　　金

日本学生支援機構奨学金の貸与を希望する者には，選考の上，奨学金が貸与されます。

17　安全保障輸出管理について

　名古屋工業大学では，「外国為替及び外国貿易法」に基づき，「名古屋工業大学安全保障輸出管

理規程」を定め，外国人留学生の受入れに際し厳格な審査を実施しています。

　規制事項に該当する場合は，希望する教育が受けられない場合や研究ができない場合がありま

すので，注意してください。

　【参考】「名古屋工業大学安全保障輸出管理規程」

　　　　　　　　地p：／／kisoku．web．nitech．acJp／houki／204042．htm

経済産業省「安全保障貿易管理」

　　　http：／／www．meti90．jp／policy／anpo／gaiyou．htm1

18問い合わせ先

この学生募集要項に関する照会は，Eメール又は電話等で行ってください。

　　　　　　　　　　　　　ご　き　そちょう
〒466－8555　名古屋市昭和区御器所町

　　　　　　名古屋工業大学　入試室

　　　　　　電　　　　言舌　　052　（735）　5083

　　　　　　FAXO52（735）5084
　　　　　　Eメール　nit．nyushi＠adm．nitech．ac．jp
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出願資格（6）の出願について

1　出願資格（6）に定める「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」は，「博士論文研
究基礎力審査」に相当する審査に合格した者です。

　　「博士論文研究基礎力審査」とは次の閨及び（2）の試験及び審査をいいます。

（1）専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎
　　的素養についての試験
（2）博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力についての審査

2　出願資格（6）により出願する者については，名古屋工業大学大学院工学研究科において入学
資格審査を行います。

3　前記2の審査を受ける者は，4ページの「4（2）出願書類等」に示す①，②，③，⑧，⑫に加え，

次に示す書類を入試室に提出してください。

　　【第1次募集】平成29年5月22日（月）16：00まで
　　【第2次募集】平成29年11月17日園　16：00まで
　。博士論文研究基礎力審査に相当する審査に合格したことの証明
　・当該審査の合格の基準
　・当該審査の合格と当該大学における修士の学位の授与要件の関係を示す資料
　。当該審査に合格した者と当該大学に編入学した他の大学の修士の学位を有する者の当該大
　学における博士の学位を授与するプログラムにおける取扱いの関係を示す資料
　。入学資格審査申請書（本学所定の用紙）

4　審査の結果は，本人に連絡します。
　　【第1次募集】平成29年7月3日（月）まで

　　【第2次募集】平成30年1月5日翻まで
5　出願資格を認められた者は出願書類を受理しますので，検定料を12ページの「検定料の払
込方法」のとおり払い込み，4ページ「4（2）出願書類等」のうち，未提出の書類を取り揃え，

　出願期限までに入試室へ提出してください。

6　審査等書類の提出期限に遅れた場合は，審査等書類は受理しません。

出願資格（7）の出願について

1　出願資格（7）に定める「文部科学大臣の指定した者」は，次の（1）及び（3）又は，（2）及び（3）の要

件を満たす者です。

（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
（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

　育における授業科園を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16
　年の課程を修了した後，大学，研究所等において，2年以上研究に従事した者
（3）著書，学術論文，学術講演，学術報告，特許，実用新案等において修士学位論文と同等

　以上の価値があると認められる業績を有する者
2　出願資格（7）により出願する者については，名古屋工業大学大学院工学研究科において入学
資格審査を行います。

3　前記2の審査を受ける者は，4ページの「4（2）出願書類等」に示す①，②，⑧，⑨，⑫に加え，

次に示す書類を入試室に提出してください。

　　【第1次募集〕平成29年5月22日（月）16：00まで
　　【第2次募集】平成29年11月17El閨　16：00まで
　。学部の成績証明書
　・学部の卒業証明書
　・入学資格審査申請書（本学所定の用紙）

4　審査の結果は，本人に連絡します。

　　【第1次募集】平成29年7月3日㈲まで
　　【第2次募集】平成30年1月5日㈹まで
5　出願資格を認められた者は出願書類を受理しますので，検定料を12ページの領定料の払
込方法」のとおり払い込み，4ページ「4（2）出願書類等」のうち，未提出の書類を取り揃え，

　出願期限までに入試室へ提出してください。

6　審査等書類の提出期限に遅れた場合は，審査等書類は受理しません。
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出願資格（8）の出願について

1　出願資格（8）に示す「本学大学院において，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，平成30年3月31日までに24歳に達するもの」
　の範囲は，（1灰は（2）の要件を満たす者です。

　（1）大学を卒業した後，科学・技術関係分野で2年以上の業務経験を有し，著書，学術論文，

　　学術講演学術報告，特許などにおいて修士学位論文と同等以上の価値があると認められ
　　る業績を有する者
　（2）短期大学，高等専門学校，専修学校，各種学校の卒業者及びその他教育施設の修了者等で，

　　個別の学習歴や実務経験・国際的活動経験等の実務を有する者
2　出願資格（8）により出願する者については，名古屋工業大学大学院工学研究科において入学
資格審査を行います。

3　前記により審査を受ける者は，4ページの「4（2）出願書類等」に示す①，②，⑧，⑨，⑫に加え，

次に示す書類を入試室に提出してください。

　　【第1次募集】平成29年5月22日（月）16：00まで
　　【第2次募集】平成29年11月17日鍋　16：00まで
　上記1－（1）により審査を受ける者

　・学部の成績証明書
　・学部の卒業証明書
　・入学資格審査申請書（本学所定の用紙）

　上記1－（2）により審査を受ける者

　・最終学校等の成績証明書
　・最終学歴の卒業証明書又は修了証明書
　・出身学校の学校概要・カリキュラム等教育課程が明らかになる資料
　。入学資格審査申請書（本学所定の用紙）

4　審査の結果は，本人に連絡します。
　　【第1次募集）平成29年7月3日（月）まで

　　【第2次募集】平成30年1月5日園まで
5　出願資格を認められた者は出願書類を受理しますので，検定料を12ページの「検定料の払
込方法」のとおり払い込み，4ページ「4（2咄願書類等」のうち，未提出の書類を取り揃え，
出願期限までに入試室へ提出してください。

6　審査等書類の提出期限に遅れた場合は，審査等書類は受理しません。
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地下鉄

市バス

注1

　2

本学への交通案内
中央本線

鶴舞線（上小田井　　　赤池）

桜通線（中村区役所←→徳重）
　　　　　　　　みょう　けん　ちょう
趣）（栄←→妙見町）

（i麺）は，市バスの系統番号

鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）

鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）

吹上駅下車（5番出ロから西へ約900m）

名大病院下車（東へ約200m）

バスの運行時間は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意してください。
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名古屋工業大学入試室
　　　　　　　ご　き　そちょう
名古屋市昭和区御器所町（r＝466－8555）

電話052（735）5083
ホームページアドレス　http：〃Www．nitech．acJp

表紙　本学創設の明治38年（1905年）当時に建設された

　　　講堂内部正面図面

一
一

一
一
一



＝　　平成30年度大学院工学研究科　（博士後期課程）（第1次募集・第2次募集）　国立大学法人名古屋工業大学目次平成30年度大学院工学研究科（博士後期課程）学生募集要項教育理念アドミッション・ポリシー………………・……・……・……・………・……　1カリキュラム・ポリシー・………………・……………・・…・………・………　1ディプロマ・ポリシー………………・・……………………………・・……・・21　募集専攻及び募集人員……………・…・…・……………・・……………・32出願資格……・…………・……………・…・・………・……・…・・…33出願期間…・……………・…・・……………・………・…・……・・…44　出　願　手　続・………………・………・………・・……・……・……・…・45　受験票の交付…・……・………・…………・……・・………・・………・…56　障害等のある入学志願者との事前相談………………・…………・…・57　受験時に来日する外国人の査証（ビザ）申請…………・…・…・……　68　入学者選抜方法………・…・……・・…・……………・……………・…・・…　69　試　　験　　場………・……・・…・……………・…・……・………・……・610　合格者発表及び入学手続　・…………………………・………・………　611　入学手続時に必要な経費　……・……・……・・……・…………・………　712入試情報…・・……………・…………・…・…・………・…・……・713　志望専攻及び希望教員　・…・……………・………・・………・…………　814　課程の修了の認定及び学位の授与　・…・……………・………………　815共同大学院…・…・…………・………………・………・…………・816奨　学　金…・……………・・………・・………・・………・………・917　安全保障輸出管理について　……・・…………・・…・……………・……　918　問い合わせ先　・・…………………………………・…………・・……・…　9出願資格（6）による出願について……………………・……………・・………　10出願資格（7）による出願について・………………・・……………・…・・………　10出願資格（8）による出願について……・…・………・…・…………・…・………　11検定料の払込方法一…………………………………・…………・…・…・……　12本学への交通案内…………・……・…………・…・…・……・…・………・…・裏表紙教育理念　名古屋工業大学では，rrものづくり』『ひとづくり』r未来づくり』を理念として，将来にわたって人類の幸福や国際社会の福祉を達成する方向を示し，同時にそれに対応できる人材を育成する。」ことを教育理念としています。　本学の卒業生は一人ひとりが国際社会の中で様々な人々・分野と協働し，持続的未来社会への責任を自覚し，実践の申で革新的な学術と技術を創造する能力を有する実践的工学エリートとして活躍することが期待されます。アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）大学院博士後期課程　教育理念に従って人材を育成するため次を満たす学生を広く国内外から受け入れています。　大学院博士後期課程で学ぶ学生は修士の能力と工学の専門知識技術革新への使命感をもち，本学の理念をよく理解し，工学の使命を果たす意欲をもつ人です。1　修士課程を修了するか，あるいはこれと同等の能力をもつ人2　志望する専門分野についての高度な専門知識とこれを活用して問題解決をする能力，新規で有用な研究を遂行する能力をもつ人3　英語等によって学術論文を読解・叙述し，他者との専門的議論をすることのできるコミュニケー　ションカをもつ人4　未来のエ学を先導することに強い意欲をもつ人カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）大学院博士後期課程　教育理念に従って人材を育成するため，以下の観点から，教育課程を編成しています。　大学院博士後期課程は，修士の能力と工学の専門知識技術革新への使命感の上に，優れて高度な専門知識を身につけると同時に研究に取り組み，未来社会をつくりだす人材を育成します。1　我が国及び国際社会の課題を技術的側面から理解し産業社会の将来像を展望できる能力を身につける。　そのため，研究倫理において技術の果たすべき責任等を学習し，専門分野のセミナーを通じて，専門分野における課題を深く考察させる。一1一2　1つ以上の分野での深い専門知識と産業技術に関する幅広い関心・洞察力を身につける。　そのため，専門分野の学術課題を深く追求させると同時に，国内外の先端的・実用的研究に触れさせる等，幅広い関心・洞察力を酒養する。3　高い独創性と強い研究推進能力によってイノベーションを牽引する能力を身につける。　そのため，独創的で有用な研究に取り組ませ，また企業実務者を含む多くの分野の研究者との議論に参加させる等技術革新を牽引する能力を酒養する。ディプロマ・ポリシー（修了認定・学位授与の方針）大学院博士後期課程　大学院博士後期課程は，教育理念に従って次の優れて高度な専門知識及び能力を有する技術者・研究者を輩出します。　名古屋工業大学大学院規則で定める修了要件を満たした学生に博士の学位を授与します。1　我が国及び国際社会の課題を技術的側面から理解し，産業社会の将来像を展望できる能力2　1つ以上の分野での深い専門知識と産業技術に関する幅広い関心・洞察力3　高い独創性と強い研究推進能力によってイノベーションを牽引する能力一2一平成30年度　大学院工学研究科（博士後期課程）学生募集要項本学大学院工学研究科（博士後期課程）の学生を次のとおり募集します。1　募集専攻及び募集人員　【第1次募集】募　集　専　攻募集人員生命・応用化学専攻9名物理工学専攻5名電気・機械工学専攻9名情報工学専攻9名社会工学専攻7名共同ナノメディシン科学専攻3名【第2次募集】募　集　専　攻募集人員生命・応用化学専攻若干名物理工学専攻若干名電気・機械工学専攻若干名情報工学専攻若干名社会工学専攻若干名共同ナノメディシン科学専攻若干名注：共同ナノメディシン科学専攻は，名古屋市立大学との共同大学院です。　　詳細については，8ページ「15共同大学院」をご覧ください。2　出　願　資　格次のいずれかに該当する者（1）修士の学位又は専門職学位（学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則（昭和28　年文部省令第9号）第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者及び平　成30年3月31日までに修士の学位又は専門職学位を取得見込みの者（2）外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び修士の学位又は　専門職学位に相当する学位を平成30年3月31日までに取得見込みの者（3）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門　職学位に相当する学位を授与された者及び修士の学位又は専門職学位に相当する学位を平成　30年3月31日までに取得見込みの者（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　士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び修士の学位又は専門職学位に相当　する学位を平成30年3月31日までに取得見込みの者（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修士　の学位に相当する学位を平成30年3月31日までに取得見込みの者（6）外国の学校，（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，大学院設置　基準第16条の2に規定する試験及び審査に担当するものに合格し，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一3一　�@　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，大学院において，　　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もの　�A　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当該外国の学校教育における　　16年の課程を修了した後，大学，研究所等において，2年以上研究に従事した者で，大　　学院において，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かある　　と認めたもの（8）本学大学院において，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，平成30年3月31日までに24歳に達したもの注1：出願資格（6）により出願する者は，10ページの「出願資格（6）の出願について」を参照してください。　2：出願資格（7）により出願する者は，10ページの「出願資格（7）の出順について」を参照してください。　3：出願資格（8）により出願する者は，11ページの「出願資格（8）の出願について」を参照してください。3　出　願　期　間【第1次募集】平成29年7月18日（火）〜7月21日閨【第2次募集】平成30年1月16日閲〜1月19日�戟@出願書類等の受付時間は，9：00から16：00までとします。郵送出願の場合は，書留速達郵便で出願期間最終日の16：00必着とします。4　出　願　手　続（1）出願書類等の提出　　入学志願者は，次の書類等を取りそろえ，所定の期日までに本学入試室に提出してください。　　出願にあたっては，あらかじめ指導を希望する教員と研究内容や出願について相談してください。　　郵送出願する場合は，書留速達郵便とし，封筒の表面には，「大学院（博士後期課程）入学　願書在中」と朱書きしてください。　　なお，海外から出願する場合は，入試室に問い合わせください。（2）出願書類等出　願　書　類注　　意　　事　　項�@入学願書・履歴書・受ｱ票（本学所定の用紙）入学願書には，正面，上半身，無帽のもので，出願前3か月以内にB影した縦4cm×横3cmの写真を全面のり付けしてください。�A志望理由書i本学所定の用紙）噂攻の志望理由」及び「大学院入学後，研究したいテーマ・内容」�各100字程度で記入してください。�B成績証明書（大学院）iコピー不可）出身大学院が作成した博士前期課程又は修士課程の成績証明書を提oしてください。�C成績証明書（学部）iコピー不可）出身大学が作成した成績証明書を提出してください。�D学位取得（見込）証明書iコピー不可）出身大学院が作成したものを提出してください。�E修了（見込）証明書iコピー不可）出身大学院が作成したものを提出してください。�F修士論文の写し修士を持っている者は，修士論文の写しを提出してください。一4一�G研究経過の概要i本学所定の用紙）修士を持たない者は，これまでの研究経過の概要（1，500文字程度）�提出してください。�H著書学術論文学術報告ﾁ許，実用新案等の写し出願資格（7）による者のみ提出してください。�I入学検定料30，000円汳阯ｿは，12ページの「検定料の払込方法」を参照の上，払い込んﾅください。ｦ平成30年3月に本学博士前期課程を修了する見込みの者の検定料は不要です。�J受験票送付用封筒i郵送出願する者のみ）市販の封筒（長形3号，23．5cm×12cm）に，郵便番号，受信場所，氏ｼを記入し，郵便切手（362円）を貼り付けて下さい。�K連絡用シールi本学所定の用紙）入学願書に記載してある「受信場所」と同一の住所を記入してくだｳい。�L住民票の写し外国人は，在留資格及び在留期間が記載された住民票の写しを提出ｵてください。在留資格を有しない者は，パスポートの写しを提出ｵてください。（3）注意事項　�@記入にあたっては，各票とも黒のインク又はボールペン（消せる筆記具は不可）を使用し，　　かい書で明瞭に記入してください。記入ミスをした場合は，ミスをした箇所に二重線を引き，　　余白に正しく記入してください（訂正印は不要です）。　�A　各証明書については，日本語・英語以外で書かれたものは，日本語又は英語の訳文を添付　　してください。　�B出願書類等の不備なものは，受理しません。　�C提出後出願書類等の返還及び記入事項の変更は，認めません。　�D既納の検定料は，返還しません。　�E　出願書類等に虚偽の事項を記入したことが判明した場合は，入学後でも入学を取り消すこ　　とがあります。　�F本学入学者選抜に用いた個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保　　護に関する法律」に基づいて，次のとおり取り扱います。　　ア　今後の入学者選抜に係る調査・研究のために利用します。　　イ　入学者選抜及び上記アの利用に当たっては，守秘義務等を締結した業者（以下「業者」　　　という。）に一部を委託する場合があります。　　　　この場合，この業者に対して委託した業務の範囲内で，個人情報を提供します。　　ウ　入学者については，入学者選抜に用いた出願書類等や個人情報を，学籍などの教務関係，　　　修学指導関係及び学生支援関係に関する業務を行うため利用します。5　受験票の交付出願書類等を持参した者には，その場で交付します。また，郵送出願した者には，郵送します。6　障害等のある入学志願者との事前相談　本学大学院に入学を志願する者で，学校教育法施行令第22条の3に定める障害のあるもの又はその他の障害等があるもののうち，受験上及び修学上の配慮を必要とするものは，出願の前に，一5一下記により相談してください。（1）相談の時期及び方法　　　【第1次募集】平成29年6月23日閨まで　　　【第2次募集】平成29年12月21日�鰍ﾜで　　　上記の期限までに相談する内容を文書又は電話等で連絡してください。必要な場合は，本　　学において志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等との面談等を行います。（2）連　　絡　　先　9ページの「18問い合わせ先」にお願いします。7　受験時に来日する外国人の査証（ビザ）申請　受験時に来日する際国によっては査証（ビザ）が必要になりますので，詳しくは，自国の日本大使館・領事館に確認してください。　本学を受験するために「短期滞在ビザ」を申請する場合，自己の責任で必要な条件を揃えて手続きを行ってください（本学が「招へい人」，「身元保証人」になることはできません）。8　入学者選抜方法　入学者の選抜は，ロ述試験面接修士論文等の審査及び成績証明書を総合して判定します。ω　入学者選抜　　個別に，次の事項について審査します。　�@　口述試験　　　提出された修士論文等（4ページ，4（2）の�F及び5ページ�G）について，プレゼンテーショ　　ンを行い，研究内容及び専門知識について質問します。共同ナノメディシン科学専攻につい　　ては，英語及び専門部門に関する口頭試問についても実施します。　　　詳細については，受験票とともに送付します。　�A　面　　接　　　研究意欲，人物等（2）選考時期　　　【第1次募集】平成29年8月23日（杓　　　【第2次募集】平成30年1月26日●9　試　　験　　場名古屋工業大学詳細については，受験票送付の際にお知らせします。10　合格者発表及び入学手続（1）次のB時に本学ホームページ（http：／／www．nitech．acjp／）上に合格者の受験番号を掲載す　るとともに，合格者に合格通知を送付します。一6一　　　【第1次募集】平成29年9月8日翻　10：00　　　【第2次募集】平成30年2月6日�戟@15：00　　なお，電話による問い合わせには一切応じません。　　また，受験票は入学手続時に必要なため，それまで必ず保管してください。（2）合格者（又は代理人）は，次の日時に入学手続を行ってください。入学手続日時までに入学　手続を行わない場合は，入学を辞退したものとして取り扱います。　　なお，平成30年2月上旬に送付する「入学手続要領」に基づき，郵送による入学手続を認　めます。入学手続に必要な書類等は「入学手続要領」に同封します。入学手続日時入学手続会場平成30年3月23日翻　9：00〜16：00名古屋工業大学川　入学手続時に必要な経費入　学　料282，000円（予定額）授　業　料年額i當・円｛�f；：；：1：鵬注1　平成30年3月に本学博士前期課程を修了した者の入学料は不要です。　2　入学料及び授業料については，入学時及び在学中に改定が行われた場合には，新入学料　　及び新授業料が適用されます。　3　授業料は，希望により前期分を納入の際に後期分も併せて納入できる制度があります。　4　授業料（前期分）を入学手続時に納入しない場合は，平成30年4月2日（月）から4月27　　日（翁までに納入してください。　5：既納の入学料及び授業料は，返還しません。ただし，授業料については，入学手続完了　　者が平成30年3月31日出までに入学を辞退した場合には，納入した者の申出により当該　　授業料相当額は，後日返還します。　6　入学料及び授業料については，徴収猶予又は免除する制度があります。12入試情報　平成30年度大学院博士後期課程に係る入試情報は，次の内容を開示します。（1）出願状況等　　志願者数，受験者数，合格者数，入学者数を本学ホームページおよび入試室窓口で提供します。（2）試験成績　�@　受験者本人の申請に基づき，次の事項を開示します。　　　総合評定（A，B，　C）　　　ただし，入学者選抜において，欠席により選抜の対象外となった場合は，開示されません。　�A　申請方法等　　ア　申請期間一7一　　【第1次募集）平成29年9月11日（月）〜9月22日園　　【第2次募集】平成30年2月13日�戟`2月23日閨　イ　申請方法　　　入試室窓口又は郵便で，「試験成績請求願」（本学指定の用紙）に，受験票及び成績送付　　　用封筒（市販の角形2号封筒に，郵便番号，住所及び氏名を明記し，280円分の切手を　　　貼付したもの）を添えて申請してください。　　　なお，郵便で申請する場合は，事前に入試室まで連絡してください。�B開示方法及び時期　　【第1次募集】平成29年10月上旬に申請者本人に郵送します。　　【第2次募集】平成30年4月上旬に申請者本人に郵送します。13　志望専攻及び希望教員　入学願書の中の志望専攻名及び教員名の記入に当たっては，別冊「大学院工学研究科（博士後期課程）担当教員一覧」を参照してください。14　課程の修了の認定及び学位の授与　原則として博士後期課程に3年以上在学し，10単位以上（共同ナノメディシン科学専攻にあっては26単位以上）を修得し，かつ，必要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した者には，下記の学位が授与されます。　なお，共同ナノメディシン科学専攻にあっては，修了に必要な26単位以上のうち，10単位以上を相手大学の開講科目から修得しなければなりません。学位の名称専攻分野の名称博士　　　工学@　　学術iノメディシン科学15　共同大学院（1）共同して教育課程を構成する大学院（共同大学院）とは　　複数の大学が連携して教育研究資源を最大限に活用し，地域の活性化への貢献や新たな学際　的・先端的領域への先導的な対応を可能とする質の高い教育研究を推進するため，共同で教育　課程を実施し，連名で学位授与を可能とする仕組みを利用した大学院です。（2）本共同大学院の主な特徴　�@　名古屋工業大学と名古屋市立大学の連名による学位が授与されます。　�A　名古屋工業大学と名古屋市立大学の両大学に在籍することになりますが，主として研究指　　導を担当する専任教員（主指導教員）が在籍する大学に本籍を置き，当該大学の他の学生と　　同様のサービスを受けることができます。また，「本籍を置かない」大学でも図書館利用な　　どのサービスを受けることができます。ただし，一部，各大学の事情により利用できない施一8一　設等がある場合があります。�B　本籍を置いた大学以外の構成大学の教員（副指導教員）からも研究指導が受けられる体制　となります。�C名古屋工業大学と名古屋市立大学の両大学で開講する共同大学院の講義を受講することに　なります。　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1重要なお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　1　　（1）出願大学，受験大学，本籍を置く大学について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　1　　　　名古屋工業大学に所属する専任教員を主指導教員とする場合は，名古屋工業大学へ出願　：　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　1　　　し，名古屋工業大学において入学者選抜試験を受験することとなります。この場合，入　l　l　　　学後に本籍を置く大学は，「名古屋工業大学」となり，入学手続，授業料等の納付，奨学　：　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　金の申請等に関して，名古屋工業大学の学生として取扱います。　　　　　　　　　　　　1　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　なお，名古屋市立大学に所属する専任教員を主指導教員とする場合は，名古屋市立大　1　：　　学に出願し，名古屋市立大学において入学者選抜試験を受験することとなります。　　　　1　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　：　　（2）本共同ナノメディシン科学専攻において，名古屋工業大学と名古屋市立大学を併願す　：　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　：　　ることはできません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116　奨　　学　　金日本学生支援機構奨学金の貸与を希望する者には，選考の上，奨学金が貸与されます。17　安全保障輸出管理について　名古屋工業大学では，「外国為替及び外国貿易法」に基づき，「名古屋工業大学安全保障輸出管理規程」を定め，外国人留学生の受入れに際し厳格な審査を実施しています。　規制事項に該当する場合は，希望する教育が受けられない場合や研究ができない場合がありますので，注意してください。　【参考】「名古屋工業大学安全保障輸出管理規程」　　　　　　　　地p：／／kisoku．web．nitech．acJp／houki／204042．htm経済産業省「安全保障貿易管理」　　　http：／／www．meti90．jp／policy／anpo／gaiyou．htm118問い合わせ先この学生募集要項に関する照会は，Eメール又は電話等で行ってください。　　　　　　　　　　　　　ご　き　そちょう〒466−8555　名古屋市昭和区御器所町　　　　　　名古屋工業大学　入試室　　　　　　電　　　　言舌　　052　（735）　5083　　　　　　FAXO52（735）5084　　　　　　Eメール　nit．nyushi＠adm．nitech．ac．jp一9一出願資格（6）の出願について1　出願資格（6）に定める「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」は，「博士論文研究基礎力審査」に相当する審査に合格した者です。　　「博士論文研究基礎力審査」とは次の閨及び（2）の試験及び審査をいいます。（1）専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎　　的素養についての試験（2）博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力についての審査2　出願資格（6）により出願する者については，名古屋工業大学大学院工学研究科において入学資格審査を行います。3　前記2の審査を受ける者は，4ページの「4（2）出願書類等」に示す�@，�A，�B，�G，�Kに加え，次に示す書類を入試室に提出してください。　　【第1次募集】平成29年5月22日（月）16：00まで　　【第2次募集】平成29年11月17日園　16：00まで　。博士論文研究基礎力審査に相当する審査に合格したことの証明　・当該審査の合格の基準　・当該審査の合格と当該大学における修士の学位の授与要件の関係を示す資料　。当該審査に合格した者と当該大学に編入学した他の大学の修士の学位を有する者の当該大　学における博士の学位を授与するプログラムにおける取扱いの関係を示す資料　。入学資格審査申請書（本学所定の用紙）4　審査の結果は，本人に連絡します。　　【第1次募集】平成29年7月3日（月）まで　　【第2次募集】平成30年1月5日翻まで5　出願資格を認められた者は出願書類を受理しますので，検定料を12ページの「検定料の払込方法」のとおり払い込み，4ページ「4（2）出願書類等」のうち，未提出の書類を取り揃え，　出願期限までに入試室へ提出してください。6　審査等書類の提出期限に遅れた場合は，審査等書類は受理しません。出願資格（7）の出願について1　出願資格（7）に定める「文部科学大臣の指定した者」は，次の（1）及び（3）又は，（2）及び（3）の要件を満たす者です。（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（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　育における授業科園を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16　年の課程を修了した後，大学，研究所等において，2年以上研究に従事した者（3）著書，学術論文，学術講演，学術報告，特許，実用新案等において修士学位論文と同等　以上の価値があると認められる業績を有する者2　出願資格（7）により出願する者については，名古屋工業大学大学院工学研究科において入学資格審査を行います。3　前記2の審査を受ける者は，4ページの「4（2）出願書類等」に示す�@，�A，�G，�H，�Kに加え，次に示す書類を入試室に提出してください。　　【第1次募集〕平成29年5月22日（月）16：00まで　　【第2次募集】平成29年11月17El閨　16：00まで　。学部の成績証明書　・学部の卒業証明書　・入学資格審査申請書（本学所定の用紙）4　審査の結果は，本人に連絡します。　　【第1次募集】平成29年7月3日�汲ﾜで　　【第2次募集】平成30年1月5日�撃ﾜで5　出願資格を認められた者は出願書類を受理しますので，検定料を12ページの領定料の払込方法」のとおり払い込み，4ページ「4（2）出願書類等」のうち，未提出の書類を取り揃え，　出願期限までに入試室へ提出してください。6　審査等書類の提出期限に遅れた場合は，審査等書類は受理しません。一10一出願資格（8）の出願について1　出願資格（8）に示す「本学大学院において，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，平成30年3月31日までに24歳に達するもの」　の範囲は，（1灰は（2）の要件を満たす者です。　（1）大学を卒業した後，科学・技術関係分野で2年以上の業務経験を有し，著書，学術論文，　　学術講演学術報告，特許などにおいて修士学位論文と同等以上の価値があると認められ　　る業績を有する者　（2）短期大学，高等専門学校，専修学校，各種学校の卒業者及びその他教育施設の修了者等で，　　個別の学習歴や実務経験・国際的活動経験等の実務を有する者2　出願資格（8）により出願する者については，名古屋工業大学大学院工学研究科において入学資格審査を行います。3　前記により審査を受ける者は，4ページの「4（2）出願書類等」に示す�@，�A，�G，�H，�Kに加え，次に示す書類を入試室に提出してください。　　【第1次募集】平成29年5月22日（月）16：00まで　　【第2次募集】平成29年11月17日鍋　16：00まで　上記1−（1）により審査を受ける者　・学部の成績証明書　・学部の卒業証明書　・入学資格審査申請書（本学所定の用紙）　上記1−（2）により審査を受ける者　・最終学校等の成績証明書　・最終学歴の卒業証明書又は修了証明書　・出身学校の学校概要・カリキュラム等教育課程が明らかになる資料　。入学資格審査申請書（本学所定の用紙）4　審査の結果は，本人に連絡します。　　【第1次募集）平成29年7月3日（月）まで　　【第2次募集】平成30年1月5日園まで5　出願資格を認められた者は出願書類を受理しますので，検定料を12ページの「検定料の払込方法」のとおり払い込み，4ページ「4（2咄願書類等」のうち，未提出の書類を取り揃え，出願期限までに入試室へ提出してください。6　審査等書類の提出期限に遅れた場合は，審査等書類は受理しません。一ll一JR東海地下鉄市バス注1　2本学への交通案内中央本線鶴舞線（上小田井　　　赤池）桜通線（中村区役所←→徳重）　　　　　　　　みょう　けん　ちょう趣）（栄←→妙見町）（i麺）は，市バスの系統番号鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）吹上駅下車（5番出ロから西へ約900m）名大病院下車（東へ約200m）バスの運行時間は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意してください。讃夢4圭加灘輻　　盤撫曄欝苦書藩名古屋工業大学入試室　　　　　　　ご　き　そちょう名古屋市昭和区御器所町（r＝466−8555）電話052（735）5083ホームページアドレス　http：〃Www．nitech．acJp表紙　本学創設の明治38年（1905年）当時に建設された　　　講堂内部正面図面一一一一一

