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共同大学院について

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，’ 蛯ﾆして

　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。

重要なお知らせ

1　出願大学，受験大学，本籍を置く大学について

　　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。

　　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。

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ること

はできません。



平成29年度名古屋工業大学大学院工学研究科（博士後期課程｝

　共同ナノメディシン科学専攻10月入学　学生募集要項

　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　次

教育理念

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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

共同専攻設置の目的　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

1　募集専攻および募集人員　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

2　出願資格　・・・・・・・・・・・・・・・・…　　．．．．．．．．．

3　出願期間　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

4　出願手続　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　．．

5　受験票の交付　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

6　障害等のある入学志願者との事前相談　・・・・・・・・・・・・・…

7　受験時に来日する外国人の査証（ビザ）申請　・・・・・・・・・・・…

8　入学者選抜方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

9　合格者発表及び入学手続　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

10　入学手続時に必要な経費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

11　入試情報　・・・・・・・・・・・・・・・・…　　．．．．．．．．．

12　研究部門及び指導教員等一覧　・・・・・・・・・・・・・・・・…

13　課程の修了の認定及び学位の授与　・・・・・・・・・・・・・・…

14　奨学金　・・・・・・・・・・・…　　．．．．．．．．．．．．．．．

15　安全保障輸出管理について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

16　問い合わせ先　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

6

6

6

7

7

8

8

9

9

9



教育理念

　名古屋工業大学では，「『ものづくり』『ひとづくり』『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，実践の中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　未来の工二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
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て，専門分野における課題を深く考察させる。

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

共同専攻設置の目的

　今日の欧米の創薬事情を鑑みた時，我が国の創薬技術自身は決してそれに引けを取らないレベル

にある。しかし，研究成果の技術開発・産業技術への転化及び人材育成力の弱さ，産学問の人材流

動性の低さと非効率等々に多くの課題がある。薬学と工学はもともと共に「ものづくり」という共

通概念を持ちながらも，その対象が異なることから，それぞれ別々に発展・展開し，名古屋市立大

学薬学研究科は創薬や薬品送達・動態学を中心に，名古屋工業大学工学研究科はナノテクノロジー

やナノバイオロジーを中心に発展してきた。そのため現在，この両者の強みを活かした創薬システ

ムを構築することによって，上記課題の解決が期待されている。折しも，平成20年度に大学院G

P「薬工融合型ナノメディシン創薬研究者の育成」が採択され，平成23年3月まで遂行し，多く

の優秀な融合型学生の育成に努め，名古屋工業大学では創薬関連企業へも多くの人材を就職させる

ことができるなど，成功裏に終えることができた。そこで，これを更に発展的に継続させ，薬学の

強みである先進創薬と薬物送達・動態科学と，工学の強みであるナノテクノロジーとナノバイオロ

ジーそしてプロセス工学とを併せ持った，薬・工両方に精通した薬工融合型人材を育成するため，＜

総合的教育研究を遂行する共同教育研究システムである大学院共同専攻を設置することとなった。

従って，本専攻では最先端医療や最新創薬に関する教育・研究と高度なナノバイオ工学に関する教

育・研究の実質的連携により，薬工両面に精通した双頭傭轍型の技術者・研究者を育成することを

目的とする。
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平成29年度　名古屋工業大学大学院工学研究科（博士後期課程｝

　　共同ナノメディシン科学専攻10月入学　学生募集要項

　本学大学院工学研究科（博士後期課程）共同ナノメディシン科学専攻10月入学の学生を次のと

おり募集します。

1募集専攻及び募集人員

募 集 人 員

募　集　専　攻 名古屋工業大学

i工学研究科）

名古屋市立大学

i薬学研究科）

共同ナノメディシン科学専攻 若干名 若干名

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29年9月30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29年9月30臼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

　　29年9月30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29年9月30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29年9月30日までに取得見込みの者

（6）外国の学校，第四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

　　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
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　　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があると認めた

　　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29年9月30日までに24歳に達するもの

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。

注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）の出願について」

　　を参照してください。

注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

　平成29年7月18日（火）～　7月21日（金）

　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，書留速達書留

　郵便により名古屋工業大学入試課に7月21日（金）16：00必着とし，出願期間を過ぎたものは

　受理しません。

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課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　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，書留速達書留郵便とし，封筒の表面には，「大学院共同ナノメディシン

科学専攻10月入学願書在中」と朱書きしてください。

　なお，海外から出願する場合は，入試課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，受験

[（本学所定の用紙）

入学願書には，正面，無帽のもので，出願前3か月以内に撮

eした縦4cm×横3cmの写真を全面のり付けしてくださ
｢。

② 志望理由書

i本学所定の用紙）

「専攻の志望理由」及び吠学院入学後，研究したいテーマ・

燉e」を各100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

曹��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

早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。
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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。

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

囃�x）を提出してください。

⑨ 著書，学術論文，学術報

吹C特許，実用新案等の

ﾊし

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 3◎，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

｢込んでください。

ｦ平成29年9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

M場所，氏名を記入し，郵便切手（362円）を貼り付けてく

ｾさい。

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

ﾄください。

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

��oしてください。在留資格を有しない者は，パスポート

ﾌ写しを提出してください。

（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。
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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，平成29年6月

23日（金）までに，本学入試課へ申し出てください。

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，口述試験，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。

（1）入学者選抜

　　個別に，次の事項について審査します。

　　①　ロ述試験

　　　　提出された修士論文等（4ページ，4（2）の⑦，⑧又は⑨）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。また，英語及び専門部門に関する口

　　　頭試問を行います。

　　②　面接

　　　　研究意欲，人物等

（2）試験の臼時

　　平成29年8月23日（水）

（3）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。

9　合格者発表及び入学手続

（1）平成29年9月8日（金）10：00に，名古屋工業大学のホームページ（ht七p：〃wwwnitech．acjp／）

　上に合格者の受験番号を掲載するとともに，合格者に合格通知書を送付します。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）入学手続日　9月19日（火）
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10　入学手続時に必要な経費

入学料 282，000円（予定額）

授業料 年杣

注1：平成29年9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（後期分）を入学手続時に納入しない場合は，平成29年10月2日（月）から10

　　　月31日（火）までに納入してください。

　4：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29年9月30日（土）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。

　5：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。

11入　試　情　報

　　平成29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）　出原則犬況等

　　　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及び入試課窓口で提供します。

　（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

　　　　平成29年9月11日（月）～　9月22日（金）

　　イ　申請方法

　　　　入試課窓日又は郵便で，「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，事前に入試課まで連絡してください。

　③開示方法及び時期

　　　平成29年10月上旬に申請者本人に郵送します。
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12　研究部門及び指導教員等一覧

研究部門 職名 氏名 現在の主要研究テーマ

機能医薬創成学 教授 柴田哲男 1　含フッ素有機化合物の触媒的不斉合成

2　生理活性物質の設計と不斉合成

3　機瀧性色素の合成と抗癌剤への展開

准教授 小澤　智宏 1　高選択型生体内小分子センサーの開発

2　特異な場を持つ金属錯体系の構築とその生

物無機化学的評価

薬物送達・動態科学 教授 出羽　毅久 1　光エネルギー変換膜タンパク質による機能

界面の創製

2　脂質二分子膜を用いた光合成膜タンパク質

の分子レベルでの配列制御と機能化

3　核酸医療のための非ウイルス系ナノ粒子の

開発

教授 山下　啓司 1　分子認識能を有するインプリンティングハ

イドロゲルによるレアメタル吸着

2　環境緩衝能を有する無機一有機ハイブリッ

ドハイドロゲルの合成

3　機能性廃材を利用した環境浄化

医薬支援ナノ工学 教授 築地　真也 1　細胞を見る化学の開拓

2　細胞を操る化学の開拓

3　細胞を作る化学の開拓

教授 中村　匡徳 1　生理流体力学（血液流，呼吸器内気流，赤

血球流）

2　バイオマイクロフルイディクス（がんの力

学的予防と治療，細胞分別）

3　バイオミメティクス（鳥類の呼吸・循環器

に学ぶ高性能物質輸送・交換機構の創製）

准教授 水野　稔久 1　リポペプチドベースの機能分子開発

2　生体高分子を利用した生理活性材料の開発

13　課程の修了の認定及び学位の授与

　　原則として本課程に3年以上在学し，授業科目について所定の単位を修得し，かつ，必要な研

　究指導を受けた上，学位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，修了に必要な修得単位は26単位以上とし，相手大学の開講科目を10単位以上修得しな

　ければなりません。

学位の名称 専攻分野の名称

博士 ナノメディシン科学
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14　奨　学　金

　　奨学金の貸与を希望する者には，日本学生支援機構を始め，企業，地方公共団体等から奨学金

　の貸与が受けられることがありますので下記まで問い合わせください。

　　　　　〔問い合わせ先〕

　　　　　　　名古屋工業大学学生生活課　奨学担当

　　　　　　　電話　　052　（735）　5076，　5078

15　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二場合があり

　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」

　　　　　　　　　　　h七七：／／kisoku．web．ni七ech．ac．’／houkV204042．h七m

経済産業省「安全保障貿易管理」

　　　　ht七／／wwwmeti　o右／01ic／an　o／ai斑htm1

16　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。

干466－8555
　　　　　　　ごきそちょう
名古屋市昭和区御器所町

名古屋工業大学　入試課

電話　　　（052）735－5083

㎜　　　　　（052）　735－5084

Eメールni七．nyushi＠adm．nitech．acjp
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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（1）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）博士論文にかか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，次に示す書類を平成29年5月22日（月）16：00までに入試課に提出してくだ
　さい。

　・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，平成29年7月3日（月）までに本人に連絡します。

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ページの喉定料

　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課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。

　⑦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
　　③著書，学術論文，学術講演，学術報告，特許，実用新案等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　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，次に示す書類を平成29年5月22日（月）16：00までに入試課に提出してくだ
　さい。

　・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，平成29年7月3日（月）までに本人に連絡します。

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F4（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課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）に示す体学大学院において，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29年9月30日までに24歳に達す
　るもの」の範囲は，①又は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，次に示す書類を平成29年5月22日（月）16：00までに入試課に提出してくだ
　さい。

　上記1一①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1一②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，平成29年7月3日（月）までに本人に連絡します。

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ページの喉定料
　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課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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名古屋工業ンC学への交通案殉

JR東海　　中央本線　　　　　　　　　　　鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）

地下鉄　　　鶴舞線（上小田井⇔赤池）　鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）

　　　　　　桜通線（中村区役所e徳重）　吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）

市バス　　　栄18（栄く一→・妙見町）　名大病院下車（東へ約200m）

　　注1：栄18は，市バスの系統番号

　　　2：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。

名古屋工業大学入試課
名古屋市昭和区御器所町（〒466－8555）

電　　言舌　　　（052）　735－5083

ホームページアドレス　http：／／wwwnitech．acjp



平成29年度名古屋工業大学大学院工学研究科・名古屋市立大学大学院薬学研究科　　　共同ナノメディシン科学専攻10月入学　　　　　　　　　　（博士後期課程）国立大学法人名古屋工業大学共同大学院について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，’蛯ﾆして　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。重要なお知らせ1　出願大学，受験大学，本籍を置く大学について　　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。　　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。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ることはできません。平成29年度名古屋工業大学大学院工学研究科（博士後期課程｝　共同ナノメディシン科学専攻10月入学　学生募集要項　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　次教育理念アドミッション・ポリシー　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…カリキュラム・ポリシー　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…ディプロマ・ポリシー　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…共同専攻設置の目的　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…1　募集専攻および募集人員　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…2　出願資格　・・・・・・・・・・・・・・・・…　　．．．．．．．．．3　出願期間　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…4　出願手続　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　．．5　受験票の交付　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…6　障害等のある入学志願者との事前相談　・・・・・・・・・・・・・…7　受験時に来日する外国人の査証（ビザ）申請　・・・・・・・・・・・…8　入学者選抜方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…9　合格者発表及び入学手続　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…10　入学手続時に必要な経費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…11　入試情報　・・・・・・・・・・・・・・・・…　　．．．．．．．．．12　研究部門及び指導教員等一覧　・・・・・・・・・・・・・・・・…13　課程の修了の認定及び学位の授与　・・・・・・・・・・・・・・…14　奨学金　・・・・・・・・・・・…　　．．．．．．．．．．．．．．．15　安全保障輸出管理について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…16　問い合わせ先　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…11223344666667788999教育理念　名古屋工業大学では，「『ものづくり』『ひとづくり』『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，実践の中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　未来の工二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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1て，専門分野における課題を深く考察させる。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共同専攻設置の目的　今日の欧米の創薬事情を鑑みた時，我が国の創薬技術自身は決してそれに引けを取らないレベルにある。しかし，研究成果の技術開発・産業技術への転化及び人材育成力の弱さ，産学問の人材流動性の低さと非効率等々に多くの課題がある。薬学と工学はもともと共に「ものづくり」という共通概念を持ちながらも，その対象が異なることから，それぞれ別々に発展・展開し，名古屋市立大学薬学研究科は創薬や薬品送達・動態学を中心に，名古屋工業大学工学研究科はナノテクノロジーやナノバイオロジーを中心に発展してきた。そのため現在，この両者の強みを活かした創薬システムを構築することによって，上記課題の解決が期待されている。折しも，平成20年度に大学院GP「薬工融合型ナノメディシン創薬研究者の育成」が採択され，平成23年3月まで遂行し，多くの優秀な融合型学生の育成に努め，名古屋工業大学では創薬関連企業へも多くの人材を就職させることができるなど，成功裏に終えることができた。そこで，これを更に発展的に継続させ，薬学の強みである先進創薬と薬物送達・動態科学と，工学の強みであるナノテクノロジーとナノバイオロジーそしてプロセス工学とを併せ持った，薬・工両方に精通した薬工融合型人材を育成するため，＜総合的教育研究を遂行する共同教育研究システムである大学院共同専攻を設置することとなった。従って，本専攻では最先端医療や最新創薬に関する教育・研究と高度なナノバイオ工学に関する教育・研究の実質的連携により，薬工両面に精通した双頭傭轍型の技術者・研究者を育成することを目的とする。2平成29年度　名古屋工業大学大学院工学研究科（博士後期課程｝　　共同ナノメディシン科学専攻10月入学　学生募集要項　本学大学院工学研究科（博士後期課程）共同ナノメディシン科学専攻10月入学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募集人員募　集　専　攻名古屋工業大学i工学研究科）名古屋市立大学i薬学研究科）共同ナノメディシン科学専攻若干名若干名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29年9月30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29年9月30臼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　　29年9月30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29年9月30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29年9月30日までに取得見込みの者（6）外国の学校，第四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　　�@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163　　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があると認めた　　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29年9月30日までに24歳に達するもの注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。注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）の出願について」　　を参照してください。注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　平成29年7月18日（火）〜　7月21日（金）　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，書留速達書留　郵便により名古屋工業大学入試課に7月21日（金）16：00必着とし，出願期間を過ぎたものは　受理しません。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課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　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，書留速達書留郵便とし，封筒の表面には，「大学院共同ナノメディシン科学専攻10月入学願書在中」と朱書きしてください。　なお，海外から出願する場合は，入試課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，受験[（本学所定の用紙）入学願書には，正面，無帽のもので，出願前3か月以内に撮eした縦4cm×横3cmの写真を全面のり付けしてくださ｢。�A志望理由書i本学所定の用紙）「専攻の志望理由」及び吠学院入学後，研究したいテーマ・燉e」を各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曹�提出してください。�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）証明早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。4�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。�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文囃�度）を提出してください。�H著書，学術論文，学術報吹C特許，実用新案等のﾊし出願資格（7）による者のみ提出してください。�I入学検定料3◎，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｢込んでください。ｦ平成29年9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M場所，氏名を記入し，郵便切手（362円）を貼り付けてくｾさい。�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ﾄください。�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�提出してください。在留資格を有しない者は，パスポートﾌ写しを提出してください。（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。55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，平成29年6月23日（金）までに，本学入試課へ申し出てください。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，口述試験，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。（1）入学者選抜　　個別に，次の事項について審査します。　　�@　ロ述試験　　　　提出された修士論文等（4ページ，4（2）の�F，�G又は�H）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。また，英語及び専門部門に関する口　　　頭試問を行います。　　�A　面接　　　　研究意欲，人物等（2）試験の臼時　　平成29年8月23日（水）（3）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。9　合格者発表及び入学手続（1）平成29年9月8日（金）10：00に，名古屋工業大学のホームページ（ht七p：〃wwwnitech．acjp／）　上に合格者の受験番号を掲載するとともに，合格者に合格通知書を送付します。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）入学手続日　9月19日（火）610　入学手続時に必要な経費入学料282，000円（予定額）授業料年杣注1：平成29年9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（後期分）を入学手続時に納入しない場合は，平成29年10月2日（月）から10　　　月31日（火）までに納入してください。　4：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29年9月30日（土）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。　5：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。11入　試　情　報　　平成29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）　出原則犬況等　　　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及び入試課窓口で提供します。　（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　　　　平成29年9月11日（月）〜　9月22日（金）　　イ　申請方法　　　　入試課窓日又は郵便で，「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，事前に入試課まで連絡してください。　�B開示方法及び時期　　　平成29年10月上旬に申請者本人に郵送します。712　研究部門及び指導教員等一覧研究部門職名氏名現在の主要研究テーマ機能医薬創成学教授柴田哲男1　含フッ素有機化合物の触媒的不斉合成2　生理活性物質の設計と不斉合成3　機瀧性色素の合成と抗癌剤への展開准教授小澤　智宏1　高選択型生体内小分子センサーの開発2　特異な場を持つ金属錯体系の構築とその生物無機化学的評価薬物送達・動態科学教授出羽　毅久1　光エネルギー変換膜タンパク質による機能界面の創製2　脂質二分子膜を用いた光合成膜タンパク質の分子レベルでの配列制御と機能化3　核酸医療のための非ウイルス系ナノ粒子の開発教授山下　啓司1　分子認識能を有するインプリンティングハイドロゲルによるレアメタル吸着2　環境緩衝能を有する無機一有機ハイブリッドハイドロゲルの合成3　機能性廃材を利用した環境浄化医薬支援ナノ工学教授築地　真也1　細胞を見る化学の開拓2　細胞を操る化学の開拓3　細胞を作る化学の開拓教授中村　匡徳1　生理流体力学（血液流，呼吸器内気流，赤血球流）2　バイオマイクロフルイディクス（がんの力学的予防と治療，細胞分別）3　バイオミメティクス（鳥類の呼吸・循環器に学ぶ高性能物質輸送・交換機構の創製）准教授水野　稔久1　リポペプチドベースの機能分子開発2　生体高分子を利用した生理活性材料の開発13　課程の修了の認定及び学位の授与　　原則として本課程に3年以上在学し，授業科目について所定の単位を修得し，かつ，必要な研　究指導を受けた上，学位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，修了に必要な修得単位は26単位以上とし，相手大学の開講科目を10単位以上修得しな　ければなりません。学位の名称専攻分野の名称博士ナノメディシン科学814　奨　学　金　　奨学金の貸与を希望する者には，日本学生支援機構を始め，企業，地方公共団体等から奨学金　の貸与が受けられることがありますので下記まで問い合わせください。　　　　　〔問い合わせ先〕　　　　　　　名古屋工業大学学生生活課　奨学担当　　　　　　　電話　　052　（735）　5076，　507815　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二場合があり　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」　　　　　　　　　　　h七七：／／kisoku．web．ni七ech．ac．’／houkV204042．h七m経済産業省「安全保障貿易管理」　　　　ht七／／wwwmeti　o右／01ic／an　o／ai斑htm116　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。干466−8555　　　　　　　ごきそちょう名古屋市昭和区御器所町名古屋工業大学　入試課電話　　　（052）735−5083�o　　　　　（052）　735−5084Eメールni七．nyushi＠adm．nitech．acjp9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（1）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）博士論文にかか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，次に示す書類を平成29年5月22日（月）16：00までに入試課に提出してくだ　さい。　・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，平成29年7月3日（月）までに本人に連絡します。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ページの喉定料　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課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�@及び�B又は，�A及び�Bの　要件を満たす者です。　�F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　�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　　�B著書，学術論文，学術講演，学術報告，特許，実用新案等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　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，次に示す書類を平成29年5月22日（月）16：00までに入試課に提出してくだ　さい。　・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，平成29年7月3日（月）までに本人に連絡します。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F4（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課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。10出願資格（8）の出願について1　出願資格（8）に示す体学大学院において，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29年9月30日までに24歳に達す　るもの」の範囲は，�@又は�Aの要件を満たす者です。　�@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　�A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，次に示す書類を平成29年5月22日（月）16：00までに入試課に提出してくだ　さい。　上記1一�@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1一�A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，平成29年7月3日（月）までに本人に連絡します。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ページの喉定料　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課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。11名古屋工業ンC学への交通案殉JR東海　　中央本線　　　　　　　　　　　鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）地下鉄　　　鶴舞線（上小田井⇔赤池）　鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）　　　　　　桜通線（中村区役所e徳重）　吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）市バス　　　栄18（栄く一→・妙見町）　名大病院下車（東へ約200m）　　注1：栄18は，市バスの系統番号　　　2：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。名古屋工業大学入試課名古屋市昭和区御器所町（〒466−8555）電　　言舌　　　（052）　735−5083ホームページアドレス　http：／／wwwnitech．acjp

