令和３年度（４月・１０月入学）

神戸大学大学院農学研究科
博士課程後期課程

外国政府等奨学金受給外国人留学生
特別選抜学生募集要項

令和３年度（４月・１０月入学）
神戸大学大学院農学研究科博士課程後期課程
外国政府等奨学金受給外国人留学生特別選抜学生募集要項
１．専攻及び募集人員
専

攻

人

員

食料共生システム学専攻
若 干 人

資源生命科学専攻
生命機能科学専攻

２．出願資格
外国人で在留資格「留学」の資格を取得している者（入学時に取得見込みの者を含む。）
で，次の各号に該当する者とします。
（１）外国政府，大学，企業等の財団から奨学金を受給されることが保証された者
（２）学歴：（４月入学希望者）修士の学位に相当する学位を授与された者又は令和３年３月
３１日までに取得見込みの者
（１０月入学希望者）修士の学位に相当する学位を授与された者又は令和３年９
月３０日までに取得見込みの者
（３）語学： 英語又は日本語能力が十分な者
（４）健康： 心身ともに神戸大学における学業に支障がないこと
（５）渡日： （４月入学希望者） 令和３年３月中旬頃に行われる入学手続までに渡日
できる者
（１０月入学希望者）令和３年９月下旬頃に行われる入学手続までに渡日
できる者
３．出願手続
（１）出願締切及び出願方法
（４月入学希望者）
令和２年１１月６日（金）までに予定指導教員を通して農学研究科教務学生係に必着
とします。
（１０月入学希望者）
令和３年５月７日（金）までに予定指導教員を通して農学研究科教務学生係に必着と
します。
（２）出願書類提出先
神戸大学大学院農学研究科教務学生係
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町１－１
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（３）出願書類
(A) 入学願書 ： 本研究科所定の用紙
(B) 研究計画 ： 英文 1,200 語程度のもの１部。どのような分野でどのような内容のこと
を研究しようとしているのかが分かるようにＡ４判の用紙に記入し，提出
してください。
(C) 写真 : １枚を入学願書の所定欄に貼付してください。
(D) 出身大学の卒業証明書
(E) 出身大学院の修了（見込）証明書
(F) 成績証明書（１）： 出身大学の学長又は学部長が作成した学業成績証明書
(G) 成績証明書（２）： 出身大学院の学長又は研究科長が作成した学業成績証明書
※(F)(G)については，ＧＰＡ，ＡＢＣのクラス分け，具体的な順位（何人中第何位）
等，出身大学及び出身大学院における成績が明確に判る指標が添えられていなけれ
ば，願書は受理されません。
(H) 修士論文等 ：
(1) 修士課程修了者
修士論文の概要 : Ａ４判で英文 1,200 語程度
(2) 修士課程修了見込の者
研究経過報告書 : Ａ４判で英文 1,200 語程度
(3) 上記以外の研究発表等の資料があれば，提出してください。
(I) 検定料 : ３０，０００円
別紙の郵便局専用払込用紙（様式第５号）にて郵便局で払い込みし，出願時に郵便振
替払込受付証明書を必ず貼付票に糊付けして提出してください。
【注】 海外の金融機関から送金する場合は，必ず日本円で検定料30,000円を下記①
又は②の金融機関に送金してください。海外の金融機関で必要な送金手数
料は振込人負担となります。送金手数料以外の手数料（円為替手数料な
ど）は神戸大学が負担します。海外送金小切手は不可です。海外送金依頼
書のコピーを，入学願書に添付してください。
①
Remittance by

Telegraphic transfer

Bank name

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Bank code

0009

Swift Code

SMBCJPJT

Branch

Rokko

Branch Code

421

Account No．

4142727

Recipient

Kobe University
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②
Remittance by

Telegraphic transfer

Bank name

MUFG Bank, Ltd.

Bank code

0005

Swift Code

BOTKJPJT

Branch

Kobe-chuo

Branch Code

453

Account No．

1164161

Recipient

Kobe University

以下の情報も入れて下さい。
・送金目的：Application Fee
・他の伝言：D65：氏名（氏名の前に D65 を入れてください。）
(J) 奨学金支給予定証明書：奨学金支給財団理事長等が作成したもの
(K) 推薦書 : 出身大学院あるいは所属する研究機関の研究指導者が作成したもの
(L) 英語又は日本語能力の証明書：
(1)TOEFL，TOEIC 等の英語能力の証明書（TOEFL が望ましい）
（英語が母国語の場合又は上記の証明書が無い場合には，予定指導教員による証明書
（様式自由）を提出してください。）
(2)日本語能力試験，日本留学試験日本語科目の成績表
（上記の証明書が無い場合には，予定指導教員による証明書（様式自由）を提出して
ください。）
〔注意事項〕
（１） 英語以外の外国語で書かれた証明書等には，英語訳又は日本語訳を添付してくださ
い。
（２） 志願者は，入学願書に希望する予定指導教員名を記入してください。
また，志願者は予定指導教員と密接な連絡をとり，研究計画を作成してください。
なお，入学願書に予定指導教員名の記入がない場合，出願書類は受理されません。
（３） 出願書類提出後は，記載事項の変更は認めません。
（４） 納付した検定料は出願書類等を提出しなかった又は出願が受理されなかった場合を除
き，いかなる理由があっても返還しません。
（５） 検定料について，大規模自然災害により被災した志願者には，検定料免除の特別措置
を講じます。詳細は神戸大学ホームページを参照してください。
４．選考の方法及び合格発表
提出された書類及び e-mail によるインタビュー記録等により審査を行い，博士課程後期
課程への入学の合否を決定します。
（４月入学希望者）合格者には，令和２年１２月中旬頃に「合格通知書」を発送
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します。
（１０月入学希望者）合格者には，令和３年６月中旬頃に「合格通知書」を発送
します。
なお，電話による照会には，応じません。
５．入学手続及び納付金
（１）入学手続期日・入学手続書類等
（４月入学希望者）
入学手続期間は，令和３年３月中旬の予定です｡その詳細については，入学手続に必
要な書類等と併せて令和３年２月下旬に通知(郵送)します｡
（１０月入学希望者）
入学手続期間は，令和３年９月下旬の予定です｡その詳細については，入学手続に必
要な書類等と併せて令和３年８月下旬に通知(郵送)します｡
（２）入学手続場所
神戸大学大学院農学研究科教務学生係
（３）納付金
区
入

授業料

分
学

金

額

摘

料

２８２，０００円

前期分

２６７，９００円

後期分

２６７，９００円

年 額

５３５，８００円

要

入学料については，入学手続期間に納付
してください。
合格者発表時に郵送する「入学試験合格
者へのお知らせ」や入学手続時に配付する
「新入生の手引き」等をご覧ください。
※ [在学中に授業料改定が行われた場合に
は，改定時から新授業料が適用されます｡]

【注意事項】
（１）既納の入学料はいかなる理由があっても返還しません。
（２）次に該当する者は，入学を取り消されることがあります。
(A) 虚偽の申告をした場合
(B) 上記の入学手続を完了しなかった場合
(C)（４月入学希望者）
令和３年３月３１日までに修士に相当する学位を授与されなかった場合
（１０月入学希望者）
令和３年９月３０日までに修士に相当する学位を授与されなかった場合
６．個人情報
（１）本学が保有する個人情報は，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法
律」等の法令を順守するとともに，「神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指
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針」等に基づき厳密に取扱います。
（２）入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は，入学者の選抜（出願処理，選抜実施），
合格発表，入学手続業務及び今後の入学者選抜方法の検討資料の作成のために利用しま
す。
（３）出願にあたってお知らせいただいた個人情報は，入学者についてのみ入学後の学生支援
関係（健康管理，授業料免除及び奨学金申請等），修学指導等の教育目的及び授業料等
に関する業務並びにこれらに付随する業務を行うために利用します。
（４）一部の業務を本学より委託を受けた業者（以下，「受託業者」という。）において行う
ことがあります。業務委託にあたっては，受託業者に対して，委託した業務を遂行する
ために必要となる限度で，お知らせいただいた個人情報の全部又は一部を守秘義務を課
して提供します。
７．その他
詳しい情報が必要な方は，http://www.kobe-u.ac.jp/のウエブサイトを参照してくださ
い。そこでは神戸大学キャンパスの情報と日本での一般的な生活情報をお知らせしてい
ます。
※新型コロナウイルス感染症が拡がりを見せており，入学者選抜の実施に影響が生じ始めて
います。このため，新型コロナウイルス感染症拡大の影響によっては，試験の延期や試験内
容を変更することがあります。その場合は，農学研究科ホームページにその旨を案内します
ので，適宜ご確認いただくようお願いいたします。
※応募に際して不明な点があれば，下記へお問い合わせください。

神戸大学大学院農学研究科教務学生係
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1
TEL：81-78-803-5928
FAX：81-78-803-5932
E-mail：ans-kyomu@office.kobe-u.ac.jp
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