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５．合格者発表等
合格者発表日時： 平成 29 年 11 月８日（水） 13 時
※ 合格者発表は、指定した日時に理学研究科正面玄関において合格者受験番号の掲示により発表しま
す。発表後、受験者全員に「合格者受験番号一覧表」を、合格者には「合格者へのお知らせ」等を添え
て郵送します。なお、合否に関する問い合わせには応じません。
入学手続日時

：

平成 30 年３月 15 日（木）～16 日（金）
９時 30 分～11 時 30 分 13 時 30 分～15 時 00 分
詳細は、平成 30 年２月下旬頃に郵送する入学手続案内文書でお知らせします。

６．不測の事態が起こった場合について
不測の事態が起こった場合、入学試験の実施を延期することもありますのでホームページで必ず確認
してください。
http://www.sci.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/admissions_d/
７．出願資格
次の各号のいずれかに該当する者が、出願できます。（９）、
（10）により出願を希望する場合は、
「８．出願資格の審査」を注意深く読んでください。
「出願資格の審査」を行いますので、
（１）大学を卒業した者又は平成 30 年３月 31 日までに卒業見込みの者
（２）大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は平成 30 年３月 31 日までに
授与される見込みの者
（３）外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者又は平成 30 年３月 31 日までに修了
見込みの者
（４）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者又は平成 30 年３月 31 日までに修了見込みの者
（５）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を
修了したとされるものに限る。)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た者又は平成
30 年３月 31 日までに修了見込みの者
（６）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府
又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学
大臣が別に指定するものに限る。
）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当
該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課程
を修了すること及び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前号の
指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を
授与された者又は平成 30 年３月 31 日までに修了見込みの者
（７）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した
者又は平成 30 年３月 31 日までに修了見込みの者
（８）文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年２月７日文部省告示第５号参照）
（９）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 102 条第２項の規定により大学院に入学した者であっ
て、本研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（10）本研究科において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した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 22 歳に達する者
ただし、平成 30 年度本研究科博士前期課程の高分子科学専攻の入試（平成 29 年 8 月 24 日
(木)合格発表）に合格した者は、出願資格がありません。
２

８．出願資格の審査
前記出願資格(９)、(10)による出願を希望する者については事前審査を行います。下表の書類を平成
29 年９月 27 日(水)までに理学研究科大学院係に提出してください。
なお、郵送による場合は書留郵便とし、封筒の表に「博士前期課程高分子科学専攻出願資格審査申
請」と朱書のうえ、期限までに必着とします。
（宛先は「３．書類提出先・不明点等の照会先」参照）
出願資格審査申請書
出願資格審査調書
本研究科所定の用紙に記入してください。
研究経験及び業績調書
最終出身学校の卒業（中退） 最終出身学校を中退した場合には、直前の出身学校の卒業及び成
及び成績証明書
績証明書（学校長名等で発行されたもの）も提出してください。
返信用封筒
定形の封筒に送付先（郵便番号・住所・氏名）を明記し、362 円分
（審査結果送付分）
の郵便切手を貼付してください。
出願資格審査の結果は、平成 29 年 10 月６日(金)までに本人宛通知します。出願の資格が認められ
た者は、募集要項に基づき所定の出願手続を行ってください
９．出願手続等
出願しようとする者は、指定された書類を揃えて、理学研究科大学院係で提出するか、又は大学院係
宛郵送してください。郵送により出願する場合は、必ず書留郵便とし、封筒の表に「博士前期課程２次
募集高分子科学専攻入学願書在中」と朱書きしてください。
（１）出願期日

平成 29 年 10 月 12 日(木)～10 月 13 日(金)
受付時間 ９時 00 分～11 時 30 分、13 時 00 分～15 時 00 分

出願期日後に到着したものは受理しません。ただし、10 月 11 日(水)までの消印のある書留郵便に
限り、期日後に到着した場合でも受理します。
（２）検 定 料

30,000 円

1. 所定の検定料振込用紙を使い、銀行振込(電信扱)により納入してください。
（納入期間：平成 29 年９月 27 日(水)～10 月 13 日(金)）
※ 銀行（ゆうちょ銀行以外）の窓口で振込手続きをしてください。郵便普通為替・現金では納
入できません。ＡＴＭ（現金自動預払機）
、ゆうちょ銀行からの振込みもできません。
※ 入学時に日本政府国費外国人留学生として在学する場合は、検定料の納入は不要です。
2. 検定料振込用紙に必要事項を記入し、切り離さずに検定料を添えて銀行窓口へ提出してくださ
い。振込手数料は各自で負担してください。
3. 振込後、検定料納入証明書（取扱銀行収納印のないものは無効）を切り離し、検定料納入証明
書貼付用紙の所定欄に貼付してください。振込金（兼手数料）受領書は各自保管してください。
4. 振り込まれた検定料は原則返還しません。ただし、次の場合は返還します。
（1） 出願書類を提出しなかった場合、又は受理されなかった場合
（2） 検定料を誤って二重に振り込んだ場合
（3） 納入不要者が誤って振り込んだ場合
※返還手続については理学研究科大学院係へ問い合わせてください。
（３）出願書類
６頁の表、および７頁の注意事項で確認してください。
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㸬ཧ⪃ሗ
㸯㸬㛗ᮇᒚಟᏛ⏕ไᗘࡘ࠸࡚
ࡇࡢไᗘࡣࠊ⫋ᴗࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ➼ࡢࡼࡾᶆ‽ಟᴗᖺ㝈ෆ࡛ࡢಟᏛࡀᅔ㞴࡞⪅ᑐࡋ࡚ࠊᶆ‽
ಟᴗᖺ㝈ࢆ㉸࠼୍࡚ᐃࡢᘏ㛗ᮇ㛫ࢆຍ࠼ࡓᮇ㛫ࠊィ⏬ⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᒚಟࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ㛗ᮇ
ᒚಟࡀチྍࡉࢀࡓሙྜࠊ㏻ᖖࡢಟᴗᖺ㝈㸦༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡣ㸰ᖺ㛫㸧࠾࠸࡚ᨭᡶ࠺ᤵᴗᩱࡢ⥲㢠ࢆࠊ
㛗ᮇᒚಟᮇ㛫ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓᮇ㛫Ꮫᮇẖᆒศࡋ࡚ᨭᡶ࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᤵᴗᩱࡀᨵ
ᐃࡉࢀࡓሙྜࠊࡲࡓࡣ㛗ᮇᒚಟᮇ㛫ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊᤵᴗᩱࡀぢ┤ࡉࢀࡲࡍࠋ㛗ᮇᒚಟᏛ⏕
ไᗘࡢヲࡋ࠸ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌮Ꮫ◊✲⛉Ꮫ㝔ಀࡲ࡛ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸰㸬༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚
㜰Ꮫࡣࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡤࢀࡿ᪂ࡋ࠸Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ◊✲⛉࠾ࡅࡿᚑ᮶ࡢᩍ⫱࣭◊✲άືຍ࠼࡚ࠊᗈࡃ♫ࡢࢃࡾࡢ
࡞࡛ᒎ㛤ࡍࡿࢥ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࡼࡗ࡚ࠊಠ▔ຊࠊ♫⏕ࡁࡿ⊂ᛶࢆ㌟ࡘࡅࡿࡇࡼࡾࠊᅜ
㝿ⓗࠊᗈࡃ♫࡛ά㌍ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮࡞ࡿேᮦ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⌮Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢྜ᱁⪅ࡣࠊୗグࡢ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛᛂເࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋヲ⣽ࡣḟࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛྡ
ࣥࢱࣛࢡࢸࣈ≀㉁⛉Ꮫ
࣭࢝ࢹࢵࢺࣉࣟࢢ࣒ࣛ
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㸳

出願書類リスト
受験生本人が「提出者」欄で該当する全ての書類を準備し、チェック欄で不足・不備がないこ
とを確認のうえ、出願手続してください。
出願書類
１．入学願書

提出者
全員

留意事項

チェッ
ク欄

所定の用紙に記入してください。

□

出身大学の学部長（学長）名での発行を要します。

□

全員
２．学業成績証明書

（出願資格
（9）、（10）の
者を除く）

出身大学の学部長（学長）名での発行を要します。大学改
革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された方は、同
機構が発行する「学士の学位授与証明書」を提出してくださ
（出願資格
い。また、同機構に学士の学位授与申請をする予定の方は、
（9）、（10）の
短期大学長又は高等専門学校長が発行する「学位授与申請
者を除く）
（予定）証明書」を提出してください。

□

□

全員

３．卒業（見込）
証明書

４．TOEFL又はTOEIC
の成績証の写し

全員

TOEFL又はTOEICの成績証の写しを提出するとともに受験時に
は成績証の原本を持参してください。なお、顔写真のない成
績証は認めません。
※その他、次項「英語検定試験（TOEFL又はTOEIC）の成績証
の写しについて」に注意してください。

５．研究分野等
希望調書

全員

各専攻所定の用紙に「大学院において専攻する研究分野の
希望等」を記入して提出してください。

□

６．受験者写真票
及び受験票

全員

上半身、脱帽、正面向き、３ケ月以内に単身撮影した写真
（縦４cm×横３cm）の裏面に志望専攻、氏名を記入し、所定
欄に貼付してください。

□

銀行窓口で検定料を納入し、取扱銀行収納印のあるものを
検定料納入証明書貼付用紙の所定欄に貼付してください。
(日本政府国費
※入学時に日本政府国費外国人留学生として在学する場合
外国人留学生
は、提出不要です。
を除く)

□

全員

７．検定料納入
証明書

８．返信用封筒
（２種類）

全員

９．入学手続案内等
送付票

全員

10．住民票の写し

11．国費外国人
留学生証明書

以下2種類の封筒に送付先（郵便番号、住所、氏名）を明
記して出願時に提出してください。
・長形3号(120×235mm)封筒に郵便切手372円分を貼付(1通)
・角形2号(240×332mm)封筒に郵便切手530円分を貼付(1通)
所定の用紙に送付先を記入してください。

□

□

市区町村長発行の在留資格および在留期間を明記した「住
民票の写し」（未登録の者は旅券の写し）を提出してくださ
い。
※1 出願者以外の世帯員については証明不要です。
※2 外国人のみ提出してください（法務大臣が日本での永
住を認めた者については提出不要です。）。

□

日本政府国費
日本政府国費外国人留学生のみ提出してください。大阪大
外国人留学生 学理学部卒業見込みの者は提出不要です。

□

外国人

６

ͤ72()/ ཪࡣ 72(,& ࡢᡂ⦼ドࡢࡋࡘ࠸࡚

ḟࡢ㡯ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸧72()/ ཪࡣ 72(,& ࡢᡂ⦼ドࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶௨㝆ཷ㦂ࡋࡓᡂ⦼ࢆ᭷ຠ
ࡋࡲࡍࠋ
㸰㸧72()/ ཪࡣ 72(,& ࢆ」ᩘᅇཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡣ⮬ศ᭱ࡶ᭷⪃࠼ࡿ㸯ࡘࡢ
ࡋࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸱㸧ฟ㢪ᡂ⦼ドࡢࡋࢆᥦฟࡋࡓ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࠊฟ㢪ᚋཷࡅࡓ 72()/ ཪࡣ
72(,& ࡢ⤖ᯝࡀ㧗ᚓⅬ࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊヨ㦂ᙜ᪥ࠊ᪂ࡓ࡞ᡂ⦼ドࡢཎᮏࢆࡶࡗ࡚
ヨ㦂┘╩⪅⏦࿌ࡍࢀࡤࠊࡑࡢᚓⅬᕪ᭰࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋヨ㦂ᙜ᪥ࡣᡂ
⦼ドࡢཎᮏࡋࢆᣢཧࡋࠊࡋࢆヨ㦂┘╩⪅ᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸲㸧72()/ ཪࡣ 72(,& ࢆཷ㦂ணᐃ࡛ࡶฟ㢪ࡣྍ⬟ࡋࡲࡍࠋࡑࡢሙྜࡶධᏛヨ㦂
ᙜ᪥ᮏேᐄࡢᡂ⦼ドࡢཎᮏࡋࢆᣢཧࡋࠊࡋࢆヨ㦂┘╩⪅ᥦฟࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸳㸧ධᏛヨ㦂ᙜ᪥ཎᮏࢆᣢཧࡋ࡞ࡗࡓ⪅ࡣࠊ72()/ ཪࡣ 72(,& ࡢⅬᩘࢆ㸮Ⅼ
ࡋ࡚ධᏛヨ㦂ࡢᡂ⦼ホ౯ࢆ⾜࠸ࡲࡍࡢ࡛ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸴㸧72()/ ࡢᡂ⦼ドࢆᥦฟࡍࡿሙྜ
([DPLQHH̓V 6FRUH 5HFRUG ࡢࡋࢆฟ㢪ῧࡍࡿࡶࠊධᏛヨ㦂ᙜ
᪥ࡣࡑࡢཎᮏࢆᣢཧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡞࠾ࠊL%7 ,QWHUQHWEDVHG7HVW ཬࡧ 3%7 3DSHUEDVHG7HVW ࡢᡂ⦼ドࢆ᭷ຠ
ࡋࠊࡑࡢࡢヨ㦂༊ศࡢࡶࡢࡣཷࡅࡅࡲࡏࢇࠋ
㸵㸧72(,& ࡢᡂ⦼ドࢆᥦฟࡍࡿሙྜ
2IILFLDO 6FRUH &HUWLILFDWH ࡢࡋࢆฟ㢪ῧࡍࡿࡶࠊධᏛヨ㦂
ᙜ᪥ࡣࡑࡢཎᮏࢆᣢཧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
72(,&%ULGJH ཬࡧᅋయ≉ูཷ㦂ไᗘ ,3
,QVWLWXWLRQDO3URJUDP ࡢᡂ⦼ドࡣཷࡅࡅࡲࡏࢇࠋ
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