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 北九州市立大学 国際環境工学研究科 
The University of Kitakyushu, Graduate School of Environmental Engineering 

外国人留学生特別選考（奨学金受給決定者および予定者） 
Special Selection for International Scholarship Students 

2021 年度入学 学生募集要項 
Admissions Guide for 2021 Enrollment 

 

１．試験日程 / Schedule 

出願期間 
Application Period 

4 月入学 
April 

Enrollment 

随時受付 ～ ≪最終締切≫ 2020 年 11 月 6 日（金）必着 

Accept at any time ~ ≪The final deadline≫ November 6(Fri.), 2020 

10 月入学 
October 

Enrollment 

随時受付 ～ ≪最終締切≫ 2021 年 5 月 7 日（金）必着 

Accept at any time ~ ≪The final deadline≫ May 7 (Fri.), 2021 

試験日 

Examination Date 

出願書類の受付け後、別途通知します。 

To be decided.   
*When applications have been accepted, we will inform you of the examination date. 

選考方法 

Screening Method 

出願書類の審査、口頭試問・面接（インターネット等による） 

Application Screening will be based on the application documents and also an oral 
examination and interview over the Internet will be held. 

合格発表日 

Notification of Results 

試験日が決定した際、お知らせします。 

To be decided. 
*We will inform you when the examination date is decided. 

   
 

２．出願資格 / Eligibility 

出願者は下記の（Ａ）制度上の資格と（Ｂ）学歴上の資格の両方を満たす必要があります。 

Applicants must meet both the requirements for institutional eligibility and academic eligibility 
described in (A) and (B) below.  
 

（Ａ）制度上の資格 / Requirements for Institutional Eligibility 

≪修士課程・博士課程共通 / Common to Master’s Program and Doctoral Program≫ 

次の（１）～（３）のいずれかに該当する者 

Applicants must meet one of the following requirements 
 

（１）日本政府（文部科学省）奨学生 

      Applicants must be a scholar of the Japanese government (MEXT). 

（２）外国政府等派遣学生 

Applicants must be a student delegated by a foreign government or similar body. 

（３）上記（１）、（２）に準ずる者と本研究科委員会が認める者 

Applicants must be recognized by the Graduate School Committee as a person who 
meets either of the requirements of (1) or (2) above. 
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（Ｂ）学歴上の資格 / Requirements for Academic Eligibility 

 日本の大学の学士の学位を有する者及び取得見込みの者は、外国人留学生特別選考では 

出願できません。一般選抜試験で出願してください。   

Those on whom a bachelor’s degree from a Japanese university has been conferred or those whom  

is expected to be conferred from a Japanese university are not qualified to apply for the Special  

Selection for International Scholarship Students. 

Instead, they can apply for the general selective examination. 
 

【４月入学－修士課程 / Master's Program-April Enrollment】 

日本の国籍を有しない者で、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する者 
Applicants must be non-Japanese citizens and fall into one of the following categories (1) - (3). 

（１）  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及び 2021 年 3 月 31 日まで

に修了見込みの者 
Those who have completed, or are expected to complete by March 31, 2021, 16 years of school 
education outside Japan. 

（２）  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及び 2021 年 3 月 31 日までに修了

見込みの者 
Those who have completed, or are expected to complete by March 31, 2021, 16 years of school 
education by taking correspondence courses offered by a school in a foreign country or countries 
while residing in Japan. 

（３）  本研究科委員会において、個別の入学資格審査により、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、22 歳に達した者及び 2021 年 3 月 31 日までに満 22 歳に達す

る者 
Those who are 22 years old or older as of March 31, 2021, whom the Graduate School Comittee 

has recognized, through screening of entrance qualifications, as having academic abilities that are 
equivalent to those who have graduated from a university. 

  

【４月入学－博士課程 / Doctoral Program-April Enrollment】 

外国において学校教育における 16 年の課程を修了し、次の（１）から（３）までのいずれか

に該当する者 
Those who have completed 16 years of school education outside Japan and meet any of the 

requirements from (1) to (3). 

（１）  修士の学位を有する者及び 2021 年 3 月 31 日までに取得見込みの者 
Those who have obtained, or are expected to obtain a master’s degree by March 31, 2021. 

（２）  外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者及び 2021 年 3 月 31 日まで

に授与される見込みの者 
Those who have been conferred, or are expected to be conferred, a degree corresponding to a 
master’s degree outside Japan by March 31, 2021. 

（３） 本研究科委員会において、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、24 歳に達した者及び 2021 年 3 月 31 日までに満 24 歳に

達する者  
Those who are 24 years old or older as of March 31, 2021, whom the Graduate School 

Committee has recognized, through screening of entrance qualifications, as having academic 
abilities equivalent to having obtained a master’s degree. 
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【１０月入学－修士課程 / Master's Program-October Enrollment】 

日本の国籍を有しない者で、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する者 
Applicants must be non-Japanese citizens and fall into one of the following categories (1) - (3) 

 
（１） 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及び 2021 年 9 月 30 日まで

に修了見込みの者 
       Those who have completed, or are expected to complete by September 30, 2021, 16 years of 

school education outside Japan. 

（２） 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及び 2021 年 9 月 30 日までに修了見

込みの者 
Those who have completed, or are expected to complete by September 30, 2021, 16 years of 

school education by taking correspondence courses offered by a school in a foreign country or 
countries while residing in Japan. 

（３） 本研究科委員会において、個別の入学資格審査により、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、22 歳に達した者及び 2021 年 9 月 30 日までに満 22 歳に達す

る者 
Those who are 22 years old or older as of September 30, 2021, and whom the Graduate School 

Comittee has recognized, through screening of entrance qualifications, as having academic 
abilities that are equivalent to those who have graduated from a university. 

 
 

【１０月入学－博士課程 / Doctoral Program-October Enrollment】 

外国において学校教育における 16 年の課程を修了し、次の（１）から（３）までのいずれか

に該当する者 
Those who have completed 16 years of school education outside Japan and meet any of 

the requirements from (1) to (3). 
（１） 修士の学位を有する者及び 2021 年 9 月 30 日までに取得見込みの者 

Those who have obtained, or are expected to obtain a master’s degree by September 30, 2021. 

（２）  外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者及び 2021 年 9 月 30 日まで

に授与される見込みの者 
Those who have been conferred, or are expected to be conferred, a degree corresponding to a 

master’s degree outside Japan by September 30, 2021. 
 

（３） 本研究科委員会において、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、24 歳に達した者及び 2021 年 9 月 30 日までに満 24 歳に

達する者 
Those who are 24 years old or older as of September 30, 2021, and whom the Graduate School 

Committee has recognized, through screening of entrance qualifications, as having academic 
abilities equivalent to a master’s degree. 
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３．問合わせ先メールアドレス（必ず事前に、希望教員に問い合わせること） 

Contact (Before applying, be sure to contact the professor by whom you wish to be supervised.)  

専攻 
Graduate Program 

コース 
Course 

メールアドレス 
E-mail 

環境システム 
Environmental Systems 

資源化学システム 
Resources and Chemical Systems 

shigen@kitakyu-u.ac.jp 

バイオシステム 
Biosystems 

biosys@kitakyu-u.ac.jp 

環境生態システム 
Environmental and Ecological Systems 

envsys@kitakyu-u.ac.jp 

環境工学 

Environmental Engineering 

機械システム 
Mechanical Systems Engineering 

kikai@kitakyu-u.ac.jp 

建築デザイン 
Architecture 

kenchiku@kitakyu-u.ac.jp 

情報工学 

Information Engineering 

計算機科学 
Computer Science 

jyohou@kitakyu-u.ac.jp 
融合システム 

Applied Information Systems 

 
 

４．出願手続 / Application Procedures 

必ず事前に、希望教員に問い合わせた後、下記の提出書類を一括して、封筒（各自で用意し

て下さい）に入れ、郵送（EMS）により出願期間内に到着するように提出して下さい。 
Applications must be submitted by mail through EMS (Express Mail Service) to the Administrative 

Office. Enclose all documents for submission in an envelope (which you must provide) and submit it 
before the application deadline. Specify your name, address, and postal code on the back of the envelope. 

 

（１）出願期間 / Application Period  

 1 ページ目の試験日程を参照してください。 

     Please see “Schedule” on the 1st page. 

（２）郵送先  

北九州市立大学 事務局 学務課 入学試験係 

 〒808-0135 北九州市若松区ひびきの 1 番 1号  

Tel : 093-695-3340        E-mail : nyushi@kitakyu-u.ac.jp 

Send to 

The University of Kitakyushu, Administrative Office,  

Academic Services Department, Entrance Examinations Division 

Address: 1-1 Hibikino, Wakamatsu-ku, Kitakyushu, Fukuoka 808-0135 

Tel: +81-93-695-3340       E-mail: nyushi@kitakyu-u.ac.jp 
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（３）提出書類関係 / Documents for Submission 

≪修士課程・博士課程共通 / Common to Master’s Program and Doctoral Program≫ 

提出書類名 
Documents 

説  明 
Notes 

入学願書［様式 1］ 
Application Form 

[Form 1］ 

・太枠内に必要事項を記入してください。 
・縦 4cm×横 3cm サイズ、上半身、無帽、無背景、不審に思われない正面向き

の写真の裏面に氏名を記入のうえ、所定の欄にしっかり貼付して下さい。白黒、

カラーを問いません。 
・両面印刷して提出してください。 

・Fill in all the necessary items within the bold lines. 
・Glue 4cm×3cm photo, either color or black & white, showing your upper body, 

without a hat and background, looking straight ahead and with your name written on 
the back. 

・Print this form on both sides. 

受験票［様式 2］ 
Test Admission Card 

［Form 2］ 

太枠内に必要事項を記入して下さい。 
Fill in all the necessary items within the bold lines. 

住所カード［様式 3］ 
Address Card [Form 3］ 

受験票、合格通知・入学手続関係書類、入学許可証を受け取る郵便番号、住所、

氏名（本人名に限る）を正確に記入して下さい。 

Fill in your name (use only the applicant’s name), address, and postal code (for 
applicant’s name only) at which you want to receive the Notification of acceptance and 
any other admission-related documents.  

研 究 領 域 等 希 望 
調査書［様式 4］ 
Research Plan Survey  

 ［Form 4］ 

本学所定の綴じ込み用紙を用いて、自筆、楷書で記入して下さい。 
＊入学希望理由等については様式に従って作成したもの。 
＊必ず事前に、希望する指導教員に連絡をすること。 

Clearly print a statement of your research plan. 
＊State your reasons for application as specified in the form. 
＊Before applying, you must contact the professor by whom you wish to be 
supervised. 

入学希望理由書 
Statement of reason 

for application 

入学希望理由等を作成、提出して下さい。（Ａ４サイズ・様式自由） 
※氏名、専攻・コース名を記載すること 

Create and submit a statement of your reason for application. 
(Free style, one sheet of A4 paper)  
*Write your Name, Programs, and Course. 

推薦書 
Letter of Recommendation 

在籍している学部・大学院・研究機関の責任者等によって作成されたもの。 
（Ａ４サイズ・様式自由） 

Written by a professor from the last school / institute you attended or by an employer / 
supervisor from the company you work at. (Free style, one sheet of A4 paper) 

奨学金の募集要項 
Application Guidelines 

for Scholarship 

申請した外国政府の募集要項 
Application Guidelines for any International Scholarships which you have applied for. 
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提出書類名 
Documents 

説  明 
Notes 

奨学金受給証明書 
Certificate of Scholarships 

外国政府等の奨学金受給決定者（受給予定者）であることを証明する書類 
（例）奨学金申請のための登録画面、奨学金団体とのメールのコピーなど 
Submit documents which prove that you have been awarded or will be awarded a 
scholarship to study in Japan. 

パスポートの写し 
Copy of Passport 

顔写真及び有効期限が記載されているページを提出して下さい。 

Submit a copy of the pages in their passport that show the passport holder’s photograph 
and passport expiration date. 

※入学検定料 
（￥30,000） 
日本円に限る 

 

*Examination Fee 

（30,000 JPY） 

Japanese YEN only 

 

※出願書類提出後、出願資格があると認められた者は、下記の通り入学検定料

を支払うこと。 
入学検定料 30,000 円を下記の口座に振込み、「振込控」を PDF で入学試験係

（nyushi@kitakyu-u.ac.jp）までメールで送付してください。 
※日本国内にて支払う場合は、入学試験係にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 
海外送金関係銀行手数料：送金人負担 

 
*After submitting all application documents, only those who were accepted that 
there is qualification for taking this examination need to pay an examination fee as 
follows. 
Remit 30,000 JPY to the account specified below, and send a PDF of the “Application 
of Remittance” form to this address (nyushi@kitakyu-u.ac.jp). 
*If you make a payment in Japan, please contact to us first.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paying bank transfer fee: Borne by remitter 

 

銀行名：福岡銀行 
銀行コード（Swift Code）：FKBKJPJT 
支店名：北九州営業部  
口座番号：2555152  
受取人名：公立大学法人北九州市立大学理事長 津田純嗣 

Bank name：The Bank of Fukuoka, Ltd 

Bank code（Swift Code）：FKBKJPJT 

Branch name: Kitakyushu Main Office 

Bank account number：2555152 

Name of the account：Kouritsudaigakuhoujin kitakyushushiritsudaigaku     
Rijichou Tsuda Junji 



 7 

≪修士課程 / Master's Program≫ 

提出書類名 
Documents 

説  明 
Notes 

出 身 大 学 等 の 
成 績 証 明 書 
Official Transcripts  
from Previous University 

大学を卒業した者及び大学を卒業見込みの者（４月入学者：2021 年 3 月 31 日

卒業見込、１０月入学者：2021 年 9 月 30 日卒業見込）は出身大学発行の成績

証明書を提出して下さい。 
＊大学を卒業していない者（卒業見込みの者を除く）は最終学歴の成績証明

書を提出して下さい。 
 ＊日本語または英語以外で記載されている成績証明書は、日本語または英語

で翻訳したものを添付して下さい。 

Those who have graduated or are expected to graduate from a university (April 
Enrollment: by March 31, 2021, October Enrollment: by September 30, 2021) should 
submit an official transcript issued by the university. 
＊Those who have not graduated from university (except those who are expected to 

graduate) should submit a transcript from their previous school.  
 ＊For certificates written in a language other than Japanese or English, a Japanese or 

English translation must be attached. 

出 願 資 格 を 
証 明 す る 次 の 
い ず れ か の 書 類 
Documents Verifying 

Application Qualifications 

Ⅰ. 出身大学発行の卒業証明書又は卒業見込証明書（又は在学証明書） 
Certificate of graduation from your previous university or certificate of prospective 
graduation (or student registration certificate) 

Ⅱ. 入学資格審査結果通知書（本研究科委員会において、入学資格事前審査によ

り認定された者） 
The results of Entrance Qualifications Screening for those who passed the advance 
screening entrance qualifications done by our Faculty committee. 

≪博士課程 / Doctor's Program≫ 

提出書類名 
Documents 

説  明 
Notes 

修 士 課 程 等 の 
成 績 証 明 書 
Official Transcripts  
of Master’s Course or 
Others 

大学院修士課程を修了した者及び修了見込みの者（４月入学者：2021 年 3 月 31
日卒業見込、１０月入学者：2021 年 9 月 30 日卒業見込）は出身大学院発行の

成績証明書を提出して下さい。 
＊大学院修士課程を修了していない者（修了見込みの者を除く）は最終学歴

の成績証明書を提出して下さい。 
＊日本語または英語以外で記載されている成績証明書は、日本語または英語

で翻訳したものを添付して下さい。 
Those who have graduated or are expected to graduate from Graduate School; Master’s 
course (April Enrollment: by March 31, 2021, October Enrollment: by September 30, 
2021) should submit an official transcript issued by the Graduate School. 
＊Those who have not graduated from Graduate School (except those who are 

expected to graduate) should submit a transcript from their previous school.  
 ＊For certificates written in a language other than Japanese or English, a Japanese or 

English translation must be attached. 

出願資格を証明する

次のいずれかの書類 
Documents Verifying 
the Application 
Qualifications 

出身大学院等発行の修士課程修了証明書又は修了見込証明書（又は在学証明書） 
＊外国等において日本の修士の学位に相当する学位を授与された者を含む 

Certificate of graduation from Graduate School (Master’s Course) or Certificate of 
prospective graduation (or Student Registration Certificate) 
 ＊Including those who have a degree in a foreign country that corresponds to a 
Master’s degree in Japan. 
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【出願上の注意 / Note】 

・出願受付後は、いかなる事情があっても出願内容の変更及び入学検定料の返還には応じられ

ません。 
After submission of the application, no examination fees will be returned, and no changes to 
documents will be accepted, under any circumstances. 
 

・虚偽の記載があった場合は、たとえ合格しても入学許可を取り消します。 
 If a false statement is found in the documents, authorization of admission will be revoked. 

 

・いったん正当に受理した出願提出書類等は返却できません。 
 After submission of the application, no documents will be returned. 

 

・出願資格要件を満たす見込みで受験し合格した者が、所定の要件を満たすことができなかっ

た場合は、入学許可を取り消します。 
As for those who have taken the examination under the condition that they meet the application 
qualifications, but are found to be unqualified, authorization for admission will be revoked even if 
they have passed the examination. 

 
 

《問合わせ先》    

北九州市立大学 事務局 学務課 入学試験係 

   〒808-0135 北九州市若松区ひびきの 1番 1号  

Tel: 093-695-3340     E-mail: nyushi@kitakyu-u.ac.jp 

《Contact Information》 

The University of Kitakyushu, Administrative Office,  
Academic Service Department, Entrance Examinations Division 
Address: 1-1 Hibikino, Wakamatsu-ku, Kitakyushu, Fukuoka 808-0135 
Tel: +81-93-695-3340   E-mail: nyushi@kitakyu-u.ac.jp 

 


