Ⅲ 進学者選考要項
（進学時期：２０２１年１０月 又は ２０２２年４月）
１ 出願資格
本学大学院博士前期課程又は修士課程を，２０２２年３月（２０２１年１０月進学の志願者は２０
２１年９月）で修了する見込みの者
２ 出願手続
（１） 出願方法
進学志願者は，（５）の「出願に必要な書類等」を，（２）の「出願期間」の受付時間（８時
３０分から１７時００分まで）内に持参してください。
（検定料は不要ですので，間違って振り込まないでください。）
なお，出願書類等については，一部ホームページ上でダウンロードできるものもありますが，
担当係（17 ページ 7 その他（９）参照）での窓口配布，又は，郵送での請求（17 ページ
7 その他（７）参照）により入手してください。
また，進学志願者は，進学後の指導予定教員にあらかじめ連絡してください。
（２）出願期間
２０２１年１０月進学者選考試験

２０２１年 ８月 ２日（月）
～
２０２１年 ８月 ３日（火）

２０２２年 ４月進学者選考試験（第１回募集）
２０２２年 ４月進学者選考試験（第２回募集）

２０２２年 １月２７日（木）
～
２０２２年 １月２８日（金）

２０２２年 ４月進学者選考試験（第３回募集）

２０２２年 ２月１４日（月）
～
２０２２年 ２月１５日（火）

（３）提出先
〒７００－８５３０ 岡山市北区津島中３－１－１
岡山大学自然系研究科等学務課 大学院担当
電話（086）251-8011
（４）出願上の注意
① 出願後の出願書類等の記載内容についての変更は認められません。
② 出願書類受理後は，いかなる理由があっても返却しません。
③ 出願書類等の記載内容に虚偽の記載があった場合は，入学後においても入学が取り消されること
がありますので注意してください。
（５）出願に必要な書類等
摘

出願に必要な書類等

① 進学願書
履 歴 書
受 験 票

② 成績証明書

要

本研究科所定の用紙に進学志願者本人が必要事項を記入してください。
縦 4.0cm×横 3.0cm，上半身，無帽，正面向きで出願前３か月以内に撮影し
た写真２枚を「進学願書」「受験票」の所定欄にのりで貼り付けてくださ
い。貼る前に，写真の裏面に志望専攻名と氏名を記入してください。
博士前期課程（修士課程）のものを提出してください。
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③ 研究経過報告書
④ 研究計画書

本研究科所定の用紙に 2,000 字程度で作成してください。
本研究科所定の用紙を使用してください。

⑤ 連絡受信先シール
⑥（日本国籍以外の方）
在留カードのコピー等

⑦（日本国籍以外の方）
パスポートのコピー

必要事項を記入してください。
日本国籍以外の志願者は，国籍・氏名・在留資格等を確認しますので，以
下の書類を提出してください。
在留カードの両面コピー又は市区町村長の交付する住民票（原本）
（国籍・在留資格・在留期間が明示されたもの）
及び，
パスポートのコピー（氏名・国籍・顔写真が掲載されているページ）

（６）個人情報の利用目的
提出された出願書類等及びこれらに記載されている個人情報は，入学者選抜(進学者選考)及び研究
科横断 FlexBMD コース履修選抜に係る業務に使用します。
ただし，進学者については進学願書に記載された氏名，性別，生年月日，現住所，出身学校等の
個人情報を本学学務システムの学生基本情報への登録データとしても利用します。
また，合格者の受験番号，氏名（漢字・カナ）の個人情報については，本学授業料債権管理事務
システム及び授業料免除事務システムの業務にも利用します。
なお，授業料免除の申請及び独立行政法人日本学生支援機構奨学金等への申請があった場合は，
申請者本人の入学試験成績及び学業成績証明書を授業料免除等の業務に係る学力判定処理に利用す
ることがあります。
３ 受験票の交付
受験票は，次のとおり指導予定教員に交付します。指導予定教員から受領してください。
２０２１年１０月進学者選考試験
２０２１年 ８月 ５日（木）頃
２０２２年 ４月進学者選考試験（第１回募集）
２０２２年 ４月進学者選考試験（第２回募集）

２０２２年 ２月 １日（火）頃

２０２２年 ４月進学者選考試験（第３回募集）

２０２２年 ２月１７日（木）

４ 進学者選考方法等
進学者の選考は，口頭試問及び書類審査の結果を総合して行います。
口頭試問については，研究経過報告書及び研究計画書を中心に行います。
なお，必要に応じて口頭試問のなかで，英語（外国人に対しては日本語）の能力に関する試問を行
うことがあります。
また，書類審査等で能力が十分判定できる場合には，口頭試問を省略する場合があります。
（１）２０２１年１０月進学者選考試験及び２０２２年４月進学者選考試験（第１回募集）
期

日

２０２１年 ８月２３日（月）

試験区分

時 間

試問場所

口頭試問

午前９時３０分～

指導予定教員から後日連絡
します
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（注）１．前記の口頭試問の日時は，進学志願者に連絡の上，変更することがあります。
２．口頭試問の日時及び試問場所について８月１８日（水）までに連絡のない場合は，担当係
（１７ページ記載）へ問い合わせてください。
（２）２０２２年４月進学者選考試験（第２回募集）
期

日

２０２２年 ２月 ７日（月）

試験区分

時 間

試問場所

口頭試問

午前９時３０分～

指導予定教員から後日連絡
します

（注）１．前記の口頭試問の日時は，進学志願者に連絡の上，変更することがあります。
２．口頭試問の日時及び試問場所について２月２日（水）までに連絡のない場合は，担当係
（１７ページ記載）へ問い合わせてください。
（３）２０２２年４月進学者選考試験（第３回募集）
期

日

２０２２年 ２月１８日（金）

試験区分

時 間

試問場所

口頭試問

午前９時３０分～

指導予定教員から後日連絡
します

（注）１．前記の口頭試問の日時は，進学志願者に連絡の上，変更することがあります。
２．口頭試問の日時及び試問場所について２月１７日（木）までに連絡のない場合は，担当係
（１７ページ記載）へ問い合わせてください。
５ 合格者発表
合格者の発表は，次のとおり掲示により行います。
進 学 者 選 考 試 験

日

時

掲 示 場 所

２０２１年１０月進学者選考試験
２０２２年 ４月進学者選考試験
（第１回募集）

２０２１年 ９月 ８日（水）
午前１０時

２０２２年 ４月進学者選考試験
（第２回募集）

２０２２年 ３月 ２日（水）
午前１０時

２０２２年 ４月進学者選考試験
（第３回募集）

２０２２年 ３月 ７日（月）
午前１０時

岡山大学自然系研究科等
学務課大学院担当
(工学部１号館１階)
事務室前掲示板

① 掲示板に合格者の受験番号を発表し，同日付けで合格者には合格通知書等を本人あてに送付しま
す。
② 掲示による合格者発表後，ホームページにも合格者の受験番号を掲載します。
（http://www.gels.okayama-u.ac.jp/admission/index.html）
③ 電話等による合否の問い合わせには，一切応じません。
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６ 進学手続
（１）進学手続方法
合格者は，所定の進学手続を完了することにより，進学が許可されます。
詳細は，後日，合格者に別途通知します。
（２）進学手続期間
進学手続期間については，次のとおり予定していますが，詳細は，後日，合格者に通知します。
２０２１年１０月入学者：２０２１年 ９月１７日（金）及び ２０２１年 ９月２１日（火）
２０２２年 ４月入学者：２０２２年 ３月１４日（月）及び ２０２２年 ３月１５日（火）
７ その他
（１）入学料及び授業料
入学料は不要です。
授業料(半期分)
２６７，９００円
（年額）５３５，８００円〔予定額〕
※進学時及び在学中に改定が行われた場合には，改定時から新たな金額が適用されます。
その他の費用として，学生教育研究災害傷害保険料等が必要となります。
（２）修学援助
修学援助の一環として，授業料免除及び奨学金等の制度があります。
（３）大学院博士後期課程就学支援奨学金（募集予定）
日本国籍または日本国の永住権を有する４月入学（進学）者の中で入学試験の成績が優秀である
者を対象に経済的支援を行う制度です。
奨学金の支給額は，年額６０万円（前半期３０万円，後半期３０万円）で，支給期間は，標準修
業年限（３年）以内とし，休学期間は支給を中断します。
ただし，本奨学金の募集を行う場合であっても，第１回目募集で支給対象者数に達した場合は第
２回目募集では本奨学金は募集しません。また，第３回目募集については，本奨学金は募集を行っ
ておりません。
受給資格および申請方法等の詳細は，以下URLよりご確認ください。
URL; http://www.gels.okayama-u.ac.jp/admission/gels_scholaship.html
（４）大学院博士後期課程遠隔地社会人学生支援奨学金（募集予定）
所属企業等から就学に必要な経費の支援を受けず，勤務地又は自宅のうち岡山大学（以下「本
学」という。）までの距離が短い場所（以下「通学地」という。）から本学までの距離が５０㎞以
上ある４月入学（進学）する社会人で，入学試験の成績が優秀である者を対象に経済的支援を行う
制度です。
奨学金の支給額は，通学地から本学までの距離に応じ，年額１２万円～２４万円で，支給期間は，
標準修業年限（３年）以内とし，休学期間は支給を中断します。
ただし，本奨学金の募集を行う場合であっても，第１回目募集で支給対象者数に達した場合は第
２回目募集では本奨学金は募集しません。また，第３回目募集については，本奨学金は募集を行っ
ておりません。
受給資格および申請方法等の詳細は，以下URLよりご確認ください。
URL; http://www.gels.okayama-u.ac.jp/admission/gels_scholaship.html
（５）大本育英会給与奨学金（募集予定）
公益財団法人大本育英会の奨学金で，日本国籍を有する岡山大学博士後期課程（博士課程）１年
次生の中で，学生本人の前年収入が３４０万円以下である者を対象に経済支援を行う制度です。
支給期間は，博士後期課程（博士課程）2 年次の１年間で，支給額は年額１２０万円です。
大本育英会奨学金及びその他民間団体・地方公共団体の奨学金の募集内容については，岡山大学ホ
ームページの「民間・地方公共団体の奨学金」で最新情報を確認してください。
URL; https://www.okayama-u.ac.jp/tp/life/seikatu_a2-2.html
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（６）岡山大学では，「外国為替及び外国貿易法」に基づく安全保障輸出管理制度により，「岡山大学
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。
「外国為替及び外国貿易法」等により規制されている事項に該当する場合は，入学を許可しない場
合や希望する研究活動に制限がかかる場合があります。
参考（経済産業省ホームページ）
URL；https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaiyou.html
（７）出願書類等の郵送での請求方法
封筒の表面に「大学院環境生命科学研究科 博士後期課程 出願書類等請求」と朱書きし，返信
用封筒（角形２号の封筒に郵便切手２１０円分を貼付し，送付先住所・氏名を明記したもの）と，
『連絡先（電話番号とメールアドレス）』・『内諾を得られた（予定含む）本学の教員名』を明記
したメモを同封して，（９）担当係宛請求してください。
なお、郵送先は日本国内に限定します。（日本国外への発送は行いません）
（８）受験上の注意事項
特別警報や気象警報等により入学試験の実施を延期する，または試験開始時刻を繰り下げる場合
があるため，試験実施までの間，研究科のホームページを確認するようにしてください。
（９）出願に際して不明の点があれば，担当係へ問い合わせてください。
担当係

岡山大学自然系研究科等学務課 大学院担当
〒７００－８５３０ 岡山市北区津島中３－１－１
電話（０８６）２５１－８０１１
ＦＡＸ（０８６）２５１－８５８０
環境生命科学研究科ＵＲＬ
http://www.gels.okayama-u.ac.jp/
問い合わせ先Ｅ－ｍａｉｌ
agf8576@adm.okayama-u.ac.jp
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