２０１８年度 北見工業大学研究生(私費外国人留学生)出願手続要項
Application Procedure for Privately - Financed Research Students
at Kitami Institute of Technology, 2018
１ 研究分野
学科・専攻に関連した分野の学術の研究とする。
Research Field: The field related to the department or the graduate program the applicant wishes to enroll in.
２ 在学期間
１年以内とする。ただし，願い出により延長を許可することがある。
Enrollment Period: Within one year with possibility of extension upon approval of an extension application.
３ 入学時期
原則として学年又は学期の始めとする。
Admission Period: In general at the beginning of a semester or an academic year (April or October).
４ 入学資格
Admission requirements
(1) 学部: Undergraduate
(a) 学士の学位を有する者
(b) 前号と同等以上の学力があると認められる者
(a) An appropriate bachelor's degree, or (b) its equivalent
(2) 大学院: Graduate
(a) 修士の学位を有する者
(b) 外国の大学において修士の学位に相当する学位を授与された者
(c) 前２号と同等以上の学力があると認められる者
(a) An appropriate master's degree, or (b)(c) its equivalent
※ (1)の(ｂ)及び(2)の(ｃ)により出願予定の者は，事前に研究協力課国際交流担当へ連絡すること。
Contact the International Section of the Research Cooperation Division if you wish to apply under 1-b or 2-c categories.
５ 出願期間: Application period
(1) 入学の時期を学年の始めとする出願分
For admission from spring semester:
原則として２０１８年１月２６日（金）までとする。
Deadline: January 26, 2018 for April 2018 admission.
(2) 入学の時期を後期の始めとする出願分
For admission from fall semester:
原則として２０１８年６月２９日（金）までとする。
Deadline: June 29, 2018 for October 2018 admission.
(3) 入学の時期を学期の途中とする出願分
For admission during a semester:
入学希望の日の３か月前の日までとする。
Deadline: Three months before the desired date of admission.
※ いずれの場合にも VISA 取得等の期間を考慮し，余裕をもって出願すること。
Applicants are advised to apply well in advance to allow plenty of time to obtain a visa.

６ 出願書類: Application materials
(1) 入学願書: Application form

様式１: Format 1

(2) 履歴書: Curriculum vitae

様式２: Format 2

(3) 勤務先所属長の承諾書（職務調書及び業績調書を含む）: Letter of consent from employer/supervisor 様式３: Format 3
(4) 最終出身学校の卒業（修了）証明書及び成績証明書:
Certificate of Graduation (completion) and academic transcript of last school attended
(5) 最終出身学校の指導教員等の推薦状: Letter of recommendation of a supervisor at last school attended
(6) 在留カード又は旅券の写し（既に所持している場合）: A copy of resident card or passport
(7) 修学に必要な程度の日本語能力を有していることを証明する書類又は日本語教育機関発行の修了（成績）証明書（有している場合）:
Certificate of sufficient Japanese language ability or graduation from a Japanese language school (if
you have it.)
７ 検定料: Application fee
(1) 検定料 ９，８００円（予定額）
Application fee: 9,800 yen (tentative)
(2) 納 期 出願書類提出時
Payment period: When submitting the application materials
８ 入学料及び授業料: Admission fee and tuition
(1) 入学料 ８４，６００円（予定額）
Admission fee: 84,600 yen (tentative)
(2) 授業料 月額２９，７００円（予定額）
（各学期の研究期間分に相当する額を前納）
Tuition: 29,700 yen (tentative) per month
At the beginning of each semester, research students are required to pay the amount of
tuition to cover the entire period of their research studentship for the semester.
(3) 納 期 決定の通知で指定する日
Payment period: Notification letter will be sent with a specified date.
９ 出願書類提出上の注意事項 Important note concerning submission of application:
出願書類及び検定料は，一括して下記あて提出すること。
なお，郵送の場合は，必ず書留郵便とすること。
All application documents and fee must be submitted together, either in person or by registered
mail to the address below.
提出及び問い合わせ先 : 北見工業大学 研究協力課 国際交流担当
Contact information: International Section, Research Cooperation Division, KIT
〒０９０－８５０７

北見市公園町１６５番地

165 Koen-cho, Kitami, Hokkaido 090-8507, Japan
TEL:+81-157-26-9370
FAX:+81-157-26-9373

