






(4) All the documents will be retained by Tokyo University of Agriculture and Technology.

None will be returned to applicants. 

(5) Applicants should select a professor as the principal academic advisor from the annex
"Research Fields of Professors and Associate Professors Who Plans to SeekApplicants". 

Applicants should develop documents for application in close consultation with the 

principal academic advisor nominated. 

2. Scholarship Benefits

(1) Scholarship payments : A monthly allowance of 145,000 Japanese Yen for three years is
awarded from October 2021 through September 2024. Extension will not be permitted. 

[Note : This amount is based on the scholarship payments in the year 2020.] Scholarship 

will not be paid if a student is long absent from the United Graduate School or if 

his/her studies are not satisfactory. 

(2) Transportation to/from Japan : Monbu-Kagaku-sho shall provide an economy class air ticket

between the nearest international airport at home and Narita or Haneda International 

Airport, provided the recipient travels in accordance with the Monbu-Kagaku-sho's 

instructions. At the end of the term, Monbu-Kagaku-sho shall provide an economy class 

airticket between Narita or Haneda International Airport and the nearest international 

血ort at home, provided the recipient travels in accordance with the Monbu-Kagaku-sho's 

instructions.[Note : Recipient should bare the cost of domestic travels to/from the nearest 

international airport at home and from/to Narita or Haneda International Airport in Japan. 

Recipient should also bare the cost of travel insurance for his/her travels to/from Japan」
(3) School Fee : All school fees, i. e. entrance examination, registration and tuition, shall be

waived. 

(4) Casualty insurance for educational activities by students : All students are required to have (1)

personal injury insurance which insures them against unforeseen accidents and injuries(but not 

illnesses) sustained in curricular (in class) activities, at school events, during club activities, or 

while they are in or oh their w�y to or from a university facility; and (2) liability insurance which 

will provide compensation in the event that the student injures another person or damages 

another person's property during the course of teaching training, care practice, internship, 

volunteer activities, off-campus research (surveys, tours, training), museum curator training, 

or extracurricular activities (such as overnight field trips and expeditions).  

3. Admission and Aim of the Course 

(1) Monbu-Kagaku-sho will select recipients from the candidates recommended by the United

Graduate School. 

(2) Notification will be sent in early August 2021 to the applicants who are selected by Monbu

Kagaku-sho for admission to the special program. 

(3) The recipients will be enrolled as full-time graduate students and expected to complete thesis

research for a doctoral degree within three years, under supervision and instruction mainly 

given in English. Each student is supervised by faculty members of 

the United Graduate School, a professor as a principal academic advisor and two pro

fessor or associate professors as co-advisors. A student carries out research at the 

University where his/her principal academic advisor resides, while he/she rriay use 

educational and research facilities of other member Universities within the frame

work of the United Graduate School. 

N. APPLICATION ON PERSONAL FUNDS

1. Application Procedure
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(1) Admission fee : 282,000 Japanese Yen (expecteq)
(2)'Tuition fee: 267,900 Japanese Yen for first semester (annually 535,800 Japanese Yen)

(expected),'Tuition fee may be revised while a student is attending the United 
Graduate School. 

(3) Casualty insurance for educational activities by students : All students are required to have (1)
personal injury insurance which insures them against unforeseen accidents and injuries(but not 
illnesses) sustained in curricular (in class) activities, at school events, during club activities, or 
while they are in or on their way to or from a university facility; and (2) liability insurance which 
will provide compensation in the event that the student injures another person or damages 
another person's property during the course of teaching training, care practice, internship, 
volunteer activities, off-campus research (surveys, tours, training), museum curator training, 
or extracurricular activities (such as overnight field trips and expeditions).  

3. Admission and Aim. of the Course
(1) Applicants on personal funds will be selected based on the documents submitted
(2) Notification will be sent in early April 2021 to the applicants who are selected for ad

mission by the United Graduate School. 
(3) The recipients will be enrolled as full-time graduate students and expected to complete

thesis research for a doctoral degree within three years, under supervision and in
struction mainly given in English. Each student is supervised by faculty members of 
the United Graduate School, a professor as a principal academic advisor and two pro
fessor or associate professors as co-advisors. A student carries out research as the 
University where his/her principal academic advisor resides, while he/she may use 
educational and research facilities of other member Universities within the frame
work of the United Graduate School. 

V. RESERVATIONS

1. Scholarship may be deprived in the following cases : (a) False statements in the documents.
(b）Violation of the pledge. (c) Violation of school regulations or lack of provision for aca
demic achievement.

2. Upon enrollment before arrival in Japan, students are advised to obtain information about
cfunate, customs, manners and other cultural aspects of Japan. It is strongly suggested to
learn Japanese language for ease of life in Japan.

3. If false statements are found in the documents submitted for application, the United
Graduate School will cancel admission at any instance.

4. Personal information given on the application is limited to be used observing the privacy
policy of the University.
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2) 帰国旅費
奨学金支給期間終了後所定の期日までに帰国する者に対しては，（本人の申請に基づき）

成田国際空港又は羽田空港から当該留学生が帰国する場所の最寄りの国際空港までの下級
航空券を交付します。

（注意事項）
①渡日及び帰国の際の連合農学研究科構成大学から国際空港間の国内旅費 については，

自己負担とします。
②渡日及び帰国の際の保険料は自己負担とします。

(4) 授業料等
入学検定料， 入学料及び授業料ぱ徴収しません。

(5) 学生保険料（教育研究災害傷害保険， 賠償責任保険）
自己負担とします。 この保険は， 学生の正課 及び課外活動中における不慮の災害事故によって，
身体に傷害を被ったり似捐計傷害保険）， 他人に損害を負わせた場合備H賞責任保険）の補償制度であり，
全員加入を義務付けております。 

3選考及び指導方法
(1) 文音防半学省は， 国費外国人留学生については， 東京農工大学から推薦された候補者を審査の

うえ，外国人留学生としての採用を決定し， 東京農工大学に通知します。
(2) 合格通知は， 文部科学省の通知に基づき， 8月上旬に本人に通知します。
(3) 研究指導等は主として英語で行い， 3年間で博士償学又は学術）の学位を取得することを

目的とし， 在籍身分は正規の大学院生となり， 学生は東京農工大学大学脚塵合農学研究科構成
大学の教員（主指導教員 1 人及び副指導教員 2 人）により研究指導を受けます。 学生は， 主指
導教員が専任として在職する構成大学に配置され， 研究指導を受けるとともに， 他の構成大学
の施設・設備を利用することができます。

w 私費外国人留学生
1 私費外国人留学生応募手続き

応募者は， 下記の書類を2020年11月30日似ヽ着）までに， 在学生は所属大学院研究科長
有職者は所属長無職者は出身大学院の研究科長を通じて， 希望主指導教員へ提出して下さい。

なお， 下記の書類の送付は必ず書留速達で郵送して下さい。 また， 個人としての応募は受け付
けません。
(1) 2021年度東京農工大学大学院連合農学研究科留学生特別プログラム（私費外国

人留学生）入学申込書侶l」紙様式） 原本 1 部
(2) 出身大学院の修了証明書又は修了見込み証明書及び学位記等（証明したもの）

原本 1 部

(3) 出身大学院の成績証明書（出身大学の発行したもの。 成績の評価基準が明確にわか
る資料を添付して下さい。）

(4) 修士論文，ただし，修士論文がない場合はこれにかわるもの。 修了見込み者に
ついては，修士論文草稿 写1部

(5) 研究業績捌紙様式）
(6) 研究業績に記載した著書論文等のコピー

(7) 本国の戸籍謄本又は市民籍等の証明書 原本 1 部
(8) 囀書（囀書の宛先は鱈農エ碍騎にしたもので在学生は研究科長レベ

ルの者無職者は出身大学院研究科長レベルの者が作成した推薦書。有職者は
勤務先の所属長の作成した推薦書。）傷lj紙様式） ！l 

(9) 個人推薦書偉凛者本人をよく知っている指導教員等が作成した東京農工大学大学院
連合農学研究科長宛ての推薦書。）

(10)写真（最近6カ月以内に撮影した， 鮮明なもの。4. 5 cmX3. 5 cm, 上半身正面脱幌裏
面に国籍及び氏名を記入し， 申請書の所定の場所に添付のこと。） 1 葉

(11)麟診断書例諏麟
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(1 2) パスポー トのコピー

(13)入学検定料 30, 000円（現金）
［注意事項］

①申請書類は， すべて英語又は日本語により出来るだけタイプを用いて作成して下さい。
②中国 ロシア， ミャンマー等の応募者は， 事前に出国許可の確認をしておくことが望ましい。
③上記申請書がすべて完全かつ正確に記載されていない場合， 付属書類が完全に揃っていない

場合， 又は提出期限が過ぎたものについては受理しません。
④上記書類のうち，（8) 推薦書及び (9) 個人推薦書には， 英語能力の程度が「優秀」「普通」「普通

以下」のいづれであるかについても記入して下さい。
⑤上記書類のうち，（1), (5), (8) 及び (11) の書類は本学所定の様式を使用して下さい。

その他の書類はA4判の用紙(29. 5.cmX2 1 cm)に統一して下さい。
⑥提出書類の返却はしません。
⑦申請者は， 申請書に希望する主指導教員名を記入して下さい。また， 申請者は且皆胴虹貞予

定者等と十分な連絡をとり， 研究計画書を作成して下さい。
2私費外国人留学生が入学時に要する経費

(1) 入学料28 2,000円（予定額）
(2)囀料267,900円（年間535,800円）（予定飼

なお， 在学中に授業料改訂が行われた場合には，改訂時から新授業料が適用されます。
(3) 学生保険料（教育研究災害傷害保険， 賠償責任保険）

この保険は， 学生の正課及び課外活動中における不慮の災害事故によって， 身体に傷害を被ったり
改害傷害保険）， 他人に損害を負わせた場合偵剖賞責任保険）の補償制度であり， 全員加入を義

務付けております。
3選考及び指導方法
(1) 提出された 「N 1私費外国人留学生応募手続」の書類により審査します。
(2) 合格は， 東京農工大学大学院連合農学研究科教授会で決定され， 合格通知は，3月上旬まで

に本人に通知します。
(3) 研究指導等は主として英語で行い， 3 年間で博士濃学又は学術）の学位を取得することを

目的とし， 在籍身分は正規の大学院生となり， 学生は東京農工大学大学脚里合農学研究科構成
大学の教員（主指導教員1人及び副指導教員2人） により研究指導を受けます。学生は， 主指
導教員が専任として在職する構成大学に配置さ九研究指導を受けるとともに， 他の構成大学
の施設・設備を利用することができます。

v 注意事頁
(1) 国費外国人留学生は次の場合には， 奨学金の支給を取りやめられることがあります。

1) 提出書類の記載に虚偽が発見されたとき。
2) 文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
3) 大学において， 懲戒処分を受け， 若しくは成業の見込みがないと判断されたとき。

(2) 留学生は渡日に先立ち， 日本の風土， 習慣，気候 大学の状況についてあらかじめ研究して
おくことが望ましい。また， 日常生活は日本語での生活になることについて十分理解しておい
て下さい。

(3) 提出書類等の記載事項に虚偽の記入がある場合には， 入学後でも入学許可を取り消すことが
あります。

(4) 出願時に入手した個人情報は， 本学プライバシーポリシーに則って使用し， それ以外の目的
には使用しません。
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