大学紹介

OSAKA UNIVERSITY

大阪大学は、1931年に創設された国立の総合大学で、自由で先進的な発想と新規性・先見性を尊び、学

thinking, novelty, advancement and academic research.

術・研究を重んずる学風を持つ優れた伝統のある大学です。
現在、本学は11学部、16研究科、5附置研究所、36附属教育研究施設、2附属病院、4附属図書館、19学
内共同教育研究施設、3全国共同利用施設などによって構成されています。また、キャンパスは、吹田、豊中、箕
面の3箇所にあり、教育・研究環境に優れた大阪北部に位置しています。

research facilities, 2 hospitals, 4 libraries,｠19 joint-use facilities, and 3 national joint use facilities.
There are 3 campuses located in the Suita, Toyonaka and Minoh areas, which are situated in the

■Number of Students, Staﬀ & Researchers

総学生数（2014年5月1日現在）

15,524

The university now boasts 11 schools and faculties, 16 graduate schools, 5 research institutes, over 36

northern part of Osaka prefecture, an ideal location for education & research.

■ 数 字 でみる大 阪 大 学

473

Osaka University is a National University founded in 1931 that has traditionally valued liberal ways of

教職員数（2014年5月1日現在）

Number of Students（as of May 2014）

非正規

教員

正規

職員等

586

2,822

3,171

473

15,524

7,905

学部

Number of Staﬀ (as of May 2014)

non-regular Students

Academic Staff

regular Students

University Staff

586

2,822

3,171

7,905

大学院

Undergraduate

留学生数（2014年5月1日現在）
：2,012人

Graduate

Number of International Students (as of May 2014) Total: 2,012

［地域別］

［By Region］

［経費別］

北米 43人（2.1％）

アフリカ 32人（1.6％）

国費留学生

中近東 43人（2.1％）

オセアニア 10人（0.5％）

政府派遣留学生

中南米 59人（2.9％）

私費留学生

588人
78人
1,346人

North America 43 (2.1%)

Middle East 43 (2.1%)

Africa 32 (1.6%)
Oceania 10 (0.5%)

Central & South America
59 (2.9%)

2,012人

学部

336人

大学院（博士前期・修士）

539人

大学院（博士前期・博士）

588人

非正規（研究生・聴講生など）

549人

［受入数上位学部・研究科］

アジア
1,618人
（80.4％）
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Japanese Government Scholarship Students

588

Foreign Government Sponsored Students

78

Privately Financed International Students

1,346

［By Course］

［課程別］
ヨーロッパ
207人
（10.3％）

［Funding of International Students］

Europe
207
(10.3%)

Total
2,012

Undergraduate Schools

336

Graduate Schools (Master course)

539

Graduate Schools (Doctor course)

588

Non-Regular Students (Total)

549

［Top 5 Schools accepting International Students］

１位

工学部・工学研究科

465人

1 School & Graduate School of Engineering

465

２位

経済学部・経済学研究科

195人

2 School & Graduate School of Economics

195

３位

言語文化研究科

169人

3 Graduate School of Language and Culture

169

４位

基礎工学部・基礎工学研究科

144人

4 School & Graduate School of Engineering Science

144

５位

理学部・理学研究科

137人

5 School & Graduate School of Science

137

Asia
1,618
(80.4%)
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■ 組 織 図 ／ Schools and Graduate Schools
歯学研究科

学部／Schools（１１）

その他（一部抜粋）／Other Facilities（main facilities）

Graduate School of Dentistry

薬学研究科

文学部

Graduate School of Pharmaceutical
Sciences

School of Letters

人間科学部

School of Human Sciences

法学部

工学研究科

Graduate School of Engineering

日本語日本文化教育センター

School of Science

Graduate School of Language and
Culture

Center for Japanese Language and
Culture

医学部

国際公共政策研究科

Center for International Education
and Exchange

理学部

Faculty of Medicine

歯学部
薬学部

School of Pharmaceutical
Sciences

工学部

School of Engineering
School of Engineering Science

外国語学部

School of Foreign Studies

研究科／Graduate Schools（１６）
文学研究科

Graduate School of Letters

人間科学研究科

Graduate School of Human
Sciences

法学研究科

Graduate School of Law and Politics

経済学研究科

Graduate School of Economics

理学研究科

Graduate School of Science

医学系研究科

Graduate School of Medicine

Undergraduate

正規

サイバーメディアセンター

Degree Course

Center for the Study of
Communication-Design

生命機能研究科

Privately
Financed
Students

Center for Education in Liberal Arts
and Sciences

総合学術博物館

Graduate School of Law

連合小児発達学研究科（連合大学院）
United Graduate School of Child
Development

Museum of Osaka University

保健センター

Health Care Center

附属研究所／Research Institutes（５）

附属図書館（総合・生命科学・理工
学・外国語）
Library (Main, Life Science, Science and
Engineering, International Studies)

微生物病研究所

Research Institute for Microbial
Diseases

大阪大学に
入学したい

Institute for Protein Research
Institute of Social and Economic
Research

国費→P15
Government
Scholarship Students
(MEXT)→P16

接合科学研究所

大学院

４月１日

●第１学期始業

９月３０日

●第１学期終業

４月2日

●入学式

１０月１日

●第２学期始業・入学式（秋期）

５月１日

●大阪大学記念日

１１月1日～3日 ●大学祭

5月2日～3日

●いちょう祭

３月２5日

9月25日

●卒業式・大学院学位記授与式（秋期） ３月３１日

April 2
May 1

May 2-3

September 25

Entrance Ceremony
Foundation Day
Icho Festival
Graduation Ceremony,
Commencement Ceremony（Fall）

October 1
November 1-3
March 25
March 31
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大学推薦
University
Recommendation

→P19
English Course
→P20

Graduate

正規（英語コース含む）

→P9
Degree Course→P9
(Including English Course)

■２０１4年度 学 年 暦 ／ Academic Calendar 2014
September 30

交換留学

英語コース

Joining and Welding Research
Institute

First Semester Begins

Non Degree
Course

Embassy
Recommendation

Overseas Centers（North American
Center, European Center, ASEAN
Center, East Asian Center）

社会経済研究所

非正規

→P11
Research
Students→P12

大使館推薦

海外拠点（北米センター・欧州セン
ター・ASEANセンター・東アジア
センター）

蛋白質研究所

研究生等

Desire to study at
Osaka University

Osaka University Hospital,
Osaka University Dental Hospital

The Institute of Scientific and
Industrial Research

英語コース

→P13
Exchange
Program→P14

附属病院（医学部・歯学部）

産業科学研究所

→P5
Regular Course
→P6

→P19
English Course
→P20

私費

全学教育推進機構

Graduate School of Frontier
Biosciences

※2014年5月現在 ※上記は一部です。詳しくは、http://www.osaka-u.ac.jp/ja/academicsをご覧ください。
（Ａｓ ｏｆ Ｍａｙ ２０１４）＊The above is a partial list of the Institutes and Facilities at Osaka University. For more detail, please visit：http://www.osaka-u.ac.jp/en/academics

April 1

→P19
English Course
→P20

コミュニケーションデザインセンター

Graduate School of Information
Science and Technology

高等司法研究科（法科大学院）

基礎工学部

英語コース

私費選抜

Cybermedia Center

情報科学研究科

→P15
Embassy Recommendation
→P16

学部

国際教育交流センター

School of International Public Policy

School of Dentistry

Government
Scholarship
Students(MEXT)

免疫学フロンティア研究センター

言語文化研究科

School of Economics

国費

レーザーエネルギー学研究センター

Immunology Frontier Research Center

Graduate School of Engineering
Science

経済学部

大使館推薦

核物理研究センター

Research Center for Nuclear Physics
Institute of Laser Engineering

基礎工学研究科

School of Law

留 学 案 内 フローチャート／Admission Flow Chart

First Semester Ends

Second Semester Begins・Entrance Ceremony（Fall）

私費

Privately
Financed
Students

Machikane Festival

●卒業式・大学院学位記授与式

Graduation Ceremony, Commencement Ceremony

研究生等

非正規

→P11
Research
Students→P12

Non Degree
Course

交換留学

→P13
Exchange
Program→P14

●第２学期終業

Second Semester Ends
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私 費 留学生としての留学

Studying as an Unsponsored International Student

ここでは、私費留学生として大阪大学に入学するための方法などを簡単に説明します。より詳しい内容は各
項目の最後に掲載しているHPなどにてご確認ください。

1. Undergraduate Course

１．学 部 入 学
大阪大学では、
１１学部において学部教育を行っています。学部に入学した場合、通常は４年在籍することになり、卒業す
ると学士号を取得することになります。ただし、医学部医学科、歯学部、薬学部薬学科に入学した場合は、卒業するまでに６
年必要です。すべての学生は、
１・２年の間（入学後の３学期の間）に、
「 全学共通教育科目」を豊中キャンパスで受講すること
になっています。
集要項は毎年９月下旬頃発表され、出願は１月初旬頃（予定）です。その他の入試として、英語による学位取得コース「学部
英語コース特別入試」
（ P19）があります。以下は「私費外国人留学生特別入試」の説明です。

【私費外国人留学生特別入試】の募集学部・学科
学

部

人間科学科

外国語学部

外国語学科

法

法 学 科 、国 際 公 共 政 策 学 科

部

enrolled in the Faculty of Medicine (Medical course), School of Dentistry and School of Pharmaceutical Sciences
(Pharmaceutical course) are expected to study for six years to complete the program.
half years) after entering the university. The general education program is oﬀered at the Toyonaka Campus.
Osaka University oﬀers special screening for unsponsored international students. The new admission guideline is posted
in late September, and applications are normally accepted around early January. Aside from admissions as an
unsponsored international student, the special entrance examination for the Degree Program conducted in English (p.20)

【Undergraduate Programs】oﬀering the Special Entrance Examination for Unsponsored International Students

経 済 学 部

経 済・経 営 学 科

理

学

部

数 学 科 、物 理 学 科 、化 学 科 、生 物 科 学 科（ 生 物 科 学コース、生 命 理 学コース）

医

学

部

医 学 科 、保 健 学 科

歯

学

部

歯学科

薬

学

部

薬 科 学 科（ 薬 学 科 では対 応していな い）

工

学

部

応 用 自 然 科 学 科 、応 用 理 工 学 科 、電 子 情 報 工 学 科 、環 境・エネル ギー工 学 科 、地 球 総 合 工 学 科

基礎工学部

normally study for four years. At the completion of the program, students will be awarded a bachelor’s degree. Students

is also available. The explanation below is for the special entrance examination for unsponsored international students.

人文学科

人間科学部
学

Each of the 11 faculties oﬀers undergraduate programs. Students enrolled in one of the undergraduate programs will

All undergraduate students are required to take liberal education subjects for their ﬁrst three semesters (one and a

大阪大学では、日本国籍を有しない外国人のための特別入試「私費外国人留学生特別入試」を設けています。最新の募

文

This section provides brief information regarding enrollment for Privately Financed International
Students at Osaka University. For more details, please refer to the website noted in each section.

電 子 物 理 科 学 科 、化 学 応 用 科 学 科 、システム科 学 科 、情 報 科 学 科

■講義言語

■出願資格

英語による学位取得コース（P19）を除いて、授業や試験は

School of Letters

Humanities

School of Human Sciences

Human Sciences

School of Foreign Studies

Foreign Languages

School of Law

Law, International Public Policy

School of Economics

Economics and Business

School of Science

Mathematics, Physics, Chemistry, Biological Sciences（Biological Science Course, Life Science Course）

School of Medicine

Medical School, School of Allied Health Sciences,

School of Dentistry

Dentistry

School of Pharmaceutical Sciences

Pharmaceutical Sciences (This does not correspond to Pharmacy)

School of Engineering

Applied Science, Mechanical, Materials and Manufacturing Science; Electronic and Information Engineering, Sustainable Energy and Environmental Engineering, Global Architecture

School of Engineering Science

Electronics and Materials Physics, Chemical Science and Engineering, Systems of Science, Information and Computer Sciences

出 願 者 は、出 願 資 格 や 各 学 部が 設 定 する「 日 本 留 学 試 験 」

日本語で行われますので、入学時に十分な日本語能力を備えて

「TOEFL」の取得得点条件（P7を参照のこと）などを満たさな

いる必要があります。また、大阪大学では、日本語だけを学ぶこ

ければなりません。以下に簡単に抜粋した出願資格を紹介しま

とはできませんので、日本語を勉強してから入学することが望

すが、詳しくは「入学者選抜要項」や「募集要項」をご覧ください。

ましいです。

●日本国籍を有しない者
●外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者

■選抜方法

■願書の請求

各学部が指定する日本留学試験及びTOEFLの成績と、
２月

●窓口での配布・・・学生部入試課にて毎年９月下旬頃

下旬以降から３月上旬に実施される学力試験（筆記・面接等）

●郵便による請求・・・大学HP参照のこと

の結果等によって行います。各学部が指定する日本留学試験及

（http://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/

びTOEFLの出願基準点や学力試験の詳細は「入学者選抜要

material/application_forms/return_etal）

項」や「募集要項」をご覧ください。

■Language of Instruction

■Admission Requirements

Except for Degree programs conducted in English, most classes

Each school has separate admission requirements, and

are taught in Japanese. Those who wish to enroll in regular

applicants must obtain the required scores on EJU & TOEFL (refer

undergraduate programs must have suﬃcient proﬁciency in

t o p a g e 7 ) . Fo l l o w i n g i s a g e n e r a l o v e r v i e w o f t h e e l i g i b i l i t y

Japanese upon enrollment.

requirements for the bachelor’s degree programs. For more

Osaka University doesn’t provide any Japanese course for

details, please check the admission guideline.

students who only wish to study Japanese to enroll in a Japanese

Example:

University It is highly recommended that students acquire a high

＊Individuals not possessing Japanese citizenship.

level of Japanese proﬁciency before applying to the university.

＊Individuals who have completed or are expected to complete
a 12-years overseas school curriculum.

■Obtaining Application Materials

■Selection

-At the Admission Division: Applications will be available around

Those who wish to apply for a regular undergraduate course as

late September.

an unsponsored international student must take EJU* and TOEFL.

【私費外国人留学生特別入試（学部入学）】に関する問い合わせ先／Ｆｏｒ ｍｏｒｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
大阪大学学生部入試課／Admission Division, Department of Student Affairs, Osaka University
TEL：+81-（0）6-6879-7097 E-mail：gakusei-nyusi-dai1@office.osaka-u.ac.jp
HP： http://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/faculty/expense
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-Request by mail: refer to the website below.

Each faculty’s special selection (written exam & interview, etc.)

（http://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/material/

will be held around late February and early March. (Selection was

application_forms/return_etal）

held between Feb. 25 and Mar. 14.)
For the necessary scores for EJU and TOEFL, please refer to

＊EJU- the Examination for Japanese University Admission for International

the admission guideline.

Students set by JASSO (Japan Student Services Organization)

6

［参考］※平成26（2014）年度（実施済）のものです。
※平成27（2015）年度私費外国人留学生特別入試については、
7月末公表の入学者選抜要項を確認してください。

■私費外国人留学生特別入試【日本留学試験】及び【TOEFL】出願基準点表
日本留学試験

日本留学試験
学部

2012

2013

出題言語

日本留学試験科目
日本語

読解、
6月 11月 6月 11月 日本語 英語 聴解・聴読解

文学部

○

○

○

○

○

×

人間科学部

×

×

○

○

○

×

外国語学部

×

×

○

○

○

○

法学部

×

×

○

○

○

×

経済学部

×

×

○

○

○

×

数学科
化学科

生物科学科

×

○

○

○

○

理学部

×

生物科学科

（生命理学コース） ×

医学部

医学科

保健学科

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

歯学部

×

×

○

○

○

×

薬学部

×

×

○

○

○

○

工学部

基礎工学部

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

合計300点以上

○

○

○

数学

○

合計260点以上

○

○

○

○

○

○

○

○

合計250点以上

○

○

合計250点以上

○

200点
以上

25点
以上

○

○

200点
以上

25点
以上

○

○

200点
以上

25点
以上

○

○

合計270点以上

○

○

合計200点以上

○

○

合計270点以上

○

○

240点
以上

30点
以上

○

○

200点
以上

25点
以上

○

○

200点
以上

25点
以上

○

合計240点以上

○

○

合計240点以上

×

×

×

×

物理

化学

生物

×

×

×

○
PBT:460点以上
iBT:48点以上

○

×

×

×

PBT:460点以上
iBT:48点以上

×

×

×

※欄外参照

×

×

×

×

PBT:500点以上
iBT:61点以上

×

×

×

×

○

○

○

○

（1つ選択）

○

TOEFL

理科

コース1 コース2

240点以上 30点以上 合計240点以上

○
×

（生物化学コース）

物理学科

○

記述

総合
科目

○

2科目選択

○

×

○

◎

○

○

（出願基準点なし）

○

1つ選択

合計240点以上

×

×

○

◎

◎

×

合計240点以上

○
×

×

×

×

120点
以上

○

○

○

○

2科目選択

○

○

○

（出願基準点なし）

○

（出願基準点なし）

○

○
×

2科目選択
合計240点以上

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

120点
以上

○

○

2科目選択

120点
以上

○

○

合計120点以上

○

○

○

2科目選択

◎

○

○

1つ選択

合計240点以上

○

◎

◎

合計240点以上

×
○
PBT:500点以上
iBT:61点以上

合計120点以上

×

大阪大学では、2014年度から
「新たな学部私費外国人留学生特別入試」を実施します。
この特別入試では、志願者は受験のために来日することなく出願書類（必要に応じて面接試験を行うことがあ
る）による審査を経て、入学許可を得ることができます。
なお、
この特別入試には以下の２種類があり、
どちらも日本国籍を有しない方が対象です。
In JFY2014, we will introduce a new admission procedure for unsponsored international students
at the undergraduate level. With this procedure, applicants can receive screening results, in
addition to interview results when deemed necessary, without being required to ﬁrst travel to
Japan. The procedure cover two diﬀerent cases targeting applicants without Japanese nationality
as outlined below :
①日本国外に在住し、日本国外で学校教育を受け、日本語能力検定レベルN1またはN2相当の者を対象とし
た特別入試＜2014年度から実施＞
この試験に合格した者は、学部入学前に半年間の日本語研修・予備教育を経て学部に入学します。
②日本国外に在住し、韓国で学校教育を受け、日本語能力検定レベルN1相当の者を対象とした特別入試
＜2015年度から実施＞
この試験に合格した者は、学部入学前の半年間の日本語研修・予備教育を受けずに直接学部に入学します。
また、①、②のいずれの特別入試においても、学部私費外国人留学生向けに指定校推薦入試の実施を予定して

○

1) For students who completed education outside Japan and have passed the Japanese-Language
Proﬁciency Test (JLPT), Levels N2, or N1 or equivalent ‒ Starting in JFY2014
Students fulﬁlling this condition must take preliminary and extensive Japanese language
education for six months before beginning their regular studies as a full-time student.
2) For those who were educated in the Republic of Korea and have passed the JLPT Level N1 or
equivalent ‒ Starting in JFY2015
Students fulﬁlling these conditions will not be required to undergo preliminary language
education, and may enter regular undergraduate courses directly in April.
Furthermore, an additional admission procedure for students from selected high schools is
expected to begin in the near future. For more information, please check our website after July
2014.

（出願基準点なし）

○

（出願基準点なし）

※外国語学部の【TOEFL】のスコアについては、以下の専攻志願者に出願基準点（【PBT：500点以上】または【iBT：61点以上】）を設けます。
•出願基準点を設ける専攻
中国語専攻、朝鮮語専攻、モンゴル語専攻、フィリピン語専攻、ベトナム語専攻、ヒンディー語専攻、ウルドゥー語専攻、アラビア語専攻、ペルシア語専攻、
トルコ語専攻、スワヒリ語専攻、ロシア語専攻、デンマーク語専攻、スウェーデン語専攻、英語専攻、フランス語専攻、イタリア語専攻、スペイン語専攻、ポ
ルトガル語専攻
※◯・・・必要科目、×・・・不必要科目、◎・・・理科の必須科目
※TOEFLについては、
「 ◯（出願基準点なし）」とあっても必ず受験し、出席書類としてスコアを提出必要があります。
※詳しいことについては、
「 私費外国人留学生特別入試募集要項」をご覧ください。
（大阪大学HP：http://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/faculty/expense)
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reside outside of Japan, who do not possess Japanese nationality, and who
intend to take classes taught in the Japanese language.）

います。詳しくは、大阪大学ホームページ（2014年7月頃案内予定）で確認してください。
（出願基準点なし）

合計120点以上

Newly Introduced Admission Program for Unsponsored
International Students（*This procedure is ONLY for applicants who

○

（出願基準点なし）

合計240点以上

×

新たな学部私費外国人留学生特別入試（日本国外在住者向け）／

【新たな学部私費外国人留学生特別入試（日本国外在住者向け）】に関する問い合わせ先
大阪大学グローバルアドミッションズオフィス
Please contact: Global Admissions Office, Osaka University
TEL：+81-(0)6-6850-5942または5943
E-mail：gao-ina@ml.office.osaka-u.ac.jp
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２．大 学 院 入 学 ／ Admission for Graduate School

大阪大学には１６研究科があり、留学生の受け入れをしています。詳しい入試情報は各研究科のHPをご覧ください。
Each of the 16 schools oﬀers graduate programs for international students. For further details, please visit each school website.

研究科

Schools

（2014年7月現在／As of July 2014）

研究科

Schools

文学研究科

Graduate School
of Letters

課

程

Degree Course

修士・博士前期課程

Master/Doctor Course

博士後期課程

Doctor Course

博士前期課程

Master Course

外国人
10月入学 特別選抜

×

○

○

○

×

○

○

○

×

×

○

○

博士前期課程

（社会人特別入試）

Master Course

人間科学研究科

Graduate School
of Human Sciences

（Special Screening for
Working People）

博士後期課程

Doctor Course

×

×

×

○

×

○

○

○

博士後期課程

（社会人特別入試）

Doctor Cource

（Special Screening for
Working People）

法学研究科

Graduate School
of Law and Politics

経済学研究科

Graduate School
of Economics

博士前期課程

Master Course

博士後期課程

Doctor Course

博士前期・後期課程
Master/
Doctor Course
博士前期課程

Master Course（Enrollment in April）

理学研究科

Graduate School
of Science

博士前期課程
（化学・高分子科学）
Master Course Department
of Chemistry, Department
of Macromolecular Science

博士後期課程
Docter Course（Enrollment in April）
博士後期課程

Doctor Course（Enrollment in October）

修士・博士課程
医学系研究科

Graduate School
of Medicine

Master/
Doctor Course

博士課程

Doctor Course

博士前期・後期課程
Master/
Doctor Course

歯学研究科

Graduate School
of Dentistry

博士後期課程

Doctor Course

博士前期課程
薬学研究科

Graduate School
of Pharmaceutical
Science

Master Course

博士後期課程（3年）
博士課程
（4年）

Doctor Course
（3/4years）

×

×
×

×

○
×

×

×

×

×

○

×
○

○

×

×
×

○
○

○

○

○

○

×

×

○

○
○

○
○

○

○
○

（8月のみ）
(Only Aug.)

○

×

○

○

専攻等

入学試験時期
Enrollment Special
Date of examination
in October screening
書類
筆記
面接
for Int’l
students Documents Written exam Interview
×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

8月/11～12月
Aug. / Nov. - Dec.

Courses, etc.

工学研究科

文化形態論、
文化表現論、
文化動態論
（修士のみ）
Studies on Cultural Forms,
Studies on Cultural Expressions,
Studies on Cultural Dynamics
(Master Course Only)

Graduate School
of Engineering

博士後期課程

Doctor Course

基礎工学研究科

9月/2月

Sep. / Feb.

2月
Feb.

人間科学、
グローバル人間学
Human Sciences,
Global Human Sciences

Graduate School
of Engineering
Science

9月

Graduate School
of Language
and Culture

Sep.

2月

Master course：Aug. Sep. /Jan.
Doctor course：Feb.

国際公共政策研究科
経済学、
経営学系
Economics,
Business and Management

Osaka School
of International
Public Policy

Aug.

Aug.

Feb.

Doctor Course

Master/
Doctor Course

博士前期・後期課程

〔日本語・日本文化専修コース特別プログラム〕

博士前期・後期課程

8月

8月

博士後期課程

Master/
Doctor Course

博士後期課程

Doctor Course

博士前期課程
数学、
物理学、
化学、
生物科学、
高分子科学、
宇宙地球科学
Mathematics,
Physics, Chemistry,
Biological Sciences,
Macromolecular Science,
Earth and Space Science

○

〔Japanese Studies Program〕

法学、
政治学
Law and Political Sciences

Feb.

前期：8・9月/1月
後期：2月

Master Course

Master/Doctor Course

9月/2月（※）
Sep. / Feb.（※）

博士前期課程

博士前期・後期課程
言語文化研究科

8月

Aug.

情報科学研究科

Graduate School
of Information
Science
and Technology

Master Course

博士後期課程

Doctor Course

種類により異なる
Depends on each type
of examination

種類により異なる
Depends on each type
of examination

修士：7月
博士：10月/1月

Master course:July.
Doctor course:Oct./Jan.

7月

医学
（博士）
、
医科学
（修士）
Medicine (Doctor),
Medical Science (Master)

生命機能研究科

Graduate School
of Frontier
Biosciences

博士課程
（5年）
5-year
Ph.D.Program

×

×

○

×

×

×

○

○

○

Master course：Aug. / Feb.
Doctor course:Feb.

種類により異なる

Depends on each major

Master: Aug.Doctor: Nov.

10月/2月
Oct. / Feb.

8月/2月

Aug. / Feb.

保健学
Health Sciences
口腔科学
Oral Science
創成薬学
（博士前期・後期）、
医療薬学
（博士）
Advanced Pharmaco-science
(Master/Doctor),
Medical Pharmacy (Doctor)

高等司法研究科

Graduate School
of Law
(Law School)

連合小児発達学
研究科

一般選抜

General Selection

特別選抜

Special Selection

博士課程
（3年）

Doctor Course
United Graduate
（3-years）
School of
Child Development

×

×

○

×

×

○

◎英語コースについては、
19ページで確認してください。
◎For information on the English course, please see page 20.
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物質創成、機能創成、
システム創成
Materials Engineering Science,
Mechanical Science and Bioengineering,
Systems Innovation

言語文化、言語社会、
日本語・日本文化
Language & Culture, Language & Society,
Japanese Language & Culture

Master course：Sep. / Feb.
Doctor course:Feb.

9月

国際公共政策、比較公共政策
International Public Policy,
Comparative Public Policy

Sep.

6月/8月/12月
Jun. /Aug. / Dec.

8月/12月
Aug. / Dec.

7月
July

情報基礎数学、情報数理学、コ
ンピュータサイエンス、情報シ
ステム工学、情報ネットワーク
学、マルチメディア工学、バイ
オ情報工学
Pure and Applied Mathematics,
Information and Physical Sciences,
Computer Science, Information Systems
Engineering, Information Networking,
Multimedia Engineering, Bioinformatic
Engineering
ナノ生体科学、細胞ネットワー
ク、時空生物学、固体機能学、
脳神経工学、生体ダイナミクス、
生命理工学、免疫制御学
Nanobiology, Biomolecular Networks,
Integrated Biology, Organismal
Biosystems,Neuroscience, Biophysical
Dynamics, Special Research Promotion
Group, Biomedical Engineering,
Collaborative Institutes (Immune Regulation)

11月
Nov.

○

○

生命先端工学、応用化学、精密科学・応用物
理学、知能・機能創成工学、機械工学、マテ
リアル生産科学、電気電子情報工学、環境・
エネルギー工学、地球総合工学、ビジネスエ
ンジニアリング
Advanced Science and Biotechnology,
Applied Chemistry, Precision Science &
Technology and Applied Physics,
Adaptive Machine Systems, Mechanical
Engineering, Materials and
Manufacturing Science, Electrical,
Electronic and Information Engineering,
Sustainable Energy and Environmental
Engineering, Global Architecture,
Management of Industry and Technology

前期：9月/2月 後期：2月

July

前期：8月 後期：11月

専攻等

Courses, etc.

前期：8月/2月 後期：2月

Aug.

（※）
2月の試験は9月の試験で定員が埋まらなかったときに実施
（※）
The February examination will be conducted only when the enrollment capacity is not reached at the September examination
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Master/
Doctor Course

Sep. / Feb.

○

○

Degree Course

選抜方法

Selection Method

9月/2月

8月

○

○

○

Each applicant will be notified.

×

○

○

Each applicant will be notified.

○

○

○

Feb.

志願者に対して別途通知

○

×

○

2月

2月

×

○

○

Feb.

志願者に対して別途通知

×

×

○

○

2月

程

博士前期・後期課程

選抜方法

Selection Method
入学試験時期
Enrollment Special
Date of examination
screening
in October
書類
筆記
面接
for Int’l
students Documents Written exam Interview

課

外国人
10月入学 特別選抜

○

9月

法科大学院
Legal Practice

Sep.

9月/1月

Sep. / Jan.

小児発達学
Child Development

３．非 正 規 生（ 研 究 生など ）としての入学

３．Admission for Non-Regular Students (Research Students)

大阪大学では、研究生（特定の専門分野について研究する）、科目等履修生（特定の授業科目を履修し単位を取得する）
として入学することもできます。詳しくは各学部・研究科等のHPをご覧ください。
（2014年7月現在）

研究科・研究所等

教員内諾

受入時期

文学研究科

試験

Osaka University accepts Research Students (those who research a speciﬁc subject) and Non-degree Students (those who
take speciﬁc subjects and receive credits) at each graduate school. Detailed information is available at each school’s website.
Schools/Graduate Schools accepting Research Students:
Schools/Institutes

書類

筆記

面接

4月・10月

○

○

○

Graduate School of Letters

○

○

Graduate School of Human Sciences

Approval of
an Advisor

(As of July 2014)

Enrollment

Selection Method
Documents Written exam

Interview

Apr. / Oct.

○

○

○

○

Apr. / Oct.

○

○

○

Graduate School of Law and Politics

○

Anytime

○

Graduate School of Economics

○

Apr.

○

△

△

各専攻により異なる

Graduate School of Science

○

Apr. (general rule)

各研究室により異なる

Graduate School of Medicine

○

Anytime

委員会・教授会の了承

Graduate School of Medicine
（Division of Health Sciences）

○

教授会の了承

Graduate School of Dentistry

○

教授会の了承

Graduate School of Pharmaceutical Sciences

○

専攻長会の承認

Graduate School of Engineering

○

Apr. / Oct. (general rule)

人間科学研究科

○

4月・10月

○

法学研究科

○

随時

○

経済学研究科

○

4月

○

理学研究科

○

原則4月

医学系研究科（医学科）

○

随時

医学系研究科（保健学科）

○

歯学研究科

○

薬学研究科

○

工学研究科

○

原則4月・10月

基礎工学研究科

○

随時

○

Graduate School of Engineering Science

○

Anytime

○

言語文化研究科

○

4月・10月

○

Graduate School of Language and Culture

○

Apr. / Oct.

○

国際公共政策研究科

○

4月・10月

○

School of International Public Policy

○

Apr. / Oct.

○

情報科学研究科

○

随時

○

Graduate School of Information Science and Technology

○

Anytime

○

生命機能研究科

○

4月・10月

○

Graduate School of Frontier Biosciences

○

Apr. / Oct.

○

連合小児発達学研究科

○

4月・10月

○

Graduate School of Child Development

○

Apr. / Oct.

○

微生物病研究所

○

随時

代議員会の承認

Research Institute for Microbial Diseases

○

Anytime

Approval by the committee

産業科学研究所

○

随時

役員会の承認

The Institute of Scientific and Industrial Research

○

Anytime

Approval by the committee

随時

教授会の了承

Institute for Protein Research

Anytime

Approval by the committee

研究生：随時
科目等履修生：4月
随時
研究生：随時
科目等履修生：4月

蛋白質研究所
社会経済研究所

○

原則4月

接合科学研究所

○

随時

レーザーエネルギー学研究センター

原則4月

△

教授会の承認

△

Research Students: Anytime
Credited Auditor : Apr.
Anytime
Research Students: Anytime
Credited Auditor : Apr.

Depend on each major
Depend on each laboratory
Approval by the committee
Approval by the committee
Approval by the committee
Approval by the committee

Institute of Social and Economic Research

○

Apr. (general rule)

教員会議の承認

Joining and Welding Research Institute

○

Anytime

Approval by the committee

教授会の承認

Institute of Laser Engineering

Apr. (general rule)

Approval by the committee

○

○

Approval by the committee

サイバーメディアセンター

○

原則4月

○

教授会の承認

Cybermedia Center

○

Apr. (general rule)

○

Approval by the committee

免疫学フロンティア研究センター

○

随時

○

代議員会の承認

Immunology Frontier Research Center

○

Anytime

○

Approval by the committee

大学院正規・非正規入学問い合わせ

For more information:

大阪大学では、大学院への入学情報（正規・非正規）は研究科ごとに異なります。
入学に関する詳しい情報は、各研究科等にお問い合わせください。→P31へ

The application deadlines and the schedules for entrance examinations vary among graduate schools.
For more details, please contact the relevant graduate school’s administrative office directly. →Go to page31
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交 換 留学生としての入学

Entrance as Exchange Students

大阪大学では、海外の多くの大学と学術交流協定を締結しています（２０１4年5月１日現在、大学間99件、
部局間464件）。そのうち学生交流の覚書を交わした協定校(大学間89件、部局間220件)に在籍している
学生は、交換留学生として学ぶことができます。現在、大阪大学では、一般プログラムのほか、
３つの交換留学
特別プログラムによって留学生を受け入れています。

Osaka University has completed academic exchange agreements with a large number of
universities in other countries and regions. In keeping with these agreements, Osaka University
accepts exchange students from those universities that allow the students to take classes at Osaka
University without paying any additional tuition fees. Osaka University welcomes exchange students
to the Regular Exchange Program and the other three special programs.

一般プログラム（iExPO）

OUSSEP

Regular Exchange Program (iExPO)

OUSSEP

大阪大学の学部・研究科が個別に留学生を受け入れ、その学

協定校に所属する主に学部３・４年次の学生を、
１年間また

部・研究科が開設する授業科目や「国際交流科目」を留学生が

は半 年 間 、交 換 留 学 生として受 け入 れるプログラムで す。

自由に選択して履修したり、指導教員のもとで研究を行った

OUSSEPでは、
「 国際交流科目」という英語で授業が行わ

りすることができる交換留学制度です。一般プログラムでは、

れる教育課程で学びます。国際交流科目は、日本人学生にも

一般学生用に開講される科目を履修するため、日本語能力試

受講が奨励されているため、授業を通じて交流を図る良い

験N1級かN2級あるいは同等の日本語能力が必要です。

機会となっています。

This program has been designed for students in their
3rd or 4th year at an overseas university with student
exchange agreements. Participants are oﬀered special
academic lectures taught in English called“International
Exchange Subjects”. These courses are also opened
for degree seeking students; therefore, OUSSEP
participants will have an excellent chance to interact
with Japanese students in classes.
（OUSSEP）
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exch
ange_program/oussep

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inb

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inb

ound/exchange_program/iexpo

ound/exchange_program/oussep

Schools or Graduate Schools of Osaka University let in
exchange students. Participants are able to attend
courses oﬀered by their aﬃliated school or graduate
school or conduct research under faculty guidance.
Participants need to have a high level of general
Japanese language proﬁciency (Generally JLPT N1 or
N2) because they will take courses opened for degree
seeking students at Osaka University.
（iExPO）
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exch
ange_program/iexpo

FrontierLab@OsakaU

Maple

FrontierLab@OsakaU

Maple

このプログラムでは、理学部、基礎工学部、工学部、情報科学

このプログラムは、学生の背景にある言語や文化と日本の

Participant in the FrontierLab Program will be assigned
to a particular research group in one of Osaka
University's internationally renowned science and
technology ﬁelds where they will learn thematic studies,
which will be supervised by the faculty. Participants are
also able to take Japanese language courses or
courses relating to their own study ﬁelds. This program
oﬀers a wide range of potential research directions and
emphasizes hands-on laboratory experience.
（FrontierLab@OsakaU）
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exch
ange_program/frontierlab

In the Maple Program, students are encouraged to compare and
contrast Japanese language and culture with those of their home
countries. The curriculum, comprised of various academic
subjects to meet the diverse needs of individual students, is
designed to enable students to study the Japanese language,
culture and society in a comprehensive manner, while at the same
time improving their Japanese language proﬁciency. Moreover,
the Maple program provides international students with diverse
opportunities for direct communication with Japanese students
and to learn various aspects of Japanese through hand-on
learning programs concerning Japanese society and culture. For
this program, a Level N4 of the Japanese Language Proﬁciency
Test or the same level of Japanese proﬁciency is required.
（Maple）
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_prog
ram/maple

（iExPO）

（OUSSEP）

研究科等の特定分野の「研究室」に外国人学生を一定期間

それを比較対照することによって、日本の諸事情をさまざま

（最長１年間）受け入れ、主に研究室で提示する研究テーマ

な面から理解できる人材を育成することを目的としていま

を学びます。希望に応じて、国際交流科目、日本語やその他

す。学生は多様なニーズに応えるバランスの取れたコア・カリ

の関連科目の受講もできます。このプログラムでは、指導教

キュラムで言語・文化に関する幅広い知識を吸収しながら、

員のもと先端的な研究テーマについて実際に研究を行い、

日本語運用能力を高められる他、日本人とのコミュニケー

成果をあげるとともに、研究実施上の各種スキルを身につ

ション活動や社会・文化の体験型の研修機会を通して、多面

けることを目的としています。

的に日本を学ぶことができます。このプログラムでは、日本

（FrontierLab@OsakaU）

語能力試験N4級あるいは同等の日本語能力が必要です。

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inb

（Maple）

ound/exchange_program/frontierlab

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbo
und/exchange_program/maple

■申請方法

■How to Apply

各プログラム共通：所属大学（協定校）の学内選考を経て、所属大学（協定校）の留学担当部署を通じ申請してください。

■申請期限

Application should be made through the oﬃce handling international exchange at one's home university.

■Application deadlines

9月～3月留学開始：電子ファイル送付3月20日、申請書本紙必着3月25日
4月～8月留学開始：電子ファイル送付11月1日、申請書本紙必着11月10日
各プログラムによって異なりますので、HPも併せてご確認ください。この申請期限は、所属大学での学内選考を経た交換留学候補
者が、大阪大学へ申請する際の期限です。所属大学で行われる学内選考については所属大学の交換留学担当部署に確認してください。

Enrollment between September and March: Email application form by March 20; Original application forms must arrive by March 25
Enrollment between April and August：Email application form by November 1; Original application forms must arrive by November 10
Please refer to the URL for student exchange. The above deadlines are for the students who were elected as exchange
applicants for Osaka University after screening in the applicant’s own university. Please contact the oﬃce that manages
student exchange at your institution regarding the selection schedule held in your institution.

〈交換留学概要〉
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/outline

〈Student Exchange Program Overview〉
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/outline

〈交流協定締結大学〉
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/action/exchange

〈Universities/institutions that have Student Exchange Agreements with Osaka University〉
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/action/exchange

＊このマークのある大学は、学生交流の覚書を交わした大学です。
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Agreements that allow students to take classes without paying additional fees for the entrance exam, enrollment, or tuition
are indicated by a “＊“ mark.
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国 費 留学生としての留学

MEXT Scholarship Students (Japanese Government Scholarship Students)

国費留学生とは、日本政府（文部科学省）奨学金を受給している留学生を指します。
２０１4年５月１日現在、
大阪大学には106の国・地域から588人の国費留学生が在籍しています。ここでは、国費留学生として大阪
大学に入学するための方法などを説明します。

■応募方法

Japanese Government Scholarship Students are able to enter Japanese universities receiving
exemption of the entrance examination fee, matriculation fee and tuition fee, and are granted a
scholarship stipend every month. Osaka University accepts 588 MEXT scholarship students from
106 countries as of May 2014.
This section provides brief information on MEXT scholarship procedures and schedule.

■Selection

各国の在日本国大使館／総領事館を通じて応募する大使館推薦と、日本の大学を通じて応募する大学推薦の２種類
あります。

There are two ways of attaining the status of Japanese Government Scholarship Student.
1: Embassy Recommendation ― Selection by Japanese Embassy/Consulate Generals abroad.
2: University Recommendation ― Selection through at Japanese University & MEXT.

大使館推薦（学位取得コース）

Embassy Recommendation （Degree course）

《学部レベル》

《大学院レベル》

諸外国の高等学校を卒業後、国費留学生として日本の大学

各在外公館に応募し、通常は、まず、研究生として渡日し、半

の学部に入学を希望する場合は、各在外公館が募集する「国費

年から１年間の研究活動を経て上位課程に進学します（入学試

外国人留学生（学部留学生）」に応募する必要があります。採用

験に合格する必要があります）。日本語能力が十分でない学生

された場合には、ほとんどの場合、初めの一年間東京外国語大

については、大阪大学国際教育交流センターの日本語研修コー

学か大阪大学で日本語教育などを受けた後、入学を希望する

スを６ヵ月受講することができます（この場合は、研究生として

大学による選考を受け、合格すれば、希望大学の学部生として

の渡日が条件です）。

入学できます。

《Undergraduate Level》

《Graduate Level》
An applicant usually enrolls under the status of
research student and works in research activities for six
months to a year. After passing the entrance examination,
the applicant enrolls in a master's or doctor's program.
Applicants who have an insuﬃcient level of Japanese must
take a 6-month Japanese training course at the
International Student Center（required to enroll in as a
MEXT research student）.

After ﬁnishing high school in a foreign country, a person
hoping to enroll in an undergraduate course as a
Japanese Government Scholarship Student should apply
for the Japanese Government Scholarships for (Under
graduate) Students recruited by Japanese Embassies and
Consulate Generals abroad. If accepted, the applicant
must take Japanese language lessons at Tokyo University
of Foreign Studies or at the Center for Japanese
Language and Culture at Osaka University for a year. If
the applicant passes the screening of the university for
which she/he is applying, the applicant can enroll in the
undergraduate course of the university.

２月－３月

在外日本国大使館/総領事館で募集

２月－３月

在外日本国大使館/総領事館で募集

Feb.-Mar.

Recruited by Japanese Embassy or Consulate Generals abroad

Feb.-Mar.

Recruited by Japanese Consulate Generals abroad

５月－７月

第１次 選 考（ 大 使 館 による）

５月－７月

第１次 選 考（ 大 使 館 による）

May -July

Preliminary Screening (by Japanese Consulate Generals abroad)

May - July

Preliminary Screening (by Japanese Consulate Generals abroad)

受 入 内 諾 書 取り付け依 頼

Oct.

Second Screening (by MEXT)

-Aug.

Procedures for Letter of Acceptance

第２次 選 考（ 文 部 科 学 省 による）

Feb. (following year) Notification of Acceptance

Oct.-

採用通知

Apr.

Feb. (following year) -July Notification of Acceptance

１０月
翌年２月
４月

－８月

第２次 選 考（ 文 部 科 学 省 による）

１０月－

採用通知

翌年２月－７月

渡日

４月/１０月

※大阪大学では、薬学部（６年コース）での受入は行っておりません。

渡日

※受入内諾書取付依頼の方法については、大阪大学HPをご覧ください。

Arrival in Japan

Apr./Oct.

＊Graduate School of Pharmaceutical Sciences (6-years) is unable
to accept MEXT scholarship students.

＊For obtaining the Letter of Acceptance, please visit our website.

Osaka University accepts some international students
who are recommended by foreign universities under a
student-exchange agreement between such universities
or departments, as well as from research institutes, with
which the university has exchange programs through joint
research. The university recommends such candidates
and the MEXT selection committee determines the
recipients around June.

大学推薦とは、学生交流協定を締結している海外の大学や
共同研究による交流を行っている研究機関などに在籍してい
る者を、大阪大学にて選考の上、文部科学省に推薦する方法の
ことをいいます。この方法による応募希望者は、指導を希望す
る教員を探し、相談してください。

For obtaining the recommendation, please contact the
professor who you would like to have as an academic
supervisor prior to recruitment.

Domestic Selection

国内採用（参考）
大 学 による選 考

４月－

文 部 科 学 省 による選 考

６月－

採 用 通 知・入 国 手 続き

１０月

すでに日本の大学に私費留学生として在学する外

各大学で応募

１月－３月

Arrival in Japan

University Recommendation (Degree course:Graduate Level only)

大学推薦（学位取得コース：大学院レベルのみ）

１０月

Second Screening (by MEXT)

国人留学生のうち、大学院に在学、あるいは進学予定
の者を対象に、大学から候補者を選考し、文部科学省
に推薦する方法です。国内採用は、大学入学前に応募
することができません。

渡日

※大阪大学では、特別枠など複数の採用枠を活用しています。

Oct.

Announcement at each university

Jan.- Mar.

Selection by University

Apr.-

Selection by MEXT

June -

Notification of Acceptance, Immigration Procedures

Oct.

Arrival in Japan

The University chooses the candidates from
unsponsored international students who attend a
Japanese university and are advancing to the
ﬁnal year of the undergraduate course, as well as
from those who attend or are expected to
advance to a graduate course. The selection
committee of the MEXT determines the recipients
from the applicants recommended by the
University.
(＊Domestic Selection is unavailable for students
who haven’t enrolled in a Japanese university)

※Osaka University provides some special programs for the
“MEXT University Recommendation”.
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◆以下、学位を取らないコース

◆Non-Degree Course

■日本語・日本文化研修留学生（大使館推薦・大学推薦）

■Japanese studies students（Embassy recommendation/University recommendation）＊Duration: up to 1 year

●コース内容

Applicants must be undergraduates at foreign (non-Japanese) universities majoring in ﬁelds related to the Japanese
language or Japanese culture at the time of arriving in and leaving Japan.

自国の大学において、日本語・日本文化に関する分野を専攻する者で、日本の大学において日本語能力及び日本事情、日本文化の理
解の向上のための教育を受ける留学生のことです。身分は学部レベルで、研修期間（奨学金支給期間）は１年間です。

●How to Apply

●応募方法
大使館推薦による応募と大阪大学と大学間交流協定を締結している大学から推薦を受ける大学推薦による応募があります。例年、
それぞれとも２月頃募集が行われます。大学推薦の募集要項は、協定校に送付しますので、大学の担当部署に確認してください。大使
館推薦の募集については、各国の日本国大使館／総領事館で確認してください。

●日本語能力

Every February, both Embassy Recommendation and ＊University Recommendation (＊universities overseas which have
concluded exchange agreements with Osaka University recommend students) start recruitment.
＊University Recommendation ⇒ Application should be made through the oﬃce handling international exchange at the home university.
＊Embassy Recommendation ⇒ Contact the Japanese Embassy or Consulate General in one’s country.

●Japanese Language Ability

日本の大学において日本語により履修が可能な程度の日本語能力を有する必要があります。

Applicants must have a Japanese language ability suﬃcient for receiving education at a Japanese university in Japanese.

■教員研修留学生（大使館推薦）
■Teacher training students

●コース内容
自国の初等・中等教育機関の現職教員や教員養成学校教員であり、5年以上の現職経験がある者で、日本の大学において、学校教育
に関する研究を行う留学生のことです。大阪大学では、言語文化研究科言語社会専攻又は同日本語・日本文化専攻にて「海外の現職日
本語教師を対象とした日本語の研修と日本語教育学の専門研修」を行っています。奨学金支給期間は１年半です。

●応募方法や募集条件など
日本国大使館／総領事館で確認してください。

◆奨学金・渡日時期

検定料・入学料・授業料：免除

Applicants must be graduates of universities or teacher training schools and have worked as teachers at elementary or
secondary educational institutions or teacher training schools in their home countries for at least ﬁve years, and who wish
to conduct research on school education at Japanese universities.
Osaka University Graduate School of Language and Culture Studies in Language and Society or Graduate school of
Japanese Language & Culture oﬀers intensive advanced Japanese training and a Japanese language pedagogy program for
overseas Japanese language professionals. For details, please contact the nearest Japanese embassy or consulate in your
home country.

◆MEXT Scholarship Category

Examination, Matriculation, Tuition fee and Traveling costs to Japan will be provided by MEXT

旅費：往復航空券支給
応募方法

奨学金(月額)
（2014年4月現在）

大使館推薦

大学推薦

学部生

120,000円

○

×

原則４月

日本語・日本文化 研 修 留 学 生

120,000円

○

○

１０月

研究生

146,000円

○

○

４月・１０月

教員研修留学生

146,000円

○

×

１０月

修士学生

147,000円

○

○

博士学生

148,000円

○

○

在学身分

＊Duration: up to 1.5 year

渡日時期

Category

Monthly Stipend
(As of April 2014)

Scholarship category
Embassy Recommendation University Recommendation

Course Start

Undergraduate Students

￥120,000

○

×

April ＊general rule

Japanese Studies Students

￥120,000

○

○

October

Research Students

￥146,000

○

○

April/October

Teacher Training Students

￥146,000

○

×

October

４月・１０月

Master Students

￥147,000

○

○

April/October

４月・１０月

Doctoral Students

￥148,000

○

○

April/October

※旅費や奨学金の支給規定に沿わない場合は支給されません。
※上記表の奨学金は、大阪大学で修学する場合の金額です。地域によって金額が異なります。
また、文部科学省の予算に応じ、金額が変更される場合があります。

＊Scholarship beneﬁts will not be paid to a grantee that takes a leave of absence or does not fulﬁll the general criteria.
＊The above amount is for the MEXT student who is currently studying at Osaka University. (Monthly stipends vary depending on the region.)
＊The monthly stipend may be subject to change depending on the annual budget of each year.

■国費留学生についての問い合わせ

■Inquiry for MEXT Scholarship

大使館推薦：応募については、各国日本国大使館／総領事館にお問い合わせください。
各日本国大使館／総領事館での第一次選考に合格し、内諾書取付依頼をする場合は、
本学HP（http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/admission.html）を確認のうえ、
「kenkyou-r@ml.oﬃce.osaka-u.ac.jp」までご連絡ください。
大 学 推 薦：入学を希望する研究科に直接お問い合わせください（P31へ）
その他国費留学生に関すること：学生交流推進課（kenkyou-r@ml.oﬃce.osaka-u.ac.jp）

1: MEXT-Embassy Recommendation:
a: Application: Contact the Japanese Embassy/Consulate in your home country.
b. Request the Letter of Acceptance (after passing the 1st screening at the Japanese Consulate / Embassy):
Refer to http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/admission.html
Please contact: kenkyou-r@ml.oﬃce.osaka-u.ac.jp
2: MEXT-University Recommendation:
a. Application: Contact the school you wish to enroll in directly. (See page 31)
3: General inquiry for the MEXT Scholarship: Contact the International Aﬀairs Division, Osaka University
E-mail: kenkyou-r@ml.oﬃce.osaka-u.ac.jp
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英 語 による学位取得コース

Degree program conducted in English

大阪大学は、
２００９年文部科学省により１３の国際化拠点大学の一つとして採択されました。採択にあ
たって英語で学位が取得できるコース（英語コース）が学部・大学院に新たに設置され（下記表「＊」のコー
ス）、現在は学部に２コース、大学院に7コース設置されています。

コース・プログラム名

設置学部
大学院

課程

入学時期

HP・問い合わせ先

In 2009, Osaka University was selected (by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Te c h n o l o g y ) f o r p a r t i c i p a t i o n i n T h e P r o j e c t f o r E s t a b l i s h i n g C o r e U n i v e r s i t i e s f o r
Internationalization -- also known as "Global 30".
As a part of the Global 30 project, Osaka University has set up undergraduate/graduate courses
and programs conducted totally in English that enable students to attend and graduate using only
English. See the courses marked (＊) below.)
In addition to the existing English courses, there are 2 courses for the undergraduate level, and 7
courses for the graduate level.

Course/Programs

Schools/
Institutes

Course

Enrollment

HP/E-mail

化学・生物学複合メジャーコース（＊）

理学部・工学部・
基礎工学部

学部

１０月

HP: http://www.icou.osaka-u.ac.jp/cbcmp
Mail: intcollege-ina@ml.office.osaka-u.ac.jp

Chemistry-Biology Combined
Major Program（＊）

School of Science/
Engineering/
Engineering Science

Undergraduate

Oct.

HP: http://www.icou.osaka-u.ac.jp/cbcmp/
Mail: intcollege-ina@ml.office.osaka-u.ac.jp

人間科学コース（＊）

人間科学部

学部

１０月

HP: http://g30.hus.osaka-u.ac.jp/
Mail: intcollege-ina@ml.office.osaka-u.ac.jp

Human Sciences International
Undergraduate Degree Program（＊）

School of Human
Sciences

Undergraduate

Oct.

HP: http://g30.hus.osaka-u.ac.jp/
Mail: intcollege-ina@ml.office.osaka-u.ac.jp

統合理学特別コース（ ＊ ）

理学研究科

博士前期
博士後期

４/１０月

HP: http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/global30/SISC/index.html
Mail: sisadmis@chem.sci.osaka-u.ac.jp

Special Integrated
Science Program（＊）

Graduate School
of Science

Master/Doctor
HP: http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/global30/SISC/index.html
Apr./Oct.
Course
Mail: sisadmis@chem.sci.osaka-u.ac.jp

国際物理特別コース（ ＊ ）

理学研究科

博士前期
博士後期

１０月

HP: http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/̃ipc/
Mail: IPCoffice@ile.osaka-u.ac.jp

International Physics
Course（＊）

Graduate School
of Science

Master/Doctor
Course

Oct.

HP: http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/̃ipc/
Mail: IPCoffice@ile.osaka-u.ac.jp

バイオテクノロジーグローバル
人材育成特別プログラム

工学研究科

博士 前 期
博士 後 期

１０月

HP: http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/fb_inter_prog.html
Mail: iso-staff@eng.osaka-u.ac.jp

Biotechnology Global Human
Resource Development Program

Graduate School
of Engineering

Master/Doctor
Course

Oct.

HP: http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/fb_inter_prog.html
Mail: iso-staff@eng.osaka-u.ac.jp

海洋・都市基盤工学グローバル
リーダー育成特別プログラム

工学研究科

博士前期
博士後期

１０月

HP: http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/eng/admissions/index.html
Mail: iso-staff@eng.osaka-u.ac.jp

International Course of Maritime
and Urban Engineering

Graduate School
of Engineering

Master/Doctor
Course

Oct.

HP: http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/eng/admissions/index.html
Mail: iso-staff@eng.osaka-u.ac.jp

量子エンジニアリングデザイン
研究特別プログラム

工学研究科

博士前期
博士後期

１０月

HP: http://www.dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp/QEDC/home.html
Mail: iso-staff@eng.osaka-u.ac.jp

Quantum Engineering
Design Course

Graduate School
of Engineering

Master/Doctor
Course

Oct.

HP: http://www.dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp/QEDC/home.html
Mail: iso-staff@eng.osaka-u.ac.jp

Engineering Science 21st Century

基礎工学研究科

博士前期
博士後期

４/１０月

HP: http://www.es.osaka-u.ac.jp/en/programs/admissions.html
Mail: ki-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp

Engineering Science
21st Century

Graduate School
of Engineering
Science

Master/Doctor
HP: http://www.es.osaka-u.ac.jp/en/programs/admissions.html
Apr./Oct.
Course
Mail: ki-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp

インフォメーションテクノロジー
英語特別プログラム

情 報 科 学 研 究 科 博士 前 期

4/10月

HP: http://www.ist.osaka-u.ac.jp/english/admission/guidelines.html
Mail: office@ist.osaka-u.ac.jp

Information Technology
Special Cource in English

Graduate School of
Information Science
and Technology

Master Course Apr./Oct.
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HP: http://www.ist.osaka-u.ac.jp/english/admission/guidelines.html
Mail: office@ist.osaka-u.ac.jp

授 業 料・奨学金制度

Tuition Fee/Scholarship

■ 授業料・入学料・検定料

■Tuition, Matriculation, Examination Fee

区分

授業料年額

授業料半額

入学料

検定料

Category

Tuition Fee per year

Tuition Feeper
half year

Matriculation
Fee

Entrance
Examination Fee

学部

535,800円（年額）

267,900円

282,000円

17,000円

Undergraduate Course

￥535,800

￥267,900

￥282,000

￥17,000

大学院

535,800円（年額）

267,900円

282,000円

30,000円

Graduate Course (Master/Doctor)

￥535,800

￥267,900

￥282,000

￥30,000

法科大学院

804,000円（年額）

402,000円

Graduate School of Law

￥804,000

￥402,000

科目等履修生・聴 講 生
研究生

282,000円

30,000円

1単位14,400円

－

28,200円

9,800円

月額28,900円

－

84,600円

9,800円

※2014年7月現在。これらの額は変更されることがあります。
※授業料は、前期（5月）
・後期（11月）の2期に分けて納付することになっています。
※英語による学位取得コース（英語コース→P19）については、特別な取り扱いがありますので、各問い合わせ先（P19）に確認してください。

〔入学料・授業料の免除・徴収猶予〕

￥282,000

￥30,000

Credited Auditor/Special Auditor

￥14,400/per credit

－

￥28,200

￥9,800

Research Student

￥28,900/per month

－

￥84,600

￥9,800

※As of July 2014. These fees are subject to change.
※These fees must be paid for each semester (in May and November.)
※The Degree Program conducted in English is handled specially. Please contact each program/course for more information.

〔Tuition Fee Exemption〕

経済的な理由により、授業料（入学料）の納入が困難であり、学力基準を満たす場合は、予算の範囲内で、本人の申請に

A student who has diﬃculty in paying the tuition fee and has an outstanding academic record may apply for

基づき選考のうえ、授業料（入学料）の全額または半額が免除、もしくは納入が猶予される制度があります。ただし、免除・

tuition fee exemption. Not all applicants receive these exemptions, therefore it is recommended to prepare

猶予できる人数には限りがありますので、留学前に必要な費用を工面してから渡日してください。また、各申請手続きにつ
いては、合格通知等でお知らせし、入学前までに申請手続きが始まりますので、注意してください。

■奨学金制度

suﬃcient funds prior to one’s arrival in Japan. (*This exemption is only available for the full-time unsponsored
international students who are already enrolled in Osaka University.)

■Scholarship System

私費留学生にとって、日本での生活費を確保することは大変なことです。大阪大学では、例年、約４割の私費留学生が、何

It is very diﬃcult for unsponsored international students to earn an income suﬃcient to cover the costs of living

らかの形で奨学金の給付を受けていますが、奨学金の申請は競争が厳しく、現実は大変厳しいことを承知しておいてくだ

in Japan. About 40% of the students receive some scholarship aid each year, however, the ﬁnancial resources of

さい。また、渡日前に奨学金が支給されることが保証される奨学金の種類は非常に限られていますので、留学資金は十分
に確保してから渡日するようにしてください。

the scholarship programs are limited and are very competitive. Also, there are only a few scholarships available for
prospective international students.
If a student wishes to enroll in a Japanese University as an unsponsored international student, it is
recommended to prepare suﬃcient funds prior to her/his arrival in Japan.

私費留学生を対象とした奨学金制度

Scholarships for Unsponsored International Students

１.文部科学省外国人留学生学習奨励費
私費留学生で、学業・人物とも優れかつ経済的理由により修学が困難な学生に対して学習奨励費を支給する制度です。
渡 日 後 、申 請 書を 提 出し、選 考 の 結 果 認 められ れば、学 部レベ ル の 留 学 生：4 8 , 0 0 0 円 、大 学 院レベ ル の 留 学 生：
65,000円（2014年度）が給付されます。

１.Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students
This scholarship program is oﬀered by the JASSO (Japan Student Services Organization) to unsponsored
international students with outstanding academic and personal records, who have economic diﬃculties with
continuing school. An applicant awarded this scholarship receives ﬁnancial support of ￥48.000 per month if they
are an undergraduate student, ￥65,000 per month if they are a graduate student or a student taking an

2.民間奨学団体などの奨学金

equivalent academic course. (As of 2014)

民間の奨学団体等が提供する奨学金制度があります。大学を通して申請するものと、直接個人で応募するものの2種類
があります。奨学金は、月額3万円から20万円程度までさまざまですが、概ね5万円から10万円のものが中心です。奨学
金によって応募資格・募集人員などが異なりますので、詳しくは所属学部・研究科等の教務係にお問い合わせください。募
集通知は、随時、各学部・研究科等を通じて通知されます。

2.Private and Public Scholarships
A variety of scholarship programs are also oﬀered by private scholarship organizations. Applications for some
scholarship programs require a recommendation from the university, while other programs can be applied for
directly by the students.

【参考情報：日本学生支援機構ホームページ】

The amount of the scholarships varies from ￥30,000 to ￥200,000 per month, but most of them are from

〈日本留学奨学金〉
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships.html

￥50,000 to ￥100,000 per month. Requirements for application and the number of awardees vary depending on
the nature and purpose of the respective program. Announcements or advertisements for these scholarships are
made through each school/graduate school.
【JASSO（Japan Student Services Organization）HP】
Scholarships for Study in Japan
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html
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留 学 生生活支援

Support Systems for International Students

■査証・在留資格

■VISA・Status of Residence

日本に３ヶ月以上滞在する留学生は、
「 留学」の在留資格が必要です。

A Student Visa is required when your expected period of stay is more than 3 months.

これから日本に来日する留学生は、来日前に最寄りの日本国大使館、あるいは日本国総領事館にて「留学ビザ」を取
得しなければなりません。ビザの申請をする際に在留資格認定証明書（CESR）を提出する必要があります。
入学が決まった留学生の在留資格認定証明書は、大阪大学国際教育交流センターサポートオフィスが日本の入国管
理局に申請します。発行された在留資格認定証明書は、サポートオフィスから申請者へ送付します。

The Support Oﬃce for International Students and Scholars, the Center for International Education and Exchange,
Osaka University, will apply for the CESR to the Japanese Immigration Bureau for all international students who are
accepted into Osaka University.

すでに日本に滞在している入学予定者で、在留資格が「留学」の方は、在留期限を確認してください。更新が必要な場
合は、入国管理局で「在留期間更新許可申請」を行ってください。在留資格が「留学」以外の方は、入国管理局で「在留資
格変更許可申請」を行ってください。受験等で来日し「短期滞在」で滞在している場合、在留資格認定証明書が必要です
ので、大阪大学国際教育交流センターサポートオフィスを通して申請してください。
【サポートオフィスHP

International students need to obtain a“Student Visa”at the nearest Japanese Embassy or Consulate General before
entering Japan. A Certiﬁcate of Eligibility for Status of Residence (CESR) is required for your visa application.

In the case of students already staying in Japan with a status of residence of“Student”, please conﬁrm the
expiration date of it. When you need to extend your period of stay, please apply for the permission to extend the period
of stay to the Immigration Bureau. In the case you are staying in Japan with another kind of status of residence, the
status of residence has to be changed to“Student”at the Immigration Bureau. In the case you are staying in Japan as
a Temporary Visitor, a CESR is required to change your status of residence to“Student”. Please apply for the CESR

VISAについて】http://iss-intl.osaka-u.ac.jp/supportoﬃce/jpn/visa

through the Support Oﬃce.
【Support Oﬃce HP; about VISA】 http://iss-intl.osaka-u.ac.jp/supportoﬃce/eng/visa

■Housing

■住まい
留学生宿舎：大阪大学が独自に運営している留学生宿舎のほかに、公的機関により運営されている宿舎もあります。
留学生宿舎は、いずれも民間住宅に比べて安い料金で入居できますが、入居期間や戸数が限られています。

Residential Facilities for International Students:
Osaka University and other public organizations have a limited number of residential facilities for international
students. The rent of rooms of these publicly managed facilities are inexpensive compared with those of private housing.
The maximum duration of an overseas student’s residence at these publicly owned facilities is one to two years.

【大阪大学留学生宿舎】
宿舎名
吹田留学生会館
国際交流会館
（豊中本館）

新稲国際学生宿 舎

【Osaka University Residential Facilities】
条件

寄宿料（月額）

入居期間

光熱水料等（月額）

Residence

Status

Fee (monthly)

Utility Charges（monthly）

Lodging period

私 費・男 子 に限る

単身：1 6 , 0 0 0 円

別途請求

1 年 以 内（ 再 入 居 不 可 ）

Suita International
Student Dormitory

Unsponsored Student /
Male students only

Single rooms：￥16,000

Separately
required

One year or less
(No re-lodging permitted)

在 籍する留 学 生
単 身・夫 婦・家 族

単身： 5 , 9 0 0 円
夫婦：1 1 , 9 0 0 円
家族：1 4 , 2 0 0 円

別途請求

31泊以上1年以内
※ 国 費 留 学 生は半 年 以 内

International House
Toyonaka

All International Students,
Researcher /
For Single・Couple・Family

Single rooms ： ￥5,900
Couple rooms:￥11,900
Family rooms：￥14,200

Separately
required

31 nights to one year
(*A maximum of 6 months for
MEXT Scholarship Students)

私 費・女 子 大 学 院
学 生 に限る

単身： 5 , 9 0 0 円

自己負担

修 士または博 士 課 程 の 標 準 修業
年 限 の 範 囲 内 であらかじめ
指 定した 期 間 。

Niina International
Dormitory

Unsponsored Student
(graduate students only) /
Female students only

Single rooms ： ￥5,900

Separately
required

Specified period within the standard
term of a master/doctor course
(No re-lodging permitted)

※その他公的機関等による運営されている宿舎については、大学を通して公募がありますので、各学部・大学院の教務係で確認してください。

＊For dormitories managed by organizations supporting international students or Public Housing, please contact the administrative oﬃce of each school/graduate school.

【Private Housing】

【民間住宅】

The average rent in Osaka Prefecture are as shown in

About 70% of the international students at Osaka

現在、大阪大学に在籍する留学生の70パーセント近

the following table, although the rent and other terms of

University live in private housing.

くが民間住宅に入居しています。原則、留学生本人が探

lease vary depending on the location, conditions of the

To ﬁnd and rent private housing, local real estate

すことになっていますが、各学部・研究科の留学生相談

property and other factors.

brokers are generally used, along with the Center for

室や国際教育交流センターにあるサポートオフィス、ま
た大学生協（有料斡旋）でも住宅についての相談に応じ
てくれます。
日本では、通常、契約の際に、敷金・保証金・仲介手数

部屋種別

賃料
( 光 熱 水 料 除く)

ワンルーム

30,000円～
70,000円

1 0 0 , 0 0 0 円～
250,000円

50,000円～
120,000円

1 5 0 , 0 0 0 円～
400,000円

料（家賃の半月～3か月分）を支払います。部屋のタイプ
１L D K

や立地によって賃料も変動しますので、資金面での十分
な準備が必要です。目安となる賃料・敷金等は次のとお

契約時に
必 要な 金 額

※民間住宅を契約する際に、
どうしても保証人が見つからない場合に、大
学として連帯保証を行う制度「大阪大学留学生賃貸住宅連帯保障制
度」があります。詳しくは、各学部・研究科の教務係にご確認ください。

りですので、参考にしてください。
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International Education and Exchange and the Advising

Type of
housing

Room for International Students of each school/graduate
school. Osaka University CO-OP also provides housing

1R
(1 bedroom)

advice and information (inexpensive service fee
required)for international students.

１LDK
(1 bedroom with living,
dining and kitchen)

When you make a contract to rent private housing, in
most cases you will be required to pay a "Shiki-kin"

Other charges
Monthly Rent
(to be paid upon the conclusion
(Utilities not included)
of the lease agreement)
￥30,000～
￥70,000

￥100,000～
￥250,000

￥50,000～
￥120,000

￥150,000～
￥400,000

(＊If an international student can not ﬁnd a surety needed for concluding a private
housing lease agreement, Osaka University oﬀers“Housing Rent Joint Surety Program”.
Contact the administrative oﬃce of your school/graduate school for more details.)

(deposit) and/or a "Reikin" (key money) to the lessor. Also,
you must pay a brokerage fee to the real estate broker.
24

■住居地（住所）の届出（居住地域での手続き）

■Notiﬁcation of place of residence(address), (procedure at the local municipal oﬃce)

出入国港において在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地

Those who have received a residence card at a port of entry are asked to visit the municipal oﬃce where

の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含

you live with your residence card, and notify your address within 14 days of ﬁnding a place to settle down.

みます。その場合には、当該旅券を持参の上、手続をしてください。後日、入国管理局から在留カードが、届出された住所
に簡易書留で郵送されます。

This includes those in possession of a passport stating“A residence card will be issued late”. In such a case,
please be sure to bring your passport to your municipality's oﬃce and follow the necessary procedures. After
you notify your address, your residence card will be sent to the address by the Immigration Bureau by
registered mail.

■国民健康保険（居住地域の市役所での手続き）

■National Health Insurance (procedures at the local municipal oﬃce)

日本に滞在する外国人で、適法に3か月を超えて在留する人で、勤務先の社会保険などに加入していない人（同伴家

All foreigners（including accompanying family members）who reside legally in Japan longer than three months

族も含む）は国民健康保険に加入しなければなりません。加入すると、保険証が発行され、国民健康保険を取り扱う病院

are required to enroll in this program unless they are enrolled in some other social insurance program, such as

で治療を受ける場合、診療受付で保険証を提示すると、保険適用内医療費総額のうち3割のみの支払いで済みます。加
入手続きは市役所で行います。

that oﬀered at their workplace. Once enrolled, subscribers will receive a health insurance card. When they
receive treatment at any healthcare provider that accepts the NHI, they will only need to pay 30% of the
expenses when presenting the insurance card at the reception desk before treatment.
To become a National Health Insurance policyholder, go to the relevant division of your local municipal oﬃce.

■Part-time Jobs

■アルバイトについて
留学生は、入国管理局へ資格外活動許可申請を行い、認められた場合のみアルバイトをすることができます。新しい在

Those who have a“Student(/ryugaku)”status are not permitted to work or be compensated in the form of

留管理制度の導入に伴い、
２０１２年７月９日から在留カードが交付される成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港

payment. Only those who need to supplement school and living expenses will be able to obtain a work permit.

では、
「 留学査証」で入国する新規来日者は、入国時に資格外活動許可申請ができるようになりました。資格外活動許可
を取得しても、以下の点を守ってください。

With the new residence management system, permission to engage in an activity other than that permitted
under the resident status is given at Narita, Haneda, Chubu, and Kansai Airports(where resident cards are
issued), to persons with Student visa, who enter Japan for the ﬁrst time. They are allowed to work part time

①学業に支障を來たさないものであること
②「留学」査証の場合、アルバイトができる時間は、
１週間２８時間以内。授業がない長期休暇の期間は１日８時間まで。
③風俗営業等、公序良俗に反するアルバイトはできません。

under the following requirements.
1. The part-time job must not interfere with academic work.
２. Those who have“Student(/ryugaku)”status are permitted to work up to 28 hours per week and 8 hours a
day only during a long vacation.
３. The part-time job must not aﬀect public order and morals (e.g., sex-related industry employment is
forbidden).

■留学生支援組織

■Support for International Students

国際教育交流センター

CIEE ‒ Center for International Education and Exchange

大阪大学国際教育交流センターは、2010年4月、従来の大阪大学留

The Center for International Education and Exchange (CIEE) was

学生センターを発展改組し設立されました。新センターでは、日本語教育

established in April 2010 from the reorganized and expanded

研究チーム、交流アドバイジング研究チーム、短期プログラム開発研究
チームという3つのチーム（教員14名）から構成され、各チーム間で相互
支援、連携を図りながら、海外からの留学生をサポートしています。
センターは、日本語予備教育、日本語プログラム、留学生の学習・生活
相談、日本人学生の海外留学相談、短期留学プログラムのコーディネー
ト、留学生と教職員・学生・地域住民との交流と共生に向けたさまざまなプログラムの開発・実施など、留学交流全般に
係る活動の場であるとともに、実践をもとにした開発研究の場ともなっています。
また、後述の大阪大学留学生会（OUISA）、BSPなど学生主体の国際交流活動を積極的に支援するとともに、留学生

former International Student Center (ISC). The new CIEE consists of
3 teams, the“Japanese Language Education and Research Team”,
the“Short-term Program Team”, and the“Intercultural Exchange
and Advising Research Team”, with 14 professors to support the
students from overseas. The CIEE oﬀers Japanese language
education, assistance for international students and their lives,
support for Osaka University students studying abroad, coordinates
the short-term exchange program, and provides cultural exchange information for local community groups.
The center has also encouraged cooperative activities between Japanese students, overseas students and
international researchers.
CIEE supports activities with student initiatives such as OUISA and B.S.P.(explained later), as well as career

のキャリア支援、卒業後の国際同窓会も支援しています。
更に、サポートオフィスを国際教育交流センター内に置き、留学生及び外国人研究者の飛躍的増加に対応できるよ
う、ビザ取得支援、宿舎の情報提供等のサポートを拡充・強化しています。

related, and the international alumni association.
Moreover, the Support Oﬃce was renewed and relocated to the CIEE, and oﬀers various types of assistance
for international students and scholars before and after their arrival in Japan. The oﬃce provides such
assistance with the procedures for the CESR (Certiﬁcate of Eligibility for Status of Residence), other visa
procedures, providing housing information.
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１．日 本 語 教育プログラム

1. Japanese Language Programs

①国費大使館推薦研究留学生

①MEXT (Japanese Government Scholarship - Embassy Recommendation) Research Student

「日本語集中（研修）コース」
：大学院進学のための15週間の集中コース。研究遂行のために必要とされる基礎的な
日本語を学習する。春学期は入門、初級前半、初級後半、中級の4レベル、秋学期は入門、初級、中級の3レベル。

②大阪大学の各部局在籍の大学院生および研究生
「留学生日本語プログラム選択コース」
：各自の日本語レベルとニーズに応じて必要な科目を選択できるプログラ
ム。一般的な日本語や漢字を学習する「一般日本語科目」と、日本語を使って専門の研究を行うための「専門日本語
科目」がある。入門から超上級までの６レベル。

③交換留学生＜特別聴講学生（iExPO、OUSSEP）等＞
「国際交流科目『総合日本語』」
：総合的に日本語を学習する。入門から上級まで５レベル。単位あり。

④学部正規生

「Intensive Japanese Language Course」
：A ﬁfteen-week intensive Japanese language program designed for
international students who wish to enter a graduate school. Students will learn fundamental Japanese
which will provides a base for conducting research works.
Four levels(Introductory, Lower-Elementary, Elementary, and Intermediate) in the spring semester, and
three levels(Introductory, Elementary and Intermediate) in the fall semester, are oﬀered.

②Graduate Students and Research Students
「Japanese Language Program for International Students/ Elective Course」
： Students can select courses
based on their level and particular needs. There are two types of subjects:“Comprehensive Japanese”
oﬀers general Japanese classes including Kanji, while“Technical Japanese”oﬀers academic Japanese
classes for research activities in Japanese. Six levels, from Introductory to Upper-Advanced, are oﬀered.

③International Exchange Students（Special Auditor (iExPO and OUSSEP）
「International Exchange Subjects (Japanese)」
： Comprehensive Japanese classes in ﬁve levels, from
Introductory to Advanced, are oﬀered. Students can earn credits.

④Regular Undergraduate Students

「全学共通教育日本語関係科目」
：学部生として必要なアカデミックなコミュニケーション能力を養成するために、
第２外国語科目としての日本語科目と
「多文化コミュニケーション」を提供。単位あり。

「Japanese related Subjects in Liberal Arts and Sciences」
： Two types of classes,“Japanese Language as
a non-English foreign language” and “Intercultural Communication”, are oﬀered to undergraduate
students, teaching academic communication skills in Japanese. Students can earn credits.

⑤Regular Students of the Undergraduate Course Taught in English

⑤学部英語コース生
学部英語コース（G30により開講された、英語を教育言語とするコース）の留学生を対象とした日本語科目も提供
している。単位あり。

⑥日韓共同理工系学部留学生（KOSMOS）
（ 学部入学前予備教育生）
「KOSMOS日本語」
：本学理工学系学部進学予定の韓国人留学生を対象として秋学期に開講される日本語科目。

CIEE oﬀers Japanese language subjects for international students of the undergraduate programs which
is set up as a part of Global 30 project and taught in English. Students can earn credits.

⑥KOSMOS Students
「KOSMOS Japanese Class」
： A fall semester preliminary education program designed for“Korean students
with a Science Major at Osaka University with the Special Scholarship”, who plan to study in the Science,
Engineering or Engineering Science Faculty.

2．Other Programs

2 ．その 他 の 教 育プログラム

①International Exchange Subjects

①国際交流科目
OUSSEP等交換留学生を主な対象として英語で行われる講義。センター教員も専門分野の講義を多く提供して
いる。本科目は、一般学生も留学生とともに参加して単位の取得が可能である。

②全学共通教育科目「基礎セミナー」

Lectures are conducted in English mainly for OUSSEP and other exchange students. Professors of CIEE
oﬀer many lectures about their respective major. Non-OUSSEP students, including Japanese students, can
also take these classes and earn credits.

②Freshman Seminar

共通教育の一環として全学向けに開かれる少人数セミナー。異文化理解やコミュニケーション等のテーマについ
て、センター教員が担当している。

③大学院教育

As a part of the Liberal Arts and Sciences Education, seminars consisting of small class sizes are held and
are open to all Osaka University students. Professors at CIEE teach some of these seminars under the
same theme of“Intercultural Understanding and Communication”.

③Postgraduate Supervision/ Lecture

教員各自の専門領域に応じた研究科（言語文化研究科、人間科学研究科、工学研究科）の兼任教員として、講義およ
び研究指導などを担当している。

④大学院高度副プログラム

Professors of CIEE give lectureｓ related to their respective majors and supervise graduate students in
other graduate schools of Osaka University, such as the Graduate School of Language and Culture,
Graduate School of Human Sciences, and Graduate School of Engineering.

④Graduate School Advanced Minor Programs

センターと言語文化研究科が連携して「インターカルチュラル・コミュニケーションの理論と実践」を、全研究科の大
学院生に向けて開講している。
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CIEE, in cooperation with the Graduate School of Language and Culture, gives lectures about“Theory &
Practice of Intercultural Communication”for all the graduate students.
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3．大 阪 大 学留 学 生 会（ O U IS A：ウィサ）

3. Osaka University International Student Association(OUISA)

大阪大学留学生間の相互交流と支援、学内の教職員や一般学生、地域との交流を目的に活動しています。当センターや

OUISA works to promote active interactions, cooperation and support among Osaka University international sutdents. In

各国・地域留学生会、BSPとも連携し、新留学生のためのキャンパスツアーやウエルカムパーティー、相互交流のためのス

addition, OUISA also engages in activities together with Osaka University faculty and staﬀ, local students, and with local

ポーツ大会や国際交流キャンプなど、様々な活動をしています。

communities. In cooperation with Center for International Education and Exchange(CIEE), various international student
associations based on countries and regions, and B.S.P, OUISA has many activities, such as campus tour and welcome
parties for new international students, sports festival, international exchange camps.

4. Brothers and Sisters Program(B.S.P)

4．ボランティア団 体 B . S . P
国際交流に理解のある有志により組織された本学の学生団体。当センターと連携をとりつつ、留学生と日本人学生、あ
るいは地域の人々との交流を支援しています。春と秋の新入生歓迎パーティーやキャンパスツアーのお手伝いをはじめ、さ

The Brothers and Sisters program is a student volunteer group organized by Osaka University students. Having close
contact with the center, a group of students oﬀer support by showing new students around the campus, helping

まざまな形で留学生支援に貢献しています。

international students to get accustomed to living in Japan, etc.

5．大 阪 大 学ホストファミリープログラム（O HP）

5. Osaka University Host-family Program（OHP）

留学生と地域のボランティアの家族ぐるみの付き合いをすることによって相互理解を深めることを目的として実施して

The center launches several programs in order to make the stay and study of overseas students comfortable in Japan.

います。留学生１人につき1家族をホストファミリーとして組み合わせ、後は自分たちで相談して無理のない形で交流内容

For instance, in cooperation with host-family groups, the center operates a program for newly arrived overseas students,

を決めていきます。ただし、ホームステイ・プログラムではありません。

which introduces them to local families that are pleased to communicate with overseas students. However, this is not a
home-stay program.

6. International Education Program

6．国 際 理 解教 育
留学生が本学の近隣地域の小・中・高校に外国人講師として出かけて、交流を深めるものです。自国の文化を紹介したり
子供たちと一緒に遊んだりして、日本の子どもたちの異文化理解教育に貢献します。留学生の側にとっても、温かい交流の

Working with local elementary, secondary, and high schools, the CIEE encourages mutual understanding through school
visitations by overseas students as cultural ambassadors. These visitations also oﬀer overseas students an opportunity

体験になったと大変好評を得ています。

to interact with local schoolchildren.

7.サ ポートオフィス（Support Oﬃce for International Students and Scholars）

7. Support Oﬃce for International Students and Scholars

サポートオフィスでは、留学生、外国人研究者、およびその家族の方が必要とする、入国前から帰国時までの各種情報を
提供しています。来日前の査証（ビザ）に関わる手続きをはじめ、宿舎手配の支援、来日後に必要な手続き等をサポートし
ています。詳細についてはホームページを参照ください。
〔サポートオフィスHP （日・英・中・韓）〕
https://iss-intl.osaka-u.ac.jp/supportoﬃce/index-j.php

The Support Oﬃce oﬀers various types of assistance for international students, scholars and their families before and
after their arrival in Japan. We oﬀer assistance on visa procedures, with the search for accommodations, and other
necessary procedures after their arrival.
For detail, please check the following website.
〔Support Oﬃce HP （Japanese・English・Chinese・Korean）〕
https://iss-intl.osaka-u.ac.jp / supportoﬃce

■各学部留学生相談室

■Advising Rooms for International Students

大阪大学には、国際教育交流センターだけでなく、各学部・研究科にも留学生相談室を設け留学生支援を行っています。

There are several advising rooms for international students at Osaka University.

文学研究科国際連携室国際交流センター/留学生相談室

http://www.let.osaka-u.ac.jp/kokuren/shien.html

Int'l Exchange Center / Foreign Student Adviser's office, Graduate School of Letters

http://www.let.osaka-u.ac.jp/kokuren/eng_shien.html

人間科学研究科国際交流室

http://oie.hus.osaka-u.ac.jp/

The Office of Int'l Exchange(OIE), Graduate School of Human Sciences

http://oie.hus.osaka-u.ac.jp/english

法学研究科留学生相談室

http://www.law.osaka-u.ac.jp/foreign/

Advising Rooms for Int'l Students, Graduate School of Law

http://www.law.osaka-u.ac.jp/foreign

経済学研究科留学生相談室

http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/ryugakusei

Foreign Student Adviser's office, Graduate Scholl of Economics

http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/ryugakusei

理学研究科留学生相談室

http://www.sci.osaka-u.ac.jp/index-jp.html

Advising Rooms for Int'l Students, Graduate School of Science

http://www.sci.osaka-u.ac.jp

工学研究科教育学務国際室国際交流推進センター

http://www.fsao.eng.osaka-u.ac.jp

Center for International Affairs, Graduate School of Engineering

http://www.fsao.eng.osaka-u.ac.jp/index-e.html

基礎工学研究科留学生相談室

http://osku-sigma-gcs.alcent.jp

Advisement Office for Int'l Students, Graduate School of Engineering Science

http://osku-sigma-gcs.alcent.jp
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学 部・研究 科 等 留 学 生 担当 窓 口 /
Administrative Oﬃces for International Students（Each School/Graduate School）
学部・研究科等

Schools/ Graduate Schools

E-MAIL

HP

kenkyou-r@ml.office.osaka-u.ac.jp

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound

学生部入試課【私費外国人留学生特別入試】

gakusei-nyusi-dai1@office.osaka-u.ac.jp

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/faculty/expense
http://www.osaka-u.ac.jp/en/admissions/faculty/expense

文学部・文学研究科

bunsouhaku-kyoumu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.let.osaka-u.ac.jp/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/en_index.html

人間科学部・人間科学研究科

oie@hus.osaka-u.ac.jp

http://www.hus.osaka-u.ac.jp/
http://www.hus.osaka-u.ac.jp/english/

外国語学部

genbun-minoh-shien@office.osaka-u.ac.jp

http://www.sfs.osaka-u.ac.jp/
http://www.sfs.osaka-u.ac.jp/en/

法学部・法学研究科

inquiry@law.osaka-u.ac.jp

http://www.law.osaka-u.ac.jp/en/

経済学部・経済学研究科

kyoumu@econ.osaka-u.ac.jp

http://www.econ.osaka-u.ac.jp/
http://www.econ.osaka-u.ac.jp/e/welcome.html

理学部・理学研究科

ri-gakuseikokusai@office.osaka-u.ac.jp

http://www.sci.osaka-u.ac.jp/index-jp.html
http://www.sci.osaka-u.ac.jp/index.html

i-soumu-kyomu@office.osaka-u.ac.jp
i-soumu-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp

http://www.med.osaka-u.ac.jp/
http://www.med.osaka-u.ac.jp/index-e.html

医学部・医学系研究科（保健学）

i-hoken-kyomu@office.osaka-u.ac.jp

http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/www/home.html
http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/

歯学部・歯学研究科

si-soumu-kyomu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.dent.osaka-u.ac.jp/index.html
http://www.dent.osaka-u.ac.jp/english/index.html

薬学部・薬学研究科

yakugaku-kyoumu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.phs.osaka-u.ac.jp/index.cgi
http://www.phs.osaka-u.ac.jp/en/

工学部・工学研究科

iso-staff@eng.osaka-u.ac.jp

http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/index.html
http://www.eng.osaka-u.ac.jp/en/index.html

School/Graduate School of Engineering Science

ki-kyomu@office.osaka-u.ac.jp
ki-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp

http://www.es.osaka-u.ac.jp/
http://www.es.osaka-u.ac.jp/en/index.html

言語文化研究科（言語文化専攻）

genbun-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp

http://www.lang.osaka-u.ac.jp/lc/
http://www.lang.osaka-u.ac.jp/lce/

言語文化研究科（言語社会専攻/日本語・日本文化専攻）

genbun-minoh-shien@office.osaka-u.ac.jp

http://www1.lang.osaka-u.ac.jp/
http://www1.lang.osaka-u.ac.jp/en/

kyomu@osipp.osaka-u.ac.jp

http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/en/inquire.html

office@ist.osaka-u.ac.jp

http://www.ist.osaka-u.ac.jp/japanese/index.html
http://www.ist.osaka-u.ac.jp/english/index.html

seimei-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp

http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/
http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/index-e.php

inquiry@law.osaka-u.ac.jp

http://www.lawschool.osaka-u.ac.jp/

国際交流オフィス学生交流推進課

International Student Affairs Division
Admission Division(special entrance examination for unsponsored international students)
School/Graduate School of Letters
School/Graduate School of Human Sciences
School of Foreign Studies
School of Law/Graduate School of Law and Politics
School/Graduate School of Economics
School/Graduate School of Science

医学部・医学系研究科（保健学を除く）

School/Graduate School of Medicine(except the Division of Health Sciences)
School/Graduate School of Medicine(Division of Health Sciences)
School/Graduate School of Dentistry
School/Graduate School of Pharmaceutical Sciences
School/Graduate School of Engineering

基礎工学部・基礎工学研究科

Graduate School of Language and Culture(Studies in Language and Culture)
Graduate School of Language and Culture(Studies in Language and Society, Japanese Language and Culture)

国際公共政策研究科

Osaka School of International Public Policy

情報科学研究科

Graduate School of Information Science and Technology

生命機能研究科

Graduate School of Frontier Biosciences

高等司法研究科

Graduate School of Law

連合小児発達学研究科

Graduate School of Child Development

微生物病研究所

Research Institute for Microbial Diseases

産業科学研究所

The Institute of Scientific and Industrial Research

蛋白質研究所

Institute for Protein Research

社会経済研究所

Institute of Social and Economic Research

接合科学研究所

Joining and Welding Research Institute

核物理研究センター

Research Center for Nuclear Physics

レーザーエネルギー学研究センター
Institute of Laser Engineering

免疫学フロンティア研究センター

Immunology Frontier Research Center

日本語日本文化教育センター

Center for Japanese Language and Culture

国際教育交流センター

Center for International Education and Exchange

サイバーメディアセンター
Cybermedia Center

コミュニケーションデザイン・センター

Center for the Study of Communication-Design

サポートオフィス
Support Office

i-soumu-rengousyouni@office.osaka-u.ac.jp

http://www.ugscd.osaka-u.ac.jp

biken-kenkyo@office.osaka-u.ac.jp

http://www.biken.osaka-u.ac.jp/
http://www.biken.osaka-u.ac.jp/e/

sanken-soumu-soumu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/
http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/index_e.html

tanpakuken-kyoudo@office.osaka-u.ac.jp

http://www.protein.osaka-u.ac.jp/
http://www.protein.osaka-u.ac.jp/index_e.php

syaken-syomu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.iser.osaka-u.ac.jp/
http://www.iser.osaka-u.ac.jp/index-e.html

setugouken-syomu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/index.jsp
http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/en/index_e.jsp

director@rcnp.osaka-u.ac.jp
kakubuturi-kenkyou@office.osaka-u.ac.jp

http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/

rezaken-syomu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.ile.osaka-u.ac.jp/

ifrec-office@ifrec.osaka-u.ac.jp

http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/index.php
http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/index-e.php

kouryu@cjlc.osaka-u.ac.jp

http://www.cjlc.osaka-u.ac.jp/japanese/
http://www.cjlc.osaka-u.ac.jp/

kokusai-gakusei-ryugakusei@office.osaka-u.ac.jp

http://www.isc.osaka-u.ac.jp/
http://www.isc.osaka-u.ac.jp/english/

zyosui-kikaku-soumu@office.osaka-u.ac.jp

http://www.cmc.osaka-u.ac.jp/j/
http://www.cmc.osaka-u.ac.jp/e/

zenkyo-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/

supportoffice@office.osaka-u.ac.jp

http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/osaka-ip/supportoffice/index-j.php
http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/osaka-ip/supportoffice/
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Q and A（よくある問い合わせをまとめました/Frequently asked questions from International students）
質問/Question:
１．入学の願書や大学の資料を
送ってください。
How do I obtain the
Application Guideline or
forms for the entrance
exam of Osaka University?

回答/Answer:
※資料の種類によって請求先が変わります。
学部入学の場合：学生部入試課（P8へ）
学部英語コースの場合：インターナショナルカレッジ（P19へ）
学部編入学の場合：各学部（P31へ）
大学院入学の場合：各大学院（P31へ）
大学資料(日本語版)：学生部入試課（P31へ）
大学資料(英語版)国際交流オフィス学生交流推進課（P31へ）
Please contact the appropriate office to request the applications/brochures.
Ⅰ〉Regular Undergraduate course ⇒ Contact the Admission Division（see page 8）
Ⅱ〉Special English Undergraduate course ⇒ Contact the International College Office（see page 20）
Ⅲ〉Third year Admission (Transfer) ⇒ Contact each School (see page 31)
Ⅳ〉Admission for Graduate School ⇒ Contact each Graduate School (see page 31 )
Ⅴ〉University Prospectus (in Japanese) ⇒ Contact the Admission Division (see page 31 )
Ⅵ〉University Prospectus (in English) ⇒ Contact the International Student Affairs Division(see page 31 )

２．教員を紹介してください。
Would you recommend a
suitable supervisor
for me?

こちらで専門分野について判断することはできません。大阪大学HPでは、研究者を検索できるシステム
（「研究
者総覧」）
を設けていますので、そこから検索してください。研究者総覧には、教員の連絡先が記載されていない
場合がありますので、その場合は、学生交流推進課（kenkyou-r@ml.office.osaka-u.ac.jp）までご連絡ください。
「研究者総覧」URL：http://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/list.html
Unfortunately, we are unable to recommend a specific field or suitable supervisor for each student.
Osaka University offers a“Researcher Directory”on our website. Please visit the website below to search
the researcher information by your research theme.
Researcher Directory URL: http://www.osaka-u.ac.jp/en/research/list.html
＊In the case there is no direct contact address on our directory, please contact:
Email : kenkyou-r@ml.office.osaka-u.ac.jp

３．大阪大学で日本語を
学べますか。
I would like to study the
Japanese language at
Osaka University. Do you
have a suitable program?

大阪大学には、入学準備として日本語を学習するようなコースは設けていません。そのような場合は、日本語学
校などを利用してください。日本語を学問的に研究する学部・大学院はありますが、その場合は、相当の日本語
能力が必要とされます。
また、大阪大学に在籍する学生に限り、
「留学生日本語プログラム」
を設けています
（この
プログラムだけ受講することはできません）。
Osaka university doesn't offer Japanese courses for students who only wish to learn Japanese in order to improve the
Japanese skills, or to enter a Japanese university. The Japanese courses offered by our university are only available for
students who have already enrolled in our university to acquire a degree (who are unable to take the Japanese program
only). If you wish to learn only the Japanese language, please search the Japanese language schools.
If you already have sufficient Japanese language skills and wish to research“Japanese Language/Culture”from a
linguistic view point, some graduate schools provide related courses at Osaka University.

４．授業は英語で行われていますか。
What is the language of
instruction at Osaka
University?

５．日本での生活費について
教えてください。
I would like to know how
much is the cost of living
in Japan.

大阪大学では、英語による学位取得コース
（詳しくはP19へ）
を除き、通常、入試や授業は日本語で行われます。
Except for the special English degree course (see page 20）, most classes at Osaka University are taught
in Japanese. In order to enroll in these courses, applicants must have sufficient proficiency in Japanese
upon entering the university.

大阪大学の授業料や寮費については、P21をご覧ください。一般的な生活費については、日本学生支援機構によ
る
「日本への留学情報Student Guide to Japan」に詳しく紹介されていますので、参考にしてください。
日本への留学情報：
「http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj.html」の第４章
For the tuition fee and the cost of Osaka University residential facilities, please refer to page 22.
For general information in living and studing in Japan, please refer to the“Student Guide to Japan”on
the JASSO (Japan Student Services Organization) website.
Student Guide to Japan (refer to chapter 4) : http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj.html
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CAMPUS INFORMATION

■豊中キャンパス/Toyonaka Campus
大阪府豊中市にあり、全学共通教育機関が置かれているため、学部新入学生は全員このキャンパスに通うことになりま
す。
３キャンパスのうち一番サークル活動が盛んなところです。
The Toyonaka Campus is located in Toyonaka City, and all new students attend the liberal education subjects
program at the Institute for Higher Education Research and Practice in this campus. In our three campuses,
sports and cultural activities are most progressive in this campus.

石橋門
Ishibashi Gate

総合図書館
Library
国際交流会館
International House
Toyonaka

学生会館
International
Student Center

OSAKA

法学部・法学研究科
Law

言語文化研究科
Language and Culture
経済学部・経済学研究科
Economics

TOKYO

基礎工学部・基礎工学研究科
Engineering Science

高等司法研究科
Law School
文学部・文学研究科
Letters

正門
Main Gate

国際公共政策研究科
ＯＳＩＰＰ
2

■吹田キャンパス/Suita Campus
センター、附属病院が設置される大きなキャンパスです。
The Suita Campus is the largest campus, located in Suita City and Ibaraki City. There are several schools and

This campus became the 3rd campus of Osaka University, after the merger with Osaka University of Foreign
Studies in 2007. The campus is located in Minoh City, and is surrounded by the rich natural environment.
北門
North Gate

箕面国際学生宿舎
（学生寮）
Minoh International
Student House

工学部・原子力系
Nuclear Engineering

微生物病研究所
Immunology Frontier Center

工学部
Engineering

箕面留学生会館
Minoh International
Student Dormitory

社会経済研究所
Institute of Social
and Economic Research

大学本部
Administration Bureau
千里門
Senri Gate

レーザーエネルギー学
研究センター
Laser Engineering

西門
West Gate

（IC Hall, 1st Floor）
東門
East Gate

大阪モノレール・彩都線
彩都西駅
Osaka Monorail
Saito nishi Station
日本語日本文化教育センター棟
Center for Japanese
Language and Culture

言語文化研究科・外国語学部
Graduate School of
Language and Culture・
School of Foreign Studies

医学部医学科・医学系研究科・
連合小児発達学研究科
Medicine・Child Development
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歯学部・歯学研究科
Dentistry

外国学図書館
International Studies Library

医学部附属病院
University Hospital
大阪モノレール・彩都線
阪大病院前駅
Osaka Monorail
Handai byoin mae Station

コンベンションセンター
Convention Center
情報科学研究科
Information Sciences and Technology
医学部保健学科・医学系研究科
Health Sciences

大阪府箕面市にあり、
２００７年の大阪外国語大学との統合を機に、外国語学部を中心とした３つ目のキャンパスにな

核物理研究センター
Nuclear Physics

国際交流会館吹田分館
International House Suita

（ICホール1階）

大阪モノレール 柴原駅
Osaka Monorail
Shibahara Station

りました。緑あふれる自然豊かな環境にあります。

research institutes, the Osaka University Hospital, and the Administration Bureau in this campus.

International Student
Aﬀairs Division

中国自動車道
Chugoku Highway

■箕面キャンパス/Minoh Campus

大阪府吹田市と茨木市にまたがり、大学の本部事務組織が置かれています。学部・研究科のほかに、多くの研究所や研究

国際交流オフィス
学生交流推進課

理学部・理学研究科
Science

正門
Main Gate

1

薬学部・薬学研究科
Pharmaceutical Sciences
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人間科学部・人間科学研究科
Human Sciences
生命機能研究科
Frontier Biosciences

正門
Main Gate

※

キャンパスマップは下記HPにも掲載しています。The campus map also appears in the HP below.
http://www.osaka-u.ac.jp/en/access/for_print
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◆アクセスインフォメーション/ Access Information
吹田キャンパス
Suita Campus

豊 中 キャンパス
Toyonaka Campus

至・彩都西線
（阪大箕面キャンパス方面）
豊川駅

水遠

池

至・宝塚／福知山

西門
東門

石橋駅

阪大病院前駅
大阪モノレール
彩都線
国立民族学博物館

万博記念公園

半町交差点

石橋門

蛍池駅

電車：阪急電鉄宝塚線
石橋駅下車徒歩１５分～２５分
大阪モノレール：
柴原駅下車徒歩７分～１５分

By Train (Hankyu Takarazuka Line) :
15-25 min walk from Ishibashi station.
By Monorail :
7-15 min walk from the Shibahara station.

By Train (Hankyu Senri Line) :
15-30 min walk from the Kita-Senri Station.
By Monorail :
5-15 min walk from the Handai-Byoin-Mae station.
By Hankyu Bus :
5-15 min walk from the Handai-Honbu-Mae
station or the Handai-Byoin-Mae station.

大阪大学留学案内2014
ADMISSION GUIDE for International Applicants 2014
大阪大学国際交流オフィス学生交流推進課

International Student Aﬀairs Division, Osaka University
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1
1-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871 Japan
TEL：+81-(0)6-6879-7103 FAX：+81-(0)6-6879-8964
E-mail：kenkyou-r@ml.oﬃce.osaka-u.ac.jp

大阪モノレール
彩都線

今宮

小野原

清水

豊川駅

至・京都

至・梅田

至・千里中央

蛍池東4交差点

栗生間谷東
（阪大吹田キャンパス方面）

大阪空港

外院3

大阪モノレール

柴原駅

中央環状線

大阪空港駅

栗生間谷

正門

蛍池駅

電車：阪急電鉄千里線
北千里駅下車徒歩１５分～３０分
大阪モノレール：
阪大病院前駅下車徒歩５分～１５分
阪急バス（千里中央発）、
近鉄バス（阪急茨木市駅・JR茨木駅発）
：
いずれも阪大医学部前
または阪大本部前下車徒歩５分～１５分

中国自動車道

高速
阪神

大阪モノレール

至・宇野辺・門真市

中国自動車道

太陽の塔

名神
高速
道路

至・梅田

阪急千里線

至・千里中央・柴原

（阪大豊中キャンパス方面）

中央環状線

吹田
I.C

大阪大学
箕面キャンパス

大阪大学
豊中キャンパス

柴原交差点

万博記念公園駅

阪大下交差点

公園東口駅

万博外周道路

山田駅

彩都西駅

阪急箕面線

阪急宝塚線

正門

山田駅

至・茨木

大阪大学
吹田キャンパス

千里門

北千里駅

至・箕面
桜井駅

箕 面 キャンパス
Minoh Campus

大阪モノレール：
彩都西駅下車徒歩１５分
阪急バス：
千里中央発・北千里発
阪大外国語学部前・間谷住宅４下車すぐ
By Monorail :
15 min walk from the Saito-Nishi station.
By Hankyu Bus :
Take the bus bound for
Handai-Gaikokugo-Gakubu-Mae or
Matani-Jyutaku4 at Senri-Chuo or Kita-Senri.

