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平成 31 年度 横浜国立大学都市科学部研究生募集要項（2 次募集） 

 
都市科学部において、特定の専門事項について研究することを志願する者については、本学部の教育研

究に支障のない場合に限り、選考のうえ研究生として入学を許可します。 
 
１．募集人員 
若干名 

 
２．出願資格 
下記にあげる各項目の 1 つに該当する者が出願できます。 
（１）学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者及び入学時までに卒業予定の者 
（２）学校教育法第 104 条第 4 項の規定により学士の学位を授与された者及び入学時までに学士の

学位を取得予定の者 
（３）外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者及び入学時までに修了予定の者 
（４）その他、本学部において前各号に規定する者と同等以上の学力があると認められる者 

 
３．入学時期と研究期間 

入学時期は、春学期はじめ（4 月）とします。 
ただし、研究期間は、当該年度末（平成 32 年 3 月 31 日）までとします。 

 
４．研究期間の延長 

研究期間満了の者で、特別の事情があると認められる時は、選考の上、1 年を限度（半期単位）とし

て研究期間の延長を許可します。ただし、研究期間は、通算して 2 年を超えることができません。 
 
５．出願要領 
（１）出願期間 
入学時期 区分 出願期間 

4 月 
日本人 平成 31 年 3 月 1 日（金）～3 月 5 日（火）※消印有効 

〔窓口受付時間〕 平日 9:00～12:45、13:45~17:00 
※土曜日・日曜日・祝祭日を除く。 外国人留学生※ 

※在留資格取得に時間がかかるため、研究生に応募したい外国人留学生は 10 月入学の研究生に応募す

ることをお勧めします。  
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（２）出願書類提出先・提出方法 

 
〒240－8501 

神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 79－6  横浜国立大学理工学系都市系支援課都市科学部学務係 
 
出願書類一式を揃えて、出願期間内に郵送または窓口へ直接持参のいずれかの方法で提出してくだ

さい。なお、郵送する場合は、書留速達とし出願期間内に到着するようにしてください。また、封筒の

表面に「都市科学部研究生出願書類在中」と朱書きしてください。なお、出願に際し、事前に希望する

指導教員の承認印を得る必要があります。 
 
（３）出願書類 

出願書類等 注意事項 備考 

①入学願書 
本学部所定の用紙に必要事項を記入してください。 
写真は、縦 4 ㎝×横 3 ㎝で出願前 3 ヶ月以内に撮影した上半身

無帽・正面向きの写真を使用してください。 
１通 

②最終出身学校の 
卒業証明書等 

最終出身学校の卒業・卒業見込、又は修了・修了見込証明書等

を提出してください。 
卒業証明書等を発行しない国等から出願する者は、卒業（修了）

証明書の写しに出身校の公印又は認印を受けたものを提出し

てください。公印又は認印がないものは受付出来ません。 

１通 

③学士の学位が証明

できる書類 

出身大学（在籍大学）の学長又は学部長により作成されたもの

を提出してください。 
ただし、「②最終出身学校の卒業証明書等」に学位の記載がある

場合は、提出不要です。 

１通 

④最終出身学校の 
成績証明書 

出身大学（在籍大学）の学長又は学部長により作成されたもの

を提出してください。 
１通 

⑤パスポート又は 
在留カードの写し 

外国人留学生については、パスポート又は在留カードの写しを

添付してください。 

１通 
※外国人留学

生のみ必要 

⑥勤務先所属長の 
承諾書 

在職者については、勤務先の所属長の承諾書（所属長の印は公

印を使用すること。私印では受付出来ません。）を提出してくだ

さい。 

１通 
※在職者のみ

必要 
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⑦入学検定料 

払込金額 9,800 円 
郵便局・ゆうちょ銀行の受付窓口で手続をしてください。 
払込後、「振替払込受付書（お客さま用）」を貼付用紙の貼付欄

に貼付して出願書類と同封してください。 

１通 

⑧返信用封筒 
角形 2 号封筒（240 ㎜×332 ㎜）に、住所・氏名を記入し 420 円

切手を貼り付けて提出してください。 
１通 

⑨その他本学が必要

と認める書類 
必要に応じて請求することがあります。  

※提出書類中、英語以外の外国語で作成された証明書・文書・資料等には、その日本語訳を添付してく

ださい。 
 
（４）入学検定料 

①検定料  9,800 円 
②払込場所 郵便局・ゆうちょ銀行受付窓口（ATM は使用不可） 
③払込方法 

 ア．「払込取扱票」のご依頼人名は、出願者本人の名前を記入してください。（願書の氏名と照合しま

す。） 
 イ．「振替払込請求書兼受領証」及び「振替払込受付証明書（お客さま用）」を受付窓口で受け取る際に、

必ず受付局日附印を確認してください。 
 ウ．受付窓口から受け取った「振替払込受付証明書（お客さま用）」を、所定の貼付用紙に貼付のうえ、

提出してください。 
 
※土曜日、日曜日、休日は払込ができませんのでご注意ください。 
※払込時に別途必要な払込手数料は、出願者本人の負担になります。 
※検定料は二重に払い込まないでください。（万が一、二重に払い込んでしまった場合には、問い合わ

せ先にご相談ください。） 
※検定料が払い込まれていない場合、又は払込済みの「振替払込受付証明書（お客さま用）」を、所定

の貼付用紙の欄に貼り付けていない場合は、出願を受理しません。 
※検定料は改定される場合があります。 

 
④入学検定料の返還について 

 払込済みの入学検定料は、次の場合を除き、いかなる理由があっても返還いたしません。 
ア．入学検定料の返還請求ができるもの 
 ａ）入学検定料を払い込んだが、出願しなかった（出願書類を提出しなかった又は出願が受理され

なかった）場合。 
 ｂ）入学検定料を誤って二重に払い込んだ場合。 
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イ．返還請求の方法 
 理工学系都市系支援課都市科学部学務係に連絡してください。連絡があった後に「検定料返還請求

書」をお送りしますので、必要事項を記入のうえ郵送してください。 
  【提出先】〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 79-6 
              横浜国立大学理工学系都市系支援課都市科学部学務係 

ウ．返還額 
 返還額は、返還の際に要する手数料が差し引かれた額となりますのでご了承ください。また、手数

料が返還額を上回った場合は、返還いたしませんのでご留意ください。 
 
６．選考方法 
 提出された書類に基づき選考し、必要に応じて面接試験を行います。 
 なお、選考結果については、本人宛に通知します。 
 
７．入学手続 
 合格者へは、合格通知発送時に、入学手続書類を送付しますので、所定の期間内に手続を行ってくださ

い。 
 
（１）入学に必要な経費 
 入学料   84,600 円 [現行] 
 授業料（半期）    178,200 円 [現行] 
    （1 年間）      356,400 円 [現行] 

※入学料、授業料は入学手続時に一括納入してください。 
※研究生として許可される研究期間は、入学手続時に納入した授業料に相当する期間（半年又は 1 年）

です。 
※入学料・授業料は、改定される場合があります。 

 
（２）入学料・授業料納入期間 
春学期 平成 31 年 4 月 1 日（月）～平成 31 年 4 月 26 日（金）【予定】 
 
※入学手続の際には、「健康診断書」が必要となります。 

 
８．障がい等のある入学志願者の事前相談について 
  心身の障がい等により、受験及び修学の上で配慮を必要とする場合は、出願する前に必ず理工学系

都市系支援課都市科学部学務係に事前に相談してください。 
  また、出願後の不慮の事故などで負傷し、受験及び修学の上で配慮が必要となった場合も、その時点

で速やかに申し出てください。 
  なお、下表から判断できない場合については、お尋ねください。 
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【代表的な事項】 

区  分 障 が い の 程 度 

視 覚 障 が い 
両眼の視力がおおむね 0.3 未満のもの又は視力以外の視機能障がいが高度のもの

のうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能

又は著しく困難な程度のもの 

聴 覚 障 が い 
両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用に

よっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 

肢 体 不 自 由 

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における

基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時に医学的

観察指導を必要とする程度のもの 

病 弱 
一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が

継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

発 達 障 が い 
自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性 
障がいのため配慮を必要とするもの 

【事前相談の方法及び連絡先】 

(1)  事前相談は、様式例を参考に申請書を作成し、診断書又は身体障害者手帳（写）、その他参考資

料を添えて申請してください。 
(2)  申請内容によっては対応に時間を要する場合もあるので、出願する前のできるだけ早い時期に相

談してください。 
(3)  申請・連絡先 

〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台 79-6 
〒240-8501 横浜国立大学理工学系都市系支援課都市科学部学務係 
〒240-8501 電話番号 045-339-3124、4463   

【参考】事前相談申請書様式例 
（様式例）Ａ４判縦 

平成  年  月  日 
横浜国立大学長 殿 

氏名（ふりがな） 
生年月日 
住所〒 
電話番号 

 
横浜国立大学に入学を志願したいので、下記のとおり事前に相談します。 

 
記 

1. 志望する学部・学科・出願する入試名 
2. 障がい等の種類、程度 
3. 受験上配慮を希望する事項・内容 
4. 修学上配慮を希望する事項・内容 
5. 出身学校在学中にとられていた配慮事項の内容 
6. その他 
（添付書類）診断書又は身体障害者手帳（写）、その他参考資料 
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９．注意事項 
（１）入学手続は、原則として本人が窓口でしてください。 
（２）いったん提出した書類及び納入金は一切返還しません。 
（３）出願の際に卒業見込みの者は、入学時に卒業証明書を提出してください。 
（４）入学手続期間内に納入手続をしていない者に対しては許可を取り消します。 
（５）研究に要する費用は、教室等の設備に付帯するものを除き、全て研究生の自弁となります。 
（６）合格通知及び手続関係書類の送付先は、日本国内に限ります。 
（７）出願に際し、事前に希望する指導教員の承認印を得る必要があります。 

【参考】本学教員の紹介サイト（研究者総覧）http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/  
研究者総覧に、メールアドレスの記載がない場合は、下記の問い合わせ先住所へ教員名宛に手紙を

送ってください。なお、理工学系都市系支援課都市科学部学務係では、教員の紹介及び承諾の回答に

係る問い合わせには一切応じません。 
（８）指導教員の承認印を得ていても、出願期間内に出願書類の提出がなければ、出願は受理しません。 
（９）在留資格認定証明書の代理申請が必要な場合は、ご自身で手配してください。（理工学系都市系支

援課都市科学部学務係では、代理申請を行っておりません。） 
 
１０．個人情報の取扱について 
出願者の提出書類等に記載された個人情報については、選考に係る用途の他、本学における調査・研究

に利用することがあります。調査・研究結果を発表する場合は個人が特定できないように処理します。そ

れ以外の目的に個人情報は利用又は提供されることはありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【お問い合わせ先】 
横浜国立大学理工学系都市系支援課都市科学部学務係 
〒240－8501 
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 79－6 
TEL：045-339-3124、4463 
E-mail：cus.jimu@ynu.ac.jp 


