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2023 年度理工情報系オナー大学院プログラム履修生 

募集要項 

 

 

理工情報系オナー大学院プログラム（以下「本プログラム」）では、プログラムポリシーに基

づき、ユニットごとに履修者選抜を実施します。 

 

 

【１．募集人員】 

No ユニット名 定員 備考 

１ 電子情報 10 名程度  

２ 生命科学 15 名程度  

３ フォトニクス ５名程度  

４ 基礎物理宇宙 ５名程度  

５ 環境材料デザイン ５名程度  

６ 社会デザイン ５名程度  

７* 物質科学 

10 名程度 博士前期課程 2 年履修開始生 

６名程度 博士後期課程 1 年履修開始生 

10 名程度 博士課程教育リーディングプログラム 

８* ヒューマンウェア 20 名程度 博士課程教育リーディングプログラム 

９* 量子ビーム応用 15 名程度 卓越大学院プログラム 

 

* No.７～９のユニットについては、募集要項が異なります。 

No.７はすべてインタラクティブ物質科学・カデットプログラム、No.８はヒューマンウェ

アイノベーション博士課程プログラム、No.９は多様な知の協奏による先導的量子ビーム応用

卓越大学院プログラムの各ホームページを参照するか、各プログラム事務室にお問い合わせ

ください。 

 

以降は、No.１～６のユニットへの応募に関するものです。 

 

【２．出願資格】 

本学の理学研究科、工学研究科、基礎工学研究科、情報科学研究科の大学院博士前期課程

に 2021 年 10 月以降に入学し、博士後期課程に進学の意志のある者、または 2023 年４月に本

学の上記４研究科の大学院博士後期課程に進学予定の者。ただし、複数ユニットに同時に出

願することはできません。 
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【３．出願手続き】 

 出願方法・・・所定の宛先に郵送又は願書受理場所へ持参してください。 

郵送の場合は角型２号の封筒を使用し「簡易書留」で郵送のこと。 

 出願期間・・・2023 年１月 23 日（月）～同１月 30 日（月） 

         受付時間：午前 ９ 時 30 分～同 11 時 30 分 

午後 １ 時 30 分～同 ４ 時 00 分 

（郵送の場合は出願期間内に着くように送ること。 

簡易書留に速達を加えた場合は出願期間最終日の消印有効。） 

 願書提出場所・・・ 

「持参」の場合  

〇豊中地区：理工情報系オナー大学院プログラム事務局  TEL 06-6850-5293 

    〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町１－１ 大阪大学理学研究科Ｂ棟１階 101 

    〇吹田地区：工学研究科教務課入試係   TEL 06-6879-7228 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘２－１ 大阪大学工学研究科 U1M 棟〈管理棟〉１階 

   

「郵送」の場合 

    〇豊中地区の理工情報系オナー大学院プログラム事務局へ直送してください。 
 

【４．検定料】 

不要 

 

【５．出願に要する書類一覧】 

（１）理工情報系オナー大学院プログラム 履修願書（様式１） 

（２）小論文（様式２） 

（３）評価書（様式３） 

（４）写真票・受験票（様式４） 

（５）学部の成績証明書 

※高等専門学校出身者は本科・専攻科両方の成績証明書を提出してください。  

（６）大学院の成績証明書 

（７）受験票送付用封筒  長形３号（縦 23.5cm×横 12cm）封筒 

□「学内便」送付希望の場合： 

封筒の表側に受験者本人に確実に届くための学内便送付ルールに沿った宛先情報を正確に記載し

てください。 

（例：① 吹田地区 産業科学研究所 △△研究室 Ｍ１ 阪大花子 宛 

   ② 豊中地区 理学研究科 □□学専攻 △△研究室 Ｍ２ 阪大一郎 宛 ） 

□「郵便」による送付希望の場合： 

封筒の表面に 94 円分の切手を貼付し、受験者の希望する送付先住所、氏名を記載してください。 

（８）英語力検定試験認定証の写し（様式１に点数記載の場合のみ） 

期限内に公式認定証写しの入手が難しい場合は本プログラム事務局にご連絡ください。 

※様式(１)～(４)は、本プログラムホームページからダウンロードしてください。 

https://www.sth.osaka-u.ac.jp/application.html 

https://www.sth.osaka-u.ac.jp/application.html
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【６．選抜プロセス】 

選抜プロセス 期日 時刻 場所 

願書受理期間 

2023 年 

１月 23 日（月）～ 

１月 30 日（月） 

９:30 ～11:30      

13:30 ～16:00 

豊中：本プログラム事務局 

（理学研究科Ｂ棟 B101） 

吹田：工学研究科教務課入試係 

    （工学研究科 U1M 棟１階） 

書類選考合格発表 ２月 14 日（火） 14:00 本プログラムホームページ 

面接試験 
２月 27 日（月）～ 

３月２日（木） 

9:00～17:00 

（別途連絡） 
別途連絡 

最終合格発表 ３月３日（金） 14:00 本プログラムホームページ 

 

【７．選抜についての注意】 

１. 書類選考は、履修願書、小論文、評価書、成績証明書により実施します。 

２. 面接試験（プレゼンテーションを含む）は、書類選考合格者のみ受験できます。 試験場所

等の詳細は、本プログラムホームページにて発表します。 

 

【８．最終合格発表】 

本プログラムホームページに受験番号を掲載することにより発表するとともに、合格書類を

願書記載の受験票送付先へ送ります。電話、メール等による合否の問い合わせには応じません。 

 

【９．履修について】 

本ログラム履修者選抜に合格した場合、履修手続きが必要となります。なお、本プログラムを

履修することによる追加の入学料・授業料は必要ありません。詳細は合格者に連絡します。 

 

【10．給付型奨学金制度】 

本プログラムでは、履修生の受給申請に基づき、選考を経たうえで給付型奨学金を支給する制

度を用意しています。給付型奨学金は、「学資に充てるため給付される金品」として「非課税所

得」となるので、課税対象にはなりません。 

2023 年度は、博士前期課程２年次の学生について年額 48 万円、博士後期課程の学生には年額 72

万円を支給します。 なお、給付型奨学金の受給資格については、支給年度において、次の各号

に掲げる全ての基準に該当することとします。 

１）休学をしていないこと。 

２）独立行政法人日本学術振興会の特別研究員（DC）として採用されていないこと。 

３）国費留学生として、日本政府（文部科学省）奨学金を受給していないこと。 

４）月額 10 万円を超える給付型奨学金を受給していないこと。 

※奨学金の申請方法等の詳細については、別途ホームページ等により通知します。 
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【11．個人情報の取り扱いについて】 

１. 出願時に提出された氏名、住所、その他の個人情報については、「履修者選抜（出願処理、

選抜試験実施）」、「合格発表」、「履修手続」等の業務及び理工情報系オナー大学院プログラム

に関する業務を行うために利用します。 

２. 履修者選抜に用いた試験成績等の個人情報は、選抜結果の集計・分析及び履修者選抜方法の

調査・研究のために利用します。 

 

【12．注意事項】 

１. 出願書類に不備のある場合は受理できません。 

２. 出願手続後は、原則として記載事項の変更は認めません。 

３. 出願時に提出された書類は返却しません。 

４. 受験票は、出願手続後、受験票送付用封筒にて郵送します。 

５. 出願書類に虚偽の記載をした者は、履修決定後であっても履修の許可を取り消すことがあ

ります。 

６. 身体に障がい等がある者で、受験に際して特別な配慮を希望する場合は、原則として出願ま

でに理工情報系オナー大学院プログラム事務局へ問い合わせてください。 

７. 日本学術振興会 特別研究員であっても、本プログラムを履修できます。 

８. 大阪大学フェローシップ創設事業及び、大阪大学 次世代挑戦的研究者育成プロジェクトと

の併願は可能です（併給の調整あり）。カリキュラムの詳細については各事務局へお問合せく

ださい。 

９. 博士課程教育リーディングプログラム、卓越大学院プログラムと理工情報系オナー大学院

プログラムを重複して履修することはできません。 

 

【13．その他】 

大阪大学理工情報系オナー大学院プログラムでは「大阪大学男女協働推進宣言」に基づき、意欲

のある女子学生の積極的な応募を歓迎します。 

https://www.danjo.osaka-u.ac.jp/president-message/ 

 

 

 

（各種問い合わせ） 

理工情報系オナー大学院プログラム事務局 

大阪大学理学研究科 Ｂ棟１階 B101 号室 

TEL：(06)6850-5293 FAX : (06)6850-8308 

E-mail：honor-jimu@office.osaka-u.ac.jp 

URL：https://www.sth.osaka-u.ac.jp 

https://www.danjo.osaka-u.ac.jp/president-message/
mailto:honor-jimu@office.osaka-u.ac.jp
https://www.sth.osaka-u.ac.jp

