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Application Guide for

ADMISSION FOR INTERNATIONAL
STUDENTS
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豊田工業大学大学院工学研究科博士後期課程

留学生募集要項
＜2021(令和 3)年 10 月入学＞
＜2022(令和 4)年 14 月入学＞

TOYOTA TECHNOLOGICAL INSTITUTE
2-12-1 Hisakata, Tempaku, Nagoya 468-8511, Japan.
Tel : +81-52-802-1111 (from overseas)
Fax : +81-52-809-1721 (from overseas)
Homepage: http://www.toyota-ti.ac.jp/
豊 田 工 業 大 学

〒468-8511 名古屋市天白区久方二丁目 12-1
Tel : 052-802-1111（代）
Fax: 052-809-1721
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.toyota-ti.ac.jp/

Ⅰ．Number of Students 募集人員
Information Aided Technology

6

(情報援用工学専攻)

Future Industry-oriented Basic Science and Materials
（極限材料専攻）

Ⅱ．Admission Requirements

6

出願資格

Applicants must hold a Master’s degree from an accredited institution or its
equivalent degree in the fields in which they intend to study.
Applicants from countries where English is not an official language are required to
have at least either *1TOEFL score of 550 (*2TOEFL iBT score of 79) or *3TOEIC
L&R score of 645 at the time of the application for admission. Applicants may
substitute the above tests by TOEFL-ITP or TOEIC L&R -IP, but they should take
after admission TOEFL or TOEIC L&R to fulfill the requirement for graduation.
(*1: TOEFL : Test of English as a Foreign Language)
(*2: TOEFL iBT : TOEFL Internet-based Test)
(*3: TOEIC L&R: Test of English for International Communication Listening &
Reading )
Applicants supported by the Japanese Government (Monbu-kagakusho)
Scholarship are not required to have a *TOEFL or TOEIC L&R score for
admission.
・志願者は、専攻を希望する分野において、正規の大学における修士の学位もしくは同等
の学位を有していなければならない。
・また、英語を公用語としない国からの志願者は、TOEFL 550 点（TOEFL iBT 79 点）以上
または TOEIC L&R 645 点以上を取得していること。なお、TOEFL-ITP または TOEIC
L&R-IP のスコアを取得している者については、それぞれ 550 点以上、645 点以上を満た
していればよい。ただし、入学後すみやかに TOEFL または TOEIC L&R を受験して条件
を満たすこと。
・「国費外国人留学生制度」により入学する者については、TOEFL または TOEIC L&R の
スコアを出願条件としません。

Ⅲ．Application Procedure

出願手続

Applicants are required to submit the following documents (1)-(7) to the admission
office of Toyota Technological Institute.
入学志願者は、下記の出願書類 (1)-(7)を豊田工業大学入学試験事務室に提出して下さい。

(1) Application Form for Admission (form provided）
入学志願書（所定の用紙）

(2)Master’s Degree Certificate and Certificate of Graduation of an
Undergraduate School
Official transcripts with authorized signature or seal.
Attach a Japanese or English translation if the original documents are written
in the other languages.
公式に発行された大学院の学位取得証明書および学部の卒業証明書（日本語また
は英語以外の言語で作成されている場合には、日本語または英語による訳を添付
すること）

(3)Academic Records, Graduate and Undergraduate
Official transcripts with authorized signature or seal.
Attach a Japanese or English translation if the original documents are
written in the other languages.
公式に発行された学部および大学院の成績証明書（日本語または英語以外の言語
で作成されている場合には、日本語または英語による訳を添付すること）

(4) Master’s Thesis, or its equivalent thesis, together with its 3 page summary.
修士論文またはそれに相当する論文の写し、および３頁程度の論文要旨

(5) List of Research Achievements
Attach copies of the documents and publications in connection with the
research achievements, if any.
研究業績リストおよび関係する学術論文等の写し

(6) TOEFL/TOEIC L&R Score Record
TOEFL または TOEIC L&R の成績証明書

(7)Letter of Recommendation (form provided）
To be written by the applicant’s present or former academic advisor(s).
在籍中または出身大学の指導教授による推薦状（所定の用紙）

Ⅳ．Screening Procedures

選考方法

Applicants are to be screened on the basis of submitted documents and interview
(for example, through internet telephone (Skype), etc.), by the Doctoral Program
Committee, Toyota Technological Institute.
入学者の選考は、本学博士課程委員会において、志願者より提出された書類やテレビ電話
(Skype)等による面接の結果に基づいて行う。

Ⅴ．Notification of Results

選考結果の通知

The results of screening will normally be notified to applicants by :
the end of December of the year before, for April enrollment;
the end of July, for October enrollment.
To the successful applicants, documents for enrollment will be sent by mail
subsequently.
選考結果は通常、4 月入学の場合には入学を希望する前年の 12 月末日までに、10 月入学
の場合には入学を希望する年の 7 月末日までに、志願者へ通知される。また、合格者には
入学手続書類が郵便にて送付される。

Ⅵ．Payment of the student and Scholarship

学生納付金および奨学金

(1)Payment of the student
Admission Fee

260,000yen

Tuition Fee

700,000yen/year

Insurance Fee

30,100 yen（3years）

(2)Scholarship
Those who apply for scholarship by Toyota Technological Institute must submit
“Application Form for Scholarship offered by Toyota Technological Institute”and
“Exemption of tuition fees” at the time of submitting “Application Form for
Admission”.
(1)学生納付金
入学金

260,000 円

授業料

700,000 円/年

保険料（学研災、総合保険）

30,100 円(3 年分を一括徴収)

(2)奨学金
豊田工業大学大学院博士後期課程奨学金を希望する者は、
「入学志願書」とあわせて、
「豊
田工業大学奨学金給付申請書」及び「授業料減免申請書」を提出してください。

Ⅶ．The student dormitory on campus

学生寮

・The rent is 31,000 JPY/month, including gas, water and the internet fees.
寮費は月額 31,000 円（ガス・水道・インターネット費用含む）

・Per-diem charge is implemented when move-in date is not the beginning of a month.
月の途中で入寮した場合は、日割で寮費を適用する

・You will be billed for electric fee at cost.
電気代は実費の請求あり

