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アドミッションポリシー 

本学入試情報サイトをご覧ください。 

 

試験日程 

入試日 出願期間 合格発表日 入学手続期間 

2021年 7月 3日(土) 
2021年 6月 14日(月)～6月 21日(月) 

【出願期間最終日までに本学必着】 
2021年 7月 15日(木) 2021年 7月 16日(金)～7月 26日(月)  

 

募集研究科・入学定員 

研 究 科 専   攻 課  程 入 学 定 員 

知的財産研究科 知的財産専攻 専門職学位課程 ３０人 

 

出願資格 
次の各項のいずれかに該当する者。また、外国籍の方については、入学後、原則として「出入国管理及び難民認定法」による

「留学」の在留資格を取得または更新できる者 
①日本国内の大学を卒業した者および 2021年 9月卒業見込みの者（法第 102条） 

②大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者および 2021年 9月までに授与される見込みの者（施行規則 

第 155条第 1項第 1号） 

 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および 2021年 9月までに修了見込みの者（施行規則第 155条 

第 1項第 2号） 

 ④外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の 16年の課程を修了した者および 2021年 9月まで 

に修了見込みの者（施行規則第 155条第 1項第 3号） 

 ⑤我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大学日本校）を修了した者およ

び 2021年 9月までに修了見込みの者（施行規則第 155条第 1項第 4号） 

 ⑥外国の大学その他の外国の学校において、修業年限が 3年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学

位を授与された者（施行規則第 155条第 1項第 4号） 

⑦指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧）を修了した者および 2021年 9月までに修了 

見込みの者（施行規則第 155条第 1項第 5号） 

 ⑧旧制学校等を修了した者（昭和 28年文部省告示第 5号第 1号～第 4号、昭和 30年文部省告示第 39号第 1号） 

 ⑨防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者および 2021 年 9 月までに修了見込みの者（昭和

28年文部省告示第 5号第 5号～第 12号、昭和 30年文部省告示第 39号第 2号） 

 ⑩本大学院において個別の入学資格審査により認めた者で 22 歳に達した者および 2021 年 8 月までに達する者（施行規則第

155条第 1項第 8号）                    

法：学校教育法   施行規則：学校教育法施行規則 

 

試験日時・場所・選考方法 
 

１．試験日時・場所 

 

2021年 7月 3日（土） 10:00～  大宮キャンパス 

 

【備考】1.当日、試験開始 20分前までに受験票に記載された場所に集合してください。 

試験開始時刻から 30分以上遅刻した場合は、受験を許可しません。 

【備考   】2.試験会場となるキャンパスの所在地は本学 Webサイトで確認してください。 

【備考】    https://www.oit.ac.jp/japanese/access/index.html 

【備考       3.公共交通機関の延着や事故により試験開始時刻までに到着できない場合は 

入試部（06-6954-4086）に連絡してください。入試部の電話番号は受験票にも記載しています。 

【備考       4.社会人の方において、仕事の関係で試験日に都合がつかない場合は、試験日より前の日時で受験

できる場合がありますので、下記連絡先までご相談ください。 

  連絡先：知的財産研究科事務室 TEL. 06-6954-4163 
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２．選考方法 

合否の判定は、面接試問に加えて、書類審査（成績証明書等）により総合的に行います。 

※面接試問において、外国人留学生や感染症の影響等やむを得ない理由で試験日当日に来学できない場合は、

オンラインによる面接も可とします。 

 

出 願 手 続 

 

１.出願期間 

2021年 6月 14日（月）～6月 21日（月）【出願期間最終日までに本学必着】 

 

２.出願方法 
 国内からの出願者、海外からの出願者によって提出する書類が異なります。 

 

（１）国内から出願する場合 

次ページの「３．出願書類」に記載の書類を本学入試情報サイトからダウンロードし、記入のうえ、提出し

てください。 

①窓口にて出願書類を提出する場合 

入学検定料を振り込みした後、本学入試部に出願書類を一括して持参してください。 

（取扱時間 13：00～16：00 ※日・祝日を除く） 

※入学検定料を現金で納入することはできません。 

②郵送で出願書類を提出する場合 

入学検定料を振り込みした後、出願書類を一括して市販の封筒に入れ、P.9「宛名ラベル（国内からの出

願者用）」を印刷して封筒表面に貼付し、入試部まで簡易書留速達にて郵送してください。 

 

 

（２）海外から出願する場合 

外国人の方で海外から出願する場合は、本学入試情報サイトに掲載する「海外から出願する際の留意事項」

をよく読んで、必要な書類をダウンロードし、記入のうえ提出してください。 
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３．出願書類 

（１）国内から出願する場合 

出 願 書 類 注   意   事   項 

志願票 

・所定用紙に自筆で正確に記入すること 

・写真１枚を貼付すること（裏面に氏名を記入） 

※写真は、入学が許可された場合には、学生証用写真等に使用します。 

受験票 所定用紙に必要事項を記入すること 

最終出身大学 

（大学院・学校）の 

学業成績証明書 

・出身大学（学校）長が作成・厳封したもの 

・在学期間と在学全期間の学業成績が明記されていること 

最終出身大学（大学院・学

校）の卒業（見込）証明書

または学士の学位授与（申

請予定）証明書 

出身大学（学校）長または学位授与機構が作成・厳封したもの 

※出願資格を満たす証明書 

小論文（エッセイ） 

次の課題１または２のいずれかを選択し、1,500字～2,500字程度の小論文（エッセイ）

を作成すること（A4 用紙縦向き・横書きとし、冒頭に選択した課題番号と氏名を記入

すること。記述はパソコン等での入力または手書きのいずれでもよい。） 

●課題１：知的財産に関しあなたが関心をもったテーマをひとつ取り上げて、①その

テーマの概要、②関心を持った理由、③そのテーマについてのあなたの考

えなどを記述してください。 

●課題２：本大学院での知的財産に関する学修を通じて何を身につけ、その成果を自

身の中長期的なキャリアにどのように活用したいと考えているかを、その

理由とともに具体的に記述してください。 

業歴書 

（社会人のみ提出） 

志願者がこれまでに携わった業務の経過を、A4用紙に記入すること 

（様式は任意とするが、志願者氏名を必ず明記） 

なお、裏面および複数枚の使用およびパソコン等での作成を可とする。 

学費（入学金）減免願 

(本学園設置大学および大学院

の卒業・修了者のみ提出)  

所定用紙に必要事項を記入すること 

【備考】  1．出願書類はいずれも黒ボールペンを用いて記入してください。 

2．全ての書類は指定がある場合を除き、原本を提出してください（コピー不可）。 

3．出願書類の一部が不足している場合や写真の貼り忘れ、必要事項の未記入などがある場合は出願の 

受付ができませんのでご注意ください。 

4. 婚姻等で証明書と氏名が異なる場合は、旧氏名と現在の氏名が確認できる公的な証明書（原本）を 

提出してください。 

 

※上記書類に加えて、外国人の方は以下の書類も提出してください。 

・パスポートのコピー（氏名、パスポート番号、顔写真および有効期限の掲載されているページ） 

・在留カード（両面のコピー）［日本国内居住者のみ］（裏面に何も記載がなくてもコピーをとること） 

 

 

（２）海外から出願する場合 

外国人の方で海外から出願する場合は、本学入試情報サイトに掲載する「海外から出願する際の留意事項」を

よく読んで、必要な書類をダウンロードし、記入のうえ提出してください。 
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４．入学検定料および納入方法 

（１）入学検定料：30,000円 

 

（２）納入方法 

①日本国内から納入する場合 

本学所定の電信(テレ扱)振込依頼票(志願票と一連のもの)に必要事項を記入のうえ、切り離さずに金融機関(郵便局・ゆ

うちょ銀行は不可)の窓口で納入してください(手数料必要。ただし、振込依頼票に記載の銀行本・支店から振り込む場

合は手数料不要です)。振り込み手続き後、「志願票」「入学検定料振込金受領書」を受け取り、それぞれに収納印が押印

されていることを確認してください。なお、一旦納入された入学検定料は試験を欠席した場合でも返戻しません。 

金融機関の窓口で、金融機関備え付けの振込依頼票に書き替えを求められた場合は、次の点に注意してください。 

【注意】 1．必ず電信(テレ扱)振込の用紙を使用し、必要事項を正確に記入してください。 

【【注    2．振込先銀行、預金種目、口座番号は本学所定の「振込依頼票」に記載の 2銀行のうち 1銀行を選び、間違い 

のないよう記入してください。 

【【注  3．志願者氏名フリガナ欄には、振込依頼票に記載の整理番号 10桁を氏名の前に必ず記入し、打電するように 

金融機関に依頼してください。また、「志願票」「入学検定料振込金受領書」にも必ず収納印を受けてくださ 

い。入学検定料振込金受領書は志願者本人が保管してください。 

 

 

②外国人の方で海外から納入する場合 

   海外から納入する場合は、本学入試情報サイトに掲載する「海外から出願する際の留意事項」で確認して 

ください。 

 

 

５．受験票 

受験票は、出願書類の受付が完了次第、速達郵便で送付します。なお、試験日の 2 日前までに手元に届かない

場合は、速やかに入試部へ問い合わせてください。 

 

 

６．その他 
（１）身体に障がいのある方の受験について 

身体に障がいがある方など、受験時や入学後の修学等において特別な配慮が必要な場合は、出願に先立ち 

入試部にご相談ください。相談期限は、2021年 6月 4日（金）とします。 

なお、診断書の提出を求める場合があります。 

 

（２）個別の入学資格審査について 

出願資格⑩により出願する場合、出願に先立ち入試部に申し出てください。個別の入学資格審査の要領を 

お知らせします。相談申し出期限は、2021年 6月 4日（金）とします。 

 
（３）外国籍の方への注意事項 

外国籍の方は、日本国内に居住し、本人の学費と一身上に関する一切の責任を負うことのできる確実な身 

元保証人がいること（学生不可）を入学時の条件とします。ただし、該当する日本在住の保証人がいない 

場合は、母国の父母またはこれに代わる親族とします。 

 
（４）学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に罹患した場合の注意 

試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス、インフルエンザ、 
麻疹、水疱瘡等）に罹患し治癒していない場合は、他の受験者等への感染の恐れがありますので、原則と 
して受験をご遠慮ください。 
ただし、病状により学校医もしくはその他の医師において、伝染の恐れがないと認められた場合は、この 
限りではありません。 
なお、上記により受験をご遠慮いただいた場合でも、追試験等の特別措置は行いません。試験当日の体調 
管理については、十分にご注意ください。 

 

 

合 格 発 表 

合格発表日：2021年 7月 15日(木) 

【備考】1. 受験者全員に速達郵便で合否を通知します（欠席者には送付しません）。 

【備考】2. 掲示による合格発表は行いません。また、合否についての問い合わせには一切応じられません。 

【備考】3. 合格発表日から 3日以上経って通知が届かない場合は、入試部までお問い合わせください。 

      なお、問い合わせの際には、手元に受験票を用意してできる限り本人が連絡してください。 
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入 学 手 続 

１.入学手続方法 

（１）手続きの詳細な内容については、合格発表の際に合格者に対してお知らせします。 

（２）入学手続期間内に手続きを完了しない場合は、入学することができません。 

 

２.入学辞退 

一旦、納入した入学手続時納入金および提出した入学手続書類は返戻しません。 

ただし、納入後、やむを得ない理由で入学辞退を希望する者が、下記の入学辞退届出期限日時までに、「入学 

辞退届」と「納入金領収書」を同封のうえ、本学入試部まで送付または持参した場合に限り、入学金相当額 

を除いた入学手続時納入金を返戻します。 

詳細な内容については、合格通知書送付の際に同封する「入学手続案内」でお知らせします。 

なお、入学金および入学手続書類については、下記の入学辞退届出期限日時までに入学辞退の手続をされた 

場合でも返戻しません。 

 

【注意】1.「入学辞退届」の本学への着信または提出が下記の入学辞退届出期限日時を過ぎた場合は入学手続時

納入金（委託徴収金を含む）の返戻はできません。 

2.詳細については、「入学手続案内」にてお知らせします。 

  入学辞退届出期限日時  2021年 8月 31日（火）17:00 ＜本学必着または提出＞   

 

入学手続時納入金、在学中の学費および委託徴収金 

■学費                                        （単位：円） 

項   目 
１年次所要経費 2年次以降 

所要経費（年額） 入学手続時納入 4月納入 

学費 

入 学 金 200,000 ― ― 

授 業 料 615,000 615,000 1,230,000 

教育充実費  60,000  60,000   120,000 

合    計 875,000 675,000 1,350,000 

 

■委託徴収金                         （単位：円） 

項   目 
１年次所要経費 2年次以降 

所要経費（年額） 入学手続時納入 

振 興 費 10,000 10,000 

学生互助会費  3,700  3,200 

合 計 13,700 13,200 

振 興 費：大阪工業大学後援会、大阪工業大学校友会等に対する援助費です。 

学生互助会費：全学生による相互扶助の精神に基づく健康保持および福利向上を目的とする医療費給付等の 

学生互助会費：ための会費です。 

 

【備考】  1．消費税は課されません。【備考】   

2．上記の金額は、経済情勢の著しい変動があった場合、改定することがあります。 

3．知的財産研究科を対象とした長期履修制度があります。長期履修許可後の入学手続時納入金および 

在学中の学費等については P.7 をご確認ください。 

【備考】 4．本学園設置大学および大学院の卒業・修了（見込）者で出願時に「学費（入学金）減免願」を提出し、 

許可された場合は、入学金の半額が免除されます。【 

 5．本学園設置大学から引き続き大学院に入学する者の学生互助会費については、3,200 円となります。

【備考 

 

納入方法 入学手続期間 納入額 その他 

一括納入 
2021年 7月 16日(金) 

～7月 26日(月) 
学費と委託徴収金 

所定の入学手続期間内に入学手続

時納入金全額を一括で納入し、必

要書類を提出してください。 
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大学院知的財産研究科の概要 
 

知的財産研究科専門職学位課程には、知的財産専攻を設けています。 

専門職学位課程は、標準修業年限 2年の課程で、イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・

技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった高度な専門職業人を養成します。 

また、職業や家事に従事しながら学修し易い環境を整備する目的で、入学から修了までの期間を長期（最長期 

間は 4年）に設定して計画的に履修することができる「長期履修制度」を導入しています（詳細は P.7 を参照）。 

 

◇修了要件および学位の取得 

2 年以上在学のうえ所定の単位（下表）を修得した者に対しては、知的財産研究科委員会の議を経て、知的財

産修士（専門職）の学位を授与します。 

必修科目 選択科目 

6単位 

合否決定の審査に付される論文の作成を含む特別

研究 4単位を含みます。 

34単位 

知的財産法基礎科目または知的財産法応用科目から 2単位以

上、知的財産法実務科目から 2単位以上、グローバル領域か

ら 4単位以上、ビジネス領域から 2単位以上修得すること 

計 40単位以上 

 

                           

大学院の奨学金制度 
 

【給付制】 博士前期課程・専門職学位課程 対象  

大学院社会人学生給付奨学金  ※外国人留学生は除く 

選考対象 博士前期課程および専門職学位課程の全研究科・全学年 

採用資格 
本大学院の「社会人入試」または「一般入試（秋入学）」に合格した社会人在学生で、特 

に経済的理由により奨学金の給付が必要であると認められる者  

年  額 30万円 ※修業年限 2 年の場合。長期履修制度適用者は異なる。 

給付期間 1年間（再出願可） 

給付方法 前期および後期に分けて給付 

募集時期 2022年 4月 

採用定員 5人（最大） 

 ※募集は、入学後に大学ポータルサイトを通じて行います。  

 

 

 【貸与制】 博士前期課程・専門職学位課程・博士後期課程 対象  

日本学生支援機構奨学金  ※外国人留学生は除く 

種別 第一種奨学金（無利子） 第二種奨学金（有利子） 

対象 すべての研究科・課程 すべての研究科・課程 

月額 

（貸与制） 

5万、8.8万円から選択 5 万、 8 万、 10 万、 13 万、 15 万円から選択 

入学時特別増額貸与奨学金（有利子） 10 万、 20 万、 30 万、 40 万、 50 万円から選択  

[初回交付時に上記の基本月額に増額する] 

貸与期間 4月から標準修業年限まで 原則 4月から標準修業年限まで 

募集時期 ①2021年 9月  ②2022年 4月 ①2021年 9月  ②2022年 4月 

※入学後に募集・選考を行います。①で不採用となった場合は②でもあらためて出願できます。 

 

【その他】 

その他の奨学金については、入学後に募集があればその都度、大学ポータルサイト等でお知らせします。 

 

【奨学金に関するお問い合わせ先】  

学生部厚生課（大宮キャンパス）TEL. O6-6954-4069 
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長期履修制度［社会人のみ対象］ 
 

長期履修制度とは、働きながら（あるいは遠距離通学で）当大学院で学ぼうとする社会人の方々が、最長４年を

かけて知的財産修士（専門職）の学位課程を修了することができるようにする制度です。 

いずれの長期履修コースを選択しても授業料は正規の２年分と同じです（ただし、在籍年数に応じて教育充実費

が加算されます）。 

 

１．選択できる長期履修コース 

  ３年または４年 

 

２．入学手続時納入金および在学中の学費等 

長期履修コース（３年）                                                 （単位：円） 

項   目 
1年次所要経費 2年次以降 

所要経費（年額） 入学手続時納入 4月納入 

学 費 

入  学  金 200,000 ― ― 

授  業  料 410,000 410,000 820,000 

教 育 充 実 費 60,000 60,000 120,000 

合     計 670,000 470,000 940,000 

 

長期履修コース（４年）                                                               （単位：円） 

項   目 
1年次所要経費 2年次以降 

所要経費（年額） 入学手続時納入 4月納入 

学 費 

入  学  金 200,000 ― ― 

授  業  料 307,500 307,500 615,000 

教 育 充 実 費 60,000 60,000 120,000 

合     計 567,500 367,500 735,000 

 

【備考】1．消費税は課されません。 

2．上記納入金のほかに、別途委託徴収金（P.5 参照）が必要です。 

3．本学園設置大学および大学院の卒業・修了（見込）者で出願時に「学費（入学金）減免願」を提出し、 

許可された場合は、入学金の半額が免除されます。 

4．上記の金額は、経済情勢の著しい変動があった場合、改定することがあります。 

 

３．年間履修上限単位数  

年限 
年間履修上限単位数 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 

３年 24単位 24単位 24単位 -   

４年 18単位 18単位 18単位 18単位 

 

 

４．申請手続き 

  長期履修学生を希望される方は次の書類を準備し、出願書類とともに本学入試部に郵送してください。 

   (1)長期履修学生申請書（入学願書掲載の本学入試情報サイトからダウンロード、プリントアウトしてくだ 

さい） 

   (2)長期履修が必要であることを証明する書類（在職証明書など） 

      ※申請には教員との事前相談が必要です。事前相談を経て、教員により申請を認められた方のみ申請す

ることができます。事前相談を希望される方は知的財産研究科事務室にお問い合わせください。 

 

 

５．申請期間 

  出願期間中 

 

 

６．許可発表 

  許可者に対して、合格通知書類に長期履修許可書を同封して送付します。 
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７．その他 

  長期履修制度を利用して修了された方は、教育訓練給付制度の給付対象となりません。 

 

教育訓練給付制度とは… 

 働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を

図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される制度です。 

（厚生労働省のホームページより引用） 

 
 
長期履修制度に関するお問い合わせ先：知的財産研究科事務室 TEL.06-6954-4163 

 
 
 
入試成績の開示について 

 
入試成績の開示を希望する者は、次の要領により受験者本人（法定代理人可）が開示請求手続きを行ってくだ

さい。 

 

１.開示請求期間 

   2021年 9月 6日（月）～9月 10日（金）（10:00～16:00） 

 

 ２.開示方法・時期 

  開示請求を希望される方は電話で入試部までお問い合わせください。 

2021年 10月中旬ごろ、請求者本人に入試成績通知書を交付します。 

 

３.開示請求時に必要なもの 

(1)受験者本人を確認できる公的証明（運転免許証、パスポート等）または学生証等。 

なお、請求者が法定代理人の場合は、このほかに委任状と受験者本人との関係が証明できる 

公的書類が必要。 

(2)印鑑 

(3)切手を貼った返信用封筒（長 3形。送り先住所を記載し、簡易書留郵便料金分の切手を貼付した 

もの） 

  

 

 

大学が取得する個人情報の保護について 
 

１.大学が取得する個人情報の利用目的 

 入試実施のため取得する個人情報については、当該入試実施、入学までに必要な諸案内、学生福利厚生組織

である(株)常翔ウェルフェアからの諸案内、学園情報の諸案内、各種統計資料作成のための個人を特定しな

い集計処理等に利用します。 

 

２.第三者への提供 

法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはあり 

ません。 

 

３.個人情報保護方針  

 学園が定めるプライバシーポリシーは、本学 Webサイトで確認してください。 

 https://www.oit.ac.jp/japanese/contents/privacy.html 

 

 

 

お問い合わせ先 
 

本入試に関するお問い合わせは下記にて受け付けています。 

入試部（大宮キャンパス６号館１４階）TEL.06-6954-4086 

 

 

 

 

 

https://www.oit.ac.jp/japanese/contents/privacy.html
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宛名ラベル（国内からの出願者用） 

大　学　院

氏　名

住　所

出願書類在中簡易書留速達

差
　
出
　
人

-

【注意事項】
　１．本紙の印刷はカラー印刷をしてください（簡易書留速達郵便で送付するため）。
　２．必ず郵便局の窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送してください。

キ　リ　ト　リ

キ　リ　ト　リ

５-

大阪市旭区大宮５－１６－１

大阪工業大学 入試部　宛

５ ３ ５ ８ ５ ８
簡易書留
速 達

速 達
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宛名ラベル（海外からの出願者用） 

国外（International Mail)

出願書類在中
Application for 2019 enclosed

大　学　院

差出人 （From)

氏　名
(Name)

住　所
(Address)

国際スピード郵便[EMS]

Admission Office, Osaka Institute of Technology

大阪市旭区大宮５－１６－１

【注意事項 Notificatrion】

　本紙を印刷し、封筒の表面に貼付の上、国際スピード郵便（EMS）で送付ください。
　Print this page and paste on a envlope. Be sure to use Express Mail Service when you send the application.

５-

TO: 5-16-1 Omiya, Asahi-ku, Osaka 535-8585 Japan

大阪工業大学 入試部　宛

５ ３ ５ ８ ５ ８

 

                        キリトリ 

 

Application for 2021 enclosed 


