2017年度入学者募集案内

Admission Information for the 2017 Academic Year

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
大阪大学のアドミッション・ポリシーのもとに、国際公共政策研究科は、
教育目標に定めた人材を育成するために、次のような者を選抜する。

１ 公共政策課題、
たとえば、平和や安全保障、環境問題、経済発展・開発、人権の保障などの諸課題に関心を有する者
２ これらの公共政策課題を種々の観点から解明することを望む者
３ 学習によって得た知識やものの考え方などを用いて、他者と積極的に議論をすることを希望する者
４ 公共政策課題の解決に向けて指導性を発揮したいと考える者
５ 外国語、特に英語に関心を有し、
さらにこれに磨きをかけ、国際社会で自らの主張を積極的に発信したいと望んでいる者
以上のような人材を得るため、本研究科では、博士前期課程への入学のためには、英語能力試験、研究計画書に基づいた口述試験を課している。
博士後期課程への入学のためには、
さらに修士論文などの論文の提出を要求している。

１ 英語の能力については、
TOEFLやTOEIC、
IELTSなどの評価の定まった試験で一定のスコアを得ていることを要求する。
２ 研究計画書では、入学後に研究することを希望するテーマ、当該テーマを研究する背景にある問題意識、研究の方法論な
どが論理的・説得的に論じられていなければならない。
３ 口述試験では、研究計画書に記された諸事項に関する能力が試されるとともに、
自らの主張を説得的に伝達し、審査委員
との質疑応答に的確に回答することなどのコミュニケーション能力も試される。
４ 修士論文などの論文については、複数の教員が専門的観点から評価を行う。

Admission Policy
Based on Osaka University Admission Policies, in order to nurture personnel matching its education objectives, the Osaka
School of International Public Policy selects persons with the following qualities.

1. Individuals interested in public policy issues such as peace and security, environmental issues,
economic development, and the protection of human rights
2. Individuals aspiring to unravel and clarify such issues from a variety of perspectives
3. Individuals wishing to actively discuss with others, making use of their knowledge and points
of view
4. Individuals wishing to take initiative in solving public policy issues
5. Individuals who are interested in languages, especially English, wish to improve their proﬁciency, and actively share their ideas with the world
In order to select such individuals for entry into its Master’s course, the Osaka School of International Public Policy requires applicants to take an examination to measure English proﬁciency, and conducts an oral examination based on a submitted research
proposal. For entry into the Doctoral course, applicants must also submit a master’s thesis or other equivalent document.

1. Regarding English proﬁciency, applicants are required to have achieved a certain level in reputable tests, such as TOEFL, TOEIC, and IELTS.
2. The research plan must contain logical and persuasive explanation regarding the topic the applicant plans to conduct research on after admission, as well as their awareness of the issues
associated with the topic, and intended methodology.
3. The oral examination tests the applicant’s ability in terms of what is contained in their
research proposal, as well as their communication skills in persuasively conveying their assertions and accurately answering questions from the examiners.
4. The Master’s thesis (or equivalent document) is assessed by faculty members based on their
professional perspectives.
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募集要項および募集人員｜Departments and Openings
博士前期課程
Master's course

博士後期課程
Doctoral course

10月入学（博士後期課程のみ）
October admission (doctoral course only)

国際公共政策専攻
International Public Policy

19人
19

11人
11

若干名
Several

比較公共政策専攻
Comparative Public Policy

16人
16

10人
10

若干名
Several

選抜方法｜Selection Method
目的意識、基礎知識、論理的思考力およびプレゼ

The School makes a comprehensive evaluation based on each applicant’
s research proposal, a
related oral examination, English language examination (TOEIC, TOEFL, IELTS) score(s), and other
materials in order to assess the applicant’
s sense of purpose, basic knowledge, ability to think
theoretically, presentation skills, and other factors.
For more information about application requirements, examination methods, and other details, see
the Student Application Guidelines.

ンテーション能力などをみるため、TOEIC、TOEFL、
IELTSのスコア、研究計画書とそれに基づく口述試験
を実施し、
総合的に評価します。

試験日程｜Examination Dates
出願期間
Application period

試験日
Examination date

博士後期課程
2016年10月入学
Admission in October 2016 for the doctoral course

2016年7月26日（火）～ 7月28日（木）
Tuesday, July 26, to Thursday, July 28, 2016

2016年9月4日（日）
Sunday, September 4, 2016

博士前期課程
2017年4月入学（秋期日程）
Fall (admission in April 2017 for the master’
s course)

2016年7月26日（火）～ 7月28日（木）
Tuesday, July 26, to Thursday, July 28, 2016

2016年9月4日（日）
Sunday, September 4, 2016

博士前期課程及び博士後期課程
2017年4月入学（冬期日程）
Fall (admission in April 2017 for the master’
s and
doctoral courses)

2017年1月4日（水）～ 1月6日（金）
Wednesday, January 4, to Friday, January 6, 2017

2017年2月4日（土）
Saturday, February 4, 2017

※オープンキャンパス及び大学説明会は、7 月上旬と 11 月下旬に予定しております。
*Campus open houses and university information meetings are planned for early July and late November.

検定料｜Examination Fee

入学時の必要経費（H28年5月1日現在）｜Matriculation Fees (as of May 1, 2016)

30,000円

入学料

30,000 yen

282,000円

Enrollment fee: 282,000 yen

授業料前期分
267,900円
（年額 535,800円）
			

First semester’
s tuition: 267,900 yen
(annual tuition: 535,800 yen)

問い合わせ先｜For more information
大阪大学大学院国際公共政策研究科 教務係
住所：〒 560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1 番 31 号
電話：06-6850-5612（直通）
ファックス：06-6850-5600
e-mail：kyomu@osipp.osaka-u.ac.jp
OSIPP ホームページ：http://www.osipp.osaka-u.ac.jp

Educational Affairs Section (Kyomu-Kakari)
Osaka School of International Public Policy, Osaka University
1-31 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-0043 Japan
Phone: +81-6-6850-5612
Fax: +81-6-6850-5600
Email: kyomu@osipp.osaka-u.ac.jp
OSIPP website: http://www.osipp.osaka-u.ac.jp
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