
本学卒業見込みの学部 4年生または卒業後 5年以内の卒業生を対象に、オハイオ大学大学院へ入学を許可された者を対象に支給される奨学生候補者を募集します。 

☆ 出願期間：2020 年 5 月 7 日（木）～10 月 2 日(金) ☆ 出願先： 国際センター（キャンパスプラザ 2 階）

出
願
書
類

1) 出願書(所定様式)
2) 留学目的書（英語で作成 シングルスペースで A4 1 枚程度）

3) 成績表 (Tora-net からダウンロードし、Ａ４用紙に縮小印刷) ※希望する研究科の基準 GPA 以上(3.0 以上の場合あり)
4) 学科主任・卒業研究指導教授による人物評定書 （日本語）（2 通：所定様式）

5) TOEFL iBT、ITP の成績書（コピー） ※原則、希望研究科の基準以上（iBT 80 点＝ITP 550 点以上の場合あり）

※iBT スコアの提出は応募締め切りまでに必須。希望する研究科の基準未満の場合、最低 2 回分を提出すること。

※中部大学での奨学金選考面接後のオハイオ大学入学手続きには TOEFL iBT のみ提出可能。ITP は、本奨学金選考にのみ使用。

6) 希望研究科の入学条件が分かる資料（ホームページの該当箇所を印刷もしくは、研究科へ直接問い合わせたメール等）

※一般的な大学院入学条件はオハイオ大学ホームページで確認すること。

7) 誓約書

8) その他研究科が指定する入学条件を満たすことを証明する書類（GRE、GMAT 等）

中部大学での選考面接： 2020 年 12 月上旬  場所： 国際センター（キャンパスプラザ 2 階） 
※希望研究科の基準に著しく満たない場合や必要書類が提出できない場合は、書類選考で不合格となる場合があります。

※オハイオ大学による入学審査は、別途行われます。入学許可が得られない場合、奨学金は支給されません。

チャールズ・J・ピン

大学院特別奨学金 

チャールズ・J・ピン

授業料免除奨学金 
山田和夫特別奨学金 

工学専攻 

授業料免除奨学金

機械工学専攻 

特別奨学金 

募集対象学生 

※中部大学学部卒業後 5 年以内

学部生 

（含卒業生） 

学部生 

（含卒業生） 

学部生 

（含卒業生） 

工学部生 

（含卒業生） 

工学部機械工学科生

（含卒業生） 

オハイオ大学大学院での専攻 全専攻 全専攻 全専攻 Russ College of Engineering and Technology Mechanical Engineering 

今年度募集数 2 名 0 名 1 名 1 名 1 名 

奨学金支給期間 オハイオ大学大学院入学（8 月）から 2 年以内

授業料 免除（大学院授業料、ＯＰＩE 夏学期授業料） ※General Student Fee,  Student Health Insurance など一部は自己負担 

生活費 オハイオ大学が支給 自己負担 中部大学が支給 自己負担 オハイオ大学が支給

2021 年度派遣 オハイオ大学大学院 

奨学金留学制度のお知らせ 

お問い合わせは中部大学国際センターまで 



オハイオ大学大学院奨学金留学制度 

オハイオ大学大学院奨学金留学制度は、中部大学とオハイオ大学との交流発展のために設けられた制度

で、中部大学の学部を卒業後、オハイオ大学大学院修士課程に入学を許可された者を対象に支給される

奨学金です。本学学部４年生および卒業後５年以内の卒業生を対象に、毎年募集します。奨学金の種類

（支給期間・金額）は以下の通りとなり、中部大学での書類選考・選考面接を経て奨学生候補者と支給

対象奨学金が決定されますが、中部大学での奨学生候補者の決定は、オハイオ大学への入学を保証する

ものではありません。 

 

オハイオ大学から支給される奨学金 

 

中部大学から支給される奨学金 
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 山田和夫特別奨学金 

募集対象学生 

※中部大学卒業

後 5 年以内 

学部 

（含卒業生） 

オハイオ大学 

大学院での専攻 
全専攻 

今年度募集数 1 名 

奨学金支給期間 オハイオ大学大学院入学（8 月）から 2 年以内 

授業料 
免除（大学院授業料、ＯＰＩE 夏学期授業料）  

※General Student Fee,  Student Health Insurance など一部は自己負担 

生活費 支給 



オハイオ大学大学院奨学金留学制度 

申込み方法について 
 

次ページの「審査と基準」を参照のうえ、以下の書類をそろえて提出してください。 

 

提出書類 

1） 出願書（所定様式） 

※指導教授や指導教授の研究室の場所は、所属学部事務室で確認できます。 

※学科の国際交流専門委員を下記の URLか右の QRコードで確認のうえ、面談を申し込み、 

署名・捺印をもらってください。（Tora-netと同じ認証が必要です） 

https://www2.chubu.ac.jp/news_documents/current_students/international_affairs/senmon.pdf 

2) 留学目的書 (英語で作成 シングルスペースで A4 1枚程度) 

3）成績表（1通：Tora-netからダウンロードして、A4 サイズ用紙に縮小印刷） 

※希望する研究科の基準 GPA 以上(3.0 以上の場合あり) 

※Tora-net → 成績照会 → 「科目一覧」、「単位修得状況」、「GPA」の 3 項目を印刷して提出 

4) 学科主任および卒業研究指導教授による人物評定書（日本語) （各 1通：所定様式、要封緘） 

※奨学金留学候補生として選抜された場合には、英文の推薦書 3通（所定様式）が必要になります。 

5）TOEFL iBT および TOEFL ITPの成績書(コピー) 。ITPは任意提出 

※iBT 80点（ITP 550点）以上もしくは、希望する研究科の基準以上 

※iBT スコアの提出は下記応募締め切りまでに必須。希望する研究科の基準未満の場合、最低 2 回分を提出。 

※中部大学での書類審査・選考面接には TOEFL ITP も考慮して選考しますが、オハイオ大学の入学審査では

ITPが受け付けられない可能性があります。 

6）希望研究科の入学条件が分かる資料（ホームページの該当箇所もしくは、直接問い合わせたメール等を印刷） 

※一般的な大学院入学条件はオハイオ大学ホームページで確認すること。 

※基準が明示されていない場合は、研究科へ直接問い合わせ、その内容が分かる資料を提出すること。 

7) 誓約書 

8）その他研究科が指定する入学条件を満たすことを証明する書類（GRE、GMAT 等） 

 

 

応募締切 

提出期限: 2020年 10月 2日（金） 

提 出 先: 国際センター（キャンパスプラザ 2階） 

 

 

奨学金候補者選考面接 

日 時: 2020年 12月上旬 

※時間の通知および日程変更の際は、応募用紙に記載のあるメールアドレスに連絡します。 

場 所: 国際センター（キャンパスプラザ 2階） 

 

  

 



審査と基準 

 12 月頃に中部大学にて書類審査・選考面接を行い、中部大学内で奨学生候補者に決定した人が、オハイオ

大学へ願書を提出し、オハイオ大学側で入学審査が行われます。 

中部大学での書類審査・選考面接は、オハイオ大学での入学審査を想定して行われますが、中部大学での

奨学生候補者決定は、オハイオ大学への入学を保証するものではありません。 

オハイオ大学では、オハイオ大学の入学希望研究科に応じた提出書類のみによる入学審査が行われ、面

接等は行われません。そのため入学審査においては下記④の Statement of Purpose（留学目的書）が特に重

要視されます。奨学生候補者であることは、オハイオ大学での入学審査において考慮はされません。 

以下の 4 点を特に注意して、長期的な学習計画・準備を行ってください。 

 

① G.P.A.(グレード・ポイント・アベレージ) 3.0 以上 

 

② TOEFL iBT 80 点以上、ITP550 点以上（iBT 必須、ITP 任意） 

※中部大学での書類審査・選考面接には TOEFL ITP を考慮して選考しますが、オハイオ大学の入学審

査では希望研究科によっては TOEFL ITP が受け付けられない可能性があります。ITP がオハイオ大

学の希望研究科で受け付けられるかどうかは必ず自分で確認し、それに応じた準備をしてください。 

 

③ 希望研究科の指定する試験結果等（GRE, GMAT, MAT 等） 

    GRE, MAT ： 大学院進学用共通試験        GMAT： ビジネススクール進学者対象試験 

     

④  Statement of Purpose（留学目的書） 英語：A4 シングルスペース 1 枚程度 最重要！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 研究科によっては、上記以上の入学条件が設定されている場合があります。 

Full-time MBA の例 ： G.P.A. 3.0, TOEFL iBT100 点（ITP600 点相当）, GRE, GMAT 

   Linguistics の例 ： G.P.A. 3.3, TOEFL iBT100 点（ITP600 点相当） 

 

入学希望研究科の詳細な選考基準は、オハイオ大学ホームページ内の Ohio University Graduate Catalogs を

参照してください。研究科によっては基準を明確にしていない場合があります。その場合は、各研究科のホー

ムページにある問い合わせ先から直接問い合わせて確認してください。 

Statement of Purpose 作成のポイント 

１．希望する研究科で何を勉強したいか、はっきりと目的を持っていること。 

２．将来何になりたいのか、どのような職業に就きたいのか、3～5 年先の自分の進路につ

いてのビジョンを持っていること。 

３．そのために入学希望研究科で何を学び、どう活かすか（その研究科で取得できる資格

等）、オハイオ大学の入学希望研究科担当者と相談するなど、事前に入念に具体的か

つ的確な情報を得ていること。 

４．自立して留学に適応できる能力を有していること（精神面・体力面・情報収集能力等） 

５．中部大学の指導教授と相談し、中部大学での研究内容・卒論内容と、大学院での研究

内容に整合性があること。内容が異なる場合は、その理由と同程度のバックグラウン

ドの知識を有すること。 

 



研究科（大学院研究科一覧  https://www.ohio.edu/graduate/programs/） 

下記以外からも選べます。オンライン、パートタイム、Ｐｈ.Ｄ.のみのコースは不可。 

 

Mechanical Engineering 

• Mechanical Engineering (MS) 
 

Electrical Engineering 

• Electrical Engineering (MS) 
 

Computer Science 

• Computer Science (MS in Computer Science) 
 

Education: Educational Studies 

• Cultural Studies (MEd) 
→募集停止。 

 

Biomedical Engineering 

• Biomedical Engineering (MS) 
 

Civil Engineering 

• Civil Engineering (MS) 
 

Chemistry & Biochemistry 

• Chemistry (MS) 
 

Biological Sciences 

• Biological Sciences (MS) 
 

International Studies 

• African Studies (MA) 
• Asian Studies (MA) 
• Communication and Development Studies (MA) 
• International Development Studies (MA) 
• Latin American Studies (MA) 
 

Linguistics 

• Linguistics (MA) 
 

Business 

     Business Administration 
               • Professional Business Administration (MBA) 
               • Full-time MBA Program (MBA) 

 

修士号取得後の進路 

・ Electronic Engineering： Ph.D.進学、（米）モトローラ、ソニー、日本エリクソン、インテル 

・ Chemical Engineering： ニッコー、大井電気 

・ Civil Engineering： オハイオ大学教員 Electronic Engineering 

・ Cultural Studies： 中・高校教員、ＮＰＯ 

・ International Development Studies： JICA、NPO 

・ Communication and Development Studies： 国内マスメディア関係 

・ （South） East Asian Studies： 世界銀行、英語教員 

・ Linguistics： 日本語教員、英語教員 

http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/MechanicalEng-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/ElectEngComputerSci-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/ElectEngComputerSci-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/EdStudies-MEd-CulturalStudies-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/BiomedEng-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/CivilEng-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/Chemistry-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/BioSci-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/AfricanStudies-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/AsianStudies-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/CommDev-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/InternDev-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/LatinAmerStudies-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/Linguistics-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/MBA-Info.cfm
http://www.ohio.edu/graduate/programinfo/FulltimeMBA.cfm

