
Guidelines for Applicants to the 2023 China Scholarship Council Program 
Postgraduate International Research Student 

2023 年度 中国政府派遣大学院生（CSC 国家建設高水平大学公派研究生項目） 
【学位取得博士研究生】

募集要項

Students who would like to be enrolled as a Postgraduate International Research Student of the 
Graduate School of Pharmaceutical Sciences under China Scholarship Program need to apply in 
accordance with the following conditions and procedures. 
中国政府派遣大学院生留学プロジェクト（学位取得研究生）によって、東京大学大学院薬学系研究科へ入学

(大学院外国人研究生として受け入れ)を希望する場合は下記の募集要項に従って応募申請を行ってください。 

- To apply, applicants should obtain a prospective guidance professor's guidance approval. Applicants 
are required to make ample contact with one faculty member of this graduate school and to be given 
approval concerning their study plans, Japanese language proficiency and living arrangements in 
Japan before applying.
Faculty and research field information can be found on the following website:
https://www.f.u-tokyo.ac.jp/en/research/
願書の提出にあたっては、あらかじめ本研究科の教員が指導教員となれる旨の内諾が必要です。

応募する前に志望指導教員と十分な連絡をとり、研究計画、日本語能力、留学生活計画等について指導教員の承

諾をもらうことが出願の前提となっています。

本研究科指導教員の専門分野一覧を参照のこと。 教員の研究内容については各研究室のホームページで

調べてください。 https://www.f.u-tokyo.ac.jp/research/

- Students who will be enrolled as a Postgraduate International Research Student in October 2023 
need to take an entrance examination for doctoral program held in August 2024 for October 2024 
entrance.  No examination fee will be charged.
In case of failure to be admitted, students cannot extend the period of enrollment as a Postgraduate 
International Research Student.
2023年 10 月に大学院外国人研究生として入学し、2024年 8月に実施される大学院博士課程入学試験を

受験（検定料は不要）、合格後 2024年 10 月に博士課程に入学すること。

不合格の場合は研究生期間を延長できません。

- The period of enrollment as a Postgraduate International Research Student is one year. After being 
admitted, students must pay examination fee, admission fee and tuition fee.
A Postgraduate International Research Student cannot apply for school payment exemption.
The Graduate School of Pharmaceutical Sciences has no financial support for CSC scholarship 
students.

The current fees are as follows.  (as of October 2022) 

http://www.f.u-tokyo.ac.jp/en/research/
http://www.f.u-tokyo.ac.jp/research/


Examination fee:  9,800yen 
Admission fee:  84,600yen 
Tuition fee:     346,800yen  

No admission fee and tuition fee will be charged after the admission for doctoral program. 

大学院外国人研究生期間(入学してから 1 年間)は検定料・入学料・授業料を納付すること。入学料、授業料の 

免除制度はありません。また、薬学系研究科の経済的支援制度もありません。

検定料　　　９，８００円

入学料　　８４，６００円

授業料 ３４６，８００円 （2022 年現在） 

博士課程入学後の３年間の入学料・授業料は不徴収になります。

Application Procedures  出願手続き 
1. Eligibility  出願資格 

Applicants must have completed the master’s program of any of 60 accredited universities by 
August 2023. 
中国政府国家留学基金管理委員会認定大学(60 校)の修士課程を 2023 年 8 月までに修了見込みの者 

University list as of Dec. 2010 

北京大学、清華大学、南京大学、復旦大学、上海交通大学、西安交通大学、浙江大学、 

中国科学技術大学、哈尔 濱工業大学、南開大学、天津大学、東南大学、武漢大学、華中科技大学、 

吉林大学、厦門大学、山東大学、中南大学、大連理工大学、同済大学、北京師範大学、中国人民大学、 

重慶大学、四川大学、中山大学、蘭州大学、西北農林科技大学、中国農業大学、北京航空航天大学、

北京理工大学、西北工業大学、華東師範大学、華南理工大学、中国海洋大学、湖南大学 

東北大学、中央民族大学、電子科技大学、国防科学技術大学、中国地質大学(北京)、 

中国地質大学(武漢)、中国鉱業大学、中国鉱業大学(北京)、中国石油大学(北京)、 

中国石油大学(華東)，中央財経大学、北京科技大学、北京郵電大学、上海財経大学、北京林業大学、 

北京交通大学、中国政法大学、華中師範大学、武漢理工大学、西南大学、河海大学、上海大学、 

華東理工大学、南京農業大学、四川農業大学 

2. Application Documents 出願書類

(1) Application Form for Admission for Graduate School of Pharmaceutical Sciences (prescribed form)
大学院外国人研究生入学願書（所定様式）

(2) Three Photographs (3.5 cm x 4cm) taken within the last three months
One of three photographs must be attached to the designated area on the application form.
Photographs should be upper body face shots of the applicant without any head covering.
写真３枚（タテ４㎝×ヨコ３㎝）過去３か月以内に撮影したもの。３枚のうち 1 枚は願書に貼る。 

(3) Transcripts of Degree issued by the university and the graduate school attended



出身大学・大学院の卒業証明書

(4) Transcripts of Scholastic Record issued by the university and the graduate school attended
*GPA should be indicated
出身大学・大学院の成績証明書（GPA が記載されているもの）

(5) Recommendation letter from one of the President, Dean, Chairman, the academic supervisor of the
graduate school attended

出身大学・大学院の学長、学部長、学科主任教授又は指導教官のうちの１名からの推薦書（様式任意）

(6)”Certificate of Japanese Language Proficiency Test” or Certificate of Proficiency in the Japanese by the 
instructor or equivalent (prescribed form) 
日本語の学力を表す証明書（日本語能力試験成績通知書の写し又は認定書の写し、日本語能力試験を

受けていない場合は所定様式

(7) TOEFL Score Certificate
TOEFL のスコア証明書

(8) Health Certificate (prescribed form)
健康診断書（所定様式）

(9)Study Program (prescribed form)
研究計画書（所定様式）

3. How to apply  出願方法

All the application documents must be sent to the address below by courier service such as EMS, DHL 
etc.
上記すべての書類を国際郵送サービス（EMS, DHL など）で下記へ郵送してください。

International Student Advising Room  〒113-0033 
Graduate School of Pharmaceutical Sciences 東京都文京区本郷 7-3-1 
The University of Tokyo 東京大学大学院薬学系研究科 国際交流室

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan Tel & Fax: +81-(0)3-5841-4878 
Phone: +81-(0)3-5841-4878

4. Application Deadline 出願締切

The documents must arrive by February 14 (Tuesday), 2023
2023 年 2 月 14 日（火） 出願書類郵送必着

5. Screening Method  選考方法

Selection will be conducted by documents screening and email interview.
提出書類及びメールインタビューにより、審査の上決定する。

6. Selection Results  選考結果

The results of selection will be notified on March 10 (Friday), 2023  
2023年 3 月 10 日（金）発表



7. Others  その他

When applicants receive the selection result from the Chinese government, applicants must report 
International Student Advising Room of the Graduate School of Pharmaceutical Sciences and send the 
certificate issued by the government in PDF format as soon as possible.
In case of failure to be accepted, the admission to the graduate school of Pharmaceutical Sciences will 
be cancelled and the letter of admission will be invalid.
中国政府派遣大学院生留学プロジェクト奨学金による派遣が許可されたら、速やかにその結果を薬学部国際交流室

に連絡し、中国政府が発行する証明書を pdf ファイル形式で送付してください。 

不採用の場合は、本学への入学許可は取り消しになり、入学許可証は無効となります。

We will not return any submitted documents. 
書類は返却しませんので、必要がある場合には自分でコピーを取っておいてください。




