
学位留学のシステム
2019年7月21日　大学院留学説明会@東京大学

田主　陽

https://sites.google.com/view/akiratanushi


注意

海外大学院のシステムは国、大学、分野により大きく異なります。 
本講演はアメリカの大学院(博士)の理工系(＋経済)を念頭に置いており、 

全ての大学院留学に当てはまるものではありません。
なお、人文科学系の留学、イギリスの大学院についても 

講演会の後半で経験者からお話しします。



自己紹介

2007-2010　東大寺学園高校 

2010-2012　東京大学　理科III類 

2012-2014　東京大学　理学部化学科 

2014-2016　東京大学大学院　理学系化学専攻 (修士課程) 

2016-現在     マサチューセッツ工科大学(MIT) 化学科 (博士課程) 

　　 専門：無機化学  (錯体化学、有機金属化学)

世界トップレベルの研究がしたい 
学生にも給料が出るから　　　　 
教授との関係が悪かった　　　　 
日本の文化が肌に合わない 　　　

純粋に興味があった！ (より細かい経緯は東大新聞オンラインに)

⇒ 東大(の化学系)はトップレベル 
⇒ 奨学金取る or 企業でも研究はできる 
⇒ 帰国する度に訪ねる仲 
⇒ アメリカの文化は口に合わない



学位留学とは？ PhDとは？

留学

短期留学

学位留学

: 日本の大学/組織に所属したままの留学 

    (e.g. 交換留学、語学留学)

：入学から卒業まで現地生と同じ条件で、 

　学位の取得を目標とする留学

今日のテーマ

Master 

Ph.D. •  研究を重視したプログラム、4～7年が目安 

•  多くは学部卒で応募可能 

•  給料が出る

•  講義・実習がメイン、1～3年が目安 

•  専門職系の大学院も (e.g. MBA, MPH, Law, Design) 

•  基本的に自費 (or 奨学金、企業派遣)

これを体験したかった！



お金の話

【留学準備に必要なお金】TOEFLなど受験料($230 × n回)＋出願料($100/校)＋航空券代＋α

授業料 (tuition)  ：$53450 /年 ＋ 生活費 (stipend)：$3300/月 × 12 = $40000/年＋健康保険など
合計10万ドル/年、プログラム全体だと50万ドル

参考 (MIT Chemistry Ph.D program)

← ４～５年目

←　     １年目 

← ２～３年目

私の場合
1. Research Assistant (RA)：ラボでの研究に対して給料が出る、教授の研究費から 

2. Teaching Assistant (TA) ：学部生の授業のサポート(詳細は次講演)、大学から 

3. 奨学金　　　　　　　：学内外の奨学金団体から

★ 授業料＋生活費全額が、次のいずれかの形で支給

A. PhDなら原則、留学後は自己負担なし！

Q: 留学に必要な資金は？ (事前登録によると最も関心が高い事項)



どうすれば留学できる？
実は帰国子女 短期留学してた 指導教官のコネ

A: 4点、B: 3点、C: 2点、D: 1点とした平均点、専門が大事

大学ごとに足切り点がある、重要度は分野次第

難しすぎる国語＋中高生レベルの数学＋英作文

出願に必要なもの

•  TOEFL or IELTS (英語力の証明) 

•  GRE (ネイティブ用の基礎学力試験)  

•  Transcript, GPA (大学の成績) 

•  SoP (Statement of Purpose, エッセイ) 

•  CV (履歴書) 

•  推薦状 (３通)

※ 加えて場合によっては面接・GRE subjectなども
 指導教官、授業を取った先生、短期留学先、学科長、etc 

 国際的に有名な人、アメリカPhD保持者は強いらしい

研究成果、経験、スキル、奨学金、課外活動（客観的にアピール）

「この人を取るべき」と思わせる作文 (≠ 志望動機書)



どうすれば留学できる？
実は帰国子女 短期留学してた 指導教官のコネ

•  TOEFL or IELTS (英語力の証明) 

•  GRE (ネイティブ用の基礎学力試験)  

•  Transcript, GPA (大学の成績) 

•  SoP (Statement of Purpose, エッセイ) 

•  CV (履歴書) 

•  推薦状 (３通)

出願に必要なもの

Q: 結局どれが一番大事？ 
　 
　　

50万ドル投資する価値があることを 

証明・アピールする！

A: 総合評価！分野・国・大学にもよる 

↑ 体験談 (例：推薦状が全て！)を鵜呑みにしない

※ 加えて場合によっては面接・GRE subjectなども

•  筆頭著者の論文が一流誌に 

•  アメリカ化学会(ACS)で発表 

•  金額の大きい奨学金（船井）

自分の場合 ⇒ 実績が効いた(？)



国内の奨学金に応募しよう！

出願時点(12月)に結果が出ているものが望ましいが、 

奨学金は留学開始後にも効く (研究室選び、研究テーマ、TA義務の軽減、etc)

★ 国内で大学院留学を支援している団体の一部
船井情報科学財団 
中島記念国際交流財団 
本庄国際奨学財団 
経団連国際教育交流財団 
KDDI財団奨学金 

JASSO海外留学支援制度 

           (大学院学位取得型)

村田海外留学奨学金 
平和中島財団 
孫正義育英財団 
吉田育英会 
竹中育英会 
伊藤国際教育交流財団 
フルブライト奨学金 

豊田理研海外留学支援 
重田教育財団 
大真奨学金 
ロータリー財団奨学金 
CWAJ海外留学大学院女子奨学金

大学/教授の負担軽減＋優秀さのアピール

(日米教育委員会　奨学金制度一覧、東京大学 Go Global 奨学金一覧などを参考に！)



出願した後は…

　合格：MIT, Harvard, UC Berkeley, Northwestern, Cambridge 

不合格：Stanford, Caltech

合格後は選ぶ側！ 
Visiting Weekend、プログラムとの相性、条件などを考慮して選択 (3～4月)

12月　アメリカ６校＋イギリス１校 (Cambridge) に出願（5～10校出すのが一般的）

全落ちはあり得る、リスク管理を！

•  ランク低めのプログラムのいい研究室 

•  現在所属の日本の大学院 

•  ヨーロッパの大学院 

    　 (研究室に入る形、出願時期も色々)

米大学院は発表時期が不定 
周りは進路が決定していくのでとても不安…



Bostonについて

○  美しい街並み、適度に都会、学術都市、芸術・スポーツも充実、シーフード、治安が良い、車が不要 

✕  10月～5月の間だけ気候が良くない



MIT について

○ 近代的なキャンパス、盛んな共同研究、活気がある、世界大学ランキング1位、川沿いの美しい眺め 

✕  Tシャツが恥ずかしくて着られない、アメフトのチーム名がEngineersはどうかと思う



留学して良かった？

•  世界中から集まる頭脳 

•  活気・スピード感のある研究環境 

•  「お客さん」ではない対等な扱い 

•   大学院生も自立した１人の研究者 

ハードなことが多い分、成長も大きい  (詳しくは次講演で)

長期滞在でしかできない体験も多い
•   留学は自分・日本を客観的に捉える機会 

•   未知の環境で生き残ることで強くなる   

•   留学先での様々な出会い (日本人とも)

https://www.utokyo-boston.org
http://web.mit.edu/radosevichlab/index.html
http://www.boston-researchers.jp


最後に
Q. 大学院学位留学を後輩に勧めますか？

A. 分野・性格・希望キャリア次第ですが… 

検討する価値は間違いなくあります！

<その他役に立つ資料> 

•  米国大学院学生会ニュースレター 

•  船井情報科学振興財団ホームページ （奨学生の留学体験記が読めます）

説明会中、質問は slido.com から常時受け付けています！ 

(アクセスコード：mit)

http://gakuiryugaku.net
https://www.funaifoundation.jp/scholarship/scholarship_summary.html
http://slido.com

