
令和4年3月16日 

March,16, 2022 

創成科学研究科博士後期課程（工学系）令和4年4月入学のみなさまへ
To those who will enroll in the Doctoral program（Engineering） in April 2022. 

博士後期課程（工学系） では，集合形式のオリエンテーションは実施いたしません。

The orientation won't be held in the Doctoral program（Engineering）. 

資料の配付方法等について下記のとおりご連絡しますので，ご確認くださるようお願いいたします。

Please read carefully the following instructions. 

記

１．資料の配付方法について About the Guidance Materials for Doctoral Program 
修学に関するご案内や，カリキュラムを記載した研究科要覧等の資料は，以下のとおり郵便でお送り

する予定です。

We will send you the materials about the course registration and the curriculum by post. 

【発送時期】4月7日（木）以降（予定）

【発送先】入学手続き書類にご記入いただいた本人住所（※国内）

【Scheduled mailing date】after April 7 

【Mailing address】The address you provided on your enrollment documents (※Domestic mail only) 

・創成科学研究科前期課程から学内進学する方や，常盤キャンパスへ来学予定がある方には，直接

資料をお渡しすることも可能です。この場合は，事前に下部の問い合わせ先までご連絡ください。

（ただし，4月 7日より前にはお渡しできないもの（学生証等）もございます。7日以前に
資料のお受け取りを希望される場合には，学生証等は後日別途お渡しいたします。）

If you plan to come Tokiwa campus, we can hand them over directly to you. Please contact us in 

advance using the contact information below. 

(Before April 7, we can't prepare the student card, account ID and password to hand over to you. 

 If you’d like to get the curriculum materials directly before April 7, we’ll give you the student card, ID 

and password later.) 

・来日できない方は個別に対応しますので，教務係へご連絡ください。

If you unable to come to Japan, please send an e-mail to the Academic Affairs Section for individual 

support. 

２．履修届について How to course registration 
令和4年度に履修する授業科目について，指導教員と相談の上，履修計画を立てていただく必要がご

ざいます。詳細は郵便でお送りします資料でご案内いたしますが，以下の期限までに履修届をご提出

いただく必要がありますので，予めお知らせいたします。

You will need to consult with your academic advisor and make a course plan for the courses you will 



take in 2022 academic year. Details will be provided in the materials sent to you by post, but we would 

like to remind you in advance that you need to submit your registration card by the following deadline. 

【提出期限】 4 月22日（金）

【Deadline of Submission】April 22 (Fri), 2022 

※履修届の提出はE-mail でも可能です。

* It can be submitted by e-mail. 

※履修届の様式は，このご案内文と併せて創成科学研究科Web ページに掲載しておりますのでご確

認ください。

*The form for the registration card can be found on the web page where this document is posted. 

修学についてご不明な点がございましたら，以下の問い合わせ先までご連絡ください。

Please contact us if you have any questions. 

【問い合わせ先/ Contact information】

工学部学務課教務係

Academic Affairs Section, Faculty of Engineering 

〒755-8611 山口県宇部市常盤台2-16-1 

2-16-1 Tokiwadai, Ube City, Yamaguchi, 755-8611 

TEL ：0836-85-9010 

E-mail：en303@yamaguchi-u.ac.jp 




