
1. Selection of Departments and Programs
In the Graduate School of Frontier Sciences, there are eleven 
departments and one education program (Graduate Program in 
Sustainability Science Global Leadership Initiative; GPSS-GLI), which 
conduct entrance examinations independently. The applicants must 
refer to the Guidelines for Applicants to Master’s Course and the 
Guidelines for Applicants to Doctoral Course of the Graduate School 
of Frontier Sciences for the prohibition of duplicated application. The 
number of existing students in each department/program should be 
referred to its website.

2.  Admission in October 2022 and October 2023
  (Master’s and Doctoral Courses)
(1) Schedule A: Some departments will admit freshmen in October 

2022 if they have already graduated from a university or completed a 
master’s course, or are expected to by the day before the scheduled 
admission date in October 2022. (Read the section “1. Admission” in 
the Guidelines for Applicants.) 

 Schedule B: Some departments will admit freshmen in October 
2023 if they have already graduated from a university or com-
pleted a master’s course, or are expected to by the day before 
the scheduled admission date in October 2023. 

 For detailed information of each department, refer to each 
website. Applicants qualified for admission in October 2022 or 
October 2023 must state their choice of enrollment date in the 
provided section of the Application Form.

(2) Applicants cannot change their submitted choice of enrollment 
date, even if they have not graduated from their university or 
completed their master’s course by the date stated above. 

3. Special Selection for Applicants with Overseas Education 
(Master’s and Doctoral Courses)

Some departments will make a special selection for applicants who 
have finished their education from the senior high school level up to 
the undergraduate level in foreign countries. You can find detailed 
information for each department on each website. Those who wish 
this special selection, mark the check box in the application form and 
the inquiry sheet (master’s and doctoral).

4. Special Selection for Applicants with Profession
 (Doctoral Course)
Some departments will make a special selection without a written 
examination for applicants who already have a profession with a 
master’s degree or with some comparable research experiences. You 
can find detailed information for each department on each website. 
Those who wish this special selection, mark the check box in the ap-
plication form and the inquiry sheet (doctoral course).

5. Special Oral Examination (Master’s Course)
Dept. of Ocean Technology, Policy and Environment, and Dept. of 
Human and Engineered Environmental Studies will conduct a Special 
Oral Examination beforehand for applicants who achieved an out-
standing academic records and who wish to enter one of the two 
departments as the first preference. You can find detailed information 
for each department on each website. Those who wish to take this 
examination should mark the check box in the inquiry sheet (master’s). 
Even if you are not admitted by the Special Oral Examination, you 
can take the ordinary examination.

6. Schedules of Briefing for Application
 May 8 (Sun), 2022 Virtual meeting from 14:00

1.  専攻および研究分野・研究室の選択
　新領域創成科学研究科には、独立に入試を実施する 11 の
専攻と 1 つの教育プログラム（サステイナビリティ学グローバル
リーダー養成大学院プログラム）がある。併願の禁止について
は新領域創成科学研究科修士課程および博士後期課程学生募
集要項を参照すること。また、各専攻、プログラムの各学年の
在学生数は、各専攻、プログラムのホームページを参照のこと。

2.   2022 年 10 月入学および 2023 年 10 月  入学（修士・博士）
(1) 入試日程 A：専攻によって、2022 年 10 月の入学日の前日

（募集要項１. 入学時期を確認のこと）までに大学を卒業も
しくは大学院修士課程を修了している（見込み含む）者に限
り、2022 年 10 月の入学を認める。 

 入試日程 B：専攻によって、2023 年 10 月 入学日の前日ま
でに大学を卒業もしくは大学院修士課程を修了している（見
込み含む）者に限り、2023 年 10 月 の入学を認める。

 専攻ごとの情報は各ホームページを参照のこと。2022 年 10
月または 2023 年 10 月 入学の資格を有する受験者は、入学
願書の「入学希望月」欄で希望する時期を選択すること。

(2) (1) の規定の日付までに大学・大学院を卒業・修了できなかっ
た場合などに、出願時に選択した入学時期を変更すること
はできない。

3.  外国人等特別選考（修士・博士）
　専攻によって、外国において後期中等教育および大学教育を
修了した外国人および日本人のうち、希望する者に対して外国
人等特別選考を行う。専攻ごとの情報は各ホームページを参照
のこと。外国人等特別選考を希望する者は、入学願書および
志望調査票（修士・博士）にて申し出ること。

4.  社会人等特別選抜（博士）
　専攻によって、出願時に企業・官公庁・団体等に在職して
おり、すでに修士の学位を有しているか、あるいはそれと同等
以上の学位・研究歴を有する者に対して、筆記試験を行わず、
口述試験等により合否を決定する。専攻ごとの情報は各ホーム
ページを参照のこと。社会人等特別選抜を希望する者は、入学
願書および志望調査票（博士）にて申し出ること。

5.  特別口述試験（修士）
　海洋技術環境学専攻と人間環境学専攻は、学部成績が優秀
であり、かつ本専攻を第一志望とする者に対して、事前に特別
口述試験を行う。専攻ごとの情報は各ホームページを参照の
こと。
　特別口述試験を希望する者は志望調査票（修士）にて申し出
ること。なお、特別口述試験に合格しなかった者は、通常の入
試を受験できる。

6.  環境学研究系合同入試説明会
 2022 年 5 月 8 日（日） 14:00 ～　オンライン開催

この冊子は、新領域創成科学研究科の修士課程学生募集
要項および博士後期課程学生募集要項に記載されている内
容以外の、環境学研究系所属の専攻、教育プログラムに関
する重要事項を説明している。受験希望者は必ず学生募集
要項も熟読すること。

This booklet gives supplementary information that is about 
departments and a program in the Division of Environmental 
Studies and is not described in the Guidelines for Applicants 
to Master’s Course and the Guidelines for Applicants to Doc-
toral Course (Application Forms) issued by the Graduate 
School of Frontier Sciences (GSFS). The applicants must also 
read the Guidelines carefully.

受験の心得修士・博士課程
Master’s and Doctoral Courses
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7．試験場
　東京大学柏キャンパス内

千葉県柏市柏の葉 5-1-5

(1) 試験当日、各自が受験すべき試験室を各建物入口に掲示
する。

(2) 受験者は指定した時間までに試験室に入室し、所定の座
席に着席すること。定刻に遅れた場合は、各試験監督者
に申し出ること。

８．携行品
(1) 受験票
(2) 黒色鉛筆（又は黒色シャープペンシル等）・消しゴム・鉛

筆削り（卓上式は不可）を持参すること。時計（計時機
能だけのもの）も許可する。

９．試験時の留意事項 
(1) 試験開始後、専攻が指定する時間まで退出を許さない。
(2) 試験中の一時退室は原則として許さない。
(3) 試験中、受験票を常に机の上に置くこと。
(4) 解答用紙ごとに受験番号を記入すること。氏名を書いては

ならない。
(5) 問題の内容に関しては、質問を許さない。
(6) 解答用紙、問題冊子は持ち帰ってはならない。

7. Places of Examination
Kashiwa Campus, the University of Tokyo 
Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa-shi, Chiba

(1) The examination room for each applicant will be noticed at the 
entrance of each building on the date of examination.

(2) The applicant must arrive at the examination room and sit on the 
specified seat, by the specified time. If late, he/she must inform an 
instructor. 

8. Items to Bring
(1) Examination Admission Ticket 
(2) The applicant must bring black pencils (or black mechanical pencil 

etc.), an eraser and a pencil sharpener (a desktop type is not al-
lowed). A watch with only a time measurement function is also 
allowed. 

9. Notices during Examination
(1)  The applicant cannot leave the examination room until the time 

designated by the department after the start of examination.
(2)  The applicant cannot leave the examination room temporarily 

during the examination. 
(3)  The Examination Admission Ticket must be kept on the desk dur-

ing the examination. 
(4)  The applicant must write his/her application number on each an-

swer sheet, not his/her name. 
(5) Questions on the contents of problems are not allowed. 
(6) The applicant cannot take away his/her answer sheets and the 

problem booklet.

柏キャンパス地図
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自然環境学専攻
海洋技術環境学専攻
環境システム学専攻
人間環境学専攻
社会文化環境学専攻
国際協力学専攻
サステイナビリティ学グローバルリーダー養成
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Dept. of Natural Environmental Studies 
Dept. of Ocean Technology, Policy, and Environment
Dept. of Environment Systems
Dept. of Human and Engineered Environmental Studies
Dept. of Socio-Cultural Environmental Studies
Dept. of International Studies
Graduate Program in Sustainability Science–Global Leadership Initiative

Notices for Examination

試験が柏キャンパスで実施される場合の注意事項 / Notices when the examination is held at Kashiwa Campus.

オンラインで実施される場合の注意事項は、各専攻・プログラムの入試情報をご確認下さい。
For the notices when the examination is held online, check the entrance examination information of each department/program.
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1．試験
1. 1　一般入試

原則、柏キャンパスでの対面試験を実施する。新型コ
ロナウイルスの流行状況によってはオンライン試験に
変更する場合がある。実施方法の決定は専攻のウェブ
サイトで通知する。

入試日程 A
（1）英 語　TOEFL-ITP により実 施 する（ な お、TOEFL お よ び 

TOEIC のスコアシートの提出は認めない）。
（2）専門科目

 次の 3 問から１問を選択して解答する。出題は日本語および
英語で行われる。

 ① 開発協力に関連する以下のキーワードに関わる小論文：
  農業技術普及政策、金融包摂、人的資本、社会関係資本、

持続可能な開発目標、開発のための ICT、情報の非対称性、
市場の失敗、貧困層ターゲティング、インパクト評価

 ② 資源・環境に関連する以下のキーワードに関わる小論文：
  環境社会影響評価、非自発的住民移転、パリ協定、ロー

カル・コモンズ、バーゼル条約、エネルギーミックス、
バイオ燃料、Food loss/waste、CSR/CSV/ESG 投資、水
ビジネス

 ③ 数理分析に関する問題。確率・統計、微分・積分、線
形代数、微分方程式、集合、および最適化問題や回帰
分析手法に関する学部（理工系、経済学系等）程度の知
識にもとづき、数理的な能力を問う。

（3）口述試験    
 内容： 志望動機、意欲、基礎知識等について問う10 分程

度の個別面接と提出書類によって評価する。
 注意： 口述試験は基本的には日本語で行うが、希望すれば

英語で行うことができる。

入試日程 B
(1) 書類審査　応募者からの提出書類による書類審査を行い、

書類審査の合格者のみに対して筆記試験および口述試験を
行う。書類審査の合格者を発表する時期およびその方法は
応募者に送付する書類により通知する。

(2) 英 語　TOEFL-ITP により実 施 する（ な お、TOEFL および
TOEIC のスコアシートの提出は認めない）。

(3) 筆記試験　国際協力に関する小論文。国際協力に関する幅
広い基礎的知識と論理展開力を評価する。出題は日本語お
よび英語で行われる。

(4) 口述試験
 内容： 志望動機、意欲、基礎知識等について問う10 分程

度の個別面接と提出書類によって評価する。
 注意： 口述試験は基本的には日本語で行うが、希望すれば

英語で応答をすることができる。

1. Examination
1. 1  Ordinary Examination

In principle, the examination will be held at the Kashiwa Campus 
in-person. However, we may change it to an online examination 
depending on the novel coronavirus situation. The examination 
method will be notified at the Department website.

Schedule A
(1) English by TOEFL-ITP. (The applicant may NOT submit a TOEFL and/

or TOEIC score in lieu of TOEFL-ITP)
(2) Specialized Subject
 Applicants should choose one question from the following three. The 

questions in the exams are written both in Japanese and in English. 
 ① A short essay on development cooperation concerning the fol-

lowing keywords: Agricultural Technology Dissemination Policies, 
Financial Inclusion, Human Capital, Social Capital, Sustainable 
Development Goals, ICT For Development, Information Asym-
metry, Market Failure, Poverty Targeting, Impact Evaluation

 ② A short essay on resources and the environment concerning the 
following keywords: Environmental and Social Impact Assessment, 
Involuntary Resettlement, Paris Agreement, Local Commons, 
Basel Convention, Energy Mix of Power Sources, Biofuel, Food 
Loss/Waste, CSR/CSV/ESG Investment, Global Water Market

 ③ Mathematics questions at the undergraduate level (in such 
disciplines as science, engineering and economics), including: 
Probability Teory, Statistics, Calculus, Linear Algebra, Differential 
Equations, Set Teory, Optimization, and Regression Analysis.

(3) Oral examination
 In the oral examination, applicants will be interviewed individually 

for 10 minutes about goals, motivation, basic knowledge, and other 
aspects in addition to screening documents.

 Note: The oral examination can be conducted in English upon request.

Schedule B
(1)  Document screening
 Screening of the submitted documents will be conducted to select 

the applicants to take the written examination and oral examination. 
The date and method of announcing the successful applicants will be 
notified by the documents that will be sent to the applicants.

(2)  English by TOEFL-ITP. (The applicant may NOT submit a TOEFL and/
or TOEIC score in lieu of TOEFL-ITP) 

(3)  Written examination
 A short essay on international cooperation. Logical discussion using 

basic knowledge on international cooperation is expected. The ques-
tions in the exam are written both in Japanese and in English.

(4)  Oral examination
 In the oral examination, applicants will be interviewed individually 

for 10 minutes about goals, motivation, basic knowledge, and other 
aspects in addition to screening documents.

 Note: The oral examination can be conducted in English upon request.

国際協力学専攻入試に出願する際には、『募集要項』に記載された情報、本書『入試案内書』4-5 ページの環境系共通の情報、新領域創成科学研究科と専
攻の Web サイト、および以下の専攻独自の情報全てを参照すること。
Please note that the followings are supplementary to information in the Guidelines for Applicants to Master’s Course and on pages 4-5 of this booklet. Applicants must 
refer to this booklet and the Guidelines as well as the GSFS website and the Department website.

入試情報：修士課程
Information on Entrance Examination: Master’s Course

国際協力学専攻
Department of International Studies
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1. 2　外国人等特別選考
応募者からの提出書類による書類審査を行い、書類審査の合格
者のみに対して口述試験を行う。書類審査の合格者を発表する
時期およびその方法は応募者に送付する書類により通知する。
口述試験は、志望動機、意欲、基礎知識等について問う10 分
程度の個別面接と提出書類によって評価する。口述試験は原則
英語で行うが、希望すれば日本語で応答することができる。口
述試験の日時および方法については、書類審査の合格発表と併
せて通知する。

２．筆記・口述試験日程
2. 1　入試日程 A

一般入試

［対面試験］
筆記試験：2022 年 8 月23日（火）
 英語（TOEFL-ITP）   9:30 ～ 12:30
 専門科目 14:00 ～ 15:10
口述試験：2022 年 8 月24 日（水）  

場所：いずれも東京大学柏キャンパス

外国人等特別選考

［インターネットテレビ会議システムにより実施］
口述試験：2022 年 8 月26日（金）

2. 2　入試日程 B

一般入試

［対面試験］
筆記試験：2023 年１月下旬～２月上旬
口述試験：2023 年 １月下旬～２月上旬  

場所：いずれも東京大学柏キャンパス

※ 試験日は 8 月下旬ごろに本専攻のウェブサイトに掲載

外国人等特別選考

［インターネットテレビ会議システムにより実施］
口述試験：2023 年 1 月下旬～ 2月上旬

1.2  Special Selection for Applicants with Overseas Education
Screening of the submitted documents will be conducted to select 
the applicants to take the oral examination. The date and method of 
announcing the successful applicants will be notified by the documents 
that will be sent to the applicants. In the oral examination, applicants 
will be evaluated by an individual interview for 10 minutes about goals, 
motivation, basic knowledge, and other aspects in addition to screening 
documents. The oral examination can be conducted in Japanese upon 
request. The date, time, and method of the oral examination will be 
informed along with the result of document screening. 

2. Schedule of Written and Oral Examinations 
2.1  Examination Schedule A

Ordinary Examination

[In-person Examination]
 Written Examination: August 23 (Tue.), 2022
 English (TOEFL-ITP) :  9:30-12:30
 Specialized Subject :  14:00-15:10
Oral Examination: August 24 (Wed.), 2022 
  
All the exams will be held in the Kashiwa campus of the
University of Tokyo.

Special Selection for Applicants with Overseas Education

[By an internet video conference system.]
Oral Examination: August 26 (Fri.), 2022

2.2  Examination Schedule B

Ordinary Examination

[In-person Examination]
Written Examination: Late January to early February 2023
Oral Examination: Late January to early February 2023

All the exams will be held in the Kashiwa campus of the
University of Tokyo

* The examination date will be announced on the Department’s website 
in late August.

Special Selection for Applicants with Overseas Education

[By an internet video conference system.]
Oral Examination: Late January to early February 2023

入試情報：修士課程
Information on Entrance Examination: Master’s Course

国際協力学専攻
Department of International Studies

32
22



入試情報：修士課程
Information on Entrance Examination: Master’s Course

国際協力学専攻
Department of International Studies

３. 　提出書類
「一般入試」は次の (1) ～ (2)、「外国人等特別選考」は次の (1)

～ (4) の提出が必要である。
(1) 募集要項に記載された提出書類
(2)  志願理由書
 A4 用紙 1 枚（片面のみ）に、出願の動機、これまでの研究や

学内・学外活動の内容と成果、修士課程での研究内容等に
ついて記したもの。図表を用いても構わない。手書き不可。

(3) 英語テストスコアの提出または TOEFL-ITP の受験
 募 集 要 項 記 載 の 条 件を満 たす TOEFL（TOEFL iBT® Special 

Home Edition を含む。TOEFL-iBT テストは Test Date スコア
のみ。My Bestスコアは認めない）、TOEIC、IELTS、および
Cambridge English Scale、国連英検、英検のいずれかひと
つ。ただし、後期中等教育 (日本における高等学校に相当 )、
大学教育、大学院の修士課程に相当する教育のいずれか 2
つを米、英、豪、加、ニュージーランド、またはアイルラン
ドの教育機関において修了した者または修了見込みの者は、
英語テストスコアの提出を免除する。

英語テストスコアは、出願時のオンライン出願システムでの
アップロードに加え、公式レポート等を手配すること（入試前
日必着）。TOEFL、IELTSの公式スコアレポートの入手・手配は、
募集要項を参照すること。TOEIC、国連英検、英検の公式スコ
アレポートの原本は国際協力学専攻宛に郵送すること。また、
Cambridge English Scale に つ いては、Certifying Statement
をadmission@dois.k.u-tokyo.ac.jp 宛てに送るよう手配する
こと。

現在、当専攻に研究生の身分で在籍する者は、修士の一般
入試において実施されるTOEFL-ITP の受験をもって英語スコ
アの提出に代えることができる。試験の詳細については修士
の一般入試に関する記載および当専攻のHPを参照すること。

(4) ２名からの推薦状（推薦状の様式は本専攻のウェブサイトよ
りダウンロードして利用すること）。

 ※ 中国の教育機関出身の出願者は、入学手続き開始日までに、
「中国教育部学位与研究生教育発展中心 (CDGDC)」(http://

www.cdgdc.edu.cn) が発行する学位認証書（PDF）を、cdgdc@
dois.k.u-tokyo.ac.jp に送付する必要がある。

４．その他
（1）所定の条件を満たす入試日程 A の受験者には 2022年10月入

学を認める。また、所定の条件を満たす入試日程 B の受験者
には 2023年10月入学を認める。詳細については、4ページを
参照すること。

（2）本専攻では、各合格者の指導教員の決定は、入試の成績と
志願者の希望などを基に合否決定時に行われ、合格通知書
により通知される。一般入試における指導教員の決定方法
の詳細は、本専攻のウェブサイト上の『修士課程一般入試に
おける指導教員の志望および決定方法』を参照のこと。

（3）勤務先から「大学院に入学することに支障はない」旨が記載
された書類の提出は要さない。

（4） 国際協力学専攻　入試説明会（修士・博士）開催予定
 ① 2022 年 5月8日（日）　柏キャンパス環境棟 ７階講義室
   およびオンライン
 入試についての説明・教員紹介を行います。
 ② 2022 年 10月22日（土）　柏キャンパス一般公開時
 （詳細は 8月下旬ごろに本専攻のウェブサイトに掲載）

（5）入試の詳細は、本専攻のウェブサイト上でも確認すること。
 http://inter.k.u-tokyo.ac.jp/

（6）問合せ先
 admission@dois.k.u-tokyo.ac.jp

3. Materials required for application
Application to Ordinary Examination requires (1)‒(2) below.Applica-
tion for the Special Selection for Applicants with Overseas Education 
requires (1)-(4) below.
(1) Required materials indicated in the Guidelines for Applicants to 

Master’s Course.
(2) Statement of purpose
 Statement of purpose containing your goals after entering the program, past 

academic and non-academic accomplishments (both within and outside of 
the university in which you studied), and a theme of the master’s research. 
Use one page of A4 or letter-sized paper. You may insert figures/tables. 
Handwriting is not permitted.

(3) Submission of an English Language Competency Test Score Report 
or Taking a TOEFL-ITP test on site

 One from the following English Tests: TOEFL (including the TOEFL iBT® 
Home Edition Score. For the TOEFL-iBT test, only the Test Date score is appli-
cable, and the My Best score will not be used.), TOEIC, and IELTS that satisfy 
the requirements instructed in the Guidelines for Applicants, Cambridge 
English Scale, United Nations Associations Test of English, and EIKEN Test in 
Practical English Proficiency. However, applicants who have completed or are 
expected to complete at least two education levels out of upper-secondary 
education (equivalent to high school in Japan), a bachelor’s degree and a 
master’s degree or equivalent at educational institutions in Australia, Canada, 
Ireland, New Zealand, the United Kingdom, and the United States, the 
requirement to provide an English language test score will be exempted.

 As for the English Score Report, the applicable official report must be 
arranged and arrived at the Department before the examination day in 
addition to uploading a soft copy of the score report through the online 
application system at the time of application. For TOEFL and IELTS, see the 
Guidelines for Applicants for details to acquire and arrange the official re-
port. For TOEIC, United Nations Associations Test of English, and EIKEN Test 
in practical English Proficiency, the original hard copy of the official score 
report must be mailed to the Department of International Studies. For the 
Cambridge English Scale, arrange the Certificate Statement to be emailed to 
admission@dois.k.u-tokyo.ac.jp.

 An applicant who are currently a research student at our department can 
take a TOEFL-ITP test conducted for the Ordinary Examination to the 
Master’s course and substitute it from the English Score submission. See the 
information on the Ordinary Examination to the Master’s course and our 
department website for the details of the TOEFL-ITP test.

(4) Letters of recommendation from two persons (Use the template 
available on the Department’s website for the letters.)

 * An applicant who is currently enrolled in a university in China, or has 
graduated from one, must obtain a degree verification report (PDF) issued 
by China Academic Degree & Graduate Education Development Center 
(CDGDC‒http:// www.cdgdc.edu.cn) and send it to cdgdc@dois.k.u-tokyo.
ac.jp before the date when the admission procedure starts.

4. Other Information
(1) Admitted applicants in Schedule A may enroll in October 2022, 

if they satisfy the requirements. Admitted applicants in Schedule B 
may enroll in October 2023, if they satisfy the requirements. Refer 
to page 4 for details.

(2) The advisor of each successful applicant is decided at the time of 
final admission decision based results of the entrance examination 
and the preferences of applicant. The name of assigned advisor will 
be notified with a letter of acceptance. In Ordinary Examination, 
advisors are determined according to the rule indicated in “How to 
Determine Advisors in the Ordinary Exam” (in Japanese) available 
on the Department’s website.

(3) A Letter of Approval from the employer certifying the approval of 
the applicant’s enrolment in the university is not required.

(4) Briefing sessions for introduction of the Department of International 
Studies will be held on:

 ① May 8 (Sun.), 2022 at the Lecture Room on the 7th floor of the 
Environmental Studies Building, Kashiwa Campus and online. 

 Briefing on entrance examinations and introduction of the faculty 
members of the Department will be provided.   

 ② October 22 (Sat.), 2022, at Kashiwa Open Campus  (Details will be 
announced on the Department’s website in late August.)

 Sessions will be provided in Japanese, but questions in English will 
be accepted.

(5) Refer to the Department’s website 
 (http://inter.k.u-tokyo.ac.jp) for more information.
(6) Contact: admission@dois.k.u-tokyo.ac.jp33
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１．試験
１. 1  一般入試

 口述試験
内容：応募者からの提出書類による評価、修士論文（または
これに代わる研究論文）および博士の研究計画についての発
表（15 分）と、それらに関する質疑応答および志望動機等に
ついて問う面接（15 分）。

 注意
 ・ 口述試験は基本的には日本語で行うが、希望すれば英語

で発表・応答をすることができる。
 ・ 修士論文（またはこれに代わる研究論文）および博士の研

究計画の研究発表の際には、パワーポイント等の発表資
料を使ってもかまわない。

２．口述試験日程

2. 1　入試日程 A

一般入試

［インターネットテレビ会議システムにより実施］
口述試験：2022 年 8 月26日( 金 )  

※ 2023 年 3 月修士課程修了予定の者は、以下の入試日程 B に
出願のこと。

2. 2　入試日程 B

一般入試

［インターネットテレビ会議システムにより実施］
口述試験：2023 年 1 月下旬 ～ 2 月上旬

※ 試験日は 8 月下旬ごろに本専攻のウェブサイトに掲載

３．提出書類
博士後期課程一般入試は次の（1）～ (6) の提出が必要である。

（1） 募集要項に記載された提出書類
（2） 修士学位論文、またはこれに代わる研究論文のコピー

 （出願時にオンライン出願システムよりアップロードするか、
入 試日程 A の 受 験 者 は、(3) の 要旨も含 めて 2022 年 8 月
19 日までに、入試日程 B の受験者は、(3) の要旨も含めて
2023 年 1 月13 日までに admission@dois.k.u-tokyo.ac.jp に
提出すること）

（3）（2）の要旨（A4 判２枚、３千字以内）
（4） 博士課程における研究計画書（A4 判３枚）

 これまでの研究内容を踏まえて入学後の研究テーマについ
て記したもの。手書き不可。

1. Examination 
1. 1 Ordinary Examination
 
 Oral Examination 
 Screening of the submitted documents, presentation of a master’s 

thesis or equivalent research outcomes and a Ph.D. research plan 
for 15 minutes followed by questions and answers as well as an 
interview to ask reasons for applying for Ph.D. and other aspects for 
15 minutes. 

Notes:
 •  In principle, the oral examination is conducted in Japanese. But the 

presentation and interview can be conducted in English upon request.
 • In the presentation, applicants may use a presentation material such 

as PowerPoint slides. 

2. Schedule of the Oral Examination
2.1  Examination Schedule A
Ordinary Examination

[By an internet video conference system.]
Oral Examination: August 26 (Fri.), 2022

Note: Those who are expected to complete a master‘s degree 
program in March 2023 should apply for Schedule B below.

2.2  Examination Schedule B
Ordinary Examination

[By an internet video conference system.]
Oral Examination: Late January to early February 2023

 * The examination date will be announced on the Department’s 
website in late August.

3. Materials Required for Application
Application to Ordinary Examination requires (1)-(6).

(1) Required materials indicated in the Guidelines for Applicants to 
Doctoral Course

(2) A copy of your master’s thesis or equivalent research paper. (Cop-
ies of a thesis and its abstract (item (3) below) are required to be 
submitted at the time of application through the online application 
system, or applicants may submit to admission@dois.k.u-tokyo.ac.jp 
by August 19, 2022 for Examination Schedule A, and by January 13, 
2023 for Examination Schedule B.)

(3) Summary of (2) above (up to two pages of A4 or letter-sized paper)
(4) A copy of doctoral course research plan describing your research 

theme based on your previous works (3 pages of A4 or Letter-size, 
handwriting is not accepted).

国際協力学専攻入試に出願する際には、『募集要項』に記載された情報、本書『入試案内書』4 ～ 5 ページの環境系共通の情報、新領域創成科学研究科と
専攻の Web サイト、および以下の専攻独自の情報全てを参照すること。
Please note that the followings are supplementary to information in the Guidelines for Applicants to Doctoral Course and on pages 4-5 of this booklet. Applicants must 
refer to this booklet and the Guidelines as well as the GSFS website and the Department website.

入試情報：博士課程
Information on Entrance Examination: Doctoral Course

国際協力学専攻
Department of International Studies
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入試情報：博士課程
Information on Entrance Examination: Doctoral Course

国際協力学専攻
Department of International Studies

（5） 英語テストスコアの提出または TOEFL-ITP の受験
 募集要項記載の条件を満たす TOEFL（TOEFL iBT® Special 

Home Edition を含む。TOEFL-iBT テストは Test Date スコ
アのみ。My Bestスコアは認めない）、TOEIC、IELTS、およ
び Cambridge English Scale、国連英検、英検のいずれか
ひとつ。ただし、後期中等教育 ( 日本における高等学校に
相当 )、大学教育、大学院の修士課程に相当する教育のい
ずれか 2 つを米、英、豪、加、ニュージーランド、または
アイルランドの教育機関において修了した者または修了見
込みの者は、英語テストスコアの提出を免除する。

 英語テストスコアは、出願時のオンライン出願システムでの
アップロードに加え、公式レポート等を手配すること（入試
前日必着）。TOEFL、TOEIC、IELTS の公式スコアレポート
の入手・手配は、募集要項を参照すること。TOEIC、国連
英検、英検の公式スコアレポートの原本は国際協力学専攻
宛に郵送すること。また、Cambridge English Scale につい
ては、Certifying Statement を admission@dois.k.u-tokyo.
ac.jp 宛てに送るよう手配すること。

 または、修士の一般入試において実施されるTOEFL-ITP の
受験をもって英語スコアの提出に代えることができる。希望
する者は、試験の詳細について修士の一般入試に関する記
載および当専攻の HP を参照すること。

（6） 2 名からの推薦状（推薦状の様式は本専攻のウェブサイトよ
りダウンロードして利用すること）

 現在、当専攻に在籍する者は提出を免除する。

  ※ 中国の教育機関出身の出願者は、入学手続き開始日までに、
「中国教育部学位与研究生教育発展中心 (CDGDC)」(http://

www.cdgdc.edu.cn) が 発 行 す る 学 位 認 証 書（PDF）を、
cdgdc@dois.k.u-tokyo.ac.jp に送付する必要がある。

４．その他
（1） 入 試日程 A にお いて、 所 定 の 条 件を満 たす受 験 者 には

2022 年 10 月の入学を認める。また、入試日程 B において、
所定の条件を満たす受験者には 2023年10月入学を認める。
詳細については、4 ページを参照すること。

（2） 当専攻では、現在、社会人等特別選抜は実施していないが、
博士後期課程へは社会人を積極的に受け入れている。社会
人で受験を希望する場合は、一般入試を受験すること。

（3） 博士後期課程においては、指導教員と学生との研究テーマ
がある程度合致していることが適切な指導のために不可欠
である。したがって、出願前に研究指導を志望する教員に
連絡を取り、希望する研究内容について相談すること。た
だし、事前相談ができなかった場合でも出願を妨げるもの
ではない。

（4） 勤務先から「大学院に入学することに支障はない」旨が記載
された書類の提出は要さない。

（5） 国際協力学専攻　入試説明会（修士・博士）開催予定
 ① 2022 年 5月8日（日）　柏キャンパス環境棟 ７階講義室
   およびオンライン
 入試についての説明・教員紹介を行います。
 ② 2022 年 10月22日（土）　柏キャンパス一般公開時
 （詳細は 8月下旬ごろに本専攻のウェブサイトに掲載）

（6） 入試の詳細は、本専攻のウェブサイト上でも確認すること。
(http://inter.k.u-tokyo.ac.jp/)

（7） 問合せ先
 admission@dois.k.u-tokyo.ac.jp

(5) Submission of an English Language Competency Test Score Report 
or Taking a TOEFL-ITP test on site

 One from the following English Tests: TOEFL (including the TOEFL 
iBT® Home Edition Score. For the TOEFL-iBT test, only the Test Date 
score is applicable, and the My Best score will not be used.), TOEIC, 
and IELTS that satisfy the requirements instructed in the Guidelines 
for Applicants, Cambridge English Scale, United Nations Associa-
tions Test of English, and EIKEN Test in Practical English Proficiency. 
However, applicants who have completed or are expected to com-
plete at least two education levels out of upper-secondary educa-
tion (equivalent to high school in Japan), a bachelor’s degree and a 
master’s degree or equivalent at educational institutions in Australia, 
Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom, and the United 
States, the requirement to provide an English language test score 
will be exempted.

 As for the English Score Report, the applicable official report must 
be arranged and arrived at the Department before the examination 
day in addition to uploading a soft copy of the score report through 
the online application system at the time of application. For TOEFL 
and IELTS, see the Guidelines for Applicants for details to acquire 
and arrange the official report. For TOEIC, United Nations Associa-
tions Test of English, and EIKEN Test in practical English Proficiency, 
the original hard copy of the official score report must be mailed to 
the Department of International Studies. For the Cambridge English 
Scale, arrange the Certificate Statement to be emailed to admis-
sion@dois.k.u-tokyo.ac.jp.

 An applicant can take a TOEFL-ITP test conducted for the Ordinary 
Examination to the Master’s course and substitute it from the English 
Score submission. See the information on the Ordinary Examination 
to the Master’s course and our department website for the details 
of the TOEFL-ITP test.

(6) Letters of recommendation from two persons (Use the template 
available on the website of the Department.) 

 An applicant who are currently a student of our department will be 
exempted from submitting recommendation letters.

 * An applicant who is currently enrolled in a university in China or graduated 
from one, must obtain a degree verification report (PDF) issued by China 
Academic Degree & Graduate Education Development Center (CDGDC‒
http:// www.cdgdc.edu.cn) and send it to cdgdc@dois.k.u-tokyo.ac.jp before 
the date when the admission procedure starts.

4. Other Information
(1) Admitted applicants in Schedule A may enroll in October, 2022 if 

they satisfy the requirements. Admitted applicants in Schedule B 
may enroll in October, 2023, if they satisfy the requirements. Refer 
to page 4 for details.

(2) While the Special Selection for Applicants with Profession is currently 
not conducted, the Department is keen to have students with a 
profession in the Doctoral program. The applicants with profession 
are advised to take the Ordinary Examination.

(3) In the Doctoral Course, the research field of the advisor and the 
student must match to a certain degree. Therefore, contact a prospec-
tive advisor before applying and consult about your research plan. 
However, failure in prior consultation does not prevent applying.

(4) A Letter of Approval from the employer certifying the approval of 
the applicant’s enrolment in the university is not required.

(5) Briefing sessions for introduction of the Department of International 
Studies will be held on:

 ① May 8 (Sun.), 2022 in the Lecture Room on the 7th floor of the 
Environmental Studies Building, Kashiwa Campus and online. 

 Briefing on entrance examinations and introduction of the faculty 
members of the Department will be provided.   

 ② October 22 (Sat.), 2022, at Kashiwa Open Campus (Details will be 
announced on the Department’s website in late August.)

 Sessions will be provided in Japanese, but questions in English will 
be accepted

(6) Refer to the Department’s website for more information.
 (http://inter.k.u-tokyo.ac.jp) 
(7) Contact: admission@dois.k.u-tokyo.ac.jp22
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