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1．試験内容
口述試験
① 専門科目
    自然環境学に関する７つの専門科目（環境学、物理学、
化学、生物学、地学、景観学、水産学：いずれも昨年
度まで筆記試験を行っていた科目）より２つを事前に選択
し、願書に同封する志望調査票に記入する。選択された
専門科目について、各10分程度の口述試験を行う。

 外国人等特別選考では専門科目の口述試験は行わない。
② 総合的試問
     卒業研究の内容、および修士課程において希望する研究
テーマに関連する総合的な試問を行う。

※　A日程一般入試受験者に対して、試問の中で英語能力
　　を確認する場合がある
※ A日程はインターネットビデオ会議システムを使用して

実施予定。B日程の方式は今後の状況に応じて判断し
別途専攻HPで通知する

2．試験日程
⑴ 入試日程A

⑵ 入試日程B
2021年2月上旬予定（2020年12月ごろ受験票にて通知）

3．提出書類
⑴ 募集要項に記載のもの
⑵ 本冊子綴込みの志望調査票（修士）
⑶ TOEFLまたはIELTSのスコアシート
     （外国人等特別選考のみ）

⑷ 修士課程で行いたい研究についての小文
 （外国人等特別選考のみ。A4版自由形式 1～ 2 枚）

1. Examination
Oral Examination
① Specialized subjects
Each applicant must select two subjects out of seven 
(Environmental Studies, Physics, Chemistry, Biology, Geol-
ogy, Landscape Science, Fisheries Science: The same as 
the ordinary written exam), then indicate the choice in the 
inquiry sheet. The applicant will take an oral examination 
on each selected subject in around 10 minutes. 
Applicants for Special Selection for Overseas Education are ex-
empted from the oral examination of the specialized subjects.

② Comprehensive Interview
The applicant will be interviewed about his/her graduation 
research and the research subject hoped for Master Course.

※ English profi ciency may be asked in the interview 
(Schedule A, Ordinary examination) as needed.

※ An internet video conference system will be used in the 
Schedule A exam. The method of Schedule B exam will be 
announced later on the department website. 

2. Examination Schedule
(1) Schedule A

(2) Schedule B
Planned in early February, 2021. The date will be announced in 
December 2020.

3. Application Documents to be presented
(1) Documents for the application indicated in the Guidelines for 
Applicants to Master Course (Application Form)

(2) Inquiry Sheet (Master) attached to this booklet
(3) TOEFL or IELTS Score (Only for Special Selection for Applicants 
with Overseas Education)

(4) A short essay (A4 size, 1-2 pages) about your research plan in 
Master Course (Only for Special Selection for Applicants with 
Overseas Education)

 試験科目 Subject 日時 Schedule 注意 Note

口述試験
Oral Exam.

専門科目 ８月 3日（月）・4日（火）　9:00 ～ 
Specialized  Subject Aug. 3 (Mon.) and 4 (Tue.)
     総合的試問                       ８月 5日（水）　9:00 ～
Comprehensive               Aug. 5 (Wed.)
Interview 

インターネットビデオ会議システム
による実施を予定
Internet video conference system
will be used.

必要な機器等の詳細は、受験票発送時に
受験者に別途連絡する
Details (e.g., required devices) will be
informed later when we send
the examination admission ticket.

Information on 
Entrance Examination

自然環境学専攻
Dept. of Natural Environmental Studies入試情報

ここでは、新領域創成科学研究科の修士課程学生募集要項に記載されている内容以外の重要事項を説明する。
受験希望者は必ず募集要項も熟読すること。
This page gives supplementary information that is not described in the Guidelines for Applicants to Master Course 
(Application Form) issued by the GSFS. The applicants must also read the Guidelines carefully.
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修士課程
Master Course

 

4．その他
⑴ 外国人等特別選考受験者には2020年9月（A日程）、
2021年9月（B日程）の入学希望を認める。詳細は4ペー
ジを参照。

⑵ 受験希望者は、出願前に研究指導を希望する教員または
下記問い合わせ先に連絡を取り、研究計画について相談
をすることが望ましい。

⑶ 志望調査票の希望指導教員は必ず1名以上記入すること。
⑷ 志望教員以外の教員が予定指導教員になることがある。
⑸ 入試説明会は中止となったが、関連する動画を専攻ホー
ムページに公開しているので参照すること

⑹ 専攻ホームページアドレス　
 http://www.nenv.k.u-tokyo.ac.jp/
⑺ 問い合わせ先
 nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp
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4. Other Information
(1) Autumn Admission is allowed to the applicants for Special 
Selection for Applicants with Overseas Education. See details 
in page 4.

(2) Applicants of Master Course are recommended to get in 
touch with their prospective adviser(s) to ask their advice on 
the research proposal in advance of the application. 

(3) At least one advisor should be chosen in the list of prospective 
advisors on inquiry sheet.

(4) Your prospective adviser may not be the same as your nomi-
nation.

(5) The briefi ng sessions for applicants have been canceled; how-
ever, you can fi nd guidance videos regarding the application 
(Japanese only) on our website for your reference.  

(6) Department Website
 http://www.nenv.k.u-tokyo.ac.jp/
(7) Inquiry
 nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp
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１） 氏　名 Full Name

２） 受験番号（記入不要）　Application Number (Offi  cial use only)

３） 志望者は希望指導教員について志望順位を第 3 志望まで数字で記入しなさい。必ず 1 名は選択し、第 2 志望以降
は必要な場合に限り記入すること。

 Please fi ll “1”, “2” , and “3” in the [ 　 ] boxes to nominate your fi rst, second, and third choice of prospective advi-
sor. At least one advisor should be chosen, and you can nominate other advisor(s) if necessary.

４） 英語の試験の方法を選びなさい。（外国人等特別選考受験者のみ記入）
 Choose a type of English profi ciency test (Only for “Special Selection for Applicants with Overseas Education”）

 1.（　 ）  TOEFL Test Taker Score Report (Examinee Score Report) または IELTS Test Report Formを提出する
  I will submit TOEFL Test Taker Score Report (Examinee Score Report) or IELTS Test Report Form

 2.（　 ） 英語の試験の免除を申請する ／  Apply for the exemption of English profi ciency test
  ※以下の場合のみ免除申請可能：米、英、豪、加、ニュージーランドの大学／大学院の卒業（修了）者、見込み者
   Only applicable for those who have graduated or will graduate from a university or a graduate 

school in Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom, or the United States

陸域環境学コース
Course of Terrestrial Environmental Studies
［　］山室 真澄 教授
 （YAMAMURO Masumi, Professor）
［　］穴澤 活郎 准教授
 （ANAZAWA Katsuro, Associate Professor）
［　］須貝 俊彦 教授
 （SUGAI Toshihiko, Professor）
［　］鈴木 牧 准教授
 （SUZUKI Maki, Associate Professor）
［　］奈良 一秀 教授
 （NARA Kazuhide, Professor)
［　］寺田 徹 准教授
 （TERADA Toru, Associate Professor）
［　］久保 麦野 講師
 （KUBO Mugino, Lecturer）
　　研究協力分野教員（Cooperative Program Staff ）
［　］小口 高 教授
 （OGUCHI Takashi, Professor)
［　］今須 良一 教授
 （IMASU Ryoichi, Professor)
　　連携講座教員（Collaborative Program Staff ）
［　］山本 裕史 教授
 （YAMAMOTO Hiroshi, Professor)
［　］山岸 隆博 准教授
 （YAMAGISHI Takahiro, Professor)
［　］渡辺 真人 教授
 （WATANABE Mahito, Professor)
［　］田村 亨 准教授
 （TAMURA Toru, Associate Professor)
　　兼担教員（Concurrent Staff ）
［　］芳村 圭 教授
 （YOSHIMURA Kei, Professor)

海洋環境学コース
Course of Marine Environmental Studies
［　］小島 茂明 教授
 （KOJIMA Shigeaki, Professor）
［　］芦 寿一郎 准教授
 （ASHI Juichiro, Associate Professor）
［　］小松 幸生 准教授
 （KOMATSU Kosei, Associate Professor）
［　］吉澤 晋 准教授
 （YOSHIZAWA Susumu, Associate Professor）
［　］木村 伸吾 教授
 （KIMURA Shingo, Professor）
　　研究協力分野教員（Cooperative Program Staff ）
［　］道田 豊 教授
 (MICHIDA Yutaka, Professor)
［　］山崎 俊嗣 教授
 (YAMAZAKI Toshitsugu, Professor)
［　］藤尾 伸三 准教授
 (FUJIO Shinzo, Associate Professor)
［　］田中 潔 准教授
 (TANAKA Kiyoshi, Associate Professor)
［　］小川 浩史 教授
 (OGAWA Hiroshi, Professor)
［　］福田 秀樹 准教授
 (FUKUDA Hideki, Associate Professor)
［　］乙坂 重嘉 准教授
 (OTOSAKA Shigeyoshi, Associate Professor)
［　］青山 潤 教授
 (AOYAMA Jun, Professor)
　　兼担教員（Concurrent Staff ）
［　］山本 光夫 准教授
 (YAMAMOTO Mitsuo, Associate Professor)
［　］小畑 元 教授
 (OBATA Hajime, Professor)
［　］佐藤 克文 教授
 (SATO Katsufumi, Professor)
［　］井上 広滋 教授
 (INOUE Koji, Professor)

希望する専攻の志望調査票を切り取り、記入の上、願書と同時に提出すること
Detach and fi ll out the inquiry sheet of the department to which you will apply, 
and submit it together with the application form for the entrance examination. 

自然環境学専攻　
Department of Natural Environmental Studies

2021
志望調査票

Inquiry Sheet

修士課程  
Master Course

３） 口述試験（専門科目）で選択する問題を以下から２つ選びなさい。（A日程の一般入試受験者のみ記入）
 Choose two subjects for oral examination (specialized subjects). (Only for “Ordinary Examination” , Schedule A)

［　］環境学  Environmental Studies         ［　］物理学  Physics        ［　］化学  Chemistry        ［　］生物学  Biology
［　］地学  Geology         ［　］景観学   Landscape Science         ［　］水産学  Fisheries Science

　　スコアシートをいつ提出するか選びなさい。
 When do you submit the scoresheet of English profi ciency test? 

         （　 ）出願時に提出する　attach to the application documents
         （　 ）提出期限までに別送する  submit by the deadline in a separated envelope
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A

修士一般入試受験者 
Ordinary Examination
A 外国人等特別選考受験者　　

Special Selection for Applicants with Overseas EducationB

出身大学
Institution Graduated from:

日本人  Japanese 外国人  Foreigner
本学出身 :
Univ. of 
Tokyo

他学出身 :
Other

本学出身 :
Univ. of 
Tokyo

他学出身 :
Other

A B A A B

※※

※

※※

※ ※※※

※

※※

※

※※

※

※※

1.入学願書 　Application Form
・ 志望専攻が記入されているか　Did you write your fi eld of interest?
・ 裏面も記入されているか　Did you fi ll out back page as well?

２. ３. ４. 写真票A・B、受験票
Photo Ticket A, B/Examination Admission Ticket

・写真は貼付されているか　Did you attach your photographs?

5.検定料証明書貼付台紙　Form to Attach Payment Certifi cate
・ 30,000円（支払方法は募集要項参照）

30,000 JP Yen (About payment, see “Boshu-Youkou” booklet)
※ 外国人出願者のうち日本国政府（文部科学省）奨学金留学生は証明書の貼付不

要。ただし、本学に在学中（研究生含む）の者以外は、日本国政府（文部科学省）
奨学金留学生である証明書を提出すること
Payment Certifi cate is not necessary for Foreign Students with Japanese Govt. 
Scholarship (MEXT), Enclose the certifi cate of MEXT scholar if you are not a 
current student (incl. research student) in the University of Tokyo

6.成績証明書　Transcript/Academic Record
・ 学部の成績証明書（教養課程を含む）が必要

The transcript of your undergraduate course (Bachelor’s degree) is required.

7.卒業証明書　Certifi cate of Bachelor’s Degree/Diploma
・卒業見込者は不要　Not necessary for those who are expected to graduate.

※証明書は日本語又は英語で記載されているか。それ以外の場合、和訳または
英訳は添付されているか
Did you enclose either Certifi cate of Degree or Certifi cate of Expected Graduation? 
If yes, all above documents must be written in or translated into English or Japanese.

大学院出身者　修了証明書　Certifi cate of Master’s Degree
・ 修了見込者は不要

Not necessary for those who are expected to take Master’s degree.

※証明書は日本語又は英語で記載されているか。それ以外の場合、和訳または
英訳は添付されているか
The certifi cate must be written in or translated into English or Japanese

8.返信用封筒　Self-addressed Return Envelope with Postage
・本人の住所・宛名を記入し、430円分の切手が貼付されているか

Did you write your name and address on an envelope with postal stamp of 
430 Japanese Yen?

9.あて名ラベル　Address Label

10.志望調査票 　Inquiry Sheet
・ 修士用が正しく選ばれているか

Did you adequately choose Master’s Degree as your proposed degree?
・ 志望指導教員名等が正しく記載されているか

Did you correctly state your prospective advisor?
・口述試験（専門科目）の受験科目が２つ選択されているか（一般入試）

Did you choose two subjects for oral exam?（only for Ordinary Examination）

11. 学業・職務両立計画書　Research/Work Balance Plan
※企業・官公庁・団体などに在職し、在職の身分のまま入学を希望する場合、職
務と研究の両立方法を説明すること（A4判自由形式）
If you wish to attend school while staying in service of company, government, 
or organization, describe how you can get academic achievement while
working (A4 size).

12.TOEFL または IELTS のスコアシート　TOEFL or IELTS Score Sheet
・外国人等特別選考受験者のみ提出
・Obligatory for Special Selection for Applicants with Overseas Education

13.住民票   Certificate of Residence
・現在日本に在住している場合に必要　Necessary for current resident in Japan
・本研究科在籍者は不要　Not Necessary for current student (incl. research student) 

of the Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo

14.修士課程で行いたい研究についての小文 
Short Essay about Research Plan
・ A4判自由形式1枚程度　A4 size 1-2 pages
・外国人等特別選抜受験者のみ提出

Obligatory for Special Selection for Applicants with Overseas Education

2021 年度自然環境学専攻  修士課程用 Academic Year 2021, Dept. of Natural Environmental Studies (Master Course)

チェックシート このシートは□をチェック（    ）の上、提出願います。
Please use this Checklist to reconfi rm your documents by fi lling with the “      ” 
mark on each applicable □ box. Documents Checklist

受験志望
Application Category
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オンライン出願のため不要

オンライン出願のため不要

Toru
取り消し線

Toru
取り消し線
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1．試験内容
(1) 英語
TOEFLまたはIELTSのスコアシートをもって英語の試験と
する。

(2) 口述試験
修士論文（またはこれに代わるもの）と研究計画について
説明。その際（ア）A4サイズ2枚以内にまとめた資料を
15部持参し、配付しても良い。なお（イ）修士論文（また
はこれに代わるもの）1部を必ず持参すること。

※ 上記（ア）（イ）に関して、A日程受験者は、7月31日（金）
正午までに、「5.その他」の問い合わせ先まで添付ファ
イル（PDF形式）で提出すること。（ア）は任意提出。

※ A日程はインターネットビデオ会議システムを使用して
実施予定。B日程の方式は今後の状況に応じて判断し
別途専攻HPで通知する

2．試験日程
(1) 入試日程A

(2) 入試日程B
2021年2月上旬予定（2020年12月ごろ受験票にて通知）

3．提出書類
(1) 募集要項に記載のもの
(2) 研究計画書は全員提出する（A4判自由形式2枚程度）
(3) 本冊子綴込みの志望調査票（博士）
(4) TOEFLまたはIELTSのスコアシート

1．Examination
(1) English
TOEFL or IELTS score will be used as the applicant's English 
exam score.

(2) Oral Examination
The applicant will explain his/her master thesis (or an 
equivalent work) and research plan for Doctor Course. He/She 
may hand out 15 copies of resume (A) (one or two sheets of 
A4 size paper) to examiners for explanation. A copy of his/her 
master thesis or an equivalent work (B) will be required at the 
oral examination. 

※ Regarding the above (A) and (B), the applicant for Schedule 
A should submit them (by PDF fi le) through email using the 
inquiry contact shown in "5. Other information" by noon on 
July 31st (Fri.).  The submission of (A) is optional.

※ An internet video conference system will be used in 
Schedule A exam. The method of Schedule B exam will be 
announced later on the department website. 

2. Examination Schedule
(1) Schedule A

(2) Schedule B
Planned in early February, 2021. The date will be announced in
December, 2020.

3．Application Documents to be presented
(1) Documents for the application indicated in the Guidelines for 
Applicants to Doctor Course (Application Form) 

(2) All applicants are required to submit sheets (A4 size 2 pages) 
explaining the purpose of study and research plan.

(3) Inquiry Sheet (Doctor) attached to this booklet
(4) TOEFL or IELTS Score 

試験科目 Subject 日時 Schedule 注意 Note

口述試験
Oral Exam.

８月５日（水）　9:00 ～
 Aug. 5 (Wed.)

ここでは、新領域創成科学研究科の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重要事項を説明する。
受験希望者は必ず募集要項も熟読すること。
This page gives supplementary information that is not described in the Guidelines for Applicants to Doctor Course 
(Application Form) issued by the GSFS. The applicants must also read the Guidelines carefully.

Information on 
Entrance Examination

自然環境学専攻
Dept. of Natural Environmental Studies入試情報
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インターネットビデオ会議システム
による実施を予定
Internet video conference system
will be used.

必要な機器等の詳細は、受験票発送時に
受験者に別途連絡する
Details (e.g., required devices) will be
informed later when we send
the examination admission ticket.
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博士課程
Doctor Course

4．社会人等特別選抜
社会人等特別選抜を行う。試験内容、提出書類等は一般
入試と同様。

5．その他
(1) 2020年9月（A日程）または2021年9月（B日程）の入学希
望を認める。詳細は4ページを参照のこと。

(2) 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。

(3) 志望調査票の希望指導教員は必ず1名以上記入すること。
(4) 入試説明会は中止となったが、関連する動画を専攻ホー
ムページに公開しているので参照すること

(5) 専攻ホームページアドレス
http://www.nenv.k.u-tokyo.ac.jp/

(6) 問い合わせ先：nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp

4．Special Selection for Applicants with Profession
Examination, Application Documents and Other Information 
are the same as applicants for ordinary examination.

5．Other Information
(1) Autumn Admission is allowed to the applicants who are 
scheduled to fi nish their master course in September 2020. 
Confi rm the necessary conditions in page 4.

(2) Contact a prospective advisor before application and 
consult about his/her research plan. However, failure in prior 
consultation doesn’t prevent application.

(3) At least one advisor should be chosen from the list of 
prospective advisors on inquiry sheet.

(4) The briefi ng sessions for applicants have been canceled; 
however, you can fi nd guidance videos for the application 
(Japanese only) on our website for your reference.

(5) Department Website
http://www.nenv.k.u-tokyo.ac.jp/

(6) Inquiry
nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp

2020 年 5月 16 日公開　第２版 Ver. 2  Published on May 16, 2020



１） 氏　名 Full Name

２） 受験番号（記入不要）　Application Number (Offi  cial use only)

３）志望者は希望指導教員について志望順位を第２志望まで数字で記入しなさい。必ず 1 名は選択し、第 2 志望は
必要な場合に限り記入すること。

 Please fi ll “1” and “2” in the [ 　 ] boxes to nominate your fi rst and second choice of prospective advisor. At least 
one advisor should be chosen, and you can nominate another advisor if necessary.

希望する専攻の志望調査票を切り取り、記入の上、願書と同時に提出すること
Detach and fi ll out the inquiry sheet of the department to which you will apply, 
and submit it together with the application form for the entrance examination. 

自然環境学専攻　
Department of Natural Environmental Studies

2021
志望調査票

Inquiry Sheet

博士課程  
Doctor Course

陸域環境学コース
Course of Terrestrial Environmental Studies
［　］山室 真澄 教授
 （YAMAMURO Masumi, Professor）
［　］穴澤 活郎 准教授
 （ANAZAWA Katsuro, Associate Professor）
［　］須貝 俊彦 教授
 （SUGAI Toshihiko, Professor）
［　］鈴木 牧 准教授
 （SUZUKI Maki, Associate Professor）
［　］奈良 一秀 教授
 （NARA Kazuhide, Professor)
［　］寺田 徹 准教授
 （TERADA Toru, Associate Professor）
［　］久保 麦野 講師
 （KUBO Mugino, Lecturer）
　　研究協力分野教員（Cooperative Program Staff ）
［　］小口 高 教授
 （OGUCHI Takashi, Professor)
［　］今須 良一 教授
 （IMASU Ryoichi, Professor)
　　連携講座教員（Collaborative Program Staff ）
［　］山本 裕史 教授
 （YAMAMOTO Hiroshi, Professor)
［　］山岸 隆博 准教授
 （YAMAGISHI Takahiro, Professor)
［　］渡辺 真人 教授
 （WATANABE Mahito, Professor)
［　］田村 亨 准教授
 （TAMURA Toru, Associate Professor)
　　兼担教員（Concurrent Staff ）
［　］芳村 圭 教授
 （YOSHIMURA Kei, Professor)

海洋環境学コース
Course of Marine Environmental Studies
［　］小島 茂明 教授
 （KOJIMA Shigeaki, Professor）
［　］芦 寿一郎 准教授
 （ASHI Juichiro, Associate Professor）
［　］小松 幸生 准教授
 （KOMATSU Kosei, Associate Professor）
［　］吉澤 晋 准教授
 （YOSHIZAWA Susumu, Associate Professor）
［　］木村 伸吾 教授
 （KIMURA Shingo, Professor）
　　研究協力分野教員（Cooperative Program Staff ）
［　］道田 豊 教授
 (MICHIDA Yutaka, Professor)
［　］山崎 俊嗣 教授
 (YAMAZAKI Toshitsugu, Professor)
［　］藤尾 伸三 准教授
 (FUJIO Shinzo, Associate Professor)
［　］田中 潔 准教授
 (TANAKA Kiyoshi, Associate Professor)
［　］小川 浩史 教授
 (OGAWA Hiroshi, Professor)
［　］福田 秀樹 准教授
 (FUKUDA Hideki, Associate Professor)
［　］乙坂 重嘉 准教授
 (OTOSAKA Shigeyoshi, Associate Professor)
［　］青山 潤 教授
 (AOYAMA Jun, Professor)
　　兼担教員（Concurrent Staff ）
［　］山本 光夫 准教授
 (YAMAMOTO Mitsuo, Associate Professor)
［　］小畑 元 教授
 (OBATA Hajime, Professor)
［　］佐藤 克文 教授
 (SATO Katsufumi, Professor)
［　］井上 広滋 教授
 (INOUE Koji, Professor)

４） 英語の試験の方法を選びなさい。
 Choose a type of English profi ciency test (Only for “Special Selection for Applicants with Overseas Education”）

 1.（　 ）  TOEFL Test Taker Score Report (Examinee Score Report) または IELTS Test Report Formを提出する
  I will submit TOEFL Test Taker Score Report (Examinee Score Report) or IELTS Test Report Form

 2.（　 ） 英語の試験の免除を申請する ／  Apply for the exemption of English profi ciency test
  ※以下の場合のみ免除申請可能：米、英、豪、加、ニュージーランドの大学／大学院の卒業（修了）者、見込み者
   Only applicable for those who have graduated or will graduate from a university or a graduate 

school in Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom, or the United States

　　スコアシートをいつ提出するか選びなさい。
 When do you submit the scoresheet of English profi ciency test? 

         （　 ）出願時に提出する　attach to the application documents
         （　 ）提出期限までに別送する  submit by the deadline in a separated envelope
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1. 入学願書 　Application Form
・ 志望専攻が記入されているか　Did you write your fi eld of interest? 
・ 裏面も記入されているか　Did you fi ll out back page as well?

２. ３. ４.  写真票A・B、受験票
Photo Ticket A, B/Examination Admission Ticket

・写真は貼付されているか　Did you attach your photographs?

5. 検定料証明書貼付台紙　Form to Attach Payment Certifi cate
・ 30,000円（支払方法は募集要項参照）

30,000 JP Yen (About payment, see “Boshu-Youkou” booklet)
※ 本学において2021年3月までに修士の学位を得る見込みの者および外国人出願

者のうち日本国政府（文部科学省）奨学金留学生は証明書の貼付不要。ただし、
本学に在学中（研究生含む）の者以外は、日本国政府（文部科学省）奨学金留学
生である証明書を提出すること
Payment Certifi cate is not necessary for students continuing after prospected 
graduation in Mar. 2021 at University of Tokyo, or Foreign Students with
Japanese Govt. Scholarship (MEXT). Enclose the certifi cate of MEXT scholar if 
you are not a current student (incl. research student) in the University of
Tokyo.

6. 成績証明書　Transcript/Academic Record
・ 学部の成績証明書（教養課程を含む）が必要

The transcript of your undergraduate course (Bachelor’s degree) is required.
・ 修士課程（博士前期課程）の成績証明書が必要

The transcript of your Master’s degree is required. 
※ 本研究科修士課程を修了又は修了見込みの者は不要。

Not necessary if you have graduated from Graduate School of Frontier Sciences, 
The University of Tokyo.

7. 卒業証明書　Certifi cate of Bachelor’s Degree/Diploma
※ 証明書は日本語又は英語で記載されているか。それ以外の場合、和訳または英訳

は添付されているか
Did you enclose either Certifi cate of Degree or Certifi cate of Expected Graduation? 
If yes, all above documents must be written in or translated into English or Japanese.

　  修了証明書　Certifi cate of Master’s Degree
・ 修了見込者は不要  Not necessary for those who are expected to take Master’ s degree.

※ 証明書は日本語又は英語で記載されているか。それ以外の場合、和訳または英訳
は添付されているか
The certifi cate must be written in or translated into English or Japanese

8. 返信用封筒　Self-addressed Return Envelope with Postage
・ 本人の住所・宛名を記入し、430円分の切手が貼付されているか

Did you write your name and address on an envelope with postal stamp of 
430 Japanese Yen?

9. あて名ラベル　Address Label

10. 志望調査票 　Inquiry Sheet
・ 博士用が正しく選ばれているか

Did you adequately choose Doctor’s Degree as your proposed degree?
・ 志望指導教員名等が正しく記載されているか

Did you correctly state your prospective adviser?

11. 学業・職務両立計画書　Research/Work Balance Plan
※ 企業・官公庁・団体などに在職し、在職の身分のまま入学を希望する場合、職務と

研究の両立方法を説明すること（A4判自由形式）
If you wish to attend school while staying in service of company, government, 
or organization, describe how you can get academic achievement while working 
(A4 size).

12. TOEFLまたはIELTSのスコアシート　TOEFL or IELTS Score Sheet

13. 住民票   Certificate of Residence
・ 現在日本に在住している場合に必要　Necessary for current resident in Japan
・ 本研究科在籍者は不要　Not Necessary for current student (incl. research student) 

of the Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo

14. 研究計画書　Research Plan
・A4判自由形式2枚程度    A4 size 2 pages

出身大学
Institution Graduated from:

外国人等特別選考受験者　　
Special Selection for Applicants with 
Overseas Education

A B C 社会人等特別選抜受験者Special Selection for Applicants with
Profession

博士一般入試受験者 
Ordinary Examination

A

日本人  Japanese 外国人  Foreigner
本学出身 :
Univ. of 
Tokyo

他学出身 : 
Other

本学出身 :
Univ. of 
Tokyo

他学出身 : 
Other

A AC B C

※ ※※ ※※

C A B C

※※ ※

※※

※

※※

※※

※

※※

※※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

2021 年度自然環境学専攻  博士課程用 Academic Year 2021, Dept. of Natural Environmental Studies (Doctor Course)

チェックシート このシートは□をチェック（    ）の上、提出願います。
Please use this Checklist to reconfi rm your documents by fi lling with the “      ” 
mark on each applicable □ box. Documents Checklist

受験志望
Application Category
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オンライン出願のため不要

オンライン出願のため不要

Toru
取り消し線

Toru
取り消し線




