志望調査票：博士課程
Inquiry Sheet: Doctoral Course

2023

自然環境学専攻

Department of Natural Environmental Studies

希望する専攻の志望調査票に記入の上、オンライン出願の際にアップロードすること。
Fill out the inquiry sheet of the department to which you will apply, and submit it together with the other required materials
through the Online application system.

１）氏

名 Full Name

２）受験番号（記入不要） Application Number (Official 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 fill “1” and “2” in the [
] boxes to nominate your first and second choice of prospective advisor. At least
one advisor should be chosen, and you can nominate another advisor if necessary.
陸域環境学コース
Course of Terrestrial Environmental Studies

海洋環境学コース
Course of Marine Environmental Studies

［ ］山室 真澄 教授（YAMAMURO Masumi, P）

［ ］小島 茂明 教授（KOJIMA Shigeaki, P）

［ ］穴澤 活郎 准教授（ANAZAWA Katsuro, AP）

［ ］芦 寿一郎 准教授（ASHI Juichiro, AP）

［ ］須貝 俊彦 教授（SUGAI Toshihiko, P）

［ ］小松 幸生 准教授（KOMATSU Kosei, AP）

［ ］鈴木 牧 准教授（SUZUKI Maki, AP）

［ ］吉澤 晋 准教授（YOSHIZAWA Susumu, AP）

［ ］奈良 一秀 教授（NARA Kazuhide, P）

［ ］木村 伸吾 教授（KIMURA Shingo, P）

［ ］寺田 徹 准教授（TERADA Toru, AP）

研究協力分野教員（Cooperative Program Staff）

［ ］久保 麦野 講師（KUBO Mugino, L)

［ ］藤尾 伸三 准教授（FUJIO Shinzo, AP）

［ ］中村 和彦 講師 (NAKAMURA Kazuhiko, L)

［ ］田中 潔 准教授（TANAKA Kiyoshi, AP）

研究協力分野教員（Cooperative Program Staff）

［ ］小川 浩史 教授（OGAWA Hiroshi, P）

［ ］小口 高 教授（OGUCHI Takashi, P)

［ ］福田 秀樹 准教授（FUKUDA Hideki, AP）

［ ］今須 良一 教授（IMASU Ryoichi, P)

［ ］乙坂 重嘉 准教授（OTOSAKA Shigeyoshi, AP）

連携講座教員（Collaborative Program Staff）

［ ］青山 潤 教授（AOYAMA Jun, P）

［ ］山本 裕史 教授（YAMAMOTO Hiroshi, P)

［ ］峰岸 有紀 准教授（MINEGISHI Yuki, AP）

［ ］倉持 秀敏 教授（KURAMOCHI Hidetoshi, P)

［ ］平林 頌子 講師 (HIRABAYASHI Shoko, L)

［ ］山岸 隆博 准教授（YAMAGISHI Takahiro, AP)

［ ］萩原 聖士 特任講師 (HAGIHARA Seishi, PL)

［ ］渡部 春奈 准教授（WATANABE Haruna, AP)

兼担教員（Concurrent Staff）

［ ］田村 亨 准教授（TAMURA Toru, AP)

［ ］山本 光夫 准教授（YAMAMOTO Mitsuo, AP）

［ ］清家 弘治 准教授（SEIKE Koji, AP)

［ ］小畑 元 教授（OBATA Hajime, P）

兼担教員（Concurrent Staff）
［ ］芳村 圭 教授（YOSHIMURA Kei, P)

［ ］佐藤 克文 教授（SATO Katsufumi, P）
［ ］井上 広滋 教授（INOUE Koji, P）

４）英語のスコアシートの提出方法を選択しなさい。（全受験者。ただし、本学大学院修士課程を修了又は修了見込み
の者は提出不要。）
Choose the manner of submitting English score report (for all applicants, but the applicant who has obtained or is
expected to obtain a Master’ s degree from The University of Tokyo is not requested to present TOEFL/IELTS score.)
1.    

TOEFL Test Taker Score Report (Examinee Score Report) または IELTS Test Report Form（あるいは両方）を提出する
I will submit TOEFL Test Taker Score Report (Examinee Score Report) and/or IELTS Test Report Form

スコアシートをいつ提出するか、どちらかに ✓ を付けなさい。／ Select by filling with the “ ✓ ” mark
  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 separately
※ 別送の場合、A 日程では 2022 年 7 月 22 日 ( 金 ) 正午まで、B 日程では 2023 年 1 月 20 日（金）正午までに、
nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp へ添付ファイル (PDF 形式 ) で送付すること。
If you submit separately, the Score Report is required to be sent through email by PDF files to nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp
by noon on July 22 (Fri.), 2022 for the Schedule A and by noon on January 20 (Fri.), 2023 for the Schedule B.

2.    

英語の試験の免除を申請する ／  Apply for the exemption of submitting English score report
※ 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

