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Doctoral Course
Information on Entrance Examination

博士課程入試情報

This part gives supplementary 
information that is not described 
in the Guidelines for Applicants to 
Doctoral Course (Application Form) 
issued by the GSFS.
The applicants must also read the 
Guidelines carefully and check the 
department website for the latest 
information.

ここでは、新領域創成科学研究科の
博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。また、必ず専攻ホームページで
最新の情報を確認すること。

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

自然環境学専攻
Department of  Natural Environmental Studies

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。
また、必ず専攻ホームページで最新の情報を確認すること。
This page gives supplementary information that is not described in the Guidelines for Applicants to Doctoral Course (Application Form) issued by the GSFS. 
The applicants must also read the Guidelines carefully and check the department website for the latest information.

1. Announcement

 Department of Natural Environmental Studies will conduct the 
Ordinary Examination and the Special Selection for Applicants 
with Profession in conventional (on-site) method in both the 
Schedule A and B, and will conduct the Special Selection for Ap-
plicants with Overseas Education using an online system in both 
the Schedule A and B. However, the Ordinary Examination and 
the Special Selection for Applicants with Profession might have to 
be conducted online, depending on spread status of the infec-
tious disease, COVID-19. Both the on-site and online exams are 
explained together in the following content. Application docu-
ments to be submitted are identical regardless of whether the 
Ordinary Examination and the Special Selection for Applicants 
with Profession are conducted on-site or online. Please be sure 
to obtain a revised information from the department website 
before you apply.

 

2. Examination 
2.1 Schedule A 

2.1.1 Ordinary Examination and Special Selection for Applicants 
with Profession

 [Conventional (On-site) method]

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

score. If the applicant presented both TOEFL and IELTS scores, the 
higher score will be approved. The applicant who has obtained or is 
expected to obtain a Master’s degree from the University of Tokyo 
are not requested to present TOEFL/IELTS score.

(2) Oral Examination
 ① The applicant will be examined for his/her fundamental knowledge 

as well as synthetic skills related to natural environmental studies.
 ② The applicant will explain his/her Master’ s thesis (or an equivalent 

work) and research plan for Doctoral Course. A copy of his/her 
Master’s thesis (or an equivalent work) (A) and a handout (two 
sheets of A4 size paper) for explaining the Master’s thesis and the 
research plan (B) are required at the oral examination. Regarding 
the above (A) and (B), the applicant should submit them (by PDF 
file) through email to nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp by noon on July 
22th (Fri.).

[Online method]
Oral examination will be conducted using an internet video conference system. 

 ① English
 TOEFL or IELTS score will be used as the applicant’s English exam 

score. If the applicant presented both TOEFL and IELTS scores, the 
higher score will be approved. 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.

 ② The applicant will be examined for his/her fundamental knowledge 
as well as synthetic skills related to natural environmental studies.

 ③ The applicant will explain his/her Master’s thesis (or an equivalent 
work) and research plan for Doctoral Course. A copy of his/her 
Master’s thesis (or an equivalent work) (A) and a handout (two 
sheets of A4 size paper) for explaining the Master’s thesis and the 
research plan (B) are required at the oral examination. Regarding 
the above (A) and (B), the applicant should submit them (by PDF 
file) through email to nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp by noon on July 
22th (Fri.).

1. はじめに

 　当専攻では、2022 年度に実施する入試を、一般入試と社会
人等特別選抜は A日程、B日程ともに従来通りの方法（非オン
ライン方式）で、外国人等特別選考は A 日程、B 日程ともにオ
ンライン方式で実施する予定です。ただし、一般入試と社会人
等特別選抜は、新型コロナ感染症の感染状況に応じて、オン
ライン方式で実施する可能性があります。以下では、両方式
による実施内容を併記します。なお、いずれの方式でも、出
願に必要な書類は同じです。実施方式を含む入試の最新情報
は、下記の専攻ホームページに掲示しますので、随時ご確認
ください。

2. 試験内容
2.1  A 日程

2.1.1 一般入試・社会人等特別選抜

［従来方式（非オンライン方式）］

(1) 筆記試験
 ① 英語
 出願時に提出した英語のスコアシートの成績を英語の成績として

採用する。なお、TOEFLスコアとIELTSスコアの両方を提出した
場合、高い方の成績を採用する。なお、本学大学院修士課程修
了（修了見込）者は英語のスコアシートの提出不要。

(2) 口述試験
 ① 自然環境学に関する基礎的素養と総合力について問う。
 ② 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。

なお、(A) 修士論文（またはこれに代わるもの）、および (B) 修士
論文と研究計画について合わせて A4 サイズ 2 枚にまとめた説明
資料、を必ず7月22日 (金) 正午までに、nyushi_nenv@k.u-tokyo.
ac.jp まで添付ファイル (PDF 形式 ) で送付すること。口述試験の
際には (B) の資料を参照しながら説明する。

[ オンライン方式 ]
インターネットビデオ会議システムを使用して、口述試験を実施する。

 ① 英語
 出願時に提出した英語のスコアシートの成績を英語の成績として

採用する。なお、TOEFLスコアとIELTSスコアの両方を提出した
場合、高い方の成績を採用する。なお、本学大学院修士課程修
了（修了見込）者は英語のスコアシートの提出不要。

 ② 自然環境学に関する基礎的素養と総合力について問う。
 ③ 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。

なお、(A) 修士論文（またはこれに代わるもの）、および (B) 修士
論文と研究計画について合わせて A4 サイズ 2 枚にまとめた説明
資料、を必ず7月22日 (金) 正午までに、nyushi_nenv@k.u-tokyo.
ac.jp まで添付ファイル (PDF 形式 ) で送付すること。口述試験の
際には (B) の資料を参照しながら説明する。
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2.1.2 外国人等特別選考

［オンライン方式のみ］
インターネットビデオ会議システムを使用して、口述試験を実施する。

 ① 英語
 出願時に提出した英語のスコアシートの成績を英語の成績として

採用する。なお、TOEFLスコアとIELTSスコアの両方を提出した
場合、高い方の成績を採用する。

 ② 自然環境学に関する基礎的素養と総合力について問う。
 ③ 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。

なお、(A) 修士論文（またはこれに代わるもの）、および (B) 修士
論文と研究計画について合わせて A4 サイズ 2 枚にまとめた説明
資料、を必ず7月22日 (金) 正午までに、nyushi_nenv@k.u-tokyo.
ac.jp まで添付ファイル (PDF 形式 ) で送付すること。口述試験の
際には (B) の資料を参照しながら説明する。

2.2 B 日程

 A日程入試と同じ。
 ただし、(A) 修士論文（またはこれに代わるもの）、および (B) 修

士 論 文と研 究 計 画について合わせて A4 サイズ 2 枚にまとめた
説明資料、を必ず 2023 年 1 月 20 日（金）正午までに、nyushi_
nenv@k.u-tokyo.ac.jp まで添付ファイル (PDF 形式 ) で送付する
こと。

3. 試験日程
(1) 入試日程 A

■ 一般入試・社会人等特別選抜
［従来方式（非オンライン方式）］

 

［オンライン方式］
インターネットビデオ会議システムによる実施を予定

 

2.1.2 Special Selection for Applicants with Overseas Education

[Only Online method]
Oral examination will be conducted using an internet video conference system. 

 ① English
 TOEFL or IELTS score will be used as the applicant’s English exam 

score. If the applicant presented both TOEFL and IELTS scores, the 
higher score will be approved. 

 ② The applicant will be examined for his/her fundamental knowledge 
as well as synthetic skills related to natural environmental studies.

 ③The applicant will explain his/her Master’s thesis (or an equivalent 
work) and research plan for Doctoral Course. A copy of his/her 
Master’s thesis (or an equivalent work) (A) and a handout (two 
sheets of A4 size paper) for explaining the Master’s thesis and the 
research plan (B) are required at the oral examination. Regarding 
the above (A) and (B), the applicant should submit them (by PDF 
file) through email to nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp by noon on July 
22th (Fri.).

2.2 Schedule B
 Same as Schedule A, but a copy of the applicant’s Master’s thesis 

(or an equivalent work) (A) and a handout (two sheets of A4 size 
paper) for explaining the Master’s thesis and the research plan 
(B) are required to be submitted by PDF file through email to 
nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp by noon on January 20 (Fri.), 2023.

3. Examination Schedule
(1) Schedule A

■ Ordinary Examination and Special Selection for Applicants 
with Profession

 [Conventional (On-site) method]
 

 

[Online method]
Internet video conference system will be used.

 

 試験科目 Subject 日時 Schedule 試験場所 Place

 試験科目 Subject 日時 Schedule 注意 Note

口述試験 ８月 3 日（水）・4 日（木）　  9:00 ～
Oral Exam. Aug. 3 (Wed.) and 4 (Thu.)  AM 9:00-

口述試験 ８月 3 日（水）・4 日（木）　  9:00 ～
Oral Exam. Aug. 3 (Wed.) and 4 (Thu.)   AM 9:00-

柏キャンパス（試験室は別途通知する）
Kashiwa Campus
The room will be announced later.

必要な機器等の詳細は、受験票発送時に受験者に
別途通知する。
Details (e.g., required devices ) will be informed later 
when we send the examination admission ticket. 
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■ 外国人等特別選考
［オンライン方式のみ］
インターネットビデオ会議システムによる実施を予定

(2) 入試日程 B
2023 年 2月上旬予定。2022 年 11月頃に告知

4. 提出書類
(1) 募集要項に記載のもの
(2) 本冊子綴込みのチェックリスト（博士）と志望調査票（博士）
(3) TOEFLまたは IELTS、あるいは両方のスコアシート。ただし、本

学大学院修士課程修了（修了見込）者は提出不要
(4) 研究計画書 （A4 サイズ自由形式 2 枚の PDFファイル）
(5) 修士論文（またはこれに代わるもの）の PDFファイル
(6) 口述試験に使用する、修士論文と研究計画についてまとめた説

明資料（A4 サイズ自由形式 2 枚の PDFファイル）

* (5), (6) は、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までメール添付して提出

5．その他
(1) 2022年10月（A日程）、2023年10月（B日程）の入学希望を認める。

詳細は 4 ページを参照。
(2) 受験希望者は、出願前に研究指導を希望する教員に必ず連絡を

取り、研究計画について相談をすること。ただし、事前相談をし
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) 専攻入試説明会日程（オンライン開催）

2022 年 5月8日（日）（環境学研究系合同開催）
http://nenv.k.u-tokyo.ac.jp/admission/exam_guidance

(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（自然環境学専攻入試担当教員） 
nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp

■ Special Selection for Applicants with Overseas Education
[Only Online method]
Internet video conference systemwill be used.

(2) Schedule B
Planned in early February 2023.
The date will be announced in November 2022.

4. Application Documents to be presented 
(1) Documents for the application indicated in the Guidelines for

Applicants to Doctoral Course (Application Form)
(2) Checklist and Inquiry Sheet (Doctor’s) attached to this booklet
(3) TOEFL and/or IELTS Score. 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.

(4) A short essay (PDF file, A4 size, 2 pages) about your research plan
in Doctoral Course

(5) Master’s thesis (or an equivalent work) (PDF file)
(6) A handout for explaining the Master’s thesis and the research plan, 

used in the oral exam (PDF file, A4 size, 2 pages)

* Regarding the above (5) and (6), the applicant is requested to
submit them through email 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.

5. Other Information
(1) Autumn Admission is allowed. See details in page 4.
(2)  The applicant of Doctoral Course is required to contact a 

prospective advisor before application and consult about his/her 
research plan. However, failure in prior consultation does not 
prevent application.

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

(4) Schedules of Briefing for Application (Online)
May 8 (Sun.), 2022 (All departments, Division of Environmental 
Studies)
http://nenv.k.u-tokyo.ac.jp/admission/exam_guidance

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

(6) Inquiry (Department Admissions Committee)
nyushi_nenv@k.u-tokyo.ac.jp
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試験科目 Subject 日時 Schedule 注意 Note

口述試験 ８月 3 日（水）・4 日（木）　  9:00 ～
Oral Exam. Aug. 3 (Wed.) and 4 (Thu.)   AM 9:00-

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