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修士課程
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。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。
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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。
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 Master Course (Application Form) issued by the GSFS.
Applicants must also read the Guidelines carefully and check the website of HEES for the latest information.

1．一般入試試験内容
（1）入試日程 A
① 英語試験
TOEFL ※ 1 のスコアシートの提出をもって英語の試験とする。
② 総合的試問
科学的素養を評価するための小論文の作成を求める。口述試験※
において、基礎学力、志望分野に関する基礎知識などについて
試問する。
※口述試験は日本語で行う。

③ 面接試験
研究意欲などについて試問※する。
※面接試験は日本語で行う。

（2）入試日程 B
① 英語試験
TOEFL ※ 1、TOEIC のスコアシート（いずれか、または両方）の提出
をもって英語の試験とする。
② 総合的試問
卒業研究またはこれに代わるものについて小論文
（研究概要）の作
成を求める。書類選考を通過した者に対して研究計画能力、研
究遂行能力、基礎知識などについて試問※する。
※口述試験は日本語で行う。

③ 面接試験
志望分野、研究意欲などについて試問※する。
※面接試験は日本語で行う。

※ 1 提出可能なスコアは TOEFL-PBT、TOEFL-iBT(Special Home Edition
を含む ) である。TOEFL-ITP は実施しないため注意すること。また、
TOEFL-ITP のスコアシートの提出も認めない。

1. Ordinary Examination
(1) Schedule A
① English Examination
The applicant is required to submit a valid TOEFL*1 score sheet.
The submitted score will be taken as the result of the English examination.
② Comprehensive Examination
The applicant is required to write a short essay for examining his/her
scientific literacy. In the oral examination*, the applicant is examined
on basic scholastic ability and basic knowledge in the area of his/her
interest.
* The oral examination is conducted in Japanese.
③ Interview

The applicant is examined* on motivation and commitment.
* The interview is conducted in Japanese.

(2) Schedule B
① English Examination
The applicant is required to submit valid TOEFL*1 or/and TOEIC
score sheet(s). The submitted score will be taken as the result of the
English examination.
② Comprehensive Examination
The applicant is required to write a short essay on his/her graduation
thesis or alternative. For those who passed the document screening,
an oral examination* is carried out to examine the applicant’s basic
scholastic ability and the ability to plan and perform research.
* The oral examination is conducted in Japanese.
③ Interview

The applicant is examined* on areas of interest, motivation and
commitment.
* The interview is conducted in Japanese.

2．一般入試日程 Schedule for Ordinary Examination
（1）入試日程 A
Schedule A
試験科目 Subject

日時 Schedule		

総合的試問
Comprehensive Exam.

小論文
Short Essay

2021 年７月下旬
Late July, 2021

口述試験
Oral Exam.

2021 年 8 月 17 日（火）または 18 日（水）
Aug. 17 (Tue.) or 18 (Wed.), 2021

面接試験		
Interview		

（2）入試日程 B

総合的試問
Comprehensive Exam.

日時 Schedule
小論文
Short Essay

2021 年 12 月中旬から下旬
Mid – Late Dec., 2021

口述試験
Oral Exam.

2022 年 1 月下旬から 2 月上旬
Late Jan. – Early Feb., 2022

面接試験		
Interview		

3

2021 年８月 23 日（月）
Aug. 23 (Mon.), 2021

試験場所 Place

オンライン
（ウェブ会議システムを利用）
Online
(through web conference system)

Schedule B

試験科目 Subject

1

*1 Applicants can submit either their TOEFL-PBT score or their TOEFL-iBT score
(including the Special Home Edition). Please note that HEES will not conduct
TOEFL-ITP test. The applicant may not submit a TOEFL-ITP score sheet.

2022 年 1 月下旬から 2 月上旬
Late Jan. – Early Feb., 2022

試験場所 Place

オンライン
（ウェブ会議システムを利用）
Online
(through web conference system)
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3．一般入試提出物
(1) 募集要項に記載のもの
(2) 本冊子綴込みの志望調査票（修士）
(3) 英語スコアシート※
（入試日程 A）
2021 年 8 月 4 日までに TOEFL スコアシートを提出すること。
（入試日程 B）
2022年1月18日までにTOEFLまたは
（および）
TOEICスコアシー
トを提出すること。
※ ETS からTOEFL スコアシートを取得するには時間を要するた
め、十分な時間の余裕を持って準備すること。提出が期限に
間に合わない場合は新領域教務チームに連絡すること。
(4) 小論文
（入試日程 A）
出願後に小論文の提出※を求める。
（入試日程 B）
出願後に卒業研究またはこれに代わるものについて日本語
で執筆された小論文の提出※を求める。
※ 書式、提出期限、提出先等の詳細は願書受付完了後に連絡する。

4．特別口述試験（入試日程 A のみ）
(1) 本専攻では、書類選考によって学部成績が優秀と判断され、
かつ本専攻への入学を第一志望とする者に対して、特別口
述試験を行う。特別口述試験において選抜された者は、一
般入試の英語試験と総合的試問を免除する。ただし、一般
入試の面接試験は受験しなければならない。
(2) 試験内容
志望分野に関する基礎学力などの試問※を行う。
※試験は日本語で行う。
(3) 試験日程
① 2021 年 7 月 3 日（土）
② 開始時刻、試験参加方法等は別途通知する。
(4) 提出物
一般入試の提出物 3. (1)(2) に加えて、次の書類を特別口述
試験出願期間内に提出すること。
出願の動機と修士において希望する研究内容を 2000 字以内
（A4 用紙書式自由）にまとめた日本語の小論文。
(5) その他
特別口述試験で選抜されなかった者は、追加で 3. (3)(4) に
記載の TOEFL スコアシート※ および小論文を提出することで
一般入試を受験できる。
※ ETS からTOEFL スコアシートを取得するには時間を要するた
め、十分な時間の余裕を持って準備すること。提出が期限に
間に合わない場合は新領域教務チームに連絡すること。

3. Application Materials for Ordinary Examination
(1) Materials for the application indicated in the Guidelines for Applicants to Master Course.
(2) Inquiry Sheet (Master) attached in this Guide.
(3) English score sheet(s) *
(Schedule A)
TOEFL score sheet is required by August 4, 2021.
(Schedule B)
TOEFL or/and TOEIC score sheet(s) is/are required by January 18,
2022.
* As it takes time to obtain the TOEFL score sheet from ETS, be sure to allow
enough time for preparation. Those who cannot make the deadline must
contact the Student Affairs Team of the GSFS.

(4) Short essay
(Schedule A)
A short essay* is required after the acceptance of application.
(Schedule B)
A short essay* in Japanese on the applicant’s graduation thesis or
alternative is required after the acceptance of application.
* The format, the deadline, the submission address, etc. will be informed after
the acceptance of application.

4. Special Oral Examination(Only for Schedule A）
(1) We will conduct a Special Oral Examination for applicants who are
judged through document screening as ones who have achieved
academic excellence and who wish to enter this department as
the first preference. Those who are selected by the Special Oral
Examination will be exempted from the English examination and the
comprehensive examination of the Ordinary Examination, but will
be requested to join the Interview.
(2) Special Oral Examination
The applicant is examined* on basic scholastic ability in the area of
his/her interest and other issues.
* The examination is conducted in Japanese.

(3) Examination Schedule
① July 3 (Sat.), 2021
② Time, procedure of the examination, etc. will be informed later.
(4) Application Materials
Those who wish to take the Special Oral Examination must submit
the following materials in addition to those required for the Ordinary Examination 3. (1)(2), during the application period of the
Special Oral Examination.
A Japanese essay describing your motivation of application and
what you want to study if admitted in less than 2000 characters (free
form on A4 size papers).
(5) Other Information
Those who are not selected by the Special Oral Examination can take
the Ordinary Examination with submitting a TOEFL score sheet* and
an essay described in 3. (3)(4).
* As it takes time to obtain the TOEFL score sheet from ETS, be sure to allow
enough time for preparation. Those who cannot make the deadline must
contact the Student Affairs Team of the GSFS.
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5．外国人等特別選考
外国人等特別選考は、一般入試日程 A、B に合わせて年 2 回行な
われる。書類選考のみによって行なわれ、筆記試験および口述試験
は課されない。ただし、一般入試（特別口述試験を含む）
と併願でき
ない。
外国人等特別選考の受験を希望する者は、出願前に研究指導を
希望する教員に必ず連絡を取り、指導が可能であるとの承諾を得る
こと。一般入試と試験方法が異なり、募集要項に記載されていない
書類も提出する必要がある。試験方法および提出物の詳細につい
ては、研究指導を希望する教員に問い合わせること。提出物には
TOEFL スコアシートや推薦状等、準備に時間を要するものがあるの
で、十分な時間の余裕をもって準備すること。

6．その他
(1) 検定料※
30,000 円：一般入試受験者、特別口述試験受験者
10,000 円：外国人等特別選考受験者
※ 外国人出願者のうち日本国政府（文部科学省）奨学金留学生は支
払い不要である。
(2) 入試日程 A において所定の条件を満たす合格者には 2021 年 10
月入学を認める。
(3) 入試日程 B において所定の条件を満たす外国人等特別選考の合
格者には 2022 年 10 月入学を認める。
(4) 入試説明会日程※
① 2021 年 5 月 1 日（土）オンライン（人間環境学専攻）
② 2021 年 5 月 8 日（土）オンライン（環境学研究系合同）
③ 2021 年 6 月 5 日（土）オンライン（人間環境学専攻）
※変更となる可能性があるため専攻ホームページの情報を確認すること。

(5) 専攻ホームページアドレス
http://www.h.k.u-tokyo.ac.jp/
(6) 専攻特有の入試情報に関する問い合わせ先
contact@h.k.u-tokyo.ac.jp

5. Special Selection for Applicants with Overseas Education
Special Selection for Applicants with Overseas Education is carried out
twice a year at the same time as the Ordinary Examination (Schedule A,
B). Applicants are examined by the screening of documents, without
written or oral examination. However, applicants can not apply for
both the Special Selection for Applicants with Overseas Education
and the Ordinary Examination (including Special Oral Examination) at
the same time.
Those who wish to take the Special Selection for Applicants with
Overseas Education must contact prospective advisors and get permission for the mentorship. Since the selecting procedure is different
from that of the Ordinary Examination, there are several additional
materials necessary besides the documents listed in the Guidelines for
Applicants to Master Course. Contact the prospective advisor and ask
for details. Some additional materials, such as the TOEFL score sheet,
letters of recommendation, etc., may take time to prepare. Be sure to
start preparing your materials with plenty of time to spare.
6. Other Information
(1) Screening Fee*
30,000 JP Yen: Ordinary Examination, Special Oral Examination
10,000 JP Yen: Special Selection for Applicants with Overseas Education

* No payment required for Foreign Students with Japanese Govt. Scholarship
(MEXT).

(2) Admission in October, 2021 is allowed to those who satisfy the
specified criteria in Schedule A.
(3) Admission in October, 2022 is allowed to those who satisfy the
specified criteria and apply for Special Selection for Applicants with
Overseas Education in Schedule B.
(4) Schedules of Briefing for Application*
① May 1 (Sat.), 2021. Online
(Department of Human and Engineered Environmental Studies).
② May 8 (Sat.), 2021. Online
(Division of Environmental Studies joint briefings).
③ June 5 (Sat.), 2021. Online
(Department of Human and Engineered Environmental Studies).
* As the schedule may be changed, check the website of HEES for the latest
information.

(5) Department Website
http://www.h.k.u-tokyo.ac.jp/
(6) Inquiry for the department specific information
contact@h.k.u-tokyo.ac.jp
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Doctoral Course

Information on Entrance Examination

2022

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.

博士課程
入試情報
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。

25

入試情報：博士課程

人間環境学専攻

Information on Entrance Examination: Doctoral Course Department of Human and Engineered 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.
Applicants must also read the Guidelines carefully and check the website of HEES for the latest information.

1．一般入試試験内容
（入試日程 A、B）
① 英語試験
TOEFL ※ 1 のスコアシートの提出をもって英語の試験とする※。
※ 本学の修士課程を修了、修了見込みの者はスコアシートの提出
を免除する。

② 口述試験
修士の学位論文またはこれに代るものについて口頭発表を
行い、発表内容に関する事項、志望分野、研究計画などに
ついて試問する。
※ 1 提 出 可 能 な ス コ ア は TOEFL-PBT、TOEFL-iBT(Special Home
Edition を含む ) である。TOEFL-ITP は実施しないため注意す
ること。また、TOEFL-ITP のスコアシートの提出も認めない。

1. Ordinary Examination
(Schedule A, B)
① English Examination
The applicant is required to submit a valid TOEFL*1 score sheet. The
submitted score will be taken as the result of the English examination*.
* Those who were graduated or will be graduated from any master course of
the University of Tokyo, do not need to submit the score sheet.

② Oral Examination

The applicant shall present his/her master thesis or comparable
studies, and is examined on the topics of the presentation, field of
interest, study plans, etc.

*1 Applicants can submit either their TOEFL-PBT score or their TOEFL-iBT score
(including the Special Home Edition). Please note that HEES will not conduct
TOEFL-ITP test. The applicant may not submit a TOEFL-ITP score sheet.

２．一般入試日程 Schedule for Ordinary Examination
(1) 入試日程 A
Schedule A
① 1 次試験
The First Examination
試験科目 Subject
口述試験
Oral Exam.

日時 Schedule
2021 年 8 月 17 日（火）または 8 月 18 日（水）
Aug. 17 (Tue.) or Aug. 18 (Wed.), 2021

② ２次試験
修士論文等の審査を 2022 年 1 月末〜 2 月上旬にオンライン
（ウェブ会議システムを利用）で行う。日時、試験参加方法
等は後日連絡する。なお、2021 年 10 月入学を希望する者に
対しては、1 次試験の口述試験が 2 次試験を兼ねる。
(2) 入試日程Ｂ
修士の学位論文またはこれに代わるものの審査を 2022 年 1
月末 〜 2 月上旬にオンライン（ウェブ会議システムを利用）で
行う。日時、方法等は後日連絡する。

３. 一般入試提出物
(1) 募集要項に記載のもの
(2) 本冊子綴込みの志望調査票（博士）
(3) 英語スコアシート※
（入試日程 A）
2021 年 8 月4 日までに TOEFL スコアシートを提出すること。
（入試日程 B）
2022 年 1 月18 日までに TOEFL スコアシートを提出すること。
※ ETS からTOEFL スコアシートを取得するには時間を要するため、
十分な時間の余裕を持って準備すること。提出が期限に間に合わ
ない場合は新領域教務チームに連絡すること。

(4) 口述試験の際の配布資料として、修士論文のコピー、また
はこれに代わるもの、研究内容と研究計画をまとめた論文
要旨を提出すること。論文要旨の書式、提出期限、提出先
は後日通知する。
(5) 日本語能力証明書（日本以外の大学・大学院を卒業した場
合に必要）

1

2

試験場所 Place
オンライン（ウェブ会議システムを利用）
Online (through web conference system)

② The Second Examination

The applicant is required to present his/her master thesis or an
equivalent work during late January – early February, 2022 in an
online manner (through web conference system). Date, method of
examination, etc. will be announced later. For those who wish to be
enrolled in October, 2021, the second examination is contained in
the first examination.

(2) Schedule B
The applicant is required to present his/her master thesis or an
equivalent work during late January – early February, 2022 in an
online manner (through web conference system). Date, method of
examination, etc. will be announced later.
3. Application Materials for Ordinary Examination
(1) Materials for the application indicated in the Guidelines for Applicants to Doctoral Course.
(2) Inquiry Sheet (Doctoral Course) attached in this Guide.
(3) English score sheet*
(Schedule A)
TOEFL score sheet is required by August 4, 2021.
(Schedule B)
TOEFL score sheet is required by January 18, 2022.
* As it takes time to obtain the TOEFL score sheet from ETS, be sure to allow
enough time for preparation. Those who cannot make the deadline must
contact the Student Affairs Team of the GSFS.

(4) The applicant is required to submit a copy of his/her master thesis
or an equivalent, the abstract of his/her studies and the plan of
study. The format, the deadline, and the sending address will be
informed later.
(5) Japanese Proficiency Certificate (necessary for applicants who
graduated from universities and/or graduate schools outside of
Japan).
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４．社会人等特別選抜
(1) 試験日程
社会人等特別選抜は、一般入試日程 A、B に合わせて年 2 回
行なわれる。
(2) 試験内容
一般入試と試験方法が異なり、書類選考と口述試験により合
否を決定する。筆記試験は行わない。
(3) 提出物
① TOEFL ※、TOEIC のスコアシート（いずれか、または両方）の
提出を求める※※。
※ ETS から TOEFL スコアシートを取得するには時間を要するた
め、十分な時間の余裕を持って準備すること。提出が期限に
間に合わない場合は新領域教務チームに連絡すること。
※※ 本学の修士課程を修了、修了見込みの者は、スコアシートの
提出を免除する。

② 一般入試とは異なり、募集要項に記載されていない書類も
提出する必要がある。出願前に研究指導を希望する教員に
必ず連絡を取り、試験方法および提出物の詳細について確
認し、指導が可能であるとの承諾を得ること。提出物には準
備に時間を要するものがあるので、十分な時間の余裕をもっ
て準備すること。
(4) 口述試験
修士の学位論文またはこれに代るもの（業務として取り組んだ
研究・開発成果など）について口頭発表を行い、発表内容に
関する事項、志望分野、研究計画などについて試問する。
５．外国人等特別選考
外国人等特別選考は、一般入試日程 A、B に合わせて年 2 回
行なわれる。外国人等特別選考の受験を希望する者は、出願前
に研究指導を希望する教員に必ず連絡を取り、指導が可能であ
るとの承諾を得ること。一般入試と試験方法が異なり、募集要
項に記載されていない書類も提出する必要がある。試験方法お
よび提出物の詳細については、研究指導を希望する教員に問い
合わせること。提出物には TOEFLスコアシートや推薦状等、準備
に時間を要するものがあるので、十分な時間の余裕をもって準備
すること。
６．その他
(1) 検定料※
30,000 円：一般入試受験者、社会人等特別選抜受験者
10,000 円：外国人等特別選考受験者
※ 本学において 2022 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
は支払い不要。

(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し、指導が可能であるとの承諾を得ること。
(3) 入試日程 A において所定の条件を満たす合格者には 2021 年
10 月入学を認める。
(4) 入試日程 B において所定の条件を満たす外国人等特別選考
の合格者には 2022 年 10 月入学を認める。
(5) 入試説明会日程※
① 2021 年 5 月 1 日（土）オンライン
（人間環境学専攻）
② 2021 年 5 月 8 日（土）オンライン
（環境学研究系合同）
③ 2021 年 6 月 5 日（土）オンライン
（人間環境学専攻）
※ 変更となる可能性があるため専攻ホームページの情報を確認すること。

(6) 専攻ホームページアドレス
http://www.h.k.u-tokyo.ac.jp/
(7) 専攻特有の入試情報に関する問い合わせ先
contact@h.k.u-tokyo.ac.jp
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4. Special Selection for Applicants with Profession
(1) Examination Schedule
Special Selection for Applicants with Profession is carried out twice
a year at the same time as the Ordinary Examination (Schedule A, B).
(2) Selecting Procedure
Since the selecting procedure is different from that of the Ordinary
Examination, applicants are selected by the screening of documents
and the oral examination, without any written examinations.
(3) Application Materials
① Applicants are required to submit valid TOEFL* or/and TOEIC
score sheet(s)**.
* As it takes time to obtain the TOEFL score sheet from ETS, be sure to allow
enough time for preparation. Those who cannot make the deadline must
contact the Student Affairs Team of the GSFS.
**Those who were graduated or will be graduated from any master course of
the University of Tokyo, do not need to submit the score sheet.
② Different from the Ordinary Examination, there are several additional

materials necessary besides the materials listed in the Guidelines for
Applicants to Doctoral Course. Those who wish to take the Special
Selection for Applicants with Profession must contact their prospective advisors before application, ask for details and get permission
for the mentorship. Some additional materials may take time to
prepare. Be sure to start preparing your materials with plenty of
time to spare.
(4) Oral Examination
The applicant is required to present his/her master thesis or comparable
studies (Achievements from research and/or development obtained
in his/her career, etc.), and is examined on the topics of the presentation, field of interest, study plans, etc..
5. Special Selection for Applicants with Overseas Education
Special Selection for Applicants with Overseas Education is carried out
twice a year at the same time as the Ordinary Examination (Schedule
A, B). Those who wish to take the Special Selection for Applicants with
Overseas Education must contact their prospective advisors and get
permission for the mentorship. Since the selecting procedure is different from that of the Ordinary Examination, there are several additional
materials necessary besides the materials listed in the Guidelines for
Applicants to Doctoral Course. Contact the prospective advisor and
ask for details. Some additional materials, such as the TOEFL score
sheet, letters of recommendation, etc., may take time to prepare. Be
sure to start preparing your materials with plenty of time to spare..
6. Other Information
(1) Screening Fee*
30,000 JP Yen: Ordinary Examination, Special Selection for
		
Applicants with Profession
10,000 JP Yen: Special Selection for Applicants with Overseas Education

* No payment required for continuing students with prospective graduation
by the end of March, 2022 from The University of Tokyo, or Foreign Students
with Japanese Govt. Scholarship (MEXT).

(2) Contact a prospective advisor before application, consult about
your research plan and get permission for the mentorship.
(3)		Admission in October, 2021 is allowed to those who satisfy the
specified criteria in Schedule A.
(4) Admission in October, 2022 is allowed to those who satisfy the
specified criteria and apply for Special Selection for Applicants with
Overseas Education in Schedule B.
(5) Schedules of Briefing for Application*
① May 1 (Sat.), 2021. Online
(Department of Human and Engineered Environmental Studies) .
② May 8 (Sat.), 2021 . Online
(Division of Environmental Studies joint briefings).
③ June 5 (Sat.), 2021. Online
(Department of Human and Engineered Environmental Studies) .
* As the schedule may be changed, check the website of HEES for the latest
information.
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(6) Department Website
http://www.h.k.u-tokyo.ac.jp/
(7)		Inquiry for the department specific information
contact@h.k.u-tokyo.ac.jp

