
 
 

受験生配付用 令 和 ４ （ 2 0 2 2 ）年 度 外 国 人 学 生 特 別 選 抜 試 験 概 要 

 農 学 生 命 科 学 研 究 科 

 
 
 
 
試 験 期 日 
 

及び 
 

場 所 
 

修士課程／博士後期課程 

【生圏システム学専攻以外】 

・語学（英語）    TOEFLのオフィシャルスコア提出 

・専門科目等     日程、方法は別紙を参照すること。 

【生圏システム学専攻】 

・語学（英語）    令和４年２月１日（火） オンライン試験 

・語学（日本語）   令和４年２月１日（火） オンライン試験 

・専門科目      令和４年２月１日（火） オンライン試験 

※語学（日本語）は生圏システム学専攻志望者で、かつ、志望教員から許可を得た場合に選択できる。他の専攻志望者は英語の

み受験できる。 

・口述試験      日程、方法は別紙を参照すること。 

上記及び別紙に記載している内容は予定であり、日程、方法、試験場所等についての詳細は、令和４年１月上旬に郵送する「受

験者心得」で確認すること。 

森林科学専攻受験者で日本国政府の入国制限のため日本に渡航できない等により受験が出来ない者は、２月１日（火）に小論文

問題が与えられるので、２月８日（火）までに解答を行うこと。その解答に基づいてオンライン口述試験を行う。森林科学専攻

受験者で日本国政府の入国制限等により日本に渡航できない者は事前に問い合わせること。 

生圏システム学専攻以外の受験者のうち在住国でＴＯＥＦＬ試験が開催されていない等により受験・スコア提出が出来ない者は

問い合わせること。 

応用動物科学専攻は、ＴＯＥＦＬ以外でＴＯＥＩＣ、ＩＥＬＴＳ、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｅｘａｍスコアの提出を認める。  

試 験 科 目 
令和４（２０２２）年度農学生命科学研究科修士課程募集要項（外国人特別選抜）・同博士後期課程募集要項（外国人特別選抜）（以下、募集要項。

令和３年１１月公表予定）による。専門科目等の解答言語は英語又は日本語とする。なお、専門科目問題において基礎的な内容を含む専攻がある。 

出 願 資 格 
募集要項を参照のこと。ただし、日本の大学を卒業した者（卒業見込・退学を含む。）又は日本の大学院を修了した者（修了見込・退学を含む。）は

原則として初等、中等教育も含めて日本語以外の言語で教育を受けるプログラムの卒業・修了（見込）者に限る。なお、出願資

格審査を要する者は令和３年１１月１０日（水）までに志望する専攻を通して申し出ること。 

入学願書配付 

令和３年１１月２４日（水）～１１月２５日（木） 

※出願を希望する者は、１０月末までに必ず志望指導教員へ申し出ること。入学願書は申し出のあった者に大学院学生担当から

メールで配付する。申し出をした者でメールが届かない場合は、大学院学生担当まで連絡すること。 

※申し出及び願書記載のメールアドレスは２０２２年３月末まで受信可能なものを使用すること。 

入 学 願 書 提 出 期 日 
 

及び 

 
提 出 場 所 

令和３年１２月７日（火）～１２月９日（木）  ９：３０～１１：３０、１３：３０～１６：３０ 

出願は窓口提出又は郵送とする。 

＜窓口での出願＞ 提出場所：東京大学農学部３号館１階 学生サービスセンター 大学院学生担当窓口 

＜郵送での出願＞（９日までに到着したものを受け付ける。） 

宛先：〒１１３－８６５７ 東京都文京区弥生１－１－１ 東京大学大学院農学生命科学研究科事務部（大学院学生担当） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
提 出 書 類 
 
※印は本研究科所

定のものを用いる

こと 

※①入学願書・受験票 

②返信用封筒（２通。出願者本人の宛名を記入し、日本国内から出願の場合は384円分の切手を貼ること。） 

※③検定料振込金受付証明書貼付台紙／検定料証明書貼付台紙（検定料：３０，０００円） 

   「銀行振込」又は「コンビニエンスストア又はクレジットカードでの払込」若しくは「ペイジー対応ＡＴＭ、ペイジー対応

ネットバンク、ネット専業銀行での払込」のいずれかに限る。いずれの場合においても振込手数料又は払込手数料は出願

者本人の負担となるので留意すること。 

日本政府（文部科学省）奨学金留学生は、検定料は不要。ただし、本学在学中（研究生を含む）の者以外は、日本政府（文

部科学省）奨学金留学生である旨の証明書を提出すること。 

※④志望指導教員の確認書 

※⑤研究計画書（修士号を取得していない博士後期課程出願者のみ） 

⑥志望理由書（様式、部数は募集要項による 森林科学専攻（修士課程・博士後期課程）出願者） 

⑥志望理由書（２，０００字以内、様式随意） １部（農業・資源経済学専攻（修士課程）出願者） 

⑦修士学位論文又はこれに代わるもの、及びその要旨（博士後期課程出願者のみ） 

⑧卒業証明書（博士後期課程出願者は修士課程修了証明書も必要） 

 ⑨成績証明書（博士後期課程出願者は修士課程成績証明書も必要） 

 ⑩TOEFLのオフィシャルスコア（生圏システム学専攻の受験者を除く） 

 ⑪志望専攻が指定した書類 

(注)⑦の提出部数は募集要項を参照すること。なお、修士学位論文以外の論文、報告書及び要旨等は提出任意とする。 

(注)本研究科に研究生として在籍している者は、⑧及び⑨を研究生への出願・入学時に提出したものに代えることができる。希

望する場合は、令和３年１２月３日（金）までに大学院学生担当へ申し出て指示を受けること。 

本研究科の研究生以外の者は、上記のもの以外に次の書類を提出すること。 

 ⑫推薦書（出身大学・大学院の学長、学部長、学科主任教授又は指導教員が作成したもの） 

⑬日本語学力証明書（出身大学の教員等が作成したもの、又は「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証 

明書（得点区分の入ったもの）」とする。日本国籍の者は不要） 

⑭在留カードの写し（両面）（現に、日本国内に在住している者のみ。日本国籍の者は不要） 

(注)提出書類、検定料の詳細は、１１月下旬配付予定の募集要項で発表する。 

合 格 発 表 
令和４年２月２４日（木）１０：００ 農学部３号館１階 学生サービスセンター内掲示板に掲示。 

同日中に研究科ホームページにも掲載する。合格者は、大学院学生担当窓口で入学手続書類を受領すること。 

(注)出願書類を偽造した者は、入学後においても遡って入学を取り消す。 

その他 新型コロナウイルス等の流行状況により、上記を変更する場合がある。 
  



  
 

 

For 
applicants 

Graduate School of Agricultural and Life Sciences 

The University of Tokyo 

Outline of the Special Selective Examination for International Students— Academic Year 

2022 

*For details, refer to the application guidelines distributed in November 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time,  
 

Date 
 

and 
 

Place of 
Examination 

MSc Program／PhD Program 

【Departments other than Ecosystem Studies】 
・Language Requirement 

English:  submit TOEFL official score 

・Specialized Subjects 

Please refer to “Attached Sheet” for the schedule and method. 

【Ecosystem Studies】 

・Language Requirement 

English :  February 1, 2022 (Tue.)  Online Examination 

Japanese:  February 1, 2022 (Tue.)  Online Examination 

※Applicant for Ecosystem Studies can select Japanese only if you have permission from your 

prospective supervisor. (Other departments: English only)  

・Specialized Subjects   February 1, 2022 (Tue.)  Online Examination 

・Oral Examination     
 Please refer to “Attached Sheet” for the schedule and method. 

Above and “Attached Sheet” is the tentative schedule. For details (schedule, method, examination 
site, etc.), refer to the “DETAILS FOR THE SPECIAL SELECTIVE EXAMINATION FOR INTERNATIONAL 
STUDENTS” which will be sent in early January 2022.  
Applicants to Forest Science who cannot come to Japan due to immigration restrictions by the Japanese government 
should submit the answers to the essay question given on February 1, by February 8. An online oral examination will 
be conducted based on the answers. Applicants to Forest Science who cannot come to Japan due to immigration 
restrictions imposed by the Japanese government should make inquires in advance. 
Applicants to departments other than Ecosystem Studies who cannot submit TOEFL scores since TOEFL is not held in the 
country of residence should contact us. Animal Resource Sciences allows the submission of TOEIC, IELTS, and Cambridge 
Exam scores other than TOEFL. 

Test Subjects 
Refer to the application guidelines academic year 2022 (which will be announced in November). Applicants are required 
to answer the questions of Special Subjects in English or Japanese. In some departments, basic questions may be asked 
in Special Subjects. 

Eligibility 
Requirements 

Refer to the application guidelines academic year 2022 (which will be announced in November). 

*In principle, only those who have graduated or are expected to graduate from a course taught in 

languages other than Japanese including primary/secondary education are eligible to apply. 

*Those who have graduated/are expected to graduate from a university in Japan or those who do not 

have a diploma must contact the administrative department of this graduate school no later than 

November 10, 2021. 

Application 
Forms 

<Distribution>  
November 24, 2021 (Wed.) ～ November 25, 2021 (Thu.) 
Those who wish to take the examination must contact the prospective supervisor by the end of October. 
The Graduate Student Section will send the application form by e-mail to those who have requested to 
their prospective supervisors. If you have made the request to your prospective supervisor but do not 
receive the e-mail, please contact the Graduate Student Section. Please inform your prospective 
supervisor of your e-mail address that is valid until the end of March. Please use the same e-mail 
address when writing in the application form. 

Application 
Period and 

Submission of 
Application 
Documents 

Application documents must be submitted in person or by post. 
<Period> 
December 7, 2021 (Tue.) ～ December 9, 2021 (Thu.) 9:30～11:30 a.m. and 1:30～4:30 p.m. 
※If the application documents are delivered by post, it must reach us no later than December 9, 2021 
(Thu.). 
Place of submission/Mailing Address 
1-1-1 Yayoi Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, JAPAN (At the Students Center, the first floor of the Bldg.3) 
Graduate Student Section, Academic Affairs Division, Graduate School of Agricultural and Life 
Sciences 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application 
Documents 

 

①Application Form and Examination ID Card. 

②Two reply envelopes(Write the address and the name of the applicant, and put a stamp (384 yen) on 

the envelopes if you are in japan.) 

③Proof of examination fee payment (30,000 yen). Payment of Examination Fee should be made through 

one of the following: "bank transfers", "convenience stores or credit cards", or "Pay-easy-compliant 

ATMs, Pay-easy-compliant internet banking, or internet-only banks". In either case, applicants should 

pay the handling fees.  

※Applicants who are presently MEXT Scholars are exempt. MEXT Scholars should submit a certificate 

stating that they are recipients of the Japanese Government Scholarship. 

④Confirmation Letter signed by the prospective supervisor 

⑤Research Proposal(necessary only for applicants of PhD who do not have a master’s degree) 

⑥Statement of the reason to apply for admission (Less than 2,000 words, 1 copies. Only MSc: 

Agricultural and Resource Economics)  

⑥Statement of the reason to apply for admission (For the number of copies and the form to be 

submitted, refer to the application guidelines. Only MSc and PhD: Forest Science) 

⑦Master's Thesis or equivalent of a Master's thesis and Summary of Master's Thesis (Only PhD) 

⑧Certificate of Graduate or Diploma ( all universities or colleges attended) 

⑨Transcripts of scholastic record ( all universities or colleges attended) 

⑩TOEFL official score (Other than Ecosystem Studies) 

⑪Documents specified by the department 

*Regarding the number of copies to be submitted in ⑦, refer to the application guidelines. Papers, 

reports, abstracts, etc. other than the Master's Thesis are optional. 

*Research students of the Graduate School of Agricultural and Life Sciences can replace ⑧ and ⑨ 

with those submitted at the time of application/admission to the research student. If you wish to do 

so, please apply to the Graduate Student Section and receive instructions by December 3,2021 (Fri). 

*Applicants who do not belong to the Graduate School of Agricultural and Life Sciences, the 

University of Tokyo as a Graduate International Research Student or a Graduate Research Student must 

also submit the following documents. 

⑫Letter of Recommendation (Recommendation from the President, Dean, Department Chairman or Faculty 

Advisor of the applicant’s alma mater.) 

⑬Certificate of proficiency in Japanese Language (Certificate of Japanese Language proficiency 

issued by a faculty member of the applicant’s alma mater or a copy of an official score certificate 

of Japanese-Language Proficiency Test. Only non-Japanese nationality) 

⑭Copy of Residence Card (double sided) (For applicants residing in Japan and non-Japanese 

nationality) 

 (*)Please refer to the application guidelines for 2022 (scheduled to be announced in November) for 
details on the Application Documents and the examination fee. 

Announcement 
of Results 

The ID number of successful applicants will be posted  

・the bulletin board in the Students Center on February 24, 2022（Thu.) 10 a.m.  

・the website of Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo on 

February 24, 2022（Thu.) 

Successful applicants must receive admission documents at Graduate Student Section, Students Center 

(Note) A person who forges application documents will be retroactively denied admission even after enrollment. 

Other The above conditions are subject to change depending on the COVID-19 situation. 

 



（別紙） 各専攻の試験実施方法

方式 日程 方式 日程 方式 日程

外国語 TOEFLスコア提出
1月２４日までに

提出
TOEFLスコア提出

1月２４日までに
提出

TOEFLスコア提出
1月２４日までに

提出

専門科目 オンライン試験
　2月1日、

2月2日
オンライン試験 2月1日 オンライン試験 2月1日

口述試験
詳細は「受験者心

得」で通知
　2月7日、

2月8日
詳細は「受験者心

得」で通知
2月8日

詳細は「受験者心
得」で通知

2月8日

（Attached Sheet） Examination method and date for each department

method date method date method date

Language
Requirement

TOEFL official
score

Submit by
January 24

TOEFL official
score

Submit by
January 24

TOEFL official
score

Submit by
January 24

Special
Subjects

Online Examination
February 1,
February 2

Online Examination February 1 Online Examination February 1

Oral
Examination

Details will be
notified in January

February 7,
February 8

Details will be
notified in January

February 8
Details will be

notified in January
February 8

通常日程

通常日程

Agricultural and Environmental Biology Applied  Biological Chemistry Biotechnology

生産・環境生物学 応用生命化学 応用生命工学



外国語

専門科目

口述試験

Language
Requirement

Special
Subjects

Oral
Examination

通常日程

通常日程

方式 日程 方式 日程 方式 日程

TOEFLスコア提出
1月２４日までに

提出
TOEFLスコア提出

1月２４日までに
提出

TOEFLスコア提出
1月２４日までに

提出

対面試験 2月1日 オンライン試験 2月7日

詳細は「受験者心
得」で通知

2月3日 オンライン試験 2月8日

method date method date method date

TOEFL official
score

Submit by
January 24

TOEFL official
score

Submit by
January 24

TOEFL official
score

Submit by
January 24

Written
Examination

February 1 Online Examination February 7

Details will be
notified in January

February 3 Online Examination February 8

Submitted essay
and online

Oral examination

February 1
February 2
February 3

Agricultural and Resource EconomicsForest Science Aquatic Bioscience

森林科学 水圏生物科学 農業・資源経済学

提出された小論文
及びオンラインに

よる口頭試問

2月1日
2月2日
2月3日



外国語

専門科目

口述試験

Language
Requirement

Special
Subjects

Oral
Examination

通常日程

通常日程

方式 日程 方式 日程 方式 日程

TOEFLスコア提出
1月２４日までに

提出
TOEFLスコア提出

1月２４日までに
提出

TOEFLスコア提出
1月２４日までに

提出

オンライン試験 未定 オンライン試験 2月1日

詳細は「受験者心
得」で通知

未定
詳細は「受験者心

得」で通知
2月1日

method date method date method date

TOEFL official
score

Submit by
January 24

TOEFL official
score

Submit by
January 24

TOEFL official
score

Submit by
January 24

Online Examination to be decided Online Examination February 1

Details will be
notified in January

to be decided
Details will be

notified in January
February 1

Online oral
examination

Biological and Environmental
Engineering

Biomaterial Sciences Global Agricultural Sciences

February 1

生物・環境工学 生物材料科学 農学国際

オンライン
口頭試問

2月1日



外国語

専門科目

口述試験

Language
Requirement

Special
Subjects

Oral
Examination

通常日程

通常日程

方式 日程 方式 日程

オンライン試験 2月1日
TOEFL、TOEIC、
IELTS、Cambridge
Examスコア提出

1月２４日までに
提出

オンライン試験 2月1日 オンライン試験 2月1日

詳細は「受験者心
得」で通知

2月9日
詳細は「受験者心

得」で通知
2月8日

method date method date

Online Examination February 1
TOEFL、TOEIC、
IELTS、Cambridge

Exam score

Submit by
January 24

Online Examination February 1 Online Examination February 1

Details will be
notified in January

February 9
Details will be

notified in January
February 8

応用動物科学生圏システム学

Animal Resource SciencesEcosystem Studies



 
 (*English follows Japanese.) 

大学院農学生命科学研究科外国人特別選抜について（補足） 

以下のとおり試験概要について追加いたします。出願者は留意してください。 

なお、新型コロナウイルスの感染状況が悪化した、または本研究科での試験運営検討の結果、改めて変更を行う場合

があります。 

 

1．TOEFL スコアの提出方法等について 

  （生圏システム学専攻以外の専攻の受験者） 

○TOEFL スコアは TOEFL-iBT、または TOEFL-iBT Special Home Edition を各自で受験してください。既に受験したス

コアを提出する場合は、２０２０年１月以降に受験したもののスコアが有効です。なお、他大学等で実施された TOEFL-

ITP（団体受験）のスコアは利用できません。 

○Test Taker Score Report(受験者用控えスコアレポート)を２０２２年１月 24 日（月）までに「受験者用控えスコアレポート

受取フォルダ」にアップロードしてください。「受験者用控えスコアレポート受取フォルダ」の URL は出願書類配布の際

にお知らせします。Test Taker Score Reportについては、テスト日から約８日後には ETS アカウントの個人ページより

PDF 版のダウンロードが可能です。 

○提出いただいた Test Taker Score Report を当研究科がオンライン上で、ETSが保有している Official Score 

Report(公式スコアレポート)と照合しますので、Official Score Report 送付手続きも同時に行ってください。送付手続き

が完了することにより、当研究科がオンライン上でスコアを確認することができます。送付手続きが正しく完了し、試験自

体にも問題がなかった場合は、受験後約２週間程度でオンライン上のスコアデータを確認することができます。 

○Official Score Reportの送付手続きは、TOEFL-iBT または TOEFL-iBT Home Edition の受験を申し込む際に

DI(Designated  Institution)コード 1113へ公式スコアレポートの送付を請求してください。既に受験済みのスコアを提

出する場合も、同様の手続きを行っていただきますので、ETS へ依頼してください。 

（参考 URL：https://www.toefl-ibt.jp/test_takers/toefl_ibt/scores.html） 

○応用動物科学専攻は、ＴＯＥＦＬ以外でＴＯＥＩＣ、ＩＥＬＴＳ、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｅｘａｍスコアの提出を認めます。 

○在住地域でＴＯＥＦＬ試験が行われていない等によりスコアを提出できない場合は、１2月 6日（月）までに志望教員に

申し出てください。 

【注意事項】 

・提出いただいた Test Taker Score Report は当研究科がオンライン上の Official Score Report と２０２２年１月３１日（月）

までに照合できた場合のみ正式にスコアが提出されたものとします。 

・Test Taker Score Report を提出した後の変更は認めません。 

・機器トラブル等の主催者側の理由により、再受験や、スコアの開示が遅れるケースがありますので、Test Taker Score 

Reportの提出期限（2022年１月２４日（月））及び Official Score Reportの提出期限（2022 年１月３１日（月））に間に合う

ように十分な日程の余裕を持って、手続きを行ってください。 

 

２．オンライン試験について 

○オンラインによる専門科目及び口述試験の受験に当たっては、インターネットに接続できるカメラ付のＰＣが必要です

（機器の準備および通信費用は受験者負担となります）。また、ＰＣに加えてスマートフォンも必要になる場合があります。 

○受験時には静寂かつ受験者以外が立ち入らない部屋を用意してください。 

○オンラインによる試験実施に伴い、試験期日以外に受験者と大学との接続テストを実施します。実施日は個別に連絡し

ますが、２０２１年１２月～２０２２年１月に行う予定です。詳細は出願者に対して後日、通知します。 

 

３．試験期日について 

○試験期日は２０２２年２月 1 日（火）から２月１0日（木）の間に指定します。専攻により数日間を指定する場合があります

（例：2/8、2/9の２日間など）。詳細は受験票発送時に通知します。 

○試験時間は専攻毎に定め、受験票発送時に通知します。 



Graduate School of Agricultural and Life Sciences The University of Tokyo 

Regarding the Special Selective Examination for International Students（2021.9.17） 

The following is an addendum to the outline of examination. Please read through carefully. 

Further changes may be made depending on the COVID-19 situation or upon review of the examination procedures by 

our graduate school. 

 

1．Regarding TOEFL score 

（Departments other than Ecosystem Studies） 

○Applicants need to take the TOEFL-iBT or TOEFL-iBT Special Home Edition. If you plan to use past results, scores 

for tests taken after January 2020 are valid. You cannot use the TOEFL-ITP (group examination) scores administered 

at other universities. 

○Please upload the Test Takers Report to the "Applicant's Test Takerｓ Report receiving folder" by January 24, 2022 

(Mon). We will inform ｔhe URL of the " Applicant's Test Takers Report receiving folder " when sending the application 

documents. About 8 days after the test date, you can download the PDF version of the Test Takers Report from the 

personal page of your ETS account. 

○Our Graduate School will collate the submitted Test Takers Report with the Official Score Report held by ETS online, 

so please complete the procedure to send the Official Score Report. After completing the sending procedure, our 

graduate school will be able to check the score online. If the sending procedure is completed correctly and there is no 

problem with the test itself, we can check the score data online about 2 weeks after taking the test. 

○To send the Official Score Report, please request the Official Score Report to be sent to DI (Designated Institution) 

Code 1113 when you apply to take the TOEFL-iBT or TOEFL-iBT Home Edition. If you plan to submit a score that 

you have already taken, please ask ETS for the same procedure. 

（Reference URL：https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/scores/） 

○Animal Resource Sciences allows the submission of TOEIC, IELTS, and Cambridge Exam scores other than TOEFL 

score. 

○Applicants cannot submit TOEFL scores since TOEFL is not held in the country of residence should contact your 

prospective supervisor by December 6 (Mon). 

【Notes】 

・We will acknowledge the Test Takers Report as officially submitted only if our Graduate School can collate with the 

Official Score Report online by January 31, 2022 (Mon). 

・We will not accept any changes after submitting the Test Takers Report . 

・For reasons on the part of the ETS, such as equipment troubles, you may need to retake the test or a delay in the 

score disclosure may occur. Please complete the procedure with sufficient time to meet the submission deadline of Test 

Takers Report on January 24, 2022 (Mon) and Official Score Report on January 31, 2022 (Mon). 

 

２．Regarding Online examination 

○A PC with a camera and an Internet connection is required to take the online examination on specialized subjects and 

oral examination (costs of equipment preparation and communication are borne by the applicants ). You may also 

need a smartphone in addition to your PC. 

○Please take the examination in a quiet room where only the applicant can enter. 

○A connection test between the applicant and the university will be conducted outside of the examination date. We 

will contact you individually regarding the date of the connection test. It is scheduled to be held between December 

2021 and January 2022. Details will be provided to applicants at a later date. 

 

３．Regarding Examination dates 

○Examination date will be assigned between February 1 (Tue) 2022 and February 10 (Thu) 2022. Some departments 

will administer examinations over multiple days (eｘ, February 8, February 9, etc.). Further details will be provided 

when the examination ID card is sent. 

○Each department will set the examination time and will notify the applicants when sending the examination ID card . 

 


