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令和６（ 2024）年度東京大学大学院農学生命科学研究科  

修士課程学生募集要項（一般選抜・社会人特別選抜）  

 

教育研究上の目的  

   本研究科は、農学の基盤を形成する諸科学に関する高度な教育、研究を進め、人類が抱

える食料や環境をめぐる多様な課題に取り組む専門性豊かな人材を養成することを目的と

する。  

求める学生像  

   ・ 農学生命科学が抱える食料や環境をめぐる多様な課題に取り組む意思と基礎的な能力  

を有する人  

   ・ 世界的な視野を持ち、高度な専門知識の習得及び研究能力の向上に熱意をもって取り  

組む人  

選抜方針  

選抜にあたっては、以下の点を問う。   

・ 志望分野に関する専門知識を有しているとともに、農学生命科学全般にわたっての広い

知識及び基礎的な外国語能力を有していること   

・ 主体的に知識習得、問題発見に取り組む意欲と能力を有していること   

 

１ ．出願資格  

【 一般選抜 】  

    以下 (1 )～ (6)のいずれかの要件を満たす者 （注 5）  

(1 )  日本の大学を卒業した者及び令和 6（ 2024） 年 3 月 31 日までに卒業見込みの者 （注 1）  

(2 )  外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者及び令和 6（ 2024）年 3 月

31 日までに修了見込みの者 （注 2）  

(3 )  外国の大学その他の外国の学校 （その教育研究活動等の総合的な状況について当該外

国政府又は関係機関により評価を受けているものに限る。）において、修業年限が 3 年以

上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和 6

（ 2024）年 3 月 31 日までに授与される見込みの者（注 2）  

(4 )  文部科学大臣の指定した者又は文部科学大臣が指定した教育施設等を修了した者及

び令和 6（ 2024）年 3 月 31 日までに修了見込みの者 （注 3）  

(5 )  大学改革支援 ・学位授与機構により学士の学位を授与された者及び令和 6（ 2024） 年 3

月 31 日までに授与される見込みの者  

     (6 )  個別の入学資格審査をもって、日本の大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研

究科が認めた者で、令和 6（ 2024）年 3 月 31 日において 22 歳に達している者 （注 1）  

（ 注 4）  

（ 注 １ ）  上記 （ 1） 、（ 6） の「日本の大学 」 とは、学校教育法第 83 条の定める日本国内の大学を示す。  

（ 注 ２ ）  上記 （ 2） 、（ 3） には、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修す

ることにより当該課程を修了した場合を含む。  

（ 注 ３ ）  ①上記 （ 4） に該当する者とは、次の学校又は教育施設の卒業者 （修了者 ）等を示す。  

・ 文部科学大臣の指定する外国学校日本校  

・ 文部科学大臣の指定する専修学校の専門課程 （修業年限が 4 年以上であることその他の
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文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）  

・ 旧大学令による大学又は各省庁設置法 ・組織令、独立行政法人個別法による大学校  

②出願資格 (4 )により出願しようとする者は、下記期日までに農学生命科学研究科教務課学

生支援チーム大学院学生担当 （ 10．問合せ・連絡先参照 ）に問い合わせること。  

A 日程 ：令和 5 (2023 )年 5 月 10 日 （水 ）  

B 日程 ：令和 5 (2023 )年 10 月 11 日 （水 ）  

（ 注 ４ )  ①出願資格 (6 )に該当する者とは、出願資格の (1 )から (5 )に該当しない者のうち、4 年制の大

学に相当する教育施設の卒業者 （修了者 ）等で、個別の入学資格審査により、日本の大学

を卒業した者と同等以上の学力があると本研究科において認めた者である。   

②出願資格 (6 )で出願しようとする者は、出願前に個別の入学資格審査を行 うので、下記期

日までに農学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学生担当 （ 10．問合せ・連

絡先参照 ）に申し出て、その指示に従 うこと。  

A 日程 ：令和 5 (2023 )年 5 月 10 日 （水 ）  

B 日程 ：令和 5 (2023 )年 10 月 11 日 （水 ）  

③入学資格審査で日本の大学を卒業した者 と同等以上の学力があると認めた者について出

願を受け付け、受験を許可する。  

（ 注 ５ )  応用生命化学専攻、応用生命工学専攻、生物 ・環境工学専攻、生物材料科学専攻の B 

     日程出願者は、出願資格 （ 2） 及び（ 3） に限る。ただし、日本の大学を卒業した者及び卒業  

見込の者についても、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  

等の卒業 （見込 ）者の場合、出願対象審査を行 うので、令和 5 (2023 )年 10 月 11 日 （水 ）  

までに農学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学生担当 （ 10．問合せ・連絡  

先参照 ）に申し出て、その指示に従 うこと。審査の結果、認められた者について出願を受け付  

け、受験を許可する。  

 

【 社会人特別選抜 】  

    以下 (1 )～ (6)のいずれかの要件を満たし、かつ出願時において、官公庁、学校、会社等に

在職中であり、入学時以降においても在職の見込みである者 （注 5） （ 注 6）   

(1 )  日本の大学を卒業した者 （注１ ）  

(2 )  外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 （注 2）  

(3 )  外国の大学その他の外国の学校 （その教育研究活動等の総合的な状況について当該外

国政府又は関係機関により評価を受けているものに限る。）において、修業年限が 3 年以

上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者 （注 2）  

(4 )  文部科学大臣の指定した者又は文部科学大臣が指定した教育施設等を修了した者  

（ 注 3）  

(5 )  大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者  

(6 )  個別の入学資格審査をもって、日本の大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研

究科が認めた者で、令和６ （ 2024） 年 ３月 31 日において 22 歳に達している者 （注 1） （注

4）  

（ 注 1） 上記 （ 1） 、（ 6） の「日本の大学 」 とは、学校教育法第 83 条の定める日本国内の大学を示  

す。  

（ 注 2） 上記 （ 2） 、（ 3） には、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修
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することにより当該課程を修了した場合を含む。  

（ 注 3） ①上記 （ 4） に該当する者とは、次の学校又は教育施設の卒業者 （修了者 ）等を示す。  

・ 文部科学大臣の指定する外国学校日本校  

・ 文部科学大臣の指定する専修学校の専門課程 （修業年限が４年以上であることその他

の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）  

・ 旧大学令による大学又は各省庁設置法 ・組織令、独立行政法人個別法による大学校  

②出願資格 (4 )により出願しようとする者は、下記期日までに農学生命科学研究科教務課  

学生支援チーム大学院学生担当 （ １ ０ ．問合せ・連絡先参照 ）に問い合わせること。  

A 日程 ：令和 5 (2023 )年 5 月 10 日 （水 ）  

B 日程 ：令和 5 (2023 )年 10 月 11 日 （水 ）  

（ 注 4 )  ①出願資格 (6 )に該当する者とは、出願資格の (1 )から (5 )に該当しない者のうち、4 年制の

大学に相当する教育施設の卒業者 （修了者 ）等で、個別の入学資格審査により、日本の

大学を卒業した者 と同等以上の学力があると本研究科において認めた者である。  

②出願資格 (6 )で出願しようとする者は、出願前に個別の入学資格審査を行 うので、下記  

期日までに農学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学生担当 （ 10．問合せ・  

連絡先参照 ）に申し出て、その指示に従 うこと。  

A 日程 ：令和 5 (2023 )年 5 月 10 日 （水 ）  

B 日程 ：令和 5 (2023 )年 10 月 11 日 （水 ）  

③入学資格審査で日本の大学を卒業した者 と同等以上の学力があると認めた者につい  

て出願を受け付け、受験を許可する。  

（ 注 ５ )  応用生命化学専攻、応用生命工学専攻、生物 ・環境工学専攻、生物材料科学専攻  

（ 木造建築コースを除 く） の B 日程出願者は、出願資格 （ ２ ） 及び（ ３ ） に限る。ただし、  

日本の大学を卒業した者及び卒業見込の者についても、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等の卒業 （見込 ）者の場合 、出願対象審査を行 うの  

で、令和 5 (2023 )年 10 月 11 日 （水 ） までに農学生命科学研究科教務課学生支援チー  

ム大学院学生担当 （ 10．問合せ・連絡先参照 ）に申し出て、その指示に従 うこと。審査の  

結果、認められた者について出願を受け付け、受験を許可する。  

（ 注 ６ )  生物材料科学専攻木造建築コースの受験資格は、上記 （ 1） ～ （ 6） のいずれかの要件を

満たし、かつ本コースに関連する分野で２年以上の実務経験を有するものとする。  

 

２ ．入学時期  

 A 日程 ：令和 5（ 2023） 年 10 月及び令和 6（ 2024）年 4 月  

（ A 日程合格者は、令和 5(2023)年 10 月あるいは令和 6（ 2024） 年 4 月のいずれかでの入学を

選択できる。ただし、10 月入学者は、令和 5(2023)年 9 月以前に大学を卒業した者あるいは卒

業が見込まれるものに限る。A 日程において令和 5(2023)年 10 月入学を希望する者は、上記 1.

出願資格の (1)から (6 )の令和 6（ 2024） 年 3 月 31 日を令和 5（ 2023） 年 9 月 30 日と読み替え

ること。）  

 B 日程 ：令和 6（ 2024） 年 4 月及び令和 6（ 2024）年 10 月  

（ B 日程合格者は、令和 6(2024)年 4 月あるいは令和 6（ 2024） 年 10 月のいずれかでの入学を

選択できる。B 日程において令和 6(2024)年 10 月入学を希望する者は、上記 1.出願資格の (1 )

から (6 )の令和 6（ 2024） 年 3 月 31 日を令和 6（ 2024） 年 9 月 30 日と読み替えること。）  
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※10 月入学を許可している専攻  

生産 ・環境生物学専攻、応用生命化学専攻、応用生命工学専攻、農業・資源経済学専攻、

生物材料科学専攻 （木造建築コースを除く） 、生圏システム学専攻、応用動物科学専攻 。  

 

３ ．選抜方法  

  【 一般選抜 】        入学者の選抜は、筆記試験 （一般教育科目 ・外国語 ・専門科目 ）  

口述試験 （応用生命化学及び応用生命工学専攻出願者を除く） 、

出身学校の学業成績及び提出書類等による。  

 

【 社会人特別選抜 】    入学者の選抜は、筆記試験（外国語 ・専門科目 ） 、口述試験 （応用  

生命化学及び応用生命工学専攻出願者を除く） 、出身学校の学業

成績、事前に提出する研究計画及び提出書類等による。  

 

４ ．出願方法及び出願期間  

 出願期間は、下記 （ 5） のとおり、A 日程及び B 日程の 2 通りとする。  

なお、それぞれの受付期間に両方出願することは妨げないが、水圏生物科学専攻については、

同一年度内の受験は１度のみ可能となるので、注意すること。また、10 月入学を認めている専攻

で、令和 5(2023)年 10 月入学を希望する者は A 日程、令和 6(2024)年 10 月入学を希望する

者は B 日程を受験すること。  

(1 )  入学願書等は WEB 出願システムにて作成すること。  

ht tps ://www.a .u- tokyo .ac . jp/grad/grad _app l ican ts2 .h tml  

(2 )  出願はオンライン申請を済ませた後、下記 7． 「提出書類 」に記載した「オンライン提出か  

つ郵送するもの及び郵送のみのもの」に記載した書類を郵送すること。  

(3 )  郵送に当たっては、提出書類を一括して各自で用意した角形２号封筒に入れ、必ず速達  

・ 書留郵便とすること。  

(4 )  あて先  〒113－ 8657 東京都文京区弥生１－１－ １   

         農学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学生担当  

(5 )  出願期間  

A 日程 ：令和 5（ 2023）年 6 月 21 日 （水 ）から 6 月 27 日 （火 ）  

ただし、6 月 27 日 （火 ）までの消印があり、かつ 6 月 30 日 （金 ） 17 時までに到着したものまで

受け付ける。  

B 日程 ：令和 5（ 2023）年 11 月 24 日 （金 ）から 11 月 30 日（木 ）  

ただし、11 月 30 日 （木 ）までの消印があり、かつ 12 月 5 日 （火 ） 17 時までに到着したものまで

受け付ける。  

※出願には、WEB 出願システムのオンライン申請と郵送による書類提出の両方が必要となる。

いずれか片方のみの提出は受け付けない。オンライン申請が終了していても、出願書類が出願

期間中に到着しない場合は出願を受け付けないので、注意すること。  
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５ ．試験期日  

(1 )A 日程  

 対面形式で実施する専攻については、筆記試験 （外国語 ）は令和５ (2023)年 8 月 8 日 （火 ）  

午前、筆記試験 （専門科目 ）は令和 5(2023)年 8 月 8 日（火 ）午後、一般教育科目は令和 5 

(2023)年 8 月 9 日 （水 ）午前、口述試験は、令和 5(2023)年 8 月 9 日 （水 ）～ 8 月 18 日 （金 ）  

の期間で実施する。  

オンライン形式で実施する専攻については、筆記試験及び口述試験を令和 5(2023)年 8 月１  

日 (火 )～ 8 月 18 日 （金 ）で行う。  

時間及び場所その他の詳細は、7 月上旬にメールで送付する「受験者心得」を参照のこと。  

(2 )B 日程  

 筆記試験及び口述試験は、令和 6(2024)年 2 月 1 日 (木 )～ 2 月 9 日 (金 )で行う。各専攻  

の試験期日は、令和 6(2024)年 1 月上旬にメールで送付する「受験者心得」を参照のこと。  

 

６ ．専攻別試験科目及び募集人員  

（ A 日程 ）  

専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

生産 ・環

境生物学  
 

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

a１ ） 栽培学  

否  
２ ８

名  

a２ ） 植物分子遺伝学  

a３ ） 育種学  

a４ ） 植物病理学  

a５ ） 応用昆虫学  

a６ ） 作物学  

a７ ） 園芸学  

a８ ） 昆虫遺伝 ・病理学  

a９ ） 生物測定学  

上記９科目の中から２科目を選択 。  

※オンラインによる筆記形式での実

施 （日英併記で出題 ）  
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専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

応用生命

化学   

化学  

 

ただし、応用

生命工学専

攻の生物情

報工学およ

び生命情報

解析のみを

志望する者

は、化学、数

学、物理学、

生物学から

任意の１科

目を選択す

ることができ

る。   

英語

（ TOEF

L- ITP)  

b１ ） 分析化学  

可  

２ ９

名   

b２ ） 生物化学  

b３ ） 有機化学 ・天然物化学  

b４ ） 微生物学  

b５ ） 分子生物学  

b６ ） 植物生理学 ・植物栄養学 ・土

壌学  

b７ ） 食品科学   
上記７科目の中から３科目を受験時  

に任意選択。ただし、応用生命工学

専攻の生物情報工学および生命情

報解析のみを志望する者は、上記 ７

科目の中から受験時に任意選択し

た１科目と  応用生命

工学  

３ ７

名  b８ )生命情報科学  

の２科目によって代えることができる。  

※対面による筆記形式での実施 （日

本語で出題 ）  

 

森林科学   
英語

（ TOEF 

L- ITP)  

c１ ） 森林経理学  

c２ ） 造林学  

c３ ） 森林政策学  

c４ ） 森林生物地球科学  

c５ ） 森林利用学  

c６ ） 森林植物学  

c７ ） 森林動物学  

c８ ） 森林風景計画学  

上記８科目の中から３科目を選択 。  

※対面による筆記形式での実施 （日

英併記で出題 ）  

否  
２ ０

名  
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専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

水圏生物

科学  

  

英語

（ TOEF

L- ITP)  

d１ ） 漁業資源学  

否  
３ ０

名  

  d２ ） 水産増養殖学  

生物学  d３ ） 水圏生物利用化学  

化学  d４ ） 水生動物学  

物理学  d５ ） 水産動物生理学  

数学  d６ ） 水圏生物環境学  

のうち１科目  d７ ） 水圏生命化学  

  d８ ） 水圏生態学  

  

上記８科目の中から２科目を選択 。  

※対面による筆記形式での実施 （日

本語で出題 ）  

農業 ・資

源経済学  
  

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

e１ ） 農業経営学  

否  
１ ７

名  

e２ ） 経済学  

e３ ） 農業経済学  

e４ ） 農政学  

e５ ） 農業史  

e６ ） 農村開発学  

上記６科目の中から３科目を選択し

て小論文を作成して提出。  

※オンラインによる口述試験を実施

（日英併記で出題 ）  

生物 ・環

境工学  

  

英語

（ TOEF

L- ITP)  

f１ ） 農地環境工学  

否  
１ ７

名  

  f２ ） 水利環境工学  
 f３ ） 環境地水学  

数学  f４ ） 生物環境工学  

物理学  f５ ） 生物機械工学  

化学  f６ ） 生物プロセス工学  

生物学  f７ ） 生物環境情報工学  

のうち１科目  f８ ） 生態調和工学  

  f９ ） エコロジカル・ セイフティー学  

 

上記９科目の中から２科目を選択 。

ただし、生態調和工学又はエコロジ

カル・セイフティー学は、それぞれ、そ

の専門分野を第 １志望 とする者のみ

選択できる。  

※対面による筆記形式での実施 （日

本語で出題 ）  
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専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

生物材料

科学  

化学  

数学  

物理学  

生物学  

 

上記 4 科目

の中から日

本の大学を

卒業した者

（卒業見込

の者 ）は２科

目を選択 。

外国の大学

を卒業した

者 （卒業見

込の者 ）には

課さない。  

英語

（ TOEF

L- ITP)  

g１ ） 木材物理学  

否  
１ ７

名  

g２ ） 木質材料学  

g３ ） 製紙科学  

g４ ） 森林化学  

g５ ） 木材化学  

g６ ） 高分子材料学  

g７ ） 生物素材科学  

g８ ） 環境材料設計学  

上記８科目の中から日本の大学を卒

業した者 （卒業見込の者 ）は２科目

を、外国の大学を卒業した者 （卒業

見込の者 ） は１科目を選択。ただ

し、第 １志望 とする専門分野に関す

る科目を必ず含めること。  

※対面による筆記形式での実施 （日

英併記で出題 ）  

生物材料

科学木造

建築コース  

(社会人特

別選抜 )  

  

英語

（ TOEF

L- ITP)  

h１ ） 建築学  

否  
若干

名  

h２ ） 木材科学  

h３ ） 木材利用システム学  

上記３科目の中から２科目を選

択。ただし、第１志望とする専門分

野に関する１科目を必ず含めるこ

と。  

※対面による筆記形式での実施 （日

本語で出題 ）  
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専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

農学国際    

英語

（ TOEF

スコア

提出 )  

(注２ )  

j１ ） 国際水産開発学  

否  
４ ３

名  

j２ ） 国際動物資源科学  

j３ ） 国際植物資源科学  

j４ ） 国際植物材料科学  

j５ ） 国際森林環境学  

j６ ） 新機能植物開発学  

j７ ） 国際農業開発学  

j８ ） 国際環境経済学  

j９ ） 国際情報農学  

上記９科目の中から第 １志望とする

専門分野の１科目と  

j１ ０ ） 国際開発に関する小論文  

※オンラインによる筆記形式での実

施 （日本語または英語で出題 、出願

時に利用する言語を必ず明記するこ

と）  

生圏シス

テム学  

生物学  

英語

（ TOEF

L- ITP)  

  

否  
２ ５

名  

化学  k１ ） 生圏システム学  

物理学  k２ ） 小論文  

数学  上記の２科目を必修。  

のうち１科目  
※対面による筆記形式での実施 （日

英併記で出題 ）  

応用動物

科学  

生物学のほ

か  

英語

（ TOEF

L- ITP)  

m１ ） 応用動物科学  

※対面による筆記形式での実施 （日

英併記で出題 ）  

否  
１ ９

名  

化学  

物理学  

数学  

のうち１科目  

計２科目  
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（ B 日程 ）  

専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

生産 ・環

境生物学  
 

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

 

a１ ） 栽培学  

否  
若干

名  

a２ ） 植物分子遺伝学  

a３ ） 育種学  

a４ ） 植物病理学  

a５ ） 応用昆虫学  

a６ ） 作物学  

a７ ） 園芸学  

a８ ） 昆虫遺伝 ・病理学  

a９ ） 生物測定学  

上記９科目の中から２科目を選択 。  

※オンラインによる筆記形式での実施  

（ 日英併記で出題 ）  

 

応用生命

化学  

           

化学  

 

 

  

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

b１ ） 分析化学  

否  

５ 名  

b２ ） 生物化学  

b３ ） 有機化学 ・天然物化学  

b４ ） 微生物学  

b５ ） 分子生物学  

b６ ） 植物生理学 ・植物栄養学 ・土壌学  

b７ ） 食品科学  

上記７科目の中から３科目を選択 。ただし、応用   

応用生命

工学  

生命工学専攻の生物情報工学および生命情報

解析のみを志望する者は、上記 ７科目の中から１

科目と  

６ 名  
b８ ） 生命情報科学  

の２科目によって代えることができる。  

※オンラインによる筆記形式での実施 （英語で出

題、英語で解答、一部アドミッション方式による選

抜を行 うが、詳細は後日連絡 ）  
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専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

森林科学   

英語

（ TOEF

L- ITP)  

c１ ） 森林経理学  

c２ ） 造林学  

否  
若干

名  

c３ ） 森林政策学  

c４ ） 森林生物地球科学  

c５ ） 森林利用学  

c６ ） 森林植物学  

c７ ） 森林動物学  

c８ ） 森林風景計画学  

上記８科目の中から３科目を選択 。  

※対面による筆記形式での実施 （日英併記で出

題 ）  

水圏生物

科学  
  

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

d１ ） 漁業資源学  

否  
若干

名  

d２ ） 水産増養殖学  

d３ ） 水圏生物利用化学  

d４ ） 水生動物学  

d５ ） 水産動物生理学  

d６ ） 水圏生物環境学  

d７ ） 水圏生命化学  

d８ ） 水圏生態学  

上記８科目の中から２科目を選択 。  

※オンラインによる筆記形式での実施 （英語で出

題、英語で解答 ）  

農業 ・資

源経済学  

  

   

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

e１ ） 農業経営学  

否  
若干

名  

e２ ） 経済学  

e３ ） 農業経済学  

e４ ） 農政学  

e５ ） 農業史  

e６ ） 農村開発学  

上記６科目の中から３科目を選択して小論文を

作成して提出 。  

※オンラインによる口述試験を実施 （日英併記で

出題 ）   
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専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

生物 ・環

境工学  

 

英語

（ TOEF

L- ITP)  

f１ ） 農地環境工学  

否  
若干

名  

 f２ ） 水利環境工学  

 f３ ） 環境地水学  

数学  f４ ） 生物環境工学  

物理学  f５ ） 生物機械工学  

化学  f６ ） 生物プロセス工学  

生物学  f７ ） 生物環境情報工学  

のうち１科目  f８ ） 生態調和工学  

 f９ ） エコロジカル・ セイフティー学  

 

上記９科目の中から２科目を選択 。ただし、生態  

調和工学又はエコロジカル・セイフティー学は、そ  

れぞれ、その専門分野を第 １志望とする者のみ選

択できる。  

※対面による筆記形式での実施 （日英併記で出  

題 ）  

生物材料

科学  

  

  

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

g１ ） 木材物理学  

否  
若干

名  

g２ ） 木質材料学  

g３ ） 製紙科学  

g４ ） 森林化学  

g５ ） 木材化学  

g６ ） 高分子材料学  

g７ ） 生物素材科学  

g８ ） 環境材料設計学  

上記８科目の中から第 １志望とする専門分野に

関する１科目を選択。  

※対面による筆記形式での実施 （原則、英語で

出題 ）  

農学国際   

 

英語

（ TOEF

L スコ

ア提

出 )  (注

２ )  

アドミッション方式での実施  

（ 応募申請書 、成績証明書等に基づいて評価 ）  

  

 

若干

名  
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専攻名  

筆記試験科目  

募集

人員  
一般教育  

科目  

外国語  

(注 1 )  
専門科目  

  

受 験

時 選

択 の

可 ・ 否  

生圏シス

テム学  
 

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

アドミッション方式での実施  

（ 詳細は後日連絡 ）  

※日英併記で出題  

若干

名  

応用動物

科学  

生物学 のほか  

英語

（ TOEF

L スコア

提出 )  

m１ ） 応用動物科学  

※オンラインによる筆記形式での実施 （日英併記

で出題 ）  

否  
若干

名  

化学  

物理学  

数学  

のうち１ 科 目  

計２科目  

注１．  筆記試験科目外国語の「 TOEFL-ITP」、「 TOEFL スコア提出」についての詳細

は、補足説明 3．筆記試験（１）外国語（英語）試験についてを参照するこ と。  

注２．  農学国際専攻では、 英語は原則として TOEFL-iBT のスコアを提出すること。や

むを得ない場合、 TOEFL-Essentials のスコア提出も認める。出願者数によって

は TOEFL スコア、提出書類等に基づく事前選抜を行う可能性がある。詳細につい

ては「受験者心得」または専攻からのメール連絡で通知する。  

 

(1 )  社会人特別選抜試験は、A 日程、B 日程とも上表中の一般教育科目を課さない。  

(2 )  募集人員のうち若干名を A 日程、B 日程とも社会人特別選抜により選抜する。 

(3 )  試験の成績によっては、入学許可者数が募集人員に達しない場合もある。  

(4 )  A 日程において、合格者が募集人員に満たない場合は、A 日程の残りの募集人員を B 日

程の募集人員に含める。  

(5 ) 生産・環境生物学専攻は、出願者数によっては TOEFL スコア、小論文等に基づく事  

前選抜を行う可能性がある。その場合は、出願後に小論文の追加提出を課す予定であ  

る。詳細については「受験者心得」または専攻からのメール連絡で通知する。  

(6 ) 農業・資源経済学専攻の専門科目試験の詳細については、補足説明を参照のこと。

また、当該専攻は、出願者数によっては TOEFL スコア、専門科目  （小論文）に基づく

事前選抜を行う可能性がある。詳細については、「受験者心得」を参照のこと。  

(7 )生物材料科学専攻木造建築コースは社会人特別選抜のみ募集する  

(8 ) 「各専攻のお問い合わせ先」に記載されている各専攻ウェブサイトの情報も併せて  

参照すること。  
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７ ．提出書類  

書類の種類  
一般

選抜  

社会人  

特別選

抜  

備   考  

ア  入学願書 ・受験票  ◯  ◯  

WEB 出願システムに必要事項を入力するこ

と。  

入試に関する連絡はメールで行 うので、必ず

連絡のとれるメールアドレスを記載すること。  

WEB 出願システムの指示に従い、顔写真デ

ータ（ ３ か月以内撮影の正面上半身脱帽の

もの） をアップロードすること。   

イ  
出身大学等の成績

証明書  
◯  ◯  

大学入学後の全て（中退等を含む） の成績

を含むもの。編入学した者は編入学前の成

績も含む。但し、最終学歴が本学農学部卒

業 （見込 ）者及び農学生命科学研究科大

学院外国人研究生又は大学院研究生在

籍者は提出不要。  

ウ  卒業証明書  ○  ◯  

大学卒業以上の学歴を有する者は全て提

出のこと。中退の場合は在学期間を証明す

るものを提出すること。但 し、最終学歴が本

学農学部卒業者及び農学生命科学研究

科大学院外国人研究生又は大学院研究

生在籍者は提出不要。  

エ  

検定料振込金受付

証明書 /検定料支

払い証明書  

◯  ◯  

検定料３ ０ ,０ ０ ０ 円を振 り込んだ証明書類

を提出のこと。但し、日本政府 （文部科学

省 ）奨学金留学生は提出 （支払い）不要 。

支払い方法については補足事項参照のこ

と。  

オ  

日本政府 （文部科

学省 ）奨学金留学

生証明書  

△  △  

本学在学中 （研究生を含む）以外の、日本

政府 （文部科学省 ）奨学金留学生のみ提

出のこと。  

カ  確認書  △  △  

応用生命化学又は応用生命工学専攻出

願者のみ提出のこと。  

所定様式使用に限る。本研究科ホームペー

ジ（ ht tps ://www.a .u-

tokyo .ac . jp/grad/grad _app l i can ts2 .h tml）

よりダウンロードすること。   

キ  

（ 注 ）  
志望理由書 （ １部 ）  △  △  

農業 ・資源経済学専攻出願者のみ提出の

こと。問題意識 、研究したいテーマ等を書い

たもの。Ａ ４ 、2 ,000 字以内（英文の場合
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は 1 ,000words 以内） 、出願者氏名を記

載し、複数枚の場合はページを付すこと。  

ク  応募申請書  △  △  

農学国際専攻の B 日程出願者のみ提出の

こと。  

所定様式使用に限る。本研究科ホームペー

ジ（ ht tps ://www.a .u-

tokyo .ac . jp/grad/grad _app l i can ts2 .h tml）

よりダウンロードすること。  

ケ  受入承諾書  △  △  

農学国際専攻の B 日程出願者のみ提出の

こと。  

日英併記の所定様式使用に限る。本研究

科ホームページ（ ht tps ://www.a .u-

tokyo .ac . jp/grad/grad _app l i can ts2 .h tml）

よりダウンロードすること。  

コ  推薦状 （ １通以上 ）  △  △  

応用動物科学専攻出願者のみ提出のこと。

厳封し、封筒表面に出願者氏名を記す

こと。  

サ  
入学後の研究計画

書  
－  ○  

Ａ ４ 、3 ,000～ 4 ,000 字程度、出願者氏名を

記載し、複数枚の場合はページを付すこと。  

但し、農学国際専攻出願者は提出不要。  

シ  日本語学力証明書  △  △  

外国人出願者のみ提出のこと。但し、日本

の大学卒業 （見込 ）者及び本研究科大学

院外国人研究生は提出不要。証明書は出

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。  

但し、農学国際専攻出願者は提出不要。  

ス  

参考資料 （論文、報

告書等 ）  

 

－  △  提出は任意。  

セ  TOEFL スコア  △  △  

WEB 出願システムから、提出するスコアの  

Appo in tment  Number  、受験日を登録する

こと。補足説明３ ．筆記試験 （ １ ） 外国語

（英語 ）試験についてを参照すること。  

ソ  
10 月入学時期希

望申請書  
△  △  

10 月に入学を希望する場合、必ず提出

すること。  

所定様式使用に限る。本研究科ホームペー

ジ（ ht tps ://www.a .u-

tokyo .ac . jp/grad/grad _app l i can ts2 .h tml）

よりダウンロードすること。  
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（ 注 ） 農業 ・資源経済学専攻出願者に提出を求めているキ .志望理由書の提出方法は、専攻より  

指示があるので、確認すること。  

（ 1） ◯は全員、△は該当者が提出 ・登録すること。   

（ 2）  

・ オンライン提出かつ郵送するもの  

ア .  入学願書  

・ オンライン提出のみのもの  

エ .  検定料振込金受付証明書 /検定料支払い証明書  

オ .  日本政府 （文部科学省 ）奨学金留学生証明書  

カ .  確認書 （応用生命化学専攻及び応用生命工学専攻のみ）  

ク .  応募申請書 （農学国際専攻の B 日程出願者のみ提出 ）  

ケ .  受入承諾書 （農学国際専攻の B 日程出願者のみ提出 ）  

セ .  TOEFL スコア  

ソ .  10 月入学時期希望申請書  

・ 郵送のみのもの  

イ．出身大学等の成績証明書  

ウ．卒業証明書  

コ．推薦状 （応用動物科学専攻のみ）  

サ．入学後の研究計画書 （社会人特別選抜のみ）  

シ．日本語学力証明書  

ス．参考資料 （論文 、報告書等 ）  

 

８ ．合格者の発表及び入学手続  

(1 )A 日程  

①合格者は、令和 5(2023)年 8 月 2９日 (火 )午前 10 時に WEB 出願システムマイページ内  

及び研究科ホームページ（ http://www.a .u-tokyo.ac. jp/）で行 う。電話による問い合わせに  

は応じない。  

②入学許可は、以下の予定で本人宛に通知する。  

・ 令和 5（ 2023） 10 月入学許可者：令和 5（ 2023）年 9 月上旬に通知する。  

・ 令和 6（ 2024） 4 月入学許可者 ：令和 6（ 2024） 年 3 月上旬に通知する。  

(2 )  B 日程  

①合格者は、令和 6（ 2024）年 2 月 22 日 （木 ）午前 10 時に WEB 出願システムマイページ  

内及び研究科ホームページ（ http ://www.a.u-tokyo.ac . jp/） で行 う。電話による問い合わ

せには応じない。  

②入学許可は、以下の予定で本人宛に通知する。  

・ 令和 6（ 2024） 4 月入学許可者 ：令和 6（ 2024） 年 3 月上旬に通知する。  

・ 令和 6（ 2024） 10 月入学許可者：令和 6（ 2024）年 9 月上旬に通知する。  

(3 )令和 6（ 2024） 年 4 月入学及び令和 6（ 2024） 年 10 月入学許可の通知を受けた者は、令

和６ （ 2024） 年 3 月 4 日 （月 ）から 8 日 （金 ）の期間内に必要な入学手続（入学手続書類

の提出及び入学料の納付 ）を行うこと。また、令和 5（ 2023） 年 10 月入学の許可の通知を
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受けた者は、令和 5（ 2023）年 9 月上旬（予定 ）までに必要な入学手続きを行うこと。期間

内に入学手続を行わない場合には、入学しないものとして取り扱うので注意すること。   

(４ )  入学時に必要な経費 （令和 6（ 2024）年度予定額）  

（ 日本政府 （文部科学省 ）奨学金留学生に対しては徴収しない。）  

①  入学料  282,000 円 （予定額 ）  

②  授業料  前期分  267,900 円 （年額 535,800 円 ） （予定額 ）  

上記納付金額は、予定額であり、入学時又は在学中に学生納付金改定が行われた

場合には、改定時から新たな納付金額が適用される。  

 

９ ．注意事項  

(1 )  同一年度に同一日程の入学試験において、一般選抜と社会人特別選抜の両方に出願す

ることはできない。  

(2 )  同一日程の入学試験において、本研究科内の２つ以上の専攻に出願することはできない。

ただし、応用生命化学専攻出願者は応用生命工学専攻の専門分野を、応用生命工学専攻

出願者は応用生命化学専攻の専門分野を、第 2 志望又は第 3 志望とすることができる。  

(3 )  提出期日までに所要の書類が完備しない願書は受理しない。なお、出願手続後は、書類の

変更は認めず、また、検定料の払いもどしはしない。  

(4 )  受験者心得は、A 日程は令和 5(2023)年 7 月上旬に、B 日程については令和 6（ 2024） 年

１月上旬にメールで送付する。A 日程については、7 月 19 日 （水 ）までに、B 日程については

令和 6（ 2024） 年 1 月 17 日 （水 ）までに受信しない場合は、直ちに農学生命科学研究科教務

課学生支援チーム大学院学生担当 （ １ ０ ．問合せ・連絡先参照 ）に連絡し、受験に必要な指示

を受けること。  

(5 )  官公庁、学校、会社等に在職のまま入学を希望する者は、在学期間中学業に専念させる旨

の勤務先の長 （任命権者又はそれに準ずる者）の承諾書等 （様式任意 ）を入学手続の際に

提出すること。  

(6 )  東京大学では、「外国為替及び外国貿易法 （外為法 ） 」に基づいて「東京大学安全保障

輸出管理規則 」を定めて、技術の提供及び貨物の輸出の観点から学生の受入れ前、及び在

学中に、厳格な安全保障輸出管理を行っている。特に外国人留学生及び一部の日本人学

生については、受入れ前の審査を必須としている。  

従って、外為法上規制されている事項に該当する場合は、たとえ入学試験の選抜により最

終合格しても、その後入学が許可できない場合や、入学後の希望する研究活動に制限がかか

る場合があるので、注意すること。  

(7 )  障害等のある者は、受験及び修学上特別な配慮を必要とすることがあるので、これを希望す

る者は A 日程については、令和 5(2023)年 5 月 10 日 （水 ）までに、B 日程については、令和

5(2023)年 10 月 11 日（水 ）までに、農学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学

生担当（ 10．問合せ・連絡先参照）に申し出ること。  

(8 )  外国人は、入学手続までに、「出入国管理及び難民認定法 （昭和 26 年政令第 319 号） 」

において大学院入学に支障のない在留資格を有すること。  

(9 )  入学手続後は、どのような事情があっても、入学料の払いもどしはしない。  

(10 )出願に当たって知り得た氏名、住所その他の個人情報については、①入学者選抜 （出願処

理、選抜実施） 、②合格発表、③入学手続業務を行うために利用する。また、同個人情報は、
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入学者のみ①教務関係 （学籍、修学等 ） 、②学生支援関係 （健康管理、就職支援、授業料

免除 ・奨学金申請、図書館の利用等） 、③授業料徴収に関する業務を行うために利用する。  

(11 )入学者選抜に用いた試験成績は、今後の本学の入試及び教育の改善に向けた検討のため

に利用することがある。  

(12 )入学願書における履歴等について虚偽の記載をした者は、入学後においても遡って入学を

取り消すことがある。  

(13 )感染症、災害その他の事象により、選抜方法、試験期日、場所その他を変更することがあ

る。その場合は原則として本研究科ホームページで発表する。  

(14 )一度提出された出願書類は原則として返却しない。  

 

１ ０ ．問合せ・連絡先  

〒113－ 8657 東京都文京区弥生１－１－ １  

農学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学生担当  

電話  ０ ３－ ５ ８ ４ １－ ５ ０ １ ０ (平日 9:00～ 17:00※土日祝日を除く )  

Ema i l   da igaku in.a@gs.ma i l .u -tokyo.ac. jp  

 

令和 5(2023)年 4 月  
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令和 6(2024)年度東京大学大学院農学生命科学研究科 

修士課程学生募集要項 補足説明 

 

以下は、令和 6(2024)年度東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程学生募集要項を補足する

ものである。提出書類の作成及び受験にあたり必ず参照すること。 

 

１．出願資格について 

（１）社会人特別選抜による入学者は、入学後も在職していることが必要である。入学後に離職予定の者

は、一般選抜に出願すること。（次の場合は、社会人特別選抜の対象とはしない：入学後に休職する

場合、アルバイトや非常勤として雇用されている場合、フリーランスとして働く場合、転職予定で入学

後の職が確定していない場合など。） 

（２）その他出願資格について、不明な点がある場合は事前に農学生命科学研究科教務課学生支援チ

ーム大学院学生担当（10．問合せ・連絡先参照）まで問い合わせること。 

 

２．出願書類提出上の注意 

（1）入学願書について 

①一般選抜と社会人特別選抜は入力項目が異なるので、注意すること。 

②入学願書については、すべての欄を入力すること。 

 未入力の欄がある場合は、出願書類不備として取り扱う。 

③応用生命化学専攻出願者が応用生命工学専攻の専門分野を、応用生命工学専攻出願者が応用 

生命化学専攻の専門分野を、第 2 志望又は第 3 志望とする場合、志望専攻欄は第１志望の教員が

所属する専攻名のみを入力すること。 

④志望専門分野及び志望指導教員名は、「教員並びに専門分野一覧」を参照のうえ必ず第３志望ま 

で、専門分野と教員名の両方を省略せずに入力すること。同じ専門分野の別の教員を第２、第３志望 

として記入してもよい。どうしても第２、第３志望がない場合は、入力しなくてよい。 

ただし、生産・環境生物学専攻、応用生命化学専攻又は応用生命工学専攻を志望する者は、第１ 

～第３志望欄に、異なる専門分野の教員を入力すること。どうしても第２、第３志望がない場合は、入 

力しなくてよい。 

なお、異動等に伴い教員名等の記載事項に変更が生じる場合がある。変更が生じた場合は研究科 

ホームページで発表するので、出願前に研究科ホームページを確認すること。 

⑤一般教育科目・専門科目欄には受験する科目名を必ず入力すること。未入力の場合は、出願書類 

不備として取り扱う。ただし、受験時に専門科目を選択することが可能な専攻（A日程の応用生命化 

学及び応用生命工学専攻）を志望する場合は、試験科目欄の「専門科目」欄は入力しなくてもよい。 

⑥履歴事項は大学卒業見込みまでを入力すること。また、社会人特別選抜出願者は職歴を入力する 

こと。 

⑦学歴について、飛び級等の学歴がある場合または日本以外の国での教育歴がある場合は出願前に 
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入力方法を農学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学生担当（10．問合せ・連絡先参照） 

へ問い合わせること。 

（2）受験票について 

  WEB出願システムより出力が可能となっているので、試験前日までに「受験票」を紙媒体で印刷（A4 

普通紙。カラー・白黒どちらでも可だが，顔写真がはっきりわかるように印刷すること）しておき，試験当 

日に必ず持参すること。 

（3）証明書について 

①証明書等は、コピー、電子版のプリントアウトは不可とする。 

②編入学等をしている場合は、編入学前の成績等のわかる証明書も提出すること。 

③日本語又は英語以外の言語による証明書は、原本に加え日本語訳を添付すること。 

（4）外国人出願者への注意 

①外国人は、入学願書の国籍欄に国籍を入力すること。 

②日本語の学力証明書は、特に決められた様式はないので証明機関で作成してもらうこと。 

③日本政府（文部科学省）奨学金留学生は、検定料の支払いは不要。 

なお、本学に在学中（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。 

（5）検定料の支払いについて 

「銀行振込」又は「コンビニエンスストアまた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。 

【銀行振込の場合】 

所定の振込依頼書に必要事項を記入のうえ、最寄りの金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局不可）から振

り込むこと（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所定の方法での払込

の場合を除き、ＡＴＭ、インターネットは利用しないこと）。振り込みの際、振込金受取書（Ｂ票）及び検

定料振込金受付証明書（Ｃ票）を受け取り、検定料振込金受付証明書（Ｃ票）を所定用紙に貼り付けて

提出すること。振込金受取書（Ｂ票）は領収書なので、大切に保管すること。 

※郵便局・ゆうちょ銀行、ＡＴＭ、インターネットでの振込では、「検定料振込金受付証明書（Ｃ票）」

が発行されないので利用しないこと。 
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【コンビニエンスストア又はクレジットカードでの払込の場合】  

コンビニエンスストアは、セブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップに限る。クレジット

カードは「ビザカード(VISA)」、「マスターカード(Master)」、「JCB カード」、「アメリカン・エキスプレスカー

ド(American Express)」が利用可能。 

実際の払込に関する操作手順や注意事項については、綴じ込みの「東京大学大学院農学生命科

学研究科検定料払込方法」を参照のうえ払い込み、指示に従い提出すること。出願に必要な収納証明

書等は大切に取り扱うこと。 

【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場合】 

払込に関する操作手順や注意事項については、別紙の「東京大学大学院農学生命科学研究科検

定料払込方法」を参照の上、払い込むこと。払い込み後、E-支払いサイトの「申込内容照会」にアクセ

スし、受付完了時に通知された【受付番号】と【生年月日】を入力し、照会結果を印刷して、指示に従い

提出すること。 

※日本国内において地震や台風など風水害等による被災のため、検定料免除申請を希望する者は、

予め農学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学生担当（10．問合せ・連絡先参照）へ照会

すること（公的機関が発行する証明書が必要）。 

 

３．筆記試験 

（１）外国語（英語）試験について 

○TOEFL-ITP 

団体向けTOEFLプログラム。本研究科では TOEFL-ITP（LEVEL１）を採用している。受験生が同

一の試験場で同じ時間帯に受験するもので、Listening Comprehension section：50問、Structure and 

Written Expression section：40問、Reading Comprehension section：50問の 3セクションに分かれて

おり、約 2時間、140問のマークシート方式の試験である（前回実施例）。解答（マーク）が 1つもされ

ていないセクションがあると、3セクション全体が採点されないので注意すること。 

○TOEFL スコアの提出方法 

・TOEFL スコアは、TOEFL-iBTまたは TOEFL-iBT  Home Editionを各自で受験すること。既に受

験したスコアを提出する場合は、A 日程は、令和 3（2021）年 8 月以降、B 日程は令和 4（2022）年 2

月以降に受験したもののスコアが有効。なお、他大学等で実施された TOEFL-ITP（団体受験）のス

コアは利用できない。農学国際専攻については、TOEFL-iBT 以外にやむを得ない場合は

TOEFL-Essentials のスコア提出も認める。 

・出願時にWEB出願システムに、提出するスコアの Appointment Number、受験日を入力すること。 

・出願期間に間に合うように、早めに TOEFL テストを受験し、各自で点数を確認のうえ、出願時に

登録すること。いかなる理由があっても、出願期間後の登録は受け付けない。 

・本研究科では、出願時に登録された Appointment Numberのスコアを ETS のオンライン上で確認

する。ETS では、公式 スコアレポート（Official Score Report）の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 当研究科でオンライン上のスコアデータを
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確認することができるとしている。 

なお、オンライン上でスコアデータが確認できた時点でスコアが提出されたものとするため、スコアレ 

ポートが提出期限内に郵送で届いていなくても問題はない。 

・公式スコアレポートのの送付手続きについては、TOEFL-iBT 、 TOEFL-iBT Home Edition また

は TOEFL-Essentials（農学国際専攻のみ）  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すること。既に受験済みのスコアを提出する場合も、同

様の手続きを行うので、ETSへ依頼すること。 

・受験者控（Test Taker Score Report）の提出は不要とする。 

（２）筆記試験の時間、試験室等については、各専攻毎に通知する。 

参考：前回筆記試験時間 

外国語（TOEFL-ITP） 2時間 

一般教育科目（１科目） 1時間 20分 

一般教育科目（２科目） 2時間 40分 

専門科目（生物材料科学専攻木造建築コース） 2時間 

専門科目（上記以外） 3時間 

 

（３）農業・資源経済学専攻では、専門科目の試験を小論文形式で行う。課題は、日本語および英語で出 

題する。解答は問題指示文に指定のない限り、日本語または英語で行うこと。願書提出後に、専門科 

目ごとの小論文課題を送付するので、出願時に届け出た専門科目の小論文を作成し、定められた期 

日までに提出すること。詳細は小論文課題送付時に指示する。 

 

４．口述試験 

（１）口述試験の時間および実施方法等については、各専攻毎に通知する。 

（２）応用生命化学及び応用生命工学専攻については、口述試験は行わない。 

ただし、出願書類として確認書の提出が必要となるため、出願前に余裕を持って志望指導教員へ連 

絡すること。 

（３）農業・資源経済学専攻では、口述試験はオンラインで行う。また、社会人特別選抜出願者は、口述試 

験において研究計画について５分程度の報告が求められる。報告用資料（レジュメ等）については定 

められた期日までに提出すること。詳細は小論文課題送付時に指示する。 

（４）水圏生物科学専攻の口述試験は、A日程では対面で、B日程はオンラインで行う。 

 

５．合否決定について 

合否は、筆記試験、口述試験、提出書類等に基づき総合的判断のうえ決定される。ただし、著しく評価

の低い項目があった場合は不合格となる場合がある。 
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６．その他 

（１）研究テーマのマッチング等を確認するために、出願前に余裕を持って第 1志望の教員へ連絡を取る 

ことが望ましい。なお、生産・環境生物学、森林科学、水圏生物科学専攻、農学国際専攻出願者は、 

必ず連絡を取ること。 

（２）標準修業年限を超えて長期にわたる教育課程の履修制度（長期履修学生制度）を希望する者は、A 

日程は、令和 5（2023）年 5月 10日（水）までに、B日程は令和 5（2023）年 10月 11日（水）までに農 

学生命科学研究科教務課学生支援チーム大学院学生担当（１０．問合せ・連絡先参照）へ照会するこ 

と。 

（３）過去問題の入手先は、募集要項内の案内を参照すること。なお、農業・資源経済学専攻に関しては、 

海外在住などの理由によって過去問題の入手が困難な場合、当該専攻主任に電子メールで連絡をす 

れば、過去問題 PDFファイルを返送する。 

（４）出願にあたり不明な点は、予め各専攻問合せ先又は農学生命科学研究科教務課学生支援チーム 

大学院学生担当（10．問合せ・連絡先参照））まで、余裕を持って問い合わせること。 



入学願書の志望専門分野、志望指導教員名はこの「教員並びに専門分野一覧」により、省略せずに入力すること。

専攻 所属部局 教員氏名 職名 専門分野 備考

農学生命科学研究科 青木直大 教授 作物生理学
〃 未定 准教授 〃
〃 根本圭介 教授 栽培学
〃 藤本　優 准教授 〃　　
〃 未定 教授 園芸学
〃 樋口洋平 准教授 〃
〃 山次康幸 教授 植物病理学、植物医科学（寄付講座）
〃 前島健作 准教授 植物病理学
〃 勝間　進 教授 昆虫遺伝学・昆虫病理学
〃 木内隆史 准教授 〃
〃 井澤　毅 教授 育種学
〃 伊藤純一 准教授 〃
〃 岩田洋佳 教授 生物測定学・統計遺伝学
〃 未定 准教授 〃
〃 霜田政美 教授 応用昆虫学・昆虫生理生態学
〃 松尾隆嗣 准教授 〃
〃 堤　伸浩 教授 植物分子遺伝学
〃 有村慎一 准教授 〃
〃 河鰭実之 教授 生産生態学（協力講座）
〃 本多親子 准教授 〃
〃 矢守　航 准教授 〃
〃 大森良弘 准教授 〃
〃 未定 准教授 〃
〃 郭　威 准教授 生産生態学（協力講座）、フィールドフェノミクス（寄付講座）

〃 鴨下顕彦 教授 アジア生物資源学（協力講座）
〃 津釜大侑 准教授 〃

農学生命科学研究科 溝井順哉 准教授 植物分子生理学
〃 三坂　巧 准教授 生物機能開発化学
〃 藤井壮太 准教授 生物有機化学
〃 滝川浩郷 教授 有機化学
〃 小倉由資 准教授 〃
〃 中嶋正敏 准教授 生物制御化学
〃 藤原　徹 教授 植物栄養・肥料学
〃 神谷岳洋 准教授 〃
〃 妹尾啓史 教授 土壌圏科学
〃 大塚重人 准教授 〃
〃 東原和成 教授 生物化学
〃 鈴木道生 教授 分析化学
〃 喜田　聡 教授 栄養化学
〃 山内祥生 准教授 食品生化学
〃 内田浩二 教授 食糧化学
〃 未定 准教授 〃
〃 永田宏次 教授 食品生物構造学
〃 奥田　傑 准教授 〃
〃 田野井慶太朗 教授 放射線植物生理学
〃 小林奈通子 准教授 〃
〃 八村敏志 准教授 免疫制御
〃 高橋伸一郎 教授 動物細胞制御学
〃 伯野史彦 准教授 〃

社会連携講座 山内祥生
特任准教授

（兼）
栄養・生命科学

〃 未定 特任講師 〃

令和6（２０２４）年度東京大学大学院農学生命科学研究科 教員並びに専門分野一覧（修士課程用）

生
産
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物
学

応
用
生
命
化
学



農学生命科学研究科 寺田　透 准教授 生物情報工学
〃 足立博之 准教授 分子生命工学
〃 葛山智久 教授 分子育種学
〃 大西康夫 教授 醗酵学
〃 勝山陽平 准教授 〃
〃 伏信進矢 教授 酵素学
〃 宮永顕正 准教授 〃
〃 有岡　学 准教授 微生物学
〃 福田良一 准教授 細胞遺伝学
〃 新井博之 准教授 応用微生物学
〃 丸山潤一 特任教授 醸造微生物学
〃 野尻秀昭 教授 環境保全工学
〃 岡田憲典 准教授 〃
〃 西山　真 教授 細胞機能工学
〃 古園さおり 准教授 〃
〃 栁澤修一 教授 植物機能工学
〃 櫻庭康仁 准教授 〃
〃 門田幸二 准教授 生命情報解析

社会連携講座 野田陽一 特任准教授 酵母発酵学
農学生命科学研究科 伊藤昭彦 教授 森林経理学

〃 龍原　哲 准教授 〃

〃 益守眞也 講師 造林学

〃 橋本昌司 准教授（併任） 森林放射線生態学、森林生物地球科学 附属アイソトープ

〃 古井戸宏通 教授 林政学

〃 柴崎茂光 准教授 〃

〃 熊谷朝臣 教授 森林生物地球科学

〃 堀田紀文 准教授 〃

〃 吉岡拓如 准教授 森林利用学

〃 福田健二 教授 森林植物学

〃 松下範久 准教授 〃

〃 久保田耕平 教授 森林動物学

〃 池田　紘士 准教授 〃

〃 香坂  玲 教授 森林風致計画学

〃 山本清龍 准教授 〃

〃 鎌田直人 教授 森林圏生態学 附属演習林

〃 後藤　晋 准教授 〃 〃

〃 平尾聡秀 講師 〃 〃

〃 福井  大 講師 〃 〃

〃 山田利博 教授                    森林生物機能学　　 　 〃

〃 鴨田重裕 准教授 〃 〃

〃 楠本　大 講師 〃 〃

〃 石橋整司 教授     森林圏生態社会学 〃

〃 安村直樹 准教授 〃 〃

〃 齋藤暖生 講師 〃 〃

〃 蔵治光一郎 教授   森林流域管理学 〃

〃 尾張敏章 准教授 〃 〃

〃 浅野友子 講師 〃 〃

〃 田中延亮 講師 〃 〃

〃 小島克己 教授 アジア生物環境学（樹木生理学・熱帯造林学）
附属アジア生物資源環境

研究センター

〃 練春蘭 教授 　　〃　　　　　（森林共生生物学） 〃

〃 則定真利子 准教授  　〃　　　　　（樹木環境生理学） 〃

応
用
生
命
工
学

森
林
科
学



農学生命科学研究科 髙須賀明典 教授 水産資源学

〃 山川　卓 准教授 〃

〃 黒木真理 准教授 〃

〃 伊藤直樹 准教授 魚病学
〃 大久保範聡 教授 水族生理学

〃 高橋一生 教授 水圏生物環境学

〃 児玉武稔 准教授 〃

〃 潮　秀樹 教授 水産化学

〃 山下倫明 教授 〃

〃 渡邊壮一 准教授 〃

〃 岡田　茂 准教授 水圏天然物化学

〃 浅川修一 教授 水圏生物工学

〃 岡本　仁 教授 〃

〃 木下滋晴 准教授 〃

〃 菊池　潔 教授 水圏生物システム学

〃 岩滝光儀 准教授 沿岸海洋環境学

大気海洋研究所 津田　敦 教授 プランクトン学 受け入れ予定なし
〃 齊藤宏明 教授 〃
〃 西部裕一郎 准教授 〃
〃 森田健太郎 教授 水産資源解析学
〃 平松一彦 准教授 〃 受け入れ予定なし
〃 河村知彦 教授 水産資源生物学
〃 北川貴士 教授 〃
〃 岩田容子 准教授 〃
〃 早川　淳 准教授 〃
〃 伊藤進一 教授 環境動態学
〃 小松幸生 准教授 〃
〃 伊藤幸彦 准教授 〃
〃 濵﨑恒二 教授 海洋微生物学
〃 塩崎拓平 准教授 〃
〃 佐藤克文 教授 行動生態計測学
〃 坂本健太郎 准教授 〃
〃 井上広滋 教授 海洋分子生理学
〃 小畑　元 教授 海洋無機化学
〃 木村伸吾 教授 海洋生物圏環境学
〃 兵藤　晋 教授 海洋生物生理学
〃 井上　潤 准教授 分子系統学
〃 牧野光琢 教授 水産・海洋政策学

水
圏
生
物
科
学



農学生命科学研究科 木南　章 教授 農業経営学/ 農村計画学
〃 八木洋憲 准教授 〃
〃 齋藤勝宏 教授 経済学/開発政策論
〃 川崎賢太郎 准教授 〃
〃 中嶋康博 教授 農業経済学/ 食料・資源経済学 受入予定なし
〃 中谷朋昭 准教授 〃
〃 安藤光義 教授 農政学/比較農業政策学
〃 小嶋大造 准教授 〃
〃 松本武祝 教授 農業史/農学史 受入予定なし
〃 櫻井武司 教授 農村開発学/国際農業発展論
〃 万木孝雄 准教授 〃

農学生命科学研究科 吉田修一郎 教授 農地環境工学・農地管理工学
〃 西田和弘 准教授 農地環境工学・農地水文学
〃 髙木強治 教授 　水利環境工学・水工システム学
〃 乃田啓吾 准教授 水利環境工学・農業水利学
〃 西村　拓 教授 環境地水学・土壌物理学
〃 富士原和宏 教授 生物環境工学・園芸環境工学
〃 松田　怜 准教授 生物環境工学 ・施設園芸学
〃 芋生憲司 教授 生物機械工学・エネルギー工学
〃 海津　裕 准教授 生物機械工学 ・ロボット工学
〃 五月女格 准教授 生物プロセス工学・食品製造工学
〃 細井文樹 准教授 生物環境情報工学
〃 山口紀子 教授 　エコロジカル・セイフティー学・土壌環境学

〃 山中武彦 教授 　エコロジカル・セイフティー学・生態系計測学

〃 和穎朗太 教授 エコロジカル・セイフティー学・物質循環学

〃 小野圭介 准教授 　エコロジカル・セイフティー学・大気環境学

〃 河鰭実之 教授 生態調和工学
〃 矢守　航 准教授 生態調和工学

農学生命科学研究科 斎藤幸恵 教授 木材物理学

〃 恒次祐子 教授 〃

〃 稲山正弘 教授 木質材料学 受入れ予定なし

〃 青木謙治 准教授 〃

〃 齋藤継之 教授 製紙科学

〃 五十嵐圭日子 教授 森林化学

〃 横山朝哉 教授 木材化学

〃 岩田忠久 教授 高分子材料学

〃 榎本有希子 准教授 〃

〃 山口哲生 准教授 生物素材科学

〃 井上雅文 教授 環境材料設計学 附属アジア生物資源環境研究センター

農学生命科学研究科 八木信行 教授 国際水産開発学

〃 阪井裕太郎 准教授 〃

〃 加藤洋一郎 教授 国際植物資源科学

〃 宮沢佳恵 准教授  〃

〃 秋山拓也 准教授 国際植物材料科学

〃 露木　聡 教授 国際森林環境学 受入れ予定なし

農学生命科学研究科 廣嶋卓也 准教授  〃
〃 中西啓仁 准教授 新機能植物開発学
〃 山本光夫 准教授 国際農業開発学
〃 鈴木宣弘 教授 国際環境経済学 受入れ予定なし
〃 未定 准教授 〃
〃 溝口　勝 教授 国際情報農学 受入れ予定なし
〃 荒木徹也 准教授 〃
〃 遠藤秀紀 教授 国際動物資源科学
〃 矢後勝也 講師 〃
〃 Marcy N.Wilder 教授 国際水産開発学
〃 辻本泰弘 准教授 国際植物資源科学
〃 久保智史 教授 国際植物材料科学
〃 佐藤　保 教授 国際森林環境学
〃 白鳥佐紀子 准教授 国際環境経済学
〃 根井　大介 准教授 国際情報農学

農学生命科学研究科
社会連携講座

松本安喜 教授
国際動物資源科学

地球規模感染症制御学

農
業
・
資
源
経
済
学
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学
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農学生命科学研究科 宮下　直 教授 生物多様性科学
〃 瀧本　岳 准教授 〃
〃 曽我昌史 准教授 保全生態学
〃 大黒俊哉 教授 緑地創成学
〃 吉田丈人 教授 〃
〃 橋本　禅 准教授 〃
〃 日浦　勉 教授 森圏管理学
〃 齊藤陽子 准教授 〃
〃 安田仁奈 教授 水域保全学
〃 本多親子 准教授 耕地生圏生態学
〃 菊池　潔 教授 水圏生物システム学
〃 鎌田直人 教授 森林圏生態学 附属演習林

〃 後藤　晋 准教授 〃 〃

〃 平尾聡秀 講師 〃 〃

〃 福井  大 講師 〃 〃

〃 山田利博 教授 森林生物機能学 〃

〃 鴨田重裕 准教授 〃 〃

〃 楠本　大 講師 〃 〃

〃 石橋整司 教授 森林圏生態社会学 〃

〃 安村直樹 准教授 〃 〃

〃 齋藤暖生 講師 〃 〃

〃 蔵治光一郎 教授 森林流域管理学 〃

〃 尾張敏章 准教授 〃 〃

〃 浅野友子 講師 〃 〃

〃 田中延亮 講師 〃 〃

〃 西廣　淳 教授 生圏資源環境学（保全生態学）

〃 斉藤拓也 教授 　　　　〃　  　　（森圏管理学）

〃 深澤圭太 准教授 　　　　　　　〃　  　　（生物多様性科学）

〃 松崎慎一郎 准教授 　　　　〃　  　　（水域保全学）

農学生命科学研究科 後藤康之 教授 感染免疫学

〃 杉浦幸二 准教授 生殖遺伝学

〃 伯野史彦 准教授 分子栄養学

〃 田中　智 教授 幹細胞生物学

〃 片岡直行 准教授 RNA生物学

〃 武内ゆかり 教授 動物行動学

〃 清川泰志 准教授 神経行動学

〃 李　俊佑 准教授 家畜飼養学

〃 松田二子 准教授 獣医繁殖内分泌学

〃 金井克晃 教授 発生生物学

〃 山内啓太郎 教授 筋再生学・発生学

〃 松脇貴志 准教授 神経内分泌学

〃 堀　正敏 教授 薬理学

〃 村田幸久 准教授 薬理学・免疫学

〃 桑原正貴 教授 環境生理学

〃 関澤信一 准教授 神経科学・呼吸循環生理学

〃 角田　茂 准教授 実験動物学・発生工学

〃 芳賀　猛 教授 感染制御学

〃 村上　晋 准教授 ウイルス学

〃 伊藤公一 特任准教授 生体機能学

医科学研究所 川口寧 教授 ウイルス病態制御学
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令和５（202３）年４月

 　 専攻分野に関するお問い合わせについては、下記へご連絡ください。

専　　　攻 担　　　当 連　　　絡　　　先　　等

電　 話：　０３（５８４１）５０９２

E-mail：ayyamaji@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.ab.a.u-tokyo.ac.jp/gakubu

電　 話：　０３（５８４１）５１２７

E-mail：a-uchida@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.bt.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）３０７４

E-mail：umanis@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.bt.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５２０９

E-mail：fukudakenji@g.ecc.u-tokyo.ac.jp　

URL：http://www.fr.a.u-tokyo.ac.jp

電　 話：　０４（７１３６）６２４０

E-mail：goito@aori.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.fs.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５４６３

E-mail：takeshi-sakurai@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.ec.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５３４6

E-mail：kyo-t@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.en.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５２64

E-mail：yokoyama@woodchem.fp.a.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.fp.a.u-tokyo.ac.jp/graduate/admissions/index.html

電　 話：　０３（５８４１）８０４５

E-mail：ykato@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.ga.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）８９２０

E-mail：27yasuda@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.es.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５４７２

E-mail：asatoshi@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.ar.a.u-tokyo.ac.jp/pages/Japanese/J_top.html

◇　各専攻のお問い合わせ先　◇

生産・環境生物学 （教授）　山次　康幸

応用生命化学 （教授）　内田　浩二

応用生命工学 （教授）　西山　　真

農業・資源経済学 （教授）　櫻井　武司

生物材料科学 （教授）　横山　朝哉

農学国際 （教授）　加藤　洋一郎

応用動物科学 （教授）　田中　智

生物・環境工学 （教授）　髙木　強治

森林科学 （教授）　福田　健二

水圏生物科学 （教授）　伊藤　進一

生圏システム学 （教授）　安田　仁奈



注意事項
●出願期間を入試要項等でご確認のうえ、締切に間に合うよう十分に余裕をもってお支払いください。

●支払最終日の「Webサイトでの申込み」は23:00まで、店頭端末機の操作は23:30までです。クレジッ
トカードの場合、Webサイトでのお申込みと同時にお支払いが完了しますので、23:00までにお手続
きしてください。

●「検定料払込」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭ではお答えできません。

     詳しくはWebサイトをご確認ください。

●一度お支払いされた検定料は返金できません。

●検定料の他に事務手数料が別途かかります。詳しくはWebサイトをご確認ください。

●取扱いコンビニ、支払方法は変更になる場合があります。変更された場合は、
Webサイトにてご案内いたします。

出 願33

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

※当サイトにてお支払いされた場合、
　「取扱金融機関出納印」は不要です。

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに
　「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載
　  されている糊はご使用にならないでください。
　「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

【コンビニエンスストアでお支払いの場合】

＜注意＞
スマートフォンでお申込みされた方は、
プリンタのある環境でご利用ください。

支払完了後、E-支払いサイトの「申込内容照会」に
アクセスし、受付完了時に通知された【受付番号】と
【生年月日】を入力し、照会結果を印刷して出願書類
に同封して出願。

※当サイトにてお支払いされた場合、
　「取扱金融機関出納印」は不要です。

○○大学
 検定料収

納証明書

(証明書貼付台紙)

検定料
証明書貼付台紙

「検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、
所定の貼付台紙に貼る。

■お支払い期間

【コンビニエンスストア以外でお支払いの場合】

修士課程(一般・社会人) A日程

修士課程(一般・社会人) B日程

博士課程(一般・社会人)
獣医学博士課程(一般・社会人) A日程

博士課程(一般・社会人)
獣医学博士課程(一般・社会人) B日程

2023年4月17日(月) ～ 6月27日(火)

2023年10月10日(火) ～11月30日(木)

2023年4月17日(月) ～ 6月27日(火)

2023年10月10日(火) ～11月30日(木)

お支払い22

支払い完了後、E-支払いサイトの「申込内容照会」にアクセスし、受付完了時に通知された[受付番号]と

[生年月日]を入力して【収納証明書】を印刷してください。　※プリンタのある環境が必要です。

●レジにて
「インターネット支払い」と
店員に伝え、印刷した【払込票】
を渡すか、【払込票番号】を
伝えてお支払いください。

マルチコピー機は使用しません

セブン-イレブン
【払込票番号:13ケタ】

マルチコピー機 へ
↓

代金支払い
↓

番号入力画面に進む
↓

【お客様番号】【確認番号】入力

ファミリーマート
【お客様番号:11ケタ】【確認番号:4ケタ】

Loppi へ
↓

各種サービスメニュー
↓

各種代金・インターネット受付
↓

各種代金お支払い
↓

マルチペイメントサービス
↓

【お客様番号】【確認番号】入力

ローソン・ミニストップ
【お客様番号:11ケタ】【確認番号:4ケタ】　

※お支払いされるカードの名義人は、
   受験生本人でなくても構いません。
但し、「基本情報入力」画面では、
必ず受験生本人の情報を入力してく
ださい。

Web申込みの際に、
支払いに利用するカードを選択

↓
画面の指示に従い、

支払手続を行ってください。

「税金・各種料金(ペイジー)」
を選択
↓

収納機関番号に【58021】と入力
↓

【お客様番号】【確認番号】を入力
↓

支払方法を選択
（現金またはキャッシュカード）し、

検定料をお支払い

ペイジー対応ATM
ゆうちょ、みずほ、三井住友、りそな銀行他

ネットバンキングにログインし、
「税金・各種料金の払込（ペイジー）」

をクリック
↓

収納機関番号に【58021】と入力
↓

【お客様番号】【確認番号】を入力
↓

画面上で金額を確認し、
検定料をお支払い（口座引落扱い）

ペイジー対応ネットバンク
ゆうちょ、みずほ、三井住友、りそな銀行他

お申し込み確定画面から
『ネットバンクでの支払い』

をクリック
↓

支払う銀行を選択して、
インターネットバンキングにログイン

↓
払込内容を確認し、

検定料をお支払い（口座引落扱い）

ネット専業銀行
楽天、auじぶん、PayPay銀行他

※一度、ブラウザを閉じてしまった場合は、E-支払いサイト
　の「申込内容照会」からログインしてください。
　その際には、11ケタのお客様番号が必要です。

レジで代金を支払い、「入学検定料・選考料

取扱明細書（チケット）」を受け取ってください。

Webで事前申込み11

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得。

本学ＨＰ
からも
アクセス
できます！

https://e-shiharai.net/
※番号取得後に入力ミスに気づいた場合はその番号では支払いを行なわず、もう一度入力し直して、新たな番号を取得して
　お支払いください。支払い期限内に代金を支払わなかった入力情報は、自動的にキャンセルされます。
※カード決済完了後の修正・取消はできません。申込みを確定する前に内容をよくご確認ください。

※確定画面に表示される番号
　をメモしてください。

学校一覧から、 東京大学大学院（国立大学法人）  を選択してください。

東京大学大学院 農学生命科学研究科 検定料払込方法



THE UNIVERSITY OF TOKYO (Graduate Schools)
How to make a Payment of Examination Fee by Credit Card
24 hours a day, 365 days a year, you can pay anytime!  Easy, Convenient and Simple!

E-Service Support Center   Tel : +81-3-5952-9052 (24 hours everyday) 

For questions or problems not mentioned here, please contact :

http://www.shiharai.net/infohttp://www.shiharai.net/infohttp://www.shiharai.net/info

●It is possible to use a card which carries a name different from 
that of the applicant. However,please make sure that the 
information on the basic information page is the applicant's 
information.

●If you did not print out "Result" page, you can check it later on 
Application Result page. Please enter "Receipt Number" and 
"Birth Date" to redisplay.  

●Please directly contact the credit card company if your card is not 
accepted.

●During payment periods and application periods mentioned in 
the application documents, you can make a payment anytime. 
Please confirm from application documents and complete 
payment in time for the application period.

●On the last date of the payment period, please finish card 
settlement procedure by 11:00pm Japan time.

●A fee is added to Examination fee. For further info, please visit 
our website.

●Please note that refund is not possible once you have made a 
payment of Entrance examination fee. 

Mail it from Post office
000-0000
XXXXXX XXXXX1-1-1

XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX  XX

 Enclose the printed "Result" page in an application envelope with   
                                other necessary application documents.

【NOTICE/FAQ】

POST OFFICE

You can make a payment with your Credit Card

Terms of Use and  
Personal Information 
Management

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Top Page 

School Selection 

School Information

Category Selection

Basket Contents

Basic Information

Click "Examination Fee".

Click "The University of Tokyo (Graduate Schools)".

Read the information carefully and click "Next".

Choose First to Fourth Selection and add to Basket.

Check the contents and if it is OK, click "Next".

Input the applicant's basic information.
Choose your credit card and click "Next".

Please read the Terms of use and Personal Information Management.
Click "Agree" button located in the lower part of this page if you agree with these terms.
Click "Not agree" button located in lower part of this page if you do not agree with these terms.

Application Result

Credit Card Payment Completed

All of your application information is displayed. Check and Click "Confirm".

Click "Print this page" button and print out "Result" page.

9.

Credit Card Information8.

10.

Input Credit Card Number (15 or 16-digits) , Security Code and Expiration date.

https://e-shiharai.net/english/
Access

You can access 
from our 
website too !

ＸＸＸＸＸ Result

Print this Page

Necessary application documents

e-shiharai.netｅ

W
eb A

pplication -- C
redit C

ard Transaction
A
pplication



〒113-0033
東京都文京区本郷7-3-1

東京大学文学部複写センター

（日本興業社）

TEL : 03-3814-9301(内 83888)
FAX : 03-5802-5374
Mail : kakomon@create-d.info
・直接販売所・

東京大学文学部複写センター

法文２号館地下 1階

東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程過去問題集（令和５年度施行）が刊行されました。

ご希望の方はインターネットにアクセス(http://www7b.biglobe.ne.jp/~printservice/)又は直接販売所

までご来店ください。

ただし、 令和３年度 （令和２年８月実施） についてはオンラインによる試験であったため過去問販売はありません。

お支払い方法は「みずほ銀行」又は「ゆうちょ銀行」にお振込みいただいてから入金確認後発送させてい

ただく『ゆうメール』と宅配にてお受取いただく際に直接お支払いする『コレクト』の２通りの方法があ

ります。詳しくはネット通販に記載されておりますのでご覧下さい。

★ 例えば・・・一般教育科目、応用生命化学・工学を10年分の場合

一　　般　H25～R5 年　3000円　　　　　　応用生命化学・工学　H25～R5 年　3000 円

郵便振込：　手数料210円＋送料360円

代引き　：　手数料330円＋送料「例930円 関東」（地域によって異なります）

◎ 一般教育科目（生物学・化学・物理学・数学）

　 平成 23 年度～令和 5 年度・・・・・1 年分　　300 円

◎ 外国語（平成 17 年度より TOEFL-ITP 採用）の為、問題集はありません。

◎ 専門科目

　☆　応用動物科学　　　　　　　平成 23 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　☆　水圏生物科学　　　　　　　平成 23 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　☆　生物・環境工学　　　　　　平成 23 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　★　農業・資源経済学　　　　　平成 23 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　★　生産・環境生物学　　　　　平成 23 年度～令和４年度・・・・・1 年分　　200 円

　☆　応用生命化学・工学　　　　平成 23 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　300 円

　☆　生物材科科学　　　　　　　平成 18 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　★　生物材料　木造建築コース　平成 18 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　★　森林科学　　　　　　　　　平成 23 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　☆　生圏システム学　　　　　　平成 23 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　★　農学国際　　　　　　　　　平成 23 年度～令和５年度・・・・・1 年分　　200 円

　　★は一般教育科目の試験はありません。

　　尚、平成１８年度から平成２３年度は在庫がなくなり次第販売終了とさせて頂きます　

東京大学大学院

農学生命科学研究科修士課程

過去入試問題集



生産・環境
生物学

30 (1) 28 (1) 34 26 29 (2) 23 (2) 35 (3) 26 (2) 32 (1) 29 (1)

応用生命
化学

69 (4) 52 (3) 77 (5) 53 (1) 72 (5) 55 (3) 86 (7) 64 (3) 73 (2) 52 (2)

応用生命
工学

53 (1) 43 47 (4) 35 42 (5) 32 (1) 41 (5) 29 (3) 47 (3) 36 (2)

森林科学 22 (1) 16 19 (3) 14 (1) 16 (3) 11 24 (2) 16 (1) 19 13

水圏生物
科学

39 (3) 27 (1) 51 (2) 36 (1) 46 (1) 33 40 (1) 28 (1) 43 29

農業・資源
経済学

20 (3) 10 (1) 17 (3) 8 20 (3) 9 (1) 25 (3) 16 (1) 21 (5) 17 (5)

生物・環境
工学

21 (4) 16 (2) 21 (2) 15 (1) 24 (4) 19 (1) 23 (4) 14 (1) 20 (5) 11 (1)

生物材料
科学

32 (1) 24 27 21 31 (1) 26 (1) 32 (1) 24 (1) 31 23

農学国際 27 (4) 20 (3) 35 (7) 25 (4) 27 (5) 20 (2) 31 (7) 23 (3) 28 (4) 19 (3)

生圏シス
テム学

21 (1) 20 (1) 18 (1) 16 18 15 23 (1) 16 (1) 20 (1) 18

応用動物
科学

15 (2) 10 20 (3) 14 (1) 20 (2) 15 (1) 17 15 15 (1) 14

 合　　計 349 (25) 266 (12) 366 (30) 263 (9) 345 (31) 258 (12) 377 (34) 271 (17) 349 (22) 261 (14)

※(　)は外国人学生で内数

※外国人特別選抜の人数は除く。

修士課程志願者及び合格者数

平成３１(2019)年度 令和４(2022)年度

志願者数 合格者数

令和３(2021)年度

志願者数 合格者数

令和5(2023)年度

志願者数 合格者数
専攻

令和２(2020)年度

志願者数 合格者数志願者数 合格者数



（一般選抜）

専　攻　名 一般教育科目 外国語 専門科目 口　述 合　　計 備　　考

生産・環境生物学 300 700 合・否 1000

応用生命化学

応用生命工学

森林科学 300 700 合・否 1000

水圏生物科学 200 400 400 合・否 1000

農業・資源経済学 300 600 100 1000

生物・環境工学 200 300 400 100 1000

生物材料科学 200 300 400 100 1000

農学国際 400 1000

生圏システム学 200 300 400 100 1000

応用動物科学 200 300 1000

（社会人特別選抜）

専　攻　名 外国語 専門科目 研究計画 口述試験 合　　計 備　　考

生産・環境生物学 200 200 1000

応用生命化学

応用生命工学

森林科学 300 300 1000

水圏生物科学 300 300 1000

農業・資源経済学 300 300 1000

生物・環境工学 300 300 300 100 1000

生物材料科学 200 400 200 200 1000

農学国際 400 200 1000

生圏システム学 200 300 400 100 1000

応用動物科学 200 300 1000

※換算点基準は変更になる場合がある。

令和５（2023）年度修士課程換算点基準

250 250 500 1000

300 300 400 1000

600

500

400

400

400

400

500

600
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This document is a translation from the authoritative Japanese version. 
 

Graduate School of Agriculture and Life Sciences 
The University of Tokyo 

Application Guideline of Students for Master’s Course, AY2024  
(General Admissions and Special Admissions for Working Adults) 

 
 
Our educational and research mission 
The Graduate School of Agricultural and Life Sciences aims to promote advanced education and research 
in the field of agricultural and life sciences and nurture highly specialized human resources that can tackle 
the diverse range of food and environmental issues in the world. 
 
Students we seek: 
・Those having the will and basic capabilities to tackle through agriculture and life sciences  the diverse 
issues surrounding food and the environment. 
・Those having a global perspective and who are enthusiastic about acquiring advanced expertise and 
improving research capability. 
Selection policy: 
Below are the basic selection criteria. 
- Specialized knowledge in the field of his/her choice, as well as broad knowledge and sufficient English 
proficiency in agricultural and life sciences in general, and 
- Willingness and ability to work independently to acquire knowledge and identify problems. 
 
1. Eligibility Requirements 
 
General Admissions 
Applicants must meet one of the following conditions (1) through (6). (Note 5) 
(1) Those who have graduated or will graduate from a Japanese university by March 31, 2024 (Note 1) 
(2) Those who have completed, or are expected to complete by March 31, 2024, 16 years of school 

education abroad (Note 2) 
(3) Those who have earned or are expected to earn by March 31, 2024, a degree equivalent to a 

bachelor’s degree from an accredited institution outside Japan requiring at least three years of study 
(Note 2) 

(4) Those who are designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology or 
have completed or are expected to complete by March 31, 2024, a program at an educational institution 
designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Note 3) 

(5) Those who have been conferred a bachelor's degree by the National Institution for Academic Degrees 
and Quality Enhancement of Higher Education and are expected to receive the degree by March 31, 
2024. 

(6) Those who are 22 years or older as of March 31, 2024, and recognized by this graduate school, 
through individual screening of entrance qualifications, as having abilities that are equivalent or superior 
to those who have graduated from a Japanese university (Note 1) (Note 4) 

 
(Note 1) Japanese universities mentioned in conditions (1) and (6) above refer to universities within the 

national boarders of Japan and as prescribed in Article 83 of the School Education Act. 
(Note 2) Conditions (2) and (3) above include correspondence programs provided by foreign institutions 

while residing in Japan. 
(Note 3) 1. Those who fall under condition (4) above are those who have graduated from or completed a 

course of study at the following schools or educational facilities. 
 The Japanese branch of a foreign school designated by the Minister of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology. 
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 Specialty training courses of specialized training colleges designated by the Minister of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (limited to those that meet the criteria 
specified by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, such as a 
minimum of 4 years of study). 

 Universities under the former University Order, or universities established under the various 
acts or organization orders for establishment of ministries and agencies, or the acts for 
individual Independent Administrative Institutions. 

2. Those who wish to apply according to condition (4) must contact the Graduate Student 
Section, Academic Affairs Division, Graduate School of Agricultural and Life Sciences (see 10. 
Inquiries and Contacts) by the following dates. 

Schedule A: May 10, 2023 (Wed) 
Schedule B: October 11, 2023 (Wed) 

(Note 4) 1. Those who fall under condition (6) are those who do not meet conditions (1) through (5) of the 
eligibility qualifications, but who have graduated from or completed a course of study at an 
educational institution equivalent to a four-year university or the like, and who are recognized by 
this graduate school as having academic ability equivalent or superior to that of a Japanese 
university graduate as assessed through an individual screening of eligibility for admission.  

2. Those who wish to apply under condition (6) must apply to the Graduate Student Section, 
Graduate School of Agricultural and Life Sciences (see 10. Inquiries and Contact Information) 
by the following dates. 

Schedule A: May 10, 2023 (Wed) 
Schedule B: October 11, 2023 (Wed) 

3. Those recognized as having academic ability equivalent or superior to that of a Japanese 
university graduate in the screening of eligibility for admission will be permitted to apply and 
take the entrance examination. 

(Note 5) Schedule B applicants for the Department of Applied Biological Chemistry, the Department of 
Biotechnology, the Department of Biological and Environmental Engineering, and the Department 
of Biomaterials Sciences must meet conditions (2) and (3). Provided, however, even for those 
who have graduated or are expected to graduate from a Japanese university, but who have 
received education in a language other than Japanese, including elementary and secondary 
education, will be individually screened for eligibility. Applicants for whom this may apply should 
contact the Graduate Student Section, Graduate School of Agricultural and Life Sciences by 
Wednesday, October 11, 2023 (see 10. Inquiries and Contacts) and follow the instructions 
provided. 

 
Special Admissions for Working Adults 
Applicants must meet one of the following conditions (1) through (6), and be employed by a government 
agency, school, company, or the like, at the time of application and expect to continue such employment 
after admission (Note 5) (Note 6) 
(1) Those who have graduated from a Japanese university (Note 1) 
(2) Those who have completed 16 years of school education abroad (Note 2) 
(3) Awarded a degree equivalent to a bachelor's degree by completing a course of at least three years of 

study at a foreign university or other foreign school (limited to those that have been evaluated by the 
foreign government or relevant organization regarding the overall status of its educational and 
research activities, etc.) (Note 2) 

(4) Those who are designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology or 
have completed a program at an educational facility or the like designated by the Minister of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology (Note 3) 

(5) Those who have been conferred a bachelor's degree by the National Institution for Academic Degrees 
and Quality Enhancement of Higher Education 

(6) Those who are 22 years or older as of March 31, 20243, and recognized by this graduate school, 
through individual screening of entrance qualifications, as having abilities that are equivalent or 
superior to those who have graduated from a Japanese university (Note 1) (Note 4) 
 

(Note 1) Japanese universities mentioned in conditions (1) and (6) above refer to universities within the 
boundaries of Japan and as prescribed in Article 83 of the School Education Law. 

(Note 2) Conditions (2) and (3) above include correspondence programs provided by foreign institutions 
while residing in Japan. 
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(Note 3) 1. Those who fall under condition (4) above are those who have graduated from or completed a 
course of study at the following schools or educational facilities. 
 The Japanese branch of a foreign school designated by the Minister of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology. 

 Specialty training courses of specialized training colleges designated by the Minister of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (limited to those that meet the criteria 
specified by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, such as a 
minimum of 4 years of study). 

 Universities under the former University Order, or universities established under the various 
acts or organization orders for establishment of ministries and agencies, or the acts for 
individual Independent Administrative Institutions. 

2. Those who wish to apply according to condition (4) must contact the Graduate Student 
Section, Academic Affairs Division, Graduate School of Agricultural and Life Sciences (see 10. 
Inquiries and Contacts) by the following dates. 

Schedule A: May 10, 2023 (Wed) 
Schedule B: October 11, 2023 (Wed) 

(Note 4) ① Those who fall under condition (6) are those who do not meet conditions (1) through (5) of the 
eligibility qualifications, but who have graduated from or completed a course of study at an 
educational institution equivalent to a four-year university or the like, and who are recognized by 
this graduate school as having academic ability equivalent or superior to that of a Japanese 
university graduate as assessed through an individual screening of eligibility for admission.  
② Those who wish to apply under condition (6) must apply to the Graduate Student Section, 
Graduate School of Agricultural and Life Sciences (see 10. Inquiries and Contact Information) 
by the following dates. 

Schedule A: May 10, 2023 (Wed) 
Schedule B: October 11, 2023 (Wed) 

③ Those recognized as having academic ability equivalent or superior to that of a Japanese 
university graduate in the screening of eligibility for admission will be permitted to apply and 
take the entrance examination. 

(Note 5) Schedule B applicants for the Department of Applied Biological Chemistry, the Department of 
Biotechnology, the Department of Biological and Environmental Engineering, and the Department 
of Biomaterials Sciences(except the Wooden Architecture Course)  must meet Conditions (2) and 
(3). Provided, however, even for those who have graduated or are expected to graduate from a 
Japanese university, programs in which education is provided in a language other than Japanese, 
but who have received education in a language other than Japanese, including elementary and 
secondary education, will be individually screened for eligibility. Applicants for whom this may 
apply should contact the Graduate Student Section, Graduate School of Agricultural and Life 
Sciences by Wednesday, October 11, 2023 (see 10. Inquiries and Contacts) and follow the 
instructions provided.  

(Note 6) To be eligible to take the examination for the Wooden Architecture Course of the Department of 
Biomaterials Sciences, applicants must fulfill at least one of the above Conditions (1) through (6) 
and have at least two years of work experience in a field related to this course. 

 
2. Admission Period 
Schedule A: October 2023 and April 2024 
(Those who pass Schedule A may choose to enroll in either October 2023 or April 2024. However, 
October admission is limited to those who have graduated or are expected to graduate from a university 
before September 2023. For those on Schedule A who wish to enroll in October 2023, the date March 31, 
2024, should be read as September 30, 2023, for conditions (1) through (6) above.) 
 
Schedule B: April 2024 and October 2024 
(Those who pass Schedule B may choose to enroll in either April 2024 or October 2024. For those on 
Schedule B who wish to enroll in October 2024, the date March 31, 2024, should be read as September 
30, 2024, for conditions (1) through (6) above. ) 
 
※Departments that allow October admission: 
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Department of Agricultural and Environmental Biology, Department of Applied Biological Chemistry, 
Department of Biotechnology, Department of Agricultural 
and Resource Economics, Department of Biomaterials Sciences (except Wooden Architecture Course), 
Department of Ecosystem Studies, Department of Animal Resource Sciences 
 
3. Selection Method 
【General Admissions】 
Selection is based on the evaluation of written examinations (General Subjects and Special Subjects), oral 
examinations (excluding applicants for Applied Biological Chemistry and Biotechnology), and screening of 
submitted documents including scholastic records issued by all universities or colleges attended. 
【Special Admissions for Working Adults】 
Selection is based on the evaluation of written examinations (English or Japanese and Special Subjects), 
oral examinations (excluding applicants for Applied Biological Chemistry and Biotechnology), and 
screening of submitted documents including scholastic records issued by all universities or colleges 
attended and research plans. 
 
4. Application Procedures and Period 
There are two application periods, Schedule A and Schedule B, as described in (5) below. 
Please note that while it is not precluded to apply for both during each application period, the Department 
of Aquatic Bioscience examination may only be taken once in the same year. For departments that allow 
October admission, applicants who wish to enroll in October 2023 should apply according to Schedule A, 
and applicants who wish to enroll in October 2024 should apply according to Schedule B. 
(1) Application forms and other documents for admission must be prepared on the web application system. 

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/grad/grad_applicants2.html 
(2) After completing the online application, send the documents listed in "Documents to be submitted 

online and by mail" and "Documents to be submitted only by mail" in Section 7 "Documents to be 
submitted" below. 

(3) When sending the application by mail, all documents must be placed in a “角形 2号” (2 square, A4-
size 240 x 332 mm) envelope prepared by the applicant and sent by express and registered mail. 

(4) Mailing Address 
Graduate Student Section, Academic Affairs Division 
Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo 
1-1-1 Yayoi Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657 JAPAN 

(5) Application Periods 
Schedule A: Wednesday, June 21 through Tuesday, June 27, 2023 
However, applications postmarked by June 27 (Tue.) and received by 5:00 p.m. on June 30 (Fri.) will 

be accepted. 
Master's theses and abstracts (general admission): Must arrive between January 15 (Mon.) and 

January 19 (Fri.), 2024. 
※Applicants who wish to enroll in October 2023 must submit them during the application period. 
Schedule B: Friday, November 24 through Thursday, November 30, 2023 
However, the applications postmarked by November 30 (Thu.) and received by December 5 (Tue.) at 

5:00 p.m. will be accepted. 
※Both online application via the Web Application System and submission of documents by mail are 

required for application. Submission of only one of the two will not be accepted. Please note that 
applications will not be accepted if the application documents do not arrive during the application 
period, even if the online application has been completed. 

 
5. Examination Dates 
(1) Schedule A 
For departments that conduct their examination in person, the written examination for foreign languages 
will be held on the morning of Tuesday, August 8, 2023, the written examination for special subjects in the 
afternoon of Tuesday, August 8, 2023, the general education examination in the morning of Wednesday, 
August 9, 2023, and the oral examinations from Wednesday, August 9 to Friday, August 18, 2023.  
For departments that will be conducting their examinations online, the written and oral examinations will be 
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held from Tuesday, August 1 to Friday, August 18, 2023. 
For times, place and other details, please refer to the “Examinees' Guideline” that will be sent by email in 
early July. 
(2) Schedule B 
The written and oral examinations will be held from Thursday, February 1 to Friday, February 9, 2024. For 
the examination dates for each department, please refer to the “Guidelines for Examinees” that will be sent 
by e-mail in early January 2024. 
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6. Test Subjects and Number of Students to be admitted by Department 

(Schedule A) 

Department 

Test Subjects 
Number 

of 
students  

to be 
admitted 

General 
Education 
Subjects 

Language 
(※1) Special Subjects 

 
Option to 
choose 

subjects at 
time of 
exam 

Agricultural 
and 
Environmental  
Biology 

  
English 
(TOEFL 
score) 

a1) Agronomy 
a2) Plant Molecular Genetics 
a3) Plant Breeding 
a4) Plant Pathology 
a5) Applied Entomology 
a6) Crop Science 
a7) Horticultural Science 
a8) Insect Genetics and Pathology 
a9) Biometrics 
Select 2 from the above 9 subjects. 
 
*Online Written Examination 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not  
available 28  

Applied 
Biological 
Chemistry 

Chemistry 
 
Those 
applying only 
for bio-
informatics 
and bio-
informatics 
analysis in 
the 
Department 
of Bio- 
technology 
may choose 
any one of 
the following 
subjects: 
Chemistry, 
Mathematics, 
Physics, 
Biology. 

English 
(TOEFL-
ITP) 

b1) Analytical Chemistry 
b2) Biological Chemistry 
b3) Organic Chemistry・Natural 
Products Chemistry 
b4) Microbiology 
b5) Molecular Biology 
b6)Plant Physiology, Plant Nutrition, 
Soil Science  
b7) Food Science 
Any 3 of the above 7 subjects can 
be selected at the time of the 
examination. Those applying only 
for Bioinformatics and 
Bioinformatics Analysis in the 
Department of Biotechnology have 
the option to  select 1 subject from 
the above 7 and also take  
b8) Life Information Science. 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written Japanese.) 

Available 

29 

Biotechnology 37 

Forest Science   
English 
(TOEFL-
ITP) 

c1) Forest Management 
c2) Silviculture 
c3) Forest Policy 
c4) Forest Biogeosciences      
c5) Forest Utilization 
c6) Forest Botany 
c7) Forest Zoology 
c8) Forest Landscape Planning and 
Design 
Select 3 from the above 8 subjects. 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not 
Available 20 
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Aquatic 
Bioscience 

One of the 
following 
subjects: 
Biology, 
Chemistry, 
Physics, 
Mathematics  

English  
(TOEFL-
ITP) 

d1) Fisheries Dynamics 
d2) Aquaculture Biology 
d3) Organic Chemistry and Food 
Chemistry of Aquatic Organisms 
d4) Aquatic Zoology 
d5) Aquatic Animal Physiology 
d6) Aquatic Environmental Biology 
d7) Biochemistry and Molecular 
Biology of Aquatic Organisms 
d8) Aquatic Ecology 
Select 2 from the above 8 subjects. 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not 
available 30 

Agricultural 
and Resource 
Economics 

 
English 
(TOEFL 
score) 

e1) Farm Management 
e2) Economics 
e3) Agricultural Economics 
e4) Agricultural Policy 
e5) Agricultural History 
e6) Rural Development 
Select 3 from the above 6 subjects 
and submit an essay. 
 
*Online Oral Examination 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not 
available 17 

Biological and 
Environmental 
Engineering 

One of the 
following 
subjects: 
Mathematics,  
Physics, 
Chemistry,  
Biology. 

English  
(TOEFL-
ITP) 

f1) Rural Land and Environmental 
Engineering 
f2) Water Environmental 
Engineering 
f3) Soil Physics and Soil Hydrology 
f4) Bioenvironmental Engineering 
f5) Biological and Mechanical 
Engineering 
f6) Bioprocess Engineering  
f7) Biological and Environmental 
Information Engineering  
f8) Sustainable Agro-ecosystem 
Engineering 
f9) Ecological Safety Studies 
Select 2 from the above 9 subjects. 
However, f8) Sustainable Agro-
ecosystem Engineering and f9) 
Ecological Safety Studies may only 
be selected by those whose first 
choice is one of those subjects.  
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in Japanese.) 

Not 
available 17 
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Biomaterial 
Sciences 

Chemistry 
Mathematics 
Physics 
Biology 
 
Graduates 
(or 
prospective 
graduates) 
of Japanese 
universities 
are required 
to select 2 
from the 
above 4 
subjects. 
Graduates 
(or 
prospective 
graduates) 
of foreign 
universities 
are not 
required to 
take these 
subjects. 

English  
(TOEFL-
ITP) 

g1) Wood Physics 
g2) Wood-based Materials and 
Timber Engineering  
g3) Paper Science 
g4) Forest Chemistry 
g5) Wood Chemistry 
g6) Polymeric Materials 
g7) Adhesion Science and Bio-
composites 
g8) Sustainable Material Design 
Applicants who have graduated (or 
will graduate) from a Japanese 
university must select 2 from the 
above 8 subjects, while applicants 
who have graduated (or will 
graduate) from a foreign university 
must select 1 subject. You must 
select a subject related to your first 
choice of field of specialization. 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in Japanese.) 

Not 
available 17  

Architecture 
Course, 
Biomaterial 
Sciences 
(Special 
Selection for 
Working 
Adults) 

  
English  
(TOEFL-
ITP) 

h1) Architecture 
h2) Wood science 
h3) Wood utilization system studies 
You may select 2 from the above 3 
subjects, but one subject must be 
related to your first choice of field of 
specialization. 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

No 
available A few 

Global 
Agricultural 
Sciences 

  

English 
(TOEFL 
score) 
(Note 2) 

j1) Global Fisheries Science and 
Policy 
j2) Global Animal Resource Science 
j3) Global Plant Resources 
j4) Global Plant Material Sciences 
j5) Global Forest Environmental 
Studies  
j6) Plant Biotechnology 
j7) Agricultural Development 
Studies 
j8) International Environmental 
Economics 
j9) International Agro- Informatics 
Select 1 subject in your first choice 
of field of specialization from the 
above 9 subjects and 
j10) Essay on International 
Development 
 
*Online Written Essay (Must be 
submitted in Japanese or English, 
and the language to be used must 
be indicated on your application.) 

Not 
available 43  
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Ecosystem 
Studies 

One of the 
following 
subjects: 
Biology, 
Chemistry, 
Physics, 
or 
Mathematic
s 
 

English 
(TOEFL-
ITP) 

k1) Ecosystem Studies 
k2) Short Essays 
These 2 subjects are compulsory. 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 
 

Not 
available 25  

Animal 
Resource 
Sciences 

Biology, and 
one of the 
following 
subjects: 
Chemistry, 
Physics, or 
Mathematics 
 
2 subjects in 
total 

English 
(TOEFL-
ITP) 

m1) Animal Resource Sciences 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not 
available 19  

 
 

(Schedule B) 

Department 

Test Subjects 
Number 
of 
students 
to be 
admitted 

General 
Education 
Subjects 

Language 
(※1) Special Subjects 

  
Option to 
choose 
subjects at 
time of 
exam 

Agricultural 
and 
Environmental 
Biology 

  
English 
(TOEFL 
score) 

a1) Agronomy 
a2) Plant Molecular Genetics 
a3) Plant Breeding 
a4) Plant Pathology 
a5) Applied Entomology 
a6) Crop Science 
a7) Horticultural Science 
a8) Insect Genetics and Pathology 
a9) Biometrics 
Select 2 from the above 9 
subjects. 
 
*Online Written Examination 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not 
available A few 

Applied 
Biological 
Chemistry 

Chemistry 
English 
(TOEFL 
score) 

b1) Analytical Chemistry 
b2) Biological Chemistry 
b3) Organic Chemistry・Natural 
Products Chemistry 
b4) Microbiology 
b5) Molecular Biology 
b6) Plant Physiology, Plant 
Nutrition, Soil Science  
b7) Food Science 
 
Select any 3 of the above 7 
subjects. Those applying only for 

Not 
Available 5  
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Biotechnology 

Bioinformatics and Bioinformatics 
Analysis in the Department of 
Biotechnology may select 1 
subject from the above 7 and take  
b8) Life Information Science 
for a total of 2 subjects. 
 
* Online Written Examination 
(Questions in English, answers in 
English. A few will be selected 
based on the admissions system, 
details of which will be announced 
later.) 

6 

Forest Science   
English 
(TOEFL-
ITP) 

c1) Forest Management 
c2) Silviculture 
c3) Forest Policy 
c4) Forest Biogeosciences      
c5) Forest Utilization 
c6) Forest Botany 
c7) Forest Zoology 
c8) Forest Landscape Planning 
and Design 
 
Select 3 from the above 8 
subjects. 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not 
available A few 

Aquatic 
Bioscience   

English  
(TOEFL-
ITP) 

d1) Fisheries Dynamics 
d2) Aquaculture Biology 
d3) Organic Chemistry and Food 
Chemistry of Aquatic Organisms 
d4) Aquatic Zoology 
d5) Aquatic Animal Physiology 
d6) Aquatic Environmental Biology 
d7) Biochemistry and Molecular 
Biology of Aquatic Organisms 
d8) Aquatic Ecology 
 
Select 2 from the above 8 
subjects. 
 
*Online Written Examination 
(Questions in English, answers in 
English.) 

Not 
available A few 

Agricultural 
and Resource 
Economics 

 
English 
(TOEFL 
score) 

e1) Farm Management 
e2) Economics 
e3) Agricultural Economics 
e4) Agricultural Policy 
e5) Agricultural History 
e6) Rural Development 
Select 3 from the above 6 subjects 
and prepare and submit an essay. 
 
*Online Oral Examination 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not 
available A few 

Biological and 
Environmental 
Engineering 

One of the 
following 
subjects: 
Mathematics 
Physics, 

English  
(TOEFL-
ITP) 

f1) Rural Land and Environmental 
Engineering 
f2) Water Environmental 
Engineering 

Not 
available A few 
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Chemistry, or 
Biology 

f3) Soil Physics and Soil 
Hydrology 
f4) Bioenvironmental Engineering 
f5) Biological and Mechanical 
Engineering 
f6) Bioprocess Engineering  
f7) Biological and Environmental 
Information Engineering  
f8) Sustainable Agro-ecosystem 
Engineering 
f9) Ecological Safety Studies 
 
Select 2 from the above 9 
subjects. However, only applicants 
whose first choice of specialization 
is Sustainable Agro-ecosystem 
Engineering or Ecological Safety 
Studies may select either of those 
subjects. 
 
*Written Examination on Campus 
(Questions are written in both 
Japanese and English.). 

Biomaterial 
Sciences   

English 
(TOEFL 
score) 

g1) Wood Physics 
g2) Wood-based Materials and 
Timber Engineering  
g3) Paper Science 
g4) Forest Chemistry 
g5) Wood Chemistry 
g6) Polymeric Materials 
g7) Adhesion Science and Bio-
composites 
g8) Sustainable Material Design 
Select 1 subject related to your 
first choice of specialty from the 
above 8 subjects. 
 
*Written Examination on Campus 
(In principle, questions are given 
in English.) 

Not 
available A few 

Global 
Agricultural 
Sciences 

  

English 
(TOEFL 
score) 
(Note 2) 

Admissions Method 
(Evaluation based on application forms, 
transcripts, etc.). 

A few 
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Ecosystem 
Studies   

English 
(TOEFL 
score) 

Admissions Method. 
(Details to be announced at a later date) 
 
*Questions will be written in both Japanese and 
English.  

A few 

Animal 
Resource 
Sciences 

Biology, and 
one of the 
following 
subjects: 
Chemistry, 
Physics,  
or 
Mathematics. 
 
2 subjects in 
total 

English 
(TOEFL 
score) 

m1) Animal Resource Sciences 
 
*Online Written Examination 
(Questions are written in both 
Japanese and English.) 

Not 
available A few 

Note 1: For details on TOEFL-ITP and TOEFL score submissions for the written examination for foreign 
language, please refer to Supplementary Explanation 3: Written Examination (1) Foreign Language 
(English) Test. 

Note 2: In principle, applicants for the Department of Global Agricultural Sciences must submit TOEFL-iBT 
scores for English. In unavoidable cases, TOEFL-Essentials scores may be accepted. Depending 
on the number of applicants, pre-selection may be conducted based on TOEFL scores and 
submitted documents. Details will be announced in the “Guidelines for Examinees’ ” or by email 
from the department. 

 
(1) For Special Admissions for Working Adults, the examinations in general education subjects in the 

above table are not required for either Schedule A or Schedule B. 
(2) A small number of applicants will be selected for both Schedule A and Schedule under Special 

Admissions for Working Adults. 
(3) Depending on the results of the examination, the actual number of students admitted may not reach the 

number of openings. 
(4) If the actual number of students admitted in a department that conducts Schedule A is less than the 

number of students to be admitted, the remaining quota for Schedule A shall be included in the number 
of students to be admitted for Schedule B. 

(5) Depending on the number of applicants, the Department of Agricultural and Environmental Biology may 
conduct pre-selection based on TOEFL scores and essays. In such cases, additional essay 
submissions will be required after the application is submitted. Details will be announced in the 
“Guidelines for Examinees” or by e-mail from the department.  

(6) See Supplementary Explanation for details on the specialized subject tests for the Department of 
Agricultural and Resource Economics. In addition, depending on the number of applicants, this 
department may conduct pre-selection based on TOEFL score and specialized subject (essay). For 
details, please refer to the “Examinees' Guideline.” 

(7) Only applications for Special Admissions for Working Adults will be accepted for the Department of 
Biomaterials Science, Wooden Architecture Course. 

(8) Please also refer to the information on each department’s website listed in the “Contact Information for 
Each Department” section. 
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7.Application Documents 

Application Documents General 
Admissions 

Special 
Admissions 
for Working 

Adults 

Notes 

(a) 
Application Form ・

Examination ID Card 
◯ ◯ 

Enter the required information in the web 
application system. 
Please be sure to provide an email 
address where we can contact you. 
Upload a photo of your face (frontal photo 
taken within the last 3 months, upper 
body, hatless) according to the 
instructions on the web application 
system. 

(b) 
Transcripts of 

scholastic record ◯ ◯ 

Include all grades after admission to the 
university (including dropouts, etc.). For 
transfer students, include grades prior to 
transfer. 
*Not required for applicants currently 
enrolled in the Graduate School of 
Agricultural and Life Sciences, the 
University of Tokyo, as a Graduate 
International Research Student or a 
Graduate Research Student. 

(c) 
Degree Verification 
Document ◯ ◯ 

All certificate of degree issued by all 
universities or colleges attended. Those 
who have completed graduate school 
must submit graduate or diploma 
certificates issued by graduate school as 
well. Those who have dropped out of 
university should submit a School 
Attendance Certificate. 
*Not required for applicants currently 
enrolled in the Graduate School of 
Agricultural and Life Sciences, the 
University of Tokyo, as a Graduate 
International Research Student or a 
Graduate Research Student.  

(d) 

Certificate of Receipt 
of Bank Transfer / 
Certificate of Payment 
of Examination Fee 

◯ ◯ 

Enclose proof of examination fee payment 
(30,000 yen).  
Applicants who are presently MEXT 
Scholars are exempt from paying the 
examination fee. See Supplementary 
Information for payment methods. 

(e) 

Certificate of 
Japanese 
Government 
Scholarship 

△ △ 

Only required of Japanese Government 
(Monbukagakusho) Scholarship students 
not currently enrolled at the University 
(including research students). 

(f) 
Confirmation Letter 
(KAKUNINSHO) △ △ 

Only required of applicants for Applied 
Biological Chemistry or Biotechnology. 
Only the prescribed form should be used. 
Download from the Graduate School’s 
website (https://www.a.u-
tokyo.ac.jp/grad/grad_applicants2.html/). 

(g) 

(Note) 

Statement of reason 
to apply for admission  
(1 copy) 

△ △ 

Applicants for Department of Agricultural 
and Resource Economics should submit 
one copy of a statement of reason to apply 
for admission. It should be written in under 
2,000 characters in Japanese or under 
1,000 words in English. Use A4 paper and 
include the your name. If the statement 
extends to multiple pages, add page 
numbers as well. 
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(h) 

Application form 
(For the Department 
of Global Agricultural 
Sciences) 

△ △ 

Only B schedule applicants for the 
Department of Global Agricultural 
Sciences need to submit this form. Only 
the prescribed form in both Japanese and 
English must be used. Download the form 
from the website of the Graduate School 
of Agricultural Sciences (https://www.a.u-
tokyo.ac.jp/grad/grad_applicants2.html/). 

(i) 
Acceptance of 
Undertaking △ △ 

To be submitted only by B schedule  
applicants for the Department of Global 
Agricultural Sciences. 
Download the form from the homepage of 
the Graduate School (https://www.a.u-
tokyo.ac.jp/grad/grad_applicants2.html/). 

(j) 
Letter of 
Recommendation (1 
or more ) 

△ △ 

Only required of applicants for the 
Department of Animal 
Resource Sciences. The envelope must 
be fully sealed, and the applicant’s name 
must be written on the front of the 
envelope. 

(k) 
Research plan after 
admission － △ 

A4 size, 3,000 to 4,000 characters, with 
the applicant’s name, and numbers the 
pages if multiple pages.  
However, applicants for the Department of 
Global Agricultural Sciences are not 
required to submit this. 

(l) 
Certificate of 
proficiency in 
Japanese Language 

△ △ 

To be submitted only by non-Japanese 
applicants. However, applicants who have 
graduated (or are expected to graduate) 
from a Japanese university do not need to 
submit the certificate. The certificate must 
be a certificate prepared by a faculty 
member of the applicant's home 
university, or a "Certificate of Japanese 
Language Proficiency Test Results and 
Scores (with score categories)". 
However, applicants for the Department of 
Global Agricultural Sciences are not 
required to submit this. 

(m) 
Reference materials 
(papers, reports, etc.) － △ Submission is optional. 

(n) TOEFL Score △ △ 

Register the Appointment Number of the 
score to be submitted and the date of the 
examination through the web-based 
application system. Refer to 
Supplementary Explanation 3, Written 
Examination (1) Foreign Language 
(English) Examination. 

(o) 
Application for 
admission in October △ △ 

Must be submitted if applying for 
admission in October. 
Only the prescribed form must be used. 
Download the form from the Graduate 
School’s website (https://www.a.u-
tokyo.ac.jp/grad/grad_applicants2.html/). 

(Note) Applicants to the Department of Agricultural and Resource Economics are required to submit (g). 
Statement of Reason to apply for admission. The department will instruct you on how to submit the 
statement. 
 
(1) ◯ indicates all applicants, and △ indicates only applicable applicants must submit and register. 
- Items for which online submission and mailing are required: 

a. Application Form 
- Online submissions only: 

d. Certificate of Receipt of Bank Transfer / Certificate of Payment of Examination Fee 
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e. Certificate of Japanese Government Scholarship 
f. Confirmation Letter (KAKUNINSHO) (only for the Department of Applied Biological Chemistry and the 

Department of Biotechnology) 
h. Application Form for the Department of Global Agricultural Sciences (only for B schedule applicants 

for the Department of Global Agricultural Sciences) 
i. Acceptance of Undertaking (only for B schedule applicants for the Department of Global Agricultural 

Sciences) 
n. TOEFL score 
o. Application for admission in October 

- Mail only: 
b. Transcripts of scholastic record 
c. Degree Verification Document 
j. Letter of Recommendation (Department of Animal Resource Sciences only) 
k. Research plan after admission (Special admissions for working adults only) 
l. Certificate of proficiency in Japanese Language 
m. Reference materials (papers, reports, etc.) 

 
8.Announcement of Successful Applicants and Admission Procedures 
(1) Schedule A 
① Successful applicants will be announced at 10:00 a.m. on Tuesday, August 29, 2023, on the My Page 
of the Web Application System and on the Graduate School’s website (http://www.a.u-tokyo.ac.jp/). No 
telephone inquiries will be accepted. 
②Notification of Admission will be sent to the applicant according to the following schedule. 
・Applicants to be admitted in October 2023: Notification will be made in early September 2023. 
・Applicants to be admitted in April 2024: Notification will be made in early March 2024. 
(2) Schedule B 
① Successful applicants will be notified at 10:00 a.m. on Thursday, February 22, 2024, on My Page of the 
Web Application System and on the Graduate School’s website (http://www.a.u-tokyo.ac.jp/). No telephone 
inquiries will be accepted. 
②Notification of Admission will be sent to the applicant according to the following schedule. 
Applicants to be admitted in April 2024: Notification will be made in early March 2024. 
Applicants to be admitted in October 2024: Notification will be made in early September 2024. 
 (3) Those who have received notification of admission in April 2024 or October 2024 should complete the 
necessary admission procedures (submission of admission documents and payment of admission fee) 
within the period from Monday, March 4 to Friday, March 8, 2024. Those who have been notified that they 
will be admitted in October 2023 must complete the necessary admission procedures by early September 
2023 (tentative). Please note that if you do not complete the admission procedures within this period, you 
will be deemed not to have been admitted. 
 (4) Expenses required at the time of admission (estimated amount for the fiscal year 2024) 
(No fees will be collected from students on Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship) 
① Admission fee: JPY 282,000 (tentative) 
② Tuition fee for the first semester: JPY 267,900 (annual amount: JPY 535,800) (tentative) 
The above payment amounts are estimated amounts. If the student fees are revised at the time of 
admission or while the student is enrolled, the new payment amounts will be applied from the time of the 
revision. 
 
 
9. Notes 
 (1) Applicants may not apply for both the General admission and the Special admission for working adults 
in the same entrance examination on the same schedule in the same year. 
(2) Applicants may not apply to more than one department within the Graduate School of Agricultural and 
Life Sciences on the same schedule of the entrance examination.However, an applicant for the 
Department of Applied Biological Chemistry may apply to specialize in the Department of Biotechnology, 
and an applicant for the Department of Biotechnology may apply to specialize in the Department of Applied 
Biological Chemistry as their second or third choice. 
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(3) Applications that do not have all the required documents by the due date will not be accepted. No 
changes to the documents will be accepted after the application procedure has been completed, and the 
examination fee will not be refunded. 
(4) Examinees' Guideline will be sent by e-mail in early July 2023 for Schedule A and in early January 
2024 for Schedule B. If you have not received the Guideline are by July 19, 2023 (Wed.) for Schedule A, 
or by January 17, 2024 (Wed.) for Schedule B, immediately contact the Graduate Student Section, 
Academic Affairs Division, Graduate School of Agricultural and Life Sciences (see 10. Inquiries and 
Contact) and receive the Guideline necessary for the examination.  
(5) Those who wish to enroll in the University of Tokyo while still employed by a government agency, 
school, company, etc., must submit a letter of consent (any form) from the head of their place of 
employment (appointing authority or equivalent) to the effect that they will devote themselves to their 
studies during their period of enrollment at the time of admission procedures.(6) .The University of Tokyo 
has established the "The University of Tokyo Security Export Control Regulations" based on the "Foreign 
Exchange and Foreign Trade Law (Foreign Exchange Law). 
The University of Tokyo has established the "University of Tokyo Security Export Control Regulations" 
based on the "Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Foreign Exchange and Foreign Trade Act)" and 
implements strict security export control before and during the acceptance of students in terms of providing 
technology and exporting goods. In particular, international students and some Japanese students are 
required to undergo screening prior to acceptance. 
Therefore, please note that if a student falls under any of the items regulated by the Foreign Exchange and 
Foreign Trade Law, even if he/she is finally accepted through the selection process of the entrance 
examination, he/she may not be allowed to enroll thereafter, or his/her desired research activities may be 
restricted after enrollment. 
(7) Since those with disabilities may require special consideration for entrance examinations and studies, 
those who wish to do so should submit a request to the Graduate Student Section, Academic Affairs 
Division, Graduate School of Agricultural and Life Sciences (see 10. Inquiries and Contact) for Schedule A 
by May 10, 2023 (Wed.), and for Schedule B by October 11, 2023 (Wed.). 
 
(8) Foreign nationals must have a status of residence that does not interfere with admission to the 
graduate school under the Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 
of 1951) by the time of the admission procedures. 
(9) No refund of the admission fee will be made under any circumstances after the admission 
procedures have been completed. 
(10) Names, addresses, and other personal information obtained in the application process will be 
used for the following purposes: ① selection of applicants (application processing and selection), ② 

announcement of acceptance, and ③ enrollment procedures.  
The same personal information will be used for the following purposes only for those who are 
admitted: ① educational affairs (student registration, study, etc.), ② student support (health 
management, employment support, tuition waiver/scholarship applications, library use, etc.), and ③ 
tuition fee collection. 
(11) Examination results used for admission selection may be used for future studies to improve 
admissions and education at the University. 
(12) Any applicant who makes false statements about his/her history or other information on the 
application form for admission may have his/her admission revoked retroactively, even after 
admission. 
(13) The selection methods, examination dates, places, etc., may be changed due to infectious 
diseases, disasters, or other events. In such cases, in principle, an announcement will be made on 
the Graduate School’s website. 
(14) In principle, submitted application documents submitted once will not be returned. 
 
10. Inquiries and Contacts 
Graduate Student Section, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-
ku, Tokyo 113-8657, Japan 
Phone: 03-5841-5010 (weekdays 9:00 - 17:00 *except Saturdays, Sundays, and national holidays) 
 
April 2023 
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This document is a translation from the authoritative Japanese version. 
 

Graduate School of Agricultural and Life Sciences 
The University of Tokyo 

Supplementary Explanation—Master’s Course 
Academic Year 2024 

 
The following is a supplement to the Application Guidelines for the 2024 for the 
Master’s Course, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, the University of 
Tokyo. Please be sure to refer to it when preparing documents to be submitted and 
when taking the examination. 
 
1. Eligibility 
(1)  
Applicants for Special Admissions for Working Adults must be employed after 
admission. Applicants who plan to leave their jobs after admission should apply for 
General Admissions. (The following are not eligible for Special Admissions for 
Working Adults: those who will take a leave of absence after enrollment, those who 
work part-time, freelancers, and those who plan to change jobs and have not yet 
decided on a job after enrollment.) 
(2) If you have any questions about other eligibility requirements, please contact the 
Graduate Student Section, Academic Affairs Division, Graduate School of Agricultural 
and Life Sciences (see 10. Inquiries and Contacts) . 
 
2. Notes 
(1) Application Forms 
① Please note that the items to be filled in are different for General Admissions and 
Special Admissions for Working Adults. 
② All fields must be filled in on the application for admission. 
 If any fields are not filled in, the application will be treated as an incomplete 
application. 
③ If you are applying for the Department of Applied Biological Chemistry and your 
second or third choice of specialization is in the Department of Biotechnology or you 
are applying for the Department of Biotechnology and your second or third choice of 
specialization is in the Department of Applied Biological Chemistry, only enter the 
name of the department to which the faculty of your first choice belongs in the field 
“Major of Interest.” 
④ Please be sure to enter your desired field of specialization and the name of your 
desired faculty advisor for up to your third choice, by referring to the “List of Faculty 
Members and Their fields of Specialization.” Be sure to enter both a specialization and 
the name of a faculty advisor for each choice. You may enter different faculty names 
as your second and third choices for the same specialization. If you do not have second 
or third choices, leave blank.  
However applicants who wish to apply to the Department of Agricultural and 
Environmental Biology, the Department of Applied Biological Chemistry, or the 
Department of Biotechnology should enter the names of faculty members in different 
fields of specialization in the 2nd and 3rd choice columns. If you do not have second 
or third choices, leave blank. 
Please note that faculty members and other information may change due to transfers 
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or other reasons. If any changes are made, they will be announced on the Graduate 
School’s website. 
⑤ Be sure to enter the names of the subject you will take in the “General Subjects” 
and “Special Subjects” fields. If those fields are left blank, the application will be treated 
as incomplete. However, if you are applying for departments that allow you to select 
specialized subjects at the time of examination (Applied Biological Chemistry and 
Biotechnology in Schedule A), you do not need to enter the “Special Subjects” field in 
the Examination Subjects column. 
⑥ In the “History” section, enter information up to the date of expected graduation from 
university. Applicants for Special Admissions for Working Adults should also enter their 
employment history. 
⑦ If you have skipped grades or been educated outside Japan, please contact the 
Graduate Student  Section, Academic Affairs Division, Graduate School of 
Agricultural and Life Sciences (see 10. Inquiries and Contacts) before submitting your 
application. 
(2) Examination ID Card 
The Examination ID Card can be printed out from the web application system. Print the 
Examination ID Card on plain A4 size paper (either in color or black-and-white), making 
sure your ID photo is clearly visible, by the day before the examination, and bring it 
with you on the examination day. 
(3) Certificates 
① Photocopies and electronic printouts of certificates and other documents are not 
acceptable. 
② If you have been admitted by transfer, submit a certificate showing grades prior to 
the transfer. 
③ Certificates in languages other than Japanese or English must have a Japanese 
translation attached to the original. 
(4) To foreign applicants 
① Non-Japanese applicants must enter their nationality in the “Nationality” column of 
the application form. 
② There is no specific format for the Certificate of Academic Proficiency in Japanese, 
Please have it prepared by a certifying organization. 
③ Foreign students on Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship do not 
need to pay the examination fee. 
④ Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship students do not need to pay 
the examination fee.  
(4) Those who are not currently enrolled at the university (including research students) 
must submit a certificate stating that they are a Japanese Government 
(Monbukagakusho) Scholarship student. 
(5) Payment of the examination fee 
The payment must be made by bank transfer, at a convenience store, by credit card,  
or through a Pay-easy-enabled ATM, Pay-easy-enabled Internet bank, or Internet-only 
bank. In all cases, please note that bank transfer or payment fees must be paid by you. 
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*If you wish to apply for an exemption from the examination fee due to an earthquake, 
typhoon, or other natural disaster in Japan, please contact the Graduate Student 
Section, Academic Affairs Division, Graduate School of Agricultural and Life Sciences 
(see 10. Inquiries and Contacts) in advance (a certificate issued by an official institution 
is required). 
 
3. Written Examination 
(1) Foreign Language (English) Test 
〇TOEFL-ITP 
TOEFL program for groups. The Graduate School uses TOEFL-ITP (LEVEL 1). The 
test is divided into three sections: Listening Comprehension: 50 questions, Structure 
and Written Expression: 40 questions, and Reading Comprehension: 50 questions, 
and takes about two hours. If any section is left unanswered (unmarked), the entire 
three sections will not be scored. 
〇How to Submit TOEFL Scores 
Please take the TOEFL-iBT or TOEFL-iBT Home Edition by yourself. When submitting 
scores that have already been taken, scores for tests taken in August 2021 or later are 
valid for Schedule A, and scores for tests taken in February 2022 or later are valid for 
Schedule B. Scores from TOEFL-ITP (group test) taken at other universities are not 
acceptable. For the Department of Global Agricultural Sciences, TOEFL-Essentials 
scores may be submitted in the case of unavoidable circumstances that make it 

Payment by bank transfer 
Fill out the prescribed bank transfer request form and make a bank transfer from your nearest 
financial institution (Japan Post Bank and post offices are not acceptable; Do not use ATMs or 
the Internet, except in the case of payment by the prescribed method at ATMs, Internet banks, 
and Internet-only banks that support Pay-easy payments). When transferring the payment, be 
sure to get a bank transfer receipt (slip B) and a Certificate of Receipt of the Examination Fee 
Payment (slip C). Attach the Certificate of Receipt of Examination Fee Payment (slip C) to the 
designated form and submit. The Certificate of Receipt of Bank Transfer Fee (slip B) is a receipt, 
so please keep it in a safe place. 

*The Certificate of Receipt of the Examination Fee Payment (slip C) will not be issued for 
payments made at post offices, Japan Post Bank, ATMs, or via the Internet. 

  
Payment at a convenience store or by credit card 
Convenience stores are limited to Seven-Eleven, Lawson, FamilyMart, and Ministop. Credit cards 
accepted: Visa (VISA), MasterCard (Master), JCB, and American Express (American Express). 
Please refer to the “How to Pay the Application Fee for the Graduate School of Agricultural and 
Life Sciences, The University of Tokyo” for actual payment procedures and precautions, and 
submit the payment as instructed. Please handle the payment certificate and other documents 
required for application with care. 

 
Payment at Pay-easy enabled ATMs, Internet banks, and Internet-only banks  
For details on payment procedures and precautions, please refer to the attached “How to Pay the 
Application Fee for the Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of 
Tokyo” before making your payment. After payment, access the "Application Details Inquiry" on 
the E-payment site, enter the [Receipt Number] and [Date of Birth] that you were notified of when 
your application was received, print out the inquiry results, and submit as instructed. 
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impossible to submit a TOEFL-iBT score. 
You must enter the Appointment Number of the score to be submitted and the date of 
examination in the web application system when submitting your application. 
In order to meet the application deadline, you are urged to take the TOEFL test as 
early as possible, check your score on your own, and register the score at the time of 
application. The Graduate School will not accept applications submitted after the 
application period for any reason. 
ETS will confirm the score of the Appointment Number registered at the time of online 
application. If the Official Score Report has been sent to ETS, and the test itself was 
successful, the Graduate School will be able to confirm the score data online within 
approximately two weeks after the test is taken. 
The score is considered to have been submitted when the online score data is 
confirmed, so there is no problem even if the score report is not received by mail by 
the due date. 
When you apply for TOEFL-iBT, TOEFL-iBT Home Edition, or TOEFL-Essentials (for 
the department of Global Agricultural Sciences, only), be sure to request that the official 
score report is sent to DI (Designated Institution) code 1113. If you are submitting a 
score for a test that you have already taken, the same procedure will apply. 
The Test Taker Score Report is not required. 
 
(2) You will be separately notified by each department of the time, examination room, 
etc., for the written examination. 
 
Reference: Previous written examination times 
Foreign Language (TOEFL-ITP) 2 hours 
General Education (1 subject) 1 hour and 

20 minutes 
General Education (2 subjects) 2 hours 40 

minutes 
Specialized Subjects (Wooden Architecture 
Course in Biology and Material Science) 

2 hours 

Specialized subjects (other than those listed 
above) 

3 hours 

 
(3) In the Department of Agricultural and Resource Economics, essays are required 
for specialized subjects. Assignments will be given in Japanese and English. Essays 
must be written in either Japanese or English unless otherwise specified in the question 
instructions. After submitting the application form, applicants will receive an essay 
assignment for each specialized subject. 
Details will be given at the time the essay assignment is sent out.  
 
4. Oral Examination 
(1) Notification of time and method will be given for oral examinations for each major. 
(2) The Department of Applied Biological Chemistry and the Department of 
Biotechnology do not have oral examinations. 
However, applicants are required to submit a letter of confirmation as an application 
document, so please contact your academic advisor well in advance of application. 
(3) For the Department of Agricultural and Resource Economics, the oral examination 
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will be conducted online. In addition, applicants for Special Admissions for Working 
Adults are required to give a 5-minute report on their research plan in the oral 
examination. The materials for the report (resume, etc.) must be submitted by the 
specified date. Details will be given went the essay assignment is sent out. 
(4) The oral examination for the Department of Aquatic Bioscience will be conducted 
in person for Schedule A and online for Schedule B. 
 
5. Determination of pass/fail 
Pass/fail will be determined based on a comprehensive evaluation of the written 
examination, oral examination, and submitted documents. Applicants who receive 
significantly low marks may be rejected. 
 
6. Other matters 
(1) It is advisable to contact the faculty member of your first choice major well in 
advance of application in order to confirm the matching of research themes, etc. 
Applicants for Agricultural and Environmental Biology, Forest Science, Aquatic 
Bioscience, and Global Agricultural Sciences must contact the faculty member of their 
first choice well in advance. 
(2)   
Those who wish to enroll in a long-term course of study beyond the standard term of 
study (long-term enrollment system) should contact the Graduate Student Section, 
Academic Affairs Division, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, by May 
10, 2023 (Wed) for Schedule A and by October 11, 2023 (Wed) for Schedule B. (See 
10. Inquiries and Contacts). 
(3) Refer to the information in the application guidelines for where to obtain past 
examination papers. For the Department of Agricultural and Resource Economics, if 
you have difficulty in obtaining past examination papers due to reasons such as 
overseas residence, etc., please contact the relevant department chairperson by email 
and they will send PDF files of the past examination papers to you by return email.  
(4) If you have any questions aboute4 the application process, please contact your 
department or the Graduate Student Section, Academic Affairs Division, Graduate 
School of Agricultural and Life Sciences (see 10. Inquiries and Contacts) well in 
advance. 
 
 



Depart
ment

Affiliation Faculty Name Title Fields of Specialization Note

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
AOKI Naohiro Professor Crop Science

〃 Associate Professor 〃
〃 NEMOTO Keisuke Professor  Agronomy
〃 FUJIMOTO Masaru Associate Professor 〃
〃 Professor Horticultural Science
〃 HIGUCHI Yohei Associate Professor 〃
〃 YAMAJI Yasuyuki Professor Plant Pathology、Clinical Plant Science
〃 MAEJIMA Kensaku Associate Professor Plant Pathology
〃 KATSUMA Susumu Professor Insect Genetics and Pathology
〃 KIUCHI Takashi Associate Professor 〃
〃 IZAWA Takeshi Professor  Plant Breeding and Genetics
〃 ITO Junichi Associate Professor 〃
〃 IWATA Hiroyoshi Professor Biometry and Bioinformatics
〃 Associate Professor 〃
〃 SHIMODA Masami Professor Applied Entomology
〃 MATSUO Takashi Associate Professor 〃
〃 TSUTSUMI Nobuhiro Professor Plant Molecular Genetics
〃 ARIMURA Shinichi Associate Professor 〃
〃 KAWABATA Saneyuki Professor Field Production Science
〃 HONDA Chikako Associate Professor 〃
〃 YAMORI Wataru Associate Professor 〃
〃 OHMORI Yoshihiro Associate Professor 〃
〃 Associate Professor 〃
〃 Wei Guo Associate Professor Field Production Science, Field Phenomics
〃 KAMOSHITA Akihiko Professor Asian Biological Resources
〃 TSUGAMA Daisuke Associate Professor 〃

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
MIZOI Junya Associate Professor Plant Molecular Biology

〃 MISAKA Takumi Associate Professor Biological Function and Developmental Chemistry

〃 FUJII Sota Associate Professor Bioorganic Chemistry
〃 TAKIKAWA Hirosato Professor Organic Chemistry
〃 OGURA Yusuke Associate Professor 〃
〃 NAKAJIMA Masatoshi Associate Professor Chemical Biology
〃 FUJIWARA Toru Professor Plant Nutrition and Fertilizers
〃 KAMIYA Takehiro Associate Professor 〃
〃 SENOO Keishi Professor Soil Science
〃 OTSUKA Shigeto Associate Professor 〃
〃 TOUHARA Kazushige Professor Biological Chemistry
〃 SUZUKI Michio Professor Analytical Chemistry
〃 KIDA Satoshi Professor Nutrition Chemistry
〃 YAMAUCHI Yoshio Associate Professor Food Biochemistry
〃 UCHIDA Koji Professor Food Chemistry
〃 Associate Professor 〃
〃 NAGATA Koji Professor Food Biotechnology and Structural Biology
〃 OKUDA Suguru Associate Professor 〃
〃 TANOI Keitaro Professor Radio Plant Physiology
〃 KOBAYASHI Natsuko Associate Professor 〃
〃 HACHIMURA Satoshi Associate Professor Immunoregulation for Food Safety
〃 TAKAHASHI Shin-ichiro Professor Animal Cell Regulation
〃 HAKUNO Fumihiko Associate Professor 〃

Social Cooperation Program YAMAUCHI Yoshio
Project Associate

Professor
Nutri-Life Science

〃 Project Lecturer 〃

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
TERADA Tohru Associate Professor Bioinformatics and Computational Biophysics

〃 ADACHI Hiroyuki Associate Professor Molecular Biotechnology
〃 KUZUYAMA Tomohisa Professor Synthetic Biology
〃 OHNISHI Yasuo Professor Fermentation Microbiology
〃 KATSUYAMA Yohei Associate Professor 〃
〃 FUSHINOBU Shinya Professor Enzymology
〃 MIYANAGA Akimasa Associate Professor 〃
〃 ARIOKA Manabu Associate Professor Microbiology
〃 FUKUDA Riyouichi Associate Professor Cellular Genetics
〃 ARAI Hiroyuki Associate Professor Applied Microbiology
〃 ARUYAMA Jun-ichi Project Professor Brewing Microbiology
〃 NOJIRI Hideaki Professor Environmental Biochemistry
〃 OKADA Kazunori Associate Professor 〃

Graduate School of Agriculture and Life Sciences The University of Tokyo
List of Faculty Members and Their fields of Specialization, AY2024

（Master's Course）

Refer to this "List of Faculty Members and Their fields of Specialization" and enter them without omission in the application form.
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〃 NISHIYAMA Makoto Professor Cell Biotechnology
〃 KOSONO Saori Associate Professor 〃
〃 YANAGISAWA Shuichi Professor Plant Biotechnology
〃 SAKURABA Yasuhito Associate Professor 〃
〃 KADOTA Koji Associate Professor Bioinformation Analysis

Social Cooperation Program NODA Yoichi
Project Associate

Professor
Yeast and Fermentation

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
ITO Akihiko Professor Forest Management

〃 TATSUHARA Satoshi Associate Professor 〃

〃 MASUMORI Masaya Lecturer Silviculture

〃 HASHIMOTO Shoji Associate Professor Forest Radioecology, Forest Biogeosciences
Isotope Facility for

Agricultural Education
and Research

〃 FURUIDO Hiromichi Professor Forest Policy
〃 SHIBASAKI Shigemitsu Associate Professor 〃

〃 KUMAGAI Tomoomi Professor Forest Biogeosciences
〃 HOTTA Norifumi Associate Professor 〃
〃 YOSHIOKA Takuyuki Associate Professor Forest Utilization
〃 FUKUDA Kenji Professor Forest Botany
〃 MATSUSHITA Norihisa Associate Professor 〃
〃 KUBOTA Kohei Professor Forest Zoology
〃 IKEDA Hiroshi Associate Professor 〃
〃 KOHSAKA Ryo Professor Forest Landscape Planning and Design
〃 YAMAMOTO Kiyotatsu Associate Professor 〃

〃 KAMATA Naoto Professor Forest Ecosystems The University of Tokyo Forests

〃 GOTO Susumu Associate Professor 　　　 〃　　　　 〃

〃 HIRAO Toshihide Lecturer 　 　　〃　　　　  〃

〃 FUKUI Dai Lecturer 　 　　〃　　　　  〃

〃 YAMADA Toshihiro Professor Forest Functional Biology 〃

〃 KAMODA Shigehiro Associate Professor 　　　 〃　　　　 〃

〃 KUSUMOTO Dai Lecturer 　 　　〃　　　　  〃

〃 ISHIBASHI Seiji Professor Forest and Human Society Relationship 〃

〃 YASUMURA Naoaki Associate Professor 　　　 〃　　　　 〃

〃 SAITO Haruo Lecturer 　 　　〃　　　　  〃

〃 KURAJI Koichiro Professor Forest and Water Resources Management 〃

〃 OWARI Toshiaki Associate Professor 　　　 〃　　　　 〃

〃 ASANO Yuko Lecturer 　　　 〃　　　　 〃

〃 TANAKA Nobuaki Lecturer 　　　 〃　　　　 〃

〃 KOJIMA Katsumi Professor Tree Physiology, Tropical Silviculture
Asian Research Center for

Bioresource and
Environmental Sciences

〃 Lian Chunlan Professor Forest Symbiology 〃

〃 NORISADA Mariko Associate Professor Tree Environmental Physiology 〃

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
TAKASUKA Akinori Professor Fisheries Biology

〃 YAMAKAWA Takashi Associate Professor 〃
〃 KUROKI Mari Associate Professor 〃
〃  ITOH Naoki Associate Professor Fish Diseases
〃 OKUBO Kataaki Professor Aquatic Animal Physiology
〃 TAKAHASHI Kazutaka Professor Aquatic Biology and Environmental Science
〃 KODAMA Taketoshi Associate Professor 〃

〃 USHIO Hideki Professor Marine Biochemistry
〃 MIchiaki Yamashita Professor 〃
〃 WATANABE Soichi Associate Professor 〃
〃 OKADA Shigeru Associate Professor Aquatic Natural Products Chemistry
〃 ASAKAWA Shuichi Professor Aquatic Molecular Biology and Biotechnology
〃 OKAMOTO Hitoshi Professor 〃
〃 KINOSHITA Shigeharu Associate Professor 〃
〃 KIKUCHI Kiyoshi Professor Aquatic Bioscience
〃 IWATAKI Mitsunori Associate Professor Coastal Marine Environment

Atmosphere and Ocean
Research Institute

TSUDA Atsushi Professor Marine Planktology No acceptance

〃 SAITO Hiroaki Professor 〃
〃 NISHIBE Yuichiro Associate Professor 〃
〃 MORITA Kentaro Professor Fish Population Dynamics
〃 HIRAMATSU Kazuhiko Associate Professor 〃 No acceptance
〃 KAWAMURA Tomohiko Professor Biology of Fisheries Resources
〃 ITAGAWA Takashi Professor 〃
〃 IWATA Yoko Associate Professor 〃
〃 HAYAKAWA Jun Associate Professor 〃
〃 ITO Shin-ichi Professor Fisheries Environmental Oceanography
〃 KOMATSU Kosei Associate Professor 〃
〃 ITOH Sachihiko Associate Professor 〃
〃 HAMASAKI Koji Professor Marine Microbiology
〃 SHIOZAKI Takuhei Associate Professor 〃
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〃 SATO Katsufumi Professor Behavior, Ecology and Observation Systems
〃 SAKAMOTO Kentaro Associate Professor 〃
〃 INOUE Koji Professor Molecular Marine Biology
〃 OBATA Hajime Professor Marine Inorganic Chemistry
〃 KIMURA Shingo Professor Biological Oceanography
〃 HYODO Susumu Professor Fish Physiology
〃 INOUE Jun Associate Professor Molecular Phylogenetics
〃 MAKINO Mitsutaku Professor Fisheries and Marine Policy Science

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
KIMINAMI Akira Professor Farm Management/Rural Planning

〃 YAGI Hironori Associate Professor 〃
〃 SAITO Katsuhiro Professor Economics/Development Policy
〃 KAWASAKI Kentaro Associate Professor 〃
〃 NAKASHIMA Yasuhiro Professor Agricultural Economics/Food and Resource Economics No acceptance
〃 NAKATANI Tomoaki Associate Professor 〃
〃 ANDO Mitsuyoshi Professor Agricultural Policy/Comparative Agricultural Policy

〃 KOJIMA Daizo Associate Professor 〃
〃 MATSUMOTO Takenori Professor Agricultural History/Agronomic History No acceptance
〃 Takeshi Sakurai Professor Rural Development/Agricultural Development

〃 YURUGI Takao Associate Professor 〃

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
YOSHIDA Shuichiro Professor Land Environmental Engineering

〃 NISHIDA Kazuhiro Associate Professor Land Environmental Engineering
〃 TAKAKI Kyoji Professor Water Environmental Engineering
〃 NODA Keigo Associate Professor Water Environmental Engineering
〃 NISHIMURA Taku Professor Soil Physics and Soil Hydrology
〃 FUJIWARA Kazuhiro Professor Bio-environmental Engineering
〃 MATSUDA Ryo Associate Professor Bio-environmental Engineering
〃 IMOU Kenji Professor Biological and Mechanical Engineering
〃 KAIZU Yutaka Associate Professor Biological and Mechanical Engineering
〃 SOTOME Itaru Associate Professor Bioprocess Engineering
〃 HOSOI Fumiki Associate Professor Biological and Environmental Information Engineering

〃 YAMAGUCHI Noriko Professor Ecological Safety Studies, Ecosystem Informatics

〃 YAMANAKA Takehiko Professor Ecological Safety Studies, Ecosystem Informatics

〃 WAGAI Rota Professor Ecological Safety Studies, Ecosystem Informatics

〃 ONO Keisuke Associate Professor Ecological Safety Studies, Ecosystem Informatics

〃 KAWABATA Saneyuki Professor Sustainable Agro-ecosystem Engineering
〃 YAMORI Wataru Associate Professor Sustainable Agro-ecosystem Engineering

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
SAITO Yukie Professor Wood Physics, Wooden Living Environment

〃 TSUNETSUGU Yuko Professor 〃

〃 INAYAMA Masahiro Professor Wood-based Material and Timber Engineering No acceptance

〃 AOKI Kenji Associate Professor 〃

〃 SAITO Tsuguyuki Professor Bio-based Nanomaterial Science

〃 IGARASHI Kiyohiko Professor Forest Chemistry, Biomass Biotechnology

〃 YOKOYAMA Tomoya Professor Wood, Pulping and Bleaching Chemistry

〃 IWATA Tadahisa Professor Bio-based and Biodegradable Plastics

〃 ENOMOTO Yukiko Associate Professor 〃

〃 YAMAGUCHI Tetsuo Associate Professor Adhesion and Soft materials Sciences

〃 INOUE Masafumi Professor Sustainable Material Design
Asian Research Center

for Bioresource and
Environmental Sciences

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
YAGI Nobuyuki Professor Global Fishery Science

〃 SAKAI Yutaro Associate Professor 〃

〃 KATO Yoichiro Professor Global Plant Resource Science

〃 MIYAZAWA Kae Associate Professor  〃

〃 AKIYAMA Takuya Associate Professor Global Plant Material Science

〃 TSUYUKI Satoshi Professor Global Forest Environmental Studies No acceptance

〃 HIROSHIMA Takuya Associate Professor  〃
〃 NAKANISHI Hiromi Associate Professor Plant Biotechnology
〃 YAMAMOTO Mitsuo Associate Professor International Agricultural Development Studies

〃 SUZUKI Nobuhiro Professor International Environmental Economics No acceptance
〃 Associate Professor  〃
〃 MIZOGUCHI Masaru Professor International Agro-Informatics No acceptance
〃 ARAKI Tetsuya Associate Professor  〃
〃 ENDO Hideki Professor Global Animal Resource Science
〃 YAGO Masaya Lecturer 〃
〃 Marcy N.Wilder Professor Global Fishery Science
〃 TSUJIMOTO Yasuhiro Associate Professor Global Plant Resource Science
〃 KUBO Satoshi Professor Global Plant Material Science
〃 SATO Tamotsu Professor Global Forest Environmental Studies
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〃 SHIRATORI Sakiko Associate Professor International Environmental Economics
〃 NEI Daisuke Associate Professor International Agro-Informatics

Cooperation Program MATSUMOTO Yasunobu Professor
Global Animal Resource Science

Global Infectious Diseases Control Science

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
MIYASHITA Tadashi Professor Biodiversity Science

〃 TAKIMOTO Gaku Associate Professor 〃
〃 SOGA Masashi Associate Professor Conservation Ecology
〃 OKURO Toshiya Professor Landscape Ecology and Planning
〃 YOSHIDA Takehito Professor 〃
〃 HASHIMOTO Shizuka Associate Professor 〃
〃 HIURA Tsutomu Professor Forest Ecosystem Studies
〃 SAITO Youko Associate Professor 〃
〃 YASUDA Nina Professor Aquatic Conservation
〃 HONDA Chikako Associate Professor Agricultural Field Ecology
〃 KIKUCHI Kiyoshi Professor Aquatic Bioscience

〃 KAMATA Naoto Professor Forest Ecosystems
The University of Tokyo

Forests

〃 GOTO Susumu Associate Professor 〃 〃

〃 HIRAO Toshihide Lecturer 〃 〃

〃 FUKUI Dai Lecturer 〃 〃

〃 YAMADA Toshihiro Professor Forest Functional Biology 〃

〃 KAMODA Shigehiro Associate Professor 〃 〃

〃 KUSUMOTO Dai Lecturer 〃 〃

〃 ISHIBASHI Seiji Professor Forest and Human Society Relationship 〃

〃 YASUMURA Naoaki Associate Professor 〃 〃

〃 SAITO Haruo Lecturer 〃 〃

〃 KURAJI Koichiro Professor Forest and Water Resources Management 〃

〃 OWARI Toshiaki Associate Professor 〃 〃

〃 ASANO Yuko Lecturer 〃 〃

〃 TANAKA Nobuaki Lecturer 〃 〃

〃 NISHIHIRO Jun Professor
Bioresources and Eco-Environmental

Studies (Conservation Ecology)

〃 SAITO Takuya Professor
Bioresources and Eco-Environmental
Studies (Forest Ecosystem Studies)

〃 FUKASAWA Keita Associate Professor
Bioresources and Eco-Environmental

Studies (Biodiversity Science)

〃 MATSUZAKI Shin-Ichiro Associate Professor
Bioresources and Eco-Environmental

Studies (Aquatic Conservation)

Graduate School of
Agriculture and Life

Sciences
GOTO Yasuyuki Professor Immunology and Parasitology

〃 SUGIURA Koji Associate Professor Applied Genetics and Reproductive Biology

〃 HAKUNO Fumihiko Associate Professor Molecular Nutritional Science

〃 TANAKA Satoshi Professor Stem Cell Biology

〃 KATAOKA Naoyuki Associate Professor RNA Biology

〃 TAKEUCHI Yukari Professor Veterinary Ethology

〃 KIYOKAWA Yasushi Associate Professor Behavioral Neuroscience

〃 LI Junyou Associate Professor Animal Nutrition

〃 MATSUDA Fuko Associate Professor Veterinary Theriogenology

〃 KANAI Yoshiakira Professor Veterinary Anatomy

〃 YAMANOUCHI Keitaro Professor Muscle Biology

〃 MATSUWAKI Takashi Associate Professor Neuroendocrinology

〃 HORI Masatoshi Professor Veterinary Pharmacology

〃 MURATA Takahisa Associate Professor Animal Radiology

〃 KUWAHARA Masayoshi Professor Comparative Pathophysiology

〃 SEKIZAWA Shinichi Associate Professor Comparative Pathophysiology

〃 KAKUTA Shigeru Associate Professor Biomedical Science

〃 HAGA Takeshi Professor Infection Control and Disease Prevention

〃 MURAKAMI Shin Associate Professor Virology

〃 ITO Koichi
Project Associate

Professor
Neuroscience

The Institute of Medical
Science

KAWAGUCHI Yasushi Professor Molecular Virology
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 　 専攻分野に関するお問い合わせについては、下記へご連絡ください。

　　For any questions regarding individual departments, please contact the following professors.

専　　　攻     Department 担　　　当  Name 連　　　絡　　　先　　等  Contact

電　 話：　０３（５８４１）５０９２

生産・環境生物学 （教授）　 山次　康幸 E-mail：ayyamaji@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Agricultural and Environmental Biology (Professor) YAMAJI Yasuyuki URL：http://www.ab.a.u-tokyo.ac.jp/gakubu

電　 話：　０３（５８４１）５１２７

応用生命化学 （教授）　 内田　浩二 E-mail：a-uchida@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Applied Biological Chemistry (Professor) UCHIDA Koji URL：http://www.bt.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）３０７４

応用生命工学 （教授）　 西山　　真 E-mail：umanis@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Biotechnology (Professor) NISHIYAMA Makoto URL：http://www.bt.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５２０９

森林科学 （教授）　 福田　健二 E-mail：fukudakenji@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Forest Science (Professor) FUKUDA Kenji URL：http://www.fr.a.u-tokyo.ac.jp

電　 話：　０４（７１３６）６２４０

水圏生物科学 （教授）　 伊藤　進一　 E-mail：goito@aori.u-tokyo.ac.jp

Aquatic Bioscience (Professor) ITO Shin-ichi URL：http://www.fs.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５４６３

農業・資源経済学 （教授）　 櫻井　武司 E-mail：takeshi-sakurai@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Agricultural and Resource Economics (Professor) SAKURAI Takeshi URL：http://www.ec.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５３４6

生物・環境工学 （教授）　 髙木　強治 E-mail：kyo-t@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Biological and Environmental Engineering (Professor) TAKAKI Kyoji URL：http://www.en.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５２64

生物材料科学 （教授）　 横山　朝哉 E-mail：yokoyama@woodchem.fp.a.u-tokyo.ac.jp

Biomaterial Sciences (Professor) YOKOYAMA Tomoya
URL：http://www.fp.a.u-
tokyo.ac.jp/graduate/admissions/index.html

電　 話：　０３（５８４１）８０４５

農学国際 （教授）　 加藤　洋一郎 E-mail：ykato@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Global Agricultural Sciences (Professor) KATO Yoichiro URL：http://www.ga.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）８９２０

生圏システム学 （教授）　 安田　仁奈 E-mail：27yasuda@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Ecosystem Studies (Professor) YASUDA Nina URL：http://www.es.a.u-tokyo.ac.jp/

電　 話：　０３（５８４１）５４７２

応用動物科学 （教授）　 田中　智 E-mail：asatoshi@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Animal Resource Sciences (Professor) TANAKA Satoshi
URL：http://www.ar.a.u-
tokyo.ac.jp/pages/Japanese/J_top.html

◇　各専攻のお問い合わせ先　◇

Contact details for each department



Past Entrance Exam Questions 
Master’s Course 

Graduate School of Agricultural and Life Sciences 
The University of Tokyo 

 
The 2023 booklets of past entrance exam questions for the Master’s Course, Graduate 
School of Agricultural and Life Sciences, the University of Tokyo, are now available. 
Order from http://www7b.biglobe.ne.jp/~printservice/ or purchase at the on-campus direct 
sales office. 
Please note that there is no 2021 set of past entrance exam questions (implemented 
August 2020) because the entrance exam for that year was conducted online. 
There are two payment methods: Y-mail order for bank transfer to Mizuho Bank or Japan 
Post Bank, with shipment made after confirmation of payment, and COD (cash on delivery) 
in which payment is made directly at the time of delivery by a courier service. For more 
information, please refer to the online shopping site. 
 

★ For example, you order past entrance exam questions for the past 10 years in general 
education, applied biological chemistry, and biotechnology subjects. 
General education FY 2013–FY 2023: 3,000 yen  
Applied biological chemistry, biotechnology FY 2013–FY 2023: 3,000 yen 
Postal transfer: 210 yen handling fee + 360 yen for shipping 
Cash on delivery: 330 yen handling fee + shipping cost, for example, 930 yen for Kanto 
area (varies by region) 
 
◎ General education subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics) 
FY 2011–FY 2023: 300 yen per year 
◎ There are no past entrance exam questions available for foreign languages (TOEFL-ITP 
has been adopted since 2005). 
◎ Specialty Subjects 
☆Animal Resource Sciences FY 2011–FY 2023・・・・・・・・・・   200 yen / year 
☆Aquatic Bioscience FY 2011–FY 2023 ・・・・・・・・・・・・・   200 yen / year 
☆Biology and Environmental Engineering FY 2011–FY 2023 ・・・・   200 yen / year 
★Agricultural and Resource Economics FY 2011–2023 ・・・・・・    200 yen / year 
★Agricultural and Environmental Biology FY 2011–FY 2023 ・・・・    200 yen / year 
☆Applied Biological Chemistry and Biotechnology FY 2011–FY 2023 ・  300 yen / year 
☆Biomaterials Sciences FY 2006–FY 2023 ・・・・・・・・・・・・   200 yen / year 



★Biomaterials Sciences Wooden Architecture Course FY 2006–FY 2023・200 yen / year 
★Forest Science FY 2011–FY 2023 ・・・・・・・・・・・・・・・・・200 yen / year 
☆Ecosystem Studies FY 2011–FY 2023 ・・・・・・・・・・・・・・・200 yen / year 
★Global Agricultural Sciences FY 2011–FY 2023 ・・・・・・・・・・・200 yen / year 

  ★No exams for general education subjects. 
 
Please note that sales for fiscal years 2006 through 2011 will be discontinued as soon as 
stock runs out. 

 

Nippon Kogyo Co., Ltd. 
Photocopying Center, Faculty of Letters, The University of Tokyo 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 
TEL: 03-3814-9301(ext. 83888) 
Fax:: 03-5802-5374 
E-mail: kakomon@create-d.info 
・Direct sales office・ 

Photocopy Center, Faculty of Letters, The University of Tokyo 
Law & Letters Bldg. 2, B1F 


