(*English follows Japanese.)

大学院農学生命科学研究科外国人特別選抜について（令和２年１１月９日）
以下のとおり試験概要について追加いたします。出願者は留意してください。
なお、新型コロナ ウイルス の感染状況が悪化した、 または 本研究科での試験運営検討の結果、
改めて変更を行う場合があります。
1 ． TOEFL スコアの提出方法等について
○TOEFL スコアは TOEFL-iBT、または TOEFL-iBT Special Home Edition あるいは TOEFL
ITP-Plus for China（中国本土に在住する出願者に限る） を各自で受験し、そのス コア を本研究
科へ送付する手続きを行ってください。既に受験したスコア を提出する場合は、2019 年１月以降
に受験したもののスコアが有効です。
DI (Designated Institution)コードは１１１３、本研究科への到着は２０２１年１月１９日までとします。
なお、他大学等で実施された TOEFL-ITP（団体受験）のスコアは利用できません。
○ＴＯＥＦＬ以外のスコア提出を認める専攻があるので、希望者は速やかに詳細を志望教員に問い
合わせてください。
○在住地域でＴＯＥＦＬ試験が行われていない、申込締め切りが過ぎているの等の理由によりスコ
アを提出できない場合は、１2 月 7 日までに志望教員に申し出て ください。
２． オンライン試験について
○オンラインによる専門科目及び口述試験の受験に当たっては、インターネットに接続できるカメラ
付のＰＣが必要です（機器の準備および通信費用は受験者負担となります）。また、ＰＣに加えて
スマートフォンも必要になる場合があります。
○受験時には静寂かつ受験者以外が立ち入らない部屋を用意してください。
○オンラインによる試験実施に伴い、試験期日以外に受験者と大学との接続テスト を実施します。
実施日は個別に連絡しますが、２０２０年１２月～２０２１年１月に行う予定です。詳細は出願者に
対して後日、通知します。
３． 試験期日について
○試験期日は２０２１年２月２日（火） から２月１２日（金） の間に指定します。 専攻により数日間を指
定する場合があります（例：2/8、2/9 の２日間など）。詳細は受験票発送時に通知します。
○試験時間は専攻毎に定め、受験票発送時に通知します。

Graduate School of Agricultural and Life Sciences The University of Tokyo
Regarding the Special Selective Examination for International Students（2020.11.9）
The following is an addendum to the outline of examination. Please read through carefully.
Further changes may be made depending on the COVID-19 situation or upon review of the
examination procedures by our graduate school.
1 ． Regarding TOEFL score
○Applicants need to take the TOEFL-iBT, TOEFL-iBT Special Home Edition or TOEFL
ITP-Plus for China (only for applicants residing in mainland China) and have the scores sent to our
graduate school. If you plan to use past results, scores for tests taken after January 2019 are valid.
The DI (Designated Institution) code is 1113, and you must send your score to the Graduate School
so that it will arrive by January 19, 2021. You cannot use the TOEFL-ITP (group examination)
scores administered at other universities.
○Some departments allow you to submit test scores other than TOEFL. If you wish to use results
of other English proficiency tests, please contact your prospective supervisor immediately for
details.
○If you are unable to submit your score due to reasons such as the TOEFL test not being
conducted in your area or the application deadline has passed, please notify your prospective
supervisor by December 7.
２． Regarding Online examination
○A PC with a camera and an Internet connection is required to take the online examination on
specialized subjects and oral examination (costs of equipment preparation and communication are
borne by the examinee). You may also need a smartphone in addition to your PC.
○Please take the examination in a quiet room where only the applicant can enter.
○A connection test between the applicant and the university will be conducted outside of the
examination date. We will contact you individually regarding the date of the connection test. It is
scheduled to be held between December 2020 and January 2021. Details will be provided to
applicants at a later date.
３． Regarding Examination d ates
○Examination date will be assigned between February 2nd (Tue) 2021 and February 12th (Fri)
2021. Some departments will administer examinations over multiple days (eg, February 8th,
February 9th, etc.). Further details will be provided when the admission ticket for the examination
is sent.
○Each department will set the examination time and will notify the applicants when sending the
admission ticket for the examination.

