
農学生命科学研究科入学者 各位 

New Students of the Graduate School of  

Agricultural and Life Sciences 

 

２０２１年度 農学生命科学研究科 

入学手続きについて 

2021 Graduate School of Agricultural and 

Life Sciences Admission Procedures 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、入学手続きは専攻ごとに時間を分けて行い

ます。指定された時間での手続きにご協力をお願いします。 

 In order to prevent the spread of COVID-19, admission procedures will be conducted 

at separate times for each department. We ask for your cooperation in completing the 

procedures at the designated time. 

 

１． 専攻別 ガイダンス資料配付 実施日時 

Graduate School Guidance materials for each department will be distributed. 
 

（１）資料配付日       ２０２１年４月１日（木）  

Date of distribution of materials     April 1, 2021 (Thu) 

      ※専攻別 ガイダンス資料配付日時については３ページ目を参照 

    See page 3 for the date and time of distribution of guidance  

materials by each department. 

(２）資料配付場所              農学部２号館２階     化学第一講義室 

Location for distribution of materials   Faculty of Agriculture Bldg.2,2F  Lecture Room No.1 

        https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/dIWYQAXIMw9AGBUBhB94BDxCT1yw-GfTGeetL7QX-363 

（３）持ち物    配付物を入れるための大きめのカバン 

   Please bring a large bag to hold the handouts 

 (４) 主な資料配付物   学生証、UTokyo Account、農学生命科学研究科便覧 

  ※UTokyo Account は、東京大学構成員（学生および教職員）の情報サービス利用を統合的

に提供するアカウントです。教職員、学生の皆さんが利用する多くの全学情報サービスが

このアカウントで利用する事ができます。 

もしも、やむを得ない事情で Utokyo アカウントの通知書をキャンパスで受け取れない 

場合、下記までご連絡ください。 

Student ID card, UTokyo Account and handobooks of the graduate school will be 

distributed 

※UTokyo Account provides most of information services for students and faculties. 

If you cannot receive the Utokyo account notification in campus due to unavoidable 1



 
circumstances, please contact below. 

大学院学生担当【Graduate Student Section】 

daigakuin.a@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

 

２． ガイダンス実施日時 

Date and time of the guidance 
 

 研究科全体ガイダンスと専攻毎のガイダンスを２０２１年４月２日（金）に 

オンライン（Zoom）で実施します。 

Guidance for the entire Graduate School and guidance for each department will be prov

ided online (Zoom) on April 2, 2021 (Fri). 

 

（１） 研究科全体ガイダンス 

Guidance for the entire Graduate School 

 日時：２０２１年４月２日（金） ９時３０分 ～ 

 Date and time: April 2, 2021 (Fri) 9:30～ 

 ★ZOOMのURL等については、詳細が決定次第お知らせいたします。 

  The URL for ZOOM will be announced as soon as details are finalized. 

 

（２） 専攻別ガイダンス 

Guidance for each department 

※専攻別ガイダンス日時については４ページ目を参照 

 See page 4 for dates and times of guidance by each department. 

 

全体ガイダンスについては、研究活動を行う上での注意事項、専攻別ガイダンスについては、

履修など重要な説明があるので可能な限り出席してください。 

Please attend the Guidance for the entire Graduate Schoolas much as possible, to lear

n about the precautions for conducting research activities, and the guidance for each

department as it includes important information about course registration. 

 

 内容などに変更があった場合は、農学生命科学研究科ホームページでお知らせ

するので、随時、ホームページを確認してください。 

 If there is any change in the contents, etc., it will be announced on 

the website of the Graduate School of Agricultural and Life Sciences, 

so please check the website regularly. 
 

 

 

担当・問い合わせ先： 

Contact Information 

                           農学系教務課大学院学生担当 

                 Graduate Student Section 

                                   ＴＥＬ  ０３(５８４１)５０１０ 

                  Mail   daigakuin.a@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 
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　場所：化学第一講義室

Lecture Room No.1

専　攻　名
Department

実施日時
Date and time of implementation

水圏生物科学

４月１日（木）
April 1, 2021 (Thu)

※柏キャンパスの学生は、研究室で受け取ってください。弥生
キャンパスまで来る必要はありません。

Kashiwa Campus students should pick them up at their labs.
There is no need to come to Yayoi Campus.

Aquatic Biosciences １０：００～１０：４５

生産・環境生物学
４月１日（木）

April 1, 2021 (Thu)

Agricultural and Environmental Biology １０：４５～１１：１５

生物・環境工学
４月１日（木）

April 1, 2021 (Thu)

Biological and Environmental Engineering １１：１５～１１：４５

生圏システム学
４月１日（木）

April 1, 2021 (Thu)

Ecosystem Studies １１：１５～１１：４５

応用生命化学
Applied Biological Chemistry

４月１日（木）
April 1, 2021 (Thu)

応用生命工学
Biotechnology

１３：３０～１５：００

農学国際
４月１日（木）

April 1, 2021 (Thu)

Global Agricultural Sciences １５：００～１５：３０

応用動物科学
Animal Resource Sciences

４月１日（木）
April 1, 2021 (Thu)

獣医学
Veterinary Medical Sciences

１５：００～１５：３０

農業・資源経済学
４月１日（木）

April 1, 2021 (Thu)

Agricultural and Resource Economics １５：３０～１６：００

生物材料科学
４月１日（木）

April 1, 2021 (Thu)

Biomaterial Sciences １５：３０～１６：００

森林科学
４月１日（木）

April 1, 2021 (Thu)

Forest Science １５：３０～１６：００

大学院 専攻別 ガイダンス資料配付 実施日時

Graduate School Guidance materials for each department will be distributed.

令和３(2021)年 ４月 １日（木）April 1, 2021 (Thu)

・入構するには全学の健康管理フォームへの報告が必要になりますので、来校前に行って
  ください。
In order to enter the campus, you will need to report to the university-wide health form, so please do so before
coming to the school.

・手続き時は手指消毒、マスクの着用をお願いします。
Please disinfect your hands and wear a mask during the procedure.

・体調不良の場合は無理に来校せず、後日、農学部３号館１階の学生サービスセンターで
　資料をお受け取りください。
If you are not feeling well, please do not force yourself to come to the school and pick up the materials at the Student
Service Center on the 1st floor of the Faculty of Agriculture Building No. 3 later.

東京大学 新型コロナウイルス感染症健康管理報告サイト Health Management Report Form
https://www.u-tokyo.ac.jp/covid-19/ja/safety/healthcheck.html
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農学生命科学研究科

Graduate School of Agricultural and Life Sciences

専　　攻

Department

月　　日

Date

時　間

Time
ZOOMURL情報

生産・環境生物学

Agricultural and Environmental

Biology

１２：３０～

応用生命化学

Applied Biological Chemistry

応用生命工学

Biotechnology

森林科学

Forest Science
１５：００～

水圏生物科学

Aquatic Biosciences
１３：００～

農業・資源経済学

Agricultural and Resource

Economics

１３：００～

生物・環境工学

Biological and Environmental

Engineering

１４：００～

生物材料科学

Biomaterial Sciences
１４：００～

農学国際

Global Agricultural Sciences
１４：００～

生圏システム学

Ecosystem Studies
１５：３０～

応用動物科学

Animal Resource Sciences
１５：１５～

獣医学

Veterinary Medical Sciences
１５：００～

令和３(２０２１)年度大学院専攻別入学ガイダンス日時

Department’s Guidance 2021

４月２日（金）

April 2(Fri)

★ZOOMのURL等については、詳細が決定次第

お知らせいたします。

The URL for ZOOM will be announced as

soon as details are finalized.

１３：３０～
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