
2021 年 10 月入学及び 2022 年 4 月入学 大学院理工学府入学試験について【予告】 
 
【Preliminary Notice】October 2021 and April 2022 entrance examination of Master’s Program at Graduate 
School of Engineering Science 
  

2021 年 7 月及び 8 月に実施を予定している大学院理工学府入学試験については、新型コロナウィルス
感染症拡大防止策を講じつつ、本学キャンパスにおいて例年通りの内容（※以下参照）で実施することを
予定しております。 

英語外部試験について、2020 年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響で英語外部試験の中止が発
表されたことを受けて、英語外部試験のスコア提出を不要としていましたが、2021 年度については、
「TOEFL iBT Home Edition」のスコアも可とすること、スコア有効期限の要件を緩和する特別措置を行
った上で、試験当日に英語外部試験のスコア提出を求める予定です。 
 

入学試験の内容の詳細については、2021 年 4 月中旬頃公開予定の募集要項で確認してください。 
また、今後の状況の変化によっては、上記取扱を変更する可能性もあります。 

 
 We will conduct the entrance examination on July and August 2021 as scheduled on our campus. 
（Please refer to the following.） 
 We request your continued cooperation to prevent the transmission. 
 As for English external exam(TOEIC and TOEFL), you were not required to submit the score certificate 
due to worsening situation of the outbreak COVID-19 for fiscal 2020. 
 As for coming fiscal 2021, we will modify as follows; 
 
1. We accept the additional score of TOEFL iBT Home Edition. 
2. We accept the original score regardless of the expiration date on the date of the examination. 
 
For details, please confirm the application guideline coming out in mid April 2021. 
Depending on the circumstances, there is a possibility of reconsidering scope of above criteria. 
 
  



博士課程前期（特別選抜） 
科目名 配点 備考 

外国語（英語） 100 点 TOEIC、TOEFL スコア証明書（原本）を用います。 
出願書類 

400 点 
 

口述試験  
面接 ―  

 
Master’s Program（Special Admission） 

Subject Score Remarks 

English 100 
Screening is based on original score certificates of 
TOEIC or TOEFL. 

Application 
documents 400 

 

Oral examination  
Interview ―  

 
博士課程前期（一般選抜） 

科目名 配点 備考 
外国語（英語） 100 点 TOEIC、TOEFL スコア証明書（原本）を用います。 
学科試験１ 200 点  
学科試験２ 200 点  
面接 ―  

 
Master’s Program（General Admission） 

Subject Score Remarks 

English 100 
Screening is based on original score certificates of 
TOEIC or TOEFL. 

Subject I 200  
Subject Ⅱ 200  
Interview ―  

 
博士課程前期（社会人特別選抜） 

面接試験 
 
Master’s Program（Special Screening of Professionals） 

Interview 
 
  



博士課程後期（学力検査） 
科目名 配点 備考 

外国語（英語） 100 点 TOEIC、TOEFL スコア証明書（原本）を用います。 
学科試験 400 点  
口述試験 400 点  

 
Doctoral Programs（Academic achievement tests） 

Subject Score Remarks 
English 100 Screening is based on original score certificates of 

TOEIC or TOEFL. 
Academic subject 400  
Oral examination 400  

 
博士課程後期（社会人特別選抜） 
    出願書類および面接試験 
 
Doctoral Programs（Special Screening of Professionals） 

A review of the application documents and interview 
 
 
 
 
 
 


