
2020/06/27(⼟) 13:00~
⼤学院⼊試実施⽅法説明会



⼤学院⼊試に関する質問窓⼝

Zoomの「チャット」から質問 (全員）

☚
頂いた質問に関しては近⽇中に

専攻HPにて「FAQ」として公開します



本⽇のスケジュール
1. 出願⽅法について（岩崎）
2. ⼊試について（⿊⽥）
3. これまでのQ/A紹介（⼭中）
4. 質問⽤意（10分程度）

チャットからお願いします
5. 質疑応答 ⼝頭



本⽇のスケジュール
1. 出願⽅法について（岩崎）
2. ⼊試について（⿊⽥）
3. これまでのQ/A紹介（⼭中）
4. 質問⽤意（10分程度）

チャットからお願いします
5. 質疑応答 ⼝頭



出願情報の掲載場所



理学系研究科ホームページ
https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/admission/master/

研究科ホームページから専攻ホームページにリンク



http://www.bs.s.u-tokyo.ac.jp/

☚

☚ ☚



【重要】
このページに出願に関する
情報が掲載されています



☛

⽣物科学専攻ツイッター⽣物科学専攻ホームページ
⼊試に関する情報はツイッターでも発信



修⼠課程出願⽅法

Ø 2020年6⽉29⽇(⽉)〜2020年7⽉3⽇(⾦)消印有効

Ø 2020年6⽉29⽇(⽉)〜2020年7⽉17⽇(⾦)17:00

n 郵送による出願

n オンライン出願

【重要】
「郵送による出願」と「オンライン出願」の
両⽅を⾏うこと、⽚⽅のみの出願は受理しない



修⼠課程出願
郵送による出願



理学系研究科ホームページ
https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/admission/master/

この部分の記載に
従って募集要項・
出願書類を
請求して下さい
（例年通り）



修⼠課程出願
追加ファイルの作成
(オンライン出願⽤)



下へスクロール



 
東京⼤学 ⼤学院理学系研究科 ⽣物科学専攻 令和 3(2021)年度 

修⼠課程出願 追加様式ファイル 
 

【注意事項】 
 

１．オンライン出願にあたっては、出願書類をスキャンあるいは撮影した画像ファイルが必
要となる。必ず、郵送による出願書類を封筒に封⼊する前にスキャンあるいは撮影しておく
こと。 
 
２．専攻 HP に記載されたオンライン出願に関する注意事項と、本追加様式ファイルに書か
れた指⽰をよく読み、厳守すること。 
 
３．本追加様式ファイルに記⼊する内容そのものについて、本専攻の教員（希望する指導教
員を含む）と相談してはならない。 
 
４．記⼊にあたっては、10.5 ポイントのフォントサイズを⽤いること。7 ページ⽬までの枠
のサイズは変更しないこと。必要に応じて図を挿⼊しても良い（その場合、図は⽂字数にカ
ウントしない）。 
 
５．この表紙ページは PDF ファイルとして保存する前に削除し、次の 1 ページ⽬以降を提
出すること。  

東京⼤学 ⼤学院理学系研究科 ⽣物科学専攻 令和 3(2021)年度 修⼠課程 
願書 - 追加様式ファイル 
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⽒名   

 
（顔写真*1） 

（姓：漢字）  
 

（名：漢字）  
 

（姓：ローマ字）  
 

（名：ローマ字）  
 

希望指導教員⽒名 
第⼀希望  

 
第⼆希望  

 
第三希望  

 

あなたの現在の専⾨分野（⽣命現象・材料を含む）をあらわすキーワード３つ 

①  
 

②  
 

③  
 

希望する専⾨分野（⽣命現象・材料を含む）をあらわすキーワード３つ 

①  
 

②  
 

③  
 

E-mail（*2） 電話番号（*2） 

               @  

E-mail（副）（*3） 電話番号（副）（*3） 

               @  

*1 Microsoft Word の場合、レイアウトオプションで「前⾯」等を選ぶと様式を乱さず顔写真のサイズと 
位置を調整できる。 

*2 必ず連絡がつく電⼦メールアドレスおよび電話番号を記⼊すること。 
*3 （副）の欄には、他にも連絡がつく電⼦メールアドレスや電話番号があれば記⼊すること。無い場合は空

欄のままで構わない。 
  

☚ ☚☚



東京⼤学 ⼤学院理学系研究科 ⽣物科学専攻 令和 3(2021)年度 修⼠課程 
願書 - 追加様式ファイル 
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① 希望する研究分野（第⼀希望の研究室の研究を含めてより広く捉えること）の現状および課題について、
⾃らの学術的興味に触れながら記しなさい。（600 ⽂字程度） 

 

 
  

東京⼤学 ⼤学院理学系研究科 ⽣物科学専攻 令和 3(2021)年度 修⼠課程 
願書 - 追加様式ファイル 
 

 3 

② 第⼀希望の研究室の研究について、関連する学術論⽂等の具体的な内容を含めて、なるべく詳しく説明
しなさい（プレスリリースや研究室 HP の内容を写すのではなく、⾃分の⾔葉で説明すること。論⽂等
がダウンロードできない場合は、希望指導教員に依頼して PDF ファイルを送付してもらうこと）。 
（800 ⽂字程度） 

 

  



東京⼤学 ⼤学院理学系研究科 ⽣物科学専攻 令和 3(2021)年度 修⼠課程 
願書 - 追加様式ファイル 
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③ ②で答えた内容と、あなたがこれまでに学んできたことを踏まえて、当該研究室でどのような研究をや
りたいと考えているかを記しなさい（実際の研究テーマがどのようになるかに関わらず、⾃分の考えで
決めて良いとして、現時点での⾃分の考えを書くこと）。（600 ⽂字程度） 

 

  

東京⼤学 ⼤学院理学系研究科 ⽣物科学専攻 令和 3(2021)年度 修⼠課程 
願書 - 追加様式ファイル 
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④ ⼤学院進学、および⽣物科学専攻⼊学希望理由を記し、修⼠課程修了後の⾃らの将来像について記しな
さい。（600 ⽂字程度） 
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⑤ 現在⾏っている研究内容あるいは最近読んだ学術論⽂等について⽂献などを引⽤しつつ記しなさい。
（600 ⽂字程度） 

 

 
  

東京⼤学 ⼤学院理学系研究科 ⽣物科学専攻 令和 3(2021)年度 修⼠課程 
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⑥ 平成 30（2018）年 4 ⽉ 1 ⽇以降に発⾏された英語⼒に関する証明書（TOEFL、TOEIC、IELTSのスコ
アなど）がある場合には、以下に発⾏⽇やスコアデータ等を箇条書きで記載すること（オンライン出願
に関する注意事項に従って証明書画像も添付すること）。主に英語を⽤いる環境での海外在住経験（海
外旅⾏等は含まない）がある場合は、在住した時期と場所を記⼊しても良い。 

・ 
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⑦ 研究成果物、業績（学会発表、発表論⽂、技術開発・発表経験、全国⼤会・国際⼤会での受賞経験など）
がある場合には箇条書きで記載すること。欄が⾜りない場合は、1ページまで増やしてよい。発表論⽂
については、 [著者名、タイトル、雑誌名、号、ページ、年、査読の有無]を明記のこと。 

・ 

 
  

東京⼤学 ⼤学院理学系研究科 ⽣物科学専攻 令和 3(2021)年度 修⼠課程 
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 9 

 

（本ページ以降に、オンライン出願の注意事項に従って１ページにつき１画像ファイルずつ画像ファイルを 

挿⼊すること。この注意書きは消して良い） 

 



修⼠課程出願
追加ファイルの
アップロード



下へスクロール ☚



追加ファイルのアップロードサイト

ここからPDFファイルを
アップロードしていきます



☚

☚☚

☚
アップロードすると

このウィンドウが開きます

「アップロードしました。」
の表⽰を確認して下さい



同じファイル名を
複数回アップロードしたとき

☚

ファイル名の末尾に数字表記が現れます。複数回アップロード
されたもののうち最後にアップロードされたものを受理します



本⽇のスケジュール
1. 出願⽅法について（岩崎）
2. ⼊試について（⿊⽥）
3. これまでのQ/A紹介（⼭中）
4. 質問⽤意（10分程度）

チャットからお願いします。
5. 質疑応答 ⼝頭



【重要】
修⼠⼊学試験の変更に関して

1. 提出書類に基づいた書類審査
2. オンライン⼝述試験
上記２段階の審査によって合否を決定します

⼝述試験の⽇程による有利・不利はありません



【重要】
1. 提出書類に基づいた書類審査

⼤学での学業成績
オンライン追加書類
以上を総合的に判断

オンライン⼝述試験対象者を決める
書類審査の結果の通知方法については、7月27日(月)に受験票と合
わせて送付する修士課程受験者心得に記載するとともに、本ホーム
ページでもアナウンスする



【重要】
2．オンライン口述試験

〇専⾨科⽬
専⾨知識と理解を⽇本語で問う
昨年(2020年度)の専⾨科⽬に相当する
レベルと広さの勉強をしておくこと
http://www.bs.s.u-tokyo.ac.jp/content/files/past_exam_bs/2020bs_exam.pdf

〇外国語
英語による質疑応答を⾏う
例：志望動機など

http://www.bs.s.u-tokyo.ac.jp/content/files/past_exam_bs/2020bs_exam.pdf




本⽇のスケジュール
1. 出願⽅法について（岩崎）
2. ⼊試について（⿊⽥）
3. これまでのQ/A紹介（⼭中）
4. 質問⽤意（10分程度）

チャットからお願いします。
5. 質疑応答（教員全員）⼝頭



これまでのQ/A紹介（掲載場所）
[出願に関して]
・他⼤学の学⽣は担当希望教員の出願許可をもらえないことはあるのでしょうか
出⾝⼤学によって出願が出来なくなるということはありません。

・第２・第３の希望教員を記載するに際し、当該教員に事前にご⼀報を⼊れておいた⽅が良いのでしょうか。
・第⼀希望の研究室に加えて、第⼆・三希望の研究室も記⼊せよとのことでしたが、指導教員とのアポイントメントを
取るのは第⼀希望だけで⼗分でしょうか
第２・第３希望の教員に連絡をとっておくのは必須ではありません。しかし、受験する旨を当該教員に連絡しておく
ことを推奨します。

・他学部からの⼊学を考えているのですが、試験を⾏う際の範囲等あれば教えてください
当専攻が選抜の対象とする学⽣像は例年と変更有りません。そのため、本年度においても例年と同程度の学⼒を
備えた学⽣を選抜する⼊試を⾏います。

・希望する研究室にメールで問い合せたんですが、返信が来なくて、どうしたら教授と連絡が取れるんでしょうか
当該教官がメールを⾒過ごしている可能性があります。メールを再送してみて下さい。
それでも返信が無い場合はadmission@bs.s.u-tokyo.ac.jpまでご連絡下さい。

・志望する研究室が⽣物科専攻と広域科学専攻の⽣命科学環境系の２つに属しているのですが、どちらの専攻でも
出願そして受験可能でしょうか︖
他⼤学院への出願については、本専攻としては関知するところではありませんので、併願を希望する当該⼤学院に
問い合わせてください。また、本専攻の⼊試において、他⼤学院への併願の有無で本⼈の合否が左右されることはありません。

・今後の流れ(仮)として、試験⽇が8⽉25〜27⽇、9⽉1.2⽇とあったのですが、この5⽇間は全ての予定を開ける必要がある
のでしょうか。私は他⼤学院も併願させていただきたいと考えているのですが、試験⽇が被ってしまった場合などは
申請すればずらしていただけたりするのでしょうか
特別な理由がない限り、⽇程調整には原則として対応しません。ただし、理由（所属⼤学の講義・実習など）によっては
考慮する場合もあり、その際は理由書の提出を求めます。5⽇間連続で試験を⾏うわけではありませんが、オンライン
⼝述試験⽇が決定するまでは全⽇程の予定を空けておいて下さい。オンライン⼝述試験対象者には別途⾯接⽇程を通知します。



これまでのQ/A紹介
[英語に関して]
・英語試験についてスコア提出が必須になりますか︖
今年度の⼊試では、TOEFLなどの英語能⼒検定の結果の提出は必須ではありません。ただし、TOEFLなどの英語能⼒検定の
結果を提出された場合は受験⽣評価の参考にしますが、TOEFLなどの英語能⼒検定の結果を提出しなくても不利にはなりません。

・オンライン⼝述試験では、英語能⼒が問われますが、従来通りTOEFL ITPと同等の能⼒が問われてるという
理解でよろしいでしょうか。スピーキングやライティングは問われないものでしょうか。
・英語の能⼒はどのように測る予定でしょうか。⼝頭での審査もしくはTOEFLなどのスコアシート提出が
考えられると思いますが、スコアシートを⽤いる必要がある場合は、早めに掲⽰いただけるとありがたいです。
・英語はspeakingの能⼒を要するということでしょうか

現時点では、本⽇お伝えした以上の試験内容の詳細については回答できません。

[⼝述試験に関して]
・書類審査や⼝述試験の具体的な内容はHPに公表されますか︖
・⼝頭試験は、専⾨分野と英語とでそれぞれ何分程度を想定していますか︖
・従来の試験と同等の能⼒を⼝述試験で聞くとは、従来の試験では選択問題があったように、受験者の背景に応じて問題は
変更されるのでしょうか
現時点では、本⽇お伝えした以上の試験内容の詳細については回答できません。
ただし、受験者の学問分野的背景（⽣物科学専攻の範囲内）を考慮した⼝述試験を予定しています。

[筆記試験に関して]
・筆記試験の変更点の詳細を教えてください
本年度は筆記試験を実施しません。



本⽇のスケジュール
1. 出願⽅法について（岩崎）
2. ⼊試について（⿊⽥）
3. これまでのQ/A紹介（⼭中）
4. 質問⽤意（10分程度）

チャット（全員あて）
5. 質疑応答⼝頭



⼤学院⼊試に関する質問窓⼝

Zoomの「チャット」から質問 (全員）

☚
頂いた質問に関しては近⽇中に

専攻HPにて「FAQ」として公開します


