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令和３(2021)年度広域科学専攻修士課程入学試験案内（改訂版） 

 

 

この案内書は、令和３(2021)年度東京大学大学院総合文化研究科修士課程学生募集要項(広域科学専

攻)を補足するものである。 

 

 

１．出願書類審査 

（１）生命環境科学系  

出願書類一式を総合的に用いて審査を行う。「生命環境科学系修士課程出願課題（小論文）」

の解答に対しては、学生募集要項「入学者選抜の基本方針」に則り評価する。「生命環境科学

系修士課程出願課題（小論文）」内の注意事項をよく読んだ上で記入すること。解答に対

して、本研究科教員へ助言や事前確認を求める行為は不正行為とみなす。  

「 生 命 環 境 科 学 系 修 士 課 程 出 願 課 題 （ 小 論 文 ） 」 は 、 本 研 究 科 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/admission/master-doctor/index.html）からダウンロ

ードすること。 

（２）広域システム科学系 

出願書類一式を総合的に用いて審査を行う。小論文は、同系が指定する複数のテーマの中から

１つを選択し、日本語または英語で同系が定める要領に従って作成し、他の出願書類とあわせて

提出すること。小論文のテーマならびに作成要領は、６月 19 日（金）に、本研究科ホームページ

（上記（１）と同じ）にて公表する。 

（３）相関基礎科学系 

出願書類一式を総合的に用いて審査を行う。出願書類に含まれる過去に出題された修士課程入

試問題の中から３題を解いた解答用紙（本研究科所定様式、１題当たり A4 用紙２枚、片面のみ使

用可、計６枚）および相関基礎科学系へ入学する志望動機、過去の様々な活動など自身のアピー

ルポイントを記載した文書（本研究科所定様式、A4 用紙１枚、片面のみ使用可）の提出について

は，下記の指示に従うこと。 

直近５年間（2020 年度(2019 年実施)―平成 28 年度（平成 27 年実施））の相関基礎科学系の修

士課程入試問題の総合科目の中から問題番号の異なる３題を選択し、指定された解答用紙を用い

て解答すること。ただし、「第 9 問化学（４）」及び「第 11 問生物学（２）」は選択しないこと。

また、第 12 問〜第 15 問を解答する際には、参照した文献や資料（ウェブサイトを含む）を明記

すること。さらに、著作権の関係で黒塗りされている問題については選択してはならない。 

解答にあたっては、解答に至る思考過程も記載すること。解答用紙の大きさは A4 用紙２枚とし

片面のみを用いて解答すること。問題の選択にあたっては、志望する研究分野の内容を充分に考

慮して選択すること。解答は手書きとする。特に指定がない限り日本語または英語で解答するこ

と。  

解答用紙は本研究科ホームページ（上記（１）と同じ）からダウンロードすること。過去に出

題された問題は、相関基礎科学系のホームページ内（下記６．参照）の入試問題・過去問題に掲

載されているものを使用すること。 

志望動機、アピールポイントは、指定された様式に記述すること。用紙の大きさは A4 用紙とし、

片面のみ使用すること。文書の作成にあたっては手書き、または PC 等のどちらかを使用して日本

語または英語で作成すること。様式は本研究科ホームページ（上記（１）と同じ）からダウンロ

ードすること。 

 

 

２．社会人特別選抜 

社会人特別選抜出願者に課される出願書類審査も上記１. と同じである。 
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３．口述試験 

(１)口述試験は、系ごとに口述試験対象者として、本研究科掲示場及びホームページにその受験番

号が発表された者に対してのみ、オンラインにより行われる。 

(２) 生命環境科学系： 

以下４点を実施する（実施時間：25 分）。口頭発表においてスライドの使用は認めない。その

他の追加資料の提示や配付も認めない。 

１．小論文の内容の口頭発表（発表時間：5 分）、２．口頭発表内容に対する質疑応答、 

３．口頭試問（志望分野の専門知識や語学力等を測る試問）、４．その他の質疑応答 

(３) 広域システム科学系： 

広域システム科学系を志望する出願者の口述試験では、①修士課程での研究計画に関する口頭

発表と、それに対する質疑応答、②小論文を含む出願書類の内容に基づく質疑応答、③語学を

含む修士課程の学修に必要な学力を確認するための質疑応答を行う。 

(４) 相関基礎科学系： 

書類審査を通過した者に対して、口述試験を行う。口述試験には各グループの研究分野に関す

る基礎的な事柄および過去に出題された問題（解答を提出した問題を含む）についての学力試

験も含まれる。このため、筆記用具とノートもしくは白紙の用紙を用意しておくこと。 

第一志望と第二志望で異なる専門グループを選んだ出願者に対しては、第一志望だけでなく第

二志望の専門グループでも口述試験を行うことがある。志望する専門グループに応じて、複数

回の口述試験が課される場合がある。 

 

 

４．入学願書作成に関する注意 

(１)入学願書は、「一般出願者・外国人出願者」用(桃色)と「社会人特別選抜出願者」用(紫色)に

分かれているので、記入する際は十分注意し、どちらか一方を提出すること。 

(２)入学願書は、正・副２枚ある。双方の記入内容に相違がないよう注意すること。また、必ず２ 

枚とも提出すること。 

(３)「受付番号」及び「受験番号」欄以外は、該当する箇所すべてを記入すること。特に裏面の記 

入を忘れないこと。 

(４)氏名については、「ローマ字」欄にも記入すること。外国人で漢字圏の者は「氏名」欄に漢字、 

「ローマ字」欄にアルファベットで記入し、「フリガナ」欄に名前の読みを記入すること。また、

外国人で非漢字圏の者は「氏名」欄にアルファベットで記入し、「フリガナ」欄に名前の読みを

記入すること。 

(５)「現在の身分」欄は、「出身大学等」欄に記載の大学に在学中でない者のみ、所属機関、部局 

等の名称及び身分を記入すること。 

(６)「志望する系(専門グループ)」及び「志望指導教員名」欄の記入方法については、12～13ペー

ジを参照すること。 

(７)貼付する写真３枚は、すべて同一のものを使用すること。 

(８)令和２(2020)年９月入学を希望する者は、入学願書の所定欄に○を付けること。 

（９）入学願書を作成後、オンラインで出願者情報の登録を必ず行うこと。なお、詳細については、

別紙案内を参照すること。 
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５．その他の書類作成に関する注意 

(１)志望する系(専門グループ)及び指導教員等の複数の書類に共通して記入する事項については、

記入後、相違がないか必ず確認すること。 

(２)大学に編入学している場合は、編入学前の大学等の成績証明書も提出すること。 

(３)出願書類送付用封筒の表面及び別紙の【出願書類等提出明細】を必ず記入し（封筒裏面の【出

願書類等提出明細】は学生募集要項改訂前の内容となっているため、記入不要。）、出願書類等

を別紙【出願書類等提出明細】の順に整理して封入すること。 

(４)受験票送付用封筒に３７４円分の切手を必ず貼付すること。 

(５)提出書類(各種証明書、論文等)に記載されている氏名と現在の氏名が異なる場合は、改姓名し 

たことが確認できる証明書を添付すること。 

 

 

６．参考情報 ※令和３(2021)年度入試においては、筆記試験は実施しない。 

広域科学専攻の各系の過去数年間の入試問題については、下記 URL を参照すること。 

○生命環境科学系   http://bio.c.u-tokyo.ac.jp/admissions.html 

○広域システム科学系 http://system.c.u-tokyo.ac.jp/p-graduate/guide.html 

○相関基礎科学系   http://www.dbs.c.u-tokyo.ac.jp/exam/kakomon/ 

http://www.dbs.c.u-tokyo.ac.jp/exam/kakomon/


出願者情報のオンライン登録について 

 

令和３（2021）年度 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修士課程の出願者は、提出書

類の郵送を行う前に、「出願者情報登録システム」（ウェブ）へのオンラインでの情報登録をお願

いします。 

 

１ 登録期間 

 7月 2 日（木）10：00（※）～7 月 15 日（水）13：00（※） ※日本時間 

 

２ 出願者情報の登録方法 

① 提出予定の「入学願書」（記入済のもの）及び「登録用のメールアドレス」をご準備ください。 

② 次の URLにアクセスしてください。 

https://utas-ew.adm.u-tokyo.ac.jp/campusew/?logintype=m 

  スマートフォン等から登録する場合は、下記QR コードをご利用ください。 

  

 

 

 

③ ログイン画面が表示されるので、「新規ユーザ登録」ボタンをクリックしてください 

                   

 

 

 

 

 

④ 画面に「名前」、「ログイン ID（※）」、「①で準備したメールアドレス」を入力し、下方の「登

録」ボタンをクリックしてください。 

ログイン ID 

（出願者全員共通の IDになります。） 

 
hx4wIMyBwo 

 

⑤ 出願者情報登録システムより、登録したメールアドレスへ初期パスワードを送付します。 

（メールタイトル→“【UTAS】パスワード発行” 

 送信元→“utas-noreply.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp”） 

※初期パスワードの送付に時間がかかる場合があります（1 時間程度）。 

届かない場合は、総合文化研究科大学院チームにメールで連絡してください。 

※ドメイン指定受信をしている場合は、「gs.mail.u-tokyo.ac.jp 及びmail.u-tokyo.ac.jp」 

からのメールが受信できるように あらかじめ設定してください。 

 

⑥ ②の URLに再度アクセスし、「④のログイン ID」「登録したメールアドレス」「⑤で届いた初

期パスワード」でログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリック 

登録したメールアドレスを入力する。 

初期パスワードを入力する。 

ログイン ID【hx4wIMyBwo】を入力する。 

パソコンから

アクセスした

場合 

スマートフォ

ン等からアク

セスした場合 



⑦ 画面の指示に従い、初期パスワードを変更してください。 

新しいパスワードの設定にあたっては、下方に記載の「パスワード設定に関する注意」にご留

意ください。 

 

⑧ 新しいパスワードを設定すると、「入力開始の初期画面」が表示されます。出願する系の右横

の「開始/Start」ボタンをクリックしてください。(出願する系以外に情報を入力しないこと。) 

 

⑨ 「出願者情報登録システム」画面に、次の出願者情報を登録してください。 

入力する内容は「入学願書」と同じにしてください。  
項目 留意事項 

１． 出願を志望する系 出願を希望する系であることを確認し選択する。 

相関基礎科学系出願者は希望するグループを含め選択す

る。 

２． 第２志望グループ 相関基礎科学系出願者のみ、第２希望グループがある場合

は該当するグループを選択する。 

３． 入学時期 「2020 年 9 月入学」または「2021 年 4 月入学」を選択す

る。 

４． 社会人特別選考 社会人特別選考出願者のみ、チェックする。 

５． 姓（漢字） 全角で入力すること。 

外字等により入学願書と同じ文字で登録ができない場合

は、略字またはカタカナで登録すること。 

外国人で漢字圏の者は、漢字で入力すること。 

外国人で非漢字圏の者は、アルファベットで入力すること。 

ミドルネームがある場合は、「名」欄に入力すること。 

６． 名（漢字） 

７． 姓（カタカナ） 入学願書の「フリガナ」欄と同じ記載を、全角で入力する

こと。 

ミドルネームがある場合は、「名」欄に入力すること。 ８． 名（カタカナ） 

９． 姓（英字） 入学願書の「ローマ字」欄と同じ記載を、半角で入力する

こと。 

ミドルネームがある場合は、「名」欄に入力すること。 10. 名（英字） 

11. 生年月日 半角で入力すること。YYYY/MM/DD 

例：平成 7（1995）年 4 月 8 日の場合→1995/04/08 

（誤）1995/4/8、1995 年 4 月 8 日、19950408 

12. 性別 該当するものを選択する。 

13. 携帯番号 半角でハイフンなしで入力すること。 例：090XXXXXXXX 

オンラインでの口述試験での接続トラブルが生じた時など

緊急時の連絡に使用する可能性があるので、必ず連絡のつ

く番号を入力すること。 

 

⑩ 登録をすすめ、「確認画面」上で「登録/Register」ボタンを押すと、登録が完了します。 

注：本システムでは、「登録完了確認メール」は送付されません。 

注：「必須入力項目（※マーク）」に未入力の項目があると、「確認画面」にすすみません。 

注：「生年月日」の登録の形式に誤りがあると、「確認画面」にすすみません。 

 

⑪ 登録完了後、「印刷/Print」ボタンが表示されるので、クリックしてください。 

PDFを保存するか開くかと聞かれるので、“保存→印刷”か“開く→印刷”で入力内容を印刷し、

確認してください。内容に誤りがない場合は、出願書類に同封し送付してください。 

※修正の必要がある場合は、下方の「データ入力画面に戻る/Return to the data entry selection 

screen」ボタンをクリックし、データの修正、登録をした後、再度印刷してください。 

 

⑫ 画面右上の「ログアウト/Logout」ボタンをクリックし、登録作業を終了してください。 

 
2020 年 6 月 

東京大学大学院総合文化研究科事務部教務課総合文化大学院チーム 

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



広域科学専攻修士課程【出願書類等提出明細】 

本用紙は、出願書類提出用の「本研究科所定の封筒」の裏面に記載の「出願書類

等提出明細」の代わりに作成すること。（封筒裏面には記入不要。） 

 

１． 提出する書類等については、提出欄に〇印を付けること。 

２． 提出書類等は、下記の表の順に揃えて封入すること。 

種別 提出書類等 提出欄 

 本用紙（提出欄に〇印を付けたもの）  

 入学願書（正） 

（写真 2 枚及び振込金受付証明書貼付） 

 

 入学願書（副） 

（写真 1 枚貼付） 

 

 成績証明書  

 卒業証明書  

（外国人） 日本語能力証明書  

（社会人） 社会人活動状況調書  

（社会人） 研究計画書  

（生命） 小論文（クリアファイル（A4）に入れること）  

（システム） a.【研究計画書】 

b.【小論文】 

（a. b.をまとめて、クリアファイル（A4）に入れること） 

 

（相関） 【解答用紙】 

① 過去に出題された入試問題の中から３題を解

いた解答用紙 

② 相関基礎科学系へ入学する志望動機、過去の

様々な活動など自身のアピールポイントを記

載した文書 

（①②をまとめて、クリアファイル（A4）に入れること） 

 

 受験票送付用封筒 

（374 円分の切手を貼付） 

 

 宛名ラベル  

（社会人）は、社会人特別選抜出願者に係る提出書類を示す。 

（外国人）は、外国人出願者に係る提出書類を示す。 

（生命）は、生命環境科学系への出願者に係る提出書類を示す。 

（システム）は、広域システム科学系への出願者に係る提出書類を示す。 

（相関）は、相関基礎科学系への出願者に係る提出書類を示す。 


