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東京大学 大学院総合文化研究科
広域科学専攻 広域システム科学系

令和3 (2021) 年度

(令和2 (2020) 年度 実施)

入学試験 説明会

2020年6月27日 (土) (オンライン)
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質問は，Zoom ウェビナー

Q&A 機能
を使ってお願いします．

※ 説明中に，質問をQ&Aに打ち込んでおい
て頂いて構いません．

※ 説明終了後，順番に質問にお答えします．
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修士課程 入学試験
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選抜方法

例年
1次：筆記試験 (外国語(英語)＋総合科目)
2次：口述試験

今回
1次：出願書類の審査

(研究計画書，小論文，その他出願書類)
2次：口述試験 (オンラインで実施)
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スケジュール

■ 出願情報オンライン登録 7/2(木)～7/15(水) 13:00

■ 願書受付期間 7/9(木)～7/15(水)
・出願は，郵送 (書留速達郵便) に限る．
・日本国外から郵送の場合は，事務部に連絡．

■ 受験票等郵送 8/4(火)頃

■ 口述試験対象者発表 8/19(水) 14:00
・受験方法等を電子メールにより通知．

■ 口述試験 (オンライン) 8/24(月)～8/30(日)
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スケジュール

■ 合格者発表 9/4(金) 12:00
・2020年9月入学または2021年4月入学

※ 出願手続・入試全般に関する情報
東京大学 大学院総合文化研究科HP
「修士課程・博士課程への出願」
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/admission/master-
doctor/index.html

※ 出願手続・入試全般に関する問合せ先
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
電話 03-5454-6050 (6049)
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小論文・研究計画書の作成・提出

※ 研究科HPより，以下の3つのファイルをダウンロード．

① 広域システム科学系 小論文、研究計画書作成要領等
1_General Systems_guideline (PDF)

② 広域システム科学系 小論文様式
2_General Systems_Essay (Word)

③ 広域システム科学系 研究計画書様式 (Word)
3_General Systems_Research Plan (Word)
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小論文 課題

(ファイル ①)

7つのテーマ
の中から1つ
を選択．
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小論文の作成・提出

■ 研究科HPより，以下をダウンロードして作成．

「広域システム科学系 小論文様式」
2_General Systems_Essay (Word)

■ 印刷版 (A4用紙1枚に白黒で両面印刷したもの) 
を，出願書類一式に含めて提出．

■ 電子ファイル (Word ファイル) を，総合文化研究
科の指定URLにアクセスし，提出 (アップロード) ．
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小論文 電子ファイル提出先

https://webfs.adm.u-
tokyo.ac.jp/public/t6MsAAvI5YsAxwcBtvpyB762AGPFfYfa_JvBQxbbUefa
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小論文 作成要領

１．総合文化研究科ホームページより，「システム小論文 様式」
ファイル (Word ファイル) をダウンロードし，用いること．

２．日本語もしくは英語で記述すること．

３．全体で2ページ以内に収めること．

４．フォントは10ポイント以上 (テーマ5は12ポイント以上) とする．

５. 行間は適宜調整してよい．余白の改変はしないこと．

６．図表や数式を用いてもよい．

７．各テーマの説明の中に，作成に関する特段の指示がある場
合は，それに従うこと．
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小論文 作成要領

８．冒頭に，選択したテーマ番号を記載し，改行して1行空け，
本文を書き始めること ．

９．文書中に出願者の氏名は記載しないこと．

１０．テーマの選択は，修士課程での研究分野を十分に考慮し
て行うこと．

１１．論述にあたり，剽窃はそれを重大な不正行為とみなす．
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小論文 提出要領

１．略 (印刷版の提出)
２．略 (電子ファイルの提出)

３．ファイル名は，以下の通りとする．

「Eテーマ番号(半角数字)_姓(半角英字)_名(半角英字)_生年月日
(半角数字8桁)」

例：E1_Tanaka_Taro_19950408
(1995年4月8日生まれの田中太郎さんがテーマ1を選択)

※ 姓・名 (半角英字) は，入学願書の「ローマ字」欄と同一とする．
※ 下記５．にあるように，アップロードは1回限りとするが，万が一
アップロードの際に「同一ファイル名がある」と出た場合は，上書き
せずに末尾に*をつけるなどして別のファイル名とすること．
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小論文 提出要領

４．電子ファイルの提出期限：7月15日(水) 23:59．

５．提出 (アップロード) する電子ファイルの内容は，出願書類
一式に含めて提出する印刷版と同一のものとする．アップロー
ドは，1回限りとする．

６．万が一電子ファイルが期限までにアップロードされていな
い場合も，印刷版が出願書類一式に含めて提出されていれ
ば，小論文が提出されたものとみなす．
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研究計画書の作成・提出

■ 研究科HPより，以下をダウンロードして用いる．

「広域システム科学系 研究計画書様式」
3_General Systems_Research Plan (Word)

※ 社会人特別出願者の研究計画書も，同じ様式．
※ 可能な限り，募集要項一式の中の様式ではなく，ダウン
ロードした様式を用いる．

■ 印刷版 (A4用紙1枚に白黒で両面印刷したもの) 
を，出願書類一式に含めて提出．

■ 電子ファイル (Word ファイル) を，総合文化研究
科の指定URLにアクセスし，提出 (アップロード) ．
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研究計画書 電子ファイル提出先

https://webfs.adm.u-
tokyo.ac.jp/public/t6MsAAvI5YsAxwcBtvpyB762AGPFfYfa_JvBQxbbUefa
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研究計画書 作成要領

１．総合文化研究科ホームページより，「システム研究計画 様
式」ファイル (Word ファイル) をダウンロードし，用いること．社
会人特別出願者の研究計画書も，同じ様式を用いること．

２．内容は以下の通りとする．大学院入学後の研究の計画・
方針と志望理由を志望する研究室ごとにまとめる．特に，研
究テーマや方法，関連する知識について，具体的かつ明確に
記述すること．具体的な計画が未定の場合は，興味のある研
究テーマや，卒業研究の概要などを述べた上で，入学後の抱
負について記述してもよい．
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研究計画書 作成要領

３．日本語もしくは英語で記述すること．

４．全体で，日本語の場合は2,000字程度，英語の場合は
500 words 程度とし，2ページ以内に収めること．

５．フォントは10ポイント以上とする．

６. 行間は適宜調整してよい．余白の改変はしないこと．

７．図表や数式を用いてもよい．
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研究計画書 作成要領

８．冒頭に，氏名を記載すること．社会人特別選抜出願者の
場合は，□を■ に塗りつぶすか，または□ にチェックをい
れること．

９．氏名に続き，改行して志望指導教員名(最大3名)を記載
すること．

１０．志望指導教員名に続き，改行して1行空け，本文を書
き始めること．
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研究計画書 提出要領

１．略 (印刷版の提出)
２．略 (電子ファイルの提出)

３．ファイル名は，以下の通りとする．

「R_姓(半角英字)_名(半角英字)_生年月日(半角数字8桁)」

例：R_Tanaka_Taro_19950408
(1995年4月8日生まれの田中太郎さんの研究計画書)

※ 姓・名 (半角英字) は，入学願書の「ローマ字」欄と同一とする．
※ 下記５．にあるように，アップロードは1回限りとするが，万が
一アップロードの際に「同一ファイル名がある」と出た場合は，上
書きせずに末尾に*をつけるなどして別のファイル名とすること．
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研究計画書 提出要領

４．電子ファイルの提出期限：7月15日(水) 23:59．

５．提出 (アップロード) する電子ファイルの内容は，出願書類
一式に含めて提出する印刷版と同一のものとする．アップロー
ドは，1回限りとする．

６．社会人特別選抜出願者の場合は，本研究計画書を社会
人特別選抜の研究計画書とみなす．

７．万が一電子ファイルが期限までにアップロードされていな
い場合も，印刷版が出願書類一式に含めて提出されていれ
ば，研究計画書が提出されたものとみなす．
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口述試験 (オンライン)

■ 口述試験は，出願書類合格者 (＝口述試験対象
者) に対して行う (募集要項 p.3，入試案内 p.9)．

■ 各自でパソコン及びカメラ（コンピュータの内蔵カメ
ラまたはウェブカメラ）等を準備のうえ，周囲に人のい
ない静謐な環境で受験すること．
・準備が困難な者は，8月3日(月)までに，総合文化大学院チー
ムに問合せ． (募集要項 p.3)

■ 出願情報オンライン登録における携帯番号登録．
・オンライン口述試験での接続トラブルなど，緊急時の連絡に
使用する可能性． (入試案内 付録)
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出願後，口述試験までのスケジュール

■ 受験票等郵送 8/4(火)頃
→ 受験票とともに，口述試験ガイドラインを送付予定．
・受験生が用意すべきもの (筆記用具等を含む)，接続方法，事
前の接続テスト，当日の連絡先等．

■ 口述試験対象者発表 8/19(水) 14:00
→ 受験方法等を電子メールにより通知．
・時間割，事前テスト・本番の接続情報，口述試験の進行・時
間配分 (口頭発表時間等)，受験心得等．

■ 口述試験 (オンライン) 8/24(月)～8/30(日)
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口述試験 (オンライン) の内容

■ 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．

(入試案内 p.9)
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博士課程 入学試験

(令和2 (2020) 年9月入学希望者)
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選抜方法 (出願資格第1号)

※ 出願資格第1号：本学において令和2 (2020) 年9月23日まで
に修士の学位又は専門職学位を得る見込の者)

例年
1次：出願書類の審査 (修士の学位論文又はこれに代
わるもの，出身学校の学業成績等)
2次：学力試験 (口述試験)

今回
1次：出願書類の審査 (修士の学位論文又はこれに代

わるもの，出身学校の学業成績等)
2次：学力試験 (口述試験 (オンラインで実施))
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スケジュール (出願資格第1号)

■ 願書受付期間 6/25(木)～7/1(水)
・今回に限り，郵送 (書留速達郵便) も認める．

※ 以下，出願資格第1号のうち，広域システム科学
系の在籍者．

■ 受験票等郵送 7/6(月)頃

■ 口述試験対象者発表 7/8(水) 14:00
・時間割・受験方法・受験者心得等をメール・郵送で通知．

■ 口述試験 (オンライン)  7月中旬
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選抜方法 (出願資格第2号以下)

※ 出願資格第8,9,10号の入学資格審査に必要な書類の提出
は，今回に限り，出願書類と合わせて提出可．

例年
1次：出願書類の審査 (修士の学位論文又はこれに

代わるもの，出身学校の学業成績等)
2次：学力試験 (筆記試験 (英語) ＋ 口述試験)

今回
1次：出願書類の審査 (修士の学位論文又はこれに

代わるもの，出身学校の学業成績等)
2次：学力試験 (口述試験 (オンラインで実施))

※ 筆記試験 (英語) はなし．
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スケジュール (出願資格第2号以下)

■ 出願情報オンライン登録 6/18(木)～7/1(水) 13:00
■ 願書受付期間 6/25(木)～7/1(水)
・出願は，郵送 (書留速達郵便) に限る．ただし日本国外から
郵送の場合は，事務部に連絡 (電子ファイルで先行提出)．

※ 以下，出願資格第1号のうち，広域システム科学系
以外の在籍者を含む．

■ 受験票等郵送 7/31(金)頃
■ 口述試験対象者発表 8/5(水) 14:00
・時間割・受験方法・受験者心得等をメールで通知．

■ 口述試験 (オンライン) 8/28(金)～8/30(日)
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スケジュール (共通)

■ 合格者発表 9/4(金) 12:00

※ 出願手続・入試全般に関する情報
東京大学 大学院総合文化研究科HP
「修士課程・博士課程への出願」
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/admission/master-
doctor/index.html

※ 出願手続・入試全般に関する問合せ先
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
電話 03-5454-6050 (6049)
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口述試験 (オンライン)

■ 口述試験は，出願書類合格者 (＝口述試験対象
者) に対して行う (募集要項 p.3，入試案内 p.9)．

■ 各自でパソコン及びカメラ（コンピュータの内蔵カメ
ラまたはウェブカメラ）等を準備のうえ，周囲に人のい
ない静謐な環境で受験すること．
・準備が困難な者は，8月3日(月)までに，総合文化大学院チー
ムに問合せ． (募集要項 p.3)

■ 出願情報オンライン登録における携帯番号登録．
・オンライン口述試験での接続トラブルなど，緊急時の連絡に
使用する可能性． (入試案内 付録)
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