
英国インペリアルカレッジ化学工学専攻へ学生を派遣するプログラムです。
対象は、修士1年の学生（9月入学生は2年次)で、夏学期を東大にて、冬学期
を海外提携大学にてカリキュラムを履修することにより、一般的な環境問題
とその予想される影響、現在考えられている対策技術とその効果について
広く学び、国による技術の位置付け、それを利用する政策決定プロセス、社
会受容性などの差異を、そ
れぞれの国において講義・
演習を通して理解すること
で、環境問題に関する国際
交渉を担う将来のエンジニ
アや技術政策立案者の育
成を目指しています。

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 
環境システム学専攻入試情報 Information on Entrance Examination

■対象者 ： 環境システム学専攻に所属する博士課程学生　　　　
（ただし、日本学術振興会ＤＣ受給者を除く）
■奨励金 ： 300,000円程度
■奨励金の使途 ：  研究に直接関連する費用（消耗品・旅費等）
■採択予定数 ： 年3件程度
■審査 ： プロポーザル書面審査
■評価基準 ： 
①研究の構想や目的が具体的かつ明確か
②研究目的達成のための計画が十分か　
③環境システム学の進展等、学術的な波及効果が期待できるか

博士課程学生の現在および今後の研究活動において必要となるスキ
ルの一つである研究プロポーザルを作成する機会を提供し、その結果
を基に優秀者には研究をサポートする「研究奨励金」を支給します。　

■英語（TOEFL-ITP）
■専門科目（筆記試験）
　A：環境システムに関する知識、理解力、洞察力を見る問題（小論文形式）。
　B：環境システムを理解する上で必要な環境科学Ⅰ/Ⅱ、数学、物理、化学から
成る問題。環境科学Ⅰと他の4問から選択した1問の、計2問に解答。
■口述試験
　卒業論文研究（もしくはそれに代わるもの）の概要および修士課程における
研究計画等を、PowerPoint等で作成したスライドを用いて5分間で説明。

■英語（入試日程AはTOEFL-ITP、入試日程BはTOEFL）
■専門科目（筆記試験）
　環境システムに関する知識、理解力、洞察力を見る問題（小論文形式）。
■口述試験
　修士論文研究の概要および博士課程における研究計画等を、PowerPoint
　等で作成したスライドを用いて10分間で説明

出願期間： 【入試日程A】2020年6月11日（木）～17日（水）／【入試日程B】11月17日（火）～24日（火）

試験科目 Examination

試験科目（一次試験）
■English(Schedule A: TOEFL-ITP/ Schedule B: TOEFL)

■Specialized Subjects(written examination)
　Write an essay on the given topic to display knowledge, understanding 
　and insight concerning environment systems.

■Oral Examination
　Explain your master thesis and research plan in doctor course in ten minutes
　 using  presentation slides made by PowerPoint etc.

■English(TOEFL-ITP)
■Specialized Subjects(written examination)
　A: An essay on the given topic to display knowledge, understanding and insight concerning 
　environment systems.
　B: Questions for applicants to demonstrate their abilities in fundamental environmental
 science I / II, mathematics, physics, and chemistry. Answer environmental science I. Select
 and answer any one of the four questions which consist of environmental science II, 
 mathematics, physics, and chemistry.
■Oral Examination
　Explain your graduation thesis (or alternative in the case if you do not conduct thesis research) 
　and research plan in Master Course in 5 minutes using presentation slides made by PowerPoint etc.

Examination (the first examination)

試験日程

試験日程

8月18日（火） TOEFL-ITP、専門科目 ／ 8月19日（水） 口述試験

2021年1月下旬もしくは2月上旬予定

一次試験：8月17日（月） 口述試験 ／ 8月18日（火） TOEFL-ITP、専門科目 
二次試験（2020 年10 月1日以降の修士課程修了見込みの者）：
修士論文あるいはそれに相当する研究の内容についての試問（2021年1月下旬
もしくは2月上旬）

一次試験：2021年1月下旬もしくは2月上旬予定
二次試験（2021 年4 月1日以降の修士課程修了見込みの者）：
2021年7月下旬もしくは8月上旬

The first examination: Planned in late January or early February, 2021.
The second examination（Only for applicants who will finish their master course on or after
April 1, 2021）: Planned in late July or early August, 2021.

※社会人特別選抜
企業・官公庁・団体などに

在職する、修士の学位を有

する者、あるいはそれと同

等以上の学位・研究歴を持

つ者を対象に、書類審査と

口述試験によって合否を

決定。筆記試験を免除

修士課程

博士課程 Doctor  Course

Master  Course

バーベキュー大会 ソフトボール大会

オープンキャンパス

フットサル大会 消防訓練

歓迎会

マラソン大会

輪講ツアー

忘年会

音楽の夕べ

学位記授与式

学位記授与式

S t uden t  L i f e

ブラウンバッグ・セミナー

授業風景

巡検LPG地下備蓄建設現場視察 修士中間発表会にて

修論最終発表

研究室旅行にて

学修サポートプログラム Research Support Programs

■つくばエクスプレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『柏の葉キャンパス駅西口』よりバス約10分／「東大前」、「東大西」下車

■JR常磐線・東京メトロ千代田線・・・・・・『柏駅西口』よりバス約30分／「東大西」、「東大前」下車

■東武アーバンパークライン・・・・・・・・・・・『江戸川台駅東口』よりバス約10分／「東大西門前」、「東大西」、「東大前」下車

柏キャンパスへのアクセス Access

外国人学生交換プログラム 博士課程研究奨励金支援プログラム
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■専攻ホームページ……………http://envsys.k.u-tokyo.ac.jp
■入試に関するお問い合わせ…… envsys_exam@edu.k.u-tokyo.ac.jp

入試説明会等、入試に関する情報の詳細は、環境システム学専攻ホームページにてご案内しています。

■専攻入試説明の動画を専攻ホームページ
　（http://envsys.k.u-tokyo.ac.jp）に掲載します。
　（5月10日（日）までに公開予定。）

■2020年 9月下旬もしくは 10月上旬 本郷キャンパス
■2020年 9月下旬もしくは 10月上旬 柏キャンパス

環境システム学専攻入試説明会 Schedules  of  Br ie f ing for  Appl icat ion

【入試日程A】
■A movie of briefing for application will be posted on our website
　(http://envsys.k.u-tokyo.ac.jp).
　(Scheduled to be released by May 10 (Sun.).)

【Schedule A】

【入試日程B】
■Late September or early October, 2020 at Hongo Campus.

■Late September or early October, 2020 at Kashiwa Campus.

【Schedule B】

【入試日程A】

【入試日程A】

【入試日程A】

■英語（TOEFL）
■専門科目（筆記試験）
　A：環境システムに関する知識、理解力、洞察力を見る問題（小論文形式）。
　B：環境システムを理解する上で必要な基礎知識に関する問題。
■口述試験
　卒業論文研究（もしくはそれに代わるもの）の概要および修士課程における研究
計画等を、PowerPoint等で作成したスライドを用いて10分間で説明。

【入試日程B】

【入試日程B】

【入試日程B】

Examination Schedule

Examination Schedule

The first examination: Aug. 17(Mon.) Oral Exam./ Aug. 18(Tue.) TOEFL-ITP, Specialized Subject 
The second examination（Only for applicants who will finish their master course on or after 
October 1, 2020）: an oral examination of the contents of his/her master thesis (or the equivalent 
thereof) will be held in late January or early February, 2021.

Aug.18 (Tue.) TOEFL-ITP, Specialized Subject ／ Aug. 19 (Wed.) Oral Exam.

【Schedule A】

【Schedule A】

【Schedule A】

Planned in late January or early February, 2021.
【Schedule B】

■English(TOEFL)
■Specialized Subjects(written examination)
　A: An essay on the given topic to display knowledge, understanding and insight concerning 
　environment systems.
　B: Questions on fundamental knowledge for environmental systems.
■Oral Examination
　Explain your graduation thesis (or alternative in the case if you do not conduct thesis research) and
　 research plan in Master Course in 10 minutes using presentation slides made by PowerPoint etc.

【Schedule B】

【Schedule B】

Application Period: 【Schedule A】June 11(Thur.) to June 17(Wed.), 【Schedule B】November 17(Tue.) to November 24(Tue.).

環境システム学専攻

環境の今を学び、環境の未来を拓く
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