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入試案内全体の流れ

• 修士・博士共通事項

• 修士のみの事項

• 博士のみの事項

※質問は随時受け付け。
（回答は後でまとめて行います。）



質問の出し方

• Zoom Webinar の質問機能を使います。

他の参加者が出した質問に「いいね！」を
付けることもできます。「いいね！」が多い
質問は優先的に取り上げます。



修士・博士
共通事項

Master Course
&

Doctoral Course



新型コロナウィルス感染症の
拡大に伴う影響

東京大学のキャンパスに、受験生・監督者等、
２００名規模の大人数が長時間、入学試験の
ために一箇所にとどまることが極めて困難に。

旅客機の運行数が激減し、安価な国際郵便が
壊滅。紙と郵送ベースでの出願が困難に。



• 新型コロナウィルス感染症の拡大下でも
メディカル情報生命専攻に入学して欲しい
学生像は変わらない。

メディカル情報生命専攻の
入試に対する考え方



旅客機の運行数が激減し、安価な国際郵便が
壊滅。紙と郵送ベースでの出願が困難に。

東京大学のキャンパスに、受験生・監督者等、
２００名規模の大人数が長時間、入学試験の
ために一箇所にとどまることが極めて困難に。

入学試験の完全オンライン化
出願の完全オンライン化



新型コロナウィルス感染症の
拡大に伴う入学試験の変更概要

１．東京大学内での専門筆記試験を中止し、書類
審査とオンライン口述試験のみで合否を決定

２．東京大学内での英語筆記試験は中止し、
TOEFL/TOEIC/IELTS のスコア提出とする。

３．修士課程／博士課程ともに
Ａ日程（夏実施）・Ｂ日程（冬実施）を実施し、
受験資格は同等とする。



入試Ａ日程・入試Ｂ日程の違い

入試Ａ日程
(試験 ８月)

入試Ｂ日程
(試験 ２月)

９月入学 ４月入学 ９月入学

2020年 2021年

※一部の口述試験は２月実施

2022年



Ａ・Ｂどちらを受けるべきか？

入試Ａ日程
(試験 ８月)

入試Ｂ日程
(試験 ２月)

９月入学 ４月入学 ９月入学

2020年 2021年

※一部の口述試験は２月実施

2022年

従来より本専攻ではＡ日程が
メインであり、可能な方は
必ずＡ日程で受験を

Ｂ日程では従来、
博士課程のみ。
今回は修士・博士
ともに募集



同年のＡ・Ｂ併願は不可

2021年
入試Ａ日程
(試験 ８月)

2021年
入試Ｂ日程
(試験 ２月)

９月入学 ４月入学 ９月入学

2020年 2021年 2022年

同年のＡＢ日程
併願は不可能

異なる年度の
併願は可能

2022年
入試Ａ日程
(試験 ８月)

４月入学

○

×



入試の年度の呼び方

2021年
入試Ａ日程
(試験 ８月)

2021年
入試Ｂ日程
(試験 ２月)

９月入学 ４月入学 ９月入学

2020年 2021年

※一部の口述試験は２月実施

４月入学の受験生が
入学する年で呼ぶ。

入学試験の日付とは
関係ない。



Ａ・Ｂ日程の違い

入試Ａ日程
(筆記試験 年８月)

入試Ｂ日程
(試験 ２月)

９月入学 ４月入学 ９月入学

2020年 2021年

今日は主に
Ａ日程の説明



出願期間

2020年6月11日（木）～17日（水）

オンライン受付

※オンライン出願システムは現在開発中のため実際の画面は異なる場合があります。

※日本時間で
深夜２４時まで

※オンライン出願システムを利用出来ない境遇の方は研究科教務チームまでご連絡ください。



専攻の入試ウェブページ

重要な告知は専攻の
入試ウェブページで
発表していきます。



出願書類

・志願者案内
提出書類の種類や
記入方法の説明

・チェックシート
提出物チェックリスト

・調査表
志望動機、志望ラボを
記入します

【修士】

【博士】



• （英語試験を免除されている受験生を除き）
修士・博士を問わず、民間英語試験のスコアを
提出する。

英語スコアの提出

英語スコアの提出方法

願
書
出
願

自己申告
スコア
提出

公式
スコア
証明書
提出

6/17〆 7/29〆 8/11〆



英語スコアの提出詳細

願
書
出
願

自己申告
スコア
提出

公式
スコア
証明書
提出

6/17〆 7/29〆 8/11〆
※「自己申告スコア提出」
ではオンラインで入手可能
な受験者向けスコア表で
よい。

例えば TOEFL であれば
Taker’s Report、IELTSであ
れば本人に送付されるTest 
Report Form を PDF で提出
すればよい。

※ETS等から公式の
スコア証明書を郵送。

自己申告スコアと
異なるスコアが
提出された場合には
受験できません。



英語スコアの提出遅延特例

願
書
出
願

自己申告
スコア
提出

公式
スコア
証明書
提出

6/17〆 7/29〆 8/11〆
教務チームへ事前連絡
(7/22まで)があった
場合、国際郵便遅延に
ついては8/11後も柔軟
に受け付ける。

・国際郵便は大きく遅延している。
・7/22 までに「公式スコア証明書は注文したが、

8/11 までに届かないかもしれない。」と
新領域教務チームに連絡があった場合には
8/11 以降の遅着も認める。ただし、
自己申告スコアと同じものが提出できなければ
入学を認めない、もしくは入学を取り消します。



– TOEFL (iBT, PBT, iBT Special Home Edition,
TOEFL ITP Plus for China)
• TOEFL-ITP のスコアは×
• MyBest ™ スコアは用いない

– TOEIC (TOEIC 公開テスト)
• TOEIC スピーキングテスト／ライティングテストは×、
• TOEIC IPテスト（団体特別受験制度）は×

– IELTS (アカデミック・モジュール)
• IELTS ジェネラル・トレーニング・モジュールは×

提出可能な英語スコアの種類



– どの英語テストも有効期限は２年間
• ２年以上前のスコアは公式のスコア証明書が
発行できない。

– 研究科の公式ルール
•入試日程A 

– 平成30（2018）年９月１日以降に受験したもの

•入試日程B
– 平成31（2019）年２月１日以降に受験したもの

英語スコアの有効期限



• 今のところ６月はTOEFLは再開？

TOEFL iBT は日本では
再開見込み（5/29現在)



• 自宅で受験できる TOEFL-iBT. 料金も同一.
• カメラ付きのWindows マシンと、1人で占有できる静かな部屋、
マイクとスピーカーがあれば自宅から受験できる。

• メディカル情報生命専攻ではこのテストのスコアを受け付ける。

TOEFL iBT Special Home Edition



– 人に依ります。
• これ以上の回答はしません。

– 英語スコア間の換算方法は公開しません。
– 複数スコアが提出された場合には最も高い
スコアを用います。
• 英語試験種類ごとの有利不利が気になる場合には
複数受験して手持ちのスコアを全て提出して
ください。

• オンライン出願システムの提出ファイル数制限が
あるため、可能な限り複数スコアをまとめて
１つのファイルとして提出してください。

どの英語スコアが有利？



• Ａ日程の受験を予定していたが、
急遽 TOEFL 等の高価な外部英語試験を
受験しなくてはならなくなった。

→受験生の金銭負担軽減

検定料の値下げ

Ａ日程検定料
10,000円

Ａ日程検定料

30,000円

※Ｂ日程の検定料は今のところ据え置きです。



• オンライン出願システム上で
クレジットカード等で支払い可能。

検定料の支払い

無事、オンライン支払い
可になったらしいです



• 修士
– 学部の成績表を提出してください。
– 高専生は本科の最後２年と専科２年、
合計４年分を提出してください。
（学部の成績に相当する分）

• 博士
– 学部・大学院の成績表を提出してください。

※オンライン出願システムの提出ファイル数制限があるため、
可能な限り複数の成績表はまとめて１つの PDF ファイルとして
提出してください。

成績表の提出



成績表・学位証明書の提出

願
書
出
願

電子版
成績表／
学位証明
提出

紙の公式
成績表／

学位証明
提出

6/17〆 7/22〆
スキャンした
書類を提出

7/29〆
教務チームへ事前連
絡(7/22まで)があった
場合、国際郵便遅延
については8/11後も
柔軟に受け付ける。

・国際郵便は大きく遅延している。
・7/22 までに「既に郵送は開始したが、

7/29 までに届かないかもしれない。」と
ＧＳＦＳ教務チームに連絡があった場合には
遅着も認める。ただし、電子版と同じものが
提出できなければ入学を認めない、
もしくは入学を取り消します。



入学試験日程

第１次試験（書類審査）

オンライン接続試験 2020年８月4日〜7日
Zoom を用いて音声や映像の接続確認。

トラブルが無ければ５分程度。

第２次試験（口述試験）2020年８月11日（火）〜
８月13日（木）

※東京大学大学院出身者の一部は2021年２月

第１次合格者（口述試験へ進む者）を
８月3日(月) 正午に専攻ウェブページで発表。



入学試験日程

第１次試験（書類審査）

オンライン接続試験 2020年８月4日〜7日
Zoom を用いて音声や映像の接続確認。

第２次試験（口述試験）2020年８月11日（火）〜
８月13日（木）

※東京大学大学院出身者の一部は2021年２月

第１次合格者（口述試験へ進む者）を
８月3日(月) 正午に専攻ウェブページで発表。

Zoom が映像・音声付きで
動作するデバイスを
皆様がご用意ください。



口述試験

第２次試験（口述試験）2020年８月11日（火）〜
８月13日（木）

※東京大学大学院出身者の一部は2021年２月
※医療イノベーションコースは13日（木）のみ

専門分野も含めた基礎学力、研究意欲を総合的に
試問する。

口述試験の開始時間については、受験生毎に指定する。
修士・博士、群・コースによっても
試験時間の長さや口述試験の内容は異なることがある。



http://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/

よくある質問

質問が非常に多いため、２０２１年入試特設サイトを作り
エラッタ（誤りの修正）、Ｑ＆Ａなどを随時掲載します。
上記の専攻ウェブページからリンクを近日中に張ります。



質問の出し方（再）

• Zoom Webinar の質問機能を使います。

他の参加者が出した質問に「いいね！」を
付けることもできます。「いいね！」が多い
質問は優先的に取り上げます。



連絡のお願い

• 第１志望の研究室と必ず連絡を取ってく
ださい。
（ただし、出願締め切り日まで）
– 大学院では研究が大きな学生生活の
大きなウェイトを占めます。
入学後に研究や学生生活が円滑に進むよう
志望研究室と出願前に十分な相談をすること
を強く推奨します。

– 例えば、新型コロナウイルスの研究室への影
響などは研究室によって様々です。



修士
Master Course



出願書類記入の注意点

メディカルサイエンス群、情報生命科学群、および、
医療イノベーションコース、をまたいだ研究室を希望することはできない。

– メディカルサイエンス群 第３志望分野まで
– 情報生命科学群 第５志望分野まで
– 医療イノベーションコース 第１志望分野のみ

(2) 群・コースは１つしか志望できない

(1) 志望研究室は指定数書く

第一希望の研究室が「合格したら受け入れます」と表明していても、
キャパシティ等の理由で第二希望以降に回る可能性がある。



博士
Doctoral Course



博士課程受験注意事項

１）出願前に志望教員へコンタクトをとり、
受験する旨を伝えて下さい。

（出願締め切り後は志望教員と接触禁止）

２）６年制学部学科卒は要出願資格審査。
6年制の学部から博士課程に進学を希望する場合、
①博士後期課程入学願書のコピー（オリジナルは審査合格の場合、出願時に提出する。）
②調査票のコピー（オリジナルは審査合格の場合、出願時に提出する。）
③大学の卒業証明書（もしくは卒業見込証明書）
④大学の成績証明書
⑤上記取得科目の内容がわかる資料（シラバス等）、6年制を示す資料（学則等）
⑥年齢を確認できるもの（パスポート「氏名、生年月日記載ページ」のコピーや運転免許証等のコピー）

５月２５日〆切 早めに教務係に問い合わせを
残念ですがもう手遅れ。
（Ｂ日程をご受験ください）



２次（口述試験） （８月11-13日）

自身の研究発表（修士論文など）を行う。
専門分野も含めた基礎学力、研究意欲を総合的に試問する。

博士後期課程 試験概要

[http://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/admission/schedule.html]

メディカル情報生命専攻ウェブページ／入試情報／試験内容と日程 より

【８月６日午後５時 要旨提出〆切】

http://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/admission/schedule.html


外国人特選は実施しません

外国人等特別選考について：
H28年度入試より、メディカル情報生命専攻では、外国人
等特別選考を行わない（一般入試を受験してください。）
Special Selection for Applicants with Overseas 
Education :
The department of Computational Biology and Medical 
Sciences does NOT offer a Special Selection for Applicants 
with Overseas Education. (Please take Ordinary Exams.)

社会人特選も実施しません

社会人の方も一般入試を受験してください。



専門：メディカル情報生命専攻のWebサイトからダウンロード
英語：なし

専攻入試情報
http://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp
nyushi-cbms@edu.k.u-tokyo.ac.jp
情報生命科学群 担当 笠原 雅弘
メディカルサイエンス群 担当 富田 耕造
医療イノベーションコース 担当 加納 信吾

事務（資格審査、出願、証明書提出など）
東京大学大学院 新領域創成科学研究科
教務チーム TEL：0471-36-4092
k-kyomu@adm.k.u-tokyo.ac.jp

専門・英語とも、東京大学工学部内プリントセンターでの販売はありません。

過去問

問い合わせ



注意事項（再度）

必ず、専攻ウェブページを随時ご確認下さい。

志望教員へ出願前に
受験の意思をお伝え下さい。



今後の予定

【本 Webinar 会場】
11:00-11:10 休憩および質疑応答リハーサル
11:10-12:00 入試に関する質疑応答
12:00-13:00 よろず質問コーナー
13:00-16:30 各研究室の説明

【ラボごとに異なる会場】
16:30-18:00 オンライン個別ラボ訪問

(Zoomによるラボ訪問45分×2回)

【本 Webinar 会場】
18:00-18:30 英語によるQ&Aセッション



入試制度に関する
Ｑ＆Ａ

Questions & Answers
about

Entrance Examinations
†We take other (non-exam) questions from 13:00~

※入試以外については１３：００〜の
よろず質問コーナーで。



質問の出し方（再）

• Zoom Webinar の質問機能を使います。

他の参加者が出した質問に「いいね！」を
付けることもできます。「いいね！」が多い
質問は優先的に取り上げます。


