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専攻webの「お知らせ」を随時ご確認ください

重要な告知は専攻の
入試webページで

発表していきます。



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。

名前を出したくない人は匿名でご質問ください。



修士・博士
共通事項

Master Course
&

Doctoral Course



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 1月)

４月入学４月入学 10月入学

2022年

※一部の口述試験は1月実施

2023年

10月入学

※一部の口述試験は8月実施



入試の年度の呼び方

2023年度
入試Ａ日程

(試験 ８月)

2023年度
入試Ｂ日程

(試験 1月)

10月入学 ４月入学 10月入学

2022年 2023年

※一部の口述試験は1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。

※一部の口述試験は8月実施



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 1月)

４月入学４月入学 10月入学

2022年 2023年

10月入学

今日は
B日程の説



出願期間

2022年11月15日（火）～21日（月）

オンライン出願

※オンライン出願システムは現在改良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23時まで

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



出願書類

・志願者案内
提出書類の種類や
記入方法の説明

・チェックリスト
提出物チェックリスト

・調査票
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

11/21〆 入学手続き〆



英語スコアの提出詳細

※「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 をスキャンして PDF で提出
すればよい。締切が近い場合には
Web で確認できるスコアのスクリ
ーンショット提出でよい。

願書出願
＆

自己申告スコア
提出

公式スコア
証明書
提出

11/21〆 入学手続き〆



– TOEFL (iBT)
• TOEFL-ITP のスコアは×
• MyBest ™ スコアは用いない. Test Date スコアのみ。

• iBT Home Editionは×

– 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×

提出可能な英語スコアの種類

B日程では、TOEFL iBT Home Edition, 
IELTS の提出は認めません。



– どの英語スコアも有効期限は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B
– 令和3（2021）年２月１日以降に受験したもの

出願時に英語スコアの郵送手続きも必ず行って下さい。

英語スコアの有効期限



– 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非公開。

– 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 pdf 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？



• 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

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

スキャンした
書類をpdfで提出

11/21〆 入学手続き時〆

対応する紙の
書類を提出



入学試験日程

第１次試験（書類審査）

オンライン接続確認

2022年1月16-18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１０分程度。

第１次合格者（次の試験へ進む者）を
2022年1月5日 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
パソコンを皆様がご用意ください。



入学試験日程

第２次試験（online試験）
2023年1月23-25日

合格内定者発表: 1月30日正午に専攻webで発表
(2月13日に研究科から正式に発表があります)



online試験

第2次試験（口述試験）2023年1月23〜25日
※修士・博士, 群/コースにより詳細な日程は異なる

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。



https://gsfsexam2021.sakura.ne.jp/update/index.php

よくある質問

質問が非常に多いため、２０２３年度入試特設サイトを作り
エラッタ（誤りの修正）、Ｑ＆Ａなどを随時追加しています。

上記専攻ウェブページからリンクされています。



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。

名前を出したくない人は匿名でご質問ください。



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３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

合否を先に判定し、研究室の決定はその後行われる。
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。

１０月６日連絡〆切 早めに教務係に問い合わせを。



2次（口述試験） （2023年1月23-25日）

修士と同様の口述試験に加え、自身の研究発表
（修士論文など）を行う。

２０２２年1月15日午後５時までに
修士論文等の要旨（Ａ４サイズ、２頁以内）を提出。
（提出方法は後ほど連絡）

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



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。



専門試験：メディカル情報生命専攻のWebサイトからダウンロード
(医療イノベーションコースの過去問は入試委員に問い合わせ）

専攻入試情報
https://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp
nyushi-cbms@edu.k.u-tokyo.ac.jp
メディカルサイエンス群 担当 合山 進
情報生命科学群 担当 笠原 雅弘
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
gsfs-exam@edu.k.u-tokyo.ac.jp

過去問

問い合わせ

https://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/
mailto:nyushi-cbms@edu.k.u-tokyo.ac.jp


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。



https://gsfsexam2021.sakura.ne.jp/update/index.php

迷ったら、まずここ！

「入試特設サイト」

https://gsfsexam2021.sakura.ne.jp/update/index.php


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（日・英）
12:00-16:00 各研究室の説明

【ラボごとに異なる会場】

16:00-17:30 オンライン個別ラボ訪問
(Zoomによるラボ訪問45分×2回)



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。
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