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1．試験内容
(1)筆記試験
①英語
※本年度は専門科目の中で英語力を試験します。TOEFL等
のスコアの提出は受け付けません。

②専門科目
※本年度はオンライン会議システムを使用して筆記試験を
実施します。

1. 専門基礎科目
 論理的思考力を問う共通問題を解答する。

2. 分野別科目
 出願時に下記の各キーワードに関する専門問題の中か
ら1問選択する。試験当日、その問題を解答する。

・地域社会学／都市社会学
・環境倫理／環境社会学
・アーバンデザイン／都市計画
・建築構法
・建築環境デザイン
・建築構造
・ 建築光・視環境
・水質化学／環境微生物工学
・沿岸環境論
・空間情報解析
・情報通信工学
・都市経済・都市解析

3. 設計に関するいくつかの問題の解答の際のみ、定規 
の使用と色鉛筆やマーカー等による着彩を認めます。

(2)口述試験
　基礎学力、専門科目、志望分野、研究意欲などについて
試問する。
※ 受験者数が多い場合は口述試験受験資格者を選抜し、   
2020年８月18日（火）17:00に、専攻Webページに掲
示する。

1．Examination
(1) Written Examination
 ① English
    *  We will test your English proficiency in the Specialized 
Subjects this year. TOEFL score or any other score will not 
be accepted.

 ② Specialized Subjects
    * The written examination will be held by a video conference 
system this year.

 1. Fundamental Specialized Subject 
Solve common problems to demonstrate the ability of 
logical thinking.

 2. Specialized Subjects for Individual Fields
Choose one of selective problems concerning the 
following keywords at the time of application. Then, solve 
the problem on the test day.
• Regional and Community Studies / Urban Sociology
• Environmental Ethics / Environmental Sociology
• Urban Design / City Planning
• Building Construction
• Architectural Environmental Design
• Architectural Structure
• Lighting and Visual Environment in Architecture
• Aquatic Chemistry / Environmental Applied Microbiology
• Coastal Environment

  • Geographic Information Analysis
  • Information and Communication Engineering
  • Urban Economics and Urban Engineering 

 ③  The applicant can use rulers and color pencils (or marking 
pens etc.), only at solving some problems concerning 
designing.

(2) Oral Examination
 An applicant is examined about basic scholastic ability, 
the Specialized Subjects, areas of interest, motivation and 
commitment.

   * If there are too many applicants, those who are qualified 
for the oral examination will be listed on the department 
website at 5 p.m., Aug. 18 (Tue.), 2020.

ここでは、新領域創成科学研究科の修士課程学生募集要項に記載されている内容以外の重要事項を説明する。
受験希望者は必ず募集要項も熟読すること。
This page gives supplementary information that is not described in the Guidelines for Applicants to Master Course 
(Application Form) issued by the GSFS. The applicants must also read the Guidelines carefully.
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2．試験日程

3．提出書類
(1) 募集要項に記載のもの
(2) 研究計画書
社会文化環境学専攻において希望する研究テーマおよび
その内容などを、A4用紙2ページ（形式自由、必ず氏名
を記すこと）に記入し、出願時に提出すること。

4．その他
(1) 所定の条件を満たす日本人、外国人には９月入学を認め
る（4ページを参照）。

(2)受験票送付時に、追加の提出物を求める場合がある。
(3)受験者数が多い場合は、筆記試験受験資格者を、出願
書類や追加の提出物を用いて選抜することがある。

(4)試験にはオンライン会議システムを使用するため、受験
生はPC等の機器およびネットワーク環境を用意する必要
がある。必要な機器や推奨スペックは専攻Webページを
参照のこと。

(5) 企業、官公庁、団体等に在職のまま大学院に入学を希望
する者は、勤務先から「大学院に入学することに支障はな
い」旨が記載された書類（様式任意） を入学手続きの際に
提出すること。

(6) 専攻Webページアドレス
 http://sbk.k.u-tokyo.ac.jp/
(7) 問い合わせ先
 admission@sbk.k.u-tokyo.ac.jp

2．Examination Schedule

3．Application Documents
(1) Documents for the application indicated in the Guidelines 
for Applicants to Master Course (Application Form).

(2) Copy of Research Plan
 Describe the theme of the study you wish in the Department, 
its contents, and so on in two A4 sheets (free format with 
your full name), and submit it with an application form.

4. Other Information
(1) Admission in September is allowed to Japanese/foreign 
applicants who satisfy the specified criteria (see p. 4).

(2)You may be asked for additional submissions when the 
examination ticket is sent.

(3)If there are too many applicants, those who are qualified 
for the written examination will be selected by application 
documents and additional submissions.

(4) Since a video conference system is used for the test, 
applicants need to prepare equipment such as a PC and 
a network environment. Please refer to the department 
website for the required equipment and recommended 
specifications.

(5) As part of the GSFS admission procedure, applicants 
who plan to enroll while being employed by a company, 
government agency, or other organization must submit a 
letter (format is optional) from their work place supporting 
their admission to GSFS. 

(6) Department Website
 http://sbk.k.u-tokyo.ac.jp/
(7) Inquiry
 admission@sbk.k.u-tokyo.ac.jp

科目 Subject

筆記試験／口述試験

Written Exam./Oral Exam.

日時 Schedule

８月17日（月）～８月21日（金）
詳細は受験票送付時に通知

Aug.17(Mon.) ～ Aug.21(Fri.)
Details will be notified when the examination 
ticket is sent.

方法 Way

オンライン会議システムを利用
詳細は受験票送付時に通知

By a video conference system
Details will be notified when the examination 
tichket is sent.
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１） 氏　名 Full Name

２） 受験番号（記入不要）　Application Number (Official use only) 

３） 社会文化環境学専攻を志望する者は、下記の指導教員の［　］欄に、志望順位を数字で記入しなさい（第１志
望から最大第５志望まで各1名を申告することができる）。志望の申告のなかった教員が指導教員となることはない。

 The applicant who wishes to apply to Department of Socio-Cultural Environmental Studies must specify his/her 
first to fifth (at maximum) choices by entering numbers 1 to 5 in [   ] out of the following advisers. A professor 
he/she does not choose should not become his/her adviser.

［　］ 清水 亮 准教授 （SHIMIZU Ryo, Associate Professor）
［　］ 福永 真弓 准教授 （FUKUNAGA Mayumi, Associate Professor）
［　］ 出口 敦 教授（DEGUCHI Atsushi, Professor）
［　］ 岡部 明子 教授（OKABE Akiko, Professor）
［　］ 清家 剛 教授 （SEIKE Tsuyoshi, Professor）
［　］ 佐藤 淳 准教授 （SATO Jun, Associate Professor）
［　］ 小﨑 美希 准教授 （KOZAKI Miki, Associate Professor）
［　］ 佐々木 淳 教授（SASAKI Jun, Professor）
［　］ 佐藤 弘泰 教授 （SATOH Hiroyasu, Professor）
［　］ 柴崎 亮介 教授 （SHIBASAKI Ryosuke, Professor）
［　］ 瀬崎 薫 教授 （SEZAKI Kaoru, Professor）
［　］ 高橋 孝明 教授 （TAKAHASHI Takaaki, Professor）
［　］ 山田 育穂 教授（YAMADA Ikuho, Professor）
［　］ 宋 軒 准教授（SONG Xuan, Associate Professor）

４） 分野別科目で解答する問題のキーワードを選択し、チェック（✓）しなさい（1つだけ）。
 Select and check( ✓ ) the keyword of the question to be answered in the Specialized Subjects. (only one)

 ［　］地域社会学／都市社会学　Regional and Community Studies / Urban Sociology
 ［　］環境倫理／環境社会学　Environmental Ethics / Environmental Sociology
 ［　］アーバンデザイン／都市計画　Urban Design / City Planning
 ［　］建築構法　Building Construction
 ［　］建築環境デザイン　Architectural Environmental Design
 ［　］建築構造　Architectural Structure
 ［　］建築光・視環境　Lighting and Visual Environment in Architecture
 ［　］水質化学／環境微生物工学　Aquatic Chemistry / Environmental Applied Microbiology
 ［　］沿岸環境論　Coastal Environment
 ［　］空間情報解析　Geographic Information Analysis
 ［　］情報通信工学　Information and Communication Engineering
 ［　］都市経済・都市解析　Urban Economics and Urban Engineering

希望する専攻の志望調査票を切り取り、記入の上、願書と同時に提出すること
Detach and fill out the inquiry sheet of the department to which you will apply, 
and submit it together with the application form for the entrance examination. 

2021
志望調査票

Inquiry Sheet
修士課程  

Master Course

社会文化環境学専攻
Department of Socio-Cultural Environmental Studies

志望調査票（本ページおよび次のページ）を記入したものを願書と同時に提出すること。
Please fill the inquiry sheet (this page and the next page) and submit it together 
with the application form for the entrance examination.



  1. 入学願書 　Application Form
・ 志望専攻が記入されているか　Did you write your field of interest ?
・ 裏面も記入されているか　Did you fill out back page as well?

 ２. ３. ４.  写真票A・B、受験票
 Photo Ticket A, B/Examination Admission Ticket

・ 写真は貼付されているか　Did you attach your photographs?

  5. 検定料証明書貼付台紙　Form to Attach Payment Certificate
・ 30,000円（支払方法は募集要項参照）
 30,000 JP Yen (About payment, see Guidelines)
※ 外国人出願者のうち日本国政府（文部科学省）奨学金留学生は証明書の貼付不

要。ただし、本学に在学中（研究生含む）の者以外は、日本国政府（文部科学省）
奨学金留学生である証明書を提出すること　

 Not necessary to attach the certificate for Foreign Students with Japanese 
Govt. Scholarship (MEXT), Enclose the certificate of MEXT scholar if you are 
not a current student(incl. research student) in the University of Tokyo

  6. 成績証明書　Transcript/Academic Record
・学部の成績証明書（教養課程を含む）は同封されているか
 Did you enclose academic records of undergraduate course (Bachelor’ s degree) 

  7. 卒業証明書　Certificate of Bachelor’s Degree/Diploma

　   大学院出身　修了証明書　Certificate of Master’s Degree
 ※ 卒業見込者は不要
  Not necessary for those who are expected to graduate.
 ※※ 証明書は日本語又は英語で記載されているか。それ以外の場合、和訳または英訳

は添付されているか　
  Did you enclose either Certificate of Degree or Certificate of Expected Graduation? 
  If yes, all above documents must be written or translated into in English or Japanese.

   8. 志望調査票 　Inquiry Sheet
・ 修士用が正しく選ばれているか　
 Did you adequately choose Master Course Inquiry Sheet?

  9. 学業・職務両立計画書　Research/Work Balance Plan　
 ※ 企業・官公庁・団体等に在職する者で、在職の身分のまま在学を希望する者
  If you wish to attend school while  staying in service of company, govern-

ment or organization.

10. 住民票   Certificate of Residence
・ 現在日本に在住している場合に必要。ただし、本研究科に在籍している場合は不要。
  Necessary for current resident in Japan. However those who belong to GSFS 

are exempted from submitting the above certification.

11. 研究計画書　Purpose of Study and Research Plan
・ 所定の研究計画書（Ａ４判2枚）は同封されているか
 Enclose proposed study and research plan (two pages of A4 size sheet) 

出身大学
Institution Graduated from:

日本人  Japanese 外国人  Foreigner
本学出身 :

Univ. of Tokyo
他学出身 : 
Other

本学出身 :
Univ. of Tokyo

他学出身 :
Other

※ ※ ※※

※※

※ ※

※ ※ ※ ※

※

※ ※ ※

2021 年度社会文化環境学専攻  修士課程用 Academic Year 2021, Dept. of Socio-Cultural Environmental Studies (Master Course)

チェックシート このシートは□をチェック（    ）の上、提出願います。
Please use this Checklist to reconfirm your documents by filling with the “      ” 
mark on each applicable □ box. Documents Checklist


