
システム創成学専攻
大学院入学試験説明会

2022年5月20日（金）
17:30～20:00

東京大学大学院工学系研究科



本日の予定
■全体説明（17:30～18:30）

• 専攻紹介（専攻長・10分）
• カリキュラム説明（カリキュラム担当・5分）
• 所属院生の声（システム創成学専攻大学院生・15分）
• 大学院入学試験について（副専攻長・15分）
• 質疑応答（10分）
• 教員個別セッションの案内（5分）

■研究室紹介（18:30～20:00）
• 3号館4F422,423,424室



今年度の大学院入試に関して

■今年度はオンラインでの専門科目試験、口述試験を行います。
• 全ての受験者がオンラインでの受験となります。
• システム創成学関連科目（専門科目）の内容は昨年度から変更されましたので、
専攻の案内をよく読んでおいて下さい。

• 受験方法の詳細については、システム創成学専攻ホームページ等で通知しますの
で常にチェックしておいて下さい。

■詳細は「工学系研究科学生募集要項」および「システム創成学専攻入試
案内書」の両方を読んで下さい。

• それぞれ工学系研究科HPとシステム創成学専攻HPからダウンロードできます
• どちらにも非常に重要な情報が書いてあります



https://www.sys.t.u-tokyo.ac.jp/admissions/regularadmission/



試験科目および日程
日程 科目・試験時間 備考

８月２９日（月）
～

９月２日（金）

９：００～１９：００①

・システム創成学関連科目（専門科目）
・口述試験

書類選考
合格者が対象

９月８日（木） 合格発表（１６：００）工学系研究科Webサイトに掲載

1. 受験者数によって変更する可能性があります
2. 試験科目の内容詳細は、5月28日（土）までに本専攻ホームページで公表します



書類選考

■提出書類およびこれまでの成績にもとづき、書類選考を実施し
ます

• 書類選考を通過した者（書類選考合格者）のみがシステム創成学関連
科目（専門科目）および口述試験を受験することができ、その他の者
は不合格となります

• 修士課程の書類選考では、志望動機・希望研究内容書・専門課題を重
視し、学部等の成績を参考として実施します

■書類選考の結果は8月25日（木）までに、本専攻ホームページ
等で通知します



英語試験

■TOEFL iBT（Special Home Editionを含む）の公式スコア提出によ
り英語能力の評価を行います

• TOEFL公式スコアの提出方法については、必ず「令和5(2023)年度東京大学大学院
工学系研究科大学院入学試験外国語（英語）試験に関するお知らせ（修士課程）」
および「同（博士後期課程）」を参照してください

• TOEFL公式スコアの提出期限は8月10日（水）（必着）です
• 本専攻では、Test Date Scoresのみを利用し、MyBest Scoresは利用しません
• 試験会場でのTOEFL ITPの受験は実施しません
• 博士後期課程については、英語試験の免除要件があります（専攻入試案内書を参照
してください）

■公式スコアを未取得の志願者は、TOEFL iBT（Special Home 
Edition）の受験手続きを直ちに行ってください



専門科目（1/4）

■「試験科目：システム創成学関連科目（専門科目）」の試験を
事前解答書類およびオンライン口頭試問として実施します
■事前に提示される専門科目課題に対する、解答書を事前に提出します
■専門科目課題および解答書に基づく口頭試問を行います

■筆記試験は行いません
■従来行っていた筆記試験は行いません
■専門科目の得点は課題解答書および口頭試問により決定します
■課題解答書は書類審査にも利用します
■口頭試問では専門的な知識や研究遂行能力などを審査します
■口頭試問は口述試験とは独立して行います



専門科目（2/4）
■専門科目課題解答書

■希望教員の関連研究分野の論文（一般に入手可能なもの）
が提示されます

■論文に関する課題(3問程度)が出題されます
■ 論文理解度・関連基礎知識・課題発見能力

■ 課題解決能力・研究計画能力

等を問う課題

■例題はWEBページ上に掲載されています

■専門科目口頭試問
■ 30分～1時間の長時間の口頭試問を行います

■ 課題論文の内容や関連する研究分野に関するより深い理解の確認

■ 課題解答に基づく発展的な質疑

等が試問されます

■公平性の確保のため、試問は複数教員によって行われます

問1：課題論文では、人類による二酸化炭素

の排出が海洋の生態系の「構造」と「機能」
にどのような変化を起こす可能性があると述
べているか？変化の具体的なメカニズムに着
目して要約せよ。



専門科目（3/4）
■専門課題の提示と課題解答書の提出について

• 専門課題は8月5日(金)に提示予定です
• 専門課題課題解答書の提出期限は8月19日(金)の予定です

■口頭試問について
• 口頭試問は書類審査に合格した者のみが受験できます
• 口頭試問の受験方法や試験時間、注意事項の詳細は、8月25日（木）までに本専攻
ホームページ等で通知します（専攻HPを常にチェックしておいてください）

• オンラインでの試験のため、安定で良好なインターネット環境に接続された、PC
（カメラおよびマイク付き）を用意しておいてください。

• 博士後期課程については、システム創成学関連科目（専門科目）の免除要件があり
ます（専攻入試案内書を参照してください）



専門科目（4/4）
■専門科目の注意点

■専門科目課題は事前にWEBサイトで提示します
■希望指導教員に関連する分野の課題を出題します
■希望指導教員の関連研究について十分に調べておいてください
■願書提出までに希望指導教員にコンタクトを取る事を推奨しています

■ 願書提出後の入試に関するコンタクトは禁止されています

■専門課題の詳細は、5月28日（土）までに本専攻ホームページ
で公表します
■専門課題の例などを公表するので必ず確認しておいてください



口述試験

■口述試験もオンラインで実施します
• 受験方法、試験時間、注意事項の詳細については8月26日（金）まで
に、本専攻ホームページ等で通知します

• 安定で良好なインターネット環境に接続された、PC（カメラおよびマ
イク付き）を用意してください

• 博士後期課程の口述試験では、受験者が自身のPCの画面共有をするこ
とで発表資料（PowerPoint，Keynote，PDFファイル等）を提示し、
発表を行います

• システム創成学関連科目（専門科目）が免除された受験者も口述試験
を受験し、口述試験の結果を合わせた総合評価で合否を判定します



提出書類（修士課程）
■工学系研究科に提出する書類（願書、 TOEFL公式スコア等）

• 出願受付： 6月30日（木）～7月6日（水）
• 「東京大学大学院工学系研究科修士課程学生募集要項（第6項） 」を参照してください
• TOEFL公式スコア：「令和5(2023)年度東京大学大学院工学系研究科大学院入学試験外
国語（英語）試験に関するお知らせ（修士課程）」を参照してください（8月10日
（水）必着）

■システム創成学専攻に直接提出する書類
◆志望指導教員の申告票（提出期日：7月6日（水））
◆志望動機・希望研究内容書（提出期日：7月27日（木）、詳細は専攻ホームページにて
通知）

◆専門課題解答書（提出期日：8月19日（金）予定、詳細は専攻ホームページにて通知）
• 書類の様式は専攻HPからダウンロードできます
• 提出方法等は本専攻ホームページ等で通知します



提出書類（博士後期課程）-1
■工学系研究科に提出する書類（願書、 TOEFL公式スコア等）

• 出願受付： 6月30日（木）～7月6日（水）
• 「東京大学大学院工学系研究科博士後期課程学生募集要項（第7項）」を参
照してください

• TOEFL公式スコア：「令和5(2023)年度東京大学大学院工学系研究科大学院
入学試験外国語（英語）試験に関するお知らせ（課程）」を参照してくださ
い（8月10日（水）必着）

■システム創成学専攻に直接提出する書類（その1/2）
◆志望指導教員の申告票（提出期日：7月6日（水））
◆専門課題解答書（提出期日： 8月19日（金）予定、詳細は専攻ホームページ
にて通知）

• 書類の様式は専攻HPからダウンロードできます
• 専門課題解答書の提出は免除されることがあります
• 提出方法等は本専攻ホームページ等で通知します



提出書類（博士後期課程）-2
■システム創成学専攻に直接提出する書類（その2/2）

◆口述試験で使用する口頭発表資料のPDFファイル（提出期日：8月27日（土））
• 書類選考合格者のみ提出

■第１次試験のみの対象者（口述試験が第１次試験である者）（提出期日： 8月5日
（金））
◆現在までの研究概要をまとめた要旨（A4判で4頁）１部
◆博士論文計画の構想（A4判で1頁程度）１部

■第２次試験の対象者（口述試験が第２次試験を兼ねる者）（提出期日： 8月5日
（金） ）
◆現在までの研究概要と博士課程での研究構想をまとめた要旨（A4またはUSレター判で6頁）１部
◆修士論文（またはそれに相当する研究業績を示す資料）１部
◆研究業績リスト １部

• 提出方法等、詳細は「システム創成学専攻入試案内書」を参照してください

修士2年生で来春
修了見込みの方

既に修士または専門
職の学位を有する方



オンライン試験
（同日開催予定）

事前提出書類

試験の流れ(修士課程)

TOEFL
（ 8月10日）

志望動機・希望研究
内容書

（7月27日）

成績証明書等
（7月6日）

専門課題解答書
（8月19日）

書類審査合否判定
（8月25日）

専門課題口頭試問
（8月29-9月2日）

口述試験
（8月29-9月2日）

合格発表
（9月8日）



オンライン試験
（同日開催予定）

事前提出書類

試験の流れ(博士課程)

TOEFL
（ 8月10日）

成績証明書等
（7月6日）

専門課題解答書
（免除の場合あり）
（8月19日）

書類審査合否判定
（8月25日）

専門課題口頭試問
（8月29-9月2日）

口述試験
（8月29-9月2日）

合格発表
（9月8日）現在までの研究概要

要旨・研究計画等
（ 8月5日）



重要なポイントの復習
■システム創成学専攻HPの更新を常にチェックしてください

• 受験方法の詳細は決まり次第、システム創成学専攻ホームページ等で通知し
ます

■システム創成学関連科目（専門科目）の内容が昨年度から変更され
ました。専攻の案内をよく読んでおいて下さい。

■工学系全体の情報を示す「工学系研究科学生募集要項」（オンライ
ン版のみ）と、専攻の情報を示す「システム創成学専攻入試案内
書」（オンライン版のみ）の両方が必要です。

• 必ず両方を入手して熟読して下さい
• 博士課程については、英語試験、専門試験の免除要件などもよく読んで下さ
い



重要なポイントの復習

■システム創成学関連科目（専門科目）の内容など詳細は、 5月28
日（土）までに本専攻ホームページで公表します

■試験に関係したURLやパスワード等を他に漏らさないでください
■試験の内容等をインターネット上に掲載しないでください。
■試験官から指示がある場合を除き、試験中の撮影・録画・録音は
禁止です

■これら行為は不正行為となります



■教員リストについて
• 専攻入試案内書に、システム創成学専攻の受入可能教員（指導教員）
がアイウエオ順で掲載されています

• 連絡先は記載していないので、ホームページ、あるいは研究室紹介で
個別に聞いてください

■外国人留学生特別選考について
• 特別選考制度の適用を希望する場合には、希望する指導教員に連絡し
てください

• 特別選考の要項・願書は、適用を認める際に指導予定教員から電子デ
ータを直接送付します

その他



■経済的サポート等について
• 「大学院に進みたいが、家庭の事情が．．．」
• 修士課程でも、学力基準及び家計基準（東大ＨＰに具体的な基準の記載があ
ります）により、授業料、入学金が全額、半額免除になります

• 博士課程に関しては、様々な支援制度があります
• 日本学生支援機構の奨学金も、成績優秀者に対しては修士、博士とも返還免
除の制度があります

その他



■質問・連絡先：システム創成学専攻事務室
◆電話（03）5841－6533
◆Email: admission@sys.t.u-tokyo.ac.jp
◆お問い合わせフォーム：http://www.sys.t.u-tokyo.ac.jp/contact/

■入試説明会はあと１回実施します
■次回：６月４日（土）13:00～

その他



アンケートのお願い

https://forms.gle/PBG7HRsSH7
RBXTg86

←こちらからアンケートフォーム
にアクセスしてください。

https://forms.gle/PBG7HRsSH7RBXTg86
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