
Q1: 社会人特別選抜（博士）志願者より 

研究業績リストの項に「出願者の在職中の業績を示す学術論文，特許，製品などを列挙したもの」とあり

ます． >>前職の前（修士の卒業から現在までの間）に博士課程に在籍していた事があり，そこでも論文の出

版をしています． >> テーマ的につながっている部分も多いため，これを追加できればと考えているのですが

問題ないでしょうか？ 

 

A1: 問題ありません。ご自身の業績をアピールできるとお考えの内容を記載してください。 

 

Q2: 外部・修士志願者より 

8 月の口述試験の日程によっては受けられないという可能性があります. 

> ・このような状況に陥った受験生に対して対処は施されるのでしょうか？ 

> ・先日のオンライン説明会では入試日程の決定は未定と仰っていましたが，出願前までには決定する可能

性はあるのでしょうか？ 

 

A2: 面談の具体的な日程は 7 月中には決まる予定です。申し訳ございませんが、個々の希望にあわせて面

談の時間を調整することはできません。 

 

Q3: 内部・修士志願者より 

知能機械情報学専攻の大学院入試では、志望カード及びオンライン口述試験にて、自分の研究計画をお伝

えしなければならないということですが、これは修士課程で研究予定のテーマについて研究計画をお伝え

するのでしょうか。それとも、現在学部にて卒業論文のために行っている研究の計画をお伝えするのでし

ょうか。 >>   >> 前者の場合、第一志望の研究室に配属されなかった場合について計画を発表することが難しい

と思われるため、第一志望の研究室に配属されると仮定して計画発表をさせていただこうと思うのですが、

それでよろしいのでしょうか。それとも、第二志望以降の研究室に配属された時のための研究計画も用意

しておけばよろしいのでしょうか。 
 

A3: 研究計画は、修士で希望する研究室に配属になったときに、どのような研究をしたいのか記載してく

ださい。第二志望以降でも、もしあれば 1，2 行書かれているとよいと思います。 

 

Q4: 外部・修士志願者より 

1. As an international student, I got my TOEFL score last October which should be valid according to the 

guidelines. However, the score cannot arrive between June 8 to June 12 because it costs at least 4 weeks for 

ETS to send the scores from the US to Japan. So, what is the deadline of the submission of TOEFL scores?  

2. Is the declaration of Japanese indispensable if I could submit toefl scores? I saw that non-Japanese 

applicants should provide the declaration but it is not mentioned on the guidelines for Mechano-Informatics. 

3. When sending all my documents to the University of Tokyo, can I deliver them by express such as DHL 



which is faster and more reliable? I cannot sure for how long the documents will arrive if I deliver them by 

traditional mails.  

4. When selecting my preferred advisors in the preference card, should I ask the professors privately through 

emails or the result will completely depends on the document screening and the examination? 

 

A4: 

1. Since there were some changes to the submission of a TOEFL score this time, you should follow the 

instructions posted on the IST web page: https://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/entra/entra_e.shtml 

2. Non-Japanese applicants who apply for a master's course need to submit the "Declaration of 

Proficiency in Japanese" required by the IST office.  It's a self-evaluation sheet in order for us to know 

your level of Japanese skill.  It doesn't affect the result of the entrance exam. 

3. Yes.  Please take your application package to the counter of any express mail services which you can 

track the status of delivery by June 12. The postal conditions vary depending on where you currently 

live, so please find and use the fastest way to mail your package to Japan.  You should also note that 

the PDF files of your application materials need to be uploaded to the given web site on the IST web 

page by 17:00 JST, June 12.  Considering the current postal conditions all over the world, the 

applications that will complete these 2 procedures will be considered valid. 

4. No. You do not need to do so. 

 

Q5: 内部・修士志願者より 

図表も使用してよいとありましたが、作品などの写真は挿入してよいのでしょうか。 

 

A5: はい、結構です。アイデアを駆使してわかりやすく、魅力的に仕上げてください。 

 

Q6: 学外・修士志願者より 

I am a little confused about preference card. I would like to know if I should type in this card or handwrite 

this card.  
 

A6: Both are OK, but you better to type in this card so that we can clearly understand the letters. 

 

Q7:学外・修士志願者より 

・「専門能力調査カード」や「口述試験」における「研究活動」「専門能力」等は、自分の現在所属してい

る学科・研究室での活動や能力でよろしいのでしょうか。これらが現時点で知能機械情報学と直接関連し

ていない場合でも、大学院入学後どのように研究に役立てるかを示すことで認められますでしょうか。 

・「口述試験」ではスライドを用いた発表を行うとのことですが、試験中はスライド以外の資料の参照はで

きないということでよろしかったでしょうか。 

https://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/entra/entra_e.shtml


 

A7: 当専攻で研究するにあたり十分な能力があるかを判断するシートですので、関連するトピックであれ

ば学科、研究室の活動以外でも記載可能です。口述試験では、事前に用意したスライド使ってその場で発

表していただくことを想定しています。詳細は、第一次審査通過後に通知します。 

 

 


