
 

2021年4月入学学生募集要項＜変更分＞ 
 
一 般 入 試 

 
１．募集人員 

※募集要項6～7項参照 

２．出願資格 

※募集要項6～7項参照 
  
３．選抜の方法 ※募集要項6～9項参照 

（1）入学者の選抜及び進学者の選攷は，口頭試問，成績証明書及びその他必要と認める資料を総合して判定しま

す。2021年3月に構成大学の各大学院修士課程を修了し，引き続き本研究科に進学する者は，進学者として扱い

ます。 

 

（2）入学試験（口頭試問）日時・開催方法 

〈口頭試問〉  受験者は修士論文等の内容（社会人は最近の研究内容でも可）と入学後の研究計画 

について，合わせて20 分程度の発表を行った後，質疑応答を10 分程度行います。 

発表の際のスライドの使用を認めます。 

※なお、今回の口頭試問は、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により、受験者が各自の 

電子機器等を利用して受験する方式を想定しています。 

つきましては、インターネットの受信環境をお持ちでない方はご相談ください。 

〈日  程〉   第2期 2021 年2 月4 日（木） 

注）開始時刻については，受験票送付の際に通知します。 

〈開催方法〉  電子機器等を活用したオンライン形式での開催。 

           注) 詳細については、別途通知します。 

 
 
 
 
英訳 / Translation 

(2) Date and method of entrance examination (oral examination) 

Each applicant will perform an oral presentation of his/her Master’s thesis and a 

research plan for the doctoral course (about 20 minutes in total).  Another 10 minutes 

will be spent for a question and answer session. The applicant may use slides during 

the presentation. 

* Note that due to the effect of the new coronavirus (COVID-19) infectious disease, 

we assume that each examinee will take the oral examination online using their 

electronic devices. Please contact us if you do not have Internet facilities. 

Date and Time of Oral Examination:  Thursday, February 4, 2021  

*Applicants will be informed of their individual interview times on their entrance 

exam cards. 

Oral Examination Holding method: Oral examination will be held online using electronic 

devices. 

* Details will be notified separately. 

  

 



社 会 人 入 試 

 

１．募集人員 

※募集要項16～17項参照 

２．出願資格 

※募集要項16～17項参照 
  
３．選抜の方法 ※募集要項18～19項参照 

（1）入学者の選抜及び進学者の選攷は，口頭試問，成績証明書及びその他必要と認める資料を総合して判定しま

す。2021年3月に構成大学の各大学院修士課程を修了し，引き続き本研究科に進学する者は，進学者として扱い

ます。 

 

（2）入学試験（口頭試問）日時・開催方法 

〈口頭試問〉  受験者は最近の研究内容と入学後の研究計画について，合わせて20 分程度の発表 

を行った後，質疑応答を10 分程度行います。発表の際の，スライドの使用を認めます。 

※なお、今回の口頭試問は、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により、受験者が各自の 

電子機器等を利用して受験する方式を想定しています。 

つきましては、インターネットの受信環境をお持ちでない方はご相談ください。 

〈日  程〉      第2期 2021 年2 月4 日（木） 

注）開始時刻については，受験票送付の際に通知します。 

〈開催方法〉    電子機器等を活用したオンライン形式での開催。 

         注) 詳細については、別途通知します。 

 
 
 
 
英訳 / Translation 

(2) Date and method of entrance examination (oral examination) 

Each applicant will perform an oral presentation of his/her Master’s thesis and a 

research plan for the doctoral course (about 20 minutes in total).  Another 10 minutes 

will be spent for a question and answer session. The applicant may use slides during 

the presentation. 

* Note that due to the effect of the new coronavirus (COVID-19) infectious disease, 

we assume that each examinee will take the oral examination online using their 

electronic devices. Please contact us if you do not have Internet facilities. 

Date and Time of Oral Examination:  Thursday, February 4, 2021  

*Applicants will be informed of their individual interview times on their entrance 

exam cards. 

Oral Examination Holding method: Oral examination will be held online using electronic 

devices. 

* Details will be notified separately. 

  


