
 

 

令和 3年 7月 5 日 

筑 波 大 学 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響等により 

試験場での受験が出来ない者への追試験（オンライン）（8 月実施）について 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響等により令和 4 年度大学院入試（8 月実施）を試験場で受験出来な

い者に対して、オンラインによる追試験を特例として実施します。 

 

該当する者は、「追試験願」を出願受付担当部署（出願書類提出先）に提出のうえ、許可を受け

てください。 

 

なお、追試験の実施日程・方法等は、学位プログラム・専攻ごとに設定しますので、該当者は

別表を確認ください。 

  

 



 

 

 

 

 

追 試 験 受 験 申 請 書 

 

申請年月日  令和  年  月  日 
 

受 験 す る 学 術 院 名： 

受験する研究群・専攻名： 

受験する学位プログラム名： 

入 試 区 分：  （該当区分にチェック） 

□一般入試  □社会人特別選抜 

□その他（                                         ） 

受 験 予 定 年 月 ：  令和       年       月 
 

受 験 番 号   

受験者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）                     （                    ） 

住       所 〒 

電 話 番 号  （      ）       － 

e - m a i l   

 

 下記の理由（別添証明書等）により、追試験の受験を申請いたします。 

記 

１ 申請事由【下記の事由のいずれかにチェック】 

□ （1）新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験当日までに治癒の見込みがない 

□ （2）試験当日を含めた 14 日間に、保健所から濃厚接触者に特定された 

□ （3）試験当日を含めた 14 日間に、同居者が PCR 検査で陽性となり自宅待機中 

□ （4）試験前日までに発熱・咳等の症状があり、試験当日も症状が回復しない 

□ （5）試験当日、発熱・咳等の症状がある 

□ （6）試験当日を含めた 14 日間に、海外から帰国した 

□ （7）海外在住のため、入国制限等により渡日できない 

□ （8）その他、やむを得ない事由 

（事由：                                                     ） 

   

２ 上記事由の（1）（4）（5）の場合は「診断書」を、（2）（3）（6）の場合は「健康観察記録表」を、 

（8）の場合は申請事由を確認できる証明書等（コピー、写真可）を、それぞれ添付してください。 

  注）試験直前での発熱等により、試験日までに診断書が間に合わない場合は、その旨を試験場に連絡

の上、後日送付してください。 

追試験の申請期間 

◆８月実施の大学院入試については、7 月 5 日（月）～8 月 6 日（金）とします。 

ただし、上記申請期間後であっても、体調の経過観察を行ったが当日まで体調が回復しなかった場合や状

況の急変があった場合は随時（試験当日まで）対応します。 

なお、試験当日については、午前 10 時まで電話で受け付けます。 

【提出先：出願受付担当部署（出願書類提出先）】 



（別表）

【理工情報生命学術院】

　数理物質科学研究群

学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

　数学学位プログラム
一般入学試験

社会人特別選抜
2021/8/23（月）
2021/8/24（火）

追試許可後に個別調整
専門科目（600点）
外国語（100点）
口述試験（300点）

専門科目・口述試験は、Zoomによるオンライン面接50分程度（うち専門科目30
分程度、口述試験20分程度）
外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）

　物理学学位プログラム
一般入学試験

社会人特別選抜
2021/8/23（月）
2021/8/24（火）

追試許可後に個別調整
専門科目（600点）
外国語（100点）
口述試験（300点）

専門科目は、オンラインによる筆記試験で行う。
口述試験は、Zoom によるオンライン面接。
外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）

　化学学位プログラム
一般入学試験

社会人特別選抜
2021/8/23（月）
2021/8/24（火）

追試許可後に個別調整
専門科目（600点）
外国語（200点）
口述試験（400点）

専門科目・口述試験は、Zoomによるオンライン面接40分程度（うち専門科目30
分程度、口述試験10分程度）
外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）

　応用理工学学位プログラム
　　電子・物理工学サブプログラム

一般入学試験
社会人特別選抜

2021/8/23（月）
2021/8/24（火）

追試許可後に個別調整
専門科目（500点）
外国語（200点）
口述試験（300点）

専門科目は、Zoomによるオンライン面接もしくはmanabaによる筆記試験により
行う。
口述試験は、Zoom によるオンライン面接。
外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）

　応用理工学学位プログラム
　　物性・分子工学サブプログラム

一般入学試験
社会人特別選抜

2021/8/23（月）
2021/8/24（火）

追試許可後に個別調整
専門科目（500点）
外国語（200点）
口述試験（300点）

専門科目は、Zoomによるオンライン面接もしくはmanabaによる筆記試験により
行う。
口述試験は、Zoom によるオンライン面接。
外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）

　数学学位プログラム
一般入学試験

社会人特別選抜
2021/8/25（水） 追試許可後に個別調整 口述試験（200点）

Zoomによるオンライン面接30分程度（うち修士論文に係る研究の成果または計
画のプレゼン20分程度、質疑応答10分程度）

　物理学学位プログラム
一般入学試験

社会人特別選抜
2021/8/23（月）
2021/8/24（火）

追試許可後に個別調整 口述試験（200点） Zoom によるオンライン面接

　化学学位プログラム
一般入学試験

社会人特別選抜
2021/8/25（水） 追試許可後に個別調整 口述試験（200点） Zoomによるオンライン面接30分程度

　応用理工学学位プログラム
　　電子・物理工学サブプログラム

一般入学試験
社会人特別選抜

2021/8/25（水） 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
口述試験（200点）

外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
口述試験は、Zoomによるオンライン面接30分程度

　応用理工学学位プログラム
　　物性・分子工学サブプログラム

一般入学試験
社会人特別選抜

2021/8/25（水） 追試許可後に個別調整 口述試験（200点）
Zoomによるオンライン面接。修士論文またはそれと同等と認められる研究内容
につき発表（15分程度）及び質疑応答（15分程度）を行う。

　応用理工学学位プログラム
　　NIMS連係物質・材料工学サブプログラム

一般入学試験
社会人特別選抜

2021/8/20（金）
2021/8/25（水）

追試許可後に個別調整
外国語（100点）
口述試験（200点）

外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
口述試験は、Zoomによるオンライン面接30分程度

 新型コロナウイルスの影響による「追試験」の日程（概要）   【8月実施】

博士前期課程

博士後期課程

以下の追試験日程は、新型コロナウイルスの影響により、大学院入試（8月）を試験場で受験できない者に対して行う、特例のオンライン追試験になります。
追試験を受けるためには、事前の申請と大学の許可が必要になりますので、該当者は、「追試験願」により申請してください。
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　システム情報工学研究群

学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

　エンパワーメント情報学プログラム 一般入学試験 2021/8/23(月) 追試許可後に個別調整
書類審査（100点）
口述試験（200点）

書類審査及び口述試験として、研究計画およびキャリアプラン（各5分程度）の
プレゼンテーションをおこなった後、質疑応答（10分程度）をおこなう。

一般入学試験

社会人特別選抜

一般入学試験

社会人特別選抜

一般入学試験 2021/8/20(金) 追試許可後に個別調整
外国語（200点）
口述試験（300点）

Zoomによるオンライン口述試験20分程度、別途英語スコア確認5分程度

社会人特別選抜 2021/8/20(金) 追試許可後に個別調整 口述試験（300点） Zoomによるオンライン口述試験20分程度

一般入学試験 2021/8/20(金) 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
口述試験（400点）

Zoomによる口述試験20分程度
（別途、英語スコアの確認5分程度）

社会人特別選抜 2021/8/20(金) 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
口述試験（200点）

Zoomによる口述試験20分程度
（別途、英語スコアの確認5分程度）

一般入学試験 2021/8/23(月) 追試許可後に個別調整
成績証明書（200点）
外国語（100点）
口述試験（300点）

成績証明書は、出身(在籍)大学の成績証明書を評価（募集要項から変更なし）
外国語は提出されたスコア票の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン口述試験60分程度（うち基礎学力試問ではmanabaを併
用45分程度、現在の研究内容、志望理由及び研究計画に関する口頭試問15分
程度）

社会人特別選抜 2021/8/23(月) 追試許可後に個別調整
成績証明書（200点）
外国語（100点）
口述試験（300点）

成績証明書は、出身(在籍)大学の成績証明書を評価（募集要項から変更なし）
外国語は提出されたスコア票の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン口述試験25分程度（これまでの研究（または社会的経
験）の内容、志望理由、及び研究計画に関する口頭試問）

一般入学試験 2021/8/20(金) 追試許可後に個別調整
成績証明書（200点）
外国語（100点）
口述試験（400点）

成績証明書は、出身(在籍)大学の成績証明書を評価（募集要項から変更なし）
外国語は提出されたスコア票の点数を評価（募集要項から変更なし）
口述試験はZoomによるオンライン面接40分程度

社会人特別選抜 2021/8/20(金) 追試許可後に個別調整 口述試験（200点） Zoomによるオンライン面接40分程度

　ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム 一般入学試験
2021/8/17（火）～
2021/8/19（木）

追試許可後個別に調整
外国語（100点）
口述試験（100点）

外国語は外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン面接（10分程度の研究計画口頭発表、10-20分程度の質
疑応答）

オンライン入試のため追試験実施なし

オンライン入試のため追試験実施なし

　構造エネルギー工学学位プログラム

　社会工学学位プログラム

一貫制博士課程

博士前期課程

　サービス工学学位プログラム

　リスク・レジリエンス工学学位プログラム

　情報理工学位プログラム

　知能機能システム学位プログラム
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学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

一般入学試験

社会人特別選抜

一般入学試験 2021/8/20(金) 追試許可後に個別調整 口述試験（300点） Zoomによるオンライン口述試験30分程度

社会人特別選抜 2021/8/20(金) 追試許可後に個別調整 口述試験（300点） Zoomによるオンライン口述試験30分程度

一般入学試験

社会人特別選抜

一般入学試験

社会人特別選抜

一般入学試験

社会人特別選抜

　ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム 一般入学試験
2021/8/17（火）～
2021/8/19（木）

追試許可後個別に調整
外国語（100点）
口述試験（100点）

外国語は外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン面接（10分程度の研究計画口頭発表、10-20分程度の質
疑応答）

オンライン入試のため追試験実施なし

オンライン入試のため追試験実施なし

オンライン入試のため追試験実施なし

オンライン入試のため追試験実施なし

博士後期課程

　構造エネルギー工学学位プログラム

　情報理工学位プログラム

　知能機能システム学位プログラム

　社会工学学位プログラム

　リスク・レジリエンス工学学位プログラム
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　生命地球科学研究群

学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

一般入学試験
（一般）

2021/8/18（水）〜
2021/8/20（金）

追試許可後に個別調整
外国語（100点）
専門科目（100点）
口述試験（100点）

外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン面接40分程度（専門科目20分程度、口述試験20分程度）

一般入学試験
（外国人）

2021/8/18（水）〜
2021/8/20（金）

追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomによるオンライン面接30分程度（試験内容は募集要項から変更なし）

社会人特別選抜
2021/8/18（水）〜
2021/8/20（金）

追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomによるオンライン面接30分程度（試験内容は募集要項から変更なし）

一般入学試験 2021/8/19(木） 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
口述試験（200点）

外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
口述試験は、Zoomによるオンライン面接

社会人特別選抜 2021/8/19(木） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomによるオンライン面接20分程度

　地球科学学位プログラム 一般入学試験 2021/8/20（金） 追試許可後に個別調整
外国語（150点）
専門科目（250点）
口述試験（100点）

外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
専門科目と口述試験は、Zoomによるオンライン面接40分程度（うち専門科目25
分程度、口述試験15分程度）

一般入学試験

社会人特別選抜

一般入学試験 2021/8/20(金） 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
専門科目（100点）
口述試験（100点）

外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
専門科目は、Zoomによるオンラインでの口頭試問25分程度
口述試験は、Zoomによるオンラインでの面接15分程度（面接の内容は募集要
項から変更なし）

社会人特別選抜 2021/8/20(金） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点）
Zoomによるオンライン個別面接20分程度（面接の内容は募集要項から変更な
し。ただし、プレゼンテーション用ソフトの共有トラブルに備え、発表資料をPDF
化したものを事前に送付）

　ライフイノベーション（食料革新）学位プログラム
　ライフイノベーション（環境制御）学位プログラム
　ライフイノベーション（生体分子材料）学位プログラム

一般入学試験
2021/8/17（火）～
2021/8/19（木）

追試許可後個別に調整
外国語（100点）
口述試験（100点）

外国語は外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン面接（10分程度の研究計画口頭発表、10-20分程度の質
疑応答）

　生物資源科学学位プログラム

　山岳科学学位プログラム

博士前期課程

オンライン入試のため追試験実施なし　環境科学学位プログラム

　生物学学位プログラム
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学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

一般入学試験
2021/8/18（水）〜
2021/8/20（金）

追試許可後に個別調整
外国語（100点）
口述試験（100点）

外国語は、外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
口述試験は、Zoomによるオンライン面接30分程度（試験内容は募集要項から
変更なし）

社会人特別選抜
2021/8/18（水）〜
2021/8/20（金）

追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomによるオンライン面接30分程度（試験内容は募集要項から変更なし）

一般入学試験 2021/8/18(水） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomを利用したオンライン面接20分程度

社会人特別選抜 2021/8/18(水） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomを利用したオンライン面接20分程度

一般入学試験 2021/8/18(水） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomを利用したオンライン面接20分程度

社会人特別選抜 2021/8/18(水） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomを利用したオンライン面接20分程度

　生命産業科学学位プログラム
一般入学試験

社会人特別選抜
2021/8/18(水） 追試許可後に個別調整 口述試験（200点） Zoom等によるオンライン面接30分程度

一般入学試験 2021/8/20（金） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomによるオンライン面接15分-25分程度

社会人特別選抜 2021/8/20（金） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomによるオンライン面接30分程度

一般入学試験

社会人特別選抜

　ライフイノベーション（食料革新）学位プログラム
　ライフイノベーション（環境制御）学位プログラム
　ライフイノベーション（生体分子材料）学位プログラム

一般入学試験
2021/8/17（火）～
2021/8/19（木）

追試許可後個別に調整
外国語（100点）
口述試験（100点）

外国語は外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン面接（10分程度の研究計画口頭発表、10-20分程度の質
疑応答）

　国際連携持続環境科学専攻

専攻名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

　国際連携持続環境科学専攻 一般入学試験 2021/8/18（水） 追試許可後に個別調整
書類審査（100点）
口述試験（個別面接100
点・合同面接100点）

書類審査は出願書類に基づく適正審査（募集要項から変更なし）
Zoom等によるオンライン面接30分程度（うち個別面接15分、合同面接15分）

　農学学位プログラム

　地球科学学位プログラム

博士後期課程

オンライン入試のため追試験実施なし

　生物学学位プログラム

　生命農学学位プログラム

　環境学学位プログラム
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【人間総合科学学術院】

　人間総合科学研究群 

学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

　ヒューマンバイオロジー学位プログラム 一般入学試験
2021/8/19（木）

または
2021/8/20（金）

追試許可後に個別調整

筆記試験(100点）
口述試験(100点）
グループセッションテスト
（100点）

Zoomによるオンライン面接(筆記試験75分程度、口述試験30分程度、グループ
セッションテスト90分程度）

一般入学試験 2021/8/25（水） 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
専門科目（100点）
口述試験(200点）

外国語は、外部英語試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
ZoomまたはSkypeによるオンライン面接30分程度(うち専門科目15分程度、口
述試験15分程度）

社会人特別選抜 2021/8/25（水） 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
専門科目（100点）
口述試験(200点）

外国語は、外部英語試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
ZoomまたはSkypeによるオンライン面接30分程度(うち専門科目15分程度、口
述試験15分程度）

一般入学試験 2021/8/20（金） 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
専門科目（100点）
口述試験(200点）

外国語は、外部英語試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
ZoomまたはSkypeによるオンライン面接30分程度(うち専門科目15分程度、口
述試験15分程度）

社会人特別選抜 2021/8/20（金） 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
専門科目（100点）
口述試験(200点）

外国語は、外部英語試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
ZoomまたはSkypeによるオンライン面接30分程度(うち専門科目15分程度、口
述試験15分程度）

　公衆衛生学学位プログラム

　フロンティア医科学学位プログラム

一貫制博士課程

修士課程
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学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

　心理学学位プログラム 一般入学試験 2021/8/20（金）

午前11時～12時：専門科
目
午後1時～2時：英語
午後3時以降　口述試験
(詳細は別途連絡)

英語(200点)
専門科目(200点)
口述試験(200点)

Zoomとmanabaによる学力検査(英語・専門科目)
Zoomによるオンライン面接(約15分)

　ニューロサイエンス学位プログラム 一般入学試験
2021/8/23（月）
2021/8/24（火）

追試許可後に個別調整
外国語（100点）
専門科目（100点）
口述試験（100点）

Zoomによるオンライン面接45分程度（うち外国語15分程度、専門科目15分程
度、口述試験15分程度）

一般入学試験 2021/8/24（火） 追試許可後に個別調整
英語（100点）
専門科目（100点）
口述試験（100点）

manabaによるオンライン試験、Zoomで撮影
Zoomによるオンライン面接

社会人特別選抜 2021/8/24（火） 追試許可後に個別調整
小論文・英語（100点）
専門科目（100点）
口述試験（100点）

manabaによるオンライン試験、Zoomで撮影
Zoomによるオンライン面接

　デザイン学学位プログラム 一般入学試験

専門科目
　　2021/8/17（火）
口述試験
　　2021/8/18（水）

専門科目：10:30-12:00
口述試験：10:00-18:00

書類審査（100点）
専門科目（100点）
口述試験（100点）

書類審査は提出された書類に基づき評価を行う。（募集要項から変更なし）
専門科目：Eラーニングシステム「manaba」とZoomにより90分間の記述試験をオ
ンラインで実施する。
口述試験：Zoomにより15分程度の面接をオンラインで実施する。

　世界遺産学学位プログラム 一般入学試験 2021/8/20（金） 追試許可後に個別調整
外国語（100点）
専門科目（300点）
口述試験（200点）

Zoomによるオンライン試験

一般入学試験

社会人特別選抜

　ライフイノベーション（病態機構）学位プログラム
　ライフイノベーション（創薬開発）学位プログラム

一般入学試験
2021/8/17（火）～
2021/8/19（木）

追試許可後個別に調整
外国語（100点）
口述試験（100点）

外国語は外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン面接（10分程度の研究計画口頭発表、10-20分程度の質
疑応答）

博士前期課程

　看護科学学位プログラム

オンライン入試のため追試験実施なし

オンライン入試のため追試験実施なし

　情報学学位プログラム
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学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

　ニューロサイエンス学位プログラム 一般入学試験 2021/8/24（火） 追試許可後に個別調整 口述試験（100点） Zoomによるオンラインでの口述試験30分程度

　看護科学学位プログラム 一般入学試験 2021/8/24（火） 追試許可後に個別調整
英語（100点）
専門科目（100点）
口述試験（100点）

manabaによるオンライン試験、Zoomで撮影
Zoomによるオンライン面接

　デザイン学学位プログラム 一般入学試験 2021/8/18（水） 10:00-18:00 口述試験（100点） Zoomにより30分程度の面接をオンラインで実施する。

一般入学試験

社会人特別選抜

　ライフイノベーション（病態機構）学位プログラム
　ライフイノベーション（創薬開発）学位プログラム

一般入学試験
2021/8/17（火）～
2021/8/19（木）

追試許可後個別に調整
外国語（100点）
口述試験（100点）

外国語は外部英語検定試験の点数を評価（募集要項から変更なし）
Zoomによるオンライン面接（10分程度の研究計画口頭発表、10-20分程度の質
疑応答）

　ヒューマン・ケア科学学位プログラム 一般入学試験 2021/8/18（水） 追試許可後に個別調整
専門科目（専門英語/専門
科目）（100点）
口述試験（100点）

Zoomによるオンライン面接24分程度（うち専門英語7分程度、専門科目7分程
度、口述試験10分程度）

　パブリックヘルス学位プログラム 一般入学試験 2021/8/18（水） 追試許可後に個別調整
専門科目（専門英語/専門
科目）（100点）
口述試験（100点）

Zoomによるオンライン面接24分程度（うち専門英語7分程度、専門科目7分程
度、口述試験10分程度）

　スポーツ医学学位プログラム 一般入学試験 2021/8/23（月） 追試許可後に個別調整
外国語（200点）
口述試験（400点）

外国語は外部英語検定試験の点数を評価
Zoomによるオンラインでの口述試験30分程度

一般入学試験 2021/8/23（月） 追試許可後に個別調整
外国語（200点）
口述試験（200点）

Zoomによるオンライン面接30分程度（うち外国語15分程度、口述試験15分程
度）

社会人特別選抜 2021/8/23（月） 追試許可後に個別調整
外国語（200点）
口述試験（200点）

Zoomによるオンライン面接30分程度（うち外国語15分程度、口述試験15分程
度）

オンライン入試のため追試験実施なし

オンライン入試のため追試験実施なし

　医学学位プログラム

医学を履修する博士課程

3年制博士課程

　情報学学位プログラム

博士後期課程
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　国際連携食料健康科学専攻

専攻名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

　国際連携食料健康科学専攻 一般入学試験 2021/8/23（月） 追試許可後に個別調整
書類審査(100点)
口述試験(200点)

出願書類に基づく適正審査およびWebexによる1)グループディスカッショ
ン(60～90分)と2)プレゼンテーション(30分)

【グローバル教育院】

学位プログラム名 選抜区分 追試験日程 試験時間 試験科目 試験方法

一般入学試験 2021/8/24（火） 追試許可後に個別調整
口述試験Ⅰ(100点）
口述試験Ⅱ(200点）

Zoomによるオンライン口述試験Ⅰ（60分程度）
Zoomによるオンライン口述試験Ⅱ（20分程度）

社会人特別選抜 2021/8/24（火） 追試許可後に個別調整 口述試験Ⅱ(200点） Zoomによるオンライン口述試験Ⅱ（20分程度）

　ヒューマニクス学位プログラム

一貫制博士課程
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