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Important Information on Entrance Examination in August 2020, 
Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University 

 
Master’s Course, Starting from April 2021 

 
This file in some parts includes brief explanations in English about changes 
in the entrance examination of August 2020. For the detail information, first 
of all, non-Japanese speaking applicants are strongly requested to contact 
their prospective supervisor(s) prior to application. 

 
 
 
 

名古屋大学大学院 
環境学研究科 

1 / 16



地球環境科学専攻 

博士前期課程入試（2021年 4月入学第 I期募集）変更箇所 

（見出し番号は学生募集要項と共通） 

 

地球環境科学専攻には，地球惑星科学系と大気水圏科学系がある。 

地球惑星科学系には，地球環境システム学，地質・地球生物学，地球化学，地球惑星物理学，地球惑

星ダイナミクス，地球史学，生態学の各分野がある。 

大気水圏科学系には，地球環境変動論，気候科学，物質循環科学，地球水循環科学の各分野がある。 

志望先に応じて変更点が大きく異なるので，注意すること。また地球惑星科学系と大気水圏科学系の

一方を第一志望，他方を第二志望とするような，両系をまたぐ志望はできない。 

 

提出書類について 

５.１ 出願時に提出する書類 

・今回の変更で，新たに提出が必要となる書類 

〈地球惑星科学系志望者〉 

活動報告書：「これまで行ってきた学習（得意な学問分野など），研究，仕事など」について，1000 字

程度でまとめたもの 

活動計画書：「大学院での学修および研究」について，1000 字程度でまとめたもの 

それぞれ，A4 用紙を使って作成し，氏名も記すこと。 

〈大気水圏科学系志望者〉 

末尾に添付した「追加入学志願票」（必要事項を記入して提出すること） 

 

・今回の変更で，提出が不要となる書類 

〈地球惑星科学系志望者〉 

（11）自己推薦書 

〈大気水圏科学系志望者〉 

今回の変更で，提出が不要となる書類は無い 

 

５.２ 面接試験当日に提出する書類 

〈地球惑星科学系志望者〉 

提出する書類はない 

〈大気水圏科学系志望者〉 

TOEFL/TOEIC/IELTS スコアシート原本 

・ 原本を面接試験までに用意すること。これを面接試験時に遠隔で「提出」していただきま

すが，詳細は面接官の指示に従うこと。また原本は後日提出していただきますので，面接

試験終了後も絶対に廃棄しないこと。 

・ 2016 年 4月 2 日以降に受験したものであれば有効とする。 

・ その他の点は「学生募集要項」記載の通りで変更無し。 
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・ 有効な TOEFL/TOEIC/IELTS スコアシートを面接試験までに用意出来ない者は，「追加入学志

願票」の該当欄に必要事項を記入して申し込んだ上で，本研究科が実施する特別英語試験

を受験することが出来る（詳細は「６. 選抜方法等」を参照）。なお有効なTOEFL/TOEIC/IELTS

スコアシートを面接試験までに用意出来る者は特別英語試験を受験しないこと。 

 

選抜方法について 

６．選抜方法等 

６.１ 地球環境科学専攻 

〈地球惑星科学系志望者〉 

① 一般選抜，② 留学生特別選抜 

地球惑星科学系の一般選抜および留学生特別選抜では，出願時に提出された書類の審査と口述試験に

より総合的に判定し，合格者を決定する。 

なお，一般選抜における普通入試と自己推薦入試は，選抜方法の変更にともない一本化して行う。 

口述試験は Web 会議システムを用いたオンライン方式で行い（約 30 分間），受験者の専門能力，英語

能力，論理的思考を評価する。 

試 験 種 別 年 月 日 試験時間（注１） 試験方法（注２） 

一般選抜（注３） 

留学生特別選抜（注３，４） 

2020 年 8月 24 日（月） 13:00〜18:00 Web による口述試験 

2020 年 8月 25 日（火） 9:00〜12:00 

（注 1）詳細な受験時間については，出願後，各受験者に文書，E-mail 等により連絡する。海

外在住の受験者については，上記以外の試験時間を設ける可能性もある。 

（注 2）詳細な実施方法については，出願後，各受験者に文書，E-mail 等により連絡する。 

（注３）活動報告書と活動計画書に基づき，別冊の受験案内（６ページ）の専門分野に関する

口頭試問を行う。また，英語能力を評価するための口頭試問も行う。 

（注４）必ず，事前に希望指導教員に連絡を取ること。 

④ 試験場所 

Web による口述試験ができる静穏な環境で，不正行為を疑われないような場所。自宅も可。 

不正行為が疑われる場合には，部屋全体を写すようにと指示する場合もある。 

⑤ 第２志望 

地球惑星科学系内での第２志望については学生募集要項９ページの通りで変更はないが，大気水圏科

学系とは選抜方法が異なるため，地球惑星科学系と大気水圏科学系の両系をまたぐ志望はできない。 

 

〈大気水圏科学系志望者〉 

  試験科目「英語」は，本年度実施する特別英語試験を受験した者はそこで獲得した点数を，それ以外

の者は面接試験時に提出された TOEFL/TOEIC/IELTS スコアシートの点数をもとに，これを適宜換算して

評価する他，面接試験の中で英語の口頭試問を実施する場合があり，これらをもとに総合的に評価する。

提出可能なスコアシートやその「提出」方法については，上記の「５.２ 面接試験当日に提出する書類」

の項を参照すること。また，特別英語試験の詳細は「６. 選抜方法等」を参照すること。 
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① 一般選抜 

 学力検査は，普通入試（英語及び面接試験）または理系の学部・学科以外の出身者のみを対象とす

る自己推薦入試（英語及び面接試験）により行う。普通入試と自己推薦入試については，一方のみ受験

することができる。自己推薦入試を受験する者は自己推薦書（研究科の様式）を提出すること。 

 なお，希望研究テーマなどについて，事前に希望指導教員等に連絡をとることが望ましい。 

試験種別 年月日 試験時間 試験方法（科目） 

普通入試 

2020 年 8月 7 日（金） 13：00～16：00 特別英語試験 （注１） 

2020 年 8月 17 日（月）～24 日（月） 
面接試験 （注２）（注３）（注

４）（注５） 

自己推薦 

入  試 

2020 年 8月 7 日（金） 13：00～16：00 特別英語試験 （注１） 

2020 年 8月 25 日（火） 13：00～18：00 面接試験（注３）（注６） 

（注１） 「追加入学志願票」を通じて事前に受験を申請した者が受験出来る。なお

Educational Testing Service により作成・提供される TOEFL ITP を利用する。 

（注２） 面接試験は，期間内に Web を用いた遠隔面接で行う（約 30 分間）。「追加入学志

願票」に必要事項を記入して提出すること。また 7 月 13 日〜22 日に「追加入学志

願票」に記入した連絡先に教員から連絡が来るので，面接試験の日程や試験場所，

Web を用いた遠隔面接の詳細について打ち合わせること。 

（注３） 特別英語試験受験者以外は TOEFL/TOEIC/IELTS スコアシートの原本を必ず準備し，

指示に従って提出すること。また面接試験の中でも，受験者の英語力について口頭

試問を実施することがある。 

（注４） 面接試験の中で受験者の専門分野について口頭試問を行う。出題内容は以下の通り。 

 〇   大気水圏科学の基礎となる７分野（地球環境学，地球物理学，地球化学，物理学，

化学，生物学，数学）から，任意の２分野について口頭で試問する。希望する２分

野を「追加入学志願票」に記入し申請すること。 

 〇  各分野の出題範囲は，別ファイルの受験案内の地球環境科学専攻の        

「３．専門科目の出題範囲」の項目を参照すること（変更なし）。 

（注５） 面接試験の中で，卒業研究の内容や志望分野で研究したい内容などについて，口頭

試問を行う。 

（注６） 面接試験は，Web を用いた遠隔面接で行う。卒業研究の内容や志望分野で研究した

い内容，自己アピールしたい点などについて，５分以内で発表すること。その内容

に基づいて口頭試問を行う。「追加入学志願票」に必要事項を記入して提出するこ

と。また 7月 13 日〜22 日に「追加入学志願票」に記入した連絡先に教員から連絡

が来るので，面接試験の時間や試験場所，Web を用いた遠隔面接の詳細について打

ち合わせること。 

 

② 留学生特別選抜 

4 / 16



 学力検査は，以下の日程で行う。なお，出題等については，語学力，既習内容等を勘案して配慮を

行うことがあるので，必ず事前に希望指導教員に連絡を取ること。 

 

 

年月日 試験時間 試験方法（科目） 

2020 年 8月 7 日（金） 13：00～16：00 特別英語試験 （注１） 

2020 年 8月 17 日（月）～24 日（月） 面接試験（注２）（注３） 

（注１） 「追加入学志願票」を通じて事前に受験を申請した者が受験出来る。なお

Educational Testing Service により作成・提供される TOEFL ITP を利用する。 

（注２） 面接試験は，Web を用いた遠隔面接で行う。卒業研究の内容や志望分野で研究した

い内容などについて，口頭試問を行う。「追加入学志願票」に必要事項を記入して

提出すること。また 7月 13 日〜22 日に「追加入学志願票」に記入した連絡先に教

員から連絡が来るので，面接試験の日程や試験場所，Web を用いた遠隔面接の詳細

について打ち合わせること。 

（注３） 既習内容に即した専門科目から出題する。日本語の読解力等を考慮し，出題及び解

答は日本語または英語とする。また志望動機や入学後の研究計画などについて，英

語で口頭試問を行うことがある。 

 

６.４ 採点評価・合否判定基準 

専攻等名 採点評価基準 合否判定基準 

地球環境科学

専攻 

地球惑星科学

系 

① 書類審査 

【一般選抜，留学生特別選抜】 

事前に提出された書類から，これまでの活動（学習，

研究，仕事など）の実績と，大学院における学修・研

究計画の論理性を評価する。 

② 口述試験 

【一般選抜，留学生特別選抜】 

事前に提出された書類にもとづき口頭試問をするこ

とで，大学院での専門的な学修・研究に必要な基礎学

力（専門科目と英語），論理的な思考力，意欲を評価す

る。 

学力検査の成績が

一定の基準以上で

ある者を合格とす

る。 
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地球環境科学

専攻 

大気水圏科学

系 

①英語 

【一般選抜】 

TOEFL，TOEIC または IELTS のスコアおよび必要に応じ

て面接試験において実施する口頭試問から，英語に関す

る基礎的能力を評価する。 

【留学生特別選抜】 

TOEFL，TOEIC または IELTS のスコアから，英語に関す

る基礎的能力を評価するとともに，英語面接において，英

語によるコミュニケーション能力を評価する。 

②専門科目 

【一般選抜（普通入試）・留学生特別選抜】 

大学院での専門的な学修・研究に必要な基礎学力及び

理論的な思考力などを物理学，数学，化学，生物学，地球

科学の基礎的な問題の試問を通じて評価する。 

③口述試験 

【一般選抜（普通入試）・留学生特別選抜】 

問われた事項を的確に理解し，適切に応える能力を評

価する。 

【一般選抜（自己推薦入試）】 

大学院で学ぶ基礎的な能力を有するか否かについて，

発表内容と試問結果から総合的に評価する。 

学力検査の成績が

一定の基準以上で

ある者を合格とす

る。 

 

６.５ 配点表 

専攻等名 一般選抜 留学生特別選抜 社会人特別選抜 

科目名 配点 科目名 配点 科目名 配点 

地球環境科学専攻 

地球惑星科学系 

書類審査 100 書類審査 100   

口述試験 200 口述試験 200   

満点 300 満点 300   

地球環境科学専攻 

大気水圏科学系 

（変更なし） 

英語 100 英語 100   

専門科目 100 専門科目 100   

口述試験 100 口述試験 100   

満点 300 満点 300   
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追加入学志願票 
（地球惑星科学専攻大気水圏科学系志望者専用） 

博士前期（春入学・秋入学）・博士後期（春入学・秋入学）共通 

Additional Application Form 
(Only for those taking the examination for Hydrospheric-Atmospheric Science Course, Department of Earth and 

Environmental Sciences) 

全志願者記入 
(All those taking the examination for Hydrospheric-Atmospheric Science Course, Department of Earth and Environmental 

Sciences, should fill out this form, irrespective to the program) 

氏名（漢字）  

Name 
(in English) 

Family Name First Name Middle Name 

E-mail @ 

インターネット
接続環境申告 
Internet environment 

遠隔面接の実施には、以下に示すようなネットワーク環境やシステムが必要
になります。 

・有線または無線ブロードバンドによるインターネット接続 
・スピーカーとマイク（内蔵、USB プラグイン、またはワイヤレス Bluetooth） 
・ウェブカメラまたは HD ウェブカメラ（内蔵または USB プラグイン、あるいは、ビデオキャ

プチャカード搭載の HD カムまたは HD カムコーダー） 
・これらの機器が動作する端末（パソコン、タブレット、スマートフォンなど） 

□遠隔面接に必要な環境を準備出来る見込みがある 
(I have an internet environment sufficient for taking online video interview) 

□遠隔面接に必要な環境を準備出来る見込みが無い 
(I don’t have an internet environment sufficient for taking online video interview) 
遠隔面接について質問・相談があればこちらに記入して下さい 
If you have any technical questions on the online video interview, please write them here. 

録画への同意 
Consent to record 
online interview 

各受験者の評価の公平性および客観性を確保するため、面接の様子を録画し

ます。録画記録は本入学試験の合否判定の目的にのみ使用致しますので、以

下にご同意下さい。 

□面接の録画に同意する           署名（自署）               
(I agree to the video recording of my online interview)(Signature) 

博士前期（秋入学・春入学）志願者のみ記入 
(Those applying for Master’s program should fill out this form as well) 

特別英語試験 
Special English Exam. 

新型コロナ禍で有効な TOEIC/TOEFL/IELTS スコアシートを用意出来な

かった志願者のために、特別英語試験を実施します。 

□受験を希望する         □受験を希望しない 
(I need to take the Special English Exam.)    (I don’t need to take the Special English Exam.) 

面接試験日程 
Inconvenient day/hour 
for online interview 

面接試験は 2020 年 8 月 17 日（月）から 24 日（月）までの期間内に、遠隔により行い
ます。この期間内の 9 時から 17 時の間に不都合な日時があれば、以下に申告して下さ
い。後日打ち合わせのうえ、決定します（予定変更あればそこで申告して下さい）。 

不都合な日時 The days/hours inconvenient for my online interview are as follows: 
（記入例：全日 12:00–13:00, 8 月 21 日 13:00–15:00） 

 

 

専門科目申請 
Academic fields to be 
discussed during 
interview 

面接試験における専門科目の出題希望分野（２分野）を以下から選んで下さ

い（申請後の変更不可）。 
Choose two academic fields you want to discuss during your online interview.  

□地球環境学   □地球物理学 □地球化学 □物理学 □化学 □生物学 
Environmental Sciences  Geophysics        Geochemistry    Physics     Chemistry    Biology 

□数学 
Mathematics 

Tick appropriate boxes on this Additional Application Form. 
Examinees whose mother tongue is not Japanese are recommended to contact their prospective 
supervisor to obtain detailed information on how to fill out this form correctly. 
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都市環境学専攻・持続発展学コース 

 

2020 年 8 月に実施する，2021 年度第Ｉ期（2021 年 4 月入学）募集の入学試験内容につい

て，以下の変更を行いますので，お知らせします。なお，今後も変更の可能性がありますの

で，研究科のホームページをご確認ください。 

１．外国語試験（英語）の取り扱いについて 

A 日程および C 日程入試において，英語外部試験スコアシートの提出は求めません（提出

されても，合否判定に用いません）。ただし，面接試験において英語に関する試問を行いま

す。 

２．第２志望の取り扱いについて 

C 日程入試において，今回に限り建築学コースを第２志望とすることができません。 

３．第 II 期募集の入学試験の実施について 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で，出願書類の提出が間に合わないことや試験当日に

試験会場に来られないことにより A 日程あるいは C 日程の入試を受験できない者のため，

通常は第Ｉ期試験終了後に実施するかどうかを決めることとしている第 II 期募集の入学試

験を，2021 年 1 月下旬から同年 2 月初旬の期間に実施することを決定しました。 

 

 

Department of Environmental Engineering and Architecture, 
Sustainable Development Course 

 

Note that the following changes have been made to the content of the entrance examination conducted 
in August 2020 for Spring Admission 2021. The applicants are advised to keep checking the home 
page of Graduate School of Environmental Studies for updates as the examination contents may 
subject to additional changes. 

1. About foreign language examination (English) 

Submission of the English external test score sheets at the time of examination conducted according 
to either Schedule A or Schedule C is not required. Even if the score is submitted, it will not be used 
in selection process. However, the examinees will be asked questions regarding their English 
proficiency during the interview. 

 

2. About 2nd calling entrance examination 
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Due to the spread of new coronavirus infection, for students who are unable to submit necessary 
application documents before the application deadline or who cannot come to the examination place 
on the day of the examination conducted according to either Schedule A or Schedule C, the 2nd calling 
entrance examination for the Spring Admission 2021 will be conducted at the end of January or the 
beginning of February 2021. 
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都市環境学専攻・建築学コース 

博士前期課程・2021 年 4 月入学 第 I 期募集 

 
①一般選抜 
自己推薦入試（A 日程） 

(1) 英語試験は実施しないため、英語に関する外部試験スコアの提出は求めません。 

(2) 自己推薦書の提出は、募集要項通り必要です。 

(3) 口述試験は大学内の試験場で行う予定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大状況に

よっては試験場の変更やオンラインで行う場合があります。 

(4) 試験科目の変更に伴い、採点基準や配点等も変更する予定です 

 

普通入試（B 日程） 

(1) 英語試験は実施しないため、英語に関する外部試験スコアの提出は求めません。 

(2) 募集要項に記載された学力検査期間（8 月 19 日～20 日）に、専門科目Ⅰの筆記試験に

替えて、志願者が希望する専門分野（計画系、環境系、構造系）に関する筆記試験と口

頭試問を、大学内の試験場で実施します。なお、この専門分野（計画系）の筆記試験で

は、募集要項および受験案内に記載された製図板及び平行定規等を用いた即日設計に

よる実技試験は行いません。 

(3) 専門科目Ⅱの筆記試験は実施せず、建築学の主要分野に関する基礎的知識や能力は、出

願書類に基づいて判定します。 

(4) 募集要項に記載された面接は行いません。 

(5) 別途、追加書類の提出を求めます。 

(6) 試験科目の変更に伴い、採点基準や配点等も変更する予定です 

(7) 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては上記の専門分野の筆記試験を中止し、

口頭試問をオンラインで行う場合があります。 

(8) 筆記試験と口頭試問の実施方法、および追加書類の内容については、志願者に対して 7

月 31 日（金）頃に連絡する予定です。 

(9) 合格者の決定については、募集要項に記載された所定の出願書類と、上記の筆記試験、

口頭試問、および追加書類により総合的に判定します。 

(10) 今回に限り、持続発展学コースを第２志望とすることはできません。 

 

②留学生特別選抜（B 日程） 
(1) 英語試験は実施しないため、英語に関する外部試験スコアの提出は求めません。 

(2) 専門科目Ⅰの筆記試験は実施せず、募集要項に記載された学力検査期間（8 月 19 日～

20 日）にオンラインで口頭試問を実施します。オンラインによる口述試験が可能なネ

ットワーク環境及び映像・音声通信が可能なパソコン、タブレット、スマートフォン等

を準備してください。 

(3) 募集要項に記載された面接は行いません。 
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(4) 別途、追加書類の提出を求めます。 

(5) 試験科目の変更に伴い、採点基準や配点等も変更する予定です 

(6) 口頭試問の実施方法および追加書類の内容については、志願者に対して 7 月 31 日（金）

頃に連絡する予定です。 

(7) 合格者の決定については、募集要項に記載された所定の出願書類と、上記の口頭試問、

および追加書類により総合的に判定します。 

(8) 今回に限り、持続発展学コースを第 2 志望とすることはできません。 

 

Special Application for International students in Master’s Degree Program 
 
(1) “English Test” will be canceled. Therefore, the applicants are not required to submit 

original score sheet of TOEIC / TOEFL / IELTS. 
 
(2) “Written Examination (Specialization Subject I)” will be canceled. Instead of it, oral 

examination will be conducted by online during the examination schedule between 
August 19 and 20. Please prepare a computer, tablet, smartphone, or other device 
that can communicate with video and audio, as well as a network environment that 
enables oral examinations by online. 

 
(3) “Interview” will be canceled as well. 
 
(4) Instead of the cancelations of the examinations as mentioned above, additional 

documents will be requested all applicants to submit. 
 
(5) Due to the changes in the examination subjects, the grading criteria and grade 

distribution of each examination will also be changed. 
 
(6) The method of oral examination by online and the contents of additional documents 

will be informed to all applicants around July 31. 
 
(7) Successful applicants will be determined comprehensively based on the application 

documents listed in the application guidelines as well as the oral examination by 
online and additional documents as mentioned above. 

 
(8) It is not possible to make the Sustainable Development Course your second choice 

only this time. 
 

As for more detailed information, please contact the applicant’s prospective supervisor 
to obtain it.  
 
 

③社会人特別選抜（B 日程） 
(1) 英語試験は実施しないため、英語に関する外部試験スコアの提出は求めません。 

(2) 募集要項に記載された学力検査期間（8 月 19 日～20 日）に、専門科目Ⅰの筆記試験に

替えて、志願者が希望する専門分野（計画系、環境系、構造系）に関する筆記試験と口

頭試問を、大学内の試験場で実施します。なお、この専門分野（計画系）の筆記試験で

は、募集要項および受験案内に記載された製図板及び平行定規等を用いた即日設計に

よる実技試験は行いません。 
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(3) 募集要項に記載された面接は行いません。 

(4) 別途、追加書類の提出を求めます。 

(5) 試験科目の変更に伴い、採点基準や配点等も変更する予定です 

(6) 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては上記の専門分野の筆記試験を中止し、

口頭試問をオンラインで行う場合があります。 

(7) 筆記試験と口頭試問の実施方法、および追加書類の内容については、志願者に対して 7

月 31 日（金）頃に連絡する予定です。 

(8) 合格者の決定については、募集要項に記載された所定の出願書類と、上記の筆記試験、

口頭試問、および追加書類により総合的に判定します。 

(9) 今回に限り、持続発展学コースを第２志望とすることはできません。 
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社会環境学専攻 
 
博士前期課程学生募集要項（2021 年 4 月入学第 I 期募集）の社会環境学専攻関係部分の記載事

項について，以下のとおり変更を行います。今後の状況の変化等により，さらに変更を行う場合

がありますので，ご留意ください。 
 
１．出願時提出書類の追加 〔すべての試験区分に共通〕 

募集要項 5.1 の表記載の書類に加え，以下の要領で作成された「研究計画書」を出願時に提出

すること。「研究計画書」の内容については，口述試験の際に質問を行う。 
研究計画書 1. 様式・分量は指定しない。日本語又は英語で作成し，A4 用紙に印

刷する。 
2. 次の項目については必ず記載すること。 
①問題の背景と研究の目的，②先行研究の状況，③研究の方法（枠

組み，手法など） 
3. 文献を適切に引用・参照すること。 

 
２．出願時提出書類の省略 〔自己推薦入試のみ〕 

 募集要項 5.1 の表中(10)の「TOEFL/TOEIC/IELTS スコアシート原本」は，自己推薦入試の志

願者全員について提出を要しない。たとえ提出されても，考慮しない（この場合，提出された書

類は返却しません）。 
 
３．選抜方法等  

①一般選抜 

（ア）募集要項 6.3 ①の学力検査の日程を次のとおり変更する。 
 年 月 日 試験時間 試験方法（科目） 
 
普通入試 
 

2020 年 8 月 20 日(木) 13:00～14:00 筆記試験（専門科目 I） （注 1） 
14:45～15:45 筆記試験（専門科目 II） （注 2） 

2020 年 8 月 21 日(金) 9:30～ 口述試験 
自己推薦入試

（注 3） 
2020 年 8 月 21 日(金) 9:30～ 

 
口述試験      （注 4，5） 
 

 
（イ）募集要項 6.3 ①の（注 1）の説明のうち，筆記試験（専門科目 I）の分野別出題範囲の表の

一部を，次のとおり変更する。 
 
環境政策論分野 環境政策に関する問題を 1 問出題する。（他分野からの選択問題は出題し

ない。） 
 
社会学分野 社会学理論，社会調査法に関する専門知識と論述能力を問う。 

合計１問を出題する。 
 
経済環境論分野，環境法政論分野，地理学分野については，変更はない。 
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（ウ）募集要項 6.3 ①の（注 3）の説明のうち自己推薦入試を希望する者が指導希望教員から事

前に了承を得る期限，及び，（注４）の説明のうちオンライン受験の内諾を得る期限を，それぞれ

「2020 年 6 月 26 日（金）まで」から「出願時まで」に変更する。 
 
②留学生特別選抜 

（ア）募集要項 6.3 ②の学力検査の日程を次のとおり変更する。 
年 月 日 試験時間 試験方法（科目） 

2020 年 8 月 20 日(木) 13:00～14:00 筆記試験（専門科目 I）     （注 1） 
14:45～15:45 筆記試験（専門科目 II）    （注 2） 

2020 年 8 月 21 日(金) 9:30～ 口述試験 
 
（イ）（ア）の表中（注 1）については，一般選抜の（注 1）に同じであり（募集要項 6.3 ②参照），

上記①（イ）のとおり，分野別出題範囲が一部変更される。 
 
③社会人特別選抜 

（ア）募集要項 6.3 ③の学力検査の日程を次のとおり変更する。 
年 月 日 試験時間 試験方法（科目） 

2020 年 8 月 20 日(木) 13:00～14:00 筆記試験（専門科目 I）    （注 1） 
2020 年 8 月 21 日(金) 9:30～ 口述試験 

 
（イ）（ア）の表中（注 1）については，一般選抜の（注 1）に同じであり（募集要項 6.3 ③参照），

上記①（イ）のとおり，分野別出題範囲が一部変更される。 
 
４．その他 

 募集要項 6.4（採点評価・合否判定基準）及び 6.5（配点表）（それぞれ社会環境学専攻に関する

部分）に変更はない。 
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Modification to the Admission Procedures (for International Students)  
for the Graduate Programs Offered by the Department of Social and Human Environment 

Master’s Degree Program, Academic Year 2021 (Starting from April 2021) 
 

Note: The following is the modification to the “General Information” (General Guidelines on the 

special application for international students) published on the website of the Graduate School of 

Environmental Studies, Nagoya University. The General Information (as modified by this paper) may 

be subject to further change. 

 
1.  Documents Required 

(i) In addition to the documents (1)-(13) in pp.4-5 [GG2021]1, the applicants to the Department of 

Social and Human Environment are required to submit a “Research Proposal” at the time of application. 

The “research proposal” should include the following: 1) background of the problem and objectives 

of the research, 2) a review of the existing literature, and 3) methodology and methods of the research. 

The proposal should refer to the relevant literature where appropriate. There is no specification of the 

length and format of the proposal, but it shall be written in either Japanese or English. Please print 

your research proposal in the A4-size sheets. 

 

(ii) “TOEFL/TOEIC/IELTS original score sheet” referred in pp.4-5 [GG2021] is not required nor 

requested for ALL the applicants for the self-recommendation admission to the Department of Social 

and Human Environment. Even if submitted, the test scores are excluded from the consideration. 

 

2. Examination Method 

 (i) The date and time of the examination 

In p. 10 [GG2021], the first table is replaced by the table below. 

Date Time Examination 

Thursday, August 20, 2020 13:00-14:00 Written Examination I* 

14:45-15:45 Written Examination II** 

Friday, August 21, 2020 9:30- Oral Examination 

 

(ii) The range of questions (Written Examination I) 

In the second table in p.10 [GG2021] is replaced by the table below. 

Academic Fields Range of Questions 

Environmental Policies Applicants are required to answer one question related to Environmental 

1 “General Guidelines for Admission to Graduate Study Programs at the Graduate School of 
Environmental Studies, ‘Special Application for International Students’ Academic Year 2021 (Starting 
from April 2021)” (May 2020), available at http://www.env.nagoya-
u.ac.jp/english/admission/doc/First_2021.pdf. 
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Policies. (No questions are given from other academic fields.) 

Economic Environment Applicants are required to answer two questions from the following 

subjects. 

Environmental Economics, Economic Theory, Statistics, Management 

Organization Theory, Corporate Strategy Theory. 

Environmental Law and 

Politics 

Applicants are required to answer two questions from the following 

subjects. 

Environmental Law, Public Law (mainly Administrative Law), 

International Law, International Relations, Environmental Politics, 

Environmental Governance. 

Sociology Applicants are required to answer one question related to Sociological 

Theory and Social Research Methods. 

Geography There are a total of two questions. 

Topics to be covered are those that are crucial to Human Geography, 

Physical Geography and/or research methods in Geography. 

Additionally, your writing skills are also evaluated. 

 

(iii) The applicants who wish to take the “self-recommendation admission” must get prior approval 

from their prospective supervisor “by the time when the application documents are submitted”, instead 

of “by June 26, 2020” as in p.11 [GG2021]. The self-recommendation admission applicants who wish 

to take on-line video interviews must get the approval of their prospective supervisor “by the time 

when the application documents are submitted”, instead of “by June 26, 2020” as in p.11 [GG2021]. 
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