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名古屋⼤学⼤学院環境学研究科
アドミッション･ポリシー (博⼠前期課程)

1. ⼊学者受⼊れの⽅針
専⾨分野の深化，横断的な思考⼒の獲得，環境問題の解

決と新たな学問分野の開拓に強い意欲を持ち，確かな基礎
学⼒を持つ⼈を，広く⽇本全国および国外から受け⼊れま
す。社会⼈も歓迎します。

2. 選抜の基本⽅針
専⾨分野および英語の基礎学⼒，専⾨知識の応⽤⼒，横

断的思考⼒，勉学意欲などを評価する試験を⾏います。留
学⽣や社会⼈向けの選抜も⾏います。筆記試験，⼝述試験
および⾯接によって選抜を⾏います。筆記試験においては
主に受験⽣の基礎学⼒を評価し，⼝述試験においては主に
学⽣の意欲を評価します。



名古屋⼤学⼤学院環境学研究科
アドミッション･ポリシー(博⼠後期課程)

1. ⼊学者受⼊れの⽅針
専⾨分野の深化，横断的な思考⼒の獲得，環境問題の解

決と新たな学問分野の開拓に強い意欲を持ち，研究者や
リーダをめざすために⼗分な研鑽を積んだ⼈を，広く⽇本
全国および国外から受け⼊れます。社会⼈も歓迎します。

2. 選抜の基本⽅針
研究者や社会で活躍するリーダをめざすために必要な専

⾨分野および英語の学⼒，専⾨知識の応⽤⼒，横断的思考
⼒，勉学意欲などを評価する試験を⾏います。留学⽣や社
会⼈向けの選抜も⾏います。筆記試験，⼝述試験および⾯
接によって選抜を⾏います。筆記試験においては研究者や
社会で活躍するリーダをめざすための学⼒を，⼝述試験に
おいては⼗分な研鑽実績と意欲を評価します。



Admission policy
The Graduate School of Environmental Studies (GSES) helps 
students improve their specialized knowledge in each traditional 
field relating to nature, cities and society, demonstrating ways to find 
solutions to various environmental problems by integrating the 
knowledge of various specialized fields, and encourages them to 
make use of the results of their studies for the development of each 
such field. By means of interdisciplinary collaborations among three 
departments, we carry out education and research on environmental 
studies, hoping to bring about the realization of a sustainable and 
safe/stable society. The GSES will develop individuals capable of 
finding their own roles in society, and playing an active role in the 
international community.
n The GSES welcomes applicants with sufficient basic knowledge 

from both inside and outside Japan. Business people are also 
welcome.

n Admission exams for international students and business people
are also provided.



留学⽣特別選抜
(募集⼈員に含む)

Special application for 
international students

社会⼈
特別選抜

(募集⼈員に含む)

地球環境科学専攻
Dept. of Earth 

and 
Environmental 

Sciences

前期課程
Master 53 5 若⼲名

A few Students

後期課程
Doctor 24 5 若⼲名

A few Students
都市環境科学専攻

Dept. of 
Environmental 

Engineering and 
Architecture

前期課程
Master 47 5 若⼲名

A few Students

後期課程
Docter 21 ５ 若⼲名

A few Students

社会環境学専攻
Dept. of Social 

and Human 
Environment

前期課程
Master 27 5 若⼲名

A few Students
後期課程
Doctor 13 ５ 若⼲名

A few Students

環境学研究科 募集⼈員
The number to be admitted at GSES

募集⼈員
the no. to be 

admitted



地球環境科学専攻 都市環境科学専攻** 社会環境
学専攻地球惑星科学 ⼤気⽔圏科学 持続発展学 建築学

第
１
期
募
集

前期
課程 8/19〜20* 8/3〜20* A⽇程: 8/3〜16

C⽇程：8/24〜26
A⽇程: 8/6

B⽇程: 8/17〜19 8/9〜11

後期
課程 実施しない 8/20 A⽇程: 8/3〜16 B⽇程: 8/17〜19 実施

しない
2021
年度
秋
⼊
学

前期
課程 8/19〜20 8/3〜20 A⽇程: 8/3〜16 実施しない 8/9〜11

後期
課程 8/19 8/20 A⽇程: 8/3〜16 B⽇程: 8/17〜19 8/9〜11

第
２
期
募
集

前期
課程

2⽉に実施予定 第１期合格者数により実施を検討
2⽉に
実施
予定後期

課程

環境学研究科 ⼊学試験⽇程 Admission Schedule

* 社会⼈特別選抜は実施しない。
** 都市環境科学専攻のA⽇程、B⽇程、C⽇程の詳細は，募集要項ならびに受験案内
を参照すること。
International students are sure to check the General Guidelines for 
Admission to Graduate Study Programs.



⾃⼰推薦⼊試
Self recommendation admission 

筆記試験を⾏わないが、⾃⼰推薦書を提出
No written exam, but required for applicants for self-recommendation letter
• 地球環境科学 前期課程【Ⅰ期・⼀般選抜，秋⼊学・⼀般

選抜】: ⼝述試験
• 都市環境学 前期課程・建築学コース【Ⅰ期・⼀般選

抜】: ⾃⼰推薦書の書類審査に合格したものに対する⼝
述試験

• 社会環境学 前期課程【Ⅰ期・⼀般選抜，秋⼊学・⼀般選
抜】および後期課程【秋⼊学・⼀般選抜】: ⼝述試験

詳細は，必ず募集要項および受験案内を確認してください。
For details, be sure to check the General Guidelines for 

Admission to Graduate Study Programs.



英語試験について About the English exam
TOEFL/TOEIC/IELTSスコアシート提出
Required TOEFL/TOEIC/IELTS original score sheet

• 地球環境科学前期課程【Ⅰ期，秋⼊学】
• 都市環境学前期課程/後期課程【Ⅰ期，秋⼊学】
• 社会環境学 前期課程【Ⅰ期，秋⼊学】および後期課程【秋⼊
学】のうち⾃⼰推薦⼊試の受験を希望する者

有効な検定科⽬
TOEFL “Test Taker Score Report”*/TOEIC “Official Score Certificate” 〈公
式認定証〉/IELTS “Test Report Form” 〈成績証明書〉

* 地球環境科学専攻を受験する者については2021年2⽉に名古屋⼤学で実施し
たTOEFL-ITPの「TOEFL ITP Score Report」，都市環境学専攻ではTOEFL 
iBT のHome Editionも受け付ける。

スコアシートの取り扱いは，各専攻・系によって異なるので，必ず募集要項およ
び受験案内を確認してください。
The submission of score sheets differs according to each departments/
divisions, so be sure to check the the General Guidelines for Admission to
Graduate Study Programs.


