
2021年2月12日 

English follows 

令和４（2022）年度 東京大学大学院医学系研究科 医学博士課程に出願予定の皆様へ 

 ※令和４（2022）年４月入学のための入試情報です。 

 

東京大学大学院医学系研究科 

 

「外国語」筆記試験に関する変更について 

（試験実施の取り止め、民間試験スコアの提出への変更について） 

 

 

令和４（2022）年度医学博士課程入学者募集分においては、筆記試験科目のうち「外国語」に

ついては、筆記試験の実施を取り止めることになりました。このことに伴い、出願者には下記の

とおり民間試験のスコアを提出していただく予定です。出願希望者は、出願期間中にスコアを提

出できるよう準備をお願いします。 

なお、令和４（2022）年度募集要項は2021年５月初旬～中旬に公開予定で、出願期間は2021年

７月中旬に設定される予定です。入試関係情報は、随時本研究科ホームページ上に掲載・公開し

ま す の で 、 最 新 情 報 を 見 落 と さ な い よ う ご 確 認 願 い ま す （ 本 研 究 科 Ｈ Ｐ 

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html）。 

 

記 

 

1. 対象専攻：全専攻 

（分子細胞生物学、機能生物学、病因・病理学、生体物理医学、脳神経医学、社会医学、 

内科学、生殖・発達・加齢医学、外科学） 

 

2. 受理予定のスコア  

・ TOEFL-PBT 

・ TOEFL-iBT 

・ TOEFL iBT® Special Home Edition 

・ TOEFL ITP® Plus for China solution 

のうちいずれかのスコアシート。 

・ いずれも、2019年10月１日以降に受験した試験のスコアのみを有効とする。 

 

3. 出願の際、以下のとおり提出いただく予定です。詳細は、2021年５月初旬～中旬に公開予定

の募集要項で確認すること。 

[TOEFLスコアの場合]  

・ ETS(Educational Testing Service)から本人宛に送付された”Test Taker Score Report”

のコピー 

および 

・ ETSから本研究科に直送される”Institutional Score Report” 

※ 出願者は”Institutional Score Report”が本研究科に送付されるよう、TOEFL

事務局に申請すること。 

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html


4. 備考 

・ 日本以外の国籍を有する者で、次の条件を満たす者は、英語スコア提出が免除される場

合があるので、2021年６月末までに事務担当にメールで相談すること。 

外国において、学校教育における18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣

医学）を英語による教育を受けて修了した者及び修了見込みの者。ただし、教育課程

は各々の教育機関がその国において正規の学校教育に位置づけられていることを要

する。 

・ 上記いずれの方法でもスコアシートを提出できない特段の理由がある場合、2021年６月

末までに事務担当にメールで相談すること。 

 

 

ご不明な点がありましたら、事務担当までお問い合わせ願います。 

以上 

【事務担当】東京大学医学部学務チーム（大学院担当） 

in@m.u-tokyo.ac.jp 

mailto:in@m.u-tokyo.ac.jp


February 12, 2021 

 

Dear all applicants for the Doctoral Program of Medicine, Graduate School of Medicine,  

The University of Tokyo (year of 2022) 

 ※This is the entrance examination information for admission in April 2022. 

 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

 

Changes regarding the written exam of Language 

: Cancellation of exam implementation, change to submission of private test score 

 

In the recruitment of students of 2022 entry to the Doctoral Program of Medicine, the written 

examination for "foreign languages" among the written examination subjects is not to be held. As a 

result, applicants will be required to submit a score of the private examination as follows. 

If you wish to apply for our Doctoral Program, please make sure to prepare so that you can submit 

your score during the application period. 

The application guidelines of 2022 entry are scheduled to be published around the beginning-mid. of 

May 2021, and the application period is to be set to mid. July 2021. 

Information about entrance examinations will be posted and published on the Graduate School website. 

Check the website frequently in order not to miss the latest information. 

ＨＰ http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html 

 

1. Applicable Major; ALL Majors 

Major of Molecular Cell Biology, Major of Functional Biology, Major of Pathology, 

Immunology and Microbiology, Major of Radiology and Biomedical Engineering, Major of 

Neuroscience, Major of Social Medicine, Major of Internal Medicine, Major of Reproductive, 

Developmental and Aging Sciences, Major of Surgical Sciences 

 

2. Score to be accepted 

(1) TOEFL-PBT 

(2) TOEFL-iBT 

(3) TOEFL iBT® Special Home Edition 

(4) TOEFL ITP® Plus for China solution 

Applicants are required to submit one of the score sheets above. 

※In each case, only the scores of the exams taken after October 1, 2019 are valid. 

 

3. When applying, applicants will be requested to submit as follows. For details, please check the 

application guidelines available from the beginning-mid of May 2021. 

(1) A copy of the "Test Taker Score Report" sent to you by ETS (Educational Testing Service) 

AND 

(2) "Institutional Score Report" sent directly from ETS to this graduate school 

※ Applicants are requested to order the TOEFL Secretariat that the "Institutional 

Score Report" should be sent to our Graduate School. 

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html


4. Notes 

• A person who has a nationality other than Japan and who meets the following conditions 

may be exempted from submitting an English score. If you are applied to this condition, 

please notify us via email (in@m.u-tokyo.ac.jp) by end of June 2021. 

Those who have completed or are expected to complete an 18-year school 

education (final course is medicine, dentistry, pharmacy, or veterinary 

medicine) in a foreign country with education in English. However, each 

educational institution should be positioned as a formal school education in 

that country. 

• If you have a specific reason that you cannot submit any score report mentioned above, 

email us by the end of June 2021(in@m.u-tokyo.ac.jp). 

 

 

Should you have any questions, please feel free to contact us. 

 

Graduation Student Affairs Section 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

in@m.u-tokyo.ac.jp 

 

end of document 

 


