
２０２２年度大学院入学試験について

東京大学大学院教育学研究科



大学院の構成
コース 研究教育分野

●総合教育科学専攻

基礎教育学コース 教育哲学、教育人間学、教育史、教育臨床学

比較教育社会学コース 教育社会学、高等教育論、比較教育システム論、比較教育学

生涯学習基盤経営コース 生涯学習論、社会教育学、図書館情報学

大学経営・政策コース 大学経営論、大学政策論、比較大学論

教育心理学コース 教授・学習心理学、発達心理学、教育認知科学、教育情報科学

臨床心理学コース 臨床心理システム論、臨床心理カリキュラム論、発達臨床心理学

身体教育学コース 身体教育科学、教育生理学、発達脳科学、健康教育学

●学校教育高度化専攻

教職開発コース 授業研究、カリキュラム研究

教育内容開発コース 科学技術教育、数学教育、言語教育、人文社会教育、芸術教育、身体教育

学校開発政策コース 教育政策研究、学校経営研究



• 各コースの紹介は、コースごとの動画や資料をご覧ください

＜問い合わせ先について＞
• 各コースの教育・研究に関するお問合せは各コースの
連絡先まで、出願前までに行ってください

• 募集要項など研究科全体にわたる事項は、

教育学研究科学生支援チームまで

• 入試に関わる質問など、内容によってはお答えできな
い場合があります。



修士課程入学試験について

• 令和3（2021）年9月上旬にオンライン試験方式
にて実施する

• 学生募集要項は令和3（2021）年5月下旬を目途
に教育学研究科ウェブサイトにおいて公表する

• 入学試験への出願受付は令和3（2021）年7月上
旬から中旬のうち研究科の定める期間とし、日程
の詳細については学生募集要項のなかで公表する



修士課程入学試験について

• 試験は、第一次試験（筆記試験）、第二次試験
（口述試験）を行う

• 試験科目・方法、日時、および提出書類等の詳細
については学生募集要項のなかで公表する

–なお、提出書類については、令和3（2021）年度の
募集要項を研究科ウェブサイトに掲載しているので参
考にすること



東京大学大学院教育学研究科修士課程募集要項
２．選抜方法

(1) 入学者の選抜は、第一次試験（筆記試験）、第二次試験（口述試験）及び出願書類（研究計画書、
出身学校の学業成績等）を総合的に判定して行う。

(2) 第二次試験（口述試験）は、第一次試験（筆記試験）合格者についてのみ行う。
(3) 第一次試験、第二次試験ともにオンライン方式により実施する。

４．試験期日及び場所

(1) 第一次試験（筆記試験）は、令和2(2020)年9 月8 日（火）に行う。
(2) 第二次試験（口述試験）は、令和 2(2020)年9 月11 日（金）に行う。
(3) 試験時間割については、受験票とともに送付する「受験者心得」で指示する。

５．出願手続

出願はオンライン入力と郵送の双方によって行う。
以下の手順に従って、必ずオンラインと郵送の双方により、出願手続きを行うこと。

(1) 本研究科の公式ウェブサイト（http://www.p.u-tokyo.ac.jp/）から指定されたウェブページ にアクセスし、
指示に従って必要事項を入力すること。出願用のウェブページは令和2 （2020）年7月に公開する。

(2) 入力後、内容を印刷するよう指示が出るので、印刷した用紙を、他の必要書類と併せて以下の 送付先まで郵
送すること。用紙はA4版を用いること。

(3) 郵送にあたっては、「提出書類等」を一括して角形２号の封筒（表面に「出願書類在中」と 朱書きのこと）
に入れ、書留・速達郵便とすること。

(4) 受付期間
令和2(2020)年7 月13 日(月)から7 月17 日(金)まで
ただし、令和2(2020)年7 月17 日(金)までの消印があり、かつ、7 月27 日(月)までに到着したものまで受け

付ける。
(5) 送付先 〒113-0033 東京都文京区本郷7 丁目3 番1 号

東京大学教育学研究科事務部学生支援チーム（大学院担当）

参考：2021年度入試（2020年実施）の募集要項



７．合格者の発表及び入学手続

(1) 第一次試験合格者は、令和2(2020)年9月10日(木)正午（昼12時）ごろ本研究科ホームページ で合格者の受験
番号を掲載して発表する。

(2) 第二次試験合格者は、令和 2(2020)年 9 月 15 日(火)午後 3 時ごろ本研究科ホームページで合格者 の受験
番号を掲載して発表する。 ホームページへの掲載は、令和 2(2020)年 9 月 22 日(火)午後 5 時に終了する。

(3) 電話による合否についての照会には、一切応じない。
(4) 合格通知書は 10 月上旬に、また、入学手続要領等は令和 3（2021）年 2 月末日までにそれぞれ 本人宛に
郵送する。

(5) 合格の通知を受けた者は、送付される入学手続要領により、令和 3（2021）年 3 月中の所定の期 間内に必
要な入学手続（入学料の納付及び入学手続書類の提出）を行うこと。所定の期間内に 入学手続を行わない場合
には、入学しないものとして取り扱うので注意すること。

(6) 入学時に必要な経費（令和 3(2021)年度予定額）
（日本政府（文部科学省）奨学金留学生に対しては徴収しない。）
①入学料 282,000円（予定額）
② 授業料 前期分 267,900円（年額535,800円）（予定額）
（注）上記納付金額は、予定額であり、入学時又は在学中に学生納付金改定が行われた 場合には、改定時から

新たな納付金額が適用される。

参考：2021年度入試（2020年実施）の募集要項



博士課程入学試験について

• 令和3（2021）年9月上旬に第一次試験（筆記試
験）を、令和4（2022）年2月上旬に第二次試験
（口述試験）をオンライン試験方式にて実施する

• 学生募集要項は令和3（2021）年5月下旬を目途
に教育学研究科ウェブサイトにおいて公表する

• 入学試験への出願受付は令和3（2021）年7月上
旬から中旬のうち研究科の定める期間とし、日程
の詳細については学生募集要項のなかで公表する



博士課程入学試験について

• 令和4（2022）年1月上旬に修士学位論文又はこ
れに代わる論文を提出すること（例年と同様）
–提出時期の詳細については学生募集要項のなかで公表
する

• 試験科目・方法、日時、および提出書類等の詳細
については学生募集要項の中で公表する
–なお、提出書類については令和3（2021）年度の募
集要項を研究科ウェブサイトに掲載しているので参考
にすること



東京大学大学院教育学研究科博士課程募集要項
２．選抜方法

(1) 入学者の選抜は、第一次試験（筆記試験）、第二次試験（口述試験）、修士の学位論文（又はこれに 代わる
論文）及び出願書類（研究計画書、出身学校の学業成績等）を総合的に判定して行う。

(2) 第二次試験（口述試験）は、第一次試験（筆記試験）合格者についてのみ行う。
(3) 第一次試験、第二次試験ともにオンライン方式により実施する。本募集要項に添付する別紙を参照すること。

４．試験期日及び場所

(1) 第一次試験（筆記試験）は、令和 3(2021) 年 1 月 26 日（火）に行う。
(2) 第二次試験（口述試験）は、令和 3(2021)年 2 月 2 日（火）に行う。
(3) 試験時間割及び試験場については、受験票とともに送付する「受験者心得」で指示する。

５．出願手続

出願はオンライン入力と郵送の双方によって行う。
郵送にあたっては、「提出書類等」を一括して角形2 号 の封筒（表面に「出願書類在中」と朱書きのこと）に

入れ、書留・速達郵便とすること。
オンラインと郵送の双方による出願がない場合は受理しない。

(1) 本研究科の公式ウェブサイト（http://www.p.u-tokyo.ac.jp/）から指定されたウェブページに アクセスし、
指示に従って必要事項を入力すること。入力後、内容を印刷するよう指示が出るので、 印刷した用紙を､他の
必要書類と併せて以下の送付先まで郵送すること｡用紙は A4 版を用いること。

(2) 受付期間
令和 2(2020)年 11 月 16 日（月）から 11 月 20 日（金）まで
ただし、令和 2(2020)年 11 月 20 日（金）までの消印があり、かつ、11 月 27 日（金）までに到着したも

のまで受け付ける。
(3) 送付先 〒113-0033 東京都文京区本郷 7 丁目 3 番 1 号

東京大学大学院教育学研究科事務部学生支援チーム（大学院担当）

参考：2021年度入試（2020年実施）の募集要項



７．合格者の発表及び入学手続

(1) 第一次試験合格者は、令和2(2020)年9月10日(木)正午（昼12時）ごろ本研究科ホームページ で合格者の受験
番号を掲載して発表する。

(2) 第二次試験合格者は、令和 2(2020)年 9 月 15 日(火)午後 3 時ごろ本研究科ホームページで合格者の受験
番号を掲載して発表する。 ホームページへの掲載は、令和 2(2020)年 9 月 22 日(火)午後 5 時に終了する。

(3) 電話による合否についての照会には、一切応じない。
(4) 合格通知書は 10 月上旬に、また、入学手続要領等は令和 3（2021）年 2 月末日までにそれぞれ本人宛に
郵送する。

(5) 合格の通知を受けた者は、送付される入学手続要領により、令和 3（2021）年 3 月中の所定の期間内に必
要な入学手続（入学料の納付及び入学手続書類の提出）を行うこと。所定の期間内に 入学手続を行わない場合
には、入学しないものとして取り扱うので注意すること。

(6) 入学時に必要な経費（令和 3(2021)年度予定額）
（日本政府（文部科学省）奨学金留学生に対しては徴収しない。）

①入学料 282,000円（予定額）
② 授業料 前期分 267,900円（年額535,800円）（予定額）

（注）上記納付金額は、予定額であり、入学時又は在学中に学生納付金改定が行われた場合には、改定時
から新たな納付金額が適用される。

参考：2021年度入試（2020年実施）の募集要項



総合教育科学専攻身体教育学コースに出願する者は、以下の要領で TOEFL®公式スコアを提出すること。

１．試験の種類
TOEFL iBT®（Internet-based Test、Special Home Edition を含む。）、TOEFL ITP® Plus for China（中国本土在住

者のみ）、または TOEFL PBT®（Paper-based Test）試験のみを有効とす る。TOEFL が実施する他の試験（団体試験で
ある TOEFL ITP®（Institutional Testing Program、 上記 Plus for China 以外）など）は認められないので留意す
ること。

２．有効期限 平成 30(2018)年 7 月 1 日以降に受験したものに限定する。
３．提出書類 以下の(1)(2)両方を提出する。 ただし、TOEFL ITP ® Plus for China 受験者（中国本土在住者のみ）は、

以下に代えて、 本件担当者〔e-mail: tipfc at p.u-tokyo.ac.jp（ at は@に変えること。）〕に e-mail で受験した
旨を連絡すること。
(1) ETS から本研究科宛に直送される「Official Score Report」 送付先として「DI(Designated Institution)コー

ド“B346” 」（Department コード “99”（Any Department Not Listed))を指定し、「Official Score Report」
を令和 2(2020) 年 11 月 17 日（火）までに ETS に請求すること。

(2) 「Test Taker Score Report」または「Examinee Score Report」のコピー ETS（Educational Testing Service）から直接本人
宛に送付される「Test Taker Score Report／Examinee Score Report」のコピーを博士課程 論文提出用封筒に同封 して提出す
ること。

※提出期間： 令和 3(2021)年 1 月 4 日（月）～令和 3(2021)年 1 月 7 日（木）【消印有効】
注１）ETS から本研究科に送付される「Official Score Report」は、請求してから本研究科に 郵便が到着するまでに相当の日数

を要することがあるので、ETS への請求は早めに行 うこと。
注２）「University of Tokyo：DI コード“9259”」で請求しないこと。本研究科には届かない。
注３）TOEFL iBT®の「Official Score Report」の請求は、「テスト申込時」又は「テスト後 （有料）」となる。「テスト当日」

の請求は出来ないので留意すること。
注４）スコア請求方法の詳細については、国際教育交換協議会の Web サイトを参照すること。

（参考 URL：http://www.cieej.or.jp/toefl/）なお、サイト中に、Official Score Report 送付手続きは、「有効期限内
（テスト日から 2 年以内）であれば、何回でも手続きが可 能」と記載され、2 年以内でなければ手続きできないと考えられ
るため注意すること。

注５）TOEFL iBT®では、令和元(2019)年８月よりテストスコアレポートに「MyBest TM scores」 が導入されることに伴い、従来の
「Official Score Report」は「Institutional Score Report」に、「Test Taker Score Report／Examinee Score Report」は
「Test Taker Score Report」に名称が変更になった。本研究科への出願にあたっては、変更前ある いは変更後のスコアレポー
トのどちらでも可とする。なお、変更後のスコアレポート については、「Test Date Scores」のみを活用する（
「MyBest TM scores」は活用しない）。

令和 ３(２０２１)年度東京大学大学院教育学研究科身体教育学コース
博士課程学生募集要項補足説明

参考：2021年度入試（2020年実施）の募集要項



博士課程入学試験は、出願及び第
一次試験（筆記試験）の時期が、
昨年度実施した令和3(2021)年度
博士課程入学試験とは異なってい
るので注意すること



※ 新型コロナウイルスの影響により、営業日・時間が変更される場合がありますので、事前に上記センターへお問い合わせ
くださるようお願いします。

過去問題の入手方法



ご清聴ありがとうございました


