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作成日時：2020年 11 月 5日 11:15 AM 

2020年言語情報科学専攻入試説明会 募集要項（抜粋） 

 

 総合文化研究科がホームページに掲載している入学試験案内、募集要項、提出課題から、

当専攻の課題、外国語科目などに関する箇所のみを抜粋しました。その他の事項の詳細は

総合文化研究科のホームページで確認してください。 

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/admission/master-doctor/index.html 

 

(I) 修士課程入学試験 

(II) 博士後期課程入学試験 

 

(I) 修士課程入学試験 

 

(I-1) 修士課程入学第１次試験（書類審査） 

 下記の 2点の課題を A4用紙で作成し、PDFファイル（鮮明なもの）にして 2021年 1月

6 日（水）までに提出してください。提出先は 2020 年 12月 21日（月）以降に総合文化研

究科ホームページを参照してください。 

 提出書類を郵送する前に出願者情報をオンライン登録してください（登録期間は日本時

間 2020年 11月 5日 10時～11月 17日 13時）。 

(1) 卒業論文（又はそれに準ずる研究論文）の概要：日本語で 6,000字～10,000 字。 

※章立てをして、問題提起、（見通される）結論を本文中に明記し、文献一覧を付す

こと（文献一覧も字数に数えます）。 

(2) 研究計画書：日本語で 2,000字程度（第 2 次試験に提出するものと同じもの）。 

 

(I-2) 修士課程入学第２次(口述)試験 

 第 2次(口述)試験は、第１次試験に合格した者を対象に、専攻(分野)ごとに主として専門

科目や外国語科目についてオンラインで審査を行います。 

(I-2-1) 修士課程入学第 2次試験期日 

2021年 2月 15日（月）～2 月 17 日（水）。 

(I-2-2) 修士課程入学第 2 次試験提出課題 

提出方法：郵送（書留速達郵便）。 

なお、日本国外から郵送する場合、必ず事前に総合文化研究科事務部（下記宛先）

に申し出て、指示を受けてください。 

宛先：〒153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1 

 東京大学大学院総合文化研究科事務部教務課総合文化大学院チーム 

電話 03-5454-6050(6049) 

受付期間：2021 年 1 月 29 日（金）～2月 2日（火）。 
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（以下の「提出課題」中の「論文」は一次試験で「概要」を提出した「論文」（卒業論

文又はそれに準ずる研究論文）本体を指します） 

 

対象者 提出課題 備考 

一般出願者 

(1) 『論文』 

 2021 年 3 月卒業見込みの者で、言語科学、

言語態分野を中心とした広義の言語現象に関

する卒業論文又はそれに準ずる論文を書いた

者は、それを 3 部提出すること(すべてコピー

でよい)。 

(2)  上記 (1) 以外の者は、文学、言語学、記

号論、言語哲学、言語教育、コミュニケーショ

ン論、言語情報処理等、広義の言語現象に関し

て作成した論文 1 点を 3 部提出すること(コピ

ーでよい)。 

(3)『論文要旨』 

 上記 (1)、(2) いずれの場合も、日本語によ

る要旨を 3部添えて提出すること。 

(4) 『研究計画書』 

 上記 (1)、(2)、(3) 以外に、大学院入学後の

研究計画をできる限り具体的に述べた研究計

画書を 3 部提出すること。 

 

 

 

 

 

 

(イ) 左記 (2) に該当する場合、日本語、

中国語あるいは韓国朝鮮語による論文は、

A4 判用紙 12,000～32,000 字程度とし、英

語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、イ

タリア語、スペイン語による論文は、タイ

プ又はワープロにより A4判用紙 (1枚 25

行程度) 20～50枚程度とする。 

 

(ロ) 論文要旨は、A4 判用紙使用 2,000 字

程度とする。 

 

(ハ) 左記 (4) の研究計画書は、日本語で、

A4判用紙使用 2,000字程度とする。 

社会人特別 

 

選抜出願者 

(1) 『研究計画書』 

 大学院入学後の研究計画をできる限り具体

的に述べたものを 3部提出すること。その際、

自分の問題意識が社会における経験とどのよ

うな関係にあるのか、また、大学院における研

究成果を職業等、今後の社会生活にどのように

還元することが可能であるかについての展望

も付け加えること。 

(2) 『論文』 

 上記 (1) 以外に、広義の言語現象に関して

作成した論文を1点につき3部ずつ提出するこ

と(3点以内とする)。 

(3) 『論文要旨』 

 上記 (2) の論文について、日本語による要

旨を 1点につき 3部ずつ提出すること。 

 

(イ) 左記 (1) の研究計画書は、日本語で、

A4判用紙使用 2,000字程度とする。 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 左記 (2) の論文は、日本語に換算し

て原稿用紙 20枚(8,000字)以上のものとす

る。 

 

(ハ) 論文要旨は、A4 判用紙使用 2,000 字

程度とする。 

外国人出願

者 

(1) 『研究計画書』 

 大学でこれまでどのような研究を行ってき

たかを述べた上で、大学院入学後の研究計画を

できる限り具体的に述べたものを 3 部提出す

ること。また、大学院における研究成果を将来

どのように生かすことが可能であるかについ

ての展望も付け加えること。 

(2) 『論文』 

 上記 (1) 以外に、広義の言語現象に関して

(イ) 左記 (1) の研究計画書は、日本語で、

A4判用紙使用 2,000字程度とする。 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 左記 (2) の論文は、日本語に換算し

て原稿用紙 20枚(8,000字)以上のものとす
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作成した論文を1点につき3部ずつ提出するこ

と(3点以内とする)。 

(3) 『論文要旨』 

 上記 (2) の論文について、日本語による要

旨を 1点につき 3部ずつ提出すること。 

る。 

 

(ハ) 論文要旨は、A4 判用紙使用 2,000 字

程度とする。 

 

(I-2-3) 修士課程入学第 2次試験で課される外国語 

(a) 一般出願者 

外国語 (I) :英語 I。 

外国語 (II) : 英語 II、フランス語、ドイツ語、中国語、ロシア語、イタリア語、スペイン語、

韓国朝鮮語、アラビア語、古典ギリシア語、ラテン語から 2科目選択。そのうち 1科

目に日本古典を選択することもできます。 

(b) 社会人特別選抜出願者 

 外国語 (I) :英語 I。 

 外国語 (II) : 英語 II、フランス語、ドイツ語、中国語、ロシア語、イタリア語、スペイン

語、韓国朝鮮語、アラビア語、古典ギリシア語、ラテン語から 1科目選択。日本古典

を選択することもできます。 

(c) 外国人出願者 

英語 IIまたは日本語のいずれか 1科目。 

 

(I-3) 社会人の入学について 

 大学院に入学を許可された場合、在学期間中は大学院の学業に活動の重点を置くこと。

在職のまま大学院に入学しようとする者は、入学手続の際に、在学期間中は大学院の学業

を尊重する主旨の勤務先による承諾書を提出すること。 
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(II) 博士後期課程入学試験 

 口述試験は、提出論文及び志望する専門分野等についてオンラインで実施します。 

 提出書類を郵送する前に出願者情報をオンライン登録してください（登録期間は第 1 号

が日本時間 2020 年 11 月 25 日 10 時～12 月 10 日 13 時。第 2 号以下が日本時間 2020 年 11

月 25日 10時～12月 15日 13時）。 

 「第 1 号」は「本学において 2021 年 3 月 31 日までに修士の学位又は専門職学位を得る

見込みの者」を指します。 

「第 2 号以下」の定義は「博士後期課程学生募集要項」の「1．出願資格」を参照してく

ださい。 

 

(II-1) 博士後期課程入学試験期日 

2021年 2月 1日（月）～2月 3日（水）。 

 

(II-2) 博士後期課程入学試験提出書類 

(II-2-1) 出願資格第１号 

提出書類については総合文化研究科ホームページを参照してください。 

提出方法：持参ないし郵送（書留速達郵便）。 

なお、日本国外から郵送する場合、必ず事前に総合文化研究科事務部（下記宛先）

に申し出て、指示を受けてください。 

宛先：〒153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1 

 東京大学大学院総合文化研究科事務部教務課総合文化大学院チーム 

電話 03-5454-6050(6049) 

受付期間：2020 年 12 月 2 日（水）～12 月 10日（木）。 

 

(II-2-2) 出願資格第 2号以下 

提出方法：郵送（書留速達郵便）。 

なお、日本国外から郵送する場合、必ず事前に総合文化研究科事務部（下記宛先）

に申し出て、指示を受けてください。 

宛先：〒153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1 

 東京大学大学院総合文化研究科事務部教務課総合文化大学院チーム。 

電話 03-5454-6050(6049) 

受付期間：2020 年 12 月 11 日（金）～12月 15日（火）。 

 提出書類のうち、論文、論文要旨、研究業績一覧、研究計画書、これまでの社会的活動

と今後の計画、日本語能力証明書に関する事項は以下の通りです。その他の提出書類につ

いては総合文化研究科ホームページを参照してください。 
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対象者 提出書類 書式及び部数 

提

出

方

法 

一般 

出願者 

論文と論文要

旨 

『論文』 

・修士の学位論文又はこれに代わるもの 3部(すべてコピーでよい)。 

『論文要旨』 

・日本語の場合は、4,000 字以内のものを 3 部、外国語の場合は、2,000

語以内のものを 3部。いずれも A4判用紙を用いること。 

郵

送 

研究業績一覧 

・参考資料として上記論文以外の研究業績の添付を希望する者は、その

業績各 3 部 (コピーでよい)を提出すること。その際、A4 判用紙で、各

論文を 2、3行程度で説明した研究業績一覧を 3部付すこと。 

研究計画書 
・入学後の研究計画書(日本語で 1,600字程度。A4判用紙を用いること。)

を 3部。 

社会人 

特別選

抜 

出願者 

論文と論文要

旨 

『論文』 

・修士の学位論文又はこれに代わるもの 3部(すべてコピーでよい)。 

『論文要旨』 

・日本語の場合は、4,000 字以内のものを 3 部、外国語の場合は、2,000

語以内のものを 3部。いずれも A4判用紙を用いること。 

研究業績一覧 

・参考資料として上記論文以外の研究業績の添付を希望する者は、その

業績各 3 部 (コピーでよい)を提出すること。その際、A4 判用紙で、各

論文を 2、3行程度で説明した研究業績一覧を 3部付すこと。 

これまでの社

会的活動と今

後の計画 

・日本語で 1,600字程度でまとめたものを 3部。A4判用紙を用いること。 

外国人 

出願者 

論文と論文要

旨 

『論文』 

・修士の学位論文又はこれに代わるもの 3部(すべてコピーでよい)。 

『論文要旨』 

・日本語の場合は、4,000 字以内のものを 3 部、外国語の場合は、2,000

語以内のものを 3部。いずれも A4判用紙を用いること。 

研究業績一覧 

・参考資料として上記論文以外の研究業績の添付を希望する者は、その

業績各 3 部 (コピーでよい)を提出すること。その際、A4 判用紙で、各

論文を 2、3行程度で説明した研究業績一覧を 3部付すこと。 

研究計画書 
・入学後の研究計画書(日本語で 1,600字程度。A4判用紙を用いること)

を 3部。 
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日本語能力 

証明書 

・所定の用紙に日本語の指導教授、又はこれに準ずる者が記入したもの

1部。 

・外国人日本語能力試験に合格している者は、日本語能力認定書のコピ

ー1部を提出すること。 

・日本の大学を卒業した者及び日本の大学院を修了した者又は修了見込

みの者は、提出不要。 

 

(II-3) 社会人の入学について 

 大学院に入学を許可された場合、在学期間中は大学院の学業に活動の重点を置くこと。

在職のまま大学院に入学しようとする者は、入学手続の際に、在学期間中は大学院の学業

を尊重する主旨の勤務先による承諾書を提出すること。 


