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海外居住外国人留学生特別選抜（協定校等推薦） 
 
 
 
 
 
 
 
１  募集人員 

地理環境学域    若干名 
都市基盤環境学域  若干名 
建築学域      若干名 
環境応用化学域   若干名 
観光科学域     若干名 

   
 
２  出願資格 
   以下（１）～（７）の全ての条件を満たす者とします。 
（１）日本以外の国籍を有し、２０２３年５月１日現在、海外に居住する者（海外から留学する

者に限る）。 
（２）修士の学位に相当する学位を得た者。又は、研究科において、個別の入学資格審査により、

修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、入学時にお

いて 24 歳に達している者。 
（３）渡日時に、出入国管理及び難民認定法の定めるところにより、大学院入学に支障のない在

留資格を取得できる見込みの者。 
（４）心身ともに大学における学業に支障がないこと。 
（５）学業及び日本での生活上、十分な日本語能力又は英語能力を有すること。 
（６）「３ 出願前協議」に記載する出願前協議により、出願の許可を受けている者 
（７） 東京都立大学都市環境科学研究科との研究交流等がある大学又は研究機関等に所属し、当

該大学の学長、研究科長又は研究機関等の所属長の推薦を受けることができる者 
 
【留意事項】 
既に在留資格「留学」で日本の教育機関に在籍している者（日本語学校在籍者、研究生も含む）

は、資格を有しません。 
 
３  出願前協議 

出願に際しては、事前に本研究科から海外居住外国人留学生特別選抜の出願の許可を受ける

必要があります。 
出願を希望する場合は、２０２３年２月２４日（金）までに、指導を希望する本研究科の教

員を通して本研究科まで申し出てください。 
申し出後、都市環境学部教務係から本研究科指定の下記提出書類様式をメールにて送付しま

す。下記のとおり、期日までに提出し、出願前協議を受けてください。なお出願前協議では前

項（２）に係る資格審査も行います。 
  

日本以外の国籍を有し、２０２３年５月１日現在、海外に居住し、東京都立大学都市環

境科学研究科との研究交流等がある大学又は研究機関等に所属し、かつ当該大学の学長、

研究科長又は研究機関等の所属長の推薦を受けることができる者で、東京都立大学都市

環境科学研究科博士後期課程への入学を希望する外国人留学生を対象とした特別選抜 
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（１） 提出書類 
次項、「４ 出願」の（２）出願書類のうち、次のものを PDF にて提出してください。 
・履歴書（出願書類イ） 
・専攻分野及び研究計画書（出願書類ウ） 
・成績証明書（出願書類エ） 
・推薦調書（出願書類カ） 
 

（２） 受付期間 
２０２３年２月２７日（月）～２０２３年３月６日（月）（３月６日必着） 

 
（３） 提出先 

東京都立大学管理部理系学務課 都市環境学部教務係 
admission-fues@jmj.tmu.ac.jp 

 
４ 出願 
（１）出願期間 

２０２３年４月３日（月）～２０２３年４月１０日（月）（４月１０日必着） 
※EMS 等、配達の記録が残る郵便で送付すること。 

 
（２）出願書類 

出願書類 注意事項 

ア 入学願書（様式１） 
・本研究科所定の様式によること（裏面も記入欄あり） 
・入学願書の研究項目欄には、希望する指導教員、研究内容を記入 
 すること 

イ 履歴書（様式２－１） 
・本研究科所定の様式により、英語又は日本語で作成すること 
・修士論文概要も添付すること 

ウ 専攻分野及び研究計 
  画書（様式２－２） 

・本研究科所定の様式により、英語又は日本語で作成すること 

エ 成績証明書(原本) 

・出身（所属先）大学の学長又は研究科長が作成したもの 
・大学学部１年から直近のものまで提出すること 
・日本語、英語表記以外で発行されたものは日本語訳又は英語訳を

添付すること 

オ 博士前期課程修了 
（見込）証明書（原本） 

・出身（所属先）大学の学長又は研究科長が作成したもの 
・日本語、英語表記以外で発行されたものは日本語訳又は英語訳を

添付すること 

カ 推薦調書（様式３） 
・東京都立大学都市環境科学研究科との研究交流等がある大学の学

長、研究科長又は研究機関等の所属長が作成したもの 
・本研究科所定の様式により、英語又は日本語で作成すること 

キ 健康診断書（様式４） ・本研究科所定の様式によること 
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出願書類 注意事項 

ク パスポートの写し ・表紙及び氏名と国籍が分かるページを提出すること。 

ケ 顔写真 

・証明書用顔写真（４０mm×３０mm）２枚 
・写真（４０mm×３０mm）は、出願前３か月以内に撮影した正面・

無帽、上半身のもの（宗教上又は医学上の理由がない限り）。1 枚を

②履歴書の指定欄に貼り、1 枚は裏に氏名を記載の上送付すること。 

コ 入学考査料の支払証明

（様式５） 

・P.4「６ 入学考査料の納入について」及び「巻末資料」を参照の

上、期限内に納入をし、以下のいずれかを提出してください。 
A 収納証明書 

 B Result Page 

※入学考査料は 30,000 円です。 
※出願書類受理後は、いかなる理由があっても入学考査料は返還し

ません。 

サ 学位取得証明書（原本） 
・「２ 出願資格」の（２）のうち修士の学位に相当する学位を得た

者。外国の学校又は機関等により日本語・英語表記以外で発行され

た書類には、日本語訳又は英語訳を添付すること。 

シ 「出願許可証」の写し 
出願前協議を受け、交付された「出願許可証」の写しを提出してく

ださい。 

ス 長期履修申請書・ 
  長期履修が必要である

ことを証明する書類 

・長期履修制度を希望する者のみ。 
・長期履修制度をよく確認すること。 

セ TOEFL、TOEIC 
又は IELTS のスコア 
※観光科学域のみ提出 

・２０２１年４月３日以降に受験した TOEFL、TOEIC、又は IELTS
のスコア原本を提出すること。 
【TOEFL】 
・TOEFL-iBT のスコアが有効。ただし、TOEFL-iBT Home Edition

は不可。TOEFL-ITP（団体テスト）は不可。 
TOEFL のスコアを提出する受験者は、ETS に Official Score 
Report を請求し（本学（Tokyo Metropolitan University）へ送付

手続を行う際のコード番号は「７１６９」）、かつ Test Taker Score 
Report の写しを提出すること。Official Score Report の受取には

２ヶ月以上かかる場合があるので、よく確認の上、余裕を持って

手続きをすること。 
【TOEIC】 
・TOEIC Listening & Reading 公開テストの Official Score 

Certificate の原本を提出すること。 
・TOEIC IP Test、TOEIC Speaking & Writing Tests、TOEIC 

Speaking Test、TOEIC Writing Test、TOEIC Bridge Test は不

可。 
【IELTS】 
・アカデミックモジュールのスコアが有効。ジェネラル・トレーニ

ング・モジュールは不可。 
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（３）出願書類提出先   
東京都立大学管理部理系学務課 都市環境学部教務係 
〒１９２－０３９７ 東京都八王子市南大沢一丁目 1 番地 

 
注意 
※出願前協議で既に本研究科に PDF にて送付済みの書類についても出願時に必ず原本を提出し

てください。 
※外国の学校又は機関等により日本語・英語表記以外で発行された書類には、日本語訳又は英語

訳を添付してください。 
※出願書類等に不備がある場合は受け付けません（不受理となります）。 
※受理された書類はいかなる理由があっても返却しません。 
 
５ 入学者選考方法 
  入学者の選考は、専門科目の試験結果及び提出書類の内容を総合して行います。 
 
（１） 選考期日 ２０２３年５月８日（月）から５月３１日（水）の間で本研究科が指定する日 
（２） 試験場  東京都立大学 南大沢キャンパス 又は 本研究科が指定する場所 
        （原則として、受験者の居住地で実施） 
（３） 試験科目 口述を中心とした専門科目の試験を課します。 
        ※ 試験時間等は、志望する学域から連絡します。 
 
６ 入学考査料の納入について 
（１）E-支払いサイト（https://e-shiharai.net/）にアクセスし、クレジットカード、Alipay 国際

決済（支付宝）、又は銀聯ネット決済により納入してください。 
（２）納付方法の詳細は、巻末資料「東京都立大学大学院都市環境科学研究科（国外からの出願）

考査料払込方法」を参照してください。なお、事務手数料は各自で負担してください。 
（３）支払手続後、E-支払いサイトトップ画面から収納証明書（英語サイトの場合は”Result 

Page”）を印刷してください。 
（４）「収納証明書」を切り取り、「入学考査料証明書貼付用台紙」〔様式５〕に貼付して提出し

てください。なお、英語サイトからの支払いで“Result Page”を印刷した場合には、「入

学考査料証明書貼付用台紙」〔様式５〕には貼付せず、そのまま提出してください。 
 
入学考査料支払期限 
２０２３年４月３日（月）～２０２３年４月１０日（月）１４時まで（日本時間） 
 

（注意） 
E-支払いサイトにおける手順等に関する質問については、同サイト上の「FAQ」又は「よくあ

るご質問」（https://e-shiharai.net/Syuno/FAQ.html）を参照した上で、e-サービスサポートセ

ンターへ問い合わせてください。 
日本語サイト: https://e-shiharai.net/Syuno/FAQ.html 
英語サイト: https://e-shiharai.net/English/sss/FAQ.html    
          

※入学考査料の返還手続案内 
入学考査料を振り込んだが出願しなかった場合、又は入学考査料を誤って二重に振り込んだ場

合は、入学考査料の返還を申請することができます。 

https://e-shiharai.net/English/sss/FAQ.html
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詳細は、本学のホームページ 
（https://www.tmu.ac.jp/campus_life/tuition/expenses.html）をご確認ください。 
「トップページ」→「入試案内」→「大学院入試」→「入学考査料・入学料・授業料」 
 

７ 合格発表 
  日時 ２０２３年６月２１日（水） １４時（日本時間） 
     発表場所 大学院 都市環境科学研究科ウェブサイト (https://www.ues.tmu.ac.jp) 

合格者には指導を予定する教員より、合格通知書を交付します。 
 

８ 入学手続、入学料及び授業料等 
（１） 入学手続 

      合格者には、入学手続書類を送付します。指定した日時までに入学料を納付し、入学

手続書類を作成の上、都市環境学部教務係へ送付してください。これらの手続を怠ると

入学を許可しません。 
 （２） 入学料 
   ・２８２,０００円（予定金額） 

・入学料は、入学手続時に払い込んでいただきます。 
   ・入学料の改定が行われた場合、改定後の入学料が適用されます。 

 （３） 授業料 
    ・年額５２０,８００円（２０２２年度現在） 
    ・入学時又は在学時に授業料の改定があった場合は、改定後の金額が適用されます。 
    ・入学料及び授業料の納入方法等の詳細については、入学手続書類の中で説明します。 
    ・授業料には、減額又は免除の制度があります。 
（４）奨学金制度 
   「東京都公立大学法人大学院生支援奨学金」の制度があります。 

    「文部科学省外国人留学生学習奨励費」が受給できる場合があります（別途、審査があ

ります）。 
 
９ 入学時期 
  ２０２３年１０月１日 
 
10 長期履修制度 
  本学大学院では、学生が、就業（※１）、育児、介護等の理由により、標準修業年限（博士後期

課程３年）を超えて一定期間の長期にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する

場合に、その計画的な履修を認める制度を設けています。 
  長期履修を認められた学生は、標準修業年限において支払うべき授業料の総額を、認められた

長期在学期間で分割して支払うことができます。 
  詳細については、研究科ウェブサイト（https://www.ues.tmu.ac.jp）を必ず確認してください。 

【注意】 
※１ 「留学」の在留資格では、就業はできません。 

  

https://www.ues.tmu.ac.jp/
http://www.ues.tmu.ac.jp/
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11  個人情報の取扱について 
   東京都立大学では、個人情報について以下のとおり法令に基づき取り扱います。 
（１） 本学への受験の際にお知らせいただいた氏名、住所等の個人情報については、入学志願者 

選考（出願処理、選考実施及び合格発表）及び入学手続きを行うために使用します。 
（２） 入学志願者選考に用いた試験成績は、今後の選考方法の検討資料等に使用することがあり

ます。 
 
12 注意事項 
  入学許可後であっても、受験中あるいは出願前協議、出願手続きに不正があったと認められ

た場合には入学の許可を取り消します。 


