
2020 年 8 月実施 医系科学研究科入学試験科目の変更について 

Changes in entrance examination subjects of Graduate School of Biomedical and Health Sciences 
conducted in August 2020 

 
2020 年 8 月に実施予定の医系科学研究科入学試験について，下表のとおり試験科目の変更を予定しています（朱書き部分が変更箇所）。 

なお，詳細は，5 月初旬に公表予定の学生募集要項でご確認ください。 
Regarding the entrance examination for the Graduate School of Biomedical Science scheduled in August 2020, the examination subjects are supposed to 

be changed as shown in the table below (rubricated parts). 
For details, please check the student recruitment guidelines which will be announced in early May. 

 
 

 博士課程前期 総合健康科学専攻 保健科学プログラム【保健学領域】 

 Division of Integrated Health Sciences（Master’s Course）The fields of health sciences 
選抜 

Admission 
Selections 

変更前 
Before 

変更後 

After 
変更内容 
Changes 

外国人特別選抜 
Special Selection 
for International 
Students 

 
●口述試験（外国語（英語または日本語）） 

Oral examination：Foreign language (English or Japanese) 
 
 
 
 
●口述試験（志願する教育研究領域） 

Oral examination：the field of study the applicants apply for 

 

 

 

●外国語（英語）（解答は日本語または英語でも可） 

  Foreign language (English) Answer can be given either in 
n Japanese or in English. 
●口述試験（志願する教育研究領域） 

Oral examination：the field of study the applicants apply for 

＊「口述試験（外国語（英

語または日本語））」を廃

止 
Oral examination：
Foreign language 
(English or Japanese) 
is abolished 
＊「外国語（英語）」を追

加 
Add Foreign language 
(English). 
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博士課程後期 総合健康科学専攻 保健科学プログラム【保健学領域】 

Division of Integrated Health Sciences（Doctoral course）The fields of health sciences 

選抜 
Admission 
Selections 

変更前 
Before 

変更後 

After 

変更内容 
Changes 

社会人特別選抜 
Special Selection 
for Students with 
Careers 

 

 
 
 
●口述試験（志願する教育研究領域） 

Oral examination：the field of study the applicants apply for 

 

●専門科目（志願する教育研究領域）（試験時間 90 分） 

Specialized subject：the field of study the applicants apply 
for（90 minutes test time） 
●口述試験（志願する教育研究領域） 

Oral examination：the field of study the applicants apply for 

＊「専門科目」を追加 
Add Specialized subject 

外国人特別選抜 
Special Selection 
for International 
Students 

 
●口述試験（外国語（英語または日本語）） 

Oral examination：Foreign language (English or Japanese) 
 
 
 
 
 
 
 
●口述試験（志願する教育研究領域） 

Oral examination：the field of study the applicants apply for 

 

 

 

●外国語（英語）（解答は日本語または英語でも可） 

For Foreign language (English) ：Answer can be given 
either in Japan Japanese or in English. 
●専門科目（志願する教育研究領域）（試験時間 90 分） 

Specialized subject：the field of study the applicants apply 
for（90 minutes test time） 
●口述試験（志願する教育研究領域） 

Oral examination：the field of study the applicants apply for 

＊「口述試験（外国語（英

語または日本語））」を廃

止 
Oral examination：
Foreign language 
(English or Japanese) 
is abolished 
＊「外国語（英語）」を追

加 
Add Foreign language 
(English)  
＊「専門科目」を追加 
Add Specialized subject 

 


