
平成 29 年度 理工学研究科博士前期課程募集要項（出願書類） 
の補足について 

 

「平成 29 年度理工学研究科博士前期課程学生募集要項（一般選抜）（9 月入学）」に下記のとおり 

一部補足がございます。 

 

記 

 

該当箇所 10 頁 一般選抜 

旧 地球進化学コース，分子科学コース 

英語の点数として TOEIC からの換算点を，英語の点数としますので， 

TOEIC の成績証明書の原本とその写し(A4 サイズ)を 1 部提出してください。 

成績証明書は，Official Score Certificate (公式認定証)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書の利用はできません。 

数理科学コース，生物環境科学コース 

TOEIC あるいは TOEFL iBT のスコアからの換算点を英語の点数としますので， 

TOEIC あるいは TOEFL iBT の成績証明書の原本とその写し(A4 サイズ)を 1 部提出して 

ください。成績証明書は，TOEIC は Official Score Certificate (公式認定証)，TOEFL iBT

は Official Score Report (公式スコア票)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書は利用できません。 

新 地球進化学コース，分子科学コース 

英語の点数として TOEIC からの換算点を，英語の点数としますので， 

TOEIC の成績証明書の原本とその写し(A4 サイズ)を 1 部提出してください。 

成績証明書は，Official Score Certificate (公式認定証)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書の利用はできません。 

やむをえない事情で出願期間に成績証明書原本とその写しが提出できない場合，試験 

当日に成績証明書原本及びその写しを提出することができます。その場合は必ず 

5 ページの出願書類等提出先へ問い合わせてください。 

数理科学コース，生物環境科学コース 

TOEIC あるいは TOEFL iBT のスコアからの換算点を英語の点数としますので， 

TOEIC あるいは TOEFL iBT の成績証明書の原本とその写し(A4 サイズ)を 1 部提出して 

ください。成績証明書は，TOEIC は Official Score Certificate (公式認定証)，TOEFL iBT

は Official Score Report (公式スコア票)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書は利用できません。 

やむをえない事情で出願期間に成績証明書原本とその写しが提出できない場合，試験 

当日に成績証明書原本及びその写しを提出することができます。その場合は必ず 5 

ページの出願書類等提出先へ問い合わせてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

該当箇所 20 頁 社会人選抜 

旧 地球進化学コース，分子科学コース 

英語の点数として TOEIC からの換算点を，英語の点数としますので， 

TOEIC の成績証明書の原本とその写し(A4 サイズ)を 1 部提出してください。 

成績証明書は，Official Score Certificate (公式認定証)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書の利用はできません。 

数理科学コース，生物環境科学コース 

TOEIC あるいは TOEFL iBT のスコアからの換算点を英語の得点としますので， 

TOEIC あるいは TOEFL iBT の成績証明書の原本とその写し(A4 サイズ)を 1 部提出して 

ください。成績証明書は， TOEIC は Official Score Certificate (公式認定証)，TOEFL iBT

は Official Score Report (公式スコア票)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書は利用できません。 

新 地球進化学コース，分子科学コース 

英語の点数として TOEIC からの換算点を，英語の点数としますので， 

TOEIC の成績証明書の原本とその写し(A4 サイズ)を 1 部提出してください。 

成績証明書は，Official Score Certificate (公式認定証)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書の利用はできません。 

やむをえない事情で出願期間に成績証明書原本とその写しが提出できない場合，試験 

当日に成績証明書原本及びその写しを提出することができます。その場合は必ず 

18 ページの出願書類等提出先へ問い合わせてください。 

数理科学コース，生物環境科学コース 

TOEIC あるいは TOEFL iBT のスコアからの換算点を英語の得点としますので， 

TOEIC あるいは TOEFL iBT の成績証明書の原本とその写し(A4 サイズ)を 1 部提出して 

ください。成績証明書は， TOEIC は Official Score Certificate (公式認定証)，TOEFL iBT

は Official Score Report (公式スコア票)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書は利用できません。 

やむをえない事情で出願期間に成績証明書原本とその写しが提出できない場合，試験 

当日に成績証明書原本及びその写しを提出することができます。その場合は必ず 18 

ページの出願書類等提出先へ問い合わせてください。 



 

 

該当箇所 26 頁～27 頁 外国人留学生選抜 

旧 地球進化学コース，生物環境科学コース 

英語の点数として，TOEIC あるいは TOEFL iBT スコアからの換算点を，英語の得点 

としますので，TOEIC あるいは TOEFL iBT の成績証明書の原本とその写し(A4 サイ 

ズ)を 1 部提出してください。 

成績証明書は，TOEIC は Official Score Certificate (公式認定証)，TOEFL iBT は Official 

Score Report (公式スコア票)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書は利用できません。 

新 地球進化学コース，生物環境科学コース 

英語の点数として，TOEIC あるいは TOEFL iBT スコアからの換算点を，英語の得点 

としますので，TOEIC あるいは TOEFL iBT の成績証明書の原本とその写し(A4 サイ 

ズ)を 1 部提出してください。 

成績証明書は，TOEIC は Official Score Certificate (公式認定証)，TOEFL iBT は Official 

Score Report (公式スコア票)とします。 

提出できる成績証明書の発行日は，平成 26 年 4 月以降とします。 

TOEIC IP 等の団体特別受験制度による成績証明書は利用できません。 

やむをえない事情で出願期間に成績証明書原本とその写しが提出できない場合，試験 

当日に成績証明書原本及びその写しを提出することができます。その場合は必ず 24 

ページの出願書類等提出先へ問い合わせてください。 


