東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
博士課程生命理工医療科学専攻国費外国人留学生（大使館推薦対象）入学試験
学生募集要項
1．募集人員
若干名
2．募集分野
医歯学総合研究科生命理工医療科学研究科運営委員会の構成員が所属する研究分野
（詳細は「研究テーマ検索システム（https://reins.tmd.ac.jp/theme?m=home&l=ja）」参照のこと。
）
3．入学の時期
2022 年 10 月または 2023 年４月
4．出願期間
〇 2022 年 10 月入学を希望する場合
2022 年５月 9 日（月）から 2022 年５月 13 日（金）
〇 2023 年４月入学を希望する場合
2022 年 11 月 21 日（月）から 2022 年 11 月 25 日（金）
出願書類を書留速達郵便により､『博士課程生命理工医療科学専攻国費外国人留学生（大使館推薦対象）入学試験出
願書類在中』と朱書きした角形２号封筒により送付してください。
（出願期間内に必着のこと｡）
※ 提出書類の不備がないように注意してください。
＜宛先＞ 〒113-8510 東京都文京区湯島 1－5－45
東京医科歯科大学統合教育機構入試課大学院入試係
5．出願手続
（1）出願を希望する者は､予め当該分野の指導教員と面談し､博士課程の研究・教育について相談してください｡
（募集を行わない分野もありますので、予めご了承ください。
）
（2）受験票は下記の期日以降に郵送します｡
〇 2022 年 10 月入学を希望する場合
2022 年６月９日（木）
〇 2023 年４月入学を希望する場合
2023 年１月 19 日（木）
（3）出願書類等
次の書類を一括して入試課（１号館西１階）に提出してください｡
① 入学願書（本学所定の様式【様式１】
）
写真【出願前３ヶ月以内に撮影したもので上半身無帽縦４cm×横３cm のもの】を所定の箇所に
貼付すること。
※ 指導教員に署名・捺印を受けること。
※ 原則、指定箇所に分野長（指導教員）の署名及び捺印が必要だが、対面による新型コロナ
ウイルス感染拡大を防ぐため、分野長（指導教員）の出願許可を受けた者に限り、分野長
（指導教員）の署名及び捺印を省略することができる。
なお、分野長（指導教員）の署名及び捺印を省略する場合は、願書の指定箇所に「志望分
野名」
、
「分野コード」を記載し、指導教員の署名欄に「許可を受けた日付」及び「指導教
員氏名」を記載すること。
※ 写真の裏面に氏名を記入すること
※ 写真（３枚）は同一のものを使用すること
② 受験票・写真票（本学所定の様式【様式 2】
）
写真【出願前３ヶ月以内に撮影したもので上半身無帽縦４cm×横３cm のもの】を所定の箇所
に貼付すること。
※ 写真の裏面に氏名を記入すること。
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③
④
⑤
⑥

⑦

※ 写真（３枚）は同一のものを使用すること。
大学（学部） の成績証明書及び卒業（見込）証明書
出身校で発行された日本語または英語表記のもの
大学院（修士・博士課程）の成績証明書及び修了（見込）証明書
出身校で発行された日本語または英語表記のもの
研究（希望）計画書（本学所定の様式【様式 6】
）
本大学院で行おうとする研究の計画を 1000 字以内で記載すること。
業績調書（様式任意・A４判用紙）
・氏名
・修士論文または主な研究論文の概要（1000 字程度）
・業績リスト（主な研究論文、主な学会発表、著書等を年代順に記載すること）
※修士論文、主な研究論文、学会発表抄録等のコピーを添付すること。
検定料は徴収しません。

⑧ 氏名の変更を証明する書類
運転免許証の写し（両面コピー）
、住民票、戸籍抄本、パスポート等
提出する証明書類と現在の氏名が異なる場合のみ
⑨ 大学院入学志願者履歴書（外国の学歴を有する者）
（本学所定の様式【様式 10】
）
International application form for graduate school admission
⑩ 在留カードまたは入国査証（ＶＩＳＡ）のうちいずれかを両面カラーコピーしたもの
在留カードは在留期間（満了日）に注意すること。
所有している者のみ
⑪ パスポートの写し
⑫ 受験票返送用封筒
長形３号封筒（120mm×235mm）に切手（特定記録速達郵便料 514 円）を貼り、受信先及び郵便
番号を記入すること。
⑬ その他本大学院が必要とする書類
上記以外に書類の提出を依頼する場合がある。
注）
・本学所定の様式については、本学ホームページからダウンロードしてください。
https://www.tmd.ac.jp/admissions/graduate-school/youkou/index.html
・いったん出願手続きを完了した者に係る出願書類及は、理由の如何にかかわらず返還しません。
・記入方法は、手書き・タイピング問いません。A4 判用紙、片面印刷で提出願います。
・複数の大学・大学院を卒業・修了している場合には、すべての大学・大学院の成績証明書及び卒業（見込）
証明書・修了（見込）証明書を提出してください。
・出願書類の受領連絡は一切行っておりません。書類に不備があった場合にのみ、入学願書に記入されたメ
ールアドレス宛に連絡いたします。不備が解消されなかった場合、受験できなくなる場合がございます
ので、ご注意ください。
6．選抜方法
入学者選抜は、口述試験、出願書類等により総合的に行います。
口述試験：これまでの研究業績と研究（希望）計画について、パワーポイントで 10 分間のプレゼンテーションを行
ってもらい、その後 20 分間の質疑応答を行います。
（注：試験当日、プレゼンテーション用のノートパソコンを各自持参してください。また、当該パワーポイン
トで作成したスライドの印刷物５部を持参してください。それ以外の資料や原稿をプレゼンテーション
で使用することはできません。
）
※ＭＡＣパソコンを持参する場合は必ずＶＧＡ変換ケーブルも持参すること。
7．試験期日及び場所
（1）試験期日
〇 2022 年 10 月入学を希望する場合
2022 年６月 21 日（火）9 時 00 分から
〇 2023 年 4 月入学を希望する場合
2023 年２月６日（月）14 時 00 分から
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（2）場所
東京医科歯科大学（東京都文京区湯島１-５-45）
※受験者用の駐車場はありません。電車、バス等公共交通機関を利用してください。
8．合格発表
〇 2022 年 10 月入学を希望する場合
2022 年７月 29 日（金）13 時
〇 2023 年４月入学を希望する場合
2023 年３月３日（金）13 時
本学ホームページ上（https://www.tmd.ac.jp/）に合格者の受験番号を発表するとともに、合格者には合格通知書、
入学手続書類を郵送します｡
※電話等による問い合わせには一切応じません｡
9．入学手続
（1）期間
〇 2022 年 10 月入学を希望する場合
2022 年９月 13 日（火）から 2022 年９月 20 日（火）まで
〇 2023 年４月入学を希望する場合
2023 年３月 10 日（金）から 2023 年３月 16 日（木）まで
（2）方法
入学手続書類を書留速達郵便により(3)宛に送付してください。
（手続期間内に必着のこと。
）
（3）送付先
〒113-8510 東京都文京区湯島 1－5－45
東京医科歯科大学統合教育機構入試課大学院入試係
（4）入学料及び授業料は徴収しません。
10.受験上の注意事項
試験当日は、
「受験票」を必ず持参してください。また、合格発表後の入学手続にも必要となるので、大切に保管し
てください。
なお、
「受験票」を紛失した者は、事前に１号館西１階の入試課に申し出て再発行してください。
○ 交通について
・試験室までの交通手段・所要時間については、事前に確認してください。
・悪天候等による交通機関の影響に十分留意し、遅刻のないように注意してください。
○ 試験室への案内
・入学試験当日、試験室を間違えないよう掲示等の案内に注意してください。
・入学試験前の下見は建物の確認のみで、試験室には入れません。
○ 試験室の入退室
・受験者は、試験開始 15 分前までに所定の口述試験控室に入室してください。
・携帯電話やスマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、IC レコーダー等の電子機器類を持っ
ている受験者は、口述控室及び口述室に入る前に必ずアラームの設定を解除し電源を切って、か
ばんに入れて身に付けないでください。
・試験当日やむを得ない事情により遅刻した者は、本学係員（大学名の入った腕章を着用した職員）
の指示に従ってください。
・入退室する際は、受験票を携帯してください。
・退室する際は、忘れ物のないように、机の中などを確認してください。
○ 受験中の注意事項
・口述控室、口述室及び指定された場所以外には、一切の立ち入りを禁じます。
○ その他
・口述試験を受験しなかった者は、不合格となるので注意してください。
・当日、保護者等の付添い者は、本学の構内に入ることは出来ません。
なお、大学周辺で合格発表等の代行の申し込みや、チラシ等の配布を行っている場合があ
りますが、本学とは一切関係がないので注意してください。
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・その他、不明の点がある際は、本学係員（大学名の入った腕章を着用した職員）に尋ねて
ください。
11．その他
・身体に障害があり、試験室に特別な配慮を必要とする場合は、出願より前のなるべく早い時期にその旨申し出て
ください。
・出願書類の記載事項と事実が相違している場合は、入学を取り消すことがあります。
・個人情報の取扱いについて
① 入学者選抜の過程で収集した個人情報は、入学者選抜の実施、入学手続、入学後の奨学・厚生補導並びに
修学指導に関する業務を行うために利用し、この目的以外には利用しません。
② 入学者選抜の過程で収集した個人情報は、
「国立大学法人東京医科歯科大学個人情報管理規則」に基づき厳
密に取り扱い、本人の承諾なく、第三者に開示・提供しません。
・提出する証明書類と現在の氏名が異なる場合は、氏名の変更を証明する書類を添付してください。
・入学試験に関する照会は入試課大学院入試係宛としてください。
※ 問い合わせは志願者本人が行ってください。
・出願書類に不備がある場合は受理しないので、出願の際には十分注意してください。また、受理された出願書類
の変更は認めません。
・出願時の提出書類等は、いかなる理由があっても一切返還しません。提出する際には原本のコピーをとり、
大切に保管してください。
※ 教務（カリキュラム等）に関する問い合わせは下記に願います。
学務企画課（１号館西１階） 電話：03-5803-4679・4534 E-mail: grad02@ml.tmd.ac.jp

〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45
東京医科歯科大学統合教育機構入試課大学院入試係
TEL 03（5803）4924
E-mail：nyu-grad-02.adm@tmd.ac.jp
※お問い合わせはできるだけメールにてご連絡願います。
URL：https://www.tmd.ac.jp
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