
 
TOEFL®Test ／TOEIC®Test スコアシート提出による筆答試験（英語）の実施について 

 
 
本研究科では、下記の選抜区分（試験又は選抜）において、TOEFL-iBT® Test、TOEFL® PBT Test 
および TOEIC®公開 Test のいずれかの試験の成績を採用しています。 
 

専門試験科目群 
対象となる選抜区分 

前期２年の課程 後期３年の課程 

数学群（１群） 外国人留学生等選抜 外国人留学生等編入学選抜 

情報・生命系群（２群） 

一般選抜 
 

早期卒業生選抜 
 

外国人留学生等選抜 

本学他研究科からの進学試験 
 

一般編入学選抜 
 

外国人留学生等編入学選抜 

機械・知能系群（３群） 

土木工学群（４群） 

言語・メディア群（５群） 

心理・哲学群（６群） 

社会科学群（７群） 

 
 
願書出願の際には、次のいずれかの書類を提出してください。 

TOEFL®Test  
Test Taker Score Report（受験者用控えスコア票）、又は

TOEFL Institutional Score Report（公式スコア票） 

TOEIC®Test Official Score Certificate（公式認定証） 

 
※ １群、２群、３群、５群及び６群については、英語を母語とする志願者は個別に問合せてくだ

さい。 
※ 入学試験初日から過去２年以内に受験したスコアシートのみ有効となります。 
※ 団体受験用の TOEFL ITP® Test および TOEIC® IP Test は認めません。 
※ タイプの異なる複数の試験のスコアを提出することもできます。 
※ 出願時（願書受付期間最終日まで）に提出しない場合、英語の評価は 0 点となります。 
※ TOEFL® Institutional Score Report を送付依頼する際の本研究科 DI コードは２１４９です。 
 
※ TOEFL®Test ／TOEIC®Test のスコアシートが各試験実施団体から発送され大学に到着する

までの日数については、各試験実施団体の案内を確認してください。 
 

願書受付期間に間に合うよう、十分時間的余裕をもって対応してください。 
 
 

TOEFL,TOEFL iBT,TOEFL ITP および TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・サー

ビス（ETS）の登録商標です。 
  



Guide to written examinations (English) submission of TOEFL®Test ／TOEIC®Test 
score sheet as a part of the entrance examination to GSIS  

 
 
In our graduate school, we accept scores from the following publicly offered standardized tests: 
TOEFL-iBT® Test, TOEFL® PBTTest, and TOEIC®. They are organised as follows: 
 

Specialized subject group 
Subject to selection section 

Master’s program Doctoral program 

Mathematics (group 1) Overseas student 
applicants Overseas transfer student 

Information and Bio systems 
(group 2) 

Mature students 
 

Graduating early 
 

Overseas students  

Advancing from Master's 
Program   

 
Mature students 

 
Overseas students 

Machine and Intelligence 
(group 3) 

Civil Engineering (group 4) 

Languages and Media  
(group 5) 
Psychology and Philosophy 
(group 6) 

Social Sciences(group 7) 

 
The necessary application documentation is as follows. Please submit either one. 

TOEFL®Test Test Taker Score Report 
TOEFL Institutional Score Report 

TOEIC®Test Official Score Certificate 

 
※ For group 1, 2, 3, 5 and 6, Applicants whose native language is English should directly 

contact the GSIS. 
 

※ TOEFL ITP® Test or TOEIC® IP Test from 2 years before the entrance examination date to 
those for which results can be submitted by the application deadline are valid. Scores from 
group TOEFL ITP® Test and TOEIC® Institutional Program (IP) tests are not accepted. 
 

※ One may submit scores of multiple tests provided they are of different types. If a score 
sheet is not submitted with your application (by deadline), your English language score 
will be rated as zero.  

 
※ TOEFL® Institutional Score Report for mailing, the GSIS’s DI code is 2149. 
 

Applicants are advised to check examination dates and take examinations early, bearing in 
mind the time necessary for the university to receive the official score report by the deadline. 
 
 

TOEFL, TOEFL iBT, TOEFL ITP and TOEIC are registered trademarks of Educational 
Testing Service (ETS). 


