202２年 10 月入学

総 合 研 究 大 学 院 大 学
複 合 科 学 研 究 科
博士課程（５年一貫制）
及び

博士課程（３年次編入学）
学 生 募 集 要 項

【問合せ先】※問い合わせは志願者本人が行うこと

総合研究大学院大学 学務課学生係
住 所：
電 話：
E-mail：
時 間：

〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町(湘南国際村)
046-858-1525・1526
gakusei@ml.soken.ac.jp
平日 9:00～12:00 及び 13:00～17:00
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Ⅰ．アドミッション・ポリシー

総合研究大学院大学のアドミッション・ポリシー
【基本方針】
本学は、基盤機関である大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人が設置する大学共同利用の研究所その他の機関と
の緊密な連係協力の下に、それぞれの研究分野で国際的に通用する高度な専門性と広い視野を備え、次世代の文化の創造
と発展に貢献できる人材育成を目的とする大学院大学である。
入学にあたっては、先端的な学術分野において自立的に研究を推進することのできる基礎学力と論理的な思考力に重点を
おいた選抜を実施する。
【求める学生像】
本学は、研究に対する強い興味を持ち、学問の全体を俯瞰的に捉えながら、新しい時代を切り開く研究を目指して、豊かな
知性と感性を絶えず研磨し、国際的に活躍する意志と熱意を持った学生を求める。

複合科学研究科 アドミッション・ポリシー
【研究科の基本方針】
複合科学研究科は、複雑な自然・社会現象やその発現・機能・相互作用等を司るシステムについて、個別専門分
野に加えて総合的あるいは異分野融合的な視点から教育研究を行うことにより、高い専門性と新分野を創成する力
を有する人材の育成を目指す。
【求める学生像】
人間社会・地球環境の変容に関わる様々な重要課題に対して強い関心を持ち、情報あるいはシステムの観点か
ら問題解決に向けて積極的に取り組む、意欲のある学生。
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統計科学専攻
【専攻の基本方針】
現実社会からの情報ないし知識の抽出を、データに基づいて実現するために、データ収集の設計、モデリング、
推論、予測およびこれらの基礎、数理、応用に係わる教育研究を行い、複雑に相互に絡み合うさまざまな重要課題
の解決に貢献する創造性豊かな研究能力を備えた人材の育成を目的とする。
【求める学生像】
統計科学に対して強い関心を持ち、未知の問題の解決や新領域の開拓を志す意欲のある学生。特に、既存の学
問分野にこだわらず新たな学術体系の創出を目指し、不確実な現象に対してデータに基づいて推論し行動するとい
う広義の意味での統計科学の構築に、さまざまな分野を背景として力強く参画したいという高い志を持った学生。
【入学者選抜の基本的な考え方】
１．統計科学は幅広い分野を背景とする学際的な学問であることから、他分野からの受験も歓迎する。
２．学位取得のための基礎的な能力の有無を判定する。
３．博士課程（5 年一貫制）は、筆記試験と面接試験を行い、数理と英語の基礎知識、志望研究テーマ、研究への意
欲等から総合的に判断する。
４．博士課程（3 年次編入学）は、面接試験を行い、志望研究テーマ、修士論文や学術論文の研究内容、統計科学の
基礎知識、研究者としての適性等から総合的に判断する。
極域科学専攻
【専攻の基本方針】
極域科学専攻の目的を達成するために、① 自然科学の基礎体系と知識を深く習得し、それらを独創的に展開で
きる能力、② 研究課題設定・解決のための多様な研究手法と技術、③ 研究結果を他者に伝える技術、④ 学際的
な研究に向けた広い視野と柔軟性を備え、新たな知的価値を創出できる研究者の育成を専攻の基本方針とする。
【求める学生像】
極域での自然現象に強い関心があり、極域科学専攻の目的を理解し、解明したい問題に対して、理論的研究、観
測的研究、実験的研究を通して立ち向かうことが出来る、意欲のある学生。自然科学を基礎とする全学問分野か
らの出願を受け付ける。
【入学者選抜の基本的な考え方】
（博士課程（５年一貫制））
・筆記試験、書類選考および面接を行い、学位取得に向けた基礎的な能力を総合的に判断する。
・小論文、英語、専門科目（物理学、化学、生物学、地球科学から出題）による筆記試験では、思考の論理性や表現
力、研究発表に不可欠な英語力、各専門分野における基礎学力があるかどうか判断する。
・書類選考および面接では、記述・論述の論理性、研究意欲、研究能力、研究計画、将来展望などを総合的に判断
する。
（博士課程（３年次編入学））
・書類選考および面接により、記述・論述の論理性、研究計画の独創性、将来への発展性などの観点から、学位取
得に向けた基礎的な能力を総合的に判断する。
情報学専攻
【専攻の基本方針】
情報学専攻は、情報学の分野でリーダーとして活躍する研究者や、社会に役立つ情報技術を開発する高度な専門
職業人を育成することを目的とし、情報学に関する基礎・応用・実用の様々なフェーズの教育研究を行う。
【求める学生像】
高度情報社会の実現に向け、自然科学から人文社会科学を幅広く横断した学際領域である情報学に関して強い
興味を持ち、情報学の分野でリーダーとして活躍する研究者や、社会に役立つ情報技術を開発する高度な専門職業
人を目指す学生、あるいは、在職のまま広い視野と深い専門知識を獲得しようという意欲を持つ社会人。
【入学者選抜の基本的な考え方】
１． 情報学の先端的研究を実施するに足る十分な基礎学力、及び、知識の有無だけでなく、研究に対する意欲や語
学を含めたコミュニケーション能力に関する観点より選考を行う。
２． 出願者が志望する指導分野の教員が書類審査、及び、十分な面接（ただし、海外から出願する留学生については
オンライン面接に置き換えることも可）を行ない、専攻に属する教員全体で情報学専攻に相応しい学生かどうかを
総合的に評価して判断する。
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Ⅱ．複合科学研究科の概要
本学は、５年一貫制博士課程（３年次編入学も可能）を持つ国立大学で、博士の学位を目指す学生のみ受け入れます。
複合科学研究科は、２１世紀人間社会の変容に関わる重要課題を対象とした、従来の学問分野の枠にとらわれない横
断型の教育研究を行い、特に情報とシステムの観点からの学術研究を担う研究者及び高度専門家を育成します。地球、
環境、社会などの関わる複雑で多様なシステムの実験・観測による大量のデータの生成とデータベースの構築、情報の
抽出やその活用法の研究・開発について、分野の枠を超えて融合的な研究を推進し、問題解決に貢献できる能力を培う
ことを目指します。統計科学、極域科学、情報学の各専攻は、本来横断型研究分野を担っていますが、本研究科はこれら
の３専攻が緊密な連携によって、将来を担う優れた人材を育成するものです。
本研究科の目的は、統計科学・極域科学・情報学が対象とする自然界・人間社会の複雑で多様なシステムに関して
様々な切り口やレベルで研究し、複合科学の発展に資する高度な教育研究を行い、大学共同利用機関の先端的な研究
環境を最大限に生かして、多様な学修歴や経験を有する学生に対応した柔軟な大学院教育を実施し、国際的に通用する
広い視野を備えた研究者及び高度専門家の養成を行います。
統計科学専攻
種々の分野で大量なデータを取得蓄積することが可能となった現在、データから高度情報を抽出し予測や知識発見、
推論を行う手法や技術の重要性がますます高まっている。これらはまさに２１世紀を担う高次情報処理の核心的な部分
であり、予測や知識発見、推論のためのモデリング、データ取得やアルゴリズムなどの方法論的基盤とその応用の研究
を行うのが統計科学である。本専攻の目的は統計科学の研究者や技術者を養成することにより、社会や学界に貢献する
ことである。
統計科学は総合科学であり、方法論の根幹をなす予測、知識発見、機械学習、パターン認識、データ同化、データ設計、
データマイニングのためのモデリングと数理、アルゴリズムを横糸とし、生命情報科学、地球環境、マーケティング、ファ
イナンス、社会調査などへの応用を縦糸としており、その研究には幅広い教養と経験が要求される。従来の学問の枠にと
らわれることのない広い学問的興味と強い好奇心を持ち、自ら考えることの好きな探究心に満ちた活力ある学生を求め
たい。
極域科学専攻
本専攻は、地球システム変動における多様な現象及び要因について、物理学、化学及び生物学を用いた教育研究を
行い、これらの相互作用を地球システムとして探求する研究能力及び具体的な方法論を極域環境に対応して企画、立案
し、実施する研究遂行能力を備えた研究者の育成を目的とする。
近年、宙空圏、気水圏、地圏及び生物圏の変動現象が、両極域において特徴的な現れ方をすることがわかって来た。
それら変動の個々の素因と複雑な相互作用を地球システム全体の中で究明することが極域科学の目的である。
極域科学はフィールドサイエンスの要素がとても強く、研究遂行のための具体的方法についての教育・研究を重視し
ている。そして、幅広い地球科学研究に柔軟に対応できる創造性豊かな研究者を養成する。
情報学専攻
国立情報学研究所（NII）の中に設置された本専攻は、加速度的に進歩・発展しつつある世界規模の高度情報社会の
実現に向けて、先端情報技術を駆使し、我が国及び国際社会における、産業・文化・教育・福祉・生活・環境等の様々な問
題を解決し、持続的社会の発展・調和に資するため、情報学に関する新たなパラダイムの提案や有用な科学技術の研
究・開発を推進するとともに、研究者及び技術者を養成することを目的としている。
本専攻では、
１．情報学の基礎科学から情報環境科学まで幅広い専門分野の教員による指導
２．NII の国際研究協力ネットワークにより国内外より集まった優れた研究者との研究
３．NII が提供する学術情報ネットワークおよびデータベースを用いた実践的な研究環境
といった特色ある教育研究環境のもと、深い専門知識と幅広い視野をあわせ持った国際性豊かな研究者を養成する。
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学位(博士)の取得について
博士課程（５年一貫制）
本学に５年以上在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格するこ
と。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については短縮することがある。
博士課程（３年次編入学）
本学に３年以上在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格するこ
と。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については短縮することがある。
授与する学位
専攻名

学位に付記する分野

統計科学専攻

統計科学

極域科学専攻

理

情報学専攻

情報学

学

英文学位

備考

Doctor of Philosophy 博士論文の内容によっては学術

授業科目等について
●研究科・専攻の授業科目については、本学ホームページをご参照ください。
TOP＞教育・研究＞カリキュラム＞科目の履修
https://www.soken.ac.jp/education/curriculum/course/

複合科学研究科については、https://www.soken.ac.jp/rcourse/multidisciplinary_science/ を参照してく
ださい。
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Ⅲ．博士課程（５年一貫制） 出願手続き及び注意事項
１．募集人員
専 攻
統計科学専攻
極域科学専攻
情 報 学 専 攻

講 座
統計科学
極域科学
情報学
計

10 月入学

若干名
―

２．出願資格
出願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
【出願資格認定審査を要しない者】
① 学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者及び入学の前月までに卒業見込みの者
② 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号) 第 104 条第 4 項の規定により学士の学位を授与された者及び入学の前月まで
に学士の学位を授与される見込みの者 ※
③ 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者及び入学の前月までに修了見込みの者
④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 16 年
の課程を修了した者及び入学の前月までに修了見込みの者
⑤ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了したとされるものに
限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定
するものの当該課程を修了した者及び入学の前月までに修了見込みの者
⑥

外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証
を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、
修業年限が 3 年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履
修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号
の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び入学
の前月までに学士の学位に相当する学位を授与される見込みの者

⑦ 学校教育法施行規則第 155 条第 1 項第 5 号の規定により、文部科学大臣が別に指定する専修学校の専門課程（修業年
限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。) を文部科学大臣が定める日以降に
修了した者及び入学の前月までに修了する見込みの者
⑧ 学校教育法施行規則第 155 条第 1 項第 6 号の規定により文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5 号）※
【出願資格認定審査を要する者】
⑨ 入学の前月末日で外国において学校教育における 15 年の課程を修了し、外国の学校が行う通信教育における授業科目
を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了し、又は我が国において外国の大
学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして
当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修
了した者であって、本学において、本学の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
⑩ 入学の前月末日で学校教育法第 83 条に定める大学に 3 年以上在学した者であって、本学において、当該大学の所定の
単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
⑪ 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により他の大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本学におい
て、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑫ 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、入学の前月末日ま
でに 22 歳に達しているもの ※
※ 出願資格②に該当する者とは、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者及び授与される見込みの
者になります。
※ 出願資格⑧に該当する者とは、旧大学令による大学、各省庁組織令・設置法による大学校等を卒業した者及び卒業見込
みの者になります。
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※ 出願資格⑫に該当する者とは、短大・高専・専修学校・各種学校の卒業者、外国大学日本校、外国人学校その他の教育
施設の修了者（見込みを含む）で、個人の能力の個別審査により、本学において、大学を卒業した者と同等以上の学力が
あると認めた者等になります。
出願資格について疑問がある場合は、あらかじめ学務課学生係〔E-mail:gakusei@ml.soken.ac.jp 又は
電話 046-858-1525・1526〕に照会してください。

３．出願資格認定審査
出願資格⑨～⑫により出願しようとする者については、以下の書類を所定の提出期日までに学務課学生係へ提出してくださ
い。なお、出願書類は出願資格審査が終了するまでその受理を保留します。
（１）提出書類
ア．入学者選抜出願資格認定申請書
イ．通常の出願書類

本学所定の様式（別紙様式７－１）
「５．出願書類等」に定める書類
※ただし、検定料については出願資格が認定された後に払い込んでください。

ウ．その他専攻が必要と認める書類
詳細については、各専攻にお問い合わせください。
上記ア、イ及びウは、一括して提出してください。
（２）出願資格認定審査のための書類提出期間（出願資格⑨～⑫で出願する者のみ）
それぞれの提出期間の最終日までに必着とします。
専 攻 名

2022年10月入学

情報学専攻
2022年6月13日(月)～6月16日(木)
受付時間は、期間中の平日 9:00～12:00、13:00～17：00 とします。
（３）提出方法
原則として郵送とします。冊子版の様式集の中の出願書類送付用の用紙を使用し、必ず速達・簡易書留郵便としてください。
なお、封筒の表に「出願書類及び出願資格認定申請書在中」と朱書きしてください。
提出先（総合研究大学院大学学務課学生係）に直接提出する場合は、提出期間最終日の 17 時までに持参してください。
（４）出願資格認定審査の結果
出願資格認定審査の結果は、願書受付期間の前までに本人に通知します。
出願資格を認定された者については別紙様式８を参照し、検定料を払い込んでください。また、払い込み後、検定料払込証
明書に振替払込受付証明書（お客さま用）を貼付け、学務課学生係まで提出してください。

４．願書受付
（１）受付期間
それぞれの受付期間の最終日までに必着とします。
専 攻 名
2022年10月入学
情報学専攻
2022年7月7日(木)～7月13日(水)
受付時間は、期間中の平日 9:00～12:00、13:00～17：00 とします。
（２）出願方法
原則として郵送とします。冊子版の様式集の中の出願書類送付用の用紙を使用し、必ず速達・簡易書留郵便としてください。
提出先（総合研究大学院大学学務課学生係）に直接提出する場合は、受付期間最終日の 17 時までに持参してください。
各専攻を置く基盤機関では受け付けませんので注意してください。
（留意事項）
郵送前には記入漏れ、書類不備のないことを必ず確認してください。郵送に際しては、郵便事情及び書類不備の場合も
考慮し、十分余裕をもって発送してください。
郵送・提出先
〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
総合研究大学院大学 学務課学生係
電話：046-858-1525・1526
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５．出願書類等
出願にあたり後述の「受験される皆さんへ」及び「Ⅴ．複合科学研究科 各専攻担当教員等」を熟読してください。また、出願
書類は黒や青のペンまたはボールペン（消せるものや時間の経過により字が消えるものは使用不可）で記入してください。
【全員提出が必要なもの】
書類名
留意事項
入学願書・受験票
本学所定の様式（別紙様式１）に記入してください。
出願前３ヶ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きの写真（4.5cm×3.5cm）を、所定の位置に貼
り付けてください。
募集要項の内容を熟読し、その内容に同意したうえで署名してください。
成績証明書
原本を提出してください。
出願資格①：大学（学部）の成績証明書すべて
※編入学により認定されている科目がある場合には、編入学前（高等専門学校または短期大学等）
の成績証明書も提出すること）
出願資格②：学位の取得に係る証明書すべて
出願資格③～⑨：外国の大学等の成績証明書
出願資格⑩～⑫：最終学歴に係る成績証明書
卒業（見込）証明書 原本を提出してください。
等
出願資格①：大学（学部）の卒業（見込）証明書
出願資格②：大学改革支援・学位授与機構が発行する学位授与証明書または学校長が発行する学位
授与申請予定証明書
出願資格③～⑨：外国の大学等の卒業（見込）証明書
出願資格⑩：在学証明書
出願資格⑪～⑫：最終学歴に係る卒業（見込）証明書
志望理由書
本学所定の様式（別紙様式２・本学ホームページよりダウンロード可）により作成してください。
検定料
検定料は 30,000 円です。払い込み方法は、別紙様式８を参照してください。
国費外国人留学生は検定料の納付は不要です。国費外国人留学生であることを証明できる書類を提
出してください。
連絡受信先シール
本学所定の様式（別紙様式９）により作成してください。
受験票送付用封筒
本要項裏表紙に添付されている所定の封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手 674 円を貼
り付けて提出してください。
【該当者のみ提出が必要なもの】
書類名
該当者
留意事項
履歴書
外国で教育を受けた 本学所定の様式（別紙様式１－２）に所要事項を記入してください。
出願者は全員
論文、報告書等研究 該当者
論文や報告書等の研究能力を示す資料がある者は、提出を認めます。これ
能力を示す資料
までの研究のまとめ（有職者等の場合）や卒業論文のまとめを提出すること
も認めます。
英語検定試験のスコ 情報学専攻出願者
TOEFL、TOEIC または IELTS のスコアを提出してください。
ア
詳細は、11 ページを参照してください。
論文・講演等につい 情報学専攻出願者
本学所定の様式（別紙様式１０）により作成してください。
て
詳細は、10 ページを参照してください。
在職在学許可書
在職している者（正規 本学所定の様式（別紙様式６）により当該所属長が作成したものを提出して
の職員である者また ください。ただし、在職在学許可書の提出が困難な者は、本人が入学時に在
は雇用期間が 1 年以 職在学許可書を提出する旨を記載した申立書（様式任意）をもって在職在
上かつ週の労働時間 学許可書に代えることができます。
が30時間以上の職に ※現に在職中の者で、本学への入学時に退職予定である者は、その旨を
就いた者）
記載した申立書（様式任意）を提出すること
在留カードまたは
外国籍出願者
日本国内に居住する者は、在留カード（両面）のコピーを提出してください。
パスポート
日本国外に居住する者は、パスポートの本人情報ページのコピーを提出し
てください。
-7-

（注１）提出された書類等に不備がある場合には、受理しません。また、出願書類は返却しません。
（注２）婚姻等により証明書と氏名が異なる場合は、戸籍抄本（写し可）を添付してください。
（注３）出願書類（別紙様式）は、冊子版の様式集をご利用ください。なお、別紙様式２については、本学ホームページ（https://
www.soken.ac.jp/admission/general_admission/guideline/hukugoh/）からダウンロード可能です。
（注４）出願書類は日本語もしくは英語で記入してください。また、日本語もしくは英語ではない言語で記載された証明書を提出
する場合は、日本語または英語の証明書等を添付してください。

６．選抜の方法、期日及び試験会場
入学者の選抜は、書類選考と学力検査により行います。各専攻における選抜方法については、「受験される皆さんへ」を参照
してください。
また、第２志望専攻を併願することができます。ただし、選抜は専攻ごとに行われますので、併願する際には各試験日程・試
験会場について留意してください。
学力検査の実施期間

専 攻
情報学専攻

2022年10月入学
202２年8月15日(月)～8月2６日(金)のうちいずれか1日

(注)学力検査の日時等詳細は受験票送付の際に通知します。
受験票が学力検査の期間の３日前を過ぎても到着しない場合は、学務課学生係まで問い合わせてください。
送付予定日については、本学ホームページ（https://www.soken.ac.jp/admission/general_admission/guide
line/hukugoh/）を確認してください。
試験会場：

情 報 学 専 攻

国立情報学研究所（学術総合センタービル）
〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2
・東京メトロ半蔵門線／都営地下鉄三田線・新宿線｢神保町｣A8出口
・東京メトロ東西線｢竹橋｣1b出口
いずれも徒歩3～5分
・https://www.nii.ac.jp/graduate/
(担当部署：企画課国際・教育支援チームTEL 03-4212-2110)

７．合格者発表
対 象 者

発 表 期 日

202２年10月入学出願者
202２年 9月中旬
※詳細は追って出願者に通知します。
合格者に対しては合格通知書を発送します。
合格者発表は本学ホームページ上（https://www.soken.ac.jp/admission/general_admission/result/）で
も行いますが、必ず郵送による本人あて通知文書により再度確認してください。また、電話による照会には、一切応じ
ません。

８．入学手続き
（１）入学手続き期間は、202２年 10 月入学者は 202２年 9 月下旬を予定していますので、合格者は所定の期間内に入学手続
きを完了してください。なお、詳細は、合格者に対して別途通知します。
（２）入学に要する経費は次のとおりです。ただし、国費外国人留学生は入学料及び授業料は不要です。
入学料

282,000 円

授業料（年額 535,800 円のうち半期分）

267,900 円

学生教育研究災害傷害保険料(５年分) (通学特約・賠償特約付)

5,750 円

（注）①入学時及び在学中に、入学料及び授業料の改定が行われた場合は、改定時から新たな金額が適用されま
す。
②納付済みの入学料は、いかなる理由があっても返還しません。ただし、学生教育研究災害傷害保険料について
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は、202２年 10 月入学者は 202２年 9 月 30 日までに入学を辞退した場合、返還します。
（３）有職者（非常勤、アルバイトを除く。）については、任命権者が発行する書類（在職在学許可書、研修命令書、休職証明書等
のいずれか）を提出してください。本学入学の前月までに退職する者は、退職証明書を提出してください。
（４）出願時に他の大学・大学院に在籍している者（本学入学の前月までに卒業・修了する者は除く）は、退学証明書を提出してく
ださい。
（５）外国籍の方は、特別な事情のない限り、「留学」の在留資格を取得してください。「留学」の在留資格の取得方法は本学ウェ
ブサイトにて案内しています。

９．注意事項
（１）出願及び受験の際は、各専攻の「受験される皆さんへ」及び「Ⅴ．複合科学研究科 各専攻担当教員等」を熟読してください。
（２）出願書類受理後の提出書類の返却及び内容変更は認められません。
（３）出願書類等について、虚偽の申請、不正等の事実が判明した場合は、入学許可を取り消すことがあります。
（４）出願時に他の大学院に在学中で転入学を希望する場合は、願書受付期間の最終日までに学務課学生係までお知らせくだ
さい。
（５）身体に障害のある出願者で受験時および入学後の履修に際し、特別な措置を必要とされる場合には、出願書類受付期間の
3 か月前までにその旨お知らせください。
（６）受験辞退される際には、学務課学生係〔E-mail:gakusei@ml.soken.ac.jp 又は Fax:046-858-1632〕までお知らせ
ください。
（７）出願書類提出後に、住所変更等がある場合には、学務課学生係〔E-mail:gakusei@ml.soken.ac.jp 又は Fax:046858-1632〕までお知らせください。
（８）本学では、原則として二重学籍を認めていません。
（９）新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学者選抜の実施方法を変更する場合は、本学ウェブサイトで公表しますので、
必ず確認してください。

10．安全保障輸出管理について
本学では、「外国為替及び外国貿易法」に基づき、「総合研究大学院大学安全保障輸出管理規則」等を定め、技術の提供や研
究者・学生の受入れに際し、審査を実施しています。このことから、規制事項に該当するおそれのある場合は、希望する教育・研
究内容の変更を求められることがあります。なお、入試の合否には関係ありません。
安全保障貿易管理の詳細については、経済産業省のウェブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaiyou.ht
ml）を参照してください。また、審査手続きの詳細は各専攻までお問い合わせください。

11．個人情報の取り扱いについて
（１）出願時に提出していただいた氏名、住所、その他の個人情報については、「入学者選抜（出願処理、選抜試験実施）」、「合格
者発表」及び「入学手続き」等の入試業務を行うために利用します。
なお、入学者については、「教務関係（学籍管理、就学指導）」、「学生支援関係（健康管理、授業料免除・奨学金申請、就職支
援等）」及び「授業料徴収に関する業務」を行うことにも使用します。
（２）入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は、入試結果の集計・分析及び入学者選抜方法の調査・研究のために利用しま
す。
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「情報学専攻」を受験される皆さんへ
１．情報学専攻では、本専攻に入学を希望する者全員を対象とし、志望指導教員の選定と入学後の研究内容について事前
に助言を得られるようにするため、指導を希望する教員との事前相談を行っています。志望指導教員が出願者の受入れ
をできず、他に適当な指導教員がいない場合は、入学者選抜において不合格となりますので、本専攻に応募する者は、
専攻ホームページの「事前相談」の情報を参照し、必ず事前相談を行って志望指導教員を選定してください。
２．入学者選抜の学力検査は面接で行います。面接は40分です。面接では出願者による発表とそれに関する質疑応答に
加えて、基礎的な専門知識、提出書類の内容などに関する全般的な事項に対する質疑応答を行います。
出願者による発表においては、入学後の研究計画を必須の発表内容とし、その他に、これまでの研究内容、最近感銘
を受けた学術論文・講演、志望理由書の内容、情報学専攻で研究したい理由など、適当なテーマを選んで10分以内で発
表してください。発表用の資料を、あらかじめ準備してきてください。
発表には液晶プロジェクタを使用することができます。液晶プロジェクタを使用する場合、ノートパソコンは各自持参
してください。
なお、面接委員用の資料として配布しますので、試験日当日に発表用資料（A4版）を別途指定する必要部数を印刷の
上、各自持参してください。
３．出願書類が英語・日本語以外の場合は、和訳または英訳を添えてください。
４．別紙様式２（志望理由書）には、「情報学専攻での研究を希望する理由」について、これまでの経験を踏まえて2000字
程度でまとめてください。英語で書く場合には1000 wordsを推奨します。
５．これまで読んだ本・学術論文や聴講した講演・講義などのうち、興味を持ったもの３件を別紙様式１０に記入し、どのよう
な点が面白かったかを数行で説明してください。
６．TOEFL、 TOEICまたはIELTSのスコアシートを提出してください。本専攻ではこれをもって英語能力を判断します。
※英語を母国語（第一言語）とする者または英語を第一言語としている大学で学士の学位を授与された者（入学の前月まで
に授与される見込みの者を含む）については不要です。ただし、このことを証明するための文書を追加で提出していただく
場合があります。
※スコアシートの提出について詳しくは、次頁「TOEFL/TOEIC/IELTSのスコア提出方法について」をご覧ください。
７．「採点・評価基準」「合否判定基準」
提出書類、面接結果を総合的に判断し、合否決定を行います。特に
・意欲をもって研究に取り組もうとしているか
・研究(テーマ、全般)に対する問題意識をどのくらいもっているか
・研究遂行に必要な基礎学力を備えているか
・研究遂行に必要なコミュニケーション能力を備えているか
などの点に留意します。
８．その他
情報学専攻については、国立情報学研究所のホームページでも広報しています。
最新情報は、ホームページ https://www.nii.ac.jp/graduate/ をご確認ください。
９．上記に関する問い合わせ先（入学願書等の送付先とは異なるので注意してください。）
〒101-8430
東京都千代田区一ツ橋2-1-2
国立情報学研究所
総務部企画課国際・教育支援チーム
Tel：03-4212-2110
E-Mail：daigakuin@nii.ac.jp
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TOEFL/TOEIC/IELTS のスコア提出方法について
情報学専攻では、博士課程（５年一貫制）の入試において、英語能力の評価は、TOEFL、TOEIC または IELTS のス
コアを利用します。
TOEFL/TOEIC/IELTS のスコアの提出については、以下の点に注意し、準備してください。
１．有効期限
TOEFL/TOEIC：過去５年以内に受験したものに限ります。
IELTS：過去２年以内に受験したものに限ります。
２．対象試験
TOEFL：TOEFL-iBT または TOEFL-PBT
TOEIC：Listening & Reading
IELTS：アカデミック・モジュールテスト
※団体テスト（TOEFL-ITP テスト、TOEIC-IP テスト）は対象となりません。
※IELTS のジェネラル・トレーニング・モジュールテストは対象となりません。
３．対象となるスコアシート
TOEFL："Official Score Report"（公式スコアレポート）又は "Test Taker Score Report (Examinee Score
Report)"（受験者用控えスコアレポート）（コピーでも可）
TOEIC："Official Score Certificate"、"TOEIC Listening & Reading Official Score Certificate"（公式
認定証）（コピー不可）
IELTS：" Academic Module Test Report Form"（成績証明書）（コピー不可）
４．提出方法
TOEFL： TOEFL の Official Score Report を TOEFL 運営団体から総合研究大学院大学学務課学生係に直接送
付する手続きをとる（下記注１参照）か、TOEFL の Test Taker Score Report (Examinee Score
Report）（コピーでも可）（下記注２参照）を提出してください。
TOEIC：TOEIC の Official Score Certificate/TOEIC Listening & Reading Official Score Certificate
（コピー不可）を、出願時に願書とともに提出してください。
IELTS：Test Report Form（成績証明書）を IELTS 運営団体から総合研究大学院大学学務課学生係に直接送付す
る手続きをとる（下記注１参照）か、成績証明書(Test Report Form)（コピー不可）を、出願時に願書とともに
提出してください。
各試験について、願書出願期限までにスコアシートが入手出来ない場合は、面接試験当日の持参も認めます。
注１）TOEFL の Official Score Report または IELTS の Test Report Form を運営団体から直接送付する手
続きをとる場合について
・TOEFL の場合、【DI コード：7564】をご利用の上、総合研究大学院大学に送付するよう手続きをとってくだ
さい。
・IELTS の場合、【機関名：SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)】で検索
の上、総合研究大学院大学に送付するよう手続きをとってください。
・スコアシートの送付手続きをした旨を、願書提出時に総合研究大学院大学学務課学生係にご連絡
ください。
注２）TOEFL の Test Taker Score Report (Examinee Score Report)のコピーを提出した場合、確認のた
め、面接当日に原本を必ず持参してください。
５．その他
TOEFL/TOEIC/IELTS については、下記の公式サイトを参照するか、または試験の実施機関に問い合わせてく
ださい。
TOEFL：https://www.cieej.or.jp/toefl/
TOEIC：http://www.iibc-global.org/toeic.html
IELTS：http://www.eiken.or.jp/ielts/
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Ⅳ．博士課程（３年次編入学） 出願手続き及び注意事項
１．募集人員
専 攻
統計科学専攻
極域科学専攻
情 報 学 専 攻

講 座
統計科学
極域科学
情報学

計

10 月入学
若干名
若干名
―

２．出願資格
出願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
【出願資格認定審査を要しない者】
① 修士の学位又は専門職学位を有する者及び入学の前月までに取得する見込みの者
② 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び入学の前月までに授与される見込みの者
③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授
与された者及び入学の前月までに授与される見込みの者
④ 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で
あって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された
者及び入学の前月までに授与される見込みの者
⑤ 学校教育法施行規則第156条第4号の規定により、国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与され
た者及び入学の前月までに授与される見込みの者
【出願資格認定審査を要する者】
⑥ 外国の学校、外国の大学院の課程を有する教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準（昭和49年
文部省令第28号）第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力
があると認められた者及び入学の前月末日までに認められる見込みの者
⑦ 大学を卒業し、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者及び入学の前月までに2年以上研究に従事することと
なる見込みの者で、本学において、当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
⑧ 外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に
おいて履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究
に従事した者及び入学の前月までに2年以上研究に従事することとなる見込みの者で、本学において、当該研究の成果等
により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
⑨ 本学において、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、
入学の前月末日までに24歳に達しているもの
出願資格について疑問がある場合は、あらかじめ学務課学生係〔E-mail:gakusei@ml.soken.ac.jp 又は
電話 046-858-1525・1526〕へ照会してください。

３．出願資格認定審査
［１］出願資格⑥～⑨により出願しようとする者については、以下の書類を所定の提出期日までに学務課学生係へ提出してくださ
い。なお、出願書類は出願資格審査が終了するまでその受理を保留します。
［２］出願資格⑥～⑨により出願しようとする者についての「修士の学位を有する者と同等以上の学力」の確認は、書類審査で行
います。なお、必要のある場合は面接を行います。
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出願資格審査についての提出書類等は、以下のとおりとします。
（１）提出書類
書
類
等

摘

要

ア．入学者選抜出願資格認定申請書

本学所定の様式（別紙様式７－２）

イ．通常の出願書類

「５．出願書類等」に定める書類
※ただし、検定料については出願資格が認定された後に払い込んでください。

ウ．その他専攻が必要と認める書類
各専攻にお問い合わせください。
上記ア、イ及びウは、一括して提出してください。
（２）提出期間（出願資格⑥～⑨で出願する者のみ）
それぞれの提出期間の最終日までに必着とします。
専 攻
2022年10月入学
統計科学専攻

2022年6月13日(月)～6月16日(木)

情報学専攻

2022年6月13日(月)～6月16日(木)

※受付時間は、期間中の平日 9:00～12:00、13:00～17：00 とします。
（３）提出方法
原則として郵送とします。冊子版の様式集の中の出願書類送付用の用紙を使用し、必ず速達・簡易書留郵便としてください。
なお、封筒の表に「出願書類及び出願資格認定申請書在中」と朱書きしてください。
提出先（総合研究大学院大学学務課学生係）に直接提出する場合は、提出期間最終日の 17 時までに持参してください。
（４）出願資格認定審査の結果
出願資格認定審査の結果は、願書受付期間の前までに本人に通知します。
出願資格を認定された者については別紙様式８を参照し、検定料を払い込んでください。また、払い込み後、検定料払込証
明書に振替払込受付証明書（お客さま用）を貼付け、学務課学生係まで提出してください。

４．願書受付
（１）受付期間
それぞれの受付期間の最終日までに必着とします。
専 攻
2022年10月入学
統計科学専攻

2022年7月7日(木)～7月13日(水)

情報学専攻

2022年7月7日(木)～7月13日(水)

※受付時間は、期間中の平日 9:00～12:00、13:00～17：00 とします。
（２）出願方法
原則として郵送とします。冊子版の様式集の中の出願書類送付用の用紙を使用し、必ず速達・簡易書留郵便としてください。
提出先（総合研究大学院大学学務課学生係）に直接提出する場合は、受付期間最終日の17時までに持参してください。
各専攻を置く基盤機関では受け付けませんので注意してください。
（留意事項）
郵送前には記入漏れ、書類不備のないことを必ず確認してください。郵送に際しては、郵便事情及び書類不備の場合も
考慮し、十分余裕をもって発送してください。
郵送・提出先
〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
総合研究大学院大学 学務課学生係
電話：046-858-1525・1526
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５．出願書類等
出願にあたり、事前に予定指導教員とのコンタクトが必要ですので、後述の「受験される皆さんへ」及び「Ⅴ．複合科学研究科
各専攻担当教員等」を熟読して確認してください。また、出願書類は黒や青のペンまたはボールペン（消せるものや時間の経過
により字が消えるものは不可）で記入してください。
【全員提出が必要なもの】
書類名
留意事項
入学願書・受験票
本学所定の様式（別紙様式１）に記入してください。
出願前３ヶ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きの写真（4.5cm×3.5cm）を、所定の位置に貼
り付けてください。
募集要項の内容を熟読し、その内容に同意したうえで署名してください。
成績証明書
原本を提出してください。
出願資格①：大学院（修士課程または専門職大学院）と大学（学部）の成績証明書すべて
※編入学により認定されている科目がある場合には、編入学前（高等専門学校または短期大学等）
の成績証明書も提出すること
出願資格②～⑥：外国の大学院（修士課程または専門職大学院）と大学（学部等）の成績証明書すべ
て
出願資格⑦～⑨：最終学歴に係る成績証明書
修士課程修了（ 見 原本を提出してください。
込）証明書等
出願資格①：大学院（修士課程または専門職大学院）の修了（見込）証明書
※大学院を修了した者は、取得学位が記載された修了証明書を提出すること
出願資格②～⑤：外国の大学院等の修了（見込）証明書
※大学院等を修了した者は、取得学位が記載された修了証明書を提出すること
出願資格⑥～⑨：最終学歴に係る卒業証明書
これまでに行った研 本学所定の様式（別紙様式３・本学ホームページよりダウンロード可）により作成してください。
究の要旨
研究発表活動の概 本学所定の様式（別紙様式４・本学ホームページよりダウンロード可）により作成してください。
要
志望研究内容
本学所定の様式（別紙様式５・本学ホームページよりダウンロード可）により作成してください。
第２志望専攻にも出願する場合は、第１志望専攻とは別に別紙様式５を作成してください。
検定料
検定料は 30,000 円です。払い込み方法は、別紙様式８を参照してください。
国費外国人留学生は検定料の納付は不要です。国費外国人留学生であることを証明できる書類を提
出してください。
連絡受信先シール
本学所定の様式（別紙様式９）により作成してください。
受験票送付用封筒
本要項裏表紙に添付されている所定の封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手 674 円を貼
り付けて提出してください。
【該当者のみ提出が必要なもの】
書類名
該当者
履歴書
外国で教育を受けた
出願者は全員
修士論文（１編２部）
修士の学位を有する
者及び修士課程在学
中で修士論文を提出
済みの者
学位（修士）論文の 情報学専攻出願者
要旨

留意事項
本学所定の様式（別紙様式１－２）に所要事項を記入してください。
修士論文の表紙右上に「修士論文（写し）」と朱書きしてください。
第２志望専攻にも出願する場合は、第１志望専攻とは別に第２志望専攻提出
用の修士論文を追加で提出してください。
以下の場合は、別紙様式１１を提出してください。
・修士論文の言語が英語または日本語ではない場合
・修士論文を作成中（提出前）の場合
その他の理由により修士論文の提出が困難な者は、修士等の学位を取得し
た（もしくは、取得予定の）研究活動の概要を別紙様式１１に記入してくださ
い。また、修士論文が提出できないことの理由書（様式任意）を併せて提出
してください。
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書類名
該当者
留意事項
学術論文（１編につき 発表した学術論文が 第２志望専攻にも出願する場合は、第１志望専攻とは別に第２志望専攻提出
２部）
ある者
用の学術論文を追加で提出してください。
推薦状
情報学専攻出願者
出願資格⑦～⑨により出願する者は、修士学位取得者相当の十分な研究
能力、学力を有している旨を記載した推薦状を提出してください（様式任
意）。
本人の研究能力、学力に関して適切な意見を述べられる者が作成し、作成
したものが厳封すること。
英語検定試験のスコ 情報学専攻出願者
TOEFL、TOEIC または IELTS のスコアを提出することを認めます。
ア
詳細は、20 ページを参照してください。
在職在学許可書
在職している者（正規 本学所定の様式（別紙様式６）により当該所属長が作成したものを提出して
の職員である者また ください。ただし、在職在学許可書の提出が困難な者は、本人が入学時に在
は雇用期間が 1 年以 職在学許可書を提出する旨を記載した申立書（様式任意）をもって在職在
上かつ週の労働時間 学許可書に代えることができます。
が30時間以上の職に ※現に在職中の者で、本学への入学時に退職予定である者は、その旨を
就いた者）
記載した申立書（様式任意）を提出すること
在留カードまたはパ 外国籍出願者
日本国内に居住する者は、在留カード（両面）のコピーを提出してください。
スポートの本人情報
日本国外に居住する者は、パスポートの本人情報ページのコピーを提出し
ページ
てください。
（注１）提出された書類等に不備がある場合には、受理しません。また、出願書類は返却しません。
（注２）婚姻等により証明書と氏名が異なる場合は、戸籍抄本（写し可）を添付してください。
（注３）出願書類（別紙様式）は、冊子版の様式集をご利用ください。なお、別紙様式３・４・５・１１については、本学ホームページ
（https://www.soken.ac.jp/admission/general_admission/guideline/hukugoh/）からダウンロード可能です。
（注４）出願書類は日本語もしくは英語で記入してください。また日本語もしくは英語ではない言語で記載された証明書を提出す
る場合は、日本語または英語の証明書等を添付してください。

６．選抜の方法、期日及び試験会場
入学者の選抜は、書類選考と面接試験等により行います。各専攻における選抜方法については「受験される皆さんへ」参照
してください。
また、第２志望専攻を併願することができます。ただし、選抜は専攻ごとに行われますので、併願する際には各試験日程・
試験会場について留意してください。

専 攻
統計科学専攻

学力検査の実施期間
2022年10月入学
202２年8月１７日(水)～8月2６日(金)

202２年8月15日(月)～8月2６日(金)
のうちいずれか1日
（注）面接試験の日時等詳細は受験票送付の際に通知します。
受験票が面接試験の期間の３日前を過ぎても到着しない場合は、学務課学生係まで問い合わせてください。
送付予定日については、本学ホームページ（https://www.soken.ac.jp/admission/general_admission/guid
eline/hukugoh/）を確認してください。
情報学専攻

試験会場

統計科学専攻

統計数理研究所
〒190-8562 東京都立川市緑町10-3
・多摩モノレール高松駅から徒歩約10分
・https://www.ism.ac.jp/senkou/index.html
(担当部署：立川共通事務部 総務課 大学院係 TEL050-5533-8514)
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情報学専攻

国立情報学研究所（学術総合センタービル）
〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2
・東京メトロ半蔵門線／都営地下鉄三田線・新宿線「神保町」A8出口
・東京メトロ東西線「竹橋」1b出口
いずれも徒歩3～5分
・https://www.nii.ac.jp/graduate/
（担当部署：企画課国際・教育支援チーム TEL 03-4212-2110）

７．合格者発表
対象者
発 表 時 期
202２年 10月入学出願者
202２年 9月中旬
※詳細は追って出願者に通知します。
合格者に対しては合格通知書を発送します。
合格者発表は本学ホームページ上（https://www.soken.ac.jp/admission/general_admission/result/）でも
行いますが、必ず郵送による本人あて通知文書により再度確認してください。また、電話による照会には、一切応じませ
ん。

８．入学手続き
（１）入学手続き期間は、202２年 10 月入学者は 202２年 9 月下旬を予定していますので、合格者は所定の期間内に入学手続
きを完了してください。なお、詳細は、合格者に対して別途通知します。
（２）入学に要する経費は次のとおりです。ただし、国費外国人留学生は入学料及び授業料は不要です。
入学料
282,000 円
授業料（年額 535,800 円のうち半期分）
267,900 円
学生教育研究災害傷害保険料(３年分) (通学特約・賠償特約付)
3,620 円
（注）①入学時及び在学中に、入学料及び授業料の改定が行われた場合は、改定時から新たな金額が適用されま
す。
②納付済みの入学料は、いかなる理由があっても返還しません。ただし、学生教育研究災害傷害保険料について
は、202２年 10 月入学者は 202２年 9 月 30 日までに入学を辞退した場合、返還します。
（３）有職者（非常勤、アルバイトを除く。）については、任命権者が発行する書類（在職在学許可書、研修命令書、休職証明書等
のいずれか）を提出してください。本学入学の前月までに退職する者は、退職証明書を提出してください。
（４）出願時に他の大学・大学院に在籍している者（本学入学の前月までに卒業・修了する者は除く）は、退学証明書を提出してく
ださい。
（５）外国籍の方は、特別な事情のない限り、「留学」の在留資格を取得してください。「留学」の在留資格の取得方法は本学ウェ
ブサイトにて案内しています。

９．注意事項
（１）出願及び受験の際は、｢受験される皆さんへ」及び「Ⅴ．複合科学研究科 各専攻担当教員等」のページを熟読してください。
（２）出願書類受理後の提出書類の返却及び内容変更は認められません。
（３）出願書類等について、虚偽の申請、不正等の事実が判明した場合は、入学許可を取り消すことがあります。
（４）出願時に他の大学院に在学中で転入学を希望する場合は、願書受付期間の最終日までに学務課学生係までお知らせくだ
さい。
（５）身体に障害のある出願者で受験時および入学後の履修に際し、特別な措置を必要とされる場合には、出願書類受付期間の
3 か月前までにその旨お知らせください。
（６）受験辞退される際には、学務課学生係〔E-mail:gakusei@ml.soken.ac.jp 又は Fax:046-858-1632〕までお知らせ
ください。
（７）出願書類提出後に、住所変更等がある場合には、学務課学生係〔E-mail:gakusei@ml.soken.ac.jp 又は Fax:046858-1632〕までお知らせください。
（８）本学では、原則として二重学籍を認めていません。
（９）新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学者選抜の実施方法を変更する場合は、本学ウェブサイトで公表しますので、
必ず確認してください。
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10．安全保障輸出管理について
本学では、「外国為替及び外国貿易法」に基づき、「総合研究大学院大学安全保障輸出管理規則」等を定め、技術の提供や研
究者・学生の受入れに際し、審査を実施しています。このことから、規制事項に該当するおそれのある場合は、希望する教育・研
究内容の変更を求められることがあります。なお、入試の合否には関係ありません。
安全保障貿易管理の詳細については、経済産業省のウェブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaiyou.ht
ml）を参照してください。また、審査手続きの詳細は各専攻までお問い合わせください。

11．個人情報の取り扱いについて
（１）出願時に提出していただいた氏名、住所、その他の個人情報については、「入学者選抜（出願処理、選抜試験実施）」、「合格
者発表」及び「入学手続き」等の入試業務を行うために利用します。
なお、入学者については、「教務関係（学籍管理、就学指導）」、「学生支援関係（健康管理、授業料免除・奨学金申請、就職支
援等）」及び「授業料徴収に関する業務」を行うことにも使用します。
（２）入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は、入試結果の集計・分析及び入学者選抜方法の調査・研究のために利用しま
す。
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「統計科学専攻」を受験される皆さんへ

１．本専攻に入学を希望される方は、本募集要項を参照し、出願書類提出前に、志望する指導教員と、入学後の研究計画や
志望研究内容等について相談してください。
入学願書（別紙様式１）の志望指導教員欄の第２志望欄は３名まで記入してもかまいません。その場合は志望順位を
教員名の左横に付してください。
入学が許可された場合、出願時にどの教員を指導教員として希望したかは主任指導教員を決定する際のひとつのポイ
ントとなりますので、十分検討してください。
その他ご質問があれば、下記大学院係までお問い合わせください。

２．選考方法と合否判定について
選考は書類審査及び面接試験により行います。それぞれの内容や評価方法は以下の通りです。
〔書類審査〕志望研究内容、修士論文・学術論文又は研究の内容、大学院修士課程及び学部等の成績証明書により
評価する。
〔面接試験〕統計科学の基礎知識、これまでの専攻分野の専門知識、表現能力、 研究計画の独創性などについて評
価する。面接時間は質疑応答を含めて全体で50分以内であり、前半に、これまでの研究成果とこれか
らの研究計画・志望研究内容等について、出願者が説明を行う。説明の際に、ホワイトボード、ノートパ
ソコンとプロジェクタを使用することができ、資料等を配付することができる。
ノートパソコンの手当ができない時には、当日会場にある予備機を使用することも可能である。
合否判定基準：書類審査及び面接試験の結果を総合的に判断し合否を判定します。

３．上記に関する問い合わせ先
〒190-8562 東京都立川市緑町10-3
統計数理研究所
立川共通事務部 総務課 大学院係
TEL
050-5533-8514
FAX 042-526-4332
E-mail sokendai-toukei-nyushi@t.rois.ac.jp
URL
https://www.ism.ac.jp/senkou/index.html
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「情報学専攻」を受験される皆さんへ

１．情報学専攻では、本専攻に入学を希望する者全員を対象とし、志望指導教員の選定と入学後の研究内容について事
前に助言を得られるようにするため、指導を希望する教員との事前相談を行っています。志望指導教員が出願者の
受入れをできず、他に適当な指導教員がいない場合は、入学者選抜において不合格となりますので、本専攻に応募
する者は、専攻ホームページの「事前相談」の情報を参照し、必ず事前相談を行って志望指導教員を選定してくださ
い。

２．面接の際の注意事項
面接においては、これまで行ってきた研究（*）及び当専攻で行いたい研究の内容について発表（約20分）していた
だきますので、発表用の資料を、あらかじめ準備してきてください。面接での発表用の資料の中で、研究題目の一つ
（発表時間の内5分以上相当）に関しては英語で準備してください。（資料も英語で準備すること。）それをもとに英語
の質疑を行います。
発表には液晶プロジェクタを使用することが出来ます。液晶プロジェクタを使用する場合、ノートパソコンは各自持
参してください。
なお、面接委員用の資料として配布しますので、試験日当日に発表用資料（A4版）を別途指定する必要部数を印刷
の上、各自持参してください。
(*) 修士論文作成のために行った研究、又はそれに相当する最近行った研究

３．出願書類が英語・日本語以外の場合は、和訳または英訳を添えてください。

４．「採点・評価基準」「合否判定基準」
提出書類、面接結果を総合的に判断し、合否決定を行います。特に、
・意欲を持って研究に取り組もうとしているか
・旺盛かつ柔軟な探求精神を持っているか
・研究展開に自分なりの見通しを持っているか
・過去の研究実績から十分な研究遂行能力を持つと判定されるか
・研究遂行に必要な基礎学力並びに語学力を備えているか
などの点に留意します。

５．その他
情報学専攻については、国立情報学研究所のホームページでも広報しています。
最新情報は、ホームページ https://www.nii.ac.jp/graduate/ をご確認ください。
６．上記に関する問い合わせ先（入学願書等の送付先とは異なるので注意してください。)
〒101-8430
東京都千代田区一ツ橋2-1-2
国立情報学研究所
総務部企画課国際・教育支援チーム
Ｔel：03-4212-2110
Ｅ-Ｍail：daigakuin@nii.ac.jp
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TOEFL/TOEIC/IELTS のスコア提出方法について
出願者が希望する場合は、TOEFL、TOEIC または IELTS のスコアシートを提出することができます。提出は任意で
すが、提出された場合、本専攻ではこれを英語能力の判定の参考としますので、以下の点に注意し、準備してください。
１．有効期限
TOEFL/TOEIC：過去５年以内に受験したものに限ります。
IELTS：過去２年以内に受験したものに限ります。
２．対象試験
TOEFL：TOEFL-iBT、TOEFL-PBT
TOEIC：Listening & Reading 公開テスト。
IELTS：アカデミック・モジュールテスト
※団体テスト（TOEFL-ITP テスト、TOEIC-IP テスト）は対象となりません。
※IELTS のジェネラル・トレーニング・モジュールテストは対象となりません。
３．対象となるスコアシート
TOEFL："Official Score Report"（公式スコアレポート）または
"Test Taker Score Report (Examinee Score Report)"（受験者用控えスコアレポート）（コピーで
も可）
TOEIC ： "Official Score Certificate" 、 "TOEIC Listening & Reading OFFICIAL SCORE
CERTIFICATE"（公式認定証）（コピー不可）
IELTS："Academic Module Test Report Form"（成績証明書）（コピー不可）
４．提出方法
TOEFL：TOEFL の Official Score Report を TOEFL 運営団体から総合研究大学院大学学務課学生係に直接
送付する手続きをとる（下記注１参照）か、TOEFL の Test Taker Score Report (Examinee Score
Report)（コピーでも可）（下記注２参照）を提出してください。
TOEIC:TOEIC の Official Score Certificate/TOEIC Listening & Reading OFFICIAL SCORE
CERTIFICATE（コピー不可）を、出願時に願書とともに提出してください。
IELTS：Test Report Form（成績証明書）を IELTS 運営団体から総合研究大学院大学学務課学生係に直接送付
する手続きをとる（下記注１参照）か、成績証明書(Test Report Form)（コピー不可）を、出願時に願書と
ともに提出してください。
各試験について、願書出願期限までにスコアシートが入手出来ない場合は、面接試験当日の持参も認めます。
注１）TOEFL の Official Score Report または IELTS の Test Report Form を運営団体から直接送付する手
続きをとる場合について
・TOEFL の場合、【DI コード：7564】をご利用の上、総合研究大学院大学に送付するよう手続きをとってくだ
さい。
・IELTS の場合、【機関名：SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)】をご利
用の上、総合研究大学院大学に送付するよう手続きをとってください。
・スコアシートの送付手続きをした旨を、願書提出時に総合研究大学院大学学務課学生係にご連絡ください。
注２）TOEFL の Test Taker Score Report (Examinee Score Report)を提出した場合、確認のため、面接当
日に原本を必ず持参してください。
５．その他
TOEFL/TOEIC/IELTS については、下記の公式サイトを参照するか、または試験の実施機関に問い合わせてく
ださい。
TOEFL：https://www.cieej.or.jp/toefl/
TOEIC：http://www.iibc-global.org/toeic.html
IELTS：http://www.eiken.or.jp/ielts/
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Ⅴ．複合科学研究科 各専攻担当教員
最新の教員情報については各専攻のホームページをご覧いただくか、各専攻の問い合わせ先にご連絡ください。
※E-mailについて：(at)を＠に置き換えてください。

統計科学専攻の担当教員等
統計科学専攻教員の主な研究内容 https://www.ism.ac.jp/senkou/teacher.html

モデリング分野
教 授

伊庭

幸人

URL
E-mail

教 授

上野

玄太

URL
E-mail

教授

川﨑

能典

URL
E-mail

教 授

日野

英逸

URL
E-mail

教 授

松井

知子

URL
E-mail

教 授

南

和宏

URL
E-mail

教 授

吉本

敦

URL
E-mail

准教授

鎌谷

研吾

URL
E-mail

准教授

小山

慎介

URL
E-mail

准教授

庄

建倉

URL
E-mail

准教授

瀧澤

由美

URL
E-mail

准教授

中野

慎也

URL
E-mail

准教授

三分一

史和

URL
E-mail

https://researchmap.jp/read0179324/
iba(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/genta_ueno/
gen(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/inglewoodjack65/
kawasaki(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/hideitsu_hino
hino(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/tmatsui/
tmatsui(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/kminami/
kminami(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0103742/
yoshimoa(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/kengo-kamatani/
kamatani(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0111335/
skoyama(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/zhuangjc/
zhuangjc(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0159887/
takizawa(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/shiny/
shiny(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0206269/
miwake1(at)ism.ac.jp
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データ科学分野
教 授

金藤

浩司

URL
E-mail

教 授

山下

智志

URL
E-mail

教 授

吉田

亮

URL
E-mail

准教授

足立

淳

URL
E-mail

准教授

WU

Stephen

URL
E-mail

准教授

島谷

健一郎

URL
E-mail

准教授

野間

久史

URL
E-mail

准教授

朴

堯星

URL
E-mail

准教授

船渡川

伊久子

URL
E-mail

准教授

前田

忠彦

URL
E-mail

https://researchmap.jp/read0179319/
kanefuji(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0002009/
yamasita(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/7000007124/
yoshidar(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0200333/
adachi(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/stewu
stewu(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0195861/
shimatan(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/noma
noma(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/7000007140
parkys(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0122454/
funato(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0187640/
maeda(at)ism.ac.jp

数理・推論分野
教 授

池田

思朗

URL
E-mail

教 授

伊藤

聡

URL
E-mail

教 授

栗木

哲

URL
E-mail

教 授

二宮

嘉行

URL
E-mail

教 授

福水

健次

URL
E-mail

教 授

藤澤

洋徳

URL
E-mail

https://researchmap.jp/read0200332/
shiro(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0179323/
sito(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0180887/
kuriki(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0093801
ninomiya(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0195860/
fukumizu(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/fujisawa_hironori/
fujisawa(at)ism.ac.jp
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教 授

間野

修平

URL
E-mail

准教授

加藤

昇吾

URL
E-mail

准教授

坂田

綾香

URL
E-mail

准教授

志村

隆彰

URL
E-mail

准教授

田中

未来

URL
E-mail

准教授

Figueira

Bruno

URL

https://researchmap.jp/mano_shuhei/
smano(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0138993/
skato(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/ayakasakata
ayaka(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/read0179315
shimura(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/optanaka
mirai(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/bflourenco

Lourenço

E-mail
准教授

逸見

昌之

URL
E-mail

准教授

持橋

大地

URL
E-mail

准教授

矢野

恵佑

URL
E-mail

bruno(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/7000007125/
henmi(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/daichi.mochihashi/
daichi(at)ism.ac.jp
https://researchmap.jp/keisukeyano
yano(at)ism.ac.jp
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情報学専攻の担当教員等
情報学専攻の各教員の主な教育内容は以下のとおりです。
本専攻に入学を希望する方は、これを参考にして、出願する前に早めに志望する指導教員と入学後の研究計画や研究内容等
について相談してください。
なお、入学が許可された場合、出願時にどの教員を指導教員として希望したかは主任指導教員（注１）を決定する際ひとつのポ
イントとなりますので、十分に検討してください。
また、各教員の主要論文等のリスト等詳細については、国立情報学研究所ホームページをご確認ください。
（https://www.nii.ac.jp/graduate/about/advisor/ を参照してください。）
注１:主任指導教員には、教授及び准教授がなることができます。
問い合わせ先 ： 国立情報学研究所 総務部 企画課 国際・教育支援チーム
E-mail daigakuin(at)nii.ac.jp
Tel
03－4212－2110

情報基礎科学分野
教 授

宇野

毅明

URL
E-mail

教 授

河原林

健一

URL
E-mail

教 授

教 授

龍田

𠮷𠮷田

真

悠一

URL

岸田

昌子

平原

秀一

松本

啓史

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/yoshida_yuichi/

URL

URl

URL
E-mail

助 教

五十嵐

歩美

URL
E-mail

助 教

助 教

藤井

横井

海斗

優

k_keniti(at)nii.ac.jp

URL

E-mail
准教授

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/kawarabayashi_kenichi/

E-mail

E-mail
准教授

uno(at)nii.ac.jp

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/tatsuta_makoto/
http://research.nii.ac.jp/~tatsuta
http://research.nii.ac.jp/~tatsuta/index-e.html
tatsuta(at)nii.ac.jp

E-mail
准教授

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/uno_takeaki/

URL

yyoshida(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/kishida_masako/
kishida(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/hirahara_shuichi/
s_hirahara(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/matsumoto_keiji/
keiji(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/igarashi_ayumi/
https://sites.google.com/site/eigarashayumi/home
ayumi_igarashi(at)nii.ac.jp

E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/fujii_kaito/
https://fujiik.github.io
fujiik(at)nii.ac.jp

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/yokoi_yu/
yokoi(at)nii.ac.jp
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情報基盤科学分野
教 授

合田

憲人

教 授

石川

裕

教 授

漆谷

重雄

URL
E-mail

aida(at)nii.ac.jp

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/ishikawa_yutaka/
yutaka_sishikawa(at)nii.ac.jp

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/urushidani_shigeo/

E-mail
教 授

計

宇生

URL
E-mail

教 授

教 授

鯉渕

五島

道紘

正裕

URL

高倉

弘喜

竹房

あつ子

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/goshima_masahiro/

URL

URL
E-mail

教 授

米田

友洋

URL
E-mail

准教授

阿部

俊二

URL
E-mail

准教授

金子

めぐみ

准教授

栗本

崇

准教授

福田

健介

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/ji_yusheng/
https://klab.nii.ac.jp/
kei(at)nii.ac.jp

E-mail

E-mail
教 授

urushi(at)nii.ac.jp

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/koibuchi_michihiro/
http://research.nii.ac.jp/~koibuchi/
http://research.nii.ac.jp/~koibuchi/english/index.html
koibuchi(at)nii.ac.jp

E-mail
教 授

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/aida_kento/

URL

goshima(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/takakura_hiroki/
https://www.nii.ac.jp/en/faculty/architecture/takakura_hiroki/
takakura(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/takefusa_atsuko/
takefusa(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/yoneda_tomohiro/
yoneda(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/abe_shunji/
abe(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/kaneko_megumi/

E-mail

megkaneko(at)nii.ac.jp

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/kurimoto_takashi
kurimoto(at)nii.ac.jp

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/fukuda_kensuke/

E-mail

kensuke(at)nii.ac.jp

ソフトウェア科学分野
教 授

北本

朝展

URL
E-mail

教 授

佐藤

一郎

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/kitamoto_asanobu/
http://agora.ex.nii.ac.jp/~kitamoto/
kitamoto(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/satoh_ichiro/
ichiro(at)nii.ac.jp
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教 授

高須

淳宏

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/takasu_atsuhiro/

E-mail

takasu(at)nii.ac.jp

教 授

蓮尾

一郎

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/hasuo_ichiro/
hasuo(at)nii.ac.jp

准教授

石川

冬樹

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/ishikawa_fuyuki/

E-mail
助 教

青木

俊介

URL
E-mail

助 教

加藤

弘之

URL
E-mail

助 教

助 教

関山

対馬

太朗

かなえ

URL

f-ishikawa(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/aoki_shunsuke/
aoki(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/kato_hiroyuki/
kato(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/sekiyama_taro

E-mail

sekiyama(at)nii.ac.jp

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/architecture/tsushima_kanae/
k_tsushima(at)nii.ac.jp

情報メディア科学分野
教 授

新井

紀子

URL
E-mail

教 授

佐藤

いまり

URL
E-mail

教 授

杉本

晃宏

教 授

山岸

順一

准教授

片山

紀生

児玉

和也

後藤田

洋伸

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/sato_imari/
http://research.nii.ac.jp/pbv/
imarik(at)nii.ac.jp

E-mail
URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/yamagishi_junichi/
jyamagis(at)nii.ac.jp

URL

URL
E-mail

准教授

arai(at)nii.ac.jp

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/sugimoto_akihiro/
http://www.dgcv.nii.ac.jp/index_ja.html
sugimoto(at)nii.ac.jp

URL

E-mail
准教授

https://www.nii.ac.jp/faculty/society/arai_noriko/

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/katayama_norio/
katayama(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/kodama_kazuya/
kazuya(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/society/gotoda_hironobu/

E-mail

gotoda(at)nii.ac.jp

助 教

淺野

祐太

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/digital_content/asano_yuta/
asanoy(at)nii.ac.jp

助 教

池畑

諭

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/ikehata_satoshi/
sikehata(at)nii.ac.jp
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助 教

孟

洋

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/mo_hiroshi/
mo(at)nii.ac.jp

助 教

Yu

Yi

URL

E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/digital_content/yu_yi/
https://www.nii.ac.jp/en/faculty/digital_content/yu_yi/
http://research.nii.ac.jp/~yiyu/
https://github.com/yy1lab/Lyrics-Conditioned-Neural-Melody-Generation
yiyu(at)nii.ac.jp

知能システム科学分野
教 授

相澤

彰子

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/digital_content/aizawa_akiko/
aizawa(at)nii.ac.jp

教 授

井上

克巳

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/inoue_katsumi/
http://research.nii.ac.jp/il/index_jp.html
inoue(at)nii.ac.jp

教 授

佐藤

健

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/satoh_ken/
ksatoh(at)nii.ac.jp

教 授

武田

英明

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/takeda_hideaki/
takeda(at)nii.ac.jp

教 授

PRENDINGER

Helmut

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/prendinger_helmut/
helmut(at)nii.ac.jp

教 授

山田

誠二

URL

E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/yamada_seiji/
http://www.ymd.nii.ac.jp/lab/
http://www.ymd.nii.ac.jp/lab/en/
seiji(at)nii.ac.jp

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/inamura_tetsunari/

准教授

稲邑

哲也

E-mail
准教授

杉山

麿人

URL
E-mail

准教授

坊農

真弓

URL
E-mail

准教授

水野

貴之

助 教

小林

泰介

助 教

菅原

朔

inamura(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/sugiyama_mahito/
https://mahito.nii.ac.jp
mahito(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/society/bono_mayumi/
http://research.nii.ac.jp/~bono/
bono(at)nii.ac.jp

E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/society/mizuno_takayuki/
http://research.nii.ac.jp/~mizuno/
http://research.nii.ac.jp/~mizuno/en/index.html
mizuno(at)nii.ac.jp

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/kobayashi_taisuke/
kobayashi(at)nii.ac.jp

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/digital_content/sugawara_saku/
https://researchmap.jp/sakus
saku(at)nii.ac.jp

URL

E-mail
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情報環境科学分野
教 授

越前

功

URL

E-mail
教 授

大山

敬三

URL

https://www.nii.ac.jp/faculty/society/echizen_isao/
http://research.nii.ac.jp/~iechizen/official/index.html
http://research.nii.ac.jp/~iechizen/official/index-e.html
iechizen(at)nii.ac.jp

E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/dgital_content/oyama_keizo/
https://www.nii.ac.jp/en/faculty/dgital_content/oyama_keizo/
http://research.nii.ac.jp/~oyama/
oyama(at)nii.ac.jp

教 授

神門

典子

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/society/kando_noriko/
kando(at)nii.ac.jp

教 授

山地

一禎

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/digital_content/yamaji_kazutsuna
yamaji(at)nii.ac.jp

准教授

岡田

仁志

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/society/okada_hitoshi/
okada(at)nii.ac.jp

准教授

孫

媛

URL
E-mail

准教授

西澤

正己

URL
E-mail

https://www.nii.ac.jp/faculty/society/sun_yuan/
yuan(at)nii.ac.jp
https://www.nii.ac.jp/faculty/society/nishizawa_masaki/
nisizawa(at)nii.ac.jp
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