
問題解答
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2018年9月22日 博士前期課程 経営学

22th September, 2018 Master’s Program Management

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

２０１９年　大学院試験問題（一般入試１期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, first term）

(注意事項）ノート、資料等の持ち込みは不可とする。
以下より2問選択し、論述しなさい。なお解答する際には番号を明記すること。
①日本におけるベンチャー企業の今日的課題について論じなさい。
②日本のものづくりが衰退し続ける要因について、アーキテクチャ論を踏まえ論じなさい。
③プロダクト・イノベーションとプロセス・イノベーションの関連性を論じなさい。

受験番号

Application No



問　　　題
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2018年9月22日 博士前期課程 経済学

22th September, 2018 Master’s Program Economics

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

２０１９年　大学院試験問題（一般入試１期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, first term）

受験番号

Application No

設問．市場取引における価格メカニズムについて論述しなさい。



問題解答
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2018年9月22日 博士前期課程 地域産業論

22th September, 2018 Master’s Program Regional industry

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

２０１９年　大学院試験問題（一般入試１期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, first term）

　問題　次の設問から1つ選んで論理的な理由をあげながら論述しなさい。なお、選んだ設問番号を最初に記述すること。
スペースが足りなくなったときは裏面に続けること。
          （１）　地域振興における観光業の役割
　　　　　（２）　地域振興におけるマーケティングの役割
　　　　　（３）　地域振興における地域住民との協働の役割

　

受験番号

Application No



問題解答
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2018年9月22日 博士前期課程 会計学

22th September, 2018 Master’s Program Accounting

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

設問１　統合報告（Integrated Reporting）の意義と概要について説明しなさい。

設問２　国連の持続可能な開発目標（SDGs; Sustainable Development Goals）の意義と概要について説明しなさい。

設問３　上記の統合報告とSDGsの関係を企業は外部報告においてどのように考え、開示するかについて論述しなさい。

２０１９年　大学院試験問題（一般入試１期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, first term）

受験番号

Application No



問題解答
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2018年9月22日 博士前期課程 情報処理論

22th September, 2018 Master’s Program Information science

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

１．スマートフォンのアプリについて、自分が関心を持っているアプリについて関心をもった理由を説明せよ。

２．自動車の自動運転技術が社会にあたえる影響について説明せよ

３．ユビキタス社会について言葉の意味も含めて説明せよ。

４．農業の情報化について例をあげて説明せよ。

受験番号

Application No

２０１９年　大学院試験問題（一般入試１期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, first term）



問　　　題
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2018年9月22日 博士前期課程 環境経済学

22th September, 2018 Master’s Program Environmental economics

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, first term）

２０１９年　大学院試験問題（一般入試１期）

受験番号

Application No

（注意事項）  ノート、資料等持ち込み一切不可。紙数が足りない場合は解答用紙の裏に記述してもよい。 

 

下記の中から２題選び、それぞれ論述しなさい。なお、どれを選択したか番号を明記すること。 

 

①人間と自然との間における物質代謝（メタボリズム）から環境問題解決に向けた視座を論じなさい。 

 

②SDGs（持続可能な開発目標）を参考にしながら企業の社会的責任（CSR）のあり方について論じなさい。 

 

③資源循環の論理の視点から、地域活性化の課題について論じなさい。 

（注意事項）  ノート、資料等持ち込み一切不可。紙数が足りない場合は解答用紙の裏に記述してもよい。 

 

下記の中から２題選び、それぞれ論述しなさい。なお、どれを選択したか番号を明記すること。 

 

①人間と自然との間における物質代謝（メタボリズム）から環境問題解決に向けた視座を論じなさい。 

 

②SDGs（持続可能な開発目標）を参考にしながら企業の社会的責任（CSR）のあり方について論じなさい。 

 

③資源循環の論理の視点から、地域活性化の課題について論じなさい。 



問題解答
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2018年9月22日 博士前期課程 英語（経営学・経済学分野）

22th September, 2018 Master’s Program English（Management / Economics）

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

２．IFPSIMモデルが扱っている内容を説明せよ

以下の論文の概要に目を通して以下の問いに答えよ。

２．自動車の自動運転技術が社会にあたえる影響について説明せよ

３．ユビキタス社会について言葉の意味も含めて説明せよ。

１．EPICモデルが扱っている内容を説明せよ

Application No

２０１９年　大学院試験問題（一般入試１期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, first term）

受験番号

引用元：Wu, W., Shibasaki, R., Yang, P., Tan, G., Matsumura, K. I., & Sugimoto, K. (2007). Global-scale modelling of future 



問　　　題
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2018年9月22日 博士前期課程
英語（農業経営学・経済学分

野）
22th September, 2018 Master’s Program

English（Agricultural Management /
Agricultural Economics）

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

次の英文を和訳しなさい。

２０１９年　大学院試験問題（一般入試１期）

受験番号

Application No

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, first term）

Food marketing refers to all the activities that occur between the producer (farmar, 

rancher, etc.) and the consumer of our food. Farm service marketing refers to the 

provision of inputs to producers. Firms engaged in marketing activities are known 

collectively as agribusinesses.

Marketing creates utility. The most important utilities created are time, place, 

form, and possession. Additional functional utilities are grades and standards, financing, 

risk bearing, and information. The creation of these utilities involves costs that become a 

part of the value of an item as it moves through the marketing chain.

There are several ways to approach the study of marketing: functional, 

institutional, market level, and commodity. Each approach has strengths and weaknesses.

The food bill refers to total expenditures on food by final consumers. The 

food bill as a percentage of disposable family income has steadily declined over the years 

and is currently about 10.7 percent. Almost half of the total food bill is for food prepared 

away from the home. The marketing bill is that portion of the food bill that pays for 

marketing costs rather than for agricultural commodities. Currently the marketing bill is 

79 percent of the food bill, and it is increasing over time. About half of the marketing bill 

is for labor expenses. The marketing bill varies substantially among food products 

depending on how much utility ha been added in the marketing process.

source:  Drummond, E and Goodwin, J, Agricultural Economics, Prentice Hall, 2001.



問題解答
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2019年2月9日 博士前期課程 経営学

9th February, 2019 Master’s Program Management

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

設問1　製品ライフサイクル論に基づき、企業が多角化を進める理由について論じなさい。

設問2　ベンチャー企業が社会に与える影響について論じなさい。

２０１９年　大学院試験問題（一般入試２期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, Second term）

受験番号

Application No



問題解答
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2019年2月9日 博士前期課程 環境経済学

9th February, 2019 Master’s Program Environmental economics

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

（注意事項）　ノート、資料等持ち込み一切不可。紙数が足りない場合は解答用紙の裏に記述してもよい。
　
　下記の中から２題選び、それぞれ論述しなさい。なお、どれを選択したか番号を明記すること。
①「コモンズの悲劇」を具体的な事例を通じて論じなさい。
②環境問題解決に向けた視座を人間と自然との間における物質代謝（メタボリズム）から論じなさい。
③福島第一原発事故の問題を外部不経済論から論じなさい。
④ＳＤＧｓの課題を論じなさい。

２０１９年　大学院試験問題（一般入試２期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, Second term）

受験番号

Application No



問題解答
点

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2019年2月9日 博士前期課程 英語（経営学・経済学分野）

9th February, 2019 Master’s Program English（Management / Economics）

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

設問１　以下の文章を訳せ　　This paper discusses the applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) in smart cities,
their opportunities and their challenges. UAVs have a wide range of applications in many fields like environmental hazards
monitoring, traffic management and pollution monitoring, all of which contributes greatly to the development of any smart
city. These opportunities among several others are discussed in this paper. Several challenges and issues such as safety,
privacy and ethical uses are of great concern and are also provided in this paper.　　　引用元　MOHAMMED, Farhan, et al.
UAVs for smart cities: Opportunities and challenges. In: Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2014 International
Conference on. IEEE, 2014. p. 267-273.

設問２．UAVを活用することで、どの分野でどのような利用の方法があるかについて、英語で記述せよ。字数は問わないが、
分野、利用例、将来性について論ぜよ。

２０１９年　大学院試験問題（一般入試２期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, Second term）

受験番号

Application No



問題解答

試　　験　　日 課　　程 科　　目 氏　　名

Ｄａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘａｍ Program Examination subjects APPLICANT NAME

2019年2月9日 博士前期課程 英語（農業経営学・経済学分野）

9th February, 2019 Master’s Program
English（Agricultural Management /

Agricultural Economics）

東京農業大学大学院生物産業学研究科

Graduate School of Bioindustry, Tokyo University of Agriculture

次の英文を和訳しなさい。

　　The theories of Yanagita Kunio were called into question by the ethnologist Tsuboi

Hirofumi, in his book " The Japanese and Taro" (Imo to Nihonjin, 1979). In his fieldwork

across Japan, Tsuboi analysed the New Year menus because they reflect dietary customs. He

observed that in many regions people are not the "traditional" rice cakes mochi , but taro imo .

According to Tsuboi, Japan maintained two parallel traditions in the course of its history, one

based on rice cultivation and the other based on swidden-field crops, with the latter preceding

the former in time.

Note:

・Yanagita Kunio ：（人名）柳田国男

・The Japanese and Taro" (Imo to Nihonjin, 1979) ：（本の題名）イモと日本人（1979年出版）

・Tsuboi Hirofumi：（人名）　坪井洋文

source:  Charlotte von Verschuer, Rice, Agriculture, and the Food Supply in Premodern Japan, Routledge, 2016.

次の英文を和訳しなさい。

　　The JAS Standards for organic plants and organic processed foods of plant origin were

established in 2000 on the basis with the Guidelines for the Production, Processing, Labelling

and Marketing of Organically Produced Foods which were adopted by the Codex Alimentarius

Commission.

　　The organic JAS system has been further developed with the addition of the JAS

Standards for organic livestock products, organic processed foods of animal origin and organic

feeds which took effect in November 2005.

　　Operators certified by registered Japanese or overseas certifying bodies are able to attach

the organic JAS logo to products that were produced or manufactured in accordance with

relevant organic JAS Standards.

source:  Official homepage of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

２０１９年　大学院試験問題（一般入試２期）

2019 The Graduate School Entrance Examination  （General admission, Second term）

受験番号

Application No


