
大学院入学試験における外国語試験の変更について（2024年4月入学及び2023年10月入学者対象）

東京農業大学大学院では、2023年度に実施する2024年4月入学及び2023年10月入学大学院入学試験より、
一部の専攻で外国語試験に、TOEICスコアを導入することになりました。

大学院外国語試験にTOEICを導入する専攻

①TOEICスコアのみ
②TOEICスコアもしくは

筆記試験から選択
農学研 動物科学専攻 博士前期課程 〇

バイオサイエンス専攻 〇
分子生命化学専攻 〇
分子微生物学専攻 〇
造園学専攻 博士前期課程 〇

地域創成科学専攻 博士前期課程/
博士後期課程

〇

国際研 国際アグリビジネス学専攻 博士前期課程 〇
※生命科学研究科はオンラインでのTOEIC試験は無効（対面試験のみ有効）、TOEIC IPテストは有効としています。

上記以外の専攻は従前どおりの筆記試験を実施します。
20220630 学務課・学生教務課

②TOEICスコアもしくは筆記試験から選択…TOEICスコア証明書を提出をしない場合は、従前どおりの筆記試
験を受験する必要があります。

TOEICスコアを導入する専攻を受験予定の方は、日程に余裕をもって準備を進めてください。

博士前期課程/
博士後期課程

なお、2024年4月入学及び2023年10月入学東京農業大学大学院学生募集要項は、2023年5月中旬HPに
掲載予定です。

生命研※

地域研

①TOEICスコアのみ…大学院入学試験当日にTOEICスコア証明書原本を提出することが必須になりますので、
事前にTOEICを受験しておく必要があります。

研究科 専攻
外国語試験

課程



Change in Foreign Language Examination for Graduate School Entrance Examinations

If you are plan to take the TOEIC exam for a major that will introduce TOEIC scores, please make sure to prepare well in advance.
The application guideline for the graduate school of Tokyo University of Agriculture will be posted on our website in mid-May, 2023.

Majors that introduce TOEIC in their graduate school foreign language examinations

(1) TOEIC score
only

(2) TOEIC score
or Select from
the written test

Agricultural Science Animal Science Master's Course 〇
Bioscience 〇

Chemistry  for Life Science and Agriculture 〇
Molecular Microbiology 〇
Landscape Architecture  Master's Course 〇

Rural Science Master's/Doctoral Programs 〇

International Food and Agricultural
Science

 International Agribusiness Management  Master's Course 〇

*The Graduate School of Life Sciences considers the online TOEIC test invalid (only the in-person test is valid) and the TOEIC IP test valid.

1) TOEIC score only...You are going to be required to submit an original TOEIC score certificate on the day of the graduate school entrance examination, so you
You must take the TOEIC in advance."
2)If you do not submit the TOEIC score certificate, you must take the written examination as before.
For majors other than those listed above, the written examination is going to be administered as before. 20220630 Registrar Division

Agro-Environmental Science

The Graduate School of Tokyo University of Agriculture has decided to introduce TOEIC scores in the foreign language examinations for
some majors starting with the April 2024 Entrance Examination and the October 2023 Entrance Examination.

Graduate School Course Department  Course

foreign language examination 

Life Science Master's/Doctoral Programs




