2021 年（4 月入学）
名古屋大学大学院国際開発研究科 博士前期課程 学生募集要項
【出願希望者へ重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、次ページ以降に掲載されてい
る募集要項に以下の変更が加わりましたのでお知らせします。
p.1 の「4.選考実施の方法，日時，場所」の「（１）第一次試験（学科試験）」
として 9 月 9 日（水）に予定されていた学科試験（論述）を取りやめます。
「（１）
第二次試験（口述試験）」として 9 月 10 日（木）に国際開発研究科の各教室で実
施予定であった対面の口述試験を取りやめます。かわりに、9 月 9 日及び 10 日
にオンラインによる口述試験（日本語または英語）を実施します。詳細は、志願
者に通知します。
なお、今後の状況によっては、さらなる変更が生じる可能性があります。変更
が生じた場合には、出願者に個別に連絡します。
2020 年 7 月 22 日
名古屋大学大学院国際開発研究科
Graduate School of International Development, Nagoya University, Master’s
Program Application Guidebook for Academic Year 2021 (April Enrollment)

【Important Notice for Applicants】
This is a notice about changes in the Application Guidebook for Academic Year
2021 (April Enrollment) due to COVID-19. Please follow the new rules as below.
We will cancel Essay Writing as a first-stage examination scheduled on
September 9th and on-site oral examination as a second-stage examination
scheduled on September 10th as in item “4. Selection Process, Date, and
Location” explained on page 1. Instead, we will have online-based oral
examinations (language: Japanese or English) on September 9th and 10th.
Further details will be provided to applicants.
The current arrangements for the examinations are still subject to changes due
to further developments with COVID-19. We will directly notify applicants
regarding any changes.
July 22, 2020
Graduate School of International Development, Nagoya University

2020 年の博士前期課程
入学試験受験者へ

博士前期課程入学試験
英語試験廃止と Duolingo 新規導入のお知らせ

名古屋大学大学院国際開発研究科では、2021 年度一期入試(2020 年 9 月実施)から、現
在国際開発研究科が独自に実施している英語試験を廃止します。従来からの TOEIC、
TOEFL (iBT, CBT, PBT) 、 IELTS

に 、 在 宅 受 験 が 可 能 な

Duolingo

（https://englishtest.duolingo.com/applicants）を新規に加え、これらのいずれかのスコア
の提出を受験の必須要件とします。下記の条件を参照のうえ、応募時までに必要なテストを
受験し、スコアを提出する準備をお願いします。
--------------------------------------1. 受け付けるスコアは、TOEIC、TOEFL (iBT、CBT、PBT)、IELTS、Duolingo とする。
⚫

TOEIC スコアを提出する場合は、Listening & Reading test と Speaking & Writing
test の両方を受験し、両スコアを提出しなければならない。

⚫

TOEFL は、iBT (internet-based test)、CBT (computer-based test)、PBT (paperbased test)のスコアを受け付ける。
➢

ITP (Institutional testing program)は、公式の試験スコアとみなせないの で、
受け付けない。

⚫

TOEIC、TOEFL (iBT、CBT、PBT)、IELTS、Duolingo 以外のスコアは受け付け
ない。

2. 試験日から 5 年以内のスコアのみ受け付ける。
⚫

出願期間の初日を基準日とする。

3. いかなる理由によっても、スコアの提出がなければ受験できないこととする。
「受験が困難であった」、「英語を母語とする」、または「英語を教授言語とする学校に
通っていた」等の理由によりスコア提出を免除することはない。
なお、今回の措置は、2020 年度入試（2020 年 9 月および 2021 年 2 月入試）のみに適用
する。
以上。

2020 年度実施名古屋大学大学院国際開発研究科入学試験についての
重要なお知らせ
今後の新型コロナウイルスの感染症拡大の状況等により、入試日程や入試実施方
法等を変更することがあります。変更する場合は、当研究科のホームページ上で
お知らせいたしますので、随時ご確認ください。
2020 年 4 月 24 日
名古屋大学大学院国際開発研究科

Important Notice regarding Entrance Examination to the Graduate
School of International Development, Nagoya University in 2020
The details and schedules on the entrance examinations for master's
and doctor's programs in 2020, including the way how written tests and
interviews are conducted, are subject to change due to the spreading of
COVID-19. Please stay alert to the announcement on the website for
any changes.
April 24, 2020
Graduate School of International Development
Nagoya University

