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修士課程入学試験について 

Master's Program Entrance Examination 

 

期日 試験科目 配点 試験時刻・時間 

8 月 11 日

（火） 

筆
記
試
験 

専門科目 

有機化学 3 題、分子細胞生物学 3 題、

物理化学 2 題、薬理学 1 題、 

薬剤学 1 題、分析化学 1 題 

（11 題中 3 題を受験時に任意選択） 

300 

9:30～11:30 

解答アップロード

締め切り 11:40 

2 時間 00 分 

8 月 12 日

（水） 

口述試験 

（外国語試験を含む） 
300 10:00～ 約 20 分 

時間については全て JST 

 

Date Subject Score Timetable 

August 11 

(Tue.) 

W
ritte

n
 E

x
a
m

 

Special Subjects  

Organic Chemistry (3), 

 Molecular Cell Biology (3), 

Physical Chemistry (2),  

Pharmacology (1),  

Pharmaceutics (1),  

Analytical Chemistry (1)  

(Answer any 3 of 11 questions 

from 6 fields (Optional when 

taking an exam) ) 

300 

9:30～11:30 

Answer upload 

Deadline 

11:40 

120 min 

August 12 

(Wed.) 

Oral Exam 

（Including foreign language exam） 
300 10:00～ About 20 min 

All about time is JST 

 

 

＜選抜方法＞＜Selection Method＞ 

・入学者の選抜は、筆記試験、口述試験及び出身学校の学業成績による 

The selection of enrollees depends on the written exam, oral exam, and academic performance of the 

original school. 

 

・日本の大学を卒業していない外国人は、外国人留学生特別選抜とする 

Foreigners who have not graduated from a Japanese university will be selected as a Special-Selection 

Foreign Students. 
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・在職のまま入学を希望するものは、社会人特別選抜とする 

Those who wish to enroll while still in the office will be selected by Special-Selection Employed Students. 

 

＜筆記試験について＞< Written Exam> 

・筆記試験については、試験日当日に web システムから問題が提示され、試験時間内に書いた解答用紙をスマホで撮影もしく

はスキャンして提出時間内に web システムにアップロードする形式とする 

For the written exam, the question will be presented from the web system on the day of the exam, 

and the answer sheet written during the exam will be scanned or taken with a smartphone and 

uploaded to the web system within the submission time. 

 

・筆記試験の解答については直筆で解答用紙に書いたものを用い、Word などの電子的に作成した書類の提出は一切認めな

い 

For the answers to the written exam, use the ones written on the answer sheet by handwriting, and 

do not allow the submission of electronically created documents such as Word. 

 

・web システム上に PDF ファイルとして指定されている当研究科入学試験解答用紙を A4 用紙に印刷し使用すること 

Use the graduate school entrance examination answer sheet specified as a PDF file on the web system 

on A4 paper. 

 

・有機化学 3 題のうち 1 題は「スミス有機化学/Organic Chemistry 第 5 版 J. G. Smith 著」の内容から出題する 

One of the three organic chemistry questions will be given from the contents of "Organic Chemistry 

5th Edition by J. G. Smith". 

 

・分子細胞生物学 3 題は「細胞の分子生物学/Molecular Biology of the Cell 第 6 版 B. Alberts 他著」の内容から出

題する 

The three topics of molecular cell biology are given from the content of "Molecular Biology of the Cell, 

6th edition by B. Alberts et al.". 

 

・筆記試験問題の提示方法については、決定次第 web システム上で伝達する 

The method of presenting the written exam questions will be announced on the web system as soon 

as it is decided. 

 

・各科目１題につき A4 解答用紙片面 3 枚以内で作成すること 

Make up to 3 A4 answer sheets per question in each subject. 

 

・各解答用紙に氏名及び受験番号、選択した問題番号を必ず記入すること 

Be sure to write your name, examinee's number, and selected question number on each answer sheet. 

 

・試験時間終了後 10 分間のアップロード時間期限を設けるが、試験時間中にアップロードして構わない 

There is an upload time limit of 10 minutes after the test time ends, but you can upload during the test 
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time. 

 

・アップロードしたものを自分でダウンロードし、確実に内容が採点官に読めるかどうかを確認すること 

Download what you upload yourself and make sure the content is readable by the grader. 

 

・アップロード締め切り時間後は解答アップロード及び確認を一切受け付けない 

No answer uploads or confirmations will be accepted after the upload deadline. 

 

・web システムでの筆記試験においても試験会場での試験と同じ態度で解答を行い、試験問題に関連して資料やインターネット

を参照することや第三者に情報提供する、提供を受けるなどの不正行為はしないこと 

Even in the written exam on the web system, answering with the same attitude as in the exam at the 

test site, do not cheat such as referring to the materials and the Internet in relation to the exam 

question, providing or receiving information to/from a third party, etc. 

 

・筆記試験そのもの、もしくは解答内容に関連して口述試験を行うことに留意すること 

Please note that the oral exam is conducted in relation to the content of the answer about the written 

exam. 

 

・異なる受験生間の解答に高い類似性が認められた場合、もしくはインターネット上の文章のコピーアンドペーストが答案に確認さ

れた場合など、疑義が認められる場合には入試委員会その他で協議した上で不合格とする場合がある 

In case of doubt such as there is a high degree of similarity in the answers between the different 

examinees or a copy and paste of the text on the Internet is confirmed in the answer, etc., acceptance 

may be rejected after consultation with the Entrance Exam Committee and others. 

 

＜口述試験について＞＜Oral Exam＞ 

・口述試験は顔写真の照合による本人確認を含めて Zoom で行う 

Oral examination is carried out with Zoom including verification of identity by matching face photos. 

 

・他者が同席しない任意の場所（自宅の個室等）で、Zoom により顔の確認ができる明るい環境で受験できるよう準備するこ

と 

Be prepared to take the exam in a bright environment where you can check your face with Zoom at 

any place where others are not present (such as a private room at home). 

 

・電話によるオーディオ使用は認めない 

Not allowed to use audio by phone. 

 

・Zoom の利用方法に関するインストラクションは行わない 

No instructions on how to use Zoom. 

 

・口述試験において外国語試験（ヒアリング及びスピーキング試験）、エッセイに関する質問、筆記試験に関する質問を行う 



4 

 

Foreign language exams (hearing and speaking exams), questions about essay, and questions about 

written exam will be carried out in the oral exam. 

 

・Zoom のミーティング ID およびパスワード、試験開始時間は、出願期間終了後に時間割確定次第、web システムにてそれぞ

れ指定する 

The Zoom meeting ID and password, and the test start time will be specified in each on the web system 

as soon as the timetable is confirmed after the application period ends. 

 

・口述試験に関する Zoom 情報の第三者への情報提供は不正行為とみなす 

Providing Zoom information related to the oral exam to a third party is considered fraudulent. 

 

・待機室が有効化されているので、試験開始時間の 5 分前までにログインし、カメラを ON にした状態で入室が許可されるまで待

機すること 

Since the waiting room is enabled, you must log in 5 minutes before the test start time, and wait until 

the room is allowed with the camera turned on. 

 

・バーチャル背景を利用した受験は許可しない 

Do not allow exams using virtual backgrounds. 

 

・ログインに際しては必ず自分の氏名（日本語、英語のみ可）でログインすること 

When logging in, be sure to log in with your name (Japanese and English only). 

 

・入室後、受験番号および氏名を伝え、顔確認が行われた後、口述試験が開始される 

After entering the room, give the examinee's number and name, confirm the face, and start the oral 

examination. 

 

・外国語試験においては、出題された問題に対して英語で答えること 

For foreign language exams, answer the questions asked in English. 

 

・外国語試験以外の口述試験においては、日本語または英語で答えること 

For oral exams other than foreign language exams, answer in Japanese or English. 

 

・試験時間中にログインされなかった場合には受験放棄とみなす 

If you do not log in during the exam time, you will be considered abandoned. 

 

・口述試験の解答については Zoom 上で面接官がレコーディングを行い、必要に応じて採点および合否判定に利用する 

The interviewer will record the answers of the oral exam on Zoom and use it for scoring and pass/fail 

judgment if necessary. 

 

・口述試験中の途中退出は原則として受験放棄とみなす 
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As a general rule, leaving the exam during the oral exam is considered abandonment. 

 

・口述試験中に、資料やインターネットを参照することや第三者に情報提供する、提供を受けるなどの不正行為をしないこと 

During the oral exam, do not perform fraudulent acts such as referencing materials or the Internet, 

providing or receiving information to/from third parties, etc. 

 

・口述試験に関する録音、録画、配信などは不正行為とみなす 

Recording and delivery of oral exams is considered fraudulent activity. 

 

・試験時間内であれば不慮の通信障害による再ログインを認める。試験の持ち時間は受験生一人あたり 20 分以内とする 

Re-login due to accidental communication failure is allowed within the test time. The test time is less 

than 20 minutes for each examinee. 

 

・口述試験終了後、ミーティングを退出すること 

Leave the meeting after the oral exam. 

 

・口述試験終了後の再ログインは一切認めない 

No re-login allowed after the oral exam. 
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博士課程入学試験（薬学専攻）について 

Doctoral Program Entrance Examination (Pharmacy) 

 

期日 試験科目 配点 試験時刻・時間 

8 月 11 日

（火） 

筆
記
試
験 

専門科目 

有機化学 3 題、分子細胞生物学 3 題、

物理化学 2 題、薬理学 1 題、 

薬剤学 1 題、分析化学 1 題、 

社会薬学 1 題、医療薬学 1 題 

（13 題中 2 題を受験時に任意選択） 

200 

9:30～10:50 

解答アップロード

締め切り 11:00 

1 時間 20 分 

口述試験 

（外国語試験を含む） 
200 13:20～ 約 20 分 

時間については全て JST 

 

 

Date Subject Score Timetable 

August 11 

(Tue.) 

W
ritte

n
 E

x
a
m

 

Special Subjects  

Organic Chemistry (3), 

 Molecular Cell Biology (3), 

Physical Chemistry (2), 

Pharmacology (1),  

Pharmaceutics (1),  

Analytical Chemistry (1),  

Social Pharmacy (1),  

Clinical Pharmacy (1)  

(Answer any 2 of 13 questions 

from 8 fields (Optional when 

taking an exam)) 

200 

9:30～10:50 

Answer upload 

Deadline 

11:00 

80 min 

Oral Exam 

（Including foreign language exam） 
200 13:20～ About 20 min 

All about time is JST 

 

 

＜選抜方法＞＜Selection Method＞ 

・入学者の選抜は、筆記試験、口述試験及び出身学校の学業成績による 

The selection of enrollees depends on the written exam, oral exam, and academic performance of the 

original school. 

 



7 

 

・日本の大学を卒業していない外国人は、外国人留学生特別選抜とする 

Foreigners who have not graduated from a Japanese university will be selected as a Special-Selection 

Foreign Students. 

 

・在職のまま入学を希望するものは、社会人特別選抜とする 

Those who wish to enroll while still in the office will be selected by Special-Selection Employed Students. 

 

＜筆記試験について＞< Written Exam> 

・筆記試験については、試験日当日に web システムから問題が提示され、試験時間内に書いた解答用紙をスマホで撮影もしく

はスキャンして提出時間内に web システムにアップロードする形式とする 

For the written exam, the question will be presented from the web system on the day of the exam, 

and the answer sheet written during the exam will be scanned or taken with a smartphone and 

uploaded to the web system within the submission time. 

 

・筆記試験の解答については直筆で解答用紙に書いたものを用い、Word などの電子的に作成した書類の提出は一切認めな

い 

For the answers to the written exam, use the ones written on the answer sheet by handwriting, and 

do not allow the submission of electronically created documents such as Word. 

 

・web システム上に PDF ファイルとして指定されている当研究科入学試験解答用紙を A4 用紙に印刷し使用すること 

Use the graduate school entrance examination answer sheet specified as a PDF file on the web system 

on A4 paper. 

 

・有機化学 3 題のうち 1 題は「スミス有機化学/Organic Chemistry 第 5 版 J. G. Smith 著」の内容から出題する 

One of the three organic chemistry questions will be given from the contents of "Organic Chemistry 

5th Edition by J. G. Smith". 

 

・分子細胞生物学 3 題は「細胞の分子生物学/Molecular Biology of the Cell 第 6 版 B. Alberts 他著」の内容から出

題する 

The three topics of molecular cell biology are given from the content of "Molecular Biology of the Cell, 

6th edition by B. Alberts et al.". 

 

・筆記試験問題の提示方法については、決定次第 web システム上で伝達する 

The method of presenting the written exam questions will be announced on the web system as soon 

as it is decided. 

 

・各科目１題につき A4 解答用紙片面 3 枚以内で作成すること 

Make up to 3 A4 answer sheets per question in each subject. 

 

・各解答用紙に氏名及び受験番号、選択した問題番号を必ず記入すること 
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Be sure to write your name, examinee's number, and selected question number on each answer sheet. 

 

・試験時間終了後 10 分間のアップロード時間期限を設けるが、試験時間中にアップロードして構わない 

There is an upload time limit of 10 minutes after the test time ends, but you can upload during the test 

time. 

 

・アップロードしたものを自分でダウンロードし、確実に内容が採点官に読めるかどうかを確認すること 

Download what you upload yourself and make sure the content is readable by the grader. 

 

・アップロード締め切り時間後は解答アップロード及び確認を一切受け付けない 

No answer uploads or confirmations will be accepted after the upload deadline. 

 

・web システムでの筆記試験においても試験会場での試験と同じ態度で解答を行い、試験問題に関連して資料やインターネット

を参照することや第三者に情報提供する、提供を受けるなどの不正行為はしないこと 

Even in the written exam on the web system, answering with the same attitude as in the exam at the 

test site, do not cheat such as referring to the materials and the Internet in relation to the exam 

question, providing or receiving information to/from a third party, etc. 

 

・筆記試験そのもの、もしくは解答内容に関連して口述試験を行うことに留意すること 

Please note that the oral exam is conducted in relation to the content of the answer about the written 

exam. 

 

・異なる受験生間の解答に高い類似性が認められた場合、もしくはインターネット上の文章のコピーアンドペーストが答案に確認さ

れた場合など、疑義が認められる場合には入試委員会その他で協議した上で不合格とする場合がある 

In case of doubt such as there is a high degree of similarity in the answers between the different 

examinees or a copy and paste of the text on the Internet is confirmed in the answer, etc., acceptance 

may be rejected after consultation with the Entrance Exam Committee and others. 

 

＜口述試験について＞＜Oral Exam＞ 

・口述試験は顔写真の照合による本人確認を含めて Zoom で行う 

Oral examination is carried out with Zoom including verification of identity by matching face photos. 

 

・他者が同席しない任意の場所（自宅の個室等）で、Zoom により顔の確認ができる明るい環境で受験できるよう準備するこ

と 

Be prepared to take the exam in a bright environment where you can check your face with Zoom at 

any place where others are not present (such as a private room at home). 

 

・電話によるオーディオ使用は認めない 

Not allowed to use audio by phone. 
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・Zoom の利用方法に関するインストラクションは行わない 

No instructions on how to use Zoom. 

 

・口述試験において外国語試験（ヒアリング及びスピーキング試験）、エッセイに関する質問、筆記試験に関する質問を行う 

Foreign language exams (hearing and speaking exams), questions about essay, and questions about 

written exam will be carried out in the oral exam. 

 

・Zoom のミーティング ID およびパスワード、試験開始時間は、出願期間終了後に時間割確定次第、web システムにてそれぞ

れ指定する 

The Zoom meeting ID and password, and the test start time will be specified in each on the web system 

as soon as the timetable is confirmed after the application period ends. 

 

・口述試験に関する Zoom 情報の第三者への情報提供は不正行為とみなす 

Providing Zoom information related to the oral exam to a third party is considered fraudulent. 

 

・待機室が有効化されているので、試験開始時間の 5 分前までにログインし、カメラを ON にした状態で入室が許可されるまで待

機すること 

Since the waiting room is enabled, you must log in 5 minutes before the test start time, and wait until 

the room is allowed with the camera turned on. 

 

・バーチャル背景を利用した受験は許可しない 

Do not allow exams using virtual backgrounds. 

 

・ログインに際しては必ず自分の氏名（日本語、英語のみ可）でログインすること 

When logging in, be sure to log in with your name (Japanese and English only). 

 

・入室後、受験番号および氏名を伝え、顔確認が行われた後、口述試験が開始される 

After entering the room, give the examinee's number and name, confirm the face, and start the oral 

examination. 

 

・外国語試験においては、出題された問題に対して英語で答えること 

For foreign language exams, answer the questions asked in English. 

 

・外国語試験以外の口述試験においては、日本語または英語で答えること 

For oral exams other than foreign language exams, answer in Japanese or English. 

 

・試験時間中にログインされなかった場合には受験放棄とみなす 

If you do not log in during the exam time, you will be considered abandoned. 

 

・口述試験の解答については Zoom 上で面接官がレコーディングを行い、必要に応じて採点および合否判定に利用する 
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The interviewer will record the answers of the oral exam on Zoom and use it for scoring and pass/fail 

judgment if necessary. 

 

・口述試験中の途中退出は原則として受験放棄とみなす 

As a general rule, leaving the exam during the oral exam is considered abandonment. 

 

・口述試験中に、資料やインターネットを参照することや第三者に情報提供する、提供を受けるなどの不正行為をしないこと 

During the oral exam, do not perform fraudulent acts such as referencing materials or the Internet, 

providing or receiving information to/from third parties, etc. 

 

・口述試験に関する録音、録画、配信などは不正行為とみなす 

Recording and delivery of oral exams is considered fraudulent activity. 

 

・試験時間内であれば不慮の通信障害による再ログインを認める。試験の持ち時間は受験生一人あたり 20 分以内とする 

Re-login due to accidental communication failure is allowed within the test time. The test time is less 

than 20 minutes for each examinee. 

 

・口述試験終了後、ミーティングを退出すること 

Leave the meeting after the oral exam. 

 

・口述試験終了後の再ログインは一切認めない 

No re-login allowed after the oral exam. 
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博士後期課程入学試験（薬科学専攻）について 

Doctoral Program Entrance Examination (Pharmaceutical Science) 

 

期日 試験科目 配点 試験時刻・時間 

8 月 11 日

（火） 

筆
記
試
験 

専門科目 

有機化学 3 題、分子細胞生物学 3 題、

物理化学 2 題、薬理学 1 題、 

薬剤学 1 題、分析化学 1 題、 

社会薬学 1 題、医療薬学 1 題 

（13 題中 2 題を受験時に任意選択） 

200 

9:30～10:50 

解答アップロード

締め切り 11:00 

1 時間 20 分 

口述試験 

（外国語試験を含む） 
200 13:20～ 約 20 分 

時間については全て JST 

 

 

 

Date Subject Score Timetable 

August 11 

(Tue.) 

W
ritte

n
 E

x
a
m

 

Special Subjects  

Organic Chemistry (3), 

 Molecular Cell Biology (3), 

Physical Chemistry (2), 

Pharmacology (1),  

Pharmaceutics (1),  

Analytical Chemistry (1),  

Social Pharmacy (1),  

Clinical Pharmacy (1)  

(Answer any 2 of 13 questions 

from 8 fields (Optional when 

taking an exam)) 

200 

9:30～10:50 

Answer upload 

deadline 

11:00 

80 min 

Oral Exam 

（Including foreign language exam） 
200 13:20～ About 20 min 

All about time is JST 

 

 

＜選抜方法＞＜Selection Method＞ 

・入学者の選抜は、筆記試験、口述試験及び出身学校の学業成績による 

The selection of enrollees depends on the written exam, oral exam, and academic performance of the 

original school. 
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・日本の大学を卒業していない外国人は、外国人留学生特別選抜とする 

Foreigners who have not graduated from a Japanese university will be selected as a Special-Selection 

Foreign Students. 

 

・在職のまま入学を希望するものは、社会人特別選抜とする 

Those who wish to enroll while still in the office will be selected by Special-Selection Employed Students. 

 

＜筆記試験について＞< Written Exam> 

・筆記試験については、試験日当日に web システムから問題が提示され、試験時間内に書いた解答用紙をスマホで撮影もしく

はスキャンして提出時間内に web システムにアップロードする形式とする 

For the written exam, the question will be presented from the web system on the day of the exam, 

and the answer sheet written during the exam will be scanned or taken with a smartphone and 

uploaded to the web system within the submission time. 

 

・筆記試験の解答については直筆で解答用紙に書いたものを用い、Word などの電子的に作成した書類の提出は一切認めな

い 

For the answers to the written exam, use the ones written on the answer sheet by handwriting, and 

do not allow the submission of electronically created documents such as Word. 

 

・web システム上に PDF ファイルとして指定されている当研究科入学試験解答用紙を A4 用紙に印刷し使用すること 

Use the graduate school entrance examination answer sheet specified as a PDF file on the web system 

on A4 paper. 

 

・有機化学 3 題のうち 1 題は「スミス有機化学/Organic Chemistry 第 5 版 J. G. Smith 著」の内容から出題する 

One of the three organic chemistry questions will be given from the contents of "Organic Chemistry 

5th Edition by J. G. Smith". 

 

・分子細胞生物学 3 題は「細胞の分子生物学/Molecular Biology of the Cell 第 6 版 B. Alberts 他著」の内容から出

題する 

The three topics of molecular cell biology are given from the content of "Molecular Biology of the Cell, 

6th edition by B. Alberts et al.". 

 

・筆記試験問題の提示方法については、決定次第 web システム上で伝達する 

The method of presenting the written exam questions will be announced on the web system as soon 

as it is decided. 

 

・各科目１題につき A4 解答用紙片面 3 枚以内で作成すること 

Make up to 3 A4 answer sheets per question in each subject. 
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・各解答用紙に氏名及び受験番号、選択した問題番号を必ず記入すること 

Be sure to write your name, examinee's number, and selected question number on each answer sheet. 

 

・試験時間終了後 10 分間のアップロード時間期限を設けるが、試験時間中にアップロードして構わない 

There is an upload time limit of 10 minutes after the test time ends, but you can upload during the test 

time. 

 

・アップロードしたものを自分でダウンロードし、確実に内容が採点官に読めるかどうかを確認すること 

Download what you upload yourself and make sure the content is readable by the grader. 

 

・アップロード締め切り時間後は解答アップロード及び確認を一切受け付けない 

No answer uploads or confirmations will be accepted after the upload deadline. 

 

・web システムでの筆記試験においても試験会場での試験と同じ態度で解答を行い、試験問題に関連して資料やインターネット

を参照することや第三者に情報提供する、提供を受けるなどの不正行為はしないこと 

Even in the written exam on the web system, answering with the same attitude as in the exam at the 

test site, do not cheat such as referring to the materials and the Internet in relation to the exam 

question, providing or receiving information to/from a third party, etc. 

 

・筆記試験そのもの、もしくは解答内容に関連して口述試験を行うことに留意すること 

Please note that the oral exam is conducted in relation to the content of the answer about the written 

exam. 

 

・異なる受験生間の解答に高い類似性が認められた場合、もしくはインターネット上の文章のコピーアンドペーストが答案に確認さ

れた場合など、疑義が認められる場合には入試委員会その他で協議した上で不合格とする場合がある 

In case of doubt such as there is a high degree of similarity in the answers between the different 

examinees or a copy and paste of the text on the Internet is confirmed in the answer, etc., acceptance 

may be rejected after consultation with the Entrance Exam Committee and others. 

 

＜口述試験について＞＜Oral Exam＞ 

・口述試験は顔写真の照合による本人確認を含めて Zoom で行う 

Oral examination is carried out with Zoom including verification of identity by matching face photos. 

 

・他者が同席しない任意の場所（自宅の個室等）で、Zoom により顔の確認ができる明るい環境で受験できるよう準備するこ

と 

Be prepared to take the exam in a bright environment where you can check your face with Zoom at 

any place where others are not present (such as a private room at home). 

 

・電話によるオーディオ使用は認めない 

Not allowed to use audio by phone. 
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・Zoom の利用方法に関するインストラクションは行わない 

No instructions on how to use Zoom. 

 

・口述試験において外国語試験（ヒアリング及びスピーキング試験）、エッセイに関する質問、筆記試験に関する質問を行う 

Foreign language exams (hearing and speaking exams), questions about essay, and questions about 

written exam will be carried out in the oral exam. 

 

・Zoom のミーティング ID およびパスワード、試験開始時間は、出願期間終了後に時間割確定次第、web システムにてそれぞ

れ指定する 

The Zoom meeting ID and password, and the test start time will be specified in each on the web system 

as soon as the timetable is confirmed after the application period ends. 

 

・口述試験に関する Zoom 情報の第三者への情報提供は不正行為とみなす 

Providing Zoom information related to the oral exam to a third party is considered fraudulent. 

 

・待機室が有効化されているので、試験開始時間の 5 分前までにログインし、カメラを ON にした状態で入室が許可されるまで待

機すること 

Since the waiting room is enabled, you must log in 5 minutes before the test start time, and wait until 

the room is allowed with the camera turned on. 

 

・バーチャル背景を利用した受験は許可しない 

Do not allow exams using virtual backgrounds. 

 

・ログインに際しては必ず自分の氏名（日本語、英語のみ可）でログインすること 

When logging in, be sure to log in with your name (Japanese and English only). 

 

・入室後、受験番号および氏名を伝え、顔確認が行われた後、口述試験が開始される 

After entering the room, give the examinee's number and name, confirm the face, and start the oral 

examination. 

 

・外国語試験においては、出題された問題に対して英語で答えること 

For foreign language exams, answer the questions asked in English. 

 

・外国語試験以外の口述試験においては、日本語または英語で答えること 

For oral exams other than foreign language exams, answer in Japanese or English. 

 

・試験時間中にログインされなかった場合には受験放棄とみなす 

If you do not log in during the exam time, you will be considered abandoned. 
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・口述試験の解答については Zoom 上で面接官がレコーディングを行い、必要に応じて採点および合否判定に利用する 

The interviewer will record the answers of the oral exam on Zoom and use it for scoring and pass/fail 

judgment if necessary. 

 

・口述試験中の途中退出は原則として受験放棄とみなす 

As a general rule, leaving the exam during the oral exam is considered abandonment. 

 

・口述試験中に、資料やインターネットを参照することや第三者に情報提供する、提供を受けるなどの不正行為をしないこと 

During the oral exam, do not perform fraudulent acts such as referencing materials or the Internet, 

providing or receiving information to/from third parties, etc. 

 

・口述試験に関する録音、録画、配信などは不正行為とみなす 

Recording and delivery of oral exams is considered fraudulent activity. 

 

・試験時間内であれば不慮の通信障害による再ログインを認める。試験の持ち時間は受験生一人あたり 20 分以内とする 

Re-login due to accidental communication failure is allowed within the test time. The test time is less 

than 20 minutes for each examinee. 

 

・口述試験終了後、ミーティングを退出すること 

Leave the meeting after the oral exam. 

 

・口述試験終了後の再ログインは一切認めない 

No re-login allowed after the oral exam. 

 


