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◆2022 年度入学者選抜試験実施日程表
※本要項は全て日本時間で記載されています。
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2021 年 12 月２日（木）

事

項

参照頁

出願資格審査受付締切り

３

出願手続き（インターネット出願登録）期間

６

入学検定料支払い手続き期間

８

2022 年１月 14 日（金）（消印有効）

必要書類の送付（郵送分）期限

10

2022 年１月 24 日（月）

口述試験タイムスケジュールの発表

14

口述試験

14

最終合格発表

15

2022 年１月４日（火）
～１月 11 日（火）
2022 年１月４日（火）
～１月 12 日（水）

2022 年２月８日（火）
～２月９日（水）
2022 年２月 15 日（火）

※入学手続きは、2022 年３月 14 日（月）、15 日（火）に実施（16 頁参照）
（郵送の場合は、2022 年３月 11 日（金）必着）

◆インターネット出願について
本研究科の出願手続きは、インターネット出願を実施する。全ての手続きを期限内に必ず完了させ
ること。

【その１】
インターネット出願登録（６頁参照）
◯志願者情報の登録作業

【その２】
入学検定料の支払い手続き（８頁参照）

【その３】
必要書類の送付（郵送）（10 頁参照）
◯入試サイトからの指定様式の印刷・記入
◯修了証明書等の学歴が確認できる書類の入手

【その４】
受験票の印刷（13 頁参照）
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【受験における注意事項】
１．本要項以外の試験に関する事項は、試験当日及び中間発表日に千住校地ロビー及び本学 HP 入
試情報サイト（http://admissions.geidai.ac.jp/）にて掲示・発表する
２．掲示した試験内容や合格発表についての照会には、一切応じない。
３．試験当日、常に受験票を携帯し、入構の際は係員の指示に従い提示すること。万一受験票を
忘れた場合は、係員に申し出ること。
４．試験当日は、定められた集合時間を厳守すること。
５．不正があった時は、当該試験を失格とし、以後の受験を認めない。
６．指定された場所以外の建物や教室には一切入ることかができない。
７．試験に関する電話による問い合わせには、原則応じない。
８．本募集要項に記載されている日時は、全て日本時間なので注意すること。
９. 試験で使用する言語は日本語または英語とする。

◯大学院国際芸術創造研究科アドミッション・ポリシー
芸術文化と社会の関係構築を担う役割に対する強い信念を抱き、伝統と革新を切り結ぶ柔軟な発想
力と行動力を有する人材を求めています。また、教育理念の実現に向けて、理論化に必要な言語的資
質および実践活動に必要な思考力とコミュニケーション能力も問われます。さらに、国際交流カリキ
ュラムに対応できる語学能力も評価されます。そのために入学者選抜試験では、本研究科が実施する
面接及び志願者から提出された書類（成績証明書、研究計画書、志望理由書、論考、推薦書、語学能
力証明書）を総合して判定します。
〈博士後期課程におけるアドミッション・ポリシー〉
修士課程等で修得した専門的能力と多様な実践的活動能力、そして国際的な研究プログラムに
対応する語学コミュニケーション力を審査するために、研究計画、過去の論考や活動実績、語
学力を証明する提出書類を検討した上で、口述試問を行い、その結果を総合的に判断して選抜
を行います。

Ⅰ．募集人員
専

攻

研究領域
募集人員
アートマネジメント
一般入試 ３名
アートプロデュース
キュレーション
外国人留学生入試 ２名
リサーチ
（注）志願者は、志願する専攻中の１つの研究領域に限り出願することができる。
一般入試と外国人留学生入試の併願は認めない。
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Ⅱ．出願資格
１．出願資格
①本研究科（博士後期課程）一般入試に出願できる者は、次の各項の１つに該当する者とする。
②本研究科（博士後期課程）外国人留学生入試に出願できる者は、出願時に外国籍を有し
（取得見込みは認めない）次の各項の１つに該当する者とする。
１

修士の学位又は専門職学位を有する者（本研究科入学前までに修士の学位又は専門
職学位取得見込の者を含む）

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（本研究科入
学前までに授与される見込みの者を含む）

３

４

５

６

７

８

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（本研究科入学前までに授与される見込みの
者を含む）
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（本研
究科入学前までに授与される見込みの者を含む）
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法
（昭和 51 年法律第 72 号）第１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総
会決議に基づき設立された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（本研究科入学前までに授与される見込みの者を含む）
外国の学校、第４号の指定を受けた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実力があると認められた者（本研究科入学前ま
でに授与される見込みの者を含む）
文部科学大臣の指定した者
①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で、大学院
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
②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
研究に従事した者で、大学院において、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
本学大学院において、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、24 歳に達したもの

※出願資格２～６により出願を希望する者は、事前に千住校地事務センターに問い合わせ
ること。
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２．出願資格審査について
①上記出願資格７～８により出願を希望する者は、事前に出願資格審査を行うので、本学千住校地
事務センター教務係に必要書類を請求し、2021 年 12 月２日（木）17 時までに提出すること。（千
住校地事務センター教務係 TEL：050-5525-2754 Email: kyomu.senju@ml.geidai.ac.jp）

Ⅲ．標準修業年限

※Ⅲ以降は一般入試・外国人留学生入試共通とする

標準修業年限：３年

Ⅳ．研究室及び指導教員
◇2022 年度予定
専

攻

研究領域（研究室）
アートマネジメント

アートプロデュース

キュレーション
リサーチ

指導教員
熊 倉
箕 口
長谷川
住 友
枝 川
毛 利

純
一
祐
文
明
嘉

子
美
子
彦＊
敬＊＊
孝

教 授
准教授
教 授
教 授
教 授
教 授

2022 年 4 月就任予定

＊住友研究室は、事情により 2022 年 4 月入学予定博士後期課程の学生を取らない可能性があります。
＊＊枝川教授は、2022 年 3 月 31 日に本学を定年退職いたします。これに伴いまして、
枝川研究室は 2022 年 4 月入学予定博士後期課程の学生募集を停止します。

-3-

Ⅴ．出願手続
本研究科の出願手続きは、インターネット出願にて実施する。
下記の手続き（１、２）を指定された期日内に行い、かつ送付期限までに提出された必要書類（３）
に不備が無く「出願資格を有する」ことが確認された時点で出願手続きが完了となる。
出願が受理されると、インターネット出願サイトから受験票の印刷が可能となる。

１

インターネット出願登録
（６頁参照）

本学の入試情報サイトからインターネット出願サイトに
アクセスし、必要情報の登録を行うこと。

２

入学検定料の支払い
（８頁参照）

上記１が完了後、インターネット出願サイトから入学検定
料の支払いを行うこと。

３

上記２が完了後、インターネット出願サイト及び入試情報
サイトから必要書類を印刷し、その他の必要書類とともに
本学に郵送すること。

必要書類の郵送
（10 頁参照）

４

受験票の印刷（13 頁参照）

出願資格が確認され、出願手続きが完了すると、インター
ネット出願サイトから受験票の印刷が可能になる。
試験日当日は志願者が各自受験票を印刷し持参すること。
※大学から受験票の送付は行わない。

【出願期間】
※本要項はすべて日本時間で記載されている。
2022 年１月４日（火）～2022 年１月 11 日（火）
インターネット出願登録期間

入学検定料の支払手続き後、インターネット出願サイトから本
学指定の提出書類を印刷する必要があるので、登録作業は余裕
を持って行うこと。
2022 年１月４日（火）～2022 年１月 12 日（水）

入学検定料の支払い手続き期間

入学検定料の支払い手続きが完了していない場合、本学指定の
提出書類を印刷することができないので注意すること。
2022 年１月 14 日（金）
（消印有効）（厳守）

必要書類の送付（郵便）期限

必ず『書留速達』で送ること。本学へ直接持参することは認め
ない。
国外から送付する場合は、事前に証明書・論文等のスキャンデ
ータ（PDF）を下記に提出すること。
提出先：kyomu.senju@ml.geidai.ac.jp
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（注）インターネット出願登録を行うにあたり、事前に確認が必要なこと
項

目

内

容

パソコン等の動作環境
（推奨環境）

◇ブラウザ
Microsoft Internet Explorer 11 以降／Microsoft Edge 最新
版／Google Chrome 最新版／Mozilla Firefox 最新版／Apple
Safari 8 以降
※ブラウザのタブ機能を使用して、複数のタブで同時に申込操
作を行うと、選択した内容が他のタブに引き継がれてしまう
等の不具合が発生する場合があります。
複数タブでの同時申込操作はお控えください。
※スマートフォン、タブレットは非推奨。

メールの設定

出願手続きにおいて、志願者が指定するメールアドレスに手続き
完了メール等を送付するので、あらかじめ受信できるように設定
を済ませておくこと。
◇インターネット出願登録
（テストメール送信、出願登録完了）
◇検定料支払い手続き完了
◇受験票印刷可能
◆送付元メールアドレス（no-reply@e-apply.jp）

写真の用意

◇志願者本人であることが確認できるデジタル写真 （ファイ
ル形式は自由）が必要。
◇脱帽、上半身、正面向、背景無しのカラー、出願前３か月以
内に撮影したもの。
◇データサイズは２MB までとする。
◇提出する写真は右のものを参考にする
こと。
◇アップロードした写真は入学後、学生証に
使用する。

出願資格を証明する書類

◇修了証明書など学歴の確認ができる書類は、インターネット出
願登録を行う前に手に入れること。
（11 頁参照）

封筒の用意

◇必要書類の送付に必要。
◇角形２号（24.0cm×33.2cm）

印刷用用紙の用意

◇入学願書など本研究科が指定する様式の印刷に必要。
（様式については 10 頁参照）
◇Ａ４版、白。

-5-

１．インターネット出願登録
出願登録期間内に本学の入試情報サイトからインターネット出願サイトにアクセスし、出願に必要な
情報を登録すること。

アクセス先

【インターネット出願サイト】
https://e-apply.jp/ds/geidai-net/

受付期間

2022 年１月４日（火）～2022 年１月 11 日（火）
24 時間登録作業は可能。ただし、初日は 10 時から。最終日については 23 時
59 分まで

(注)入学検定料の支払手続き後、インターネット出願サイトから本学指定の提出書類を印刷する必要
があるので、登録作業は余裕を持って行うこと。

【手順１】志望研究科の選択
◯トップ画面『マイページ登録』をクリックして画面の指示に従って個人情報
などを事前登録する。

【手順２】一般入試・外国人留学生入試の選択 志望先の選択
◯一般入試・外国人留学生入試の別を選択する。
◯研究分野について、『アートマネジメント・キュレーション・リサーチ』の
いずれから自身が希望する研究領域を選択する。

【手順３】志望者情報の登録
◯マイページ登録の際に登録した氏名、現住所等の個人情報内容を確認するこ
と。その他、必要事項を全て入力すること。
◆写真のアップロードについて
写真の詳細については、５頁を参照すること。

【手順４】学歴、活動歴、職歴、賞罰、免許の登録
◆学歴については、修了証明書など学歴が確認出来る証明書を確認しながら
入力をし、学校名・修了年月等に誤りがないようにすること。

次頁に続く
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【手順５】登録内容の確認
◆決済情報、志望先、志願者情報が表示されるので、内容に誤りが無いか
確認をすること。

【手順６】出願登録の完了
◯12 桁の『受付番号』が画面上に表示される。
◆手順３で登録したメールアドレスに「登録完了メール」が届いていること
を確認すること。
※メールには受付番号が記載されている。
◆『受付番号』は、入学検定料の支払い手続き、入学願書等の印刷で必要と
なるので、登録完了メールは試験終了まで保管をし、破棄しないこと。
◯引き続き『入学検定料の支払い手続き』に進む。

※インターネット出願登録に関する注意事項
(1)受付番号は受験番号ではないので注意すること。
(2)出願登録完了（【手順６】終了後）以降は、登録内容の修正はできないので注意すること。
(3)出願登録完了後、その日を含む４日以内の 23：59 までに支払手続が行われなかった場合、登
録したデータはキャンセルとみなし、データが削除されるので注意すること。
※2022 年１月９日（日）以降に出願登録が完了した場合は、2022 年１月 12 日（水）までに支
払い手続きを完了させること。
(4)写真は、出願写真として適切でないと判断された場合、再提出になる場合がある。

●インターネット出願サイトの操作方法及び入学検定料支払い方法に関する問い合わせ先
株式会社ディスコ「学び・教育」サポートセンター
TEL：0120-202-079（平日 10:00～18:00／土・日・祝日・年末年始を除く。出願期間中は
24 時間対応。
）
※日本語のみ。入試に関する質問については回答しない。
Email：cvs-web@disc.co.jp（日本語・英語対応可）
●受験に関する問い合わせ先
東京藝術大学千住校地事務センター
TEL：050-5525-2754（平日９:00～17:00）
※土・日・祝日・夏期休業期間及び年末年始を除く
◆やむを得ない場合を除き、志願者本人が問い合わせること。
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２．入学検定料の支払い手続き
インターネット出願登録後、引き続き入学検定料支払い手続きを行うこと。なお、支払い手続きが完
了していない場合、本学指定の提出用紙（10 頁参照）を印刷することができないので速やかに支払手続
きを行うこと。

◇入学検定料の支払い手続きを行わずにインターネット出願登録を終了した場合
※上記『１．インターネット出願登録』の手順６までが完了している場合のみ
◯インターネット出願サイトにアクセス（https://e-apply.jp/ds/geidai-net/）
▼
◯『ログイン』ボタンからメールアドレス・パスワードを入力しマイページにログイン
▼
◯入学検定料支払い手続きへ進む

①金額：３６,０００円
②支払期間：2022 年１月４日（火）～2022 年１月 12 日（水）
◇支払い手続きが可能な時間については、取扱各金融機関等に確認をすること。ただし最終日につ
いては、各金融機関等の取扱い時間にかかわらず 23 時 59 分を超えると手続きできなくなるの
で注意すること。
◇インターネット出願登録完了後、その日を含む４日以内に支払い手続きを完了させること。
◇2022 年１月９日（日）以降にインターネット出願登録を完了させた場合、手続完了日にかかわら
ず支払い期限は 2022 年１月 12 日（水）23 時 59 分となるので注意すること。

③支払方法
支払い方法
コンビニエンスストア
クレジットカード
郵便局、銀行等金融機関

取扱金融機関等
セブン-イレブン／ローソン、ミニストップ（Loppi）／ファミ
リーマート（Fami ポート）／デイリーヤマザキ／セイコーマート
MUFGCARD／DC／UFJ Card／NICOS／VISA／MasterCard／JCB／
AMERICAN EXPRESS
ペイジー対応 ATM

ペイジー対応ネットバンキング／PayPay 銀行（旧：ジャパンネッ
ト銀行）／楽天銀行／住信 SBI ネット銀行／au じぶん銀行
(注)1．支払手続きに関する詳細についてはインターネット出願サイトを参照すること。
2．ペイジー対応の金融機関、ATM については、下記 URL を参照すること。
（Pay-easy が使える金融機関：http://www.pay-easy.jp/where/index.html）
ネットバンキング
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④入学検定料に関する注意事項
(1)「支払い手続き完了メール」が届いていることを確認すること。
(2)「支払い手続き完了メール」は試験が終了するまで保管をし、破棄しないこと。
(3)2022 年３月に本学大学院研究科（修士課程）修了見込の者は支払い不要である。
(4)国費外国人留学生は支払不要である。ただし、
『国費外国人留学生在籍証明書』を在籍する大学
から発行してもらい提出すること。
(5)支払期間外の支払手続きはできない。支払期間が過ぎると、登録情報は無効となるので注意す
ること。
(6)クレジットカード決済で支払う場合は有効なカードを用意すること。カード名義は出願者本人
でなくてもかまわない。
(7)クレジットカードでの支払いができない場合は、他のカードで決済するか別の決済手段で支払
うこと。
⑤入学検定料免除制度について
日本国内で発生した大規模な風水害等において被災した志願者に対し、進学機会の確保を図る
観点から入学検定料免除の特別措置を実施する。
申請時期などの詳細は本学入試サイトを確認すること
本学入試情報サイト http://admissions.geidai.ac.jp/kenteiryo-menjo/
①申請時期
◇各入学試験の出願期間開始日の 1 週間前の日まで
②提出書類
◇入学検定料免除申請書（本学指定様式）
◇罹災証明書等の写し（市区町村等が発行）等
③注意事項
◇インターネット出願登録は、免除の結果が決定した後に行うこと。
(問い合わせ先)
東京藝術大学学生課入学試験係 〒110-8714 東京都台東区上野公園 12-８
TEL：050-5525-2075／FAX：03-5685-7763
Email：nyuusi-k@ml.geidai.ac.jp

⑥入学検定料の返還について
(1)下記の理由を除き、いかなる理由があっても入学検定料の返還は行わない。
ｉ．入学検定料の支払い手続きを行ったが、出願が受理されなかった場合。
ⅱ．入学検定料の支払い手続きを行ったが、出願に必要な書類を提出しなかった場合。
(2)該当する場合の返還請求の方法は下記のとおり。
本学指定様式を下記 URL からダウンロードし、必要事項を記入の上郵送すること。
ⅰ．指定様式『検定料返還請求書』URL：http://admissions.geidai.ac.jp/
ⅱ．提出先：東京藝術大学戦略企画課経理係（〒110-8714 東京都台東区上野公園 12-８）
(注)1．大学から志願者への返還金額は振込手数料を差し引いた額となる。
2．入学検定料支払い時に発生した手数料は返還対象外である。
3．『検定料返還請求書』受領後、返還金の振込みまで通常約２～３ヵ月かかる。
4. 返還請求書提出期限 2022 年３月 31 日（消印有効）
上記期限までに提出がない場合、返還は行わない。
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３．必要書類の送付（郵便）
入学検定料の支払い手続きが完了した後、インターネット出願サイトから本学指定の提出書類を印
刷し必要事項を記入の上、修了証明書等学歴が確認できる書類等を同封し本学へ送ること。（写しを可
とすると記載しているもの以外は全て原本（オリジナル）を提出すること）
該当するインターネット出願サイトへのアクセスは、入学検定料の支払い完了メールが届いてから
行うこと。
① 提出期限
2022 年１月 14 日（金）（消印有効）
（厳守）
注）必ず『書留速達』で送ること。本学へ直接持参することは認めない。
国外から送付する場合は４頁を参照すること。
②本学へ発送する封筒について
(1)宛名については、インターネット出願サイトから印刷される『封筒貼付用宛名シート』を必ず
使用すること。
（
『封筒貼付宛名シート』は、入学願書と同時に印刷される）
(2)提出書類は折り曲げず、角形２号（24.0cm×33.2cm）の封筒に入れて送ること。
③提出書類Ⅰ【本学指定様式（インターネット出願サイトから印刷）】
※2022 年１月４日（火）～2022 年１月 11 日（火）に必ず登録し、出願者が印刷して
2022 年１月 14 日（金）
（消印有効）までに郵送（厳守）
様式名
記入要領等
入学願書

Ａ４版で印刷すること。
学歴が、提出する修了証明書等と一致していること。

写真票

Ａ４版で印刷すること

Skype 受験票

海外居住者で Skype での口述試験実施を希望する者は、別紙「Skype 受
験希望票」を提出すること。詳細は 14 頁を参照。

【入手方法】
アクセス先

入学願書
封筒貼付用宛名シート
写真票

【インターネット出願サイト】
https://e-apply.jp/ds/geidai-net/
◯『ログイン』ボタンからメールアドレス・パスワードを入力し
マイページにログイン
▼
◯【入学願書（PDF）の表示】をクリック
表示された各様式（PDF ファイル）をＡ４版で印刷すること

Skype 受験申請書

〇本学の入試情報サイト『国際芸術創造研究科 募集要項』の
ページからダウンロード
http://admissions.geidai.ac.jp/postgraduate/youshiki1/
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④提出書類Ⅱ【志願者自身が用意するもの】
※2022 年１月 14 日（金）
（消印有効）までに郵送（厳守）
様式名
記入要領等
出身大学長または研究科長が証明したもの。
修了（見込）証明書
※本学大学院修士課程の修了者・修了見込者は不要
出身大学長または研究科長が証明したもの。
成績証明書
※本学大学院修士課程の修了者・修了見込者は不要。
※厳封すること。
様式任意
Ａ４サイズ・日本語 2,400 字もしくは英語 1,200words 程度。大学院博士後
期課程における各自の研究について、以下の項目別に答えること。
１ 研究題目とそれに関する予備的研究の状況
研究計画書
２ 研究題目に関連する先行研究
３ 研究の具体的な年次計画（実践的研究（プロジェクト含む）がある場
合はそれについても記載すること）
４ 期待される学術的成果とその意義
２部提出すること。
（注１）本学大学院国際芸術創造研究科修士課程修了者・修了見込者は、提
出不要である。
（注２）下記いずれかの理由で修士論文を提出できない場合は、希望する研
究領域に関する論考（日本語 10,000 字もしくは英語 5,000words 程
度）を作成し提出すること。ただし上記に指定した文量程度で、希
望する研究領域に関連する内容の既出の論文をこれに代えてもよい
（学位審査中の論文も提出可能）。
修士論文（写し可）
①修士論文が学位取得要件とされていない大学院を修了した者
②本研究科の研究領域と関連をもたない内容の修士論文で学位を
取得した者
（注３）上記の修士論文等は日本語又は英語にて提出し、要旨（日本語 2000
字もしくは英語 1000words 程度）を添付すること。これ以外の言語
によって執筆されている場合は、日本語又は英語に翻訳すること。
なお翻訳後の字数にて上記要件を満たすこと。
（注４）希望する研究領域に関連する活動の参考資料を付け加えることがで
きる。
２名からの推薦書を提出すること。日本語または英語。それ以外の言語の場
合は翻訳を添付すること。厳封すること。
推薦書
（注１）本学大学院国際芸術創造研究科修士課程修了後３年以内の者・修
了見込みの者は、提出不要である。
TOEFL、TOEIC、または IELTS いずれかの成績証明書（スコアシート）
※詳細は 12 頁参照
※英語を母語としている者および英語圏の高等教育機関（大学以上）にお
語学能力証明書
いて学位を取得した者（見込み含む）については対象外とする。
（注１）本学大学院国際芸術創造研究科修士課程修了後３年以内の者・修
了見込みの者は、提出不要である。
国費外国人留学生在 国費外国人留学生は、在籍大学に対し、その身分を証明する書面の発行を依
籍証明書
頼し、本学に提出すること。
在留資格関係書類

外国人留学生は住民票又はパスポートの写しを提出すること。
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（注）1．各証明書と現在の姓が異なる場合は、改姓の事実が確認できる証明書等（戸籍抄本等）
を添付すること。
2．成績証明書について、(編入学などにより）２年間の大学院教育を２つ以上の学校に
またがって終えた場合は、在籍した全ての学校についての成績証明書を提出すること。
3．証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合は、日本語訳を添付すること。
4．出願手続完了後は、いかなる理由であっても書類の変更及び返却は行わない。
5. 願書送付後に論文の PDF データを下記に提出すること。
提出先：kyomu.senju@ml.geidai.ac.jp

４．語学能力証明書の提出
本研究科では、外部団体が実施する語学能力試験を用いて志願者の語学能力審査を行う。
対象となる語学試験は下記の通りである。
名称

種別

TOEFL

TOEFL iBT または TOEFL PBT
※TOEFL ITP は不可

TOEIC

TOEIC Listening & Reading
※TOEIC については、
『公開テスト』と『IP テスト』のどちらも対象と
する。
※TOEIC Speaking & Writing、TOEIC Speaking Test、TOEIC Bridge
の成績を添付することは可能だが、それのみの提出は不可。必ず
TOEIC Listening & Reading の成績を提出すること。

IELTS

アカデミックモジュール
※ジェネラル・トレーニングモジュールは不可

①語学能力証明書について
(1)2020 年１月１日以降に受験したものに限り有効とする。
※各団体の成績の有効期限は、受験日から２年以内。これよりも前の証明書を提出した場合は
失格とする。
(2)各実施団体が発行したオリジナルの証明書を提出すること。インターネット上で通知されたス
コアを、
出願者自身がプリントアウトし、提出することは認めない。証明書の発行に係る日数は、
団体によって異なるので必ず確認すること。
(3)各実施団体から直接本学へ郵送してもよい。その場合は「語学能力証明書は実施機関より直接
郵送」等のメモを郵送資料に同封すること。
(4)語学能力証明書を複数回・複数機関分送付してもよい。
◇試験日程、スコアの発行に係る日数については、各団体の HP 等で確認をすること。
TOEFL：http://www.cieej.or.jp/toefl/ （※TOEFL における DI Code: B889）
TOEIC：http://www.toeic.or.jp/toeic/about.html
IELTS：http://www.eiken.or.jp/ielts/
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５．受験票の印刷
出願手続き完了後、大学から『受験票印刷可能』に関するメールが届き次第、インターネット出
願サイトから印刷が可能となる。試験当日は、志願者自身がＡ４版の用紙に印刷し持参すること。
（受験票は大学から発送しない）

アクセス先

入手方法

【インターネット出願サイト】
https://e-apply.jp/ds/geidai-net/
◯『ログイン』ボタンからメールアドレス・パスワードを入力しマイページ
にログイン
▼
◯【受験票（PDF）の表示】をクリック

（注）1．受験票は速やかに印刷を行い、記載内容を必ず確認すること。インターネット出願サイ
トで登録した内容と受験票の記載内容が異なる場合は千住校地事務センター教務係へ連絡
をすること。
2．2022 年１月 21 日(金)までに『受験票印刷可能メール』が届かない場合は、千住校地事務セ
ンター教務係へ連絡をすること。
3．受験票は必ず印刷すること。入試当日、スマートフォン等の画面表示による受験票の提示は
認めない。
◆千住校地事務センター教務係
TEL：050-5525-2754
E-mail：kyomu.senju@ml.geidai.ac.jp

６．障害等のある入学志願者の事前相談
修学上または入学試験の実施上特別な配慮を必要とする入学志願者は、以下のリンクを確認
し、出願前に、千住校地事務センター教務係宛に「配慮申請書」と「診断書」を提出すること。
出願締切以後の不慮の事故による負傷者等においても、速やかに同係に相談すること。
【受験上及び修学上の配慮申請の受付について】http://admissions.geidai.ac.jp/home/hairyo/
（注）※・事前相談に対する回答には相当の期間を要する場合があるため、早めに相談すること。
・事前相談は、希望するすべての内容に対応できるとは限らない。

Ⅵ．選抜試験会場
会
住

場
所

最寄り駅

来校案内

東京藝術大学千住校地
東京都足立区千住１－25－１
JR 北千住駅 下車徒歩 5 分
地下鉄千代田線･日比谷線北千住駅 下車徒歩５分
東武伊勢崎線北千住駅 下車徒歩 5 分
首都圏都市鉄道つくばエクスプレス北千住駅 下車徒歩 5 分
本学 HP（交通案内）
http://www.geidai.ac.jp/access/senju-2
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Ⅶ．試験内容及び日程
入学者の選抜は、本研究科が実施する面接及び志願者から提出された書類を総合して判定する。
課せられた試験（書類提出を含む）を一つでも受験しなかった者は失格（不合格）となる。また、
入学検定料は返還しない。試験日時を間違えた場合も同様である。
※本要項は全て日本時間で記載されています。
試験種別

口述試験

日時

試験内容及び方法

2022 年２月８日（火）
～2022 年２月９日（水）

◇提出された修士論文、研究計画書に即
した口述を行う。
◇質疑応答を含め１人 20 分程度で実施
する。
◇日本語または英語にて行う。英語を使
用する場合は試験冒頭に面接官に伝え
ること。

最終合格発表 2022 年２月 15 日（火）14 時以降

※口述試験の集合時間について
（１）各受験生の集合時間は 2022 年 1 月 24 日（月）に本学の入試情報サイトにて発表する。
出願者は必ず自身の集合時間を入試情報サイトにて確認すること。
（２）出願者は試験時間および試験日の変更を申し出ることはできない。
（３）出願者が指定された集合時間および試験日に来なかった場合は失格とする。
※Skype 受験の希望について（希望者のみ）
（１）出願者は直接面接に来訪することが望ましい。
（２）ただし、試験日に入学試験会場に来訪できない国外居住者またはやむを得ない事情のあ
る者については、事前に許可を得た上で、Skype にて口述試験（以下「Skype 受験」とい
う）を行うことを認める。
Skype 受験を希望する者は、出願時に別紙「Skype 受験希望票」を提出した場合のみ、
Skype 受験を受けることができる。
（３）Skype 受験者には、Skype の接続を確認するための日付および時間が割り当てられる。
この日付および時間、また Skype の連絡先については 2022 年 1 月 24 日（月）に本学の
入試情報サイトにて発表する。
（４）Skype 受験による口述試験中に通信障害等のトラブルにより発生した問題については、
本学では責任を負わない。
（５）Skype 受験を申請した後に、Skype のアカウントを無効にしないこと。
（６）Skype 受験者は「Skype 受験希望票」の写しを、試験終了まで保管すること。
本学の入試情報サイト
「入試日程・合格発表」
http://admissions.geidai.ac.jp/schedule-results/gac/
「各種様式（Skype 受験希望票）」
http://admissions.geidai.ac.jp/postgraduate/youshiki1/

- 14 -

Ⅷ．合格発表
試験種別

合格発表

日

時

2022 年２月 15 日（火）
◇14 時 （千住校地１階ロビー）
◇15 時頃（本学ホームページ）

１．本学ホームページへの掲載について
①URL：http://admissions.geidai.ac.jp/schedule-results/gac/
（東京藝術大学 HP 入試情報サイト／入試日程・合格発表／国際芸術創造研究科）
②注意事項
発表前後はアクセスが集中し、つながりにくい場合がある。その際は、時間をおいて再度 アク
セスすること。

２．入学手続き資料の送付について
最終合格者には、2022 年２月 21 日（月）(予定）に入学手続書類を発送する。
（注）1．送付先について、海外在住者はなるべく日本国内の代理人を指定すること。
2．合格したにもかかわらず入学手続き書類が 2022 年２月 24 日（木）までに到着しない場合
には、千住校地事務センター教務係へ連絡すること。
（千住校地事務センター教務係 TEL：050-5525-2754）

３．その他注意事項
①電話・電子メール等による合否等の問い合せには、一切応じない。
②発表の際は、指定された場所以外には一切立ち入らないこと。
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Ⅸ．入学手続
１．手続期間
①郵送による受付
(1)2022 年３月 11 日（金）必着
②大学へ直接持参する場合
(1)日程：2022 年３月 14 日（月）、15 日（火）
(2)時間：10 時～12 時、14 時～17 時
③提出先
(1)東京藝術大学千住校地事務センター教務係（〒120-0034 東京都足立区千住１-25-１）

２．支払金
種

別

金 額
338,400 円
30,000 円
2,600 円
1,020 円
50,000 円

入学料（※１）
国際芸術創造研究振興会
学生教育研究災害障害保険料
学研災付帯賠償責任保険料
キャンパス環境整備支援会（※２）

備 考
予定額
３年間分
３年間分

※１：①国費外国人留学生は入学料の支払は不要
②2022 年３月に本学大学院（修士課程）を修了する者の入学料の支払いは不要。
③入学手続き終了者が 2022 年３月31 日までに入学辞退を申し出た場合でも、入学料は返還しない。
④入学料については、免除及び徴収猶予制度がある。
※２：本学のキャンパス環境の充実を図るための施設整備助成を行う会。趣旨に賛同の上、入会（会費入学時のみ納
付／修了まで有効）。

３．入学以降に支払が必要となるもの
授業料
(1)前期分 321,480 円、後期分 321,480 円（年額：642,960 円）【予定額】
(2)学生が指定する口座からの引き落とし（前期分：５月下旬、後期分：11 月下旬）
(3)在学中に授業料改定が行われた場合、改定時から新授業料が適用される。
(4)国費外国人留学生は支払不要
(5)入学料と同様、免除及び徴収猶予制度がある。

４．その他
日本入国査証について
・日本への入国及び在留資格申請、在留期間の更新の手続きは、入学手続きとは別に入学希望者が
本人の責任で行うこと。
・受験のために来日する場合は、受験票を持って在外日本大使館等で受験目的の「短期滞在」査証
（ビザ）を取得すること。滞在できる期間は 15 日、30 日又は 90 日であるが、その間に入学手続
きが完了した場合は、日本で在留資格変更の申請を行うことができる。また、在留資格変更の審査
には１～３ヶ月かかるため、不法滞在とならないよう注意すること。
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Ⅹ．入学試験情報の開示
大学院国際芸術創造研究科（博士後期課程）入学試験の個人成績を受験者本人の申し出に限り開示
を行う。申し込み方法は下記のとおり。

１．申し込み方法
①本学入学者が申し込む場合
本要項 19 頁『個人成績開示願及び通知書』の下線部すべてに受験者本人が記入の上、受験票、
返信用封筒（長形３号【12 ㎝×23.5 ㎝】封筒に本人の住所、氏名、郵便番号を記入し、切手 404
円分を貼り付けたもの）とともに、千住校地事務センター教務係に申し込むこと。
（期限締切後、２週間程度で「簡易書留郵便」にて返送）
②①以外の受験者が申し込む場合
本要項 19 頁『個人成績開示願及び通知書』下線部すべてに受験者本人が記入の上、受験票、
返信用封筒（長形３号【12 ㎝×23.5 ㎝】封筒に本人の住所、氏名、郵便番号を記入し、切手 404
円分を貼り付けたもの）とともに、千住校地事務センター教務係宛に簡易書留郵便で送付す
ること。（期限締切後、２週間程度で「簡易書留郵便」にて返送）
【送付先】
東京藝術大学千住校地事務センター教務係
〒120-0034 東京都足立区千住１－25－１

２．受付期間
①2022 年５月６日（金）～2022 年５月 16 日（月）
②本学入学者：上記期間うち、千住校地事務センターの窓口開室時間内
③それ以外の受験者：上記①の消印のある郵便のみ受付

３．開示内容
①当該年度（2022 年度）入学試験の個人情報のみ開示。
②個人成績を得点又は段階評価により開示を行う。なお、順位については開示しない。

- 17 -

Ⅺ．個人情報の取扱いについて
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）により、本
学が入学者選抜を通じて取得した個人情報の利用については、入学者選抜に係わる業務のほか、次のとお
りとする。

１．利用目的について
①合格者の住所・氏名等の個人情報を入学手続に係わる業務で利用する。
②入学手続者の住所・氏名等の個人情報を入学後の学籍管理等の修学に係わる業務並びに健康診 断
等の保健管理に係わる業務で利用する。
③入学手続者の住所・氏名等の個人情報を入学料並びに授業料徴収等の納付金管理に係わる業務 で
利用する。
④入学者選抜で取得した成績等の個人情報を１年次における入学料免除及び授業料免除並びに奨 学
生選考等の修学支援に係わる業務で利用する。
⑤入学者選抜で取得した成績等の個人情報を個人が特定できない形で統計処理等の付随する業務 及
び入学案内業務並びに本学における入学者選抜に関する調査研究で利用する。

２．第三者への個人情報の提供について
本学が取得した個人情報は、「個人情報保護法」第９条に規定されている場合を除き、出願者本人の
同意を得ることなく他の目的で利用又は第三者に提供するとはない。 ただし、次の場合必要最低限
の情報を提供することがある。
①上記１．①～⑤の個人情報を取扱う業務を、個人情報の適切な取扱いに関する契約を締結した上
で、外部の事業者に委託する場合
②国公立大学の分離分割方式による合格及び追加合格決定業務を円滑に行うため、合格及び入学手
続き等に関する個人情報（氏名及び大学入試センター試験の受験番号に限る）を独立行政法人大学入
試センター及び併願先の国公立大学に送達する場合
③本人の利益となる次の学外関係者に情報提供する場合
(1)音楽教育振興会（音楽学部の教育研究、学生の課外活動などを支援するための学生の父母により
組織される会）
(2)杜の会（美術学部同窓会）
(3)同声会（音楽学部同窓会）
(4)東京芸術大学生活協同組合
(5)東京藝術大学キャンパス環境整備支援会（本学のキャンパス環境の充実を図るため、本学の
施設整備等に対し助成を行う会）
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2022 年度 東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科入学試験個人成績開示願（博士後期課程）
年

月

日

東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科長 殿

私が受験した貴大学院の入学試験の成績をお知らせ願います。

１．研究領域：

研究領域

２．受験番号：

３．氏

名：

４．住

所：

５．電話番号：

(注)１．この書類は、受験者本人が記入して下さい。（下線部分を記入）
２．17 頁「Ⅹ．入学試験情報の開示」を参照の上、申し込んで下さい。

････････････････････････････････ 切 り 取 り

線 ････････････････････････････････････

2022 年度 東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科入学試験個人成績通知書（博士後期課程）

年

月

日

※上記日付は記入しないこと
１．研究領域：

研究領域

２．受験番号：

３．氏

名：

あなたから開示願のあった入学試験の成績は、別紙のとおりです。

東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科長
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