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令和３年度第１次募集（令和２年１０月入学含む） 
新潟大学大学院自然科学研究科博士前期課程入学者選抜試験 

外 国 人 留 学 生 特 別 入 試 
Entrance Examination for International Students 

 
専攻名：電気情報工学専攻 (Major: Electrical and Information Engineering) 
コース名：情報工学コース（外国人特別入試）(Course: Information Engineering) (For 
International Students) 
 
【試験実施科目名】 
小論文，面接(オンライン) (Essay and On-line Interview) 
 
【試験実施科目の内容】 
≪小論文≫ (Essay) 
１．以下の内容を含む志望動機書を書け。 

Write a statement of purpose including the following items: 
(1) これまでの情報工学の学習や体験を踏まえた，大学院を志望するようになった動

機 

    Motivation for further study in the master’s course in Niigata University 
 based on the study and experience the examinee has had so far 

(2) 博士前期課程で行う研究テーマおよびその技術的・社会的意義，研究計画 

    The research topic to be pursued in the master’s course, its technical and 
 social significance, and the research plan 

２．書式 (Format and Length) 
A4 サイズ縦長の用紙 1 枚で作成すること。使用する言語は日本語か英語とする。適切

と思われる文字のサイズやフォントを用いよ。なお，手書きは不可とする。用紙の右上

に受験番号と氏名を明記のこと。 
The essay should be written in either Japanese or English and not exceed one page 
of A4 paper. An easily read font of a suitable size is to be used. It should not be hand-
written. The exaiminee number and the exaiminee’s name should be clearly written 
on the top right corner of the sheet. 

３．提出 (Submission) 
(1) 提出期限：令和２年８月５日(水) １７時必着 
(2) 提出先：〒950-2181 新潟市西区五十嵐二の町 8050 

新潟大学大学院自然科学研究科 学務係 宛て 
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(3) 提出方法：上記提出先に郵送にて提出のこと。封筒表に「情報工学コース 小論文在    
中」と朱書きの上，簡易書留にて提出のこと。必要に応じて速達を利用     
するなど，締切に確実に間に合うよう努めること。また，面接のときに   
必要となるので提出する小論文の控えをとっておくこと。 

 
The essay must arrive by 5pm on Wednesday, August 5, 2020. It should be sent 
by registered mail to the following: 

 
Academic Affairs Division, Graduate School of Science and Technology, 
Niigata University 8050 Ikarashi 2-no-cho, Nishi-Ku, Niigata City, Niigata 
950-2181, Japan Tel. +81-25-262-7387 

 
Clearly write“Information Engineering Course; Essay Enclosed” on the envelope. 
Also, make sure that you keep your own copy of the essay that will be needed at 
the interview. 

 
≪面接≫ (On-line Interview) 
Zoom によるオンライン面接にて実施します。小論文の内容についても面接で質問します。

面接の詳細に関しましては，８月１７日(月)までに別途連絡します。 
An on-line interview via Zoom is conducted. Topics include the contents of the submitted 
essay. Details including the Zoom ID and password will be sent to the examinee by 
Monday August 17 by e-mail. 
 
 
英語の試験に代えて (In place of an examination for English) 
 
受験者は，TOEIC または TOEFL の成績証明書等も提出のこと。なお，テスト実施日が

平成 27 年(2015 年)6 月 1 日以降のものが有効です。それが難しい場合も含め，詳細に関

しては，連絡先教員( yamazaki.tatsuya@ie.niigata-u.ac.jp )に問い合わせのこと。 
 
The examinee should submit the original score report of the TOEIC or TOEFL English 
language test that was taken in June, 2015 or later. Should it be impossible, the 
examinee should contact the contact personel ( yamazaki.tatsuya@ie.niigata-u.ac.jp ) 
for further instructions. 
 


