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Application Guidelines only for 
Master’s Global 30 Special English Graduate Program 

Graduate School of Engineering, The University of Tokyo 
For October 2023 Entry  

 
東京大学大学院工学系研究科 

2023 年 10 月入学グローバル 30 英語特別プログラム用学生募集要項 
These application guidelines include all of the requirements for students applying for the Master’s 

Global 30 Special English Graduate Program. Applicants must read both the application guidelines for all 
of the Special English Graduate Programs and Courses found in the pages above as well as the specific 
application guidelines found below before applying. 
本募集要項は、グローバル 30 英語特別プログラムを受験する学生のための募集要項である。上記の  

英語特別プログラムを受験するすべての学生に共通の募集要項と本募集要項の両方を合わせて熟読して 

応募すること。 
 

１．How to Apply and Application Period 
１．出願方法および出願期間 
 
(1)  How to apply 
(1) 出願方法   

1)  Online submissions will be processed by an application. The online application URL will be 
published at a later date on the Global 30 Special English Program Homepage:  

http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/ 
1)  オンライン出願システム（T-cens）によるアプリケーションを行う。オンライン・アプリケー    

ション用ホームページアドレスについては、後日グローバル 30 英語特別プログラムのホーム  
ページに掲載することを持って告知とする。http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/ 

2) Shortlisted candidates will be asked to submit original documents upon request. If there are any 
discrepancies between application materials submitted online and those submitted by post, those 
documents may not be accepted, which will result in cancellation of admission, even after entering 
the school. 

2)  オンラインで審査した結果、さらなる審査に進む応募者には、出願書類の原本提出を求める。   
なお、オンラインで提出された書類内容と提出された原本に相違がある場合は、提出書類は    
受理されず、結果として不合格となることがある。 

3)  All applicants are recommended to visit each Special English Program homepage, as well as the 
homepage of the department, which they are interested in, for more detailed information about 
that department, faculty, courses offered, eligibility for enrollment, and requirements for 
completing the degree program. http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/ 

3)  出願に際し、受験を希望するプログラムおよび専攻のホームページより、入学資格・時期や受講

できる講義、修了資格等十分に把握しておくこと。http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/ 
4)  Contact Information: 

http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/
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http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/
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Any inquiries and all application documents are to be addressed to the Global 30 Program Office 
at the address below.  

      The Global 30 Program Office 
       

       Graduate School of Engineering, the University of Tokyo 
       Engineering Building No.8, Room# 161 
       7-3-1 Hongo; Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656 JAPAN        

E-mail:  global30@t-adm.t.u-tokyo.ac.jp        
          URL:    http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/ 

4)  書類送付先および問い合わせ先 
     〒113－8656 東京都文京区本郷 7-3-1 

      東京大学大学院工学系研究科グローバル 30 推進室「国際推進課内」 
      E－Mail：global30@t-adm.t.u-tokyo.ac.jp 
      ホームページ：http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/ 

 
 
(2)  Application Period 
(2)  出願期間 

1) Online Application Period: Between September 1 and November 25, 2022 
Online (T-cens) account registration deadline: November 22, 2022 

        Please arrange your test(s) so that your scores arrive in time for the deadline.  
1) オンラインによる出願期間：2022 年 9 月 1 日～11 月 25 日 

オンライン（T-cens）上のアカウント作成登録期限：2022 年 11 月 22 日 
  外部テストは、締切日までに到着するように受験すること。 

2)  Deadline for Documents (Arrival at the Global 30 Program Office)  
        Shortlisted candidates will be asked to submit application documents upon request. Required 

documents must reach the Global 30 Program Office no later than January 27, 2023. (See note) 
            Note: Application documents sent from those who are not shortlisted will not be accepted. Please 

prepare carefully to ensure your documents arrive before the deadline. Documents sent in 
connection with the application procedures will not be returned under any circumstances. 

2) 書類提出および到着期限 
オンラインで審査した結果、さらなる審査に進む応募者には、出願書類の提出を求める。 

グローバル 30 推進室到着期限：2023 年 1 月 27 日 (注) 
(注) 書類送付を求められていない応募者からの書類は、審査しない。また、一度提出された出

願書類は、理由にかかわらず返却しない。 
3)  Submission Methods & Deadlines for Official Score Reports from External Testing Centers 

Deadline for taking examinations: Before November 25, 2022 
  An applicant must take the examinations before the last day for online applications period 

(November 25, 2022). 
Submission Method & Deadlines:  
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i)  All applicants should make a request to the test center for a score to be issued and 
send the official test score to Graduate School of Engineering, the University of Tokyo.  

For TOEFL and GRE, the Global 30 Program Office mainly uses the ETS Data 
Manager (EDM). Please note that a test taker's score information will appear in 
the ETS Data Manager only if the test taker specifically directed ETS to send 
scores to Graduate School of Engineering, the University of Tokyo.  
For IELTS, please request the test center to issue and send the official test score 
to the Global 30 Program Office, Graduate School of Engineering, the University 
of Tokyo by post. 
 The test score report must arrives at the University of Tokyo by December 20, 

2022 by post.  
              ii)  Please upload your score report from external testing centers via T-cens. 

 Deadline for uploading: November 25, 2022 
 If it is not possible to upload your score report, please upload your Exam 

Admission Tickets for the external testing centers by November 25. 
(Note 1) Scores from a test center that arrive after December 20, 2022 will not be  

accepted. Please check testing dates carefully, and plan to take examinations  
well in advance of the deadline. 

(Note 2) Any inquiries regarding arrival of scores from external testing centers will not be  
responded to.  

(Note 3) The valid periods for scores from external testing centers are as below. Scores  
must be within their period of validity as of the deadline for document submission  
(November 25, 2022).   

TOEFL: 2 years   IELTS: 2 years   GRE: 5 years  
 

3) 外部試験テストセンタースコア提出方法および期限 
受験期限：2022 年 11 月 25 日より以前 

外部試験テストは、T-cens オンライン締切日（2022 年 11 月 25 日）より前に受験済み 
であること。 

提出方法・提出期限： 
i) 外部試験テストセンターに「Official Score Report」の発行・送付を請求すること。  
グローバル 30 推進室では、TOELF と GRE は、ETS Data Manager (EDM)によるオン

ラインスコアを受け付けるので、応募者が ETS Data Manager に工学系研究科宛てに情

報表示を依頼すること。IELTS は、外部試験テストセンターに工学系研究科グローバル

30 推進室宛てに紙媒体のスコア送付を依頼すること。 
 2022 年 12 月 20 日までに到着すること。 
 宛先：東京大学大学院工学系研究科 

              ii) 受験者は外部試験テストセンターのスコアを T-cens にアップロードすること。 
 T-cens アップロード期限：2022 年 11 月 25 日 
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 スコアのアップロードが不可の場合は、11 月 25 日までに受験票をアップ  
ロードすること。 

（注１）2022 年 12 月 20 日以降に外部試験テストセンターから到着したスコアは受理 
しない。期日に間に合うように試験日時を確認して予めテストを受けること。 

（注２）外部試験テストセンターからのスコアの到着の有無に関しての質問は一切受け

つけない。 
（注３）外部試験テストセンターのスコアの有効期限は、以下のとおりとする。 

書類提出期限（2022 年 11 月 25 日）の時点で、そのスコアの公式有効期限内 
であること。 

TOEFL：2 年、IELTS：2 年、GRE：5 年 
 

Important Deadlines 

 
Deadline/Period for registration and 
document upload via T-cens 

Deadline for arrival at the 
Global 30 Program Office  

Taking examinations for 
external testing center 

Before November 25, 2022  

Online applications  
Between September 1, (15:00 JST) 
and November 25, 2022 (15:00 JST) 

 

Online account 
registration via T-cens  

November 22, 2022 (15:00 JST)  

Submission of all 
application documents 

 

Shortlisted candidates will be 
asked to submit documents upon 
request. Required documents 
must reach the Global 30 
Program Office no later than 
January 27, 2023.  

Submission of official 
score reports from 
external testing centers  

Upload official score reports via    
T-cens: November 25, 2022 

December 20, 2022  

 
書類提出、到着期限等一覧 

 T-cens 上の入力、アップロード期限 紙媒体書類到着期限 

外部テストセンター受験

期限 
2022 年 11 月 25 日より前  

オンラインによる募集 

期間 

2022 年 9 月 1 日 15 時 

（日本時間） ～ 

2022 年 11 月 25 日 15 時  （日本時

間） 
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オンラインのアカウント

作成、登録 

2022 年 11 月 22 日 15 時  

(日本時間） 
 

すべての書類の提出  

オンラインで審査した結果、  

さらなる審査に進む応募者   

には、出願書類の提出を求める。 

グローバル 30 推進室到着期限：

2023 年１月 27 日 

外部テストセンターから

の書類 

スコアの T-cens へのアップロード： 

2022 年 11 月 25 日 
2022 年 12 月 20 日 

 
２．Documents for Submission 
２．提出書類  
 

Applicants must check details in the “Documents to Prepare and Submit” section of “Guidance 
Information” on T-cens.  

応募者は T-cens 上の“Documents to Prepare and Submit” section of “Guidance Information”に書か

れている詳細を確認すること。 
 

a) General Documents are the same as the Applications Guidelines for all programs. 
    全プログラム共通の募集要項に記載されている共通書類 
  

b) Additional Requirements from the program or course you are applying for 
    上記の General Documents に加え、応募するプログラム、コースにより以下の書類の提出が必要 

である。 
 
Course name English Language 

Proficiency  
GRE Additional Requirements  

 
International 
Bioengineering 
English Course 
 
国際バイオエンジニア 

リング英語コース 
 

Required: 
(one of these 
documents 
must be 
submitted) 
 
TOEFL, 
IELTS, 
TOEIC, or 
Certificate of 
English as Medium 
of Instruction from 
your university 

GRE is strongly 
recommended. 

Required if applicable: 
 

Reference from employer (only 
for those who are employed) 

 
Architecture and 
Urban Design Course 
 
国際都市建築デザイン 

英語コース 
 

Required: 
 
TOEFL/IELTS 

Required: 
 
GRE-General 

Required: 
 

Architectural design portfolio 
(Portfolio must be uploaded in 
T-cens, and it must not exceed 
10MB.) 
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International 
Technology 
Management English 
Course 
 
国 際 技 術 経 営学 英語  

コース 
 
 

Required: 
 
TOEFL 

Required: 
 
GRE-General 
 
Strongly 
recommended 
GRE-subject 
(mathematics) 
 

Required: 
 

Grading Coefficient Calculation 
Table (成績評価係数計算表) 
 

Optional: 
 
Certificate of Japanese 
Language Proficiency  

 
 

 
 
３．Selection Process 
３．選考方法 
 

Course name Department Selection Process 

 
International 
Bioengineering 
English Course 
 
国際バイオエンジニア

リング英語コース 
 

 

Bioengineering 
 

バイオエンジ

ニアリング専

攻 

An initial screening will be made based on academic 
performance (GPA score), statement of study plan for G30 
Program (G30IBP)  (2-3 pages), TOEFL (or IELTS, etc.) 
score, GRE score, and letters of recommendation, etc., for 
a final internet-based interview evaluation. 
More information: 
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-
bioengineering.html 
 
まず予備的な選考を、学業成績（GPA スコア）、研究計画

（2～3 ページ）、 TOEFL（または IELTS など）のスコア、

GRE スコア、推薦書などによって行う。その後、インター

ネットによる面接評価を行う。 
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-
bioengineering.html 
 

 
Architecture and 
Urban Design Course 
 
国際都市建築デザイン

英語コース 
 

 
Architecture 
 
建築学専攻 
 
 

Preliminary selections will be based on academic 
performance, statement of study plan for G30 Program 
(G30UDA)  (2-3 pages), TOEFL (or IELTS) score, GRE 
score, architectural designs portfolio (within 10MB), and 
letters of recommendation, etc. Selected applicants will be 
invited to an interview via the Internet which will be held on 
Friday, January 13, 2023.  Applicants are requested to 
make the interview date available. 
More information: 

http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-bioengineering.html
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-bioengineering.html
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-bioengineering.html
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-bioengineering.html
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http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/architecture-
and-urban-design.html  
学業成績、研究計画（2～3 ページ）、TOEFL（又は

IELTS）、GRE、建築設計・デザイン ポートフォリオ

（１０ＭＢ以内）、推薦状による書類審査等によって予備

的な選考を行う。選考された者に対してインターネット等

を介したインタビュー・試問等を行い評価する。インタビ

ューの日時は 2023 年 1 月 13 日（金）を 予定してい

る。 

http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/architecture-
and-urban-design.html  
 

 
International 
Technology 
Management English 
Course 
 
国際技術経営学英語   
コース 
 
 

Technology 
Management 
for Innovation 
(TMI) Strategy  
 

技術経営戦略

学専攻 

Preliminary selections for an internet interview/examination 
will be made based on academic performance, statement 
of study plan for G30 Program (G30TMI)  (2-3 pages), 
TOEFL score, GRE scores (General Test scores required 
and Mathematics Test score strongly recommended), and 
letters of recommendation, etc. 
More information:  
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-
technology-management.html 
 
学業成績、研究計画（2～3ページ）、TOEFL、GREのGeneral 
Test（必須）と Subject Test Mathematics（強く推奨）、推

薦状による書類審査等によって予備的な選考を行う。その

後、インターネット等を介したインタビュー・試問等を行

い評価する。 

http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-
technology-management.html 
 

 
 
４．Selection Period and Result Announcements 
４．選考期間および合格の発表 
 
(1)  Selections are scheduled to be made between December 2022 and the beginning of February 2023. 
(1)  選考期間は、2022 年 12 月から 2023 年 2 月上旬を予定している。 
(2)  Result announcements are planned for March 2023. Successful and unsuccessful applicants will be 
notified via email from the University of Tokyo’s Graduate School of Engineering. There is a possibility the 
announcements will be in February.   

Any inquiries regarding the result announcements will not be responded to. 

http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-technology-management.html
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-technology-management.html
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-technology-management.html
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/g30_hp/international-technology-management.html
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(2)  合格発表は、2023 年 3 月を予定している。合格者・不合格者とも、3 月（予定）に東京大学工学系

研究科から e メールで通知する。 
場合によっては、2 月中に通知することもあるが、発表時期についての質問は受け付けない。 

(3)  Successful applicants will receive a PDF certificate via T-cens within the month of April. 
(3)  合格者には、4 月中に T-cens を介して証明書の PDF を送付する。 


