
 

2022 年 11 月 

総合研究大学院大学 

先端学術院先端学術専攻遺伝学コース（2023 年 4 月から） 

 

 

2022 年度冬（2023 年 1 月）に実施する入学者選抜試験 

における英語能力評価に関するお知らせ 

 

 

 遺伝学コースの入学者選抜試験では、指定の英語能力評価テストのスコアの提出を求めていますが、

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、2022 年度冬（2023 年 1 月）に実施する入学者選抜試験におい

て、以下のとおり変更することとなりましたのでお知らせします。 

 

 

  通常時 2022 年度冬の入学者選抜試験 

英語能力評価の 

対象となるテスト 

・TOEFL iBT テスト 

・TOEIC Listening & Reading 公開テスト 

・IELTS (Academic Module) 

・TOEFL iBT テスト 

・TOEIC Listening & Reading 公開テスト 

・IELTS (Academic Module) 

・TOEIC Listening & Reading IP テスト 

・TOEFL iBT Special Home Edition 

テストの 

有効期限 

入学者選抜試験実施日から遡って 2 年

以内に受験したテスト 

入学者選抜試験実施日から遡って 2 年

以内に受験したテスト 

スコアの 

提出方法 

コピーを出願時に提出し、オリジナル

（原本）を試験当日に持参する。 

試験当日にオリジナルを確認後、出願

者に返却する。 

（TOEFL iBT テストは、スコアを ETS か

ら直接総研大に送るように手続きしても

構わない。この場合、試験当日のオリ

ジナル持参は不要。） 

オリジナル（原本）を出願時に提出す

る。 

（TOEFL iBTテストは、スコアをETSから

直接総研大に送るように手続きしても構

わない。この場合、出願時のオリジナル

提出は不要。） 

出願時に間に合わない場合は、2023 年

1 月 23 日（月）必着にて、総研大（葉山）

へ郵送にてオリジナルを提出する。 

オリジナルは確認後、出願者に返送さ

れる。 

 

【問い合わせ先】 

国立遺伝学研究所 総務企画課大学院担当 

Email: info-soken@nig.ac.jp 

TEL: 055-981-6720 

FAX: 055-981-6715 

 
 
 



November, 2022 
Genetics Program, Graduate Institute for Advanced Studies (From April 2023) 

The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI 
 

Notice regarding the English proficiency evaluation  
for the entrance examination conducted in the winter of FY2022 (January 2023)  

 
In the entrance examinations for the Genetics Program, it is required to submit a score of one of the 
designated English proficiency evaluation tests. In view of the influence of COVID-19, for the 
entrance examination conducted in the winter of FY2022 (January 2023), the following changes will 
apply. 
 

  Normal Time 
Entrance Examination Conducted 

in the Winter of FY2022 

Valid Tests 

・TOEFL iBT Test 
・TOEIC Listening & Reading Test 
・IELTS (Academic Module) 

・TOEFL iBT Test 
・TOEIC Listening & Reading Test 
・IELTS (Academic Module) 
・TOEIC Listening & Reading IP 
Test 
・TOEFL iBT Special Home Edition 

Period of Validity 
of Tests 

Tests taken within 2 years prior to 
the day of the entrance examination 

Tests taken within 2 years prior to 
the day of the entrance examination 

How to Submit a 
Score 

Submit a copy at the time of 
application and bring the original 
on the day of the entrance 
examination. 
On the day of the entrance 
examination, the original will be 
confirmed and returned to the 
applicant. 
(For the TOEFL iBT Test, you may 
arrange the score directly sent from 
ETS to SOKENDAI. In this case, 
you do not need to bring the 
original on the day of the entrance 
examination.) 

Submit the original at the time of 
application. 
(For the TOEFL iBT Test, you may 
arrange the score directly sent from 
ETS to SOKENDAI. In this case, 
you do not need to submit the 
original at the time of application.) 
If the original cannot be submitted 
at the time of application, the 
original must reach SOKENDAI (in 
Hayama) by mail strictly by 
Monday January 23, 2023.  
The original will be confirmed and 
returned to the applicant by mail. 

                            
     <Contact details for inquiries> 

Academic Services Division, General Affairs and Project Section 
National Institute of Genetics 
Email: info-soken@nig.ac.jp 
TEL: +81-55-981-6720  FAX: +81-55-981-6715 


