
 

Conducted on February 12, 2022 

 

Academic year 2022 Graduate School of Environment and Information Studies 
Department of Environmental Information Studies Doctoral Program 

Entrance Examination (Schedule C) 
 

Foreign Language “English” Examination Questions 
 

■ Examination time: Saturday 12 February, 9:30 – 10:30 (60 minutes) 
■ Please answer the questions in the area of your choice on the answer sheet. 

 

Area Name/ 
Name of examiners 

English exam question 

Environment 
 
Question by:  
Rijal H.B., 
Iijima Kentaro 
 

Describe your research plan for doctoral thesis. The following contents should be 
included. 
1. Background of your research including research gap.  
2. Objectives of your research. 
3. Methodology. 
4. Expected conclusions.  
5. The significance of your research in perspective of adaptive thermal comfort. 

 

 

Examination 
number      

 Name  

 



Conducted on February 12, 2022 

 

Academic year 2022 Graduate School of Environment and Information Studies 
Department of Environmental Information Studies Doctoral Program 

Entrance Examination (Schedule C) 
 

Professional Examination Questions 
 

■ Examination time: Saturday 12 February, 10:45 – 12:15 (90 minutes) 
■ Please answer the questions in the area of your choice on the answer sheet. 

 

Area Name/ 
Name of examiners 

Professional exam question 

Environment 
 
Question by:  
Rijal H.B., 
Iijima Kentaro 
 

List the two relevant technical references which are related to the submitted PhD research 
plan, and answer the following questions.  
1. Write the titles and primary authors, and summarize the both references. 
2. Give a brief description of three terms or keywords from each reference that are most 

related to your PhD research plan. 
3. Identify the parts of the literatures that are most useful for your research plan and 

explain in detail of their relevance to your PhD research plan. 
 

 

Examination 
number      

 Name  

 



2022年 2月 12日実施 

 

2022 年度 大学院環境情報学研究科 

環境情報学専攻 博士後期課程 入学試験（C 日程） 

外国語「英語」試験問題 
 
 
●試験時間：午前 9 時 30 分～10 時 30 分（60 分間） 
●以下の出題者（志望指導教授）の設問に対して、解答用紙（A3）記入して下さい。 
 

領域名・出題者名 英語試験問題 

環 境 
出題者：北村 亘 

横田 樹広 

Describe your research plan for doctoral thesis in around 500 words. The 
following should be included: 1) background of your research, 2) purpose 
of your research, 3) expected results, and 4) the significance of your 
research in perspective of conservation biology. 

 



2022年 2月 12日実施 

 

2022 年度 大学院環境情報学研究科 

環境情報学専攻 博士後期課程 入学試験（C 日程） 

専門試験問題 
 
 
●試験時間：午前 10 時 45 分～12 時 15 分（90 分間） 
●以下の出題者（志望指導教授）の設問に対して、解答用紙（A3）に記入してください。 
 

領域名・出題者名 専門試験問題 

環 境 
出題者：北村 亘 

横田 樹広 

1. あなたが修士論文において取り組んでいる研究内容について題目、研

究背景、目的、結果、考察について説明しなさい。 
2. あなたが博士後期課程において研究したいと考えている内容につい

て概説するとともに、その研究内容の生態学的または保全生物学的意

義について述べなさい。また、既往研究論文を最低 1 編あげて、それ

らと比較しながらあなたの博士後期課程の研究の独自性を説明しな

さい。 
3. あなたが博士後期課程において研究したいと考えている内容につい

て、大きな影響を及ぼした人物、著作あるいは論文の中から 1 件あげ

て説明しなさい。 

 



2022年 2月 12日実施- 

 

2022年度 大学院環境情報学研究科 

環境情報学専攻 博士前期課程 入学試験（C 日程） 

専門試験問題（地域・都市環境領域） 

 

 

●試験時間：午前 10 時～12時（120分間） 

●志望する領域の設問に対して、解答用紙（Ａ３）に記入してください。 

解答用紙は全部で５枚あります。 

 

領域名 専門試験問題 

地域・都市環境 

あなたが提出した大学院での研究計画と関連する専門文献を２つあげて、以下の設問に

答えなさい。 

1. それぞれの文献の題名、主要著者名、概要をまとめること。 

2. それぞれの文献から自分の研究に深く関係する用語やキーワードを３つあげ、簡潔

に解説すること。 

3. それぞれの文献のなかで、自分の研究に最も参考になる部分をあげて、研究内容と

の関連性について、詳しく説明すること。 

 

 

受験番号       氏名  

 



2022年 2月 12日実施 

 

２０２２年度 大学院環境情報学研究科 

都市生活学専攻博士前期課程 入学試験（C 日程：一般(日本語)） 

専門試験問題 
 
 
●試験時間：午前 10 時～12 時（120 分間） 
●別紙の解答用紙（Ａ３）に記入してください。解答用紙のスペースが不足する場合は、“裏面に続く”

に○を付けて裏面を使用してください。 
 

領域名 専門試験問題 

都市生活 

 
大学院におけるあなたの予定研究指導教員が指定する専門文献について、 

 
１．その学術的成果の概要と都市生活学専攻の専門分野における学術的重要性について 

述べなさい。 
 
２．それらの文献の中で、あなたの研究にとって最も重要だと考える内容を指摘し、 

あなたの大学院における研究計画との関連について述べなさい。 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
注１）指定する専門文献については、研究指導教員が受験者に事前指示。 
注２）同上専門文献については、試験会場への持ち込みは不可。 

 

 
 

受験番号       氏名  
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