
社会基盤学専攻 2022 年度大学院入試 「FAQ: よくある質問」 
The English explanation follows the Japanese explanation. 

 
● 筆記試験「社会基盤学」で解答する試験分野は、希望する指導教員や指導教員グループ
の専門分野と合わせる必要がありますか？ 
必要ありません。自由に選んでください。 
 
 
● 英語試験について、TOEFL を推奨する理由は何ですか？ 
TOEICは高等教育機関を受験する者の英語能力判定を意図したテストではないこと、およ
び IELTS はレベル表示のため点数の解像度が低いことから、本専攻では受験生の英語能力
を詳細に評価できる TOEFL を推奨しています。 
 
 
● 英語試験について、提出締め切り前であれば一度提出した英語スコアを変更することは
できますか？ 
TOEFL, IELTS, TOEICのスコア提出後の変更は認めません。 
 
 
● TOEIC から TOEFLの換算について、小数点以下まで考慮されますか？また、TOEFL
の点数からどのように英語の点数（300 点満点）に換算されるのか教えてください。 
英語スコアの換算方法のページを確認してください。 
 
 
● TOEIC、IELTSのスコア原本を社会基盤学専攻に送る場合、速達書留にする必要はあり
ますか？ 
速達書留、もしくは書留のどちらかで送ってください。8 月 13 日に到着していればどちら
でも構いません。なお、手渡しによる提出は受け付けません。 
 
 
● 筆記試験の問題の受け取り、答案の提出はどのように行うのですか？ 
2021 年 8 月中旬までに、詳細な試験方法を受験者に通知します。 
 
 
 



● 8 月 26日 13 時からのオンライン接続テストの参加は必須ですか？参加しないとどうな
りますか？ 
オンライン接続テストでは、8 月 30 日と 31 日の本試験がスムーズに行われるよう、様々
な説明をします。参加しなくても試験は受けられますし、ペナルティーなどはありません。
しかし、この接続テストでは本試験と同じ受験環境で参加していただくことを想定してお
り、もし受験環境が不適切である場合は、試験監督者は本試験に先立って受験者に指摘する
ことができます。また、問題・解答用紙をオンラインでやり取りする練習や会話チェックも
行います。もし本試験時に受験者の受験環境（PC環境含む）が原因で試験が滞ると、最悪
の場合失格になってしまうかもしれません。そのような事態が生じる可能性を低くするた
め、オンライン接続テストに参加することを強くお勧めします。なお、接続テストは１時間
程度の予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Department of Civil Engineering, FY2022 Entrance Exam 
「FAQ: Frequently Asked Questions」 
 
●Does the exam field to be answered in the written exam "Civil Engineering" need to match 
the exam field of the desired supervisor or supervisor group? 
No need. You are free to choose. 
 
 
●Regarding the English language test, why is the TOEFL recommended? 
Because TOEIC is not intended to be a test of English language skill for applicants to higher 
education institutions, and because IELTS has a limited resolution due to its level indicator, 
our department recommends the TOEFL as a more detailed assessment of an applicant's 
English language skill. 
 
 
●Can I change my English test score once I have submitted before the deadline? 
TOEFL, IELTS, and TOEIC scores cannot be changed after submission. 
 
 
●Will the decimal point be taken into account when converting from TOEIC to TOEFL? 
Also, how is the TOEFL score converted into an English score (out of 300)? 
Please refer to the webpage on how to convert the English scores. 
 
 
●Do I need to send the original copy of TOEIC or IELTS score to Department of Civil 
Engineering by registered express mail? 
It can be sent either by express registered mail or by registered mail, as long as it arrives on 
13 August. Hand-delivered submissions will not be accepted. 
 
 
●How do I receive the questions and submit the answer sheets for the written exam? 
Details of how the exam will be conducted will be announced by email by mid-August. 
 
 
●Is it mandatory to participate in the online connection test on August 26th at 1pm? What 
will happen if I don't participate? 
The online connection test will provide you with various explanations to help you smoothly 
take the real exams on August 30 and 31. You can still take the real exams without 
participating the online connection test, and there will be no penalties. However, this 



connection test expects you to participate in the same test-taking environment as the real 
exams, and if your test-taking environment is inappropriate, we will be able to point it out to 
you before the real exams. There will also be practice in downloading questions and uploading 
answer sheets online, as well as conversation checks. If an examinee's test environment 
(including PC environment) causes a delay during the real exams, in the worst case, the 
examinee may be disqualified. In order to reduce the possibility of this happening, we highly 
recommend that you participate in the online connection test on 26th August. The connection 
test is expected to last about an hour. 
 


