令和４(2022)年度 岐阜大学大学院連合農学研究科 （後期３年のみの博士課程）

学生募集要項（変更）
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校

国際連携食品科学技術専攻 P.28

＜変更前＞
６．選抜の方法
本専攻では 2 段階の選抜試験の成績、学術成績証明書及びその他必要と認める資料の総
合判定により行なう。
(1) 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻選抜試験
専門的知識及び本専攻における研究提案を中心とした口頭試問を両大学合同で行う。
また、2 国間での履修に問題が生じないか両大学合同で評価し選考する。なお、試験に使
用する言語は英語とする。
(2) 連合農学研究科選抜試験（一般入試、推薦入試）
岐阜大学大学院連合農学研究科学生募集要項を参照すること。
(3) 英語試験におけるスコアシートの提出
英語能力は、TOEFL または TOEIC スコアによって判定する。判定の目安は以下の
とおりである。
①

TOEFL iBT：80 点以上

②

TOEIC Listening & Reading Test：730 点以上

③

IELTS：6 点以上

＜変更後＞
６．選抜の方法
本専攻では 2 段階の選抜試験の成績、学術成績証明書及びその他必要と認める資料の総
合判定により行なう。
(1) 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻選抜試験
専門的知識及び本専攻における研究提案を中心とした口頭試問を両大学合同で行う。
また、2 国間での履修に問題が生じないか両大学合同で評価し選考する。なお、試験に使
用する言語は英語とする。
(2) 連合農学研究科選抜試験（一般入試、推薦入試）
国際連携食品科学技術専攻への出願は、生物資源科学専攻との併願とする。
岐阜大学大学院連合農学研究科で実施される第１次(9 月)、あるいは第 2 次（2 月）に、
希望する主指導教員が所属する生物資源科学専攻の一般入試または推薦入試を受験する。
博士課程入学願書（別紙様式第１号）の様式を複写して記入すること。
第１希望：国際連携食品科学技術専攻（英語で記入）
第２希望：生物資源科学専攻
(3) 英語試験におけるスコアシートの提出
英語能力は、TOEFL または TOEIC スコアによって判定する。判定の目安は以下の
とおりである。
①

TOEFL iBT：80 点以上

②

TOEIC Listening & Reading Test：730 点以上

③

IELTS：6 点以上

GUIDELINES FOR APPLICANTS (Alteration)
International Joint PhD Program in Food Science & Technology
between Gifu University and Indian Institute of Technology Guwahati P.71
<Before the Change>

6. Selection Criteria
Selection will be conducted in two-stages based on the results of the applicant’s oral
examination, transcripts, and other supporting materials.
(1) Examination in international joint PhD program in food science & technology
Fundamental knowledge in the target academic area in which the applicant wishes to study,
research plan, master’s thesis, etc., and competency in the English language.
(2) Take one of the following examinations;
General admission: Refer to Page 44 - 53
Admission on recommendation: Refer to Page 54 - 59
(3) English language qualification
You will need to demonstrate competency in English by submitting a test score from one of
the following recognized English language qualification, such as:
①
②
③

TOEFL iBT: 80 points or more
TOEIC Listening & Reading Test: 730 points or more
IELTS: 6 points or more

<Revised>

6. Selection Criteria
Selection will be conducted in two-stages based on the results of the applicant’s oral
examination, transcripts, and other supporting materials.
(1) Examination in international joint PhD program in food science & technology
Fundamental knowledge in the target academic area in which the applicant wishes to study,
research plan, master’s thesis, etc., and competency in the English language.
(2) Take one of the following examinations;
General admission: Refer to Page 44 - 53
Admission on recommendation: Refer to Page 54 - 59
Applicants who wish to enter the International Joint PhD Program in Food Science & Technology
are to apply concurrently for the Science of Biological Resources Course, in which the desired
academic supervisor belongs to.
Entrance examinations, both general and by recommendation, will be conducted in September
(1st recruitment) or February (2nd recruitment).
Document required: Application form (Form 1), photocopy is accepted.
First choice: International Joint PhD Program in Food Science & Technology
Second choice: Science of Biological Resources
(3) English language qualification
You will need to demonstrate competency in English by submitting a test score from one of
the following recognized English language qualification, such as:
①
②
③

TOEFL iBT: 80 points or more
TOEIC Listening & Reading Test: 730 points or more
IELTS: 6 points or more

