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日　程　表

第１期募集

一 般 入 試

個別の出願資格審査
（該当者のみ） 令和３年６月24日（木）～６月28日（月）

出 願 受 付 期 間 令和３年７月14日（水）～７月16日（金）
試 験 日 令和３年８月20日（金）
合 格 発 表 令和３年９月２日（木）

外国人留学生
特 別 入 試

個別の出願資格審査
（該当者のみ） 令和３年６月24日（木）～６月28日（月）
出 願 受 付 期 間

試 験 日 令和３年８月17日（火）～８月20日（金）
のうちの指定する１日

合 格 発 表 令和３年９月２日（木）

第２期募集

一 般 入 試

個別の出願資格審査
（該当者のみ） 令和３年10月26日（火）～10月28日（木）

出 願 受 付 期 間 令和３年12月１日（水）～12月３日（金）
試 験 日 令和４年１月27日（木）
合 格 発 表 令和４年２月９日（水）

外国人留学生
特 別 入 試

個別の出願資格審査
（該当者のみ） 令和３年10月26日（火）～10月28日（木）
出 願 受 付 期 間

試 験 日 令和４年１月21日（金）～１月27日（木）
のうちの指定する１日（土日を除く）

合 格 発 表 令和４年２月９日（水）
※　本研究科では，第１期及び第２期の２回学生募集を行います。第１期及び第２期の両方に出願するこ
ともできますが，その際はそれぞれ所定の期間に出願書類（検定料を含みます。）を提出する必要があ
ります。

Schedule

1st
Application

General Entrance 
Examination

Individual Screening of 
Application
（for those who meet 
relevant criteria）

June 24 （Thu） − June 28 （Mon）, 2021

Application acceptance July 14 （Wed） − July 16 （Fri）, 2021
Examination August 20 （Fri）, 2021
Selection Announcement September 2 （Thu）, 2021

Special Entrance 
Examination for 
International 
Students

Individual Screening of 
Application
（for those who meet 
application criteria）

June 24 （Thu） − June 28 （Mon）, 2021

Application acceptance

Examination August 17 （Tue） − August 20 （Fri）, 2021
Examination time will be assigned during these dates

Selection Announcement September 2 （Thu）, 2021

2nd
Application

General Entrance 
Examination

Individual Screening of 
Application
（for those who meet 
application criteria）

October 26 （Tue） − October 28 （Thu）, 2021

Application acceptance December 1 （Wed） − December 3 （Fri）, 2021
Examination January 27 （Thu）, 2022
Selection Announcement February 9 （Wed）, 2022

Special Entrance 
Examination for 
International 
Students

Individual Screening of 
Application
（for those who meet 
application criteria）

October 26 （Tue） − October 28 （Thu）, 2021

Application acceptance

Examination January 21 （Fri）, January 24 （Mon）−27 （Thu）, 2022
Examination time will be assigned during these dates

Selection Announcement February 9 （Wed）, 2022
＊The Graduate School calls for applications twice. Applications may be submitted to both the first and second 
application windows, and applicants need to submit a separate set of documents （including fees） in each case.



― 2 ―

Ⅰ　アドミッション・ポリシー ……………………………………………………………………………… 4

Ⅱ　入学者選抜 …………………………………………………………………………………………………… 6
１　募集人員
２　出願資格
３　個別の出願資格審査
４　出願手続
５　選抜方法
　１）一般入試
　２）外国人留学生特別入試
６　合格者の発表
７　試験問題及び試験成績の開示

Ⅲ　入学手続等の概要 ………………………………………………………………………………………… 22

Ⅳ　長期履修制度  ……………………………………………………………………………………………… 22

Ⅴ　個人情報の取り扱い ……………………………………………………………………………………… 22

Ⅵ　障がい等を有する入学志願者との事前相談 ……………………………………………………… 24

Ⅶ　問い合わせ先  ……………………………………………………………………………………………… 24

Ⅷ　電算処理カードの記入要領及び記入例 …………………………………………………………… 24

別表　岩手大学大学院獣医学研究科（博士課程）共同獣医学専攻教育研究指導分野一覧 ……… 28

目　　　　次



― 3 ―

Contents

Ⅰ　Admission Policies  ………………………………………………………………………………………… 5

Ⅱ　Enrollee Selection …………………………………………………………………………………………… 7
1　Number of students to be admitted
2　Application eligibility
3　Individual screening of application eligibility
4　Application procedures
5　Selection method
　1）General Entrance Examination
　2）Special Entrance Examination for International Students
6　Announcement of admission selection
7　Disclosure of examination questions and results 

Ⅲ　Summary of Registration Procedure  ………………………………………………………………… 23

Ⅳ　Extended Enrollment System …………………………………………………………………………… 23

Ⅴ　Personal information management …………………………………………………………………… 23

Ⅵ　Preliminary Consultation for Applicants with Disabilities ……………………………………… 25

Ⅶ　Inquiries  ……………………………………………………………………………………………………… 25

Ⅷ　Electronic Processing Card and Example  ………………………………………………………… 25

Annex: List of Research Fields Offered at the Cooperative Division of Veterinary 
Sciences, the Graduate School of Veterinary Sciences （Doctoral Program） ………………… 29



― 4 ―

Ⅰ　アドミッション・ポリシー
１　人材育成目的
　共同獣医学専攻では，共同獣医学科で掲げた理念を更に深化し，動物基礎医学を基盤とした革新的な
発想を持ち，獣医衛生科学分野及び獣医臨床医科学分野を先導する研究リーダーを育成することを目的
としている。

２　入学者に求める資質
①　知識・技能・理解
　・専攻する獣医学及び動物科学に関して十分な基礎学力並びに技術を有している者
②　思考力・判断力・表現力
　・研究活動に必要な英語力とコミュニケーション能力を備えている者
③　関心・意欲
　・研究課題に積極的に取り組む意欲と探究心を持ち合わせている者
　・研究倫理及び獣医倫理に関して深い関心を有している者
④　主体性・協働性
　・幅広い視野に立ち創造性豊かな研究を展開する実行力に満ちた者

３　入学前に修得しておくことを期待する内容
　大学院において専門的な学術研究に従事していくため，獣医学に関する基礎的な知識を修得している
こと。

４　入学者選抜の基本方針
⑴　一般入試
　筆記試験で「知識・技能・理解」「思考力・判断力・表現力」を，口頭試問で「知識・技能・理解」
「思考力・判断力・表現力」「関心・意欲」「主体性・協働性」を評価し，出願書類では「知識・技能・
理解」「関心・意欲」を中心に総合的に評価する。

⑵　外国人留学生特別入試
　口頭試問で「知識・技能・理解」「思考力・判断力・表現力」「関心・意欲」「主体性・協働性」を評価し，
出願書類では「知識・技能・理解」「関心・意欲」を中心に総合的に評価する。

入学者選抜試験の検査方法と評価要素

知識・技能・
理解

思考力・判断
力・表現力　 関心・意欲 主体性・

協働性 備考

一般入試

筆記試験 〇 〇

口頭試問（プレゼン
テーションを含む） 〇 〇 〇 〇

出願書類 〇 〇

外国人留
学生特別
入試

口頭試問（プレゼン
テーションを含む） 〇 〇 〇 〇

出願書類 〇 〇
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Ⅰ Admission Policies
1  Purpose of our human resources development
　The Cooperative Division of Veterinary Sciences aims to foster research leaders who lead the field 
of veterinary health and clinical medicine with their innovative ideas based on basic animal medicine 
by further pursuing the philosophy of the Cooperative Department of Veterinary Medicine.

2  Qualities expected from incoming students:
⒤　Knowledge, skills, and understanding
-  Sufficient basic academic capacity and veterinary medicine and animal sciences techniques that 
they specialize in

ⅱ　Ability to think, judge, and express oneself
　- English ability and communication skills required for research work
ⅲ　Interest and willingness
　- Active willingness and a spirit of inquiry for working on research topics
　- Keen interest in research ethics and veterinary ethics
ⅳ　Initiative and sense of partnership
　- Ability to pursue creative research from a broad perspective

3  Knowledge expected before admission
　Applicants must have fundamental knowledge of veterinary medicine to engage in graduate level 
specialized scientific research.

4  Selection Policy
⑴　General Entrance Examination
　Evaluation will be based on knowledge, skills and understanding and ability to think, judge, and 
express oneself  for the written exam and knowledge, skills and understanding; ability to think, 
judge, and express oneself; interest and willingness; and initiative and sense of partnership for 
the oral exam. Screening of application documents will be based on a comprehensive evaluation 
with a focus on knowledge, skills and understanding as well as interest and willingness.
⑵　Special Entrance Examination for International Students
　Evaluation will be based on knowledge, skills and understanding; ability to think, judge, and 
express oneself; interest and willingness; and initiative and sense of partnership for the oral exam. 
Screening of application documents will be based on a comprehensive evaluation with a focus on 
knowledge, skills and understanding as well as interest and willingness.

Selection Methods and Evaluation Factors

Knowledge, 
skills, and 

understanding

Ability to 
think, judge, 
and express 
oneself

Interest and 
willingness

Initiative and 
Sense of 
partnership

Remarks

General 
Entrance 
Examination

Written exam 〇 〇
Oral exam 
（including 
presentation）

〇 〇 〇 〇

Screening of 
application 
documents

〇 〇

Special 
Entrance 
Examination 
for 
International 
Students

Oral exam 
（including 
presentation）

〇 〇 〇 〇

Screening of 
application 
documents

〇 〇



― 6 ―

Ⅱ　入学者選抜
１　募集人員

専　　攻 選抜区分 募 集 人 員
第１期 第２期

共同獣医学専攻 一般入試 ５名 若干名
外国人留学生特別入試 若干名 若干名

２　出願資格
　次の ⑴ ～ ⑻ のいずれかに該当する者

※　「外国人留学生特別入試」に出願できるのは，日本国外に在住する日本国籍を有しない者で，か
つ，日本の出入国管理及び難民認定法において大学院の入学に支障のない在留資格を有する者又は
取得できる見込みの者です。日本国内在住の外国人志願者は，一般入試を受験してください。

⑴　大学における修業年限６年の獣医学，医学，歯学又は薬学を履修する課程を卒業した者及び令和４
年３月までに卒業見込みの者

⑵　外国において，学校教育における18年の課程（最終の課程は獣医学，医学，歯学又は薬学）を修了
した者及び令和４年３月までに修了見込みの者

⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を，我が国において履修することにより，当該外国の
学校教育における18年の課程（最終の課程は獣医学，医学，歯学又は薬学）を修了した者及び令和４
年３月までに修了見込みの者

⑷　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程（最終
の課程は獣医学，医学，歯学又は薬学）を修了したとされる者に限る。）を有するものとして当該学
校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程
を修了した者及び令和４年３月までに修了見込みの者

⑸　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又
は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別
に指定するものに限る。）において，修業年限が５年以上である獣医学，医学，歯学又は薬学の課程
を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することに
より当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て，我が国において，外国の大学の課程を有するものとして文部科学大臣の指定を受けたものにおい
て課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和４年３
月までに授与される見込みの者

⑹　文部科学大臣が指定した者（昭和30年文部省告示第39号に該当する者）
①　旧大学令（大正７年勅令第388号）による大学の医学又は歯学の学部において医学又は歯学を履
修し，これらの学部を卒業した者

②　防衛省設置法（昭和29年法律第164号）による防衛医科大学校を卒業した者
③　修士課程又は学校教育法（昭和22年法律第26号）第99条第２項の専門職大学院の課程を修了した
者及び修士の学位の授与を受けることのできる者

④　前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に２年以上在学し，30単位以上を修得し，かつ，
必要な研究指導を受けた者で，修業年限６年の獣医学，医学，歯学又は薬学を履修する課程を卒業
した者と同等以上の学力があると本研究科が認めた者

⑤　大学（獣医学，医学，歯学又は薬学（臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするも
の）を履修する課程を除く。）を卒業し，又は外国において学校教育における16年の課程を修了し
た後，大学，研究所等において２年以上研究に従事した者で，当該研究の成果等により，大学の修
業年限６年の獣医学，医学，歯学又は薬学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると
本研究科が認めた者
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Ⅱ Enrollee Selection
1  Number of students to be admitted

Division Selection Segment Enrollment Capacity
1st 2nd

Cooperative Division of 
Veterinary Sciences

General Entrance Examination Five Several
Special Entrance Examination 
for International Students Several Several

2  Application eligibility
　Applicants who meet any of the following criteria ⑴ - ⑻.
　＊ Non-Japanese nationals residing outside Japan who have or will have obtained residence 

status which allows for graduate school admission in accordance with the Emigration and 
Immigration Management and Refugee Recognition Law of Japan may apply for the Special 
Entrance Examination for International Students. Non-Japanese nationals residing in Japan 
should take the General Entrance Examination.

⑴　Completion  of  a  six-year  course  of  study  in  veterinary medicine, medicine,  dentistry,  or 
pharmaceutical sciences at a Japanese university by March, 2022
⑵　Completion of 18 years of formal education at institutions （limited to a final program in veterinary 
medicine, medicine, dentistry, or pharmaceutical sciences） outside Japan by March, 2022

⑶　Completion of 18 years of  formal education through distance  learning programs offered within 
Japan by  institutions based outside Japan （limited  to a  final program  in veterinary medicine, 
medicine, dentistry, or pharmaceutical sciences） by March, 2022

⑷　Completion of a course of study at an educational institution recognized as providing a foreign 
university degree program which  follows  the education  system guidelines of  the university’s 
national accrediting body, and which is designated by the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science, and Technology separately within Japan by March, 2022. （Limited to individuals who have 
completed 18 years of  formal education with a  final program  in veterinary medicine, medicine, 
dentistry, or pharmaceutical sciences.）

⑸　Acquisition of degrees equivalent to a bachelor’s degree by March, 2022 by completing a five-
year or more course of  study  in veterinary medicine, medicine, dentistry,  or pharmaceutical 
sciences at a university or  institution outside Japan. This  includes completing a course of study 
which  is offered through a distance  learning program within Japan by  institutions based outside 
Japan which follow the education system of that country and which is designated by the Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science, and Technology separately within Japan. （Limited to those 
whose comprehensive status of educational and research experience is evaluated a representative 
certified by the government or relevant official organization and is designated by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science, and Technology separately.）
⑹　Identification by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
（according to the Ministry of Education 1955 Notification No. 39）:
ⅰ　Those who majored in medicine or dentistry and graduated from a medical or a dental university 
stipulated by Japan’s former University Law （Imperial Ordinance No. 388 issued in 1918）.

ⅱ　Those who graduated  from  the National Defense Medical College  stipulated by  Japan’s 
Defense Agency Establishment Act （Law No. 164 issued in 1954）.
ⅲ　Those who have completed a master’s degree program or a professional graduate program as 
set forth in paragraph 2 of Article 99 of the School Education Act （Law No. 26 issued in 1947） 
or can otherwise be conferred a master’s degree.

ⅳ　Those who have completed at least 2 years of a doctoral program that is not divided into first 
and second phases. They should have obtained at least 30 academic credits, necessary research 
instruction, and be recognized by  the Graduate School of Veterinary Sciences as possessing 
academic ability equivalent to 6 years of education in a course of study in veterinary medicine, 
medicine, dentistry, or pharmaceutical sciences at a Japanese university.
ⅴ　Those who have a university degree （other  than veterinary medicine, medicine, dentistry, 
or pharmaceutical sciences whose primary objective  is  to build practical clinical capacity）, or 
have completed 16 years of education at an institution outside Japan; and have since at least 2 
years of research experience at a university or a research institution, and are recognized by the 
Graduate School of Veterinary Sciences as possessing academic ability equivalent to 6 years of 
education  in a course of study  in veterinary medicine, medicine, dentistry, or pharmaceutical 
sciences at a Japanese university.
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⑺　大学における修業年限６年の獣医学，医学，歯学又は薬学を履修する課程を卒業した者と同等以上
の学力があると本研究科が認めた者で，令和４年３月までに24歳に達する者

対象となる者：短期大学，高等専門学校，専修学校，各種学校の卒業者や外国大学日本分校，
外国人学校の卒業者等

⑻　その他 ⑴ に掲げる者と同等以上の学力があると本研究科が認めた者
①　従前の大学における修業年限４年の獣医学を履修する課程を卒業し，卒業後，獣医学に関連する
研究その他の業務に入学時（令和４年４月１日）において２年以上従事している者

②ａ）その他大学における修業年限６年の獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があ
　ると本研究科が認めた者
ｂ）著書，学術論文，学術報告等により修士論文と同等以上の価値がある研究業績を有すると本研
究科が認めた者

※　⑹−④，⑹−⑤，⑺，及び ⑻ で出願しようとする者は，「３　個別の出願資格審査」を参照して
ください。

３　個別の出願資格審査
　「２　出願資格」⑹−④，⑹−⑤，⑺，及び ⑻ で出願しようとする者は，次のとおり事前審査を行
います。
⑴　審査方法
　　提出された書類で審査を行います。ただし，必要に応じて面接を行う場合があります。
⑵　提出書類

書類の名称 摘　　　　　要
出願資格認定申請書 所定の用紙に必要事項を記入してください。

成 績 証 明 書

出身大学長（出身学校長）が作成し，厳封したもの。ただし，出身学校の証明
書自動発行機で発行されるものは厳封の必要はありません。
大学院の課程を修了した（修了見込み含む）志願者は，大学院の成績証明書も
併せて提出してください。
証明書が外国語（英語を除く）で書かれている場合は，日本語訳又は英語訳を
添付してください。

卒業（修了）証明書
又は卒業（修了）
見 込 み 証 明 書

出身大学（出身学校）所定のもの。
大学院の課程を修了した（修了見込み含む）志願者は，修士課程・博士前期課
程修了（見込み）証明書も併せて提出してください。
証明書が外国語（英語を除く）で書かれている場合は，日本語訳又は英語訳を
添付してください。

研 究 歴 証 明 書 所定の用紙に必要事項を記入してください。

研 究 業 績 書

Ａ４判の用紙を使用して和文の場合は1,000字程度，英文の場合は600語程度で
これまでの研究業績内容の要約（目的，材料と方法，結果，考察（結論）を含
む。）を記載し，所定の表紙をつけて提出してください。なお，これを提出す
ることが不可能な者は，本研究科に出願するに至った経緯を和文の場合は1,000
字以内，英文の場合は600語以内にまとめて提出してください。
※　ただし，外国人留学生特別入試に出願する者は英文1,000語以内で作成し
てください（和文不可）。

研 究 成 果 資 料 研究業績書の内容を裏付けする研究論文及びその他の研究業績を示す資料があ
れば添付すること。

※　証明書が外国語（英語を除く）で書かれている場合は，日本語訳又は英語訳を添付してください。



― 9 ―

⑺　Applicants who  are  at  least  24 years  of  age by March,  2022  and  are  recognized by  the 
Graduate School of Veterinary Sciences through an  individual qualification review as possessing 
academic ability equivalent to 6 years of education in veterinary medicine, medicine, dentistry, or 
pharmaceutical sciences at a Japanese university.
Examples: Graduates of junior colleges, technical or vocational schools, 
Japanese branches of foreign universities, international schools in Japan, or various other schools.

⑻　Recognition by  the Graduate School  of Veterinary Sciences as possessing academic ability 
equivalent to ⑴ :
ⅰ　Those who have completed 4 years of veterinary education under Japan’s former university 
system and have at least 2 years of experience in veterinary research or other relevant work at 
the time of enrollment （by April 1, 2022）
ⅱ　Those who are  recognized by  the Graduate School  of Veterinary Sciences either as （a） 
possessing academic ability equivalent  to 6 years of education  in a curriculum of veterinary 
medicine at a Japanese university, or （b） research achievements equivalent to a master’s degree, 
e.g., by book, thesis, or academic paper publications

＊Applicants who fall  into categories ⑹-ⅳ, ⑹-ⅴ, ⑺, or ⑻ should see “3.  Individual screening of 
application eligibility.”

3  Individual screening of application eligibility
＊ Applicants who fall into categories of 2. application eligibilities ⑹-ⅳ, ⑹-ⅴ, ⑺, or ⑻ will be screened 
as follows:
⑴　Screening method 
　Screening is performed based on submitted documents. Interviews may be conducted as necessary.
⑵　Documents to be submitted
Names of documents Abstract
Application Form for 
the Accreditation of 
Application Eligibility

Please fill out the designated form. 

Academic transcript

A  transcript prepared and  sealed by  the dean of  the  institution where  the 
applicant attended. A transcript issued by the certificate issuing machine at the 
institution that the applicant attended does not need to be sealed.
Applicants who have completed （or will have completed） a graduate program 
are required to submit  their graduate transcript as well.  If  the transcript  is  in 
a language other than Japanese or English, please attach a Japanese or English 
translation.

Certificate of Graduation/
Completion, or Certificate 
of Expected Graduation/
Completion

This must be  in  the  format designated by the  institution where  the applicant 
attended.
Applicants who have completed （or will have completed） a graduate program 
are required to submit a certification of （expected） completion for the graduate 
program as well.
If the transcript is in a language other than Japanese or English, please attach a 
Japanese or English translation.

Statement of Research 
History Please fill out the designated form.

Summary of Research 
Achievements

A summary of the applicant’s research achievements on A4-size paper, about 1,000 
characters  in Japanese or 600 words  in English （including purpose, materials, 
methodologies,  results,  conclusions,  etc.）. Attach  the official  cover page.  If  a 
summary is not available for submission, submit a statement of purpose for applying 
to the program within 1,000 characters in Japanese or 600 words in English.
＊ Applicants to the Special Entrance Examination for International Students must 
write a statement in 1,000 words or less in English （Japanese is not allowed）. 

Supplementary 
materials  for research 
achievement

If available, attach supplementary materials （e.g., a copy of thesis/theses and/or 
research papers） showing the applicant’s research achievements.

＊ If the certificate is in a language other than Japanese or English, please attach a Japanese or 
English translation.
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⑶　提出期間等
①　提出期間：第１期募集　令和３年６月24日（木）から６月28日（月）まで【必着】
　　　　　　　第２期募集　令和３年10月26日（火）から10月28日（木）まで【必着】
②　提 出 先：岩手大学学務部入試課
　　　　　　　〒020-8550　盛岡市上田三丁目18-８
　　　　　　　☎019-621-6064
※　郵送する場合は必ず速達書留とし，封筒の表に「大学院獣医学研究科出願資格認定申請書類在中」
と朱書きしてください。

※　外国人留学生特別入試に出願する者は，「４　出願手続」⑷ 出願書類等と一緒に，必ず国際ス
ピード郵便（ＥＭＳ）で郵送してください。

⑷　結果通知
　審査結果は，第１期募集は令和３年７月９日（金）まで，第２期募集は令和３年11月26日（金）ま
でに本人あてに通知します。
　ただし，外国人留学生特別入試に出願した者への通知は，第１期募集は令和３年７月16日（金）ま
で，第２期募集は令和３年12月３日（金）までに行い，出願資格が認定された者へは併せて書類審査
の結果も通知します（20ページの「５　選抜方法」２）外国人留学生特別入試 参照）。

４　出願手続
⑴　出願方法
　志願者は，⑷ の出願書類等を取りそろえ，郵送又は持参により提出してください。
　なお，郵送する場合は必ず速達書留とし，封筒の表に「大学院獣医学研究科出願書類等在中」と朱
書きしてください。
　また，日本国外から出願する場合は，必ず国際スピード郵便（ＥＭＳ）で郵送してください。

⑵　出願書類等提出先：岩手大学学務部入試課
　　　　　　　　　　　〒020-8550　盛岡市上田三丁目18-８
　　　　　　　　　　　☎019-621-6064
⑶　出願受付期間
　①　一般入試
　　　第１期募集　令和３年７月14日（水）から７月16日（金）まで【必着】
　　　第２期募集　令和３年12月１日（水）から12月３日（金）まで【必着】
　　　※　持参の場合，受付時間は９時から16時までです。
　②　外国人留学生特別入試
　　　第１期募集　令和３年６月24日（木）から６月28日（月）まで【必着】
　　　第２期募集　令和３年10月26日（火）から10月28日（木）まで【必着】
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⑶　Submission
ⅰ　Submission period 
1st Application: Opens June 24, 2021 and must be received by Iwate University no later than 
June 28, 2021
2nd Application: Opens October 26, 2021 and must be received by Iwate University no later 
than October 28, 2021

ⅱ　Submit to: Admission Office, Student Services Department, Iwate University
　　3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate 020-8550 Japan, Phone: +81-（0）19-621-6064
＊If submitting by mail, the applicant must send the documents by registered express mail. Please 
write “Enclosed: documents for the accreditation of application eligibility for the Graduate 
School of Veterinary Sciences” in red on the front side of the envelope. 

＊Applicants  for  the Special Entrance Examination  for  International Students must send  their 
documents by Express Mail Service along with “⑷ Application documents” specified under “4. 
Application procedures” 

⑷　Notification of results
　Applicants will be notified of screening results by mail by July 9, 2021 for the 1st application and 
by November 26, 2021 for the 2nd application. 
　Notification of the results for the applicants to the Special Entrance Examination for International 
Students will be sent by July 16, 2021 for the 1st application and by December 3, 2021 for the 2nd 
application. The results of the document screening will also be sent to applicants whose application 
eligibilities were accredited （see the “2） Special Entrance Examination for International Students” 
under the “5. Selection method” on page 21）. 

4  Application procedures
⑴　Application method
　Applicants must prepare application documents specified in ⑷ and submit them to the university 
by mail or in person.
　If submitting by mail, the applicant must send the documents by registered express mail. Please 
write “Enclosed: application documents for the Graduate School of Veterinary Sciences”  in red 
on the front side of the envelope.
　If applying from outside Japan, please make sure to send by Express Mail Service. 

⑵　Submit application documents to: Admission Office, Student Services Department, Iwate University
　　3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate 020-8550 Japan
　　Phone: +81-（0）19-621-6064
⑶　Application acceptance
　ⅰ　General Entrance Examination

1st Application: Opens on July 14 （Wed）, 2021 and must be received by Iwate University no 
later than July 16 （Fri）, 2021
2nd Application: Opens on December 1 （Wed）, 2021 and must be received by Iwate University 
no later than December 3 （Fri）, 2021
＊ Alternatively, applications can be submitted  in person at  the Iwate University Admission 
Office, Monday through Friday （excluding official holidays）, 9 a.m. to 4 p.m. 

　ⅱ　Special Entrance Examination for International Students
1st Application: Opens on June 24 （Thu）, 2021 and must be received by Iwate University no 
later than June 28 （Mon）, 2021
2nd Application: Opens on October 26 （Tue）, 2021 and must be received by Iwate University 
no later than October 28 （Thu）, 2021
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⑷　出願書類等

書類等の名称 提出該当者 摘　　　　　　　要

入学志願票 全員 所定の用紙に必要事項を記入してください。

電算処理カード 一般入試志願者
所定の用紙に24ページ以降の記入要領及び記入例をよく読
み，記入してください。電算処理されますので，汚したり折
り曲げたりしないでください。

写真票・受験票 全員
写真票には，写真（縦４㎝×横３㎝，上半身，無帽正面，出
願前３ヶ月以内に撮影）を貼ってください。
太線枠内に記入してください。

入学検定料納入
確認票 一般入試志願者

16ページの「 ⑹ 検定料の納入方法①一般入試志願者」に
従って検定料を納入し，払込の際に受け取った「振替払込受
付証明書（お客さま用）」を日附印欄の押印を確認のうえ，
所定の欄に貼ってください。
検定料は，出願書類受理後はいかなる理由があっても返還し
ません。
ただし，平成31年３月から令和４年３月までに岩手大学大学
院の修士課程（博士前期課程）を修了した者及び修了見込み
の者は，検定料を徴収しませんので，提出する必要はありま
せん。
また，日本国政府から奨学金が支給されている外国人志願者
は，検定料を徴収しませんので，「国費外国人留学生証明書」
を添付してください。
（注）災害救助法適用地域における検定料については，18

ページの「 ⑺ 検定料免除」を確認してください。

外国送金依頼書
の写し

外国人留学生
特別入試志願者

16ページの「 ⑹ 検定料の納入方法②外国人留学生特別入試
志願者」を参照して検定料を送金し，その際の外国送金依頼
書の写しを提出してください。

成績証明書 全員

出身大学長（出身学校長）が作成し，厳封したもの。ただし，
出身学校の証明書自動発行機で発行されるものは厳封の必要
はありません。
大学院の課程を修了した（修了見込み含む）志願者は，大学
院の成績証明書も併せて提出してください。
証明書が外国語（英語を除く）で書かれている場合は，日本
語訳又は英語訳を添付してください。
※　外国人留学生特別入試に出願する者は，ＧＰＡが記載さ
れたものを提出してください。ただし，出身大学がＧＰＡ
を算出していない場合はＧＰＡの記載は不要です。

卒業（修了）証明
書又は卒業（修
了）見込み証明書

全員

出身大学（出身学校）所定のもの。
大学院の課程を修了した（修了見込み含む）志願者は，修士
課程・博士前期課程修了（見込み）証明書も併せて提出して
ください。
証明書が外国語（英語を除く）で書かれている場合は，日本
語訳又は英語訳を添付してください。

卒業論文又は修
士論文等の概要 全員

Ａ４判の用紙を使用して和文の場合は2,000字程度，英文の
場合は1,200語程度で記載し，所定の表紙をつけて提出して
ください。ただし，卒業論文を課されていない者については，
職場等におけるこれまでの研究経過報告書を提出してくださ
い。なお，これらのいずれも提出することが不可能な者は，
本研究科に出願するに至った経緯を和文の場合は1,000字以
内，英文の場合は600語以内にまとめて提出してください。
※　ただし，外国人留学生特別入試に出願する者は英文で記
載してください（和文不可）。また，出願するに至った経
緯を提出する場合は，英文1,000語以内で作成してください。
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⑷　Application Documents
Documents Applicants  Instructions 

Application for 
Admission All applicants Please fill out the designated form.

Electronic 
Processing Card

Applicants  to  the 
General Entrance 
Examination

Read  the  instructions  for  filling  in  the  card and  the example 
starting on page 25. The card must not be smeared or  folded 
since it will be processed electronically.

Photograph Sheet 
/Examination 
Ticket

All applicants
Affix your photo to the Photograph Sheet.
 （4×3 cm, upper body, no hats/caps, face-front, taken within the 
past three months） 
Please fill out the sections with bold lines.

Entrance 
Examination Fee 
Receipt Sheet

Applicants  to  the 
General Entrance 
Examination

Pay the Entrance Examination Fee according to the “ⅰ Applicants 
to  the General Entrance Examination” under  the “⑹ Payment 
of examination  fee” on page 17. After  the bank transfer, make 
sure that the “Certificate of Bank Transfer Reception （Customer’
s Copy）” has been date-stamped, and affix the Certificate to the 
designated area.
The fee will not be refunded once the application documents 
have been received.
However, those who have completed or are expected to complete 
a master’s program in the graduate schools at  Iwate University 
between March 2019 and March 2022 are not  required  to pay 
the  entrance  examination  fee  and  submit  the  receipt  sheet.  
The entrance examination fee will not be collected from foreign 
students who  are  receiving  scholarships  from  the  Japanese 
government,  therefore make  sure  to  attach  the Certificate of 
Government-Sponsored Foreign Student.
（Note） Please see “⑺ Examination Fee Waiver” on page 19  for 

details on the examination fee for disaster victims in application 
of the Disaster Relief Act. 

Copy of Foreign 
Remittance 
Request Paper

Applicants to the 
Special Entrance 
Examination for 
International 
Students

Pay the Entrance Examination Fee according to the “ⅱ Applicants 
to the Special Entrance Examination for International Students” 
under  the “⑹ Payment of examination  fee” on page 17. When 
applying, submit a copy of the Foreign Remittance Request Paper.

Academic 
Transcript All applicants

An official transcript prepared and sealed by the institution where 
the applicant  attended. A  transcript  issued by  the  certificate 
issuing machine at the institution that the applicant attended does 
not need to be sealed.
Applicants who have  completed （or will  have  completed） a 
graduate program are required to submit an academic transcript 
for the graduate program as well.
If the transcript is in a language other than Japanese or English, 
please attach a Japanese or English translation.
＊Applicants to the Special Entrance Examination for International 
Students are required to submit a transcript with GPA. If the 
institution where  the  applicant  attended does not  calculate 
GPA, the GPA is not required.

Certificate of 
Graduation/
Completion, 
or Certificate 
of Expected 
Graduation/
Completion

All applicants

This must be  in the  format designated by the  institution where 
the applicant attended.
Applicants who have  completed （or will  have  completed） a 
graduate  program  are  required  to  submit  a  certification  of 
（expected） completion for the graduate program as well.
If the transcript is in a language other than Japanese or English, 
please attach a Japanese or English translation.

Summary of 
Undergraduate 
Thesis or 
Master’s Thesis

All applicants

A summary on A4-size paper （about 2,000 characters in Japanese 
or 1,200 words  in English） with a designated cover page.  If no 
undergraduate  thesis was  required,  submit  a  report  of  your 
research work at work and other opportunities. If neither of these 
are applicable, submit a statement of purpose for applying to the 
Graduate School of Veterinary Sciences Doctoral Program within 
1,000 characters in Japanese or 600 words in English.
＊Applicants to the Special Entrance Examination for International 
Students must write a statement of purpose  in English, up to 
1,000 words （Japanese is not allowed）.
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書類等の名称 提出該当者 摘　　　　　　　要

研究歴証明書 外国人留学生
特別入試志願者

所定の用紙に必要事項を記入してください。
※　個別の出願資格審査を受ける者は，出願資格審査の提出
書類「研究歴証明書」と同じものですので，合わせて１部
の提出で構いません。

研究業績書 外国人留学生
特別入試志願者

Ａ４判の用紙を使用し，英文1,000語程度でこれまでの研究
業績内容の要約（目的，材料と方法，結果，考察（結論）を
含む。）を記載し，所定の表紙をつけて提出してください。
なお，研究業績が卒業論文・修士論文のみの場合は，提出は
不要です。
※　個別の出願資格審査を受ける者は，出願資格審査の提出
書類「研究業績書」と同じものですので，合わせて１部の
提出で構いません。

研究計画書 全員

Ａ４判の用紙を使用して和文の場合は1,000字程度，英文の
場合は600語程度で入学後に希望する研究内容を具体的に記
載し，所定の表紙をつけて提出してください。
※　ただし，外国人留学生特別入試に出願する者は英文1,000
語以内で作成してください（和文不可）。

推薦書 外国人留学生
特別入試志願者

任意の様式で出身大学の指導教員等が作成し，厳封したもの。
原則として英文で作成してください。ただし，英文以外で作
成された場合は，英語訳を添付してください。

受験許可書 官公庁又は会社等
に在職している者

所属長又は代表者の受験許可書（所定の用紙）を提出してく
ださい。

TOEIC Listening 
& Reading Test
の公式認定証，
TOEFL  iBTの
受験者用スコア
票又は実用英語
技能検定の合格
証明書

一般入試志願者
のうち，外国語
試験免除希望者

外国語試験の免除（免除基準は18ページの「５　選抜方法 
１）一般入試」を参照）を希望する者は，入学試験日から遡っ
て２年以内に受験した試験の証明書の原本を提出してくださ
い。
※　原本は受験票送付時に返送します。その際，大きさに
よっては証明書を折り曲げることがあります。証明書を折
られたくない方は，住所・氏名を明記し必要分の切手を
貼った返信用封筒を同封してください。
※　証明書に疑義のある場合は，発行元に確認します。

住民票

一般入試志願者のう
ち，外国人志願者

及び
外国人留学生
特別入試志願者

外国人志願者は，住民票（在留資格が明示されているもの）
を提出してください。
なお，日本国外在住者は，パスポート（旅券）の志願者本人
を確認できるページの写し，本国の戸籍抄本又は市民権等の
証明書のいずれかを提出してください。

受験票送付用封
筒 一般入試志願者 所定の封筒にあて先を明記し，374円分の切手（速達料金）

を貼ってください。

ラベル票 一般入試志願者 所定の用紙に必要事項を記入してください。

その他の書類 一般入試志願者
のうち，該当者

個別の出願資格審査で認定を受けた者は，認定書の写しを提
出してください。
検定料免除を申請する者は，検定料免除申請書と必要な書類
をそろえて提出してください。

※　証明書が外国語（英語を除く）で書かれている場合は，日本語訳又は英語訳を添付してください。
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Documents Applicants  Instructions 

Statement of 
Research History

Applicants to the 
Special Entrance 
Examination for 
International 
Students

Please fill out the designated form.
＊This  statement  is  the  same  as  the  Statement  of Research 
History which  needs  to  be  submitted  for  the  individual 
screening of application eligibility. Thus, an applicant  for  the 
individual screening need only submit one copy in total.

Summary 
of Research 
Achievements

Applicants to the 
Special Entrance 
Examination for 
International 
Students

A  summary  of  the  applicant’s  research  achievements  on A4-
size paper. It should be about 1,000 words,  in English （including 
purpose, materials and methodology used, results, and conclusions）. 
Attach  the official cover page.  If an undergraduate or master’s 
thesis is the only research achievement, submission is not required.
＊This  statement  is  the  same  as  the  Statement  of Research 
Achievements  that needs  to be submitted  for  the  individual 
screening of application eligibility. Thus,  the applicant  for  the 
individual screening can submit only one copy in total.

Research Proposal All applicants

A written proposal  for research to be conducted. The proposal 
must be specific and on A4-size paper, with a cover page, and should 
be about 1,000 characters in Japanese or 600 words in English.
＊Applicants to the Special Entrance Examination for International 
Students must write  a  statement  in  1,000 words  or  less  in 
English （Japanese is not allowed）.

Letter of 
Recommendation

Applicants to the 
Special Entrance 
Examination for 
International 
Students

A letter of recommendation can be in any format and should be 
prepared and sealed by the applicant’s academic adviser at  the 
institution attended.
The  letter should be  in English.  If  it  is prepared  in a  language 
other than English, please attach an English translation.

Examination 
Permit

If the applicant 
works in a public 
office or a company

An examination permit should be prepared by the head of  the 
applicant’s department or administrative representative using the 
designated form.

TOEIC Listening 
& Reading Test 
Official Score 
Certificate, 
TOEFL iBT 
Official Score 
Report, or Proof 
of EIKEN 
Certification

Applicants for the 
General Entrance 
Examination who 
request an 
exemption from 
foreign language 
exams

Applicants  requesting exemption  from  foreign  language exams 
（for the criteria, see “1） General Entrance Examination” under 
the “5.  Selection method”） must  submit  a valid  and  original 
certificate/report of  the TOEIC/TOEFL/EIKEN taken within 
two years of the entrance examination date. 
＊The original copy will be returned  to  the applicant with  the 
Examination Ticket. Please note that, depending on its size, the 
certificate/report may get bent or folded upon return. To avoid 
this, please enclose an appropriately sized self-addressed return 
envelope with necessary postage.

＊If  the certificate/report appears questionable, we will contact 
you/ensure its validity with the issuer. 

Certificate of 
Residence

Non-Japanese 
applicants to the 
General Entrance 
Examination
and
Applicants to the 
Special Entrance 
Examination for 
International 
Students

We request that non-Japanese applicants submit a Certificate of 
Residence （a document that clearly shows the individual’s status 
of residence）.
In addition,  for  applicants  living outside  Japan, please  submit 
either a copy of the identity information page in your passport, an 
extract of your official family register from your home country, or 
a certificate of citizenship.

Self-addressed 
Envelope for 
Receiving an 
Examination 
Ticket

Applicants to the 
General Entrance 
Examination

Write your address on the designated envelope and affix a JPY 
374 stamp （express delivery fee）.

Label Slip
Applicants to the 
General Entrance 
Examination

Please fill out the designated form.

Other Documents

Applicants to the 
General Entrance 
Examination 
who fall under 
relevant criteria

Applicants who are recognized through an individual application 
eligibility screening must submit a copy of  the accreditation of 
eligibility.
Applicants who request an examination  fee waiver must submit 
the  application  for  examination  fee waiver  along with  other 
necessary documents.

＊ If the documentation is in a language other than Japanese or English, please attach a Japanese or 
English translation.
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⑸　出願書類等提出上の注意
①　出願書類等受理後は，いかなる理由があっても記載事項の変更は認めません。また，出願書類等
は返還しません。

②　出願書類等に不備のあるものは受理しませんので，注意してください。
③　出願に先立って，必ず指導を希望する教員に相談してください。
　　なお，教員の連絡先については，岩手大学学務部入試課に問い合わせてください。
④　出願後，現住所等に変更があった場合は，速やかに連絡してください。
⑤　出願書類に虚偽があった場合は，入学決定後でも入学許可を取り消すことがあります。

⑹　検定料の納入方法
　①　一般入試志願者
　検定料30,000円（別途振込手数料がかかります。）を同封している本学所定の「払込取扱票」を
使用し，必ずゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で払い込んでください。（ＡＴＭは利用しないでくだ
さい。）
　払込後，受け取った「振替払込受付証明書（お客さま用）」を日附印欄の押印を確認のうえ，「入
学検定料納入確認票」の所定の欄に貼って提出してください。
※　以下に該当する者は，検定料を徴収しませんので，納入しないでください。
　・ 　平成31年３月から令和４年３月までに岩手大学大学院の修士課程（博士前期課程）を修了し
た者及び修了見込みの者

　・ 　日本国政府から奨学金が支給されている外国人志願者（「国費外国人留学生証明書」を出願
書類と一緒に提出してください。）

　②　外国人留学生特別入試志願者
　次の要領に従って，現地の金融機関から検定料30,000円を送金してください。
　日本国内外の金融機関で発生する全ての手数料は依頼人負担になります。送金手続を行う現地の
金融機関に手数料の額を確認し，検定料30,000円が指定口座に到着するように手続きしてください。
　送金後，外国送金依頼書の写しを出願書類等と一緒に提出してください。
　送金には時間がかかりますので，早めに手続を行い，第１期は令和３年６月28日（月）までに，
第２期は令和３年10月28日（木）までに指定口座に必ず到着するようにしてください。

送金種類 電信送金（Telegraphic Transfer）
支払方法 通知払（Advise and Pay）
支払等手数料 依頼人負担（Payer Account）
送金金額 ￥30,000
送金目的 検定料（Application Fee）

送
金
す
る
金
融
機
関

銀行名 みずほ銀行（MIZUHO BANK, LTD.）
支店名 盛岡支店（MORIOKA BRANCH）

銀行住所等
〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通１−５−８
（1-5-8 Nakanohashidori, Morioka, Iwate 020-0871, JAPAN）
Tel.+81-19-622-2161

口座番号
普通預金口座 8046384
（ORDINARY DEPOSIT ACCOUNT NO. 8046384）

口座名義
国立大学法人岩手大学
（IWATE UNIVERSITY）

スウィフト･コード（swift code） ＭＨＣＢＪＰＪＴ

※　送金依頼人は志願者の氏名としてください。
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⑸　Please be aware that:
ⅰ　After Iwate University has received of your application documents, changes in entries will not 
be accepted for any reason. Submitted documents will not be returned.  
ⅱ　Flawed application documents will not be accepted. Kindly ensure all  information  is correct 
and complete.
ⅲ　Make sure to consult with your choice of supervisor.
　　Please contact the Iwate University Admission Office for supervisor contact information.
ⅳ　Promptly contact the Iwate University Admission Office if any personal information, such as 
name, address, etc. has changed after submitting your application.

ⅴ　Admission may be canceled if any false information is found in your application materials.
⑹　Payment of the examination fee
ⅰ　Applicants to the General Entrance Examination
　Pay the Entrance Examination Fee of JPY 30,000 （bank  transfer  fee will be  separately 
charged） at the counter of a Japan Post Bank or Japan Post Office by using  the enclosed 
Payment Handling Slip. （Do not pay via ATM.）
　After the bank transfer, make sure that the “Certificate of Bank Transfer Reception （Customer’s 
Copy）” has been date-stamped, and affix it to the designated area of the Entrance Examination 
Fee Receipt Sheet.
Note: The Examination Fee will not be collected from the following applicants:
　-  Those who completed or are expected  to complete a master’s program  in  the Graduate 
School of Veterinary Sciences, Iwate University between March, 2019 and March, 2022.

　-  Foreign students who are receiving scholarships from the Japanese government （submit the 
Certificate of Government-Sponsored Foreign Student along with application documents）.

ⅱ　Applicants to the Special Entrance Examination for International Students
　Please  remit  the Examination Fee of JPY 30,000 through a  local  financial  institution by 
following the procedure below.
　All charges such as bank fees at the financial institution outside Japan will be incurred by the 
payer. Inquire with your local financial institution regarding remittance fees to ensure successful 
payment of the JPY 30,000 Examination Fee into the designated account by the due date.
　After the making the remittance, please submit a copy of the Foreign Remittance Request 
Paper along with your application documents, etc.
　The transaction may take some time, so complete the necessary procedures well in advance 
of the deadline. Please make sure that your payment will be deposited in the designated bank 
account by June 28, 2021 for the 1st application, or October 28, 2021 for the 2nd application.
Type of transfer: Telegraphic transfer
Payment method: Advise and pay
Remittance fee paid by: Payer
Transfer amount: JPY 30,000
Remit your Examination Fee payment via the following information:
Purpose of transfer: Examination Fee
Name of bank:  MIZUHO BANK, LTD.
Name of branch: MORIOKA BRANCH

Address:
1-5-8 Nakanohashidori, Morioka, Iwate 020-0871, JAPAN
Tel: +81-19-622-2161

Account number: Ordinary deposit account # 8046384
Account holder name: Iwate University
Swift Code:  MHCBJPJT

Note: The name of the payer must be the same as that of the applicant.
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⑺　検定料免除
　岩手大学では災害救助法適用の災害により被災した方が，経済的な理由により大学院進学を断念す
ることがないよう，検定料について免除措置を行います。出願手続の際に一緒に申請手続を行ってく
ださい。
　申請手続等の詳細については，岩手大学ホームページhttps://www.iwate-u.ac.jp/admission/index.
htmlで確認してください。

５　選抜方法
 １）一般入試
⑴　学力検査及び書類審査の結果を総合して判定します。
⑵　学力検査
　①　筆記試験
　　ア．外国語：英語

※　以下のいずれかに該当する者は，外国語試験を免除します。外国語試験の免除を希望する者
は，それを証明する書類（12～14ページの「４　出願手続」⑷ 出願書類等を参照）を出願時
に提出してください。

　・TOEIC Listening & Reading Test（公開テスト）スコア800点以上
　・TOEFL iBT スコア90点以上
　・実用英語技能検定１級
　注 ）ただし，TOEIC Listening & Reading Test（公開テスト）及びTOEFL iBTは，入学試験

日から遡って２年以内に受験したものに限ります。
　　イ．専門科目：出願した教育研究指導分野の専門試験科目（28ページの別表参照）
　②　口頭試問
　卒業論文（又は修士論文），研究計画書等の内容を中心に行います。口頭試問の時間は１人につ
き30分程度とします。最初の20分は志願者の卒業論文（又は修士論文）及び研究計画書等の説明に
当て，その後質疑応答を行います。
※　液晶プロジェクターを用いてのプレゼンテーションを行います。（パソコンは持参可）

⑶　試験の日時，場所

実　施　日 試験科目 試験時間 場　　所

第１期募集
令和３年
８月20日（金）

筆記試験
外 国 語  9：00 ～ 10：30

岩手大学農学部専門科目 11：00 ～ 12：30
口　頭　試　問 13：30 ～ 00：00

第２期募集
令和４年
１月27日（木）

筆記試験
外 国 語  9：00 ～ 10：30

岩手大学農学部専門科目 11：00 ～ 12：30
口　頭　試　問 13：30 ～ 00：00

※　外国語を受験する者は８時45分までに，専門科目から受験する者は10時45分までに受付場所（農
学部入口付近に案内板設置）に集合してください。

※　試験開始後30分以内の遅刻に限り，受験を認めます。ただし，口頭試問以外は試験時間の延長は
行いません。

⑷　学力検査の配点

専攻名 外 国 語 専門科目 口頭試問 合　　計
共同獣医学専攻 100 100 100 300



― 19 ―

⑺　Examination Fee waiver for disaster victims
　To help relieve financial hardship, the Disaster Relief Act enables Iwate University to waive the 
Examination Fee for eligible disaster victims. The Examination Fee Waiver Request must be made 
at the same time as the application procedure.
　For details regarding the application procedure, please review the  Iwate University website: 
https://www.iwate-u.ac.jp/admission/index.html

5  Selection method
 1） General Entrance Examination
⑴　Selection of new students will be determined by the combined results of academic achievement 
　tests and document screening.
⑵　Academic Achievement Tests
　ⅰ　Written Exam
　　a. Foreign Language: English

＊The  foreign  language exam  is exempted  for applicants who submit any of  the  following 
documents which  certify  language ability （see “⑷ Application Documents” under “4. 
Application procedures” on pages 13-15）.
- TOEIC Listening & Reading Test （public test） score: 800 or higher
- TOEFL iBT score: 90 or higher
- EIKEN （Test in Practical English Proficiency） grade: 1 
Note:  Regarding TOEIC Listening & Reading Test and TOEFL  iBT,  the  test-taking date 

should be within two years from the date of the entrance exam.
　　b. Field of Specialization: Research field proposed in the application （see attached list on page 29）.
　ⅱ　Oral Exam
　The 30-minute oral exam per person  focuses on  the applicant’s undergraduate or master’s 
thesis/specialization and submitted research proposal. During the first twenty minutes,  the 
applicant gives a presentation on his/her undergraduate/master’s research as well as his/her 
research proposal. The presentation shall be given using an LCD projector. （The applicant may 
bring his/her own computer.） The presentation is followed by a question-and-answer session.

⑶　Examination date and Venue

Date Examination Time Venue

1st 
Application August 20, 2021 Written Exam

Foreign 
Language  9：00-10：30

Faculty of 
Agriculture, Iwate 
University

Field of 
Specialization 11：00-12：30

Oral Exam 13：30-

2nd 
Application January 27, 2022 Written Exam

Foreign 
Language  9：00-10：30

Faculty of 
Agriculture, Iwate 
University

Field of 
Specialization 11：00-12：30

Oral Exam 13：30-00：00
＊You must arrive at  the registration site by 8：45 a.m.  if you are  taking  the  foreign  language 
exam, and by 10:45 a.m.  if you are  taking  the Field of Specialization exam （there will be a 
direction board near the Faculty of Agriculture entrance to help guide you to the exam site）.

＊If you arrive late to a written exam, you have only until the first 30 minutes past the start time 
to gain entry. Note that the allotted time for a written exam will not be extended, i.e. the exam 
will end as per schedule. You will not be given extra time for a written exam.

⑷　Points allocation

Division Foreign 
Language

Field of 
Specialization Oral Exam Total

Cooperative Division of 
Veterinary Sciences 100 100 100 300
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 ２）外国人留学生特別入試
⑴　学力検査及び書類審査の結果を総合して判定します。ただし，学力検査は書類審査の合格者にのみ
行います。

⑵　試験の内容，日時等
　①　書類審査
　提出された出願書類で審査を行います。審査の結果は受験者全員へ以下の期日までに通知しま
す。また，合格者には受験票を送付するとともに，学力検査（口頭試問）の日時をお知らせします。
　・書類審査結果通知期日：第１期募集　令和３年７月16日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　第２期募集　令和３年12月３日（金）まで

　②　学力検査（口頭試問）
　書類審査の合格者に対し，スカイプ等を用いて受験者の自宅，所属大学，勤務先等と岩手大学を
繋いで口頭試問を行います。使用言語は日本語又は英語とし，時間は１人につき30分程度とします。
　最初の20分で，過去の研究の概略と研究計画を，パワーポイント等のプレゼンテーション用資料
を用いて説明してください。その後質疑応答を行います。
　実施日は以下の期間のうちの指定する１日（土日を除きます。）とし，詳しい日時は書類審査の
合格通知と受験票を送付する際に通知します。
　・口頭試問実施期間：第１期募集　令和３年８月17日（火）～８月20日（金）
　　　　　　　　　　　第２期募集　令和４年１月21日（金）～１月27日（木）

６　合格者の発表
　合格者には郵便により合格通知書を送付するとともに，合格者の受験番号を次により発表します。

日　　　　　時 場　　　　　所
第１期募集 令和３年９月２日（木）13時 岩手大学事務局掲示場及び

岩手大学ＨＰ（https://www.iwate-u.ac.jp/）第２期募集 令和４年２月９日（水）15時

※　合否の問い合わせには，一切応じません。

７　試験問題及び試験成績の開示　
　共同獣医学専攻の過去２年分の試験問題を随時開示しています。また，令和４年度入試の試験成績を
次のとおり開示します。
①　開示の対象者：受験者本人に限ります。
②　開示の期間：令和４年５月２日（月）から令和４年６月30日（木）まで
　　　　　　　　ただし，月曜日から金曜日（祝日を除きます。）の９時から16時までに限ります。
③　開示請求の手続：開示の期間中に本学の受験票を入試課の窓口に提示してください。
④　開示の内容：請求者の受験科目（口頭試問を除きます。）の試験成績
⑤　開示の方法：閲覧によります。
　詳しくは岩手大学学務部入試課へ問い合わせてください。
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 2） Special Entrance Examination for International Students
⑴　Selection of new students will be determined by the combined results of academic achievement 
tests and document screening. Only applicants who have passed document screening will be able 
to take academic achievement tests.

⑵　Content of examinations, date, and time
　ⅰ　Document screening
　Submitted documents will be screened. The results will be sent to all applicants by the date 
specified below. Successful applicants will receive an examination ticket along with the date and 
time of the academic achievement test—oral exam. 
  - Document screening results release dates: July 16, 2021 or before for the 1st application

December 3, 2021 or before for the 2nd application
　ⅱ　Academic Achievement Test—Oral Exam
　Oral Exams will be given to applicants who have passed document screening. The exam will 
be conducted via Skype or similar medium between Iwate University and the applicant. The 
Oral Exams will be 30 minutes each and either in Japanese or English.
　For the first 20 minutes, the applicant will give an overview via PowerPoint presentation or 
similar presentation format on his/her past research and current research proposal. This will be 
followed by a question-and-answer session.
　The Oral Exam will be on a designated day during the exam period listed below. Applicants 
will be notified of the date and time together with the Letter of Acceptance and Examination 
Ticket.
  - Period for Oral Exams: August 17-20, 2021 for the 1st application

January 21, and January 24-27, 2022 for the 2nd application

6  Announcement of admission selection
　Admission acceptance letters will be sent to successful applicants by mail;  in addition, successful 
examinee numbers will be displayed at the following times and locations:

Time and Date Location
1st Application 13：00, September 2, 2021 Iwate University Head Office Bulletin Board and 

Iwate University Website https://www.iwate-u.ac.jp/2nd Application 15：00, February 9, 2022

＊Individual inquiries on admission decisions will not be answered.

7  Disclosure of examination questions and results　
　The 2020 and 2021 exam questions of Cooperative Division of Veterinary Sciences is disclosed at 
any time. Also the 2022 entrance examination results are disclosed via the following ways:
ⅰ　Recipients of the disclosure: limited to the examinee only
ⅱ　Period of disclosure: May 2 （Mon） to June 30 （Thu）, 2022

Please note that this  is  limited to  from 9 a.m.  to 4 p.m. on weekdays only 
（holidays not included）.

ⅲ　Procedure  for  requesting disclosure: Examinees must  come  to  Iwate University  in person 
（Admissions Office, Student Services Department） and present his/her examination ticket.
ⅳ　Contents to be disclosed: The results of the examination that the requester took （excluding oral 
exam）

ⅴ　Disclosure method: Browsing
　Contact the Admission Office at Iwate University for details.
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Ⅲ　入学手続等の概要
　入学手続等の概要は次のとおりです。なお，詳細については，合格者に送付する入学手続関係書類で指
示します。
⑴　大学納付金

入 学 料 　　282,000円（予定額）

授 業 料 年額535,800円（予定額）

注１）上記納付金は予定額であり，入学時及び在学中に納付金額の改定が行われた場合は，改定時か
ら新たな納付金額が適用されます。

注２）平成31年３月から令和４年３月までに岩手大学大学院の修士課程（博士前期課程）を修了した
者及び修了見込みの者は，入学料は不要です。

注３）国費（日本国政府）外国人留学生は，入学料及び授業料は不要です。
⑵　大学納付金及び学生教育研究災害傷害保険料等の納付方法並びに入学料，授業料免除の申請方法及
び必要書類については，合格者に別途通知します。

Ⅳ　長期履修制度
　本研究科では，職業を有しているなどの事情（注１）によって，標準修業年限である４年を超えて，一
定の期間（最長８年まで）にわたり計画的に教育課程を履修し，修了することを願い出た者には，審査の
上許可することがあります。
　この制度の適用学生の授業料総額は，標準修業年限（４年）で修了する学生が納める授業料総額と同額
となります。
　なお，この制度の申請方法は，合格者に別途通知します。
　注１）該当者：①　職業を有している者

　　（１日８時間週３日以上又は１日４時間週４日以上の勤務者で６月以上の継続雇用者）
②　家事従事者又は育児にあたっている者
③　前各号に該当しないが本人の収入で生計を維持している者
④　その他，本研究科が適当と認める者

　注２）長期履修学生のための特別なカリキュラムは，原則として用意しません。
　詳細については，岩手大学学務部学務課（☎019-621-6077）に問い合わせてください。

Ⅴ　個人情報の取り扱い
　個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「岩手大学個人
情報管理規則」に基づいて取り扱います。
⑴　出願に当たって知り得た氏名，住所その他の個人情報は，①入学者選抜（出願処理，選抜実施），
②合格者発表，③入学手続業務を行うために利用します。

⑵　入学者選抜に用いた試験成績は，今後の入学者選抜方法の検討資料の作成のために利用します。
⑶　上記⑴及び⑵の各種業務での利用に当たっては，一部の業務を本学より当該業務の委託を受けた業
者（以下「受託業者」という。）において行うことがあります。
　ついては，受託業者に対して，委託した業務を遂行するために必要となる限度で，知り得た個人情
報の全部又は一部を提供します。

⑷　出願に当たって知り得た個人情報及び入学者選抜に用いた試験成績は，入学者のみ①教務関係（学
籍，修学指導等），②学生支援関係（健康管理，就職支援，授業料免除・奨学金申請等），③授業料徴
収関係の業務を行うために利用します。
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Ⅲ　Summary of Registration Procedure
　The registration procedure is summarized below. Detailed information will be provided to applicants 
accepted into the Iwate University Graduate School of Veterinary Sciences Doctoral Program.
⑴　Payment to the university

Matriculation Fee  JPY 282,000 （estimated）
Annual Tuition  JPY 535,800 （estimated）

Note 1: The figures above are estimated amounts; therefore, in the event they are amended at the 
time of your registration or while you are enrolled,  the new amount/s to be paid will be  in 
effect thereafter.

Note 2: Applicants who have completed or are expected to complete a master’s program in the 
Graduate School of Iwate University between March, 2019 and March, 2022 are exempt from 
paying the matriculation fee.

Note 3: International students sponsored by the Japanese government are exempt from paying the 
matriculation fee and tuition.

⑵　Admitted applicants will be notified of :
　・ Payment methods for Iwate University fees 
　・ Payment methods for Personal Accident Insurance for Students pursuing Education and Research
　・ Application method and required documents for matriculation fee and tuition waiver

Ⅳ　Extended Enrollment System
　The Graduate School of Veterinary Sciences offers an option for students with special circumstances 
（see Note 1） to complete their course of study within eight years in a specially planned and approved 
manner, rather than the standard four years. Those requesting this option will be screened for qualification.
　The total tuition fees for Extended Enrollment is the same as for the standard program of four years.
　Applications that have been admitted will be notified of the application method for Extended Enrollment.
Note 1） Eligibility: ⅰ　Working students

 （those who work eight hours a day, three or more days a week; or those who 
work four hours a day, four or more days a week, and have been continually 
employed for six or more months）

ⅱ　Homemakers and/or those raising children
ⅲ　Those who are not categorized as above but are supporting themselves financially
ⅳ　Others who are deemed eligible by the Graduate School of Veterinary Sciences

Note 2） In general, there is no special curriculum provided for Extended Enrollment students.
Please contact the Student Services Division, the Student Services Department, Iwate University at 
+81-（0）19-621-6077.

Ⅴ　Personal information management
　Personal  information will be handled  in accordance with  the “Act on  the Protection of Personal 
Information Held by  Independent Administrative Agencies,  etc.” and “Iwate University Personal 
Information Management Rules.”
⑴　Personal Information provided in the application, such as name, address and other information, 
is only used  for ⅰ admissions （application process, entrance examination）, ⅱ announcement of 
successful candidates, and ⅲ admission procedures.

⑵　Entrance examination results are used as research material  for the  future development of the 
admission method.
⑶　In regard to  ⑴ and ⑵ above, part of  the work will be outsourced to an outside company by 
Iwate University. Accordingly,  all  or part of  the personal  information will be provided  to  the 
outsourced company for it to complete the commissioned work.

⑷　Personal information and examination results for admission of enrolled students will be used by 
ⅰ the registrar （e.g., student registration, curriculum support）, ⅱ student life support （e.g., health 
management, career guidance,  tuition  fee exemption and scholarship application）, and ⅲ tuition 
fee collection.
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Ⅵ　障がい等を有する入学志願者との事前相談
　本研究科に入学を志願する者で，障がいあるいは疾病等により受験上及び修学上特別な配慮を希望する
場合は，「事前相談について」（27ページ様式参照）を提出してください。
　なお，必要により，本学において志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等との面談等を行う
場合があります。
⑴　提 出 先：岩手大学学務部入試課
　　　　　　　〒020-8550　盛岡市上田三丁目18-８
　　　　　　　☎ 019-621-6064
⑵　受付期間：第１期募集　令和３年６月21日（月）から６月23日（水）まで【必着】
　　　　　　　第２期募集　令和３年11月８日（月）から11月10日（水）まで【必着】

Ⅶ　問い合わせ先
岩手大学学務部入試課
〒020-8550　盛岡市上田三丁目18-８
☎ 019-621-6064
月曜日～金曜日　９時00分から17時00分まで
（ただし，祝日，全学休業日（8/10 ～ 16，12/28 ～ 1/3）は除きます。）
※　電話による問合せは日本語に限ります。英語による問合せは下記アドレスに電子メールで行ってくだ
さい。E-mail: gnyushi@iwate-u.ac.jp

Ⅷ　電算処理カードの記入要領及び記入例
　日本語の分からない外国人の方は，無記入のまま提出してください。

１　記入要領
⑴　電算処理カードは， 次の要領で記入してください。
①　「大学記入欄」には記入しないでください。
②　５．本人の状況欄の「進学」とは， 大学等の卒業見込の者が該当します。
③　電算処理カードの３．４．５．６．７．９．10の欄の□の部分には， 下記の「正しい書き方例」にな
らって丁寧に英数字を記入してください。

④　漢字は正しく楷書で， 記入してください。
⑵　氏名の漢字は，電算処理のため，原則としてJIS第１水準及び第２水準の漢字で記入してください。
　本学では学籍管理上，コンピュータで表記できない（上記JIS規格以外）漢字については，類似す
る漢字に置き換え，もしくはひらがな表記にて登録します。
　（例）　「吉岡」→「吉岡」
　外国人志願者は，住民票又は旅券（パスポート）に記載されているアルファベット氏名を記入して
ください。

⑶　電算処理カードは， 必ずＨＢのシャープペンシル（0.5 mm しん）で濃く丁寧に記入してください。
⑷　間違って記入した場合は， プラスチック消しゴムで丁寧に消してから書き直してください。
⑸　電算処理カードは， 絶対に折り曲げたり汚したりしないでください。

２　正しい書き方例

IX 電算処理カ ー ドの記入要領及び記入例

1 記入要領
(1) 電算処理カ ー ドは， 次の要領で記入してください。

① 「大学記入欄」には記入しないでください。
② 5. 本人の状況欄の「進学」とは， 大学等の卒業見込の者が該当します。
③ 電算処理カ ー ドの3. 4. 5. 6. 7. 9. 10の欄の口の部分には， 下記の「正しい書き方例」に

ならって丁寧に英数字を記入してください。
④ 漢字は正しく楷書で， 記入してください。

(2) 電算処理カ ー ドは， 必ずHBのシャ ー プペンシル(0. 5mmしん）で濃く丁寧に記入してください。
(3) 間違って記入した場合は， プラスチック消しゴムで丁寧に消してから書き直してください。
(4) 電算処理カ ー ドは， 絶対に折り曲げたり汚したりしないでください。

2 正しい書き方例

正しい書き方例

©田図図匝固固『⑧月困 [B]�OJ 曰巨 �B 切図 D�E;J 囲 g
図 lSJrnD� 団屈
個々の注意点(0印の部分は、 特に注意してください。） 注ヽ�

〇輪を大きく円にしない (J / ゜ 等は不可 包床従線を突き出す s- I s 等は不可

田垂直にまっすぐに ／ ＇ 1 等は不可 固線を長く輪はつなぐ 6 I 等は不可

図下の横線を真横に i ＆ 等は不可 団カギをつけ脚は垂直に / 7 等は不可

図中央を突ぎ出す
、/ 注

J y 等は不可 図交点をXに下の円を大きく ふ 8 等は不可
注
囮線は十分長く ＋ ＇ 4 等は不可 団輪はつなぎ縦線は長くのばす ， f 等は不可

-11-

個々の注意点（○印の部分は，特に注意してください。）
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Ⅵ　Preliminary Consultation for Applicants with Disabilities
　Those wishing to apply for enrollment in the Graduate School of Veterinary Sciences, who require 
special consideration for taking the examinations and lectures during the course of study due to physical 
disability, illness, etc., should submit the Regarding Preliminary Consultation Form （see page 27）. 
　We may conduct an interview with the applicant or someone who is able to speak on behalf of the 
applicant, such as an involved person from the applicants’ graduating school.
⑴　Submit to: Admission Office, Student Services Department, Iwate University

3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate 020-8550 Japan
Phone: +81-（0）19-621-6064

⑵　Submission acceptance: 
1st Application: Opens on June 21 （Mon）, 2021 and must be delivered no later than June 23 
（Wed）, 2021
2nd Application: Opens on November 8 （Mon）, 2021 and must be delivered no later than 
November 10 （Wed）, 2021

Ⅶ　Inquiries
Admission Office, Student Services Department, Iwate University
　3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate 020-8550 Japan
　Phone: +81-（0）19-621-6064
　Monday-Friday 9：00 a.m.-5：00 p.m.
　（Excluding university holidays: August 10 to 16, December 28 to January 3）.
＊ Only Japanese is available for inquiries on the phone. For inquiries in English, please E-mail:gnyushi@
iwate-u.ac.jp

Ⅷ　Electronic Processing Card and Example
　Foreign applicants who do not understand Japanese should submit the Electronic Processing Card 
without filling it in.
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３　記入例
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令和　　年　　月　　日

　　岩　手　大　学　長　　殿

氏　名
（志願者との関係　　　　　　　　　　　　）

住　所

電　話　　　　　—　　　　　—

事前相談について
　下記により事前に相談したいので，関係書類を添えて提出します。

記

１　志願者氏名等

氏
ふ り が な

名 男・女 生年月日 　年　　月　　日生

現 住 所 〒　　　−
電話　　　　　−　　　　　−　

出身学校名
電話　　　　　−　　　　　−　

２　志望研究科等名

研究科・専攻 獣医学研究科共同獣医学専攻

３　障がいの種類・程度

４　受験上特別な配慮を希望する事項・内容

５　修学上特別な配慮を希望する事項・内容

６　出身学校在学中にとられていた特別な配慮

７　日常生活の状況

８　添付書類
　（1）健康診断書
　（2）その他

　注１　出身学校関係者等が記入願います。
　注２　６の「出身学校在学中にとられていた特別な配慮」については，詳細に記入願います。
　注３　本用紙に書ききれない場合には，適宜別紙に記入しても構いません。
　注４　健康診断書等の書類は，写しで構いませんので，必ず添付願います。
　注５　※欄には記入しないでください。

※　大学記入欄
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別表　
岩手大学大学院獣医学研究科（博士課程）共同獣医学専攻教育研究指導分野一覧

講座名 教育研究分野 専門試験科目 主指導教員氏名 職位 研究内容

動物基礎
医 学

形態機能学

獣 医 解 剖 学 山 本 欣 郎 教　授 感覚受容器・自律神経系の形態機能学

獣 医 解 剖 学 中牟田　信　明 准教授 嗅覚系と鋤鼻系の解剖学的研究

獣 医 生 理 学 木　崎　景一郞 教　授 胎子・母体間相互作用の分子細胞生理学

獣 医 生 化 学 山 田 美 鈴 准教授 環境変化による動物のホメオスタシス維持
機構に関する研究

機能制御学

獣 医 病 理 学 落 合 謙 爾 教　授 原因不明の動物疾患に関する病態解析

毒 性 学 佐 藤　　 洋 教　授 化学物質による毒性発現とメカニズム研究

実 験 動 物 学 古 市 達 哉 教　授 疾患モデル動物の開発及びそれを利用した
疾患の態解機序の解明

獣医衛生
科 学

動物衛生学

獣医微生物学 村 上 賢 二 教　授 ウイルスの病原性発現機構及び感染症制御
に関する研究

獣医感染症学 山 田 慎 二 准教授 ウイルス感染症の予防及び診断に関する研
究

獣医寄生虫学 ■板 垣　　 匡 教　授 寄生虫の形態・分類学，疫学，生態学，分
子系統学に関する研究

獣 医 疫 学 ☆山 本　健 久 客員教授 感染動態解析，サーベイランス及び防疫対
策に関する研究

獣 医 公 衆
衛 生 学

獣医公衆衛生学 佐 藤　　 至 教　授 放射線内部被曝の防御に関する研究

獣医公衆衛生学 寺 嶋　　 淳 教　授 食品由来細菌感染症とその分子診断に関す
る研究

獣医臨床
医 科 学

産 業 動 物
臨床医科学

家 畜 衛 生 学 ■岡 田　啓 司 教　授 家畜のQoLの評価と改善に関する研究

獣医臨床繁殖学 髙 橋　　 透 教　授 家畜の繁殖障害の診断・治療・予防に関す
る研究

伴 侶 動 物
臨床医科学

獣 医 内 科 学 山 﨑 真 大 教　授 伴侶動物の内科疾患，特に血液疾患の診断
法及び治療法に関する研究

獣 医 外 科 学 ■宇 塚　雄 次 教　授 獣医小動物外科学分野における診断，治療
法の研究

獣 医 外 科 学 片 山 泰 章 教　授 小動物における臓器移植の病態生理及び外
科的治療法の開発

☆農研機構・動物衛生研究部門との連携を示す。
■令和３年度末定年退職予定者を示す。
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Annex: List of Research Fields Offered at the Cooperative Division of Veterinary 
Sciences, the Graduate School of Veterinary Sciences （Doctoral Program）

Major Track Research Field Exam on Field 
of Specialization

Main Academic 
Advisor Position Research Focus

Veterinary 
Basic 
Sciences

Anatomy, 
Physiology and 
Biochemistry

Veterinary 
Anatomy

Yoshio 
Yamamoto Professor

Morphology and physiology of the 
sensory receptors and autonomic 
nervous system

Veterinary 
Anatomy

Nobuaki 
Nakamuta

Associate 
professor

Anatomy of the olfactory and 
vomeronasal systems

Veterinary 
Physiology

Keiichiro 
Kizaki Professor Molecular and cellular physiology of feto-maternal interaction

Veterinary 
Biochemistry

Misuzu 
Yamada

Associate 
professor

Study on the homeostasis mechanisms 
in animals in changing environment

Pathology, 
Toxicology and 
Laboratory 
Animal Science

Veterinary 
Pathology

Kenji 
Ochiai Professor Pathobiological analysis of animal diseases of unknown causes

Toxicology Hiroshi 
Satoh Professor Study  on mechanisms  of  chemically-induced toxicity

Laboratory 
Animal Science

Tatsuya 
Furuichi Professor

Establishment of animal models for 
investigating disease-causing 
mechanisms

Veterinary 
Health 
Sciences

Animal Health

Veterinary 
Microbiology

Kenji 
Murakami Professor Pathogenesis of viruses and controlling infectious diseases

Veterinary 
infectious
disease

Shinji
Yamada

Associate 
professor

Research on control and diagnosis of 
viral infectious disease 

Veterinary 
Parasitology

■Tadashi 
Itagaki Professor

Morphology, taxonomy, epidemiology, 
biology and molecular phylogeny of 
parasites

Veterinary 
Epidemiology

☆Takehisa 
Yamamoto

Visiting
Professor

Infectious disease dynamics, 
surveillance, and control measures

Veterinary 
Public Health

Veterinary 
Public Health

Itaru 
Sato Professor Protection against internal radiation exposure

Veterinary 
Public Health

Jun
Terajima Professor Foodborne bacterial diseases and molecular diagnosis of the disease

Veterinary 
Clinical 
Sciences

Farm Animal 
Medicine

Domestic 
Animal Health

■Keiji 
Okada Professor Evaluation and  improvement of quality of life （QoL） of domestic animal

Veterinary 
Reproduction

Toru 
Takahashi Professor Reproductive management in domestic animals

Companion 
Animal Medicine

Veterinary 
Internal 
Medicine

Masahiro 
Yamasaki Professor

Study on diagnosis and treatment of 
diseases, especially hematology and 
dermatology

Veterinary 
Surgery

■Yuji 
Uzuka Professor Diagnosis and treatment in veterinary small animal surgery

Veterinary 
Surgery

Masaaki 
Katayama Professor

Pathophysiology and surgical 
therapeutics of organ transplantation 
in small animals

☆ indicates association with the National Institute of Health, the National Agriculture and Food Research 
Organization

■indicates those who are to retire in March, 2022
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