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留学出願準備と 
合格の決め手
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略歴 

2012年4月 洛南高校卒業 (バレー三昧) 

2014年4月 経済学部：ゼミ4~5つ 

2017年4月 経済学研究科 (修士課程) - 途中1年休学 

2018年1月 McKinsey & Company 入社 (2018/19) 

2019年4月 経済学研究科 (博士課程) 

• 基本は6am-25am勉強/研究する毎日 

• 経産省で講師したり、厚労省でアドバイザーしたり 

2019年9月 PhD student at MIT 

• “テクノロジー・格差・資本主義について”
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❖ Ph.D.の中でも、分野/大学/年度に
よって大きく異なる！ 

❖ 個別に、プログラムの公式HPを確認
するのが必要十分 

❖ 各項目の一般的な説明は時間の都合
上割愛。例えば、HP上の事前配布資
料を確認されたし http://
gakuiryugaku.net/web/wp-content/
uploads/2018/06/
newsletter2018_summer_mod.pdf

本日のトピック
1. 出願準備  
- 事前資料もあるのでサクッと 

❖ 必要な準備（書類・スコアなど） 

❖ 出願準備のスケジュール 

2. 合格の決め手（経済学色？） 

3. パネルディスカッション 
「分野ごとの合格の決め手」
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1. 出願準備



出願に必要な準備
必ず必要なもの 

❖ 推薦状（通常3通程度） 

❖ エッセイ(Statement Of Purpose, 研究計画) 

❖ 成績（学部と大学院）- GPAが要求される 

❖ 英語スコア (TOEFL or IELTS) 

❖ GRE (General and/or Subject) 
あると望ましいもの 

❖ ライティングサンプル（研究成果の一端）やCV（レジュメ） 

❖ 外部奨学金  
一覧：https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/scholarship-direct.html
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スケジュール (2020年夏から留学の場合)
❖ 2019年4月-9月：外部奨学金応募、推薦状依頼、スコア確保 

❖ 2019年9月-11月：エッセイ/ライティングサンプル完成 

❖ 2019年11-12月：本出願締切！（オンライン） 

❖ 2020年1月-4月：合格発表、合格校へのキャンパスビジット 

❖ 2020年4月中旬：進学先確定 

❖ 2020年8月-9月：いよいよ渡航

!6各パネリストの詳細スケジュールはAppendixにあり

早めに動き出すに越し
たことはないですが、今
からでも頑張れば、今年
の冬に出願して来年の夏
から留学するのに間に合
うかもしれません(?)



2. 合格の決め手



出願に必要な準備(再掲)
必ず必要なもの 

❖ 推薦状（通常3通程度） 

❖ エッセイ(Statement Of Purpose, 研究計画) 

❖ 成績（学部と大学院）- GPAが要求される 

❖ 英語スコア (TOEFL or IELTS) 

❖ GRE (General and/or Subject) 
あると望ましいもの 

❖ ライティングサンプル（研究成果の一端）やCV（レジュメ） 

❖ 外部奨学金 
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経済学PhD合格の決め手1: 推薦状
書いてもらった先生 

• 学部+大学院の指導教官（毎年学生が複数PhD） 
• 学部のゼミ教官（世界的に有名） 
• 大学院の研究分野・関心の近い先生 

よく言われる重要ポイント 
• “比較対象”を入れてもらう 
• 研究内容・RA・TA・大学院のコースワークの成
績などを、「比較しながら客観的に」 

• もっと知りたければ、以下のリンクへgo! 
 http://web.archive.org/web/20080402045058/
fhayashi.fc2web.com/recommendation_policy.htm
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Info.  MBAとの比較 (MIT/Harvardを例に) 
• Cohort size: 

• MBA: 2,000人 
• PhD (econ): 20-25人 

• Annual cost: 
• MBA: $110,740 (1,100万, 学費のみ) 
• PhD: 基本的に学費免除+生活費支給

http://web.archive.org/web/20080402045058/fhayashi.fc2web.com/recommendation_policy.htm
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経済学PhD合格の決め手2: 成績（数学・経済学）
ベース 
• 学部+大学院の成績がほとんどA以上 

よく言われる重要ポイント 
• “微分方程式”や“実解析”などの数学/大学院
のコースワーク（ミクロ・マクロ・計量）
などの科目 

• 複数の大学で、成績・使用教科書をリス
トで提出することが求められた！
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Stanfordに実際に提出したリスト（一部改変）



経済学PhD合格の決め手3:ライティングサンプル
書いた内容 

• 修士論文のダイジェスト版 

ポイント 
• 当然、英文校正をかける 
• 指導教官に「送っても問題ないレベルの論
文」と評価がもらえる将来publicationに繋
がりそうな論文 

• 「ライティングサンプルは読まれない」は
真ではない - MITの複数のfacultyに、「論文
面白かったからpushしたよ」と言われた
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有用なリンク集

❖ Susan Athey: https://athey.people.stanford.edu/
professional-advice

❖ Alexis Akira Toda: http://
alexisakiratoda.seesaa.net/article/435601362.html

❖ Yosuke Yasuda: http://blog.livedoor.jp/yagena/
archives/50012851.html

❖ Mitsuru Igami: https://sites.google.com/site/
mitsuruigami/phd

❖ American Economic Association: https://
www.aeaweb.org/resources/students/grad-
prep/considerations
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3. パネルディスカッション 

「合格の決め手」

Oxford (英文)  
広本さん

Oxford (政治)  
向山さん

MIT (経済)  
菊池

MIT (化学)
田主さん

Caltech (化学)
尾花さん

Berkeley (物理)
渡辺さん
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研究計画書

研究力(論文・CV)

推薦状



まとめ



最後に
❖ 分野・大学（特に北米 or not）・その年の審査委員によって、大きく異なるが、どんな準
備が必要かをきちんと調べて計画的にやることが必要条件ではありそう 

1. 日々の勉強・研究に邁進しつつ、英語・GREの最低限スコアを早めに確保 

2. 留学開始1年前の春には出願大学を大まかに確定 

3. 外部奨学金への応募 

4. 推薦状・研究計画・ライティングサンプルなど出願プログラムに応じて、求められる
ものを準備して出願 

❖ 一番重要な問い：「いいPhD Programに合格することが人生の目的なのか？」
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Appendix



Oxford (英文)  
広本さん

Oxford (政治)  
向山さん

MIT (経済)  
菊池

MIT (化学)
田主さん

Caltech (化学)  
尾花さん

Berkeley (物理)
渡辺さん

英語テスト
英文科の合格者はIELTS 

8.0以上取っている印象

英米ともにTOEFLは110
点（近く）ないと厳しい
印象

Overall100超えれば米は
ほぼ全て出せる、足切り
程度

Overall100超えれば米は
ほぼ全て出せる、足切り
程度

大学による。e.g.) 

Caltechは研究力をより
重視

TOEFL 83-87(?)

GRE 
(General)

V155,Q165,AW4.0で最低
限大丈夫なのでは？

V150, Q170, AW3.5で十
分。VとAWはもう少し
あってもいいかも

V150, Q170, AW3.5で十
分

V150, Q162, AW3 低すぎ
なければ大丈夫。

推薦状 アメリカについては、推
薦状の要素は大きい

大学院コア科目の成績、
論文草稿、RAなどにつ
いて強調されるとよい

？？？
アメリカの先生の推薦状
があると有利

決め手となった

研究計画 

and or 研究
論文

明確で洗練された研究計
画が書けているかが最重
要

イギリスについては、一
にも二にも研究計画書

研究計画は大切。論文は
トップジャーナルに載り
そうな草稿があればよ
い！

決め手は修士時代の筆頭
著者の論文

トップジャーナル
(Science, JACS)へ投稿済
であった

主筆論文もあったが、感
触としてはあまり影響な
し？

その他 研究室に事前にコンタク
トを取った方がいいかも

英米ともTOEFL110点を
前提として、アメリカは
推薦状・SOP、イギリス
は研究計画書・指導教員
の意向がそれぞれ決め手

推薦状と、実解析などの
きちんとした数学の科目
での好成績が重要そう

論文、CV、推薦状で研
究力を客観的に示すのが
化学では一番大事

「研究ができるかどうか
（論文、推薦状）」が最
重要ChemistryはChem. 

engineeringよりも定員
が多いので入りやすい
(?)

入学後、committeeだっ
た先生から「お前は***
が推薦した学生だな、楽
しみにしているよ」
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出願準備スケジュール（尾花）
❖ 化学 Ph.D. @ Caltech
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出願準備スケジュール（菊池）
❖ 経済学 Ph.D. @ MIT
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出願準備スケジュール（田主）
❖ 化学 Ph.D. @ MIT
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出願準備スケジュール（広本）
❖ 英文学 D.Phill @ Oxford
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出願準備スケジュール（向山）
❖ 政治学 D.Phill @ Oxford
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出願準備スケジュール（渡辺）
❖ 物理学 Ph.D. @ UC Berkeley
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