
コア科目の特別定期試験について 

Regarding special term exams 

 

（1）本年度ミクロ経済学 I、ミクロ経済学 II、マクロ経済学 I、マクロ経済学 II、および計

量経済学 I については、以下の特別定期試験期間に筆記の定期試験を本郷キャンパスにおい

て対面で実施する。 

Term exams of Microeconomics I, Microeconomics II, Macroeconomics I, 

Macroeconomics II and Econometrics I will be conducted in-person on 

the dates and times indicated below on Hongo Campus. 

 

2 月 4 日(木)  9:30-11:30 マクロ経済学 II  ／  13:00-15:00 計量経済学 I  ／ 

15:30-17:30 マクロ経済学 I 

February 4th (Thu) 9:30-11:30 Macroeconomics II / 13:00-15:00 

Econometrics I / 15:30-17:30 Macroeconomics I 

 

2 月 5 日(金) 9:30-11:30 ミクロ経済学 I ／ 13:00-15:00 ミクロ経済学 II 

February 5th (Fri) 9:30-11:30 Microeconomics I / 13:00-15:00 Microeconomics II 

 

なお有資格者の追試については、同じく対面で以下の日程で実施する。 

Make-up exams for eligible students will be also conducted in-person 

on the dates and times indicated below. 

 

2 月 19 日(金) 9:30-11:30 ミクロ経済学 I 

February 19th (Fri) 9:30-11:30 Microeconomics I 

 

3 月 4 日(木) 9:30-11:30 マクロ経済学 II ／ 13:00-15:00 計量経済学 I 

March 4th (Thu) 9:30-11:30 Macroeconomics II / 13:00-15:00 Econometrics I 

 

3 月 5 日(金) 9:30-11:30 マクロ経済学 I ／ 13:00-15:00 ミクロ経済学 II 

March 5th (Fri) 9:30-11:30 Macroeconomics I / 13:00-15:00 Microeconomics II 

 

（2）現在、オンライン受講している日本国外にいる留学生は、日本への新規入国ビザ発給

および日本への再入国に関してすでに発表された通知に従い、所属部局の留学生担当に連

絡し、速やかに必要な手続きを行うこと。新型コロナウィルス感染症などの影響で来日が

困難な場合は、経済学研究科の留学生･国際交流担当チーム（GAIA）へ必ず相談すること

（gaia.e@gs.mail.u-tokyo.ac.jp）。 



International students who currently reside outside of Japan should follow the 

announcements from the Japanese Government regarding entering/re-entering Japan and 

take necessary actions to enter Japan. Most importantly, inform the designated office at your 

graduate school of your intention to enter/re-enter Japan.  If you find entering/re-entering 

to Japan is difficult due to COVID-19 pandemic, consult GAIA 

(gaia.e@gs.mail.u-tokyo.ac.jp) without fail. 

 

（3）特別定期試験は対面で実施するが、東京大学の活動制限指針レベルが 1 以上に引き上

げられた場合対面試験を中止し、代替措置をとる。この場合は UTASで周知するので、UTAS

の掲示に注意すること。また当日に体調不良などの理由で大学への入構ができない学生に

対しては、代替措置をとる。経済学研究科の大学院担当に申し出ること（03-5841-5555、

daigakuin.e@gs.mail.u-tokyo.ac.jp）。試験開始後 30 分を経過しても申し出がない場合は，

試験を棄権したものとみなす。 

Although special term exams are planned to be conducted in-person on campus, they will be 

suspended and take (an) alternative(s) in case UTokyo rises its restriction level to Level 1 or 

higher.  In this case, information will be posted on UTAS.  Also, this alternative will be 

applied to the students who will be rejected their entrance to the campus due to their health 

status.  In that case, students have to notify Graduate Office (03-5841-5555 or 

daigakuin.e@gs.mail.u-tokyo.ac.jp).  It will be considered as abandonment of the exam 

without reporting Graduate Office 30 minutes passed from the start of the exam.  

 

（4）その他不明の点は、大学院担当にメール（daigakuin.e@gs.mail.u-tokyo.ac.jp）で問い

合わせること。 

For inquiry, contact Graduate Office by email (daigakuin.e@gs.mail.u-tokyo.ac.jp). 


