
地球規模課題学位プログラム（学士）では、地球規模課題全般を俯瞰する幅広い基礎知識を身に付け、

人間と環境に関する課題を解決するために分野を超えて必要な情報・技術を自ら意欲的に求めていく

姿勢をもち、多くの選択肢の中から最適な解決を意思決定できる人材を育成します。

本プログラムは、4年間の英語プログラムです。

取得学位：学士（学術）

The objectives of the Degree Program shall be to cultivate
human resources who will acquire broad basic knowledge
for gaining an overall perspective of global issues, who will
enthusiastically seek on their own information and
technology beyond their particular fields to resolve problems related
to human beings and the environment, and who are capable of making
decisions on optimal solutions from among many options.
BPGI is a four-year degree program which is taught in English.

Degree to be acquired : Bachelor of Arts and Science
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筑波大学地球規模課題学位プログラム（学士）事務局

Admission Schedule（Japan Standard Time）
⑴ Application submission (accepted online) : Noon, March 1 (Thu.), to 5 p.m., April 3 (Tue.), 2018
⑵ Entrance examination dates : May 17 (Thu.), to 18 (Fri.), 2018
　　　　　　　　　　　　　　　　Note: Exams are given on any one of the above dates
⑶ Fall Semester starting date : October 1 (Mon.), 2018 
　※The application information will be published on the website at the Mid-December or later, 2018.

入試情報（日本時間）
⑴ 出願受付（Web入力システム）：2018年３月１日（木）12時～2018年４月３日（火）17時
⑵ 試験実施日：2018年５月17日（木）、18日（金）
　 上記のいずれか１日に実施
⑶ 秋学期開始日：2018年10月１日（月）
　 ※募集要項は12月中旬以降ホームページ上に公開。
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What can you learn?　何が学べるのか？

Characteristics of BPGI　BPGIの４つの特色

PBL
(Problem/Program
Based Learning)

English program
英語プログラム

Students take courses
at the International

Christian University(ICU)
国際基督教大学で基礎科目の一部を履修

Interdisciplinary
program
文理融合型の学修 PBL

（課題解決型学習）

Student Payment　学費等について
　Estimated school expenses for the first year
　Total：¥841,100（As of September 1, 2017）
　Admission fee：¥282,000
　Tuition： ¥267,900（2nd six-month period for October to March）
　　　　　 ¥267,900（1st six-month period for April to September）
　National Health Insurance：Approximately ¥20,000（per year）
　Personal Accident Insurance for Students Pursuing Education and Research
　：¥3,300（4-years coverage）
　Note：Students who demonstrate excellent academic records
　　　　 may be exempted from paying half the tuition fee.

　１年次に必要な学資等　合計：841,100円（2017年９月１日現在)
　入学料：282,000円
　授業料：267,900円（第２期分（10月～３月））
　　　　　267,900円（第１期分（４月～９月））
　国民健康保険料：約20,000円（年間）学生教育研究災害傷害保険料：3,300円（４年間）
　※学業優秀と認められる者は、授業料半額免除されることがあります。　
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