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1 地球規模課題学位プログラム（学士）（英語プログラム）について 

地球環境の変化や世界の人口・食糧問題など、地球規模課題に国境を乗り越えて取り組み、地球の保全

と人類が共存する持続可能社会への変革に貢献することは 21世紀の国際社会の最重要課題であり、これ

らの課題に取り組む意欲と知識をもった人材を育てる必要性が世界的に高まっています。 

こうした状況を鑑み、本プログラムを通じて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養成します。 

 

2 入試実施日程（日本時間） 

（1）出願受付（Web入力システム） ：2018年 3月 1日（木）正午(12:00)～4月 3日（火）17:00 

  ＊ 第一段階選抜検定料納付含む 

（2）出願書類（アップロードし、書類を郵送するもの）送付期限：2018年 4月 10日（火）【必着】 

(3) 第一段階選抜合格者発表  ：2018年 4月 27日（金） 正午(12:00) 

(4) 第二段階選抜検定料納付：2018年 4月 27日（金）～5月 9日（水） 

(5) 海外受験通信環境確認：2018年 5月 10日（木）、11日（金） 

  ＊ 日本国外において遠隔通信等で試験を受ける場合は、事前に遠隔通信の環境確認を行います。 

（6）試験実施日  ：2018年 5月 17日（木）、18日（金）のうち本学が指定する日 

（7）合格発表日  ：2018年 6月６日（水） 正午(12:00) 

（8）入学手続期限 ：2018年 7月６日（金）【必着】 

（9）入学式    ：2018年 9月 28日（金） 

（10）入学日    ：2018年 10月 1日（月） 

 

※ 障害を有する入学志願者等の事前相談について 

本学に入学を志願する者で、受験上及び修学上特別な配慮を必要とする者は、2018 年 2 月 28 日（水）

までに必ず「12 問合せ先」に相談してください。出願受付期間以降の相談は、特別な配慮の対応がで

きない場合があります。 
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3 アドミッション・ポリシー及び募集人員 

プログラム名 アドミッション・ポリシー 募集人員 

地球規模課題学位プログラム

（学士) 

地球環境（気候変動、自然破壊、公害等）、人類社会（食

糧、貧困、長寿社会等）の問題に関心を持ち、文系及び

理系の知識を活用しながら、将来、国内外のグローバル

企業、国際機関等で社会に貢献できる、又はイノベーシ

ョンに貢献できる人材を求めます。 

若干名 

 

4 出願資格 

出願できる者は、次の（1）の①から⑤のいずれかの条件を満たし、かつ（2）を満たしているものに限

ります。 

（1）次の①から⑤のいずれかに該当するもの 

①日本以外の国において、正規の学校教育における 12年の教育課程※1を修了した者または 2018年 

9月 30日までに修了見込みの者 

ただし、日本国籍を有する者または日本国の永住許可を受けている者は、上記において在住国の正

規の教育制度に基づく高等学校に最終学年を含めて原則２年以上継続して在学し、2018 年 4 月 1

日から 2018年 9月 30日までに卒業（修了）した者または卒業（修了）見込みの者 

②日本において、文部科学大臣が指定するインターナショナルスクール※２の 12年の教育課程を修了 

した者または 2018年 9月 30日までに修了見込みの者で、2018年 9月 30日までに 18歳に達す 

るもの 

③国際バカロレア資格、アビトゥア資格（ドイツ）、バカロレア資格（フランス）、GCE Advanced 

レベル資格（英国）※3のいずれかを有する者または 201８年 9月 30日までに取得見込みの者で、 

2018年 9月 30日までに 18歳に達するもの 

④国際的な評価団体（WASC（Western Association of Schools and Colleges）・CIS（Council of  

International Schools）・ACSI（Association of Christian Schools International））のいずれか 

の認定を受けた学校の 12年の教育課程を修了した者または 2018年 9月 30日までに修了見込み 

の者で、201８年 9月 30日までに 18歳に達するもの 

⑤その他※4 
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※１ インターナショナルスクールの出身者については、出願が認められない場合がありますので、 

2018年 2月 28日（水）までに「12 問合せ先」に問合せてください。 

※2  我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧（文部科学省ホームページ） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm 

※3 GCE Advanced レベル資格については、本学が下記に指定する科目数や評価を満たしているこ

とが必要です。 

・GCE Advancedレベルを３科目以上合格していること（＝評価が E以上） 

※4 上記（1）①～④のいずれにも該当しない場合、個別に出願資格を確認・審査する必要があり ま

すので、2018年 2月 28日（水）までに「12 問合せ先」に問合せてください。 

（2）出身校または在籍する高等学校長等が責任をもって推薦できる者で、TOEFL, TOEIC, IELTS（目

安とするスコアは下記参照），その他の公的機関が実施する英語能力試験を受験しているもの、あ

るいは当該国における高等学校（中等教育課程）において、英語カリキュラムを修了した者または

2018年 9月 30日までに修了見込みのもの。 

英語能力試験名 目安とするスコア 

TOEFL-iBT 79点 

TOEIC Listening ＆ Reading 730点 

IELTS Academic 6.0点 

なお、当該国における高等学校（中等教育課程)において、英語カリキュラムを修了した者で、

TOEFL-iBT, TOEIC Listening & Reading, IELTS Academicを受験している場合は、成績証明書を

提出してください。 
 

5 Web入力及び出願書類等 

Web入力システムにより、オンラインで出願情報の入力及び画像ファイルをアップロードできます（Web

入力の手順に従い英語で入力）。なお、証明書等の書類は別途郵送してください。 

なお、（2）の推薦書、学校概要の所定様式は以下の本プログラムWebサイトからダウンロードしてくだ

さい。 

http://bpgi.tsukuba.ac.jp/exam/application/ 

（1）出願情報の入力（Web入力システム） 

入力内容 入力該当者 摘要 

i 出願者の情報 全員 □氏名（パスポートに記載されているとおり入力） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
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□証明写真 

 （証明写真は 3 か月以内に帽子などを着用せずに上半身正面を

撮影した鮮明なものに限る。口述試験時に眼鏡を使用する場合

は、眼鏡をかけて撮影） 

□生年月日（年（西暦）・月及び日を選択） 

□性別（性別を選択） 

□国籍（国籍を選択） 

□出願者の連絡先 

（国名を選択し、住所・郵便番号・電話番号・E メールアドレス

（入学まで必ず連絡のとれるもの）を入力） 

□出願者以外の連絡先 

 （出願者との関係・国名を選択し、氏名・住所・郵便番号・電話

番号・Eメールアドレスを入力） 

該当者 

□現在の所属 

(在学中の者は学校名、在職中の者は企業名等の名称を入力) 

□在留資格（滞日中の者のみ入力） 

ii 試験会場 全員 

□希望試験会場 

（本学または日本国外（遠隔通信等）を選択） 

 ※日本国外在住者のみ遠隔通信等で試験実施可能 

iii 出願資格等 全員 

□出願資格（1） 

 （４ 出願資格（1）①～⑤から該当する出願資格を選択） 

□出願資格（2） 

（TOEFL，TOEIC，IELTS，その他公的機関が実施する英語能力 

試験を受験している者は試験を選択しスコアを入力、当該国の

高等学校において英語カリキュラムを修了または修了見込みの

者は選択） 

□高等学校（中等教育課程）の修了状況 

 （修了状況（修了または修了見込み）を選択し、さらに該当する 

修了日または修了見込み日を選択） 

i 出願者の情報 

全員 
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ⅳ 学歴 全員 

□初等教育／小学校 

□中等教育／中学校、高等学校、高等専門学校等 

□高等教育／大学 

□その他（専門学校等） 

 （国名及び入学・修了年月を選択し、学校名及び修業年限を入力） 

v 職歴 該当者 
□職歴 

（アルバイトを除く、直近 5年間の職歴を入力） 

ⅵ 学修計画 全員 

□学修計画 ※必ず受験者本人が作成すること 

（興味のある地球規模課題を 1つとりあげ、それに関する、学修の

計画を、1200 words以内で記述しなさい。 

説明をわかりやすくするために、図表を含めることは推奨されるが、

1つの図表は 200 words として数えること。） 

ⅶ 学資計画 全員 
□入学後の学資計画 

 （入学後の勉学や生活にかかる資金計画を入力） 

（2）出願書類（アップロードし、併せて書類を郵送するもの） 

以下の書類について、画像ファイルをアップロードし、別途その書類を郵送してください。 

証明書の原本の提出が必要な書類について、原本が１部しか発行できないため、返却を希望する場

合は、返信用封筒を原本と併せて提出してください。後日別途返送します。返信用封筒には、返送

先の郵便番号、住所及び氏名を記入し、必要な分の切手をはり付けてください。また、封筒表面の

余白に「原本返送用」と記入してください。日本国外在住の場合は、出願時に入力した住所あてに

返送しますので、国際返信用切手券 3枚を同封してください。なお、学校等が作成し発行する証明

書等が英文以外の外国文である場合は、その全文を和訳または英訳し、当該学校または公的機関等

で証明を受けた原本を郵送してください。 

書類 提出該当者 摘要 

i 修了（見込）証明   

書 
全員 

高等学校（中等教育課程）の修了（または修了見込）証明書の画像

ファイルをアップロードし、別途証明書の原本を 2018 年 4 月 10

日（火）までに郵送してください。【必着】 

※最終学歴の証明書ではありません。大学を修了していても高等学

校の修了（または修了見込）証明書が必要です。 
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ii 成績証明書 

全員 

高等学校（中等教育課程）3 年間の成績証明書の画像ファイルをア

ップロードし、別途証明書の原本を 2018年 4月 10日（火）まで

に郵送してください。【必着】 

※最終学歴の証明書ではありません。大学を修了していても高等学

校の成績証明書が必要です。 

該当者 

(1)国際バカロレア資格を有する者は、国際バカロレア事務局が授与

する国際バカロレア資格証書と IB 最終試験の成績評価証明書の

画像ファイルをアップロードし、国際バカロレア資格証書のコピ

ーと IB 最終試験の成績評価証明書の原本も併せて郵送してくだ

さい。 

(2)アビトゥア資格（ドイツ）を有する者は、一般的大学入学資格証

明書とこれらに記載されている成績の画像ファイルをアップロ

ードし、一般的大学入学資格証明書とこれらに記載されている成

績のコピーも併せて郵送してください。 

(3)バカロレア資格（フランス）を有する者は、バカロレア資格証書

とバカロレア資格成績証明書の画像ファイルをアップロードし、

バカロレア資格証書のコピーとバカロレア資格成績証明書の原

本も併せて郵送してください。 

(4)GCE Advanced レベル（英国）を有する者は、GCE(General 

Certificate of Education)の成績評価証明書の画像ファイルをア

ップロードし、原本も併せて郵送してください。 

ⅲ 推薦書 全員 

所定の様式に出身学校長が記入し、厳封したものを 2018年 4月 10

日（火）までに郵送してください。【必着】推薦書作成者は、作成者

及び対象者の氏名がわかるよう封筒に記入してください。また、出

願者は、氏名を記入した面の封筒の画像ファイルをアップロードし

てください。なお、出身学校長が推薦書を作成できない場合は、指

導教員や担任等の受験者自身をよく知る者や受験者の教育活動に関

わった者に依頼してください。 

ⅳ  学校概要／学

校案内・パンフレ

ット 

全員 

所定の様式に高等学校（中等教育課程）の出身学校長が記入したも

のの画像ファイルをアップロードし、原本を2018年 4月10日（火）

までに郵送してください。【必着】また、当該校の正式名称や住所、

在学生数等の概要や教育に関する内容を含む学校案内やパンフレッ

トも併せて郵送してください。 
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ⅴ その他証明書 該当者 

その他、各国が実施する国家試験等の統一試験を受験している場合

は、成績評価証明書の画像ファイルをアップロードし、原本を 2018

年 4月 10日（火）までに郵送してください。【必着】 

例示 

SAT（アメリカ合衆国）、大学修学能力試験（大韓民国）、全国 

大学入学統一試験（普通高等学校招生全国統一考試）（中華人民 

共和国） 

（3）出願書類（アップロードのみ） 

以下の書類について、画像ファイル（jpeg形式）をアップロードしてください。 

書類 提出該当者 摘要 

i パスポート 全員 パスポートの画像ファイルをアップロードしてください。 

ii 英語能力試験の成績 

評価証明書 
該当者 

TOEFL-iBT, TOEIC Listening ＆ Reading, IELTS 
Academic またはその他の公的機関が実施する英語能力試
験を受験している場合は、成績評価証明書の画像ファイル
をアップロードしてください。なお、TOEIC Institutional 
Program(IP) Score Report 及び TOEFL Institutional 
Test Score Record は受付しません。 

ⅲ 日本語能力を証明 

できる書類 
該当者 

日本語能力を証明できる書類がある場合(日本語能力試験
(JLPT)等の各種日本語検定の成績証明書等)は、資料の画
像をアップロードしてください。なお、この書類は、入学
後受講する日本語授業のクラス分けにのみ使用し、選考に
は影響しません。 

 

（4）検定料の支払い 

第一段階選抜検定料（全員）として 4,000円、第二段階選抜検定料（第一段階選抜合格者のみ）と

して 13,000円の支払いが必要です（別途、払込手数料がかかります）。 

第一段階選抜検定料は、Web入力システムに従って、クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、

AMERICAN EXPRESS）により支払ってください。出願者以外の名義のクレジットカードによる支

払いも可能です。 

支払い完了後、Web入力システムに「受付番号」を入力してください。また、支払い完了後に、「申

込内容照会」ボタンをクリックして表示される照会結果画面を印刷し、郵送してください。 

第二段階選抜検定料の払込方法は、第一段階選抜合格者発表後にお知らせします。 
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（5）受験票 

出願データ送信後にWeb入力システムから必ず印刷し、受験の際に提示できるようにしてください。 

（6）提出物チェックリスト 

  出願データ送信後にWeb入力システムから必ず印刷し、提出する書類に○印をつけて郵送してくだ

さい。 

（7）宛名シート 

出願データ送信後に Web 入力システムから必ず印刷し、各自が用意した封筒に貼り付け、「（2）出

願書類（アップロードし、併せて書類を郵送するもの）」、「（4）検定料の支払い」の「クレジットカ

ード支払い申込内容照会結果画面のコピー」及び「（6）提出物チェックリスト」を郵送により提出

してください。 

 

６ 必要書類の送付方法 

（1）５（２）に示す出願書類（アップロードし、併せて書類を郵送するもの）、（4）に示す「クレジッ

トカード支払い申込内容照会結果画面のコピー」及び（6）に示す「提出物チェックリスト」を一括

取りそろえ、2018年 4月 10日（火）までに郵送してください。【必着】 

  必要書類が不足または不備がある場合は受理できませんので、提出前によく確認してください。 

（2）必要書類の送付先 

   〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1丁目１－１   

                 筑波大学教育推進部入試課 

 

7 出願にあたっての注意 

（1）入力した全ての情報は送信前に再確認し、確認後は出願ボタンを押して確定させてください。 

（2） 提出された出願書類及び既納の検定料は返還しません。 

（3） 入学許可後、出願書類の記載事項が事実に相違していることが判明した場合は、入学許可を取り消

すことがあります。この場合、既納の入学料は返還しません。 

（4） 出願書類により取得した個人情報及び試験成績の個人情報については、入学者選抜に関する業務に

利用します。また、入学手続完了者にあっては学内行事案内等の送付、授業料免除・奨学金申請者

にあっては選考の際の審査資料の一部に利用します。 
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8 選抜方法 

（1）第一段階選抜（書類選考） 

提出された書類等を総合的に判定し、第一段階選抜合格者を決定します。 

第一段階選抜の合格者は、所定の期間内に第二段階選抜分の検定料 13,000円を払い込む必要があ

ります。検定料を払い込まない場合、第二段階選抜に進むことはできません。期日までに検定料を

払い込まない場合は、第二段階選抜辞退者として取り扱います。払込方法は、第一段階選抜合格者

発表後にお知らせします。 

 

(2) 第二段階選抜 

口述試験を行い、第一段階選抜の結果を含めて総合的に判定し、最終合格者を決定します。 

試験方法 試験時間 
試験日 

筑波大学において行う場合 日本国外において遠隔通信等で行う場合 

地球規模課題に関する 

口述試験 
3０分 

2018年 5月 17日（木）、5月 18日（金）のうち 

本学が指定する日 

※試験日及び実施方法等については、担当者から本人あてに Eメールで通知します。 

 

9 合格者の発表 

(1) 第一段階選抜合格者発表   

2018年 4月 27日（金） 正午（日本時間） 

下記の本プログラムのホームページに合格者の受験番号を掲載します。郵送での合否通知はいたしま

せん。 

電話等による合否の問合せには一切応じません。 

日本語版 http://bpgi.tsukuba.ac.jp/jp/ 

英語版  http://bpgi.tsukuba.ac.jp/ 

  

(2)  第二段階選抜合格者発表   

2018年 6月 6日（水） 正午（日本時間） 

下記の本プログラムのホームページに合格者の受験番号を 6月 12日（火）まで掲載するとともに、

本人あて郵便で「合否通知書」を発送します。合格者には、併せて「入学手続書類」等について Eメ

ールで通知します。 
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電話等による合否の問合せには一切応じません。 

日本語版 http://bpgi.tsukuba.ac.jp/jp/ 

英語版  http://bpgi.tsukuba.ac.jp/ 

 

10 入学手続 

（1） 手続期間 

2018年 7月６日（金）までに必着。郵送に限る。 

（2） 入学手続に必要なもの 

①「合格通知書」のコピー 

②入学料 282,000円（金融機関受付窓口または海外送金により入学手続期限に間に合うよう納付願

います。詳細は入学手続書類に示します。） 

③その他の必要書類は「入学手続書類」で指示します。 

（3）入学後に必要な学生納付金 

①授業料 267,900円〔第 2期分（10月～3月分）〕 

※第 1期分（4月～9月分）授業料 267,900円 

②入学時及び在学中に学生納付金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。 

③授業料については、入学後に、日本の金融機関からの口座振替により納付することになります。 

④授業料や奨学金に関する詳細については、「12 問合せ先」に問合せてください。 

 

11 入試に関する情報開示  

本学では、2018 年度地球規模課題学位プログラム（学士）入試に関する情報を、受験者本人からの

請求に応じて 2018年 10月 1日から 11 月 30日までの間開示します。詳細は「12 問合せ先」ま

で問合せてください。 

 

12 問合せ先 

国立大学法人筑波大学 

スーパーグローバル大学事業推進室 地球規模課題学位プログラム事務局 

Eメールアドレス：bpgi-office@un.tsukuba.ac.jp 


