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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 

教育目標 

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。 

アドミッション・ポリシー 

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
材を選抜します。 

入学年次 第１年次 

募集人員 若干名 

学位 学士（学術） 

問い合わせ先 電子メールアドレス: bpgi-office@un.tsukuba.ac.jp 
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1 入試実施日程（日本時間） 

オンライン登録及び検定料払込（第１段階選抜分） 
2020年 3月 2日（月）12時 ～ 2020年 4月 3日（金）17時 

▼ 

出願書類受付 
2020年 4月 10日（金）までに必着 

▼ 

第 1段階選抜結果発表 
2020年 4月 24日（金）12時 

▼ 

検定料の払い込み（第 2段階選抜分） 
2020年 4月 24日（金）12時 ～ 2020年 5月 1日（金）17時 

▼ 

オンライン面接*のための動作環境確認 
2020年 5月７日（木）、又は８日（金）（後日案内） 

*注意：受験者は日本以外の居住国からインターネット通信（例. スカイプ等）により口述試験を受けることができます。 
オンライン面接を受ける場合は、事前に指定された日時に、インターネット通信環境の動作確認を行います。 

▼ 

第 2段階選抜（口述試験） 
2020年 5月 14日（木）、又は 15日（金）（後日案内） 

▼ 

合格発表 
2020年 6月 2日（火）12時 

▼ 

入学手続き 
2020年 6月 2日（火）～ 2020年 7月 3日（金） 

▼ 

入学式・オリエンテーション 
2020年 9月 30日（水） 

▼ 

入学日 
2020年 10月 1日（木） 

 

障害等のある入学志願者の事前相談  

本学に入学を志願する者で、受験上及び修学上合理的な配慮を必要とする者は、2020年 2月 28日（金）までに必ず「12. 

問い合わせ先」に相談してください。締切日以降の相談は、受験上の配慮ができない場合があります。 
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３． 出願要件 
(1) 出願資格 
出願できる者は、次の[1]から[5]のいずれかに該当する者です。 

[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 2020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、2020 年 4 月 1 日から 2020 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 2020年 9月 30日までに修了見込みの者 

[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 2020年 9月 30日までに取得見込みの者 

[4] 以下のいずれかの国際的な評価団体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 2020 年 9 月
30日までに修了見込みの者 
・ Western Association of Schools and Colleges (WASC) 
・ Council of International Schools (CIS) 
・ Association of Christian Schools International (ACSI) 

[5] その他※4 
※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、2020年

2月 28日(金)までに「12. 問い合わせ先」にお問い合わせください。 

※2  下記の文部科学省ホームページを参照してください。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm 
「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」 

※3  GCE・Advancedレベル資格については、下記の本学が指定する科目数や評価を満たしていることが必
要です。 

Advanced Level 3科目以上を評価 E以上で取得していること。 

※4  上記[1]～[4]のいずれにも該当しない場合には、個別に出願資格を確認・審査する必要がありますので、
2020年 2月 28日（金）までに「12 問い合わせ先」にお問い合わせください。 

(2) 出願条件 
出願に際しては、次の[1]から[2]を満たさなくてはなりません。 

[1] 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あること。 

[2] 英語能力 
英語能力は、筑波大学で提供されるすべての英語コース（英語による授業のみで学位が取得できるプログラム）
入試で必須要件とされます。出願者は TOEFL や TOEIC、IELTS、またはそれらに準じる公的な英語能力試験
を受験していなくてはなりません※。なお、出願時における英語能力の目安は以下の表のとおりです。 

英語能力試験名 目安とするスコア 
TOEFL (iBT) 79点以上 
TOEIC Listening ＆ Reading 730点以上 
IELTS (Academic) 6.0点以上 

※ 高等学校（後期中等教育）の課程において、教育で使用される言語が 3年間英語だった者は、TOEFL(iBT)
や TOEIC Listening ＆ Reading、IELTS(Academic)のスコアを提出する必要はありませんが、受験し
ている場合は、成績証明書を提出してください。 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
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４．選抜方法 

2段階選抜方式で行います。第 1段階選抜では、提出された書類等を総合的に判定します。第 1段階選抜合格者に対し
ては、第 2段階選抜として口述試験を行い、最終合格者を決定します。 

(1) 第 1段階選抜 

提出のあった資格証明書、成績証明書、英語能力の証明書、統一試験の受験スコア、推薦書、学修計画書及びその他
参考資料を総合的に判定します。 

(2) 第 2段階選抜 

第 1 段階選抜で合格となった者に対して、口述試験を行い、第１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 

口述試験 3０分 2020年 5月 14日（木）、5月 15日（金）のうち本学が指定する日 

注意：  

 日本国外在住者のみオンラインで試験実施可能です。 

 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。 

 

５．オンライン登録及び出願書類等 

出願に当たり、以下のプログラムウェブサイトからオンライン登録を完了してください。 

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

オンライン登録及び検定料払込（第 1段階選抜分）期間は、 

2020年 3月２日（月）12時から 2020年 4月 3日（金）17時までです（日本時間）。 

注意：  
 入力フォームにはすべて英語で入力してください。 

 一度システムへのサインアップが完了すると、「保存してやめる」ボタンにより内容を保存してページを離れるこ
とができます。 

 提出を完了する前であれば、何度でも保存したデータを修正できます。 

 必要事項の入力に加え、出願書類のアップロードも求められます。 

 アップロードする出願書類には、「6. 出願書類の送付先」に郵送が必須のものがあります。郵送書類はすべて
2020年 4月 10日（金）までに必着です。 

 書類が届いているかどうか確認するためには、追跡番号により郵便局、国際郵便または国際配達便等の窓口に問
い合わせてください。出願書類の受領に関する問い合わせは、本学では応じることができません。 

 アップロードが必要な書類のうち、「推薦書」及び「学校情報フォーム」の所定様式については、上記のプログ
ラムウェブサイトよりダウンロードできます。 

 

 

http://bpgi.tsukuba.ac.jp/exam/application/
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(1) オンライン登録フォーム 

項目 該当者 摘要 

i. 出願者情報 全員 □ 氏名：（パスポートに記載されているとおり入力） 
□ 証明写真：（3か月以内に撮影したもので、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
撮影すること。） 

□ 生年月日：  
□ 性別： 
□ 国籍：  

□ 出願者の連絡先：（入学まで重要な連絡が入るため必ず出願者本人と連絡のとれる
ものを入力） 

□ 緊急連絡先：（上記の出願者本人の連絡先以外のものを入力） 

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) 

□ 日本での在留資格：（既に日本に滞在中の者に限り入力） 

ii. 口述試験の試験会場 全員 □ 希望試験会場： 

（「筑波キャンパス」又は「日本国外（オンライン面接）※」を選択） 

※日本国外の場合、口述試験をオンラインで受験する都市名を入力してくださ
い。日本国外在住者のみオンラインで試験実施可能です。 

iii. 出願資格等 全員 □ 出願資格：  

（[1]から[5]から 1つを選択）  

□ 出願条件： 
- 英語能力 
（試験名を選択してスコアを入力、あるいは「高等学校（後期中等教育）の段階
において教育で使用される言語が 3年間英語だった者」を選択） 

□ 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、修了日または修了見込み日を
選択） 

iv. 学歴 全員 □ 初等教育 / 小学校 

□ 中等教育（前期） / 中学校 

□ 中等教育（後期） / 高等学校 

□ 高等教育 / 大学 

□ その他 

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（エッセイ） 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以内で記述してください。 

説明をわかりやすくするために、図表を含めることはできますが、1つの図表は 

200 words として数えること。  

vii. 学資計画 全員 □ 学資計画： 
入学後の学費及び生活について、支弁計画を詳細に記述してください。出願者（ま
たは出願者以外の者）が、4年間の学費及び生活費をどう支弁するかを記してくだ
さい。  
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(2) 出願書類（アップロードして、かつ書類で郵送するもの） 

以下の書類のスキャンデータをアップロードしてください。合わせて、出願手続きを完了するためには、アップロ
ードした書類を「6. 出願書類の送付先」へ 2020年 4月 10日（金）までに必着で郵送しなければなりません。 

注意： 
 提出された出願書類は返却しません。なお、原本が 1枚しかないため、資格証明書や成績証明書を提出できない
場合には、学校または大使館や公証人など公的機関のサインのある証明を受けた写しを提出してください。 

 書類はすべて英文で記述してください。学校が発行する書類が英文以外の外国文である場合は、その全文を英訳
し、学校または公的機関の証明を受け、原本とともに提出してください。（所定の様式はありません。） 

項目 該当者 摘要 

i. 修了（見込）証明書 全員 出身高校（中等学校）の修了（または修了見込）証明書の原本または証明を
受けた写しを提出してください。 

注意： 
 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

証明書が必要です。 

 国際バカロレア資格で出願する者は、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も提出してくださ
い。 

 アビトゥア資格（ドイツ）で出願する者は、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も提出してください。 

 バカロレア資格（フランス）で出願する者は、バカロレア資格証書と、バ
カロレア資格成績証明書も提出してください。 

 GCE・Advancedレベル資格で出願する者は、Advanced Level科目の試験
結果も提出してください。 

ii. 成績証明書 全員 出身高校（中等学校）の最終学年を含む 3 年間の成績証明書の原本または
証明を受けた写しを提出してください。 

注意： 
 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。大学等の教育を

受けている場合には、その期間の成績証明書も提出してください。 

iii. 推薦書 全員 出身高校（中等学校）の学校長からの推薦書（様式 1）を提出してくださ
い。推薦書は厳封されたものを提出してください。アップロードする際は、
封筒の表面（出願者氏名の記載面）のスキャンデータを使用してください。 

注意： 
 学校長が推薦書を記入できない場合は、カウンセラーやホームルームティー

チャー（出願者のことをよく知り、出願者の教育に関わってきた者）に作成
を依頼してください。 

 様式１は以下のプログラムウェブサイトよりダウンロードできます。 
http://bpgi.tsukuba.ac.jp/jp/exam/application/ 

iv. 学校情報フォーム
及び学校パンフレット 

全員 所定の様式に基づき、出身高校（中等学校）の学校長が記入した学校情報
フォーム（様式２）を提出してください。郵送に際しては、出身高校（中等
学校）の概要（正式名称、住所、生徒数、教員数、認定等）及び教育内容
（教育目標、入学試験の状況、教育課程、卒業者の進路）を記載したパンフ
レットを同封してください。  

注意： 
 様式２は以下のプログラムウェブサイトよりダウンロードできます。 

http://bpgi.tsukuba.ac.jp/jp/exam/application/ 
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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
績評価証明書の原本または証明を受けた写しを提出してください。 

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） 

以下の書類のスキャンデータをアップロードしてください。以下の書類については、原本を郵送で提出する必要は
ありません。 

 
項目 該当者 摘要 

i. パスポートの写し 全員 パスポートの IDのページの写し（スキャンデータ）をアップロードしてく
ださい。パスポートを所持していない場合は、氏名、生年月日、国籍を確認
できる証明書の写し（スキャンデータ）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、またはそれら
に準じる公的な英語検定試験を受験している場合は、成績評価証明書の写
し（スキャンデータ）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 については、対象から除外します。 

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、資料のスキャンデータ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) 検定料の払い込み  

検定料の払い込みは 2段階になります。  

 段階 該当者 払込額 

 第 1段階選抜分 すべての出願者 4,000円 

 第 2段階選抜分 第 1段階選抜の合格者のみ 13,000円 

詳細はオンライン登録システム上の指示に従ってください。出願情報が完成すると、クレジットカード払い（VISA, 
MasterCard, JCB, または American Express）による検定料（第 1段階選抜分 4,000円）の払い込みを求められ
ます。ウェブ入力システム上のリンクをクリックすることで、クレジットカード払い用の別のサイトが開かれます。 
払い込みを完了すると、「受付番号」が得られます。確認画面を払い込みの証明として忘れずに印刷してください。
出願を完了するには、確認画面の写し（スキャンデータ）のアップロードが求められます。  

注意：  
 既納の検定料は返還しません。 

 出願者以外の者が、出願者に代わって検定料を払い込むことも可能です。 

 第 1段階選抜の合格者は、第 2段階選抜分の検定料（13,000円）の払い込みが必要です。払込期間や払込方法
は、第 1段階選抜の結果とともにお知らせします。 
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(5) 受験票 

オンライン登録システムから出願情報を送信後、忘れずに受験票を印刷してください。受験票は入力データの送信

後に「(6) 出願書類のチェックリスト」とともに PDF様式で作成されます。受験票は口述試験当日に提示を求めら

れます。 

 

(6) 出願書類のチェックリスト  

「出願書類のチェックリスト」を忘れずに印刷してください。必要書類がすべて揃っているかを確認するために、

該当する項目に○をつけてください。郵送書類にはチェック済みのリストを同封する必要があります。 

 

６．出願書類の送付先  

〒305-8577茨城県つくば市天王台１－１－１  筑波大学教育推進部入試課 

注意： 

 「5. (2) 出願書類（アップロードして、かつ書類で郵送するもの）」に記載されたすべての書類を郵送してく

ださい。日本国外在住者は、国際郵便または国際宅配便で送付してください。 

 郵送書類は 2020年４月 10日（金）（日本時間）までに必着です。書類が届いているかどうか確認するために

は、追跡番号により郵便局、国際郵便または国際宅配便の窓口に問い合わせてください。出願書類の受領に関

する問い合わせについては、本学では応じことができません。 

 

７．注意事項 
 本学の複数のプログラムに同時出願することはできません。他のプログラムの合格発表後に本プログラムへの
出願を考えている者は個別にご相談ください。 

 出願書類を提出する際は、本学への郵送期間を考慮し、状況に応じて前もって準備をしてください。 

 必要書類が不足していたり記載事項に不備があったりする場合は、出願が無効となる場合があります。出願書類
一式を送付する前に、すべての必要書類が含まれているかどうか確認してください。「5. (6) 出願書類のチェッ

クリスト」を使用してください。 

 出願書類の写しを Eメールで送付しても、受理することはできません。 

 出願書類は返却しません。また、既納の検定料は返還しません。 

 本学への入学許可後、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、入学許可を取り消すこと
があります。 

 2020年 9月 30日までに入学資格を満たすことができなかった場合は、入学許可を取り消します。 
修了見込証明書で出願した場合は、入学手続き時に修了証明書を提出してください。 

 

８．合格発表 
(1) 第 1段階選抜 

第 1段階選抜の結果（合格者の受験番号）を、2020年４月 24日（金）12時（日本時間）に下記の本プログラ
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ムのホームページで発表します。電話等による合否の問い合わ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/ 

第 1段階選抜の合格者は、所定の期間内に第 2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 2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 2段

階選抜辞退者として取り扱います。 

(2) 第２段階選抜 

最終合格者の受験番号を、2020年 6月 2日（火）12時（日本時間）に本プログラムのホームページ（上記 URL
参照）に掲載するとともに、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」
等について通知します。 

 

９．入学手続き 

(1) 入学手続期間 

① 手続期間は 2020年 6月 2日（火）から 2020年 7月 3日（金）です。 
② 郵送により入学手続きを行ってください。日本国外在住者は、国際郵便または国際宅配便で送付してください。
すべての書類は、上記期間内に本学に到着する必要があります。 

(2) 入学手続きに必要な書類 

① 「合格通知書」の写し 
② その他必要な書類は、「合格通知書」送付時にお知らせします。 

(3) 入学料と授業料 

① 入学料は 282,000円です。金融機関受付窓口または海外送金により入学手続期間内に払い込んでください。 

② 授業料は秋学期分（267,900円）及び春学期分（267,900円）あわせて年額 535,800 円です。 

③ 入学時及び在学時に料金の改定が行われた場合には、改定時から新たな額が適用されます。 

④ 授業料は、入学後に日本の金融機関からの口座振替により払い込むことになります。 

⑤ 本学では、経済的な理由により授業料の払い込みが困難であると認める者やその他やむを得ない事情があると認
められる者に対してのみ、授業料の全額または一部金額を免除することがあります。 

 

10．入試に関する情報開示  

本学では、2020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 2020年

10月 1日から 11月 30日まで（土・日曜日及び祝休日を除く）開示します。詳細は「12 問い合わせ先」までお問い合

わせください。 
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11．個人情報の取扱い 
(1) 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」を遵守するとともに、「国立大学

法人筑波大学個人情報保護管理規則」に基づき、厳密に取り扱います。 

(2) 出願書類により取得した個人情報及び試験成績等については、入学者選抜に関する業務、入学手続き業務（学内行
事案内等を含む。）及び入学者選抜方法等に関する調査・研究を行うために利用します。 

なお、入学者にあっては、入学後の教務関係（修学指導等）、学生支援関係（授業料免除、奨学金申請及び健康管理
等）及びこれらに付随する業務を行う場合にも利用します。 

 

12．問い合わせ先 

国立大学法人筑波大学 

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 


