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１ 海外教育プログラム特別入試について 

  

 筑波大学では，海外留学を支援するとともに，探究心をもって主体的に学び，信念をもって物

事に挑戦し，世界的に活躍できる人材を育成するための新たな入学試験として，帰国生徒や私

費外国人留学生を対象とした海外教育プログラム特別入試を実施します。 

 

 この入試では，ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められるアビトゥア

（Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife），フランス共和国において大学入学資格として認めら

れているバカロレア（Diplôme du Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré），英国にお

いて大学入学資格として認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・

アドバンスト・レベル(GCE Advanced level)，米国において College Board が主催する SAT 

Reasoning Test（SAT I）及び SAT Subject Tests（SAT II）の資格取得者や受験者を対象として，

入学者を選抜します。 

 

 受験相談の窓口を開設していますので，筑波大学や本入試についてもっと知りたい方は，気

軽に相談してください。 

 

 

 
【問い合わせ先及び受験相談窓口】 

  〒305-8577 茨城県つくば市天王台１丁目１－１ 

筑波大学アドミッションセンター 

電話：029-853-7385 

E-mail：ac-img@ml.cc.tsukuba.ac.jp 

窓口開設日時：月～金曜日の 9:00～12:15，13:15～17:00 

〔ただし，休日（国民の祝日，振替休日）を除く。〕 

 

＜不測の事態が発生した場合の諸連絡＞ 

災害等により不測の事態が発生した場合の本学入学者選抜に関する情報提供は，本学ホームペ

ージ及び携帯電話サイトにより行いますので，出願及び受験の直前には特に注意してください。 

【筑波大学アドミッションセンターホームページ】 https://ac.tsukuba.ac.jp/ 

【携帯電話サイト】 https://daigakujc.jp/tsukuba/ 
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２ 入学者選抜日程の概要 

今後の新型コロナウイルス感染拡大状況やその他の社会状況等によっては，日程を変更する場合があ

ります。最新の情報は，本学ホームページでご確認ください。 

https://www.tsukuba.ac.jp/admission/undergrad-news/ 

インターネット出願登録 

令和３年６月 21 日（月）9:00～７月６日（火）17:00 

▼ 

出願期間（持参不可） 

令和３年６月 23 日（水）～７月８日（木） 

※出願受理後，７月 16 日（金）までにインターネット出願登録サイトにて受験番号をお知らせします。 

▼ 

第１次選考結果発表 

令和３年７月 28 日（水）10:00 

▼ 

受験票印刷開始 

令和３年７月 28 日（水）12:00 

▼ 

第２次選考（面接・口述試験） 

令和３年８月 16 日（月）～27 日（金） 

▼ 

終合格者発表 

令和３年８月 31 日（火） 

▼ 

入学手続き（持参不可） 

令和３年 10 月６日（水）～８日（金） 

▼ 

入 学 式 

令和４年４月上旬 
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３ アドミッション・ポリシーと募集人員 

筑波大学は，自立して世界的に活躍できる人材を育成するため，本学の教育を受けるのに必要な基礎学力

を有し，探究心旺盛で積極性・主体性に富む人材を受け入れます。 

Our goal is to nurture talented people who can play active roles globally on their own accord. The University 

of Tsukuba accepts students of high academic and analytical ability, who are energetic and can take positive 

initiative in tackling diverse problems. 

入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー） 募集人員 

海外教育プログラム 

特別入試の全般 

海外教育プログラムを修めた者を対象として，知識や思考力，

判断力，英語力を含めた表現力，国際的な視野，主体的に学ぶ

意欲等を重視して入学者を選抜します。 

 

医学群 医学類 

広い基礎学力に加えて，数学，理科，英語の学力を評価すると

ともに，医学を志向する動機，修学の継続性，適性，感性，社会的

適応力等総合的な人間性について評価します。 

2 名 

※ この入試の合格者にふさわしい志願者がいないと判断した場合は，募集人員どおりに合格者を決定すること

はせずに，個別学力検査等（前期日程）の募集人員によって，その人員を充足します。ただし，個別学力検査

等（前期日程）で充足する欠員の数は，個別学力検査等より前に実施される他の入試の入学手続者数も含め

て決定されます。 

 

４ 選考方法  
（1） 第１次選考 

出願時に提出された書類等により，第１次選考合格者を決定します。 

 海外教育プログラムの学習成果については，各教科の成績評価，教育プログラム内で取り組んだ

課題や論文，教育プログラム以外で取り組んだ研究や活動のレポート等から，志願する医学群医学

類で学ぶために必要な適応性（知識・技能，思考力，判断力，英語力を含めた表現力，当該領域・

分野への関心，目的意識を持って学ぶ意欲等）等を評価します。 

同時に，提出された書類から，海外での学習経験に基づく国際的な視野，主体的に学ぶ意欲及

び自立性も評価します。 

 (2) 第２次選考 

 第１次選考の合格者に対し，面接・口述試験を行い，提出書類等の内容を含めて総合的に判定し

ます。 

   面接・口述試験は，主に，出願時に提出された書類等の内容に基づいて，個別に 30 分程度行い

ます。日本語を母語としない者については，日本語の能力についても評価します。 

 なお，必要に応じて試験時間を延長する場合があります。 

 

５ 出願資格 
 次の(1)～(4)の条件をすべて満たすものとします。 

(1)   学校教育における 12 年の課程のうち，外国に所在する学校において，我が国の高等学校に

相当する期間を含め２年以上継続して在学した者又は在学見込みの者。ただし，文部科学大臣

が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設に在学した

者については，その期間を外国において学校教育を受けたものとみなさない。 

(2)  次のいずれかに該当する者で，原則として，数学及び理科（物理，化学，生物）２科目を履修

及び受験し，出願時に取得後３年以内の資格証明書や成績証明書等が提出できるもの 

ア ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する

者 
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イ フランス共和国において大学入学資格として認められている普通バカロレア資格を有する者

で，科学系（Series S）で受験しているもの 

ウ 英国において大学入学資格として認められている GCE Advanced レベルを有する者で，数

学，物理，化学，生物のうち３科目が GCE Advanced レベルで合格し，残りの１科目（Advanced

レベルと重複しない科目）が GCE Advanced Subsidiary レベル又は General Certificate of 

Secondary Education (GCSE)で合格しているもの 

エ 米国の College Board が主催する SAT Reasoning Test（SAT I）及び SAT Subject Tests（SAT 

II）を米国又はその他の地域（我が国を含む。）で受験した者で（SAT Essay は除く。），学校教

育における 12 年の課程を修了したもの又は修了見込みのもの 

(3) 大学において日本語での修学ができる者で，以下のいずれかに該当するもの 

ア 日本語を母語とする者（母語と同等の運用能力がある者を含む。成績や証明書の提出は不

要。） 

イ 海外教育プログラム内で日本語を履修又は受験し，その成績が提出できる者 

ウ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」で「日本語」を受験した者で，

試験の得点が平均点以上のもの 

(4)    海外教育プログラム内で英語を履修又は受験し，その成績が提出できる者又は TOEFL 等の

外部英語検定試験の成績証明書が提出できる者 

 

 

(注 1)  (2)において，科目内に複数のレベルがある場合は，より高いレベルを選択していることが望

まれます。 

(注 2)  (2)において，科目内に複数のレベルや分野がある場合，それらを重複して選択しても，異な

る科目を選択したとはみなしません。 

(注 3)  (2)において，指定する科目数の海外教育プログラム内の成績が提出されない場合は，選考

上不利になります。 

(注 4)  (2)ウにおいて，GCE Advanced Subsidiary レベル及び GCSE の科目は，それ以上のレベル

の科目で代用することができます。また，取得時期については，GCE Advanced レベルの取得

日を基準とします。 

(注 5)  (2)エにおいて，TOEFL 等の外部英語検定試験を受験している場合は，SAT I の代わりに外

部英語検定試験の成績で代用することができます。新型コロナウイルスの影響により，外部英

語検定試験が中止になった場合は，有効期限を過ぎた成績を提出することができます。 

(注 6)  (2)エにおいて，SAT を受験した際に在学していた学校と 12 年の学校教育を修了した学校

が同一である必要はありません。ただし，修了した学校が我が国又は在住国において正規の

教育制度に基づく 12 年の課程として認められている学校であることが必要です。インターナシ

ョナルスクールやアメリカンスクール等の場合，出願が認められない場合があります。出願資格

について疑問のある方は，出願前に本学アドミッションセンター（１ページ参照）まで問い合わ

せてください。 

 (注 7)  (2)エには，スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バ

カロレア資格（International Baccalaureate Diploma）を授与された者もしくは令和４年３月 31 日

までに授与される見込みの者も含みます（本学が国際バカロレア機構から成績を入手できるよ

うにする手続きを取ること。）。本入試に出願する場合は，国際バカロレア特別入試で医学群医

学類が指定する科目をすべて履修している必要はありません。ただし，SAT を既に受験してい

ること，他の要件を満たしていること，国際バカロレア特別入試と併願しないことが必要です。 

 (注 8)  (2)エには，アビトゥア資格を有する者，普通バカロレアを有する者，GCE Advanced レベルを

３科目以上合格している者も含まれます。ただし，SAT を既に受験していること，他の要件を満

たしていることが必要です。 

(注 9)  (2)のアからエの複数の出願資格に該当する場合は，審査を希望する資格を１つエントリーシー

ト本文中に明記してください。 
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(注 10)  新型コロナウイルス感染症の影響により，海外への留学等が短縮・中止・延期となった場合

は，その期間は海外の学校に在籍したと見なします。エントリーシートの中に期間と理由を記入し

てください。 

(注 11) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により， 終試験等が中止になった場合は，それぞれの試

験を実施する組織が公式に発行する代替の成績を正規の成績として使用します。 

(注 12) 出願資格に関する書類を，出願期間内に本学で受領できることが必須です。出願期間後に各

試験を受験する場合や，各試験を出願期間内に受験していても成績の受領が出願期間後にな

る場合は，出願できません。 

 
 
６ 出願書類等 
 出願には，出願登録及び次の書類が必要です。下表の 1，７及び９の書類は出願登録ページから，５

及び 10 の書類は本学のホームページからダウンロードし，Ａ４サイズの用紙に印刷して使用ください。 

 

◆出願登録ページ及び様式のダウンロード◆ 
下記ホームページの「入学案内・募集要項の一覧」ページより進んでください。 

 

https://www.tsukuba.ac.jp/admission/undergrad-list-guidebooks/ 

 

出願登録後は，下表の必要な書類等を筑波大学に送付してください。送付方法は「７ 出願方法」に示

します。 

書 類 等 
提出 

該当者 
摘 要 

1 入学志願票 全員 インターネット出願登録サイトにある「インターネット出願利用手順」を参照の

上，所要事項を入力してください。 

所要事項を入力後，印刷した入学志願票を提出してください。 

2 出願資格を

証明できる

書類 

全員 次の(1)から(4)のうち，いずれかを提出してください。各実施団体から成績を

直送する場合は，手続きから本学が入手できるようになるまで日数がかかり

ますので，注意してください。また，原本の送付ができない場合は，写しを提

出し，面接実施日に原本を持参してください。 

(1) ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビ

トゥア資格を有する者は，次のアとイの書類を提出してください。 

 ア 一般的大学入学資格証明書（Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife）と

これに記載されている成績の原本 

 イ  2 年以上継続して外国の学校に我が国の高等学校に相当する期間在

学したことを証明する書類（様式自由。見込みも含む。） 

(2) フランス共和国において大学入学資格として認められている普通バカロレ

ア資格を有する者は，次のアとイの書類を提出してください。ただし，科学系

（Series S）で受験していることが必要です。 

 ア バカロレア資格証書（Diplôme du Baccalauréat de l'Enseignement du  

Second Degré）の写しとバカロレア資格試験成績証明書(Relevé des Notes)

の原本 

 イ 2 年以上継続して外国の学校に我が国の高等学校に相当する期間在学

したことを証明する書類（様式自由。見込みも含む。） 

(3) 英国において大学入学資格として認められているジェネラル・サーティフィ

ケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格（GCE Advanced レ

ベル資格）を有する者は，次のアからウの書類を提出してください。数学，物

募集要項一覧 
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書 類 等 
提出 

該当者 
摘 要 

理，化学，生物のうち 3 科目が GCE Advanced レベルで合格し，残りの 1 科

目（Advanced レベルと重複しない科目）が GCE Advanced Subsidiary レベル

又は GCSE で合格していることが必要です。 

 ア GCE (General Certificate of Education)の成績評価証明書の原本。出願

時に成績証明書が提出できない場合は，出身学校の学校長等が作成

した予測スコアを送付し，成績証明書が届き次第，本学に送付して下さ

い。面接実施日までに成績証明書が発行されない場合は，本学に連絡

してください。 

 イ 2 年以上継続して外国の学校に我が国の高等学校に相当する期間在学

したことを証明する書類（様式自由。見込みも含む。） 

ウ GCSE (General Certificate of Secondary Education)の成績証明書の写し 

(4) 米国の College Board が主催する下記試験を受験した者は次のアからキの

書類をすべて提出してください。ただし，TOEFL 等の外部英語検定試験を

受験している場合は，アの SAT Reasoning Test の代わりに外部英語検定

試験の成績を提出することができます。 

 ア SAT Reasoning Test（SAT I）の成績評価証明書（Essay を除く。College 

Board から大学へ直送すること。） 

 イ SAT Subject Tests（SAT II）の成績評価証明書（College Board から大学

へ直送すること。） 

 ウ 直送手続き完了後の INVOICE 画面を印刷したもの（指定されている科目

はすべて直送手続きを取り，科目名が分かるものを同封すること。） 

 エ SAT スコアレポートの写し（パーセンタイルが含まれているもの） 

 オ 正規の教育制度に基づく 12 年の課程として認められている学校を修了

したことを証明する書類（様式自由。ディプロマの写し可。見込みも含

む。） 

カ 外国の学校に我が国の高等学校に相当する期間を含めて 2 年以上継

続して在学したことを証明する書類（様式自由。見込みも含む。） 

 キ 外部英語検定試験の成績の原本（SAT Reasoning Test を受験していな

い場合。） 

3 成績証明書

等 

全員 (1) 出身学校長が作成した，我が国の高等学校に相当する期間の成績証明

書を提出してください。成績証明書は，学年ごとの履修科目と成績が明記さ

れ，学校長の印鑑又はサインのある書類の原本であることが必要です。この

成績証明書に，在学期間の記載があれば，上記の「2 年以上継続して外国

の学校に在学したことを証明する書類」の提出は不要です。成績評価に関

する説明文書がある場合は，併せて提出してください。出身学校から筑波大

学に成績証明書を直送しても問題ありません。 

    なお，日本国の高等学校（中等教育学校も含む。）に在学したことがある

場合は，文部科学省の定めた様式により，当該学校長が作成した所定の調

査書（厳封）も併せて提出してください。 

(2)  TOEFL 等の外部英語検定試験を受験し，成績評価証明書等を受け取っ

ている場合は，有効期限に関わらず，その写しを提出してください。 

(3)  AP（Advanced Placement）や IB（International Baccalaureate）の単位を取

得している者は，その成績の写しを提出してください。 
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4 日本語能力

を 証 明 す る

書類 

日本語

を母語

としな

い者 

次の(1)又は(2)のうち，いずれかを提出してください。海外教育プログラム内

で履修又は受験した日本語の成績が，出願資格を確認できる書類内に記載さ

れている場合は，提出は不要です。 

(1)  海外教育プログラム内で履修又は受験した日本語の成績 

(2)  独立行政法人日本学生支援機構が発行する日本留学試験の「日本語」

の成績通知書の写し（有効期限内のもの） 

5 エ ン ト リ ー 

シート 

全員  次の(1)から(4)の書類及び該当する場合は(5)の書類を提出してください。 

なお，本学ホームページから所定の「エントリーシート（表紙）」ダウンロードし，所

要事項を記入して表紙としてください。 

(1)  海外活動歴 

留学及びその他の居住や渡航（旅行を除く。）の履歴をまとめてください。

履歴の中には，年度，期間，学校名及び概要（公立・私立の別，インターナ

ショナルスクールの場合は認可団体，設置されているコース等），渡航理由

を必ず記入してください。（A4 サイズ１枚。日本語。） 

新型コロナウイルス感染症の影響により，海外への留学等が短縮・中止・

延期となった場合は，その期間と理由を記入してください。 

(2)  本文 

 志望動機，入学後に学びたい内容，将来の目標等を具体的に記述した

本文を作成してください。（A4 サイズ２枚以内。日本語。） 

(3)  課題論文（任意） 

海外教育プログラム内（在籍した学校の正規の授業や活動も含む。ただ

し，我が国の高等学校に相当する期間を含まないものは除く。）で取り組ん

だ研究論文や課題レポートがあれば，その中で重要なものの写しを提出し

てください。写しの提出が難しい場合は，それと同内容のレポートでも可とし

ます。日本語又は英語以外の言語の場合は，必ず全文の日本語訳を付け

てください。（枚数指定なし。日本語又は英語。）各研究論文や課題レポート

には，すべて日本語要約を添付し（各１枚），研究や課題を行った授業の種

類（Regular，Honor 等）と期間を必ず記載してください。（それぞれ A4 サイ

ズ２枚以内。日本語。） 

(4)  活動内容 

 海外教育プログラム内（在籍した学校の正規の授業や活動も含む。ただ

し，我が国の高等学校に相当する期間を含まないものは除く。）で取り組ん

だ教科以外の学習や活動等をまとめてください。必要に応じてその裏付けと

なる資料も含めてください。日本語又は英語以外の言語の場合は，必ず全

文の日本語訳を付けてください。（資料も含め A4 サイズ５枚以内。日本語。

ただし，資料は日本語又は英語。） 

(5)  その他（任意） 

 海外教育プログラム外で研究や活動等を行っている場合は，研究論文や

活動報告書等を提出できます。提出物にはそれぞれタイトル(自主研究，○

○プログラム参加等)と期間を必ず記載し，志願者を含めた複数の者による

共同成果を添付する場合は，志願者の担当箇所や貢献度を明記してくださ

い。参考になる資格や成績等があれば，合わせて提出してください。日本語

又は英語以外の言語の場合は，必ず全文の日本語訳を付けてください。

（A4 サイズ枚数指定なし。日本語又は英語。） 
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6 検定料 全員 （1） 検定料 17,000 円 
（2） 払込期間 

令和３年６月 21 日（月）9:00 から７月６日（火）17:00 までに払い込んでくだ

さい。 

（3） 払込方法 

インターネット出願登録サイト（https://e-apply.jp/e/tsukuba/）にアクセス

し，出願情報等の必要事項を登録した上で，以下の払込方法の中からいずれ

かを選択し，指定された期限までに検定料 17,000 円を払い込んでください。 

 

クレジットカード，コンビニエンスストア，ネットバンキング， 

金融機関 ATM（Pay-easy），銀聯カード 

 

払込期限は，インターネット出願登録完了後，その日を含む４日以内の 23

時 59 分までの間です。（払込期限が４日より短い場合は，払込期限が優先さ

れます。） 

※検定料の他に払込手数料がかかります。 

※期限内に払込手続きが行われなかった場合は，出願登録したデータはキャ

ンセルとみなされ，データが自動的に削除されますので注意してください。 

（4） 検定料の返還 

ア 第１次選考で不合格者となった場合は，本人の申し出により 13,000 円から手

数料を引いた額を返還します。このことについては，第１次選考結果通知の

際，該当者に通知します。 

イ 検定料を払い込んで出願をしなかった（出願書類等を提出しなかった又は出

願が受理されなかった）場合は申し出てください。 

ウ 検定料を誤って二重に払い込んだ場合は申し出てください。 

※上記ア，イ，ウに該当する者以外には，いかなる理由があっても払込済の検定

料は返還しません。 

（5） その他 

本学が指定する災害の検定料の免除措置があります。詳しくは，本学ホー

ムページ（https://www.tsukuba.ac.jp/admission/undergrad-qualification/）を

ご覧ください。 

7 写真票 全員 インターネット出願登録サイトから A４サイズでカラー印刷してください。（入

学志願票と同時に印刷できます。） 

出願登録の際に，顔写真のデータのアップロードが必要です。上半身・無

帽・正面向きで出願する前３か月以内に撮影したものを事前に準備してくださ

い。アップロードした顔写真は，写真票に印刷されます。 

8 パスポートの

写し 

外国籍

の者 

パスポートの写しを提出してください。所持していない場合は，国籍及び氏

名を証明できる証明書の写しを提出してください。 

9 出願用封筒・

大学あて名シ

ート 

全員 出願用封筒（角形２号（縦 33.2 cm×横 24 cm））を用意し，出願登録完了

後，入学志願票とあわせて大学あて名シートを印刷し，封筒（表面）に貼り付け

てください。 

10 出 願 書 類 確

認票 

全員 本学所定の様式を用いて，９の出願用封筒の裏面に貼り付けてください。 
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※ 学校等が作成し発行する書類や資格証明書等が英文以外の外国文である場合は，その全文を英訳又は和訳

し，公的機関等で証明を受けてください。（様式は自由です。A４の用紙を使用してください。） 

※ 選考の過程で必要に応じて追加書類の提出を求めることがありますが，志願者の都合による書類の追加や差し

替えはできません。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により，出身学校から必要な書類が発行されない場合等は，事前に相談し

てください。 

７ 出願方法 
（1） 出願登録 

出願には事前に出願登録及び検定料の払い込みが必要です。令和３年６月 21 日(月）9:00 から

７月６日(火)17:00 までに出願登録及び払い込みを行い，出願書類を印刷してください。 

（2） 出願期間 

  令和３年６月 23 日（水）～７月８日（木）までの間に必着のこと。（持参不可）  

  なお，出願期間を過ぎた場合は，いかなる理由があっても受理しませんので，郵送期間を十分

考慮の上，送付してください。（本学への到着日を指定して郵送する方法もあります。詳しくは 寄り

の郵便局に問い合わせてください。） 

（3） 送付先 

  〒305-8577 茨城県つくば市天王台１丁目１−１ 筑波大学アドミッションセンター  

（4） 出願書類は，次の「（5）出願に当たっての注意事項」をよく読んで取りそろえ，大学あて名シート・出

願書類確認票を貼り付けた封筒に入れ，必ず簡易書留・速達で郵送してください。 

（5） 出願に当たっての注意事項 

ア 出願書類が不足していたり，記載事項に不備がある場合には，原則として出願書類を受理できま

せんので，提出前によく確認してください。一部についてのみ不足（科目数不足を含む。）や不備が

あっても受け付ける場合がありますが，選考上不利になることがあります。 

イ 受理した出願書類は，返却しません。 

ウ 審査の過程で，必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。 

エ 入学許可後，出願書類の記載事項が事実と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。 

オ  「取得見込み」又は「修了見込み」で出願した者が，令和４年３月 31 日までに要件を満たさなか

った場合は，入学許可を取り消します。 

（6） 学生募集に関し，不明な点がある場合には，本学アドミッションセンター（１ページ参照）に問い合わ

せてください。 

 

８ 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ものは，下記の期日ま

でに必ず相談申込書等を提出してください。提出された書類により，関係学群・学類と協議の上，それ

ぞれの障害等の種類・程度に応じた配慮内容を決定し，お知らせします。 

なお，協議にあたって必要な場合は，志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等に照会

することがあります。 

（1） 相談申込書等提出締切日 令和３年６月４日（金） 

（2） 相談申込書の取得方法 

 相談申込書等提出締切日前のできるだけ早い時期に本学アドミッションセンター（１ページ参照）

へ連絡の上，相談申込書を取り寄せてください。 

（3） 提出書類 

ア 筑波大学入学試験受験相談申込書（本学所定様式） 

イ 障害の程度等を記載した医師の診断書（補助具を必要とするなどの所見を含みます。） 

※ 締切日以降の提出は，受験上の配慮の対応ができない場合があります。 

※ 出願書類提出後，不慮の事故等により，合理的な配慮が必要となった者は，締切日にかかわら

ず，速やかに相談してください。 
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９ 第２次選考日程及び試験場 

【実施日】 令和３年８月 16 日（月）～27 日（金）のいずれか一日 

【試験場】 筑波大学３Ｂ棟 

    第２次選考受験者には，受験票の印刷開始日にインターネット出願登録サイトにおいて，試験時間，

受付時間，試験場案内図等の情報をお知らせします。ただし，今後の新型コロナウイルス感染拡大

状況やその他の社会状況等によっては，実施日を変更する場合があります。また，同理由により，実

施日に来学できない志願者については，本学が必要と認めた場合，指定する日時にオンラインで実

施することがあります。オンラインで実施する場合，インターネット回線に繋がったパソコンやスマート

フォン等が必要となります。 

 

１０ 合格者の発表等 
(1)  第１次選考結果発表 

   令和３年７月 28 日（水） 午前 10 時 ＜掲載＞ 

上記の日時に筑波大学アドミッションセンターホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

(2)  終合格者発表・通知 

令和３年８月 31 日（火） 午前 10 時 ＜掲載及び発送＞ 

上記の日時に筑波大学アドミッションセンターホームページに合格者の受験番号を掲載するとと

もに本人あて合否通知書を発送します。 

 なお， 終合格者には，「合格通知書」とともに「入学手続書類」等を送付します。 

 掲載期間：令和３年８月 31 日(火)午前 10 時から９月６日(月)午前 10 時まで＊ 

＊掲載開始時間及び掲載終了時間は多少前後することがあります。 

筑波大学アドミッションセンターホームページ（httpｓ://ac.tsukuba.ac.jp/） 

 

１１ 入学手続き 

(1) 入学手続期間 

令和３年 10 月６日(水)から８日(金)までの間に必着のこと。（持参不可） 

※日本国外に居住している者は国際郵便又は国際宅配便で送付（必着）のこと。 

この期間内に入学手続きを完了しない場合は，入学辞退者として取り扱います。 

（2） 入学手続き方法 

郵送により入学手続きを行ってください。 

      なお，入学手続きの詳細は，合格者に送付する「入学手続書類」で指示します。 

（3） 入学手続きに必要なもの 

ア 入学料 282,000 円 

※ 入学時に入学料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。 

イ その他「入学手続書類」で指示します。 

（4） 入学後に必要な学生納付金 

 授業料  267,900 円〔第１期分（４月～９月分）〕 

       267,900 円〔第２期分（10 月～３月分）〕  

※ 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。 

※ 授業料については，入学後に口座振替により納付することになります。 

（5） 留意事項 

 国公立大学の一般入試における合格決定業務を円滑に行うため，海外教育プログラム特別入

試の合格及び入学手続き等に関する個人情報が，大学入試センター及び併願先の国公立大学

に送達されることになります。 

〔年額  535,800 円〕 

筑波大学 
ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ  
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１２ 他の試験への出願，入学手続きに関する留意事項 
(1)   海外教育プログラム特別入試を受験する方は，次の各入試に出願することはできません：アドミ

ッションセンター入試（AC 入試），国際科学オリンピック特別入試，研究型人材入試及び国際バカ

ロレア特別入試（７月募集及び 11 月募集） 

(2)   海外教育プログラム特別入試に合格した者は，本学の推薦入試を受験しても合格者とはなりま

せん。 

(3)   海外教育プログラム特別入試に合格し，入学手続きを完了した者は，本学及び他の国公立大学

の個別学力検査等を受験しても合格者とはなりません。ただし，次の（4）に掲げる入学辞退の許可

を得た場合は，この限りではありません。 

(4)   入学手続き完了後，特別の事情により入学を辞退する場合は，令和４年２月４日（金）までに「海

外教育プログラム特別入試入学辞退願」を提出し，入学辞退の許可を得てください。 

(5)   合格者は，必ず入学又は入学辞退のいずれかの手続きをとってください。 

 

１３ 受験についての注意事項 
 第１次選考合格者は，次の指示に従い第２次選考を受験してください。 

(1) 受験についての注意事項  

ア 受験者は，受験票の印刷開始日にインターネット出願登録サイトにてお知らせした日時に試験

場へ集合してください。 

イ 大学付近略図及び交通機関については，13・14 ページを参照してください。 

ウ 受験票を忘れた場合は，試験当日の試験開始前に試験場本部（インターネット出願登録サイト

にてお知らせします）に申し出てください。 

エ 指定した日時に試験場に来なかった場合は，欠席扱いとなり選考の対象外となります。なお，交

通事故その他やむを得ない事情で遅刻した者は，試験場本部に申し出て指示を受けてください。 

オ 携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル型端末，電子辞書，IC レコーダー等の電子機器類は，

試験会場に入る前に必ずアラームを解除し，電源を切って，かばん等に入れておいてください。 

カ 受験者の付添者は，試験会場内に立ち入ることはできません。ただし，本学が必要と認めた場合

は，この限りではありません。 

キ 受験のための宿泊施設の斡旋は行いません。 

ク 本学では，合否の問合わせ，電報依頼等には応じておりません。試験場付近及び 寄りの駅周

辺等で，合否電報等を勧誘する者があっても，本学では一切関知しません。本学関係者を装って

勧誘する例もありますが，本学とは無関係であり，本学は一切責任を負わないので十分注意してく

ださい。 

ケ 試験当日は，大学の指示により受験してください。  

コ 試験場内では，昼食時を除き，常にマスクを正しく着用してください。なお，昼食時はマスクを外

して構いませんが，他者との会話，交流，接触は特に控えてください。 

(2) 試験当日に持参するもの 

ア 受験票 

イ  筆記具 

ウ マスク 

(3) 欠席・辞退する場合 

必ず本学アドミッションセンターまで連絡してください。 
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１４ 入学試験に関する情報開示 
 令和４年度海外教育プログラム特別入試に関する情報を次のとおり開示します。 

（１） 評価基準及び合否判定（選考方法） 

３ページの｢４ 選考方法｣に掲載のとおりです。 

（２） 個人成績 

受験者本人に対し，成績を点数で表している場合は，合格者にあっては総合点を，不合格者

にあっては総合点及び不合格者の成績を３段階に区分し，該当する段階を開示します。 

（３） 開示の方法 

請求に応じ，受験者本人に対し，本学アドミッションセンターから郵送の上，開示をします。 

（４） 開示期間 

令和４年５月１日～６月 30 日（土・日曜日及び祝休日を除く 9:00～12:15，13:15～16:00） 

※請求方法や必要書類などについての詳細は，上記開示期間中に本学アドミッションセンター

ホームページに掲載します。（https://ac.tsukuba.ac.jp/） 

（５） 情報開示に関する問い合わせ先 

筑波大学アドミッションセンター  電話 029-853-7385 （平日 9:00～12:15，13:15～17:00） 

 

１５ 個人情報の取扱いについて 

（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。 

（3） 新型コロナウイルス感染症の罹患や濃厚接触の疑いがある受験生の行動歴等の調査を行う際に

は，本学が保有する志願者情報を保健所等関係機関に提供する場合があります。ただし，提供する

個人情報は新型コロナウイルス感染拡大防止の目的以外には使用しません。 

 

１６ 令和５年度（2023 年度）入試について（予告） 

SAT Subject Tests については，出願時に取得後３年以内であれば，出願資格として利用することが

できます。また，SAT Subject Tests の代わりに AP（Advanced Placement）の成績を提出することができ

ます。 

SAT Reasoning Test については，従来認めていた外部英語検定試験に加え， American College 

Testing Program (ACT)の成績も活用できます。 
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１７ 大学付近略図及び交通機関 
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筑波大学の位置 

筑波大学キャンパスマップはこちら
https://www.tsukuba.ac.jp/access/tsukuba-campus/index.html



 
 

エントリーシートの提出について 

■エントリーシートとして，次に示すものを提出してください。 

 エントリーシートは，医学群医学類で学ぶために必要な適応性（知識・技能，思考力，表現力，当該領域・

分野への関心，目的意識を持って学ぶ意欲等）や教育プログラム内で養われたスコアでは表しきれない能

力等を判断するための資料となります。作成に当たっては，本入試全般及び医学群医学類のアドミッション・

ポリシーをよく読み，A４の用紙で作成してください。 

 

(1) 海外活動歴：  本学所定の「エントリーシート(表紙)」に続き，留学及びその他の居住や渡航（旅行

を除く。）の履歴をまとめてください。履歴の中には，年度，期間，学校名及び概要

（公立・私立の別，インターナショナルスクールの場合は認可団体，設置されている

コース等），渡航理由を必ず記入してください。新型コロナウイルス感染症の影響に

より，海外への留学等が短縮・中止・延期となった場合は，その旨も記入してください。

（１枚。日本語。） 

(2) 本 文：  志望動機，入学後に学びたい内容，将来の目標等を具体的に記述した本文を作

成してください。（２枚以内。日本語。） 

(3) 課 題 論 文（任意）：  海外教育プログラム内（在籍した学校の正規の授業や活動も含む。ただし，我が

国の高等学校に相当する期間を含まないものは除く。）で取り組んだ研究論文や

課題レポートがあれば，その中で重要なものの写しを提出してください。写しの提出

が難しい場合は，それと同内容のレポートでも可とします。日本語又は英語以外の

言語の場合は，必ず全文の日本語訳を付けてください。（枚数指定なし。日本語又

は英語。） 

  各研究論文や課題レポートには，すべて日本語要約を添付し，研究や課題を行っ

た授業の種類（Regular，Honor 等）と期間を必ず記載してください。（それぞれ 2 枚

以内。日本語。） 

(4) 活 動 内 容：  海外教育プログラム内（在籍した学校の正規の授業や活動も含む。ただし，我が

国の高等学校に相当する期間を含まないものは除く。）で取り組んだ教科以外の

学習や活動等をまとめてください。必要に応じてその裏付けとなる資料も含めてくだ

さい。日本語又は英語以外の言語の場合は，必ず全文の日本語訳を付けてくださ

い。（資料も含め合計５枚以内。日本語。ただし，資料は日本語又は英語。） 

(5) そ の 他（任意）：  海外教育プログラム外で研究や活動等を行っている場合は，研究論文や活動報

告書等を提出できます。提出物にはそれぞれタイトル(自主研究，○○プログラム参

加等)と期間を必ず記載し，志願者を含めた複数の者による共同成果を添付する場

合は，志願者の担当箇所や貢献度を明記してください。参考になる資格や成績等が

あれば，合わせて提出してください。日本語又は英語以外の言語の場合は，必ず全

文の日本語訳を付けてください。（枚数指定なし。日本語又は英語。） 

■提出物について 

＊内容ごとに整理して番号や見出しをつけてください。 

＊付箋は貼らないでください。貼られた付箋は原則として外して採点をします。 

＊成績・賞状・資格認定書・資料等を提出する場合は，実物ではなく，写し（コピー）を提出してください。提

出された書類は返却できませんので，実物は提出しないでください。 

＊本や雑誌に掲載された，自分の文章や記事を資料とする場合は，表紙や目次，掲載された部分等，自分

の活動や成果に関する部分だけをコピーして提出してください。 

＊英語以外の外国文がある場合は，その日本語訳を添付してください。 

＊写真や小さい資料等の写し（コピー）は A４の用紙の上にのり付けし，大きな資料は縮小コピーをして A４サ

イズに統一してください。 

＊指定が守られていない本文や資料は，採点の対象から除く場合があります。  



 

 

受験番号 
* 

 

令和３年度 エントリーシート（表紙） 

フ  リ  ガ  ナ  生 年 月 日  年    月    日生 

氏     名  志望学群・学類   医学群  ・  医学類 

 

 

 

１ 海外活動歴  

２ 本文  

３ 課題論文  

４ 活動内容  

５ その他  

＊欄は記入しないでください。 

  



 

 

出願書類確認票 
 

この封筒の中に，次の書類が入っていることを確認の上，提出してください。 

（封筒の中に入れた書類は，□に✓印を付けてください。） 

 

 

 □  入学志願票 

 □  出願資格を証明できる書類 

 □ 資格証書及び成績証明書 

    ※該当するものに印を付けてください。 

    □ アビトゥア  □ バカロレア  □ A レベル  □ SAT 

 □ ２年以上継続して外国の学校に在学したことを証明する書類 

    ※学校の成績証明書に在学期間の記載がある場合は不要です。  

 □ 終学校の修了（見込）証明書（該当者のみ） 

 □  在籍した学校の成績証明書 

  ※該当するものに印を付けてください。 

  □ すべて同封  □ すべて出身学校より直送  □ 一部出身学校より直送 

□  外部英語検定試験の成績評価証明書（該当者のみ） 

 □  日本語能力を証明する書類（該当者のみ） 

 □  エントリーシート 

 □ 海外活動歴 

 □ 本文 

 □ 課題論文 

 □ 活動内容 

 □ その他 

 □  写真票 

 □  パスポートの写し（外国籍の者のみ） 

〔出願書類確認票〕※本確認票を，出願書類を送付する封筒の裏面に必ず貼ってください。 

□College Board 直送手続済 

□科目・スコアが分かるもの 




