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令和５年度（2023 年度）及び令和６年度（2024 年度） 

筑波大学入学者選抜の変更について 

令和４年７月更新 

令和４年３月 

筑 波 大 学 

 

令和５年度（2023 年度）及び令和６年度（2024 年度）筑波大学入学者選抜について、以下の

とおり変更します。なお、令和 4 年 3 月に公表済みの変更点のほか、追加した変更点を赤字で

示しています。 

 

I. 令和５年度（2023 年度）筑波大学入学者選抜の変更について 

 

１．推薦入試 

◆理工学群物理学類の試験時間・方法変更 …公表済み 

理工学群物理学類では、推薦入試において小論文と面接による選抜を行っていますが、

小論文の試験時間及び実施方法について、以下のとおり変更します。 

 

（変更前）   

小論文の試験時間 120 分 

小論文の実施方法 文部科学省検定済みの教科書を 3 冊まで持ち込み可能 

 

（変更後） 

小論文の試験時間  90 分 

小論文の実施方法  教科書類の持ち込み不可 

 

 

２．総合理工学位プログラム（学士） 

◆出願条件（統一試験のリストを変更） …公表済み 

総合理工学位プログラムでは、出願資格として数学の能力を求めており、各国の統一試

験によりその能力を評価していますが、活用する統一試験のリストを以下のとおり変更し

ます。 

 

（変更前） 

出願資格 

Another minimum requirement for the Bachelor’s Program in 

Interdisciplinary Engineering is proficiency in Mathematics. We 

measure skills in Mathematics by test scores from one of the 

standardized examinations as listed below: 
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・ International Baccalaureate, 

・ Abitur [Germany], 

・ GCE A-Level/International A-Level [UK], 

・ SAT/ACT [US]*, 

・ The National College Entrance Exam (GAOKAO) [China], 

・ College Scholastic Ability Test (CSAT) [South Korea], 

・ General Scholastic Ability Test (GSAT) [Taiwan], 

・ Examination for Japanese University Admission for International 

Students (EJU), administered by the Japan Student Service 

Organization (JASSO) [If applicable in your country] 

   

（変更後） 

出願資格 

Another minimum requirement for the Bachelor’s Program in 

Interdisciplinary Engineering is proficiency in Mathematics. We 

measure skills in Mathematics by test scores from one of the 

standardized examinations as listed below: 

・ International Baccalaureate, 

・ Abitur [Germany], 

・ GCE A-Level/International A-Level [UK], 

・ SAT/ACT [US]*, 

 ※ 活用を取りやめる統一試験は以下の 4 種類。 

・ＧＡＯＫＡＯ（中国） 

    ・ＣＳＡＴ（韓国） 

    ・ＧＳＡＴ（台湾） 

    ・ＥＪＵ（日本） 

 

 

３．Japan-Expert（学士）プログラム特別入試 

◆選抜方法の変更（生物資源学類・看護学類） …公表済み 

アグロノミスト養成コース（生物資源学類）及びヘルスケアコース（看護学類）では、

これまで口述試験のみで選抜を実施していましたが、選抜方法を以下のとおり変更しま

す。 

（変更前） 

選抜方法 口述試験 

（変更後） 

選抜方法 
第 1 段階選抜：提出された書類等を総合的に判定 

第 2 段階選抜：口述試験 
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４．国際バカロレア特別入試 

◆第 1 次選考の実施及び選考日程の変更（11 月募集） …公表済み 

選抜方法及び選考日程を以下のとおり変更します。  

 

（変更前）  

選抜方法 入 学 試 験：書類審査、面接･口述試験等 

  （変更後）  

選抜方法 
第 1 次選考：書類審査 

第 2 次選考：面接･口述試験等 

 

 

（変更前）  

選考日程等 
出 願 期 間：11 月 5 日（金）～11 月 10 日（水） 

入 学 試 験：11 月 29 日（月）～11 月 30 日（火） 

  （変更後）  

選考日程等 

出 願 期 間：10 月 3 日（月）～10 月  7 日（金） 

第 1 次選考：10 月 20 日（木）～10 月 25 日（火） 

第 2 次選考：11 月 29 日（火）～11 月 30 日（水） 

 

 

５．個別学力検査等（後期日程） 

◆試験時間の変更（物理学類） …公表済み 

小論文の試験時間を以下のとおり変更します。 

 

（変更前） 

小論文の試験時間 120 分 

   

（変更後） 

小論文の試験時間 90 分 
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６．個別学力検査等（前期日程） 

  ◆(１)地域枠と一般枠の併願についての変更（医学類） …追加 

これまで、個別学力検査等（前期日程）において、医学群医学類では「地域枠茨城県内

対象」、「地域枠全国対象」、「一般枠（地域枠以外）」の 3 区分に分けて入学定員を設定した

上で、地域枠と一般枠を別枠として選抜していました。 

しかし、地域医療に貢献する意思のある志願者をより広く受け入れるため、一般枠志願

者のうち希望する者について、地域枠全国対象との併願を可能とします。また、地域枠全

国対象志願者を一般枠との併願とすることで、地域枠全国対象と一般枠を双方向に併願可

能とします。 

ただし、一般枠志願者で第二志望に地域枠全国対象を志望する場合は、以下の要件を全

て満たす必要があります。 

（1）将来、茨城県の地域医療に貢献する熱意と能力を有し、卒業後に茨城県が指定する

医療機関等で指定された期間従事できる者 

（2）茨城県が実施する『令和 5 年度茨城県地域医療医師修学資金貸与制度』に応募する

者 

なお、併願の場合の選抜方法については第一志望を優先して選抜し、第一志望で合格と

ならなかった場合に第二志望の選抜の対象とします。 

 

（変更前）  

地域枠茨城県内対象 

自動的に地域枠全国対象との併願 

［単願］なし 

［併願］第一志望：地域枠茨城県内対象 

第二志望：地域枠全国対象    

地域枠全国対象 

地域枠全国対象の単願 

［単願］地域枠全国対象 

［併願］なし 

一般枠（地域枠以外） 

一般枠の単願 

［単願］一般枠 

［併願］なし 

 

（変更後）  

地域枠茨城県内対象 

自動的に地域枠全国対象との併願 

［単願］なし 

［併願］第一志望：地域枠茨城県内対象 

第二志望：地域枠全国対象    

地域枠全国対象 

自動的に一般枠との併願 

［単願］なし 

［併願］第一志望：地域枠全国対象 

第二志望：一般枠 
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一般枠（地域枠以外） 

一般枠の単願または地域枠全国対象との併願を選択 

［単願］一般枠 

［併願］第一志望：一般枠 

    第二志望：地域枠全国対象 

 

 

◆(２)地域枠と一般枠の第一段階選抜の変更（医学類） …追加 

個別学力検査等（前期日程）では、志願者数が募集人員に対して予告した倍率を超過し

た場合に第一段階選抜を実施することとしていますが、医学群医学類では第一段階選抜を

実施するのは一般枠のみであり、地域枠については実施していません。 

地域枠全国対象と一般枠の双方向の併願を導入するにあたり、第一段階選抜を実施する

出願区分を以下のとおり変更します。 

 

（変更前） 

地域枠茨城県内対象 第一段階選抜を実施しない 

地域枠全国対象 第一段階選抜を実施しない 

一般枠（地域枠以外） 第一段階選抜を実施する（約 2.5 倍） 

   

（変更後） 

地域枠茨城県内対象 第一段階選抜を実施しない 

地域枠全国対象 第一段階選抜を実施しない 

一般枠（地域枠以外） 
［単願］第一段階選抜を実施する（約 2.5 倍） 

［併願］第一段階選抜を実施しない 
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【参考イメージ】 

（変更前） 

 

 

（変更後） 
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II. 令和６年度（2024 年度）筑波大学入学者選抜の変更について（予告） 

 

１．国際バカロレア特別入試 

◆選抜方法の変更（物理学類・社会工学類） …公表済み 

これまで書類審査及び口述試験で選抜を実施していましたが、選抜方法を以下のとおり

変更し、書類審査、口述試験に加え、小論文を課します。 

 

（変更前） 

選抜方法 書類審査及び口述試験 

  

 （変更後） 

選抜方法 

書類審査、口述試験及び小論文 

物理学類 …小論文は物理学の問題を課す 

社会工学類…小論文は現代社会の課題や動きについての 

論述形式の問題を課す 

 

 

２．国際科学オリンピック特別入試 

◆(１)入試の廃止（生物学類） …公表済み 

令和６年度（2024 年度）より、生物学類においては、国際科学オリンピック特別入試

は行いません。 

 

◆(２)出願要件の変更（情報メディア創成学類） …公表済み 

出願要件を以下のとおり変更し、「情報処理推進機構が主催する未踏 IT 人材発掘・育成

事業に採択されたテーマのクリエータ」は、当該入試の出願要件から削除します。  

 

（変更前） 

出願要件 

日本情報オリンピック本選で A ランクとなった者又は情報処理

推進機構が主催する未踏 IT 人材発掘・育成事業に採択されたテ

ーマのクリエータ 

   

（変更後） 

出願要件 日本情報オリンピック本選で A ランクとなった者 
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３．私費外国人留学生入試 

◆入試の廃止（応用理工学類） …公表済み 

令和６年度（2024 年度）より、応用理工学類においては、私費外国人留学生入試を行い

ません。 

 

 

４．個別学力検査等（前期日程） 

◆(１)大学入学共通テスト利用教科・科目の変更（国際総合学類） …公表済み 

国際総合学類において、大学入学共通テストの利用教科・科目を以下のとおり変更し、

文系・理系のどちらにも偏らない科目配分とします。 

 

（変更前） 

利用教科・科目 

国語 

世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ 

現社、倫、政経、倫・政経 

数Ⅰ・数Ａ 

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 

物基、化基、生基、地基から２ 

または、物理、化学、生物、地学から１ 

英（リスニング含む）、独、仏、中、韓から１ 

 

  （変更後） 

利用教科・科目 

国語 

世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ 

現社、倫、政経、倫・政経 

数Ⅰ・数Ａ 

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 

物基、化基、生基、地基から２ 

または、物理、化学、生物、地学から１ 

英（リスニング含む）、独、仏、中、韓から１ 

 

 

  

から 2 

から１ 
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◆(２)個別学力検査等（前期日程）利用教科・科目の変更（国際総合学類） …公表済み 

国際総合学類において、個別学力検査は外国語のみを必須教科とし、国語と理科を選択

科目に加えます。 

 

（変更前） 

利用教科・科目 

世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂから１ 

数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ 

数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂから 1 

英、独、仏、中から 1（事前選択） 

配点 

地歴＊400、数学＊400、外国語：400 

配点合計：800 

（＊はいずれか１教科選択） 

   

（変更後） 

利用教科・科目 

現代文Ｂ・古典Ｂ 

世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂから１ 

数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ 

物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 から１ 

英、独、仏、中から 1（事前選択） 

配点 

国語＊400、地歴＊400、数学＊400、理科＊400、外国語：400 

配点合計：800 

（＊はいずれか 1 教科選択） 

 

 

５．推薦入試 

◆小論文の試験時間の変更（生物資源学類） …追加 

小論文の試験時間を現行の 90 分間から 120 分間に変更します。 

 

（変更前） 

小論文の試験時間 90 分 

   

（変更後） 

小論文の試験時間 120 分 

 

 

  

1 教科選択 

（事前選択） 

1 教科選択 

（事前選択） 
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６．学群編入学 

◆出願資格の変更（医学類） …追加 

国際的な学生の志願者の受け入れを図るため、出願資格を満たす範囲を広げ、外国にお

ける教育課程を修了した者の要件を、以下のとおり緩和します。 

 

（変更前） 

出願資格(4) 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者 

   

（変更後） 

出願資格(4) 外国の大学（短期大学を除く。）を卒業した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


