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令和５年度筑波大学研究生出願要項 
 
 

本学において、研究生(外国人留学生を除く)として特定の専門事項について研究することを志願する
者は、次により出願してください。 
 
 
1．出願資格 

(1) 学群の研究生として出願できる者は、次のとおりです。 
①大学を卒業した者及び入学日の前日までに卒業見込みの者 
②大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

(2) 大学院の研究生として出願できる者は、次のとおりです。 
  ①修士課程を修了した者及び入学日の前日までに修了見込みの者 

②大学院修士課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者(医学等の 6 年の大学の
課程卒業者及び大学卒業相当以上の有識派遣者を含む) 

【注】上記出願資格(1)の②又は(2)の②で出願の場合は、下記「5.出願書類等」以外の書類が必要な
場合がありますので、志望する所属の対応窓口(P.4 参照)に事前に申し出て、出願書類等を下記
4.(1)出願期間「出願資格(1)の②又は(2)の②による提出期限」までに提出してください。 

 
2．入学時期と研究期間 

(1) 入学の時期は、原則として学年（春学期）の始め(4 月)又は秋学期の始め(10 月)とします。 
なお、他の時期に入学を希望する場合は、教育推進部社会連携課（P.4①）にご相談ください。 

(2) 研究期間は 1年又は学期ごととし、入学を希望する年度内とします。 
ただし、引き続き研究を希望する者は、通算 2年の範囲内で許可を得てこの期間を延長すること

ができます。期間延長の手続きについては、所属の対応窓口（P.4 参照）で事前に確認のうえ、下
記「4.(1)出願期間」中に行ってください。 

 
3．所  属 
  出願期間内に受理した書類を審査のうえ、所属を決定します。 
 （学群では学群・学類、大学院では課程・学術院・研究群・学位プログラム等） 
 
4．出願期間・提出先 

原則として、次の時期に出願書類等を整えて、志望する所属の対応窓口(P.4 参照)に提出してくだ
さい。 

(1) 出願期間 

入学時期 出 願 期 間 

 

出願資格(1)の②又は(2)の② 

による提出期限 

春学期( 4 月 1 日) 令和5年 2月27日(月) ～ 3月03日(金) 令和 5年 2月 3日(金) 

秋学期(10 月 1 日) 令和5年7月24日(月) ～ 7月28日(金) 令和 5年 7月 7日(金) 

（2）受付時間  9 時～12 時、13 時 30 分～16 時 （土日・祝日を除く） 
※ただし、社会人大学院等支援室（P.4⑩）は、次のとおりです。 
新型コロナウイルス感染症への対策として、窓口対応時間を短縮しています。 
月曜～土曜 10 時 30 分～18 時 30 分（日曜・祝日を除く） 

 
5．出願書類等 

(1) 令和 5年度研究生入学志願書(所定用紙・写真貼付) 1 通 
(2) 研究生指導教員内諾書(所定用紙) 1 通 
  ※出願にあたっては、あらかじめ志望する指導教員の内諾を得てください。 
  ※「指導教員自署欄」は、必ず指導教員に記入してもらってください。 
  ※出願資格(2)で出願する者は、事前に安全保障輸出管理上の特定類型に該当す 

るか否かを確認し、該当する場合は内諾を打診する際に、指導教員に「特定類 
型自己申告書」を提出してください。（該当しない場合は提出不要です。） 
詳細は下記の URL または右の QR コードから確認してください。 
https://coi-sec.tsukuba.ac.jp/about/specific-categories/ 

 (3) 終出身学校の卒業又は修了証明書 1 通 
※卒業見込み・修了見込みの者は、卒業又は修了見込証明書を提出してください。 

   ※出願時と証明書の姓名が異なる場合は、改姓等の確認ができる証明書類（戸籍抄本等）を 
   添付してください。 



- 2 - 

 

(4) 終出身学校の成績証明書 1 通 
(5) 検定料 9,800 円 

  ※公立学校の教職員が、現職教育のために任命権者の命により派遣される場合は不要です。 
  ※検定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。 
  ※金融機関受付窓口、コンビニエンスストア又はクレジットカードにて、出願期間に間に合うよ 

   うに払い込んでください。本学窓口での納付はできませんので、注意してください。 
 

① 払込方法 
【ゆうちょ銀行・郵便局の場合】 
（払込機能付き ATM を利用できる用紙ではありますが、受付窓口から払い込んでください。） 

ア 本学所定の払込用紙(5 枚綴りの専用紙)を利用し、各票の「ご依頼人」欄(※印の欄)
に、入学志願者(本人に限る)の住所・氏名(英字・漢字ともに必ずフリガナを付す)及び
電話番号を黒又は青のボールペンで正確に記入してください。 

イ 払込用紙の一番左の用紙(「払込取扱票」)の通信欄に志望所属名を記入してください。 
ウ 払込用紙に検定料 9,800 円を添え、窓口に納めてください。 
エ 「振替払込請求書兼受領証（振込金（兼手数料）受領書）」及び「振替払込受付証明書

(お客さま用)」を受付窓口から受け取る際には、「日附印」が押されていることを確認し
てください。 

オ 払込手数料は、入学志願者本人の負担となります。 
 
【ゆうちょ銀行・郵便局以外（銀行、信用金庫、農協（JA）など）の金融機関の場合】 
(ATM(現金自動預け払い機)から払い込みすることはできません。必ず金融機関の受付窓口か
ら払い込んでください。) 

ア 本学所定の払込用紙(5 枚綴りの専用紙)を利用し、各票の「ご依頼人」欄(※印の欄)
に、入学志願者(本人に限る)の住所・氏名(英字・漢字ともに必ずフリガナを付す)及び
電話番号を黒又は青のボールペンで正確に記入してください。 

イ 払込用紙の一番左の用紙(「払込取扱票」)の通信欄に志望所属名を記入してください。 
ウ 各票の「振込先」欄に、銀行名(三菱ＵＦＪ銀行。払込用紙の裏面を参照)を記入し、

欄に応じて支店名、口座番号をそれぞれ記入してください。 
エ 払込用紙に検定料 9,800 円を添え、窓口に納めてください。 
オ 「振替払込請求書兼受領証（振込金（兼手数料）受領書）」及び「振替払込受付証明書

(お客さま用)」を受付窓口から受け取る際には、「日附印」が押されていることを確認し
てください。 

カ 払込手数料は、入学志願者本人の負担となります。 
 

【コンビニエンスストア又はクレジットカードの場合】 
コンビニエンスストアは、セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート

に限ります。 
クレジットカードは VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS に限ります。また、プリ

ンタのある環境が必要です。 
ア Ｗｅｂ上の専用ホームページ、コンビニ店内にある情報端末等を利用して払い込みま

すので、払込用紙は使用しません。 
イ 実際の操作の手順については、別紙の案内書「筑波大学検定料払込方法」を参照して

払い込んでください。 
ウ 払込手数料は、入学志願者本人の負担となります。 

   
② 証明書の貼付 
「日附印」が押された「振替払込受付証明書(お客さま用)」(金融機関払込の場合)又は「収納
証明書」(コンビニ又はクレジットカードによる払込の場合。収納印不要)を入学志願書の所
定欄に貼り付けてください。貼り付けられていない場合は、出願を受理できません。 

③ 払込期間 
春学期入学者   令和 5年 2月 1日(水)～令和 5年 3月 03 日(金) 
秋学期入学者   令和 5年 7月 1日(土)～令和 5年 7月 28 日(金) 

④ 検定料の返還 
出願した者又は検定料を納付したが出願を取り止めた者で、出願期間内に出願の取り消し

又は出願しない旨を申し出た者については、本人の請求により返還手数料（1,800 円）を差
し引いた検定料を返還します。出願期間を過ぎた場合は、納付した検定料は返還しません。 

(6) 筑波大学研究生入学志願票シール(所定用紙) 1 通 
(7) 研究生出願承諾書（在職者のみ） 1 通 

 勤務先の所属長が発行。Ａ4判、様式適宜。                  
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(8) 確約書（在職者のみ） 1 通 
 本人が作成。個人的研究のために出願する旨のもの、Ａ4判、様式適宜。  

 【注】※(7)(8)については、必要としない「学群・学類」・「学術院・研究群・学位プログラム等」が 
ありますので、あらかじめ志望する所属の対応窓口（P.4 参照）で確認してください。 

    ※公立学校の教職員が現職教育のために任命権者の命により派遣される場合は、教育委員会か 
    らの依頼文書をこれに替えますので、(7)(8)は不要です。（依頼文書が大学宛に送付されるこ 
    とを教育委員会に確認してください。） 
(9) 返信用封筒(切手不要)  1 通 

  角型 2号（Ａ4判の用紙を折らずに封入できるサイズ）に住所・氏名を記入。 
   ※選考結果の通知及び入学手続き書類等の送付に使用します。 
(10)国立大学法人筑波大学研究生身分証明書作成用写真台紙(所定用紙・写真貼付)  1 通 
    ※入学許可者の身分証明書(ID カード)に使用します。 

 
6．選考及び入学許可 

(1) 書類審査等により選考します。 
(2) 指導教員の内諾書は、合格した場合に指導教員となることを内諾するものです。志望する指導教
員の内諾が得られても、選考の結果不合格となることがあります。 

(3) 選考の結果は、郵送で通知します。また、合格者には併せて入学手続等について通知します。 
(4) 所定の期間に入学手続を行った合格者に対して、研究生として入学を許可します。なお、入学を
辞退する場合は必ず所属の対応窓口（P.4 参照）に申し出てください。 

(5) 選考結果の通知及び入学手続は、概ね次のような予定となります。 

入学時期 選考結果の通知 入学手続 

春学期 令和 5年 3月下旬 令和 5年 4月初旬 

秋学期 令和 5年 9月中旬 令和 5年 9月下旬 

 
7．入学手続に要する経費 

入学手続の際に、次の経費を全額納付してください。 
※公立学校の教職員が現職教育のために任命権者の命により派遣される場合は、入学料及び授業料
の納付は不要です。 

 
(1) 入学料     84,600 円 
(2) 授業料  月額 29,700 円 ※全研究期間分を一括して納付（@29,700×月数） 
(3) 保険料  年額   450 円（東京キャンパス） 
       年額  1,000 円（筑波キャンパス） 

 ※入学料、授業料及び保険料等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。 
 ※保険料は、学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）に係るものであり、本学は全員加入とし

ています。年度途中に加入する場合も、年額の支払いが必要になります。 
  保険料に関する問い合わせ先：学生部学生生活課 電話 029(853)2248 
 
8．その他 
(1) 出願書類等受理後は、研究期間等の変更は認めません。 
(2) 納付した入学料及び授業料は返還しません。ただし保険料については入学辞退及び過払い金があ
った場合には返還対象となりますが、1,800 円未満の返還金については返還手数料に満たないため、
手続きができませんのでご了承ください。 

(3) 提出された出願書類等は、返却しません。研究課題（題目名）は、入学手続時、研究修了報告時
にも必要となるため各自記録しておいてください。 

(4) 研究生は、指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て、当該研究に関連のある授業を聴講する
ことはできますが、単位を修得することはできません。単位の修得が必要な場合には、別途科目等
履修生の出願を行ってください。 

(5) 出願書類等により取得した個人情報については、入学者の選考に関する業務及び調査・統計に関
する業務にのみ使用します。 

(6) その他、不明な点等がある場合は、教育推進部社会連携課（P.4①）又は志望する所属の対応窓
口(P.4 参照)に照会してください。 
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【対応窓口】（案内図は、P.6～7） 

№ 対応窓口 所 属 

① 教育推進部社会連携課 
029-853-2096 

 (本部棟 2階) 

公立学校の教職員が現職教育のために任命権者の命によ
り派遣される場合（出願後の対応窓口は所属支援室となり
ます。） 

② 人文社会エリア支援室 
 学群教務   029-853-4024 
大学院教務  029-853-5652 
(1Ａ棟 3階) 

学群  人文・文化学群 人文学類 
社会・国際学群 社会学類 

大学院 人文社会ビジネス科学学術院 人文社会科学研究群 

③ 数理物質エリア支援室 
 学生支援   029-853-6142 
 (1Ａ棟 3階) 

学群  生命環境学群 地球学類 
理工学群 数学類、物理学類、化学類 

大学院 理工情報生命学術院 数理物質科学研究群 
※NIMS 連係物質・材料工学サブプログラム(独立連係サブプロ

グラム)の研究生受入はありません。 

④ システム情報エリア支援室 
学群教務   029-853-4977 

sysinfo-sekyomu@un.tsukuba.ac.jp 
大学院教務  029-853-4979 

sysinfo.admission@un.tsukuba.ac.jp 

(3Ａ棟 2階) 

学群  社会・国際学群 国際総合学類 
理工学群 応用理工学類、工学システム学類、 

社会工学類 
情報学群 情報科学類 

大学院 理工情報生命学術院 システム情報工学研究群 

⑤ 生命環境エリア支援室 
学群教務    029-853-4803 
大学院教務  029-853-2418 
(2Ｂ棟 3階) 

学群  人文・文化学群 比較文化学類、 
            日本語・日本文化学類 

生命環境学群 生物学類、生物資源学類 

大学院 理工情報生命学術院 生命地球科学研究群 
※NARO 連係先端農業技術科学サブプログラム(独立連係サブ

プログラム)の研究生受入はありません。 

※国際連携持続環境科学専攻の研究生受入はありません。 

⑥ 人間エリア支援室 
学群教務    029-853-5926 

ningen-gkyomu@un.tsukuba.ac.jp 
大学院教務  029-853-5609 

ningen-dkyomu@un.tsukuba.ac.jp 
(2Ａ棟 2階) 

学群  人間学群 教育学類、心理学類、障害科学類 

大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 
(教育学、心理学、障害科学学位プログラム) 

⑦ 体育芸術エリア支援室 
学群教務    029-853-2948 
大学院教務  029-853-2575 
(5Ｃ棟 2階) 

学群  体育専門学群、芸術専門学群 

大学院 人間総合科学学術院 
人間総合科学研究群 

(ニューロサイエンス、ヒューマン・ケア科学、パ

ブリックヘルス、スポーツ医学、体育学、体育科

学、スポーツ・オリンピック学、コーチング学、

芸術学、デザイン学、世界遺産学学位プログラム) 

     スポーツ国際開発学共同専攻 
     大学体育スポーツ高度化共同専攻 

⑧ 医学医療エリア支援室 
学群教務    029-853-3018 
大学院教務  029-853-5668 
(4Ａ棟 2階) 

学群  医学群 医学類、看護学類、医療科学類 

大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 
(フロンティア医科学、公衆衛生学、看護科
学、医学学位プログラム) 

     ※国際連携食料健康科学専攻の研究生受入はありません。 

⑨ 図書館情報エリア支援室 
学群教務    029-859-1112 
大学院教務  029-859-1120 
(7Ｂ棟 2階) 

学群  情報学群 情報メディア創成学類、知識情報・図書館学類 

大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 
      (情報学学位プログラム) 

⑩ 社会人大学院等支援室 
教務     03-3942-6918 
(東京都文京区大塚 3-29-1) 

大学院 人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 

      ※法曹専攻及び国際経営プロフェッショナル専攻の研

究生受入はありません。 
 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 

(カウンセリング、カウンセリング科学、リハビリ

テーション科学学位プログラム、スポーツウエル

ネス学学位プログラム) 

 


