8 月実施
筑波大学大学院 理工情報生命学術院
国際連携持続環境科学専攻

（博士前期課程）

2023 年４月 入学者募集要項
筑波大学教員を主指導教員として希望する受験者向け
筑波大学では、持続性と環境に関する地球規模課題の解決に貢献できる国際的な高度専門職業人を養
成するため、マレーシア日本国際工科院（MJIIT）と共同で、国際連携持続環境科学専攻を開設していま
す。本専攻では、マレーシア日本国際工科院の学生とともに、日本・マレーシアを移動して、各大学の授
業と研究指導を受けます。本専攻を修了する学生には２大学の共同学位「修士（持続環境科学）」が授与
されます。詳しくは、本専攻のウェブサイト（https://www.envr.tsukuba.ac.jp/jmses/）をご覧くだ
さい。
入学希望者は以下の募集要項を確認のうえ、出願してください。なお、マレーシア日本国際工科院教員
を主指導教員として希望する者は、本要項によって出願することはできません。
重要な日程

1.

出願期間

2022 年７月 1 日（金）～2022 年７月 21 日（木）

口述試験

2022 年８月 24 日（水）

合格発表

2022 年９月 16 日（金）

入学

2023 年 4 月１日（土）

求める人材
熱帯アジア地域の諸現象・諸課題への強い関心、自然科学又は社会科学の基礎的な素養と分野統合
型の協働精神を持ち、地球規模課題に対して環境科学的アプローチによる解決を通じて持続可能な
社会を創出する強い意志を持つ学生を求めます。

2.

募集人員
３名（筑波大学教員を主指導教員とする入学者）

3.

出願資格
A

次のいずれかに該当する場合は、出願資格審査は不要
・日本国内の大学（4 年制）を卒業した者または令和 5（2023）年 3 月に卒業見込みの者
・外国において学校教育における 16 年の課程を卒業し、学士の学位を取得した者または令和 5
（2023）年 3 月までに卒業見込み・取得見込みの者
・その他（上記以外で出願資格審査が不要な者）

B

次のいずれかに該当する場合は、出願前に出願資格審査が必要
・短期大学または高等学校を卒業した者
・専門学校または各種学校を卒業した者
・16 年に満たない学校教育制度の外国の大学を卒業した者
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・その他（上記以外で出願資格審査を要する者）
出願資格審査が必要な者は、国際連携持続環境科学専攻事務室（
「15．問い合わせ先」参照）へ事
前連絡の上、６月 29 日（水）までに必要書類を送付してください。出願資格の詳細、審査に必要な
書類等については、本学「大学院入試」ページをご確認ください。
http://www.tsukuba.ac.jp/admission/graduate/shikaku.html
4.

出願要件
本専攻ではすべての授業及び研究指導を英語により実施するため、一定の英語能力注 1（TOEFL-iBT
注2

：61 以上、TOEFL-PBT：500 以上、TOEIC：650 以上、IELTS：6.0 以上）を有すること。

（注 1）学位（学士、修士、博士）を英語による教育課程を経て授与された者が出願する場合は、英
語スコアの提出を免除し、英語能力については口頭試問の際に考査する。英語スコアの提出免
除を希望する際には、英語による教育課程を経て学位を授与されたことを証明する書類（学位
記もしくは成績証明書、大学からの公式レター）および英語スコア提出の免除申請書を提出す
ること。
（注 2）TOEFL-iBT Special Home Edition を受検した場合でも同様に 61 以上を有すること。
5.

出願前の留意事項
・研究指導を希望する教員とあらかじめ連絡を取ること。
・本専攻が提供する英語による教育課程を修了するに足るコミュニケーション能力を有すること。
・履修期間の内２学期間をマレーシア日本国際工科院において、２学期間を筑波大学において履修で
きる状況にあること。
・筑波大学及びマレーシア日本国際工科院において学修するのにともない必要な、旅費、宿舎費、生活
費等を自弁できること（奨学金獲得等含む）
。

6.

検定料
30,000 円 （国費外国人留学生を除く）
所定の金融機関等からの払い込みとなります。
① 払込期間
令和 4 年(2022 年)７月 1 日(金)から、出願期間に間に合うよう払い込みください。
② 払込方法
https://e-shiharai.net/ 【E-支払いサービス】
上記の URL からコンビニエンスストア（ローソン、セブン－イレブン、ファミリーマート、ミニ
ストップ）利用による払い込みを選択してください。支払い完了後に受け取った「入学検定料・選
考料・取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、入学願書の所定欄に貼り提出してください。
なお、払込手数料は、入学志願者本人の負担となります。
2

8 月実施

https://e-shiharai.net/english/index.html （英語ページ）
なお、外国在住の者は、上記の URL からクレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、
AMERICAN EXPRESS）により払い込むことができます。払い込み完了後に「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、必要書類等と一緒に大学あてに提出して
ください。なお、払込手数料は、入学志願者本人の負担となります。
7.

出願書類
書類はすべて英語で作成してください。
【本学所定様式】
書類等

提出該当者

摘要

1

入学願書

全員

所要事項を記入し提出してください。

2

履歴書

全員

所要事項を記入し提出してください。

3

職歴調書

職歴のある者全員

所要事項を記入し提出してください。
入学後に研究しようとしている内容及びその計画等につい

4

研究計画書

全員

て、氏名、研究題目及び事前に連絡を取った希望指導教員名
を明記し提出してください。
所要事項を記入し、写真（出願前 3 か月以内に撮影した無帽

5

受験票・写真票

全員

上半身正面のもので、大きさは縦 4cm×3cm、同一の写真
を使用）をはって提出してください。上記要件に合わない場
合には、受理しません。
検定料収納証明書
6

コンビニエンスス

検定料の支払いが完了した後に、
「入学検定料・選考料・取扱

トア利用による払

明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、入学願書の所定

い込みを選択した

欄に貼り付けて提出してください。

者のみ

7

8

9

検定料のクレジット

外国在住でクレジ

検定料のクレジットカード支払いが完了した後に、「申込内

カード支払い申込内

ットカードによる

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

容照会結果画面のコ

払い込みを選択し

刷し、提出してください。

ピー

た者のみ

宛名シート

全員

出願書類等提出明細
票

全員

所要事項を記入し提出してください。合格通知書等を送付す
る際に使用します。
所要事項を記入し提出してください。
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10

出願シート

全員

出願書類を送付する際に封筒に貼り付けてください。
学位（学士、修士、博士）を英語による教育課程により授与

11

英語スコアの提出免
除申請書

該当者

されたことを証明できる書類とともに提出すること。証明書
類は、学位記もしくは成績証明書、修了した大学の公式レタ
ーなどとする。

【出願者が各自用意する証明書等】
書類等

提出該当者

摘要
本学大学院への出願資格を満たす大学の卒業（見込）証明書

1

卒業（見込）証明書

全員

を提出してください。
（通常は学士の学位を取得した大学（学
部・学群））。修士または博士の学位を取得している場合であ
っても、学士の学位を取得した大学の証明書が必要です。
① 外国の大学を
卒業した者
2

学位取得証明書

② 大学改革支
援・学位授与
機構で出願資
格を得る者

① 外国の大学を卒業した者は学士相当の学位を取得したこ
とを証明する書類（学位取得証明書等）を提出してくださ
い。注）修士または博士の学位を取得している場合であっ
ても、学士の学位を取得した大学の証明書が必要です。
② 大学改革支援・学位授与機構で出願資格を得る者は、学位
授与証明書（学位授与申請受理証明書）、成績証明書等学
位取得に係る証明書すべてを提出してください。
本学大学院への出願資格を満たす大学の成績証明書（CGPA
表記）を提出してください。
（通常は学士の学位を取得した大
3

成績証明書
（CGPA 表記）

全員

学（学部・学群））。修士または博士の学位を取得している場
合であっても、学士の学位を取得した大学の証明書が必要で
す。なお、編入学等により認定されている科目がある場合に
は、編入学等前の成績証明書も併せて提出してください。

TOEIC の公式認定
試験日から遡って 2 年以内に受験した TOEIC 公式認定証
（写
証、TOEFL の受験
真付き）
、TOEFL 受験者用控えスコア票（写真付き）または
者用控えスコア票
IELTS アカデミックモジュールの成績証明書（写真付き）の
(TOEFL iBT® Special

原本を必ず提出してください。コピーの提出は認めません。

Home Edition のスコア
4

票も可)または
IELTS アカデミッ
クモジュールの成績
証明書

該当者

なお、TOEIC Institutional Program(IP) Score Report 及
び TOEFL Institutional Test Score Record は受け付け
ません。
※

TOEFL iBT® Special Home Edition, TOEFL iBT
テストのスコア票の提出方法については、<<こちら>>
を参照してください。

<スコア有効期限>
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8 月実施：
2020 年 8 月以降に
受験したもの
現に官公庁・学校・会社等に在職している者（非常勤、アル
バイトを除く。
）は、当該所属長による受験承認書または本人

5

受験承認書
（様式任意）

の申立書（様式任意 A4 判）を提出してください。
〔退職して
該当者

入学する予定の者は、本人がその旨明記した文書（押印必要）
をもって、受験承認書に代えることができます。ただし、こ
の場合は、入学手続き時に「退職証明書」を提出してくださ
い。
〕

6

7

国費留学生証明書

外国人出願者の

他大学に在籍している国費外国人留学生は、当該大学の発行

（様式任意）

該当者

する国費留学生証明書を提出してください。

返信用封筒（41４円
切手貼付）

長形 3 号封筒を用意し、この封筒に志願者の郵便番号・住所・
全員

氏名を記入し、41４円切手を貼って提出してください。〔受
験票送付用〕

（注） 婚姻等により証明書と氏名が異なる場合は、戸籍抄本（写し可）または、該当の戸籍個人事項証明書を添付
してください。
※出願情報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のみ利用する
ほか、入学者選抜方法・大学教育改善のための調査研究において、個人が特定できないよう処理した上で利用す
ることがあります。

8.

出願方法
入学志願者は、出願書類を取りそろえ、出願書類等提出明細票で確認の上、国際連携持続環境科学
専攻事務室あてに郵送（書留）により提出してください。住所・氏名・電話番号を本学所定の「出願
シート」に記入し、提出する封筒に貼りつけてください。
期間内に届かない場合、書類が不足している場合には、出願受付が完了せず、受験することができ
なくなります。提出された証明書等の必要書類は原則、返還しません。また、既納した検定料は、返
還できません。
① 出願書類の受付期間
令和 4（2022）年７月 1 日（金）～ 令和 4（2022）年７月 21 日（木）1５時【必着】
② 受付場所（郵送先）
：
筑波大学大学院 理工情報生命学術院 国際連携持続環境科学専攻事務室
〒305-8572 茨城県つくば市天王台 1 丁目 1 番地の 1
理科系 B 棟 201
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出願書類を受理したときは、7 月 29 日（金）に「受験票」ならびに受験者心得を送付します。な
お、8 月 5 日（金）までに受験票が到着しないときは、国際連携持続環境科学専攻事務室（15. 問
い合わせ先）に照会してください。
9.

選抜方法
応募書類審査および英語による口述試験等の結果を総合的に判定し、入学候補者を決定します。
選抜方法と配点
書類審査

口述試験

（100 点）
出願書類に基づく適正審査

個別面接（100 点）

合同面接（100 点）

15 分

15 分

研究計画書をもとに、専門

筑波大学及びマレーシア日本

分野、環境問題に対する理

国際工科院の両大学教員によ

解及び本人の志望等につい

り、英語による研究計画書を

て試問

もとに、専門分野、環境問題
に対する理解及び本人の志望
等について試問

10. 試験場
オンライン
個別面接および合同面接：令和 4 年（2022 年）８月 24 日（水）
詳細な日程・オンライン面接のためのリンクなどは、出願後に送付される「受験者心得」で確認して
ください。
11. 受験の際に配慮を必要とする場合
障害のある者で、受験の際に配慮を必要とする者は、令和 4（2022）年６月 29 日（水）までに、
国際連携持続環境科学専攻事務室へご相談ください。
12. オンライン入試に必要となる情報環境等について
現時点ではオンラインによる実施を予定しています。受験生側で以下の準備・確保が必要になります
ので、事前にお知らせします。
１） 明るく静寂な個室環境
２） 動画を送受信できるネットワーク環境
３） カメラ・マイク付きパソコン
（音声出力はスピーカーを使用。イヤホンやヘッドホン等の身につけるタイプのものは使用禁止）
４） スマートフォン（カメラ付き）＊左記４）は、ネットワークトラブルが発生した場合の応急対
応用
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なお、オンライン入試に向けた事前準備のために、試験環境に係る質問もしくは事前の通信テス
ト等の希望がある場合は、15. 問い合わせ先、に問い合わせてください。
13. 合格発表
令和 4 年（2022 年）９月 16 日（金）
本専攻のウェブサイト上 (https://www.envr.tsukuba.ac.jp/jmses/admission)に合格者の受験
番号を掲示するとともに、合格者には同日、書留郵便で合格通知書を発送します。なお、合否に関する
問合せには応じられません。
14. 入学手続き
合格者には、令和 5（2023）年２月中旬に入学手続き案内（入学に際して必要な提出書類が同封さ
れています。
）を発送します。
納付金
➢

入学料 282,000 円（国費外国人留学生は不要です。
）

➢

授業料 年額 535,800 円
第 1 期分（令和 5 年 4 月～9 月）267,900 円
第 2 期分（令和 5 年 10 月～令和５年 3 月）267,900 円

本専攻は、筑波大学・マレーシア日本国際工科院を学期ごとに移動して学修しますが、本入試により
筑波大学に入学した方は、マレーシア日本国際工科院に入学料・授業料を支払う必要はありません。
（注）

1. 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。
2. 入学料については、国費外国人留学生は不要です。

その他
日本国籍以外の方は、入学手続き時までに「出入国管理及び難民認定法｣（昭和 26 年政令第 319
号）に基づき、大学院入学に支障のない在留資格を得てください。なお、本学に外国人留学生とし
て入学を希望する者は必ず「留学」の在留資格を得てください。
15. 問い合わせ先
筑波大学大学院 理工情報生命学術院 国際連携持続環境科学専攻事務室
住所 〒305-8572 茨城県つくば市天王台 1 丁目 1 番地の 1
理科系 B 棟 201
電話 029-853-7488
メールアドレス jmses@outlook.jp, jmses_office@un.tsukuba.ac.jp
窓口受付時間 ９時から 16 時まで（12 時 15 分～13 時 15 分を除く）

7

