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※ 本資料は、英語で記載された募集要項の補助説明資料です。応募書式等は、英語の募集

要項をご利用ください。 
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1. 募集人員 

若干名 

 

2. プログラムの概要 

本プログラムでは，環境問題の解決に向けた実践，政策の立案や，研究などに，現に携わる者，

あるいは将来携わりたいという希望を持つ者で，高度で実践的専門知識の習得を目指す日本人学

生および留学生を受け入れます。標準修了期間は 2年間ですが，早期修了も可能です。カリキュラ

ムは，すべて英語で実施されます。 

 

3. 出願資格 

以下のいずれかひとつを満たすこと。 

(1) 大学（4年制）を卒業した者，あるいは平成 25年 9月末までに卒業予定の者 

(2) 学校教育における 16年の課程を修了した者，あるいは平成 25年 9月末までに修了予定の者 

(3) (2)と同等の資格があると判断された者（事前の資格審査が必要となるため，2013年 3月 22日

（金）までに 4ページ 13.にある連絡先に問い合わせること） 

 

4. 出願条件 

以下のすべての条件を満たすこと。 

(1) 有職者で入学後も在職のまま在籍することを希望する者については，勤務先より受験許可を得

た者，または当該機関等から派遣を認められた者であること。 

(2) 授業等の受講に差し支えのない英語能力を有する者 

 

5. 出願書類等 

(1) 入学願書： 本学所定の様式を使用のこと。 

(2) 履歴書： 本学所定の様式を使用のこと。 

(3) 職歴調書： 職歴のある者は，本学所定の様式に所要事項を記入すること。 

(4) 受験票・写真票・机上受験票： 本学所定の用紙に所要事項を記入し，写真（出願前 3か月以

内に撮影した無帽上半身正面のもので，大きさは 4cm×3cm）を所定の位置に貼ること。 

(5) 検定料収納証明書（収納印不要，30,000円）：入学願書の所定欄にはり付けてください。現金，

収入印紙，小切手等では受け付けません。「検定料収納証明書」が所定欄にはり付けられてい

ない場合は，出願を受理しません。クレジットカードで支払った場合は，手続き終了後は手続き

完了ページをプリントアウトして，出願書類とともに本学あて送付してください。 

(6) 学士課程の卒業・修了証明書（卒業した大学より発行されたもの） 

(7) 成績証明書： 学士課程の成績証明書。なお，編入学，あるいは単位交換等により認定された

科目がある場合には，それらの成績証明書も同封のこと。 

(8) 研究計画書： 本学所定の様式を使用のこと。受験生は，自分が将来受けたい研究分野の教員

と事前に連絡を取り，研究計画書に記入すること。 

(9) 受験承認書〔様式任意〕： 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（A4判）を添付してください。退職して入学する予定

の者は，本人がその旨明記した文書（本人サイン必要）をもって，受験承認書に代えることがで
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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。 

(10) 外国人出願者調書〔外国人のみ〕： 本学所定の用紙を使用のこと。 

(11) 研究生証明書〔該当者のみ〕： 本学大学院研究生となっている外国人留学生は，所定の用紙

に本学留学生センターで証明を受けてください。 

(12) 英語能力証明書：TOEFL，TOEIC，GRE/GMAT，IELTSあるいはこれに相当する英語検定試

験（例えば，CET等）の成績表。これについては，出願書類には同封せず，試験当日，認定書

の原本を持参すること。 

※ 英語を公用語とする国籍の者，あるいは，英語を公用語とする国の大学あるいは大学院を

修了した者は(12)を提出するかわりに，(13) 英語能力証明書の免除申請（本学所定の様式）を

提出してください。 

(13) 英語能力証明書の免除申請：該当者のみ提出してください。本学所定の様式を使用のこと。 

(14) 受付・連絡受信先シート：本学所定の様式を使用のこと。 

(15) 出願書類等提出明細票：所要事項を記入し提出してください。 

(16) 出願用封筒表紙：本学所定の様式を使用のこと。 

【注意】JDS奨学金を受給予定の出願者は，申請書類（3），（7），（8），（9），（10），（12）を提出する必要は

ありません。この場合，日本国際協力センターからの推薦状を上記に加え添付してください。 

 

6. 検定料 

30,000円 

注）検定料については，国費外国人留学生は不要です。 

① 払込期間 

平成 25年（2013年）3月 11日（月）以降，出願期間に間に合うよう払い込みください。 

② 払込方法 

(ア) コンビニエンスストア（国内在住） 

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，サークル K，サンクス

に限ります。）を利用する場合は，PC または携帯電話で専用サイト上から申し込み，情報端

末等（店舗により異なります。）を使用して払い込みます。 

› 払込み用紙は使用しません。  

› 実際の操作の手順については，別紙の案内書「コンビニエンスストアでの検定料払込

方法」を参照して払い込んでください。コンビニエンスストアでの検定料払込方法（巻末

添付） 

› 払込手数料は，入学志願者本人の負担となります。なお，払い込んだ検定料は返還で

きませんので，ご注意ください。 

(イ) クレジットカード（外国在住） 

外国在住の方は，検定料をクレジットカードで収納代行業者を通じて払い込むことができ

ます。 

› 下記 URLにおいて，手続きしてください。 

URL: https://e-shiharai.net/english/?schoolcode=OPU5100850000000 
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› 以下のクレジットカードを利用可能です（VISA, Master, JCB, または AMEX）。 

› 手続き終了後は手続き完了ページをプリントアウトして，出願書類とともに本学あて送

付してください。 

› 払込手数料は，入学志願者本人の負担となります。なお，払い込んだ検定料は返還

できませんので，ご注意ください。 

※日本在住の方はクレジット払いの利用はできません。 

 

7. 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，本学生命環境科学研

究科環境科学専攻 ICEP事務室宛てへ提出してください。本学所定の出願用シートに所要事項を

記入し，提出する封筒に貼りつけてください。受付場所に持参するか，あるいは郵便局で書留・速達

にして郵送（必着）してください。 

• 出願書類の受付期間は 5ページを参照してください。 

• 受付場所（郵送先）： 

  筑波大学大学院 生命環境科学研究科 環境科学専攻 ICEP事務室 

  〒305-8572 茨城県つくば市天王台 1丁目 1番地の 1 理科系棟 B206 

• 出願書類を受理したときは，入学願書に記載された emailアドレスに，出願書類の受取証明，

受験票引換券ならびに受験者心得を送付します。emailアドレスは，間違いのないよう明確

に記載してください。 

 

8. 試験科目と選抜方法 

(1) 応募書類審査および英語による口述試験の結果を総合的に判定し，入学候補者を決定しま

す。 

(2) 口述試験は研究計画や関連分野について個別に行います。 

(3) 海外在住者の口述試験はスカイプにより実施することができます。スカイプ面接を希望する場

合は，研究計画書にその旨記入すること。 

 

9. 学力検査及び日程等 

下記のとおり実施します。 

(1) 実施日程（5ページ参照） 

(2) 試験会場： 筑波大学（茨城県つくば市天王台 1丁目 1番地の 1） 

※集合場所，時間の詳細は，後日，本専攻事務室より応募者ごとに個別に emailで通知しま

す。 

 

10. 合格者の発表  

所定の期日（5ページ参照）  

合格者には，合格通知書を同日「書留」にて発送します。 

 

11. 入学手続  
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(1) 合格者には，2013年 6月下旬をめどに入学手続の日時，場所，提出書類を入学手続案内によ

り通知しますので，これに従って入学手続をとってください。 

なお，その際，有職者（非常勤，アルバイトを除く）については，任命権者が発行する書類（研

修命令書，休職証明書，就学承認書等のいずれか）を併せて提出してください。 

(2) 入学時に必要な経費 

① 入学料： 282,000円 

② 授業料： 第 2期分（10月～3月分）267,900円 

※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。 

(3) 外国籍の者は本研究科入学時に，必ず「留学」の在留資格を保持していることを確認して下さ

い。 

出願時に就労可能な在留資格で滞在していることは認められますが，2013年10月の入学時に

は，必ず「留学」の在留資格に切替えることが義務付けられています。 

 

12. その他 

(1) 出願書類に不備がある場合には，受付をしないことがありますので十分注意してください。 

(2) 出願後の志望研究科又は専攻・分野の変更は認めません。 

(3) 納付した検定料は返還しません。 

(4) 提出した書類は返還しません。 

(5) 受験のための宿舎，旅館等のあっせんは行いません。 

(6) 合否の問い合わせには応じられません。 

(7) その他，受験についての詳細は，「受験者心得」（受験票引換券と併せて emailにて送付）を参

照してください。 

(8) 受験に関すること，学生募集要項等に関し，不明な点や疑義がある場合には，本専攻まで照会

してください。 

(9) 既に他の大学院において取得した単位を，所定の手続きを経て 10単位を限度として修了要件

に含める場合があります。 

 

13. 問合せ先 

〒305-8572 

茨城県つくば市天王台 1丁目 1番地の１理科系棟 B206 

筑波大学大学院 生命環境科学研究科 

博士前期課程 環境科学専攻 

電話：029-853-4958，ファックス： 029-853-6709 

icep@ envr.tsukuba.ac.jp 
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平成 25年度 10月入学（秋学期入学）予定者対象の入試関係日程 

 

 出願期日： 平成 25年 4月 15日（月）～４月 26日（金） 

（平日午前 9時～午後 12時，午後 1時 30分～午後 5時） 

 口述試験日程： 平成 25年 5月 13日（月），14日（火） 

 合格者の発表： 平成 25年 5月 24日（金） 

 入学手続き： 平成 25年 6月下旬発送（予定）の入学手続書類に記載

された期日まで 

 入学予定日： 平成 25年 10月 1日（火） 

 入学式： 平成 25年 9月下旬（予定） 

 


