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             入学試験実施日程（日本標準時） 
 
インターネット出願登録  2022年10月24日（月）～11月8日（火）9：00 

 

出 願 受 付  2022年11月1日（火）～8日（火）必着 

 

受験票印刷開始日時  2022年11月16日（水）9:00 

 

試 験 日  2022年11月29日（火）～30日（水） 

  
合 格 者 発 表  2022年12月13日（火）10：00 
  

入 学 手 続  2022年12月14日（水）～20日（火） 

  

入 学 時 期  2023年4月1日（土） 

  

入 学 式  2023年4月上旬（別途通知） 

 
 

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う今後の入試情報の周知について 
 

入試に関する最新情報は，以下の本学Webサイトで発表しますので随時確認してください。特に，出願時及び受験

前には，必ず最新情報を確認してください。 

 

筑波大学＞入試情報＞お知らせ（https://www.tsukuba.ac.jp/admission/undergrad-news/） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

＜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 Web サイト及びス
マートフォン・携帯電話向け Web サイトにより行います。 
【筑波大学アドミッションセンターWeb サイト】（https://ac.tsukuba.ac.jp/） 
【スマートフォン・携帯電話向け Web サイト】（https://daigakujc.jp/tsukuba/） 
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1 アドミッション・ポリシー 

 
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. 

 

学群名 入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー） 

体育専門学群 

ひとつの運動種目に高度な技能及び語学力（英語）を含む基礎学力を有し，

将来国際舞台で活躍できる人材を選抜するために，学力（語学力を含む。）と運

動能力並びに国際的なセンスや行動力を評価します。 

芸術専門学群 
高等学校（中等教育）における学習や活動の成果に加え，芸術に関する資

質，能力, 意欲を評価します。 
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本学体育専門学群及び芸術専門学群では，世界各国の高等学校を卒業（見込み）し，所定の要件を満たす者の

うち，筑波大学への入学を強く希望している者を対象に，当該出身学校長の推薦に基づき，特別入試を実施します。

 

2 募集人員 

学 群 名 募集人員 

体育専門学群 若干名 

芸術専門学群 若干名 

 

3 入学の時期 

入学の時期は，2023 年 4 月 1 日とします。 

 

4 出願資格及び推薦要件 

日本国籍を有する者又は日本国の永住許可を受けている者で，外国において学校教育における 12 年の課

程（日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。）を修め，そのうち海外において在住国の正規の

教育制度に基づく高等学校（注 1）に最終学年を含めて原則として 2 年以上継続して在学し，2022 年 4 月１日

から 2023 年 3 月 31 日までに卒業（修了）した者又は卒業（修了）見込みの者で，次の（1）又は（2）のいずれか

に該当するもののうち，出身学校長が責任をもって推薦し，合格した場合には入学を確約できるものとします。 

ただし，本学の 2023 年度推薦入試に出願する者及び 2023 年度国際バカロレア特別入試（10 月募集）に出

願する者を除きます。  

（1）各科目にわたり極めて優秀な成績を修めた者 

（2）志願する専門学群に関連する分野において特に優れた能力を持つ者 

※芸術専門学群における「関連する分野」については，「2023 年度筑波大学入学案内」に記載されている  

「領域」を参考にしてください。（https://ac.tsukuba.ac.jp/examination/leaf） 

 

（注 1）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課程修了見込みの場合は，当該学校が在住国に

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。なお，在住国

において正規の教育制度に基づく教育課程として認められていない場合でも，次に掲げる資格等を有する者

又は取得見込みの者は，出願資格があります。 

（a） 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を有する者

（ディプロマを取得（見込み）であること。） 

（b） 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 

（c） 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資格を有する者 

（d） 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 
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※GCE Advanced レベル資格については，本学が指定する科目数や評価を満たしていることが必要です。

下表を確認してください。 

本学が指定する GCE Advanced レベル資格の科目数及び評価について 

学 群 名 科目数及び評価 

体育専門学群 GCE Advanced レベルを 3 科目以上合格していること（＝評価が E 以上） 

芸術専門学群 
GCE Advanced レベルを 3 科目以上合格していること（＝評価が E 以上） 

ただし，「芸術」に関する科目を含むものとする。 

 

（e） 国際的な評価団体（WASC，CIS，ACSI，NEASC）から教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれ

る 12 年の課程を修了した者 

 

出願資格に不明な点がある場合には，出願前に「16 問合せ先」へ問い合わせてください。 
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5 出願書類等 

出願には，インターネットによる出願登録及び次の書類が必要です。下表の1，4，5，6，12の書類は 

出願登録サイトから，2，7，8は募集要項一覧ページからダウンロードし，A4サイズの用紙に印刷して 

使用してください。 

出願登録及び書類のダウンロードは，募集要項一覧のページから行ってください。 

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

出願登録後は，下表の必要書類等を筑波大学に送付してください。送付方法は「6 出願方法」に示します。 

書 類 等 提出対象者 摘                     要 

1 入学志願票 
〔出願登録サイト

から印刷〕 

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。  

※インターネット出願登録後は，登録内容の修正及び変更はできません。出願

登録後に誤りに気づいた場合は，「16 問合せ先」へ連絡してください。 

なお，志願者が在学した（している）学校が在住国の正規の教育制度に基づく高

等学校であり，大学へ進学できる課程であることを証明できるもの（パンフレット等）

を添付してください。 

2 推薦書 
〔募集要項一覧の

ページから印刷〕 

全員 本学所定の様式を用いて，出身学校長が作成し，厳封したものを提出してくださ

い。本学所定の様式によるもの以外は受理しません。 

3 修了（見込）証

明書・ 

成績証明書 
〔2022 年 4 月以

降に作成されたも

の〕 

全員 （1） 出身学校長が作成した，高等学校（中等教育）3 年間の成績証明書（各学年

ごとの成績が明記されているもの。）と修了（見込）証明書を提出してください。複

写をしたものは，原則として受理しません。 

なお，日本国の高等学校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，当該高等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。 

※調査書が得られない場合は，「成績証明書」又は「単位修得証明書」を提出し

てください。 

（2） 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（International 

Baccalaureate Office）が授与する国際バカロレア資格を有する者は，次のア～

ウの書類を提出してください。 

ア 国際バカロレア資格証書（International Baccalaureate Diploma）の写し 

イ IB 最終試験の成績証明書の写し（志願者は，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り，インターネット上の成績の写

しを提出すること。） 

ウ 最終学校の修了（見込）証明書と成績証明書 

（3） 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併せて提出してください。 

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写し 

イ 最終学校の修了（見込）証明書と成績証明書 

（4） 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資格

を有する者は，次のアとイの書類を併せて提出してください。 

ア バカロレア資格証書（Diplôme du Baccalauréat de l’Enseignementdu 

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

Notes） 

イ 最終学校の修了（見込）証明書と成績証明書 

（5） 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，次のアとイの書類を併せて提出してください。 

ア GCE（General Certificate of Education）の成績評価証明書 

イ 最終学校の修了（見込）証明書と成績証明書 

※修了（見込）証明書と成績証明書が英語以外の外国文である場合には，日本語

又は英語による翻訳文（当該高等学校又は公の機関が証明したもの。）を併せ

て提出してください。 

募集要項一覧 
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書 類 等 提出対象者 摘                     要 

4 写真票 
〔出願登録サイト

から印刷〕 

全員 写真票は本人確認に使用します。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。 

出願登録後，所定の様式をカラーで印刷してください。 

5 体育実技検査

票 
〔出願登録サイト

から印刷〕 

体育専門学群

志願者 

インターネット出願登録サイトからカラーで印刷してください。 

6 健康状態に関

する調査票 
〔出願登録サイト

から印刷〕 

体育専門学群

志願者 

インターネット出願登録サイトからカラーで印刷してください。 

なお，出願書類の中の体格や疾病等に関する項目は実技検査を安全に行うた

めに使用します。 

7 運動特技に関

する調査書 
〔募集要項一覧の

ページから印刷〕 

体育専門学群

志願者 

本学所定の様式を用いて，出身学校長が作成し，厳封したものを提出してくださ

い。本学所定の様式によるもの以外は受理しません。 

8 志望の動機 
〔募集要項一覧の

ページから印刷〕 

全員 本学所定の様式を用いて，自筆の「志望の動機」（日本語）を体育専門学群志

願者は 600 字程度で，芸術専門学群志願者は 800 字以内で作成し，提出してく

ださい。 

9 作品写真 芸術専門学群

志願者 

提示したい作品等がある場合には，A4 サイズの用紙に作品写真を印刷又は，

貼り付けの上，左上 1 か所をホチキス等で綴じたものを提出してください。用紙に

は氏名を記入してください。 

10 在留カードの

写し等 

外国籍の者 在留カードの両面の写し（在留期間満了日前であれば外国人登録証明書でも

可）又は国籍及び在留資格を確認できるもの（パスポートの写し，在日公館の証明

書等）を提出してください。（国籍及び在留資格を確認できるものは, 日本語又は

英語で作成されたものとし，これらの言語以外の場合は翻訳文を添付。） 

11 外国文翻訳文 

（英文以外の

書類） 

対象者 外国の学校等が作成し，発行した書類等が英語以外の外国文である場合に

は，その全文の和文訳もしくは英文訳を添付してください。 

なお，翻訳文は学校等の公的機関による証明が必要です。 

12 出願用封筒・

大学あて名シ

ート・出願書類

確認票 
〔出願登録サイト

から印刷〕 

全員 出願用封筒（市販の角形 2 号封筒 縦 33.2cm×横 24cm）を用意して，出願登

録完了後，大学あて名シートと出願書類確認票をインターネット出願登録サイトか

らカラーで印刷し，大学あて名シートは封筒の表面に貼り付けてください。また，出

願書類確認票は封筒の裏面にしっかりと貼り付けてください。 

※改氏名により，現在の氏名が証明書の氏名と異なる場合は，戸籍抄本（写可）を添付してください。 

※新型コロナウイルスの影響により，出身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。 

 

海外の統一学力試験等について 

以下（1）～（3）の試験（「5 出願書類等 3（2），（3），（4），（5）」を除く。）を受験し，成績評価証明書等を受け取っ

ている場合は，その写しを出願書類とともに提出してください。なお，これらの成績評価証明書等が提出できない場

合であっても，選考上不利になることはありません。 

（1）College Board が実施する SAT Reasoning Test 及び SAT Subject Test 

（2）Educational Testing Service（ETS）が実施する TOEFL 

（3）上記（1），（2）に準じる統一学力試験等  

   アメリカ合衆国以外については，統一学力試験等についての公式資料（英文以外は日本語訳を含む。）  
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6 出願方法 

以下の手順で出願を行ってください。インターネット出願登録だけでは出願は完了せず，全ての書類を出願期限

内に到着するよう郵送する必要があります。出願期間内に到着した出願書類に不備が無く，かつ出願資格を有する

ことが確認された時点で，出願手続が完了します。 

【出願の流れ】 

（1）インターネット出願登録及び検定料払込    2022 年 10 月 24 日（月）～11 月 8 日（火）9：00 

▼ 

（2）必要書類の印刷 

▼ 

（3）必要書類の郵送                  2022 年 11 月 1 日（火）～8 日（火）必着（持参不可） 

▼ 

（4）受験票の印刷                    2022 年 11 月 16 日（水）9：00～ 

 

（1）インターネット出願登録及び検定料払込 

以下の期間内に，インターネット出願登録及び検定料払込をしてください。 

2022 年 10 月 24 日（月）～11 月 8 日（火）9：00 

※出願登録を完了した場合でも，出願受付期間内に出願書類が到着しない場合は受理できません。 

【インターネット出願登録】 

インターネット出願登録サイトにアクセスし，出願登録をしてください。（https://e-apply.jp/ds/tsukuba/） 

※誤った内容を登録した場合は，検定料の払い込み前であれば再度始めから出願登録をしてください。検

定料の払い込み後は，印刷した志願票に赤ボールペンで二重線を引き，訂正してください。 

【検定料払込】 

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。検定料の払い込みには，検定料と併せて，インターネット出願登録に伴う事務手数料が必要となります。

また，成績開示を希望する場合は，入学試験成績送付料 404 円が別途必要です。 

払込方法：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 

※検定料の払込期限は，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 日以内より短い場合は，払込期限が優先されます。 

※期限内に払込手続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。 

■検定料の免除 

本学が指定する災害の被災者に対する検定料の免除措置があります。詳しくは，本学 Web サイトを確

認してください。（https://www.tsukuba.ac.jp/admission/undergrad-qualification/） 

■検定料の返還 

以下の者に限り，検定料から手数料を差し引いた金額を返還しますので，「16 問合せ先」に問い合わ

せてください。 

ア 検定料を払い込んだが出願をしなかった（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。）者 

イ 検定料を二重に払い込んだ者 
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（2）必要書類の印刷 

インターネット出願登録サイトから入学志願票等の書類を印刷してください。 

（3）必要書類の郵送 

必要書類を出願期限までに簡易書留・速達（海外在住の方は EMS，FedEx，DHL 等）で郵送（必着）し

てください。なお，出願受付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，郵送してください。 

受付期間：2022 年 11 月 1 日（火）～8 日（火）必着（持参不可） 

送 付 先：〒305-8577 茨城県つくば市天王台１丁目１-１ 筑波大学教育推進部入試課 

※郵送の前に，以下の【出願にあたっての注意事項】をよく確認して，書類の不備に注意してください。 

【出願にあたっての注意事項】 

ア 提出書類が不足していたり，記載事項に不備がある場合には，出願書類を受理できません。 

イ 「推薦書」，「成績証明書」及び「修了（見込）証明書」は，出身学校長から志願者本人が受け取り，厳封のま

ま出願用封筒に入れてください。 

ウ 出願後の志望学群及び実技検査種目・科目の変更は認めません。 

エ 出願書類は，返却しません。また，既納の検定料は，返還しません。 

オ 以下のいずれかに該当する場合，入学許可を取り消します。（入学料は返還しません。） 

① 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 

② 「卒業（修了）見込み」で出願した者及び「国際バカロレア資格等を取得見込み」で出願した者が，2023

年 3 月 31 日までに要件を満たさなかった場合 

（4）受験票の印刷 

出願が受理された志願者は，受験票印刷開始日時にインターネット出願登録サイトから受験票のダウンロー

ドが可能になります。受験票の郵送は行いませんので，ご自身で印刷の上，試験当日に持参してください。 

受験票の印刷開始日時：2022 年 11 月 16 日（水）9：00（時間は前後する場合があります。） 

【受験票に関する注意事項】 

ア 受験票を印刷後，記載内容を必ず確認してください。出願登録した内容と異なっている場合は，2022 年 11

月 21 日（月）までに「16 問合せ先」へ問い合わせてください。また，パソコン等に表示された受験番号と，印

刷後の受験番号が一致していることを必ず確認してください。 

イ 受験票印刷開始日時以降に印刷ができない場合は，2022 年 11 月 21 日（月）までに「16 問合せ先」へ問

い合わせてください。 

ウ インターネット出願登録した際の受付番号は，受験番号ではありません。 

エ スマートフォン等による受験票の提示は認めませんので，必ず印刷した受験票を持参してください。 

オ 受験票は，入学手続においても必要となりますので，大切に保管しておいてください。
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7 障害等のある入学志願者の事前相談 

受験上及び修学上合理的な配慮を必要とする者は，以下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，学群において協議の上，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   2022 年 10 月 5 日（水） 

(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「16 問合せ先」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 

①筑波大学入学試験受験相談申込書（本学所定様式） 

②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等の所見を含む。） 

※締切日以降の提出は，受験上の配慮ができない場合があります。 

※出願後，不慮の事故等により，合理的な配慮が必要になった者は，締切日にかかわらず，速やかに相談

してください。 

8 選抜方法 

入学志願者に対して，小論文（体育専門学群のみ），実技検査及び面接を課し，提出書類等を含めて総合

的に判定して，合格者を決定します。 

9 採点・評価基準 

(1) 小論文及び面接 

学 群 名 小論文 面接 

体育専門学群 

保健体育・スポーツに関わる文

章問題を出題し，論述形式（600 字

程度）で解答させ，読解力，思考

力，判断力及び文章表現力を総合

的に評価します。 

個別面接：体育・スポーツ・健康の専門家となるため

の一般的資質（意欲，自己の体育・スポーツに対する

考え方，社会常識，リーダーシップ能力等），専門種

目についての独自の考え方や取り組み，思考力及び

表現力等を評価します。 

芸術専門学群 － 
個別面接：芸術に対する関心度や意欲，将来性，

社会性をみます。実技検査の自己評価も問います。 

(2) 実技検査 

学 群 名 実技検査 

体育専門学群 

当該種目に関する基礎及び応用技能について検査し，併せて運動特技として記された内

容の妥当性を評価します。 

本来の特技種目と異なる種目での受験を余儀なくされた受験者については，自己の特技

種目に関して追加面接します。 

また，上記以外の受験者に対しても，必要に応じて同様の面接を行う場合があります。 

芸術専門学群 芸術に関する基礎的表現力，適性，感性，主体性等について評価します。 
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10 試験日程・実技検査等 

（1）日程及び試験場

   日 時 

学群名 

11 月 29 日（火） 11 月 30 日（水） 
試 験 場 

10:00   12:00   13:00 13:30  17:00 17:30 10:00  17:00 

体育専門学群 小論文 

休憩 

実技検査 面接 

体育・芸術 

試験場及び 

体育施設 
精密検診 

（該当者のみ） 

芸術専門学群 
実技検査 

（午前） 
休憩 

実技検査 

（午後） 
面接 

体育・芸術 

試験場 

※受験者は，日程に従って指定された各試験等を全て受験してください。指定された試験等を一つでも受験しな

かった場合は欠席扱いとなり，選考の対象外となります。

（2）試験科目等

① 体育専門学群

ア 小論文

小論文は与えられた課題を日本語及び外国語（英語）で受験してください。（日本語及び外国語 を合

わせて 2 時間） 

イ 実技検査

下表の実技検査種目の中から 1 種目を出願登録時に選択してください。

記号 種目 記号 種目 記号 種目 記号 種目 

B 体操競技 G ハンドボール K ラグビー O バドミントン

C ダンス H バレーボール L 硬式野球 P 柔道 

D 陸上競技 I バスケットボール M テニス（硬式） Q 剣道 

E 水泳 J サッカー N 卓球 R 弓道 

ウ 精密検診

体育専門学群では，実技検査を安全に実施するために，また，入学後の授業で実技実習が必修とし

て課せられるために，「健康状態に関する調査票」により必要と認めた者について精密検診を行います。

なお，精密検診の結果により本学が必要を認めた者には再検診を行います。対象者には試験当日，

試験場において本人に通知します。  

② 芸術専門学群

下表の実技検査科目のうち，午前に受験する実技検査科目を A1 又は A2 から 1 科目，午後に受験す

る実技検査科目を P1～P5 から 1 科目，出願登録時に選択してください。 

時間帯 科目記号 実技検査科目 

午前 
A1 論述 

A2 鉛筆デッサン 

午後 

P1 論述（鑑賞又はデザイン構想） 

P2 デッサン（木炭又は鉛筆） 

P3 平面構成 

P4 立体造形（手を含むモチーフの造形） 

P5 書 

※実技検査の詳細は，芸術専門学群ホームページ「受験生の皆さんへ」の入試情報のページを確認して

ください。（https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/school/6045/）
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11 受験についての注意事項 

（1） 試験当日に持参するもの 

① 全受験者共通 

ア 筑波大学受験票 

イ 筆記具（鉛筆〔シャープペンシルも可〕，消しゴム等） 

ウ 昼食 

エ 時計（計時機能だけのもの。） 

オ マスク 

カ 健康観察記録表（令和 5 年度学群入試用） 

② 体育専門学群受験者 

ア 受験する実技検査種目に適する服装・用具（例えば，水泳着，スパイクシューズ，グローブ，柔道着，竹

刀等） 。なお，陸上競技の実技検査では，スパイクシューズを使用してもかまいません。 

イ 体育館シューズ及びグラウンドシューズ（必ず持参） 

ウ I：バスケットボール，L:硬式野球，M:テニス（硬式），N:卓球，O:バドミントンの受験者は，ゼッケン（縦 

15cm×横 20cm の白布に受験票の受験番号を記入したもの。）を作成し，受験するときの服装の背部に

縫い付け ておいてください。 

エ 更衣室の使用については当日指示しますが，更衣後の衣服等を入れる袋やバッグ等は各自用意してく

ださい。 

③ 芸術専門学群受験者 

時間帯 
科目

記号 
実技検査科目 携行品 

午前 
A1 論述 鉛筆（シャープペンシルも可），消しゴム，鉛筆削り 

A2 鉛筆デッサン 鉛筆，消しゴム，練り消しゴム，カッターナイフ（鉛筆削りも可） 

午後 

P1 

論述（鑑賞又

はデザイン構

想） 

A[鑑賞] ： 鉛筆（シャープペンシルも可），消しゴム，鉛筆削り 

B[デザイン構想] ： 鉛筆（シャープペンシルも可），色鉛筆（12 色ま

で），消しゴム，練り消しゴム，カッターナイフ（鉛筆削りも可），コンパス，

直定規 

P2 
デッサン（木

炭又は鉛筆） 

木炭，鉛筆，消しゴム，練り消しゴム，カッターナイフ（鉛筆削りも可），新

聞紙 2～3 枚（木炭紙下敷き用），以下は任意（食パン，デスケール，は

かり棒，サンドペーパー，擦筆，ティッシュペーパー，ガーゼ） 

P3 平面構成 

鉛筆（シャープペンシルも可），消しゴム，水差し，直定規，三角定規，

コンパス，カッターナイフ（鉛筆削りも可），カラス口，カラス口コンパス，

溝引き用の棒，マスキングテープ，不透明水彩絵具（アクリルガッシュ，

ポスターカラー等），彩色用具（パレット又は絵具皿，筆，筆洗，ラップフ

ィルム），雑巾，以下は任意（羽ぼうき，練り消しゴム，ガーゼ，ティッシュ

ペーパー，ウェットティッシュ等） 

P4 

立体造形（手

を含むモチー

フの造形） 

配付された道具，材料を使用する。携行品はなし。 

P5 書 
毛筆（漢字・仮名用，大小各種），墨，硯，文鎮，水滴，鉛筆，赤サイン

ペン 

※実技検査では，表の携行品以外の物品は使用できません。また，物品の貸し出しを行いません。（配付物

を除く。） 

※P1 は A［鑑賞］又は B［デザイン構想］から選択して解答してもらいます。詳しくは芸術専門学群 Web サイ

ト「受験生の皆さんへ」（https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/school/6045/）で，2022 年度入試（2021 年実

施）の参考問題と過去問題を確認してください。また，A［鑑賞］と B［デザイン構想］の携行品の違いに注

意してください。 
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実技検査に関する問合せ先 

 体育芸術エリア支援室学群教務（電話 029-853-2804）へ試験日の 5 日前（土・日・祝日を除く 9:00～12:00，

14:00～17:00）までに問い合わせてください。 

（2） 試験時の注意事項 

ア 受験者は，試験日程に従って指定された各試験等を全て受験しなければなりません。指定された

試験等を一つでも受験し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。 

イ 体育専門学群の精密健診は，本学保健管理センターで行います。なお，精密健診の該当者は試験場に

おいて本人あて通知します。また，精密健診の結果，再健診の必要がある者については，試験当日，試験

場において本人あて通知します。 

ウ 受験者は，試験当日 9:30 までに各試験場に来てください。試験室への入室開始は 9:00 を予定しています。 

エ 「試験日程及び試験場」については 12 ページを，「試験場配置図及び交通機関」については 18 ページ

をそれぞれ確認してください。 

オ 筑波大学受験票は，必ず持参してください。なお，受験票を忘れた場合や紛失した場合は，試験当日の

試験開始前に試験場の本部に申し出てください。 

カ 試験（面接及び実技検査を含む。）開始後 30 分を超えた遅刻者は，受験を認めません。 

キ 受験者は，試験開始 15 分前までに各自指定された試験室の所定の席に着席してください。 

ク  小論文においては，下敷きとあらゆる種類の計算機の使用を禁じます。また，英文字や地図等が表示さ

れた衣服の着用及び故事・格言等が印刷された鉛筆等の使用を禁じます。  

ケ  机の上には，「受験票（机上の受験番号札の手前に置く。）」，「鉛筆（シャープペンシルも可）」，「消しゴ

ム」，「鉛筆削り」，「時計（計時機能だけのもの。）」，「眼鏡」，「ハンカチ」，「目薬」，「ティッシュペーパー

（袋又は箱から中身だけ取り出したもの。）」以外のものは置かないでください。ただし，実技検査受験の際

は，監督者の指示に従ってください。 

また，携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末，タブレット端末，電子辞書，ICレコーダー，イヤホン，音楽プレ

ーヤ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。試験時間中に使用した場合は，不正行為とみなします。 

コ 解答用紙の所定欄に，学群，氏名及び受験番号を楷書で丁寧に記入してください。未記入，判読不能

なときは採点しません。 

サ 事前選択した種目・科目以外の受験は認めません。 

シ 試験妨害行為又は不正行為があったときは，直ちに退室を命じ，その後の受験は認めません。既に受け

た試験の成績も無効になります。また，状況により警察へ被害届を提出する等の対応を取る場合がありま

す。 

ス 試験場内では，マスクを正しく着用してください。なお，写真票と受験者の顔の確認を行う際には，一時

的にマスクを外すよう指示します。また，他者との会話，交流，接触は控えてください。 

セ 試験時間中の途中退室は, 原則として認めません。（発病又はトイレ等による一時退室を除く。） 

ソ 試験時間中にトイレ等のため席を立つときは，挙手をして監督者に申し出て，その指示に従ってください。 

タ 試験時間が終わったら，直ちに筆記具を置き，監督者の指示に従ってください。 

チ その他，監督者からの指示に従ってください。 
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ツ 受験者に対する指示は，試験場において掲示により行いますので，試験当日は試験場に設置された掲

示板を必ず確認してください。なお，試験実施に係る掲示（試験室割振り，試験室，試験場本部の位置

等）は，11 月 28 日（月）の 15:00 から行います。 

テ 受験者の付添者は，試験場内に立ち入ることをご遠慮ください。 

ト  受験のための宿泊施設の斡旋は行いません。 

ナ 本学では合否の問合せ，電報依頼等の取扱いには応じません。試験場付近及び最寄りの駅周辺等で

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。 

ニ 体育専門学群の試験において，実技検査のための準備運動は実技検査時間中に行います。実技検査

会場以外での運動は危険ですので，決して行わないでください。 

12 合格発表等 

（1）合格発表・通知 

2022 年 12 月 13 日（火）10:00 

上記の日時に，以下の本学 Web サイトに合格者の受験番号を掲載するとともに，合格者あて速達郵便で「合格

通知書」，「入学手続書類」等を発送します。（12 月 13 日発送） 

・筑波大学アドミッションセンターWeb サイト（https://ac.tsukuba.ac.jp/） 

※電話等による合否の問合せには一切応じません。 

（2）掲載期間 

2022 年 12 月 13 日（火）10:00～20 日（火）12:00 

※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。 

13 入学手続 

（1）入学手続期間 

2022 年 12 月 14 日（水）～20 日（火）必着（持参不可） 

この期間内に入学手続を完了しない場合は，入学辞退者として取り扱います。 

（2）入学手続方法 

郵送及び Web 入学手続専用サイトにより入学手続を行ってください。Web 入学手続専用サイトへのログイン

には「受験番号」及びインターネット出願サイトのマイページに登録した「メールアドレス」，「生年月日」が必要で

す。入学手続の詳細は，合格者に送付する「入学手続書類」で指示します。 

（3）入学料 

282,000 円 

※入学時まで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。 

（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）〕 

※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。 

※授業料は，入学後に口座振替により納付してください。 

 

［年額 535,800 円］ 

筑波大学 
ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ  

15

https://ac.tsukuba.ac.jp/


 
 

（5）入学料・授業料の免除及び徴収猶予について 

経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対し，

入学料又は授業料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をする制度があります。 

詳細については，筑波大学 Web サイト「キャンパスライフ＞奨学金・学生生活の支援＞奨学金・修学支援」

を確認してください。（https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/support-scholarship/） 

入学料・授業料の免除等に関する問合せ先： 

学生部学生生活課（経済支援）電話 029-853-2262（土・日・祝日を除く 9:00～12:15，13:15～17:00） 

（6）その他 

合格者のうち本学への入学の意思がなく，入学を辞退する場合は，12 月 20 日（火）までに Web 入学手続

専用サイトにて入学辞退手続をしてください。詳細は「入学手続書類」で指示します。 

やむを得ない事情があり，12 月 20 日（火）を過ぎて入学を辞退する場合は，「16 問合せ先」に記載の本学

Web サイトから連絡してください。 

14 入学試験に関する情報開示 

2023 年度帰国生徒特別入試に関する情報を次のとおり開示します。 

（1）個人成績等 

ア 成績を点数で表している場合は，合格者については総合点を，不合格者については総合点及び成績のラン

ク区分（不合格者の成績を 3 段階に区分し，該当する段階） 

イ 成績をA，B，C 等の総合評価で表している場合は，合格者，不合格者いずれも当該段階別評価（総合評価） 

ウ 調査書の客観的な記録部分を閲覧により開示します。（ただし，「指導上参考となる諸事項」，「備考」等，教

員が自由に記述した部分を除きます。） 

請求に応じ，受験者本人に対し郵送の上，開示をします（ウのみ閲覧による開示）。 

開示期間は，2023 年 5 月 1 日～6 月 30 日までとします。 

なお，2023 年 4 月下旬に本学 Web サイトで請求方法等についてお知らせします。 

 

（2）試験問題の正解例等 

小論文の標準的な解答例又は出題意図を試験終了後（2023 年 4 月以降）に，本学 Web サイト等で発表す

るとともに，請求に応じて，報道機関，出版社等に提供します。（https://ac.tsukuba.ac.jp/examination） 
 

（3）情報開示に関する問合せ先 

「16 問合せ先」に記載の本学 Web サイトから問い合わせてください。 
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15 個人情報の取扱い 

本学は，「個人情報の保護に関する法律」及び本学が定める国立大学法人筑波大学個人情報保護管理規則等

に基づき，個人情報の適正な管理に努めています。 

出願及び入学手続時に取得する入学志願者・受験者の氏名，生年月日，性別その他の個人情報等は厳格に取

り扱った上で，次のことに利用します。 

・入学者選抜及び合格発表並びに入学手続 

・合格者の入学後の教務関係（学籍，修学指導等），学生支援関係（健康管理， 奨学金申請等），授業料等に関

する業務 

・入学者選抜方法等の改善や広報のための調査及び分析並びに研究 

・個人が特定できない形での統計データへの加工及び利用 

また，「個人情報の保護に関する法律」第 27 条第 1 項各号に規定された場合を除いて，本人の同意を得ることな

く個人情報の第三者への提供は行いません。ただし，国公立大学の一般選抜における合格決定業務を円滑に行う

ため，合否情報，入学手続状況，本学の受験番号，志望学群名，高等学校名，氏名，性別及び生年月日の情報を

独立行政法人大学入試センター及び併願先の国公立大学に提供します。 

なお，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者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。 

本学における個人情報の取扱いについては以下のとおりです。 

（https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-01/pdf/2022hks17.pdf） 

16 問合せ先 

問合せは，原則として志願者本人が行ってください。 

（1） 入試全般に関する問合せ先 

①Web サイトからの問合せ  

筑波大学＞お問い合わせ＞入試，入学＞入学試験に関すること＞学群＞教育推進部入試課＞MAIL 

（https://www.tsukuba.ac.jp/contact/form/?type=nyusika1） 

②電話，FAX での問合せ 

受付時間 土・日・祝日を除く 9:00～12:00，13:15～17：00 

電話 029-853-6007 

FAX  029-853-6008 

③郵送での送付先 

〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1 丁目 1-1 

筑波大学教育推進部入試課 

（2） 実技検査に関する問合せ先 

体育芸術エリア支援室学群教務 

受付時間 土・日・祝日を除く  9:00～12:00，14:00～17：00 

電話 029-853-2804 
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17 試験場配置図及び交通機関 

 【試験場配置図】                                    ●は掲示板の位置を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学群ごとの試験場最寄りのバス停】 

 

【主な交通機関】 

（1）つくばエクスプレス（TX）つくば駅のつくばセンターから試験場 

つくばセンターから「筑波大学循環（右回り／左回り）」乗車 2～15 分→ 

各試験場最寄りのバス停下車徒歩約 2～5 分 

（2）土浦駅からつくばセンター 

西口 3 乗り場から「つくばセンター」行バス乗車 30 分 

 

つくばエクスプレス（TX）つくば駅のつくばセンターバス乗り場については，関東鉄道Webサイトを確認してください。 

つくばセンターバス乗り場（https://www.kantetsu.co.jp/bus/busstop_tsukuba_center.html） 

バス路線図（https://www.tsukuba.ac.jp/images/pdf/campusbus_route.pdf） 

学 群 名 試 験 場 最寄りのバス停 

体育専門学群 
体育・芸術試験場 

及び体育施設 
筑波大学西 

芸術専門学群 体育・芸術試験場 筑波大学西 

第一試験場周辺略図 

    
体育・芸術試験場周辺略図 
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【筑波キャンパスへの路線図】 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により，空港からのバスが一部運休・減便になる場合があります。詳細は各

バス会社の Web サイトを確認してください。 

 

   羽田空港－つくばセンター  

関東鉄道（https://www.kantetsu.co.jp/bus/highway_tsukuba_haneda.html） 

 

   成田空港－つくばセンター 

    成田空港交通（http://nariku.co.jp/kousoku/tsukuba.html） 

 

   茨城空港－つくばセンター 

    関東鉄道（https://www.kantetsu.co.jp/bus/highway_airport_tsukuba.html）
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18 【予告】2024 年度以降の帰国生徒特別入試（体育専門学群,芸術専門学群）について 

■実技検査科目の変更（芸術専門学群） 

2024 年度より，芸術専門学群は実技検査科目の科目区分を変更します。 

 

（変更後） 

科目記号 実技検査科目 

A1 論述 

A2 鉛筆デッサン 

P1 論述（鑑賞） 

P2 論述（デザイン構想） 

P3 デッサン（木炭又は鉛筆） 

P4 平面構成 

P5 立体造形（手を含むモチーフの造形） 

P6 書 

 

（変更前） 

科目記号 実技検査科目 

A1 論述 

A2 鉛筆デッサン 

P1 論述（鑑賞又はデザイン構想） 

P2 デッサン（木炭又は鉛筆） 

P3 平面構成 

P4 立体造形（手を含むモチーフの造形） 

P5 書 
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筑波大学教育推進部入試課 

〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1 丁目 1-1 

電話 029-853-6007 

FAX 029-853-6008 

土・日・祝日を除く 9:00～12：00，13：15～17：00 

※問合せは，原則として本人が行ってください。 

 

Division of Admission,Department of Educational Promotion 

University of Tsukuba 

1-1-1 Tennoudai Tsukuba, Ibaraki 305-8577 Japan 

E-mail:gm.nyusika@un.tsukuba.ac.jp 
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