
「アンケート」を
選択

TWINSにアクセスし
てログイン
ﾕｰｻﾞｰ名：学籍番号
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：統一認証ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

アンケート名：
学 群「令和3年度学群入学生アンケート／Survey for new students of AY2021」
大学院「令和3年度大学院入学生アンケート／Survey for new graduate students of AY2021」

「アンケート回答・
集計結果照会」を選
択（スマホのみ）

＊スマートフォン＊ ＊PC＊

【一般アンケート】
から下記のアンケー
ト名を選択し、「回
答受付中」から回答 回答受付中＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊／＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 20XX年XX月XX日 20XX年XX月XX日
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊／＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

下記URLを入力してアクセス
＜URL＞ https://twins.tsukuba.ac.jp

筑 波 大 学

本学に入学された皆様へ

令和３年度入学生アンケートご協力のお願い

（所要時間は10分程度です）

このアンケート調査は、筑波大学の学群・大学院教育の充実・改善を図ることを目的として、入学さ

れた皆様を対象として実施するものです。本調査の結果は上記の目的以外には使用いたしません。また

取得した個人情報を第三者に提供することもありません。なお本調査の集計結果は、個人が特定されな

い形で本学ホームページ等に公表されることがあります。

皆様の回答は、筑波大学の学群・大学院教育をよりよいものとしていくための貴重な資料になります

ので、ご協力いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

本件担当：教育推進部教育機構支援課
gm.kyouikukikou@un.tsukuba.ac.jp
029-853-2239

アンケート回答方法 【回答期限：令和3年4月30日（金）】

QRコードを読み取ってアクセス



Click “Enquete”.

Access TWINS website 
and click “English”. 
*User name: Student ID 
number
*Password: Unified 
Authentication System 
Password

Click “Survey: 
Response”.(Only 
smartphone）

＊Smart phone＊ ＊PC＊

See the list of 
【General Surveys】
and click the “Open 
for responses” button 
of the survey name 
below. ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊／＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊／＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜URL＞ https://twins.tsukuba.ac.jp

University of Tsukuba

To All New Students
Survey for new students of AY2021

(You can answer in about 10 minutes)

To improve our educational activities, the University of Tsukuba would like to gather information from

newly-enrolled students. As the University reviews your candid opinions, your input is valuable in order for us

to continue to improve our educational quality in the future.

Please be aware that the results of this survey only be used by the University of Tsukuba for the above-

mentioned purpose. The personal information obtained by this survey will not be disclosed to any third party.

The aggregate results of this survey may be published on the University website in a form that does not identify

any individual. I earnestly hope that you will kindly understand the objective of the survey. Thank you very

much for your time and consideration.

Contact： Div. of Educational Reform Support, Dept. of Educational Promotion
Email gm.kyouikukikou@un.tsukuba.ac.jp Tel  029-853-2239

Open for responses

How to Answer the Survey            【Deadline for responses: April 30, 2021】

The survey name;
-Undergraduate “令和3年度学群入学生アンケート／Survey for new students of AY2021”
-Graduate              “令和3年度大学院入学生アンケート／Survey for new graduate students of AY2021”

mailto:gm.kyouikukikou@un.tsukuba.ac.jp
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