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令和 3（2021）年度筑波大学大学院入試（7～11 月期）における 

外部英語検定試験について 

 

 本学の大学院入試（7～11 月期）における外部英語検定試験について、以下のように取扱

いますことを連絡いたします。 

 

1． スコア票の有効期限について 

7 月及び 8 月に実施を予定していた大学院入試の 9 月以降への延期に伴い、外部英語検

定試験のスコア票の有効期限について、延期前の入試日で有効なスコア票を有している場

合は、改めて外部英語検定試験を受検する必要はありません。 

 

2． TOEFL iBT Special Home Edition のスコア票について 

外部英語検定試験によっては、試験が再開されていますので、有効なスコア票を有して

いない場合は、各団体のホームページを確認し、受検してください。また、別紙記載の外

部英語検定試験のスコア票提出を求める学位プログラム・専攻について TOEFL iBT 

Special Home Edition のスコア票の提出も認めます。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、TOEIC、TOEFL 等の外部英語検定試験

が中止されています。このため、令和 3（2021）年度大学院入試（7～11 月期）のうち、

外部英語検定試験のスコア票の提出を求める学位プログラム・専攻（別紙参照）について

は、TOEFL iBT Special Home Edition のスコア票の提出を認めます。有効なスコア票を

有していない場合は、TOEFL iBT Special Home Edition を受検してください。 

TOEFL iBT Special Home Edition が実施されない中国、イラン在住者等で、有効なス

コア票の提出ができない場合は、出願受付担当部署まで連絡してください。 

 

TOEFL iBT Special Home Edition のスコア票を提出する場合は、下記①、②の手続き

を行ってください。Test Taker Score Report の原本の提出があれば、出願は可能ですが、

現在、アメリカにおける ETS 関連施設の閉鎖により、一時的に TOEFL スコア票の郵送

が停止されています。提出期限までに Test Taker Score Report の原本が提出できないこ

とが想定される場合には、必ず②の手続きを行ってください。Test Taker Score Report の

原本が提出されず、②の手続きも行わなかった場合には、出願不受理もしくは欠席扱いと

なり選考の対象外となります。 

  

なお、令和２年６月８日現在で TOEFL iBT Special Home Edition は令和２年９月 30

日までの期間限定の実施とされています。令和２年５月 29 日現在で TOEFL iBT Special 



Home Edition は令和２年６月 30 日までの期間限定の実施とされています。実施期間や詳

細については、必ず実施団体のホームページをご確認ください。 

 

①  Test Taker Score Report 

募集要項（6 月下旬公表予定）に記載される提出期限までに Test Taker Score Report の

原本を出願受付担当部署に提出してください。 

提出期限までに原本が届かないと判断した場合には、②の手続きを行った上で ETS ア

カウントよりダウンロードした PDF 版を印刷し、提出期限までに提出してください。そ

のうえで、Test Taker Score Report の原本が届き次第、提出してください。 

提出したスコア票に虚偽があった場合は、出願または合格を取り消します。 

 

② Official Score Report 

TOEFL iBT Special Home Edition の受検時に Official Score Report を ETS から大

学へ直送する手続きを行ってください。 

（Institution (DI) コード：９９９５、Department コード：９９） 

 

3．留意事項 

今後、検定試験によっては、試験が再開される可能性がありますので、各団体のホームペー

ジを確認してください。再開後に TOEFL iBT テストを受検する場合、スコア票の提出につい

ては上記 2．①、②の手続きを行ってください。Test Taker Score Report の原本の提出があ

れば、出願は可能ですが、現在、アメリカにおける ETS 関連施設の閉鎖により、一時的に 

TOEFL スコア票の郵送が停止されています。提出期限までに Test Taker Score Report の

原本が提出できないことが想定される場合には、必ず②の手続きを行ってください。Test 

Taker Score Report の原本が提出されず、②の手続きも行わなかった場合には、出願不受

理もしくは欠席扱いとなり選考の対象外となります。 

 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大等により不測の事態が発生した場合には、対応を変

更する可能性があります。入学者選抜に関する最新情報は、大学ホームページ及び募集要項

サイトで公表しますので、随時確認してください。 

 

注）TOEFL iBT Special Home Edition 以外の有効なスコア票については、令和 3（2021）年

度大学院入試選抜方法等（概要）を確認してください。 

   ：http://www.tsukuba.ac.jp/admission/graduate/process.html 

 

 

また、9 月以降に実施予定の入学試験に係る関係日程（出願期間、入試日等）は、6 月 10

日までに本学ホームページで公表します。 



【人文社会ビジネス科学学術院】

　ビジネス科学研究群／東京キャンパス

学位プログラム名 入試実施時期 選抜区分 備考

博士後期課程

　　経営学学位プログラム 9月 一般入学試験

【理工情報生命学術院】

　数理物質科学研究群

学位プログラム名 入試実施時期 選抜区分 備考

博士前期課程

　　数学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

大学実施の筆記試験の受験を選択すること
ができます。
※受験者を集めての試験実施が困難な場
合、詳細については本学HPでお知らせいた
します。

　　物理学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　化学学位プログラム  7月　9月以降に延期 推薦入学試験

 8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　応用理工学学位プログラム（電子・物理工学サブプログラム）  7月　9月以降に延期 推薦入学試験

 8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　応用理工学学位プログラム（物性・分子工学サブプログラム）  7月　9月以降に延期 推薦入学試験

 8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　国際マテリアルズイノベーション学位プログラム  7月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

博士後期課程

　　応用理工学学位プログラム（電子・物理工学サブプログラム）  8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　応用理工学学位プログラム（NIMS連係物質・材料工学サブプログラム）  8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　国際マテリアルズイノベーション学位プログラム  7月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　システム情報工学研究群

学位プログラム名 入試実施時期 選抜区分 備考

一貫制博士課程

　　エンパワーメント情報学プログラム  7月　9月以降に延期 推薦入学試験

 8月　9月以降に延期 一般入学試験

博士前期課程

　　社会工学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　サービス工学学位プログラム  7月　9月以降に延期 推薦入学試験

 8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　リスク・レジリエンス工学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　情報理工学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　知能機能システム学位プログラム  7月　9月以降に延期 推薦入学試験

 8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　構造エネルギー工学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

博士後期課程

　　情報理工学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　知能機能システム学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　生命地球科学研究群

学位プログラム名 入試実施時期 選抜区分 備考

博士前期課程

　　生物学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験（一般学生、外国人留学生）

　　生物資源科学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　地球科学学位プログラム  7月　9月以降に延期 推薦入学試験

 8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　環境科学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　山岳科学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　ライフイノベーション（食料革新）学位プログラム
　　ライフイノベーション（環境制御）学位プログラム
　　ライフイノベーション（生体分子材料）学位プログラム

 8月　9月以降に延期 一般入学試験

博士後期課程

　　生物学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　ライフイノベーション（食料革新）学位プログラム
　　ライフイノベーション（環境制御）学位プログラム
　　ライフイノベーション（生体分子材料）学位プログラム

 8月　9月以降に延期 一般入学試験

(別紙）TOEFL iBT Special Home Editionを利用する入試一覧

※10月に実施予定の国際マテリアルズイノベーション学位プログラム（博士前期課程及び博士後期課程）の一般入学試験及び社会人特別選抜は、入試を延期する可能性があります。
　なお、TOEFL iBT Special Home Editionを活用できますが、今後の状況の変化により、開催される各種外部英語試験を受検し有効なスコア票を提出してください。

（別紙）



　国際連携持続環境科学専攻

専攻名 入試実施時期 選抜区分 備考

　　国際連携持続環境科学専攻（筑波大学本籍者）  8月　9月以降に延期 一般入学試験

【人間総合科学学術院】

　人間総合科学研究群／筑波キャンパス

学位プログラム名 入試実施時期 選抜区分 備考

一貫制博士課程

　　ヒューマンバイオロジー学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

本学位プログラムの入試では、出願時に
TOEIC等の英語検定結果の提出を求めてい
るが、万一英語検定を受検できなかった場
合は、受験生の英語力を推薦書に記載する
ことによって替えることができます。

修士課程

　　フロンティア医科学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

　　公衆衛生学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験、社会人特別選抜

博士前期課程

　　体育学学位プログラム 10月 一般入学試験

　　芸術学学位プログラム 10月 一般入学試験

　　デザイン学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　情報学学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験

　　ライフイノベーション（病態機構）学位プログラム
　　ライフイノベーション（創薬開発）学位プログラム

 8月　9月以降に延期 一般入学試験

博士後期課程

　　ライフイノベーション（病態機構）学位プログラム
　　ライフイノベーション（創薬開発）学位プログラム

 8月　9月以降に延期 一般入学試験

　人間総合科学研究群／東京キャンパス (令和2年6月18日追記)

学位プログラム名 入試実施時期 選抜区分 備考

博士後期課程

　　スポーツウエルネス学学位プログラム 11月 一般入学試験

　スポーツ国際開発学共同専攻

専攻名 入試実施時期 選抜区分 備考

修士課程

　　スポーツ国際開発学共同専攻 9月 一般入学試験

　大学体育スポーツ高度化共同専攻

専攻名 入試実施時期 選抜区分 備考

3年制博士課程

　　大学体育スポーツ高度化共同専攻 9月 一般入学試験

　国際連携食料健康科学専攻

専攻名 入試実施時期 選抜区分 備考

修士課程

　　国際連携食料健康科学専攻（筑波大学本籍者）  8月　9月以降に延期 一般入学試験

【グローバル教育院】

学位プログラム名 入試実施時期 選抜区分 備考

一貫制博士課程

　　エンパワーメント情報学プログラム  8月　9月以降に延期 一般入学試験（3年次編入学）

　　ヒューマニクス学位プログラム  8月　9月以降に延期 一般入試試験

本学位プログラムの入試では、出願時に
TOEIC等の英語検定結果の提出を求めてい
るが、万一英語検定を受検できなかった場
合は、受験生の英語力を推薦書に記載する
ことによって替えることができます。


