
令和３（2021）年度 

理工情報生命学術院システム情報工学研究群 

知能機能システム学位プログラム（博士前期課程） 
知能機能システム学位プログラム（博士後期課程） 

 

2 月期（一般入学試験／社会人特別選抜）の選抜方法の変更について 

 

理工情報生命学術院システム情報工学研究群知能機能システム学位プログラム（博

士前期課程／博士後期課程）2 月期（一般入学試験／社会人特別選抜）においては、

選抜方法をオンライン入試に変更します。変更に伴い、新型コロナウイルス感染症の

影響等により来校できない受験者への追試験（2 月期入試の特例対応）は実施しませ

ん。 

また、募集要項の「7．Web 入力及び出願書類」及び「８．選抜方法等」における

【学力検査日程・試験科目等】の知能機能システム学位プログラムの項目を以下のと

おり訂正します。 

※ オンライン入試の実施方法等については、出願者に対して別途個別に連絡します。 



博士前期課程 募集要項 
7．Web 入力及び出願書類 

【出願に必要な書類】 原本を試験日に持参し提出 

書類 提出該当者 摘要 

TOEIC Listening & Reading 
Test の公式認定証 (Official 
Score Certificate)またはOfficial 
Score Report（写真印刷付き）あ
るいは TOEFL 受験者用スコア
票(米国 ETS から受験者本人宛
に郵送される受験者用控えの
Examinee (Test Taker) Score 
Report)（写真印刷付き） 
 
※大学院入試（7～11 月期）にお
ける外部英語検定試験のスコア
票の取り扱いにつきましては、
お知らせ欄の通知を 
必ずご確認ください。 
https://www.ap-
graduate.tsukuba.ac.jp/#info 
 
※大学院入試（2 月期）における
外部英語検定試験のスコア票の
取り扱いにつきましては、こち
らを必ずご確認ください。 

＜9月期（推薦入
学試験）＞ 
サービス工学学
位プログラム、
知能機能システ
ム学位プログラ
ム 
 
＜10 月期（一般
入学試験）、2 月
期（一般入学試
験）＞ 
全員 
 
＜10 月期（社会
人特別選抜）、2
月期（社会人特
別選抜）＞ 
情報理工学位プ
ログラム、知能
機能システム学
位プログラム 

2018年 7 月以降に受験した、写真印刷付きの 
・TOEIC Listening & Reading Test の公式認定証(Official Score Certificate)または
Official Score Report 
・TOEFL 受験者用スコア票(米国 ETSから受験者本人宛に郵送される受験者用控
えの Examinee (Test Taker) Score Report) 
のいずれかの原本を本学所定の用紙（出願情報を送信した後にＰＤＦファイルの
貼付台紙を印刷してください。）に貼り、試験初日に提出してください。 
試験初日に提出がなかった場合は、その理由によらず、外国語の科目が欠席扱いと
なり、選考の対象外となります。 
 
なお、以下の書類の提出は認めません。 
・指定の書類のコピー 
・TOEIC Institutional Program(IP) Score Report 
・TOEFL Institutional Score Report 

TOEIC Listening & Reading Testの公式認定証(Official Score Certificate)または
Official Score Report あるいは TOEFL 受験者用スコア票(米国 ETSから受験者本
人宛に郵送される受験者用控えの Examinee (Test Taker) Score Report)において、
疑義が生じた場合は、発行元に確認します。 
 
註：ただし社会工学学位プログラムおよびサービス工学次の学位プログラムにつ
いては、オンライン入試実施のため、「原本の事前提出」を求めます。出願後、プ
ログラムから届くガイドラインに従って、原本を提出してください。 
○ 社会工学学位プログラム 〇 サービス工学学位プログラム 
〇 知能機能システム学位プログラム 

  



 
８．選抜方法等 
 

(５) 知能機能システム学位プログラム  前期  
10 月期、2月期（一般入学試験） 

10月期 ― ― 10月 20日(火)・10 月 21 日(水) 

2 月期 ※ ― ― 2 月 2日（火） 

科目（配点） 
成績証明書（200 点） 
※10 月期入試のみ 

外国語（100 点） 口述試験（300 点） 

学位プログ
ラム 

時間 ― ― 10：00～17：00 

知能機能システム 
出身(在籍)大学の成績証明書 

を評価する。 

英語 

TOEIC Listening & Reading Test の公
式認定証(Official Score Certificate)ま
たは Official Score Report あるいは
TOEFL 受験者用スコア票(米国 ETS
から受験者本人宛に郵送される受験
者用控えの Examinee (Test Taker) 
Score Report)の点数を評価 

（注 3～4）参照 

個別面接 
①基礎学力（数学）について試問する。 
②現在の研究内容、志望理由及び研究
計画のプレゼンテーションの後、関連
事項について試問する。（欄外注 5に留
意してください） 

※ 2 月期は、E ラーニングシステム
「manaba」と Zoomを用いて口述試験
をオンラインで実施します。 

 
 
 
 



 
 
10 月期、2月期（社会人特別選抜） 

10月期 ― ― 10月 19日(月) 

2 月期 ※ ― ― 2 月 1日（月） 

科目（配点） 
成績証明書（200 点） 
※10 月期入試のみ 

外国語（100 点） 口述試験（300 点） 

学位プログ
ラム 

時間 ― ― 10：00～17：00 

知能機能システム 
出身(在籍)大学の成績証明書 

を評価する。 

英語 

TOEIC Listening & Reading Test の公
式認定証(Official Score Certificate)ま
たは Official Score Report あるいは
TOEFL 受験者用スコア票(米国 ETS
から受験者本人宛に郵送される受験
者用控えの Examinee (Test Taker) 
Score Report)の点数を評価 

（注 3～4）参照 

個別面接 
これまでの研究（または社会的経験）
の内容、志望理由、及び研究計画のプ
レゼンテーションの後、関連事項につ
いて試問する 

※ 2 月期は、Zoom を用いて口述試験
をオンラインで実施します。 

 
 
 
 
 
 



博士後期課程 募集要項 
7．Web 入力及び出願書類 

【出願に必要な書類】 原本を試験日に持参し提出 

書類 提出該当者 摘要 

TOEIC Listening & Reading 
Test の公式認定証 (Official 
Score Certificate)またはOfficial 
Score Report（写真印刷付き）あ
るいは TOEFL 受験者用スコア
票(米国 ETS から受験者本人宛
に郵送される受験者用控えの
Examinee (Test Taker) Score 
Report)（写真印刷付き） 
 
※大学院入試（7～11 月期）にお
ける外部英語検定試験のスコア
票の取り扱いにつきましては、
お知らせ欄の通知を 
必ずご確認ください。 
https://www.ap-
graduate.tsukuba.ac.jp/#info 
 
※大学院入試（2 月期）における
外部英語検定試験のスコア票の
取り扱いにつきましては、こち
らを必ずご確認ください。 

（一般入学試
験） 
情報理工学位プ
ログラム、知能
機能システム学
位プログラム 
 
（社会人特別選
抜） 
情報理工学位プ
ログラム 

2018年 7 月以降に受験した、写真印刷付きの 
・TOEIC Listening & Reading Test の公式認定証(Official Score Certificate)または
Official Score Report 
・TOEFL 受験者用スコア票(米国 ETSから受験者本人宛に郵送される受験者用控
えの Examinee (Test Taker) Score Report) 
のいずれかの原本を本学所定の用紙（出願情報を送信した後にＰＤＦファイルの
貼付台紙を印刷してください。）に貼り、試験初日に提出してください。 
試験初日に提出がなかった場合は、その理由によらず、外国語の科目が欠席扱いと
なり、選考の対象外となります。 
 
なお、以下の書類の提出は認めません。 
・指定の書類のコピー 
・TOEIC Institutional Program(IP) Score Report 
・TOEFL Institutional Score Report 

TOEIC Listening & Reading Testの公式認定証(Official Score Certificate)または
Official Score Report あるいは TOEFL 受験者用スコア票(米国 ETSから受験者本
人宛に郵送される受験者用控えの Examinee (Test Taker) Score Report)において、
疑義が生じた場合は、発行元に確認します。 
 
註：ただし知能機能システム学位プログラムについては、オンライン入試実施のた
め、「原本の事前提出」を求めます。出願後、プログラムから届くガイドラインに
従って、原本を提出してください。 

  



 
８．選抜方法等 
 

(４) 知能機能システム学位プログラム  後期  
10 月期（一般入学試験）、2月期（一般入学試験） 

10月期 ― 10月 19日（月） 

2 月期 ※ ― 2 月 1日（月） 

科目（配点） 外国語（100 点） 口述試験（200 点） 

学位プログ
ラム 

時間 ― 10：00～17：00 

知能機能システム 

英語 
TOEIC Listening & Reading Testの公式認定証(Official 
Score Certificate)またはOfficial Score Report あるいは
TOEFL 受験者用スコア票(米国 ETS から受験者本人宛
に郵送される受験者用控えの Examinee (Test Taker) 
Score Report)の点数を評価 

（注 3～4）参照 

個別面接 
（これまでの研究内容及び今後の研究計画のプレゼンテーシ
ョンの後、関連事項について試問する。） 

※ 2月期は、Zoomを用いて口述試験をオンラインで実施しま
す。 

 
 
 
 



 
 

10 月期（社会人特別選抜）、2月期（社会人特別選抜） 

10月期 10月 19日（月） 

2 月期 ※ 2 月 1日（月） 

科目（配点） 口述試験（200 点） 

学位プログ
ラム 

時間 10：00～17：00 

知能機能システム 

個別面接 
（これまでの研究内容及び今後の研究計画のプレゼンテーションの後、関連事項について試問する。） 

※ 2月期は、Zoom を用いて口述試験をオンラインで実施します。 

 
 




