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筑 波 大 学 大 学 院 

ヒ ュ ー マ ニ ク ス 学 位 プ ロ グ ラ ム  

入 学 試 験 受 験 者 心 得  
 
 
 
 
1.受験上の注意事項 

（１）試験期間中は、必ず受験票を所持してください。 

（２）携帯電話、ＰＨＳ等は、控室に入る前にアラームの設定を解除し、電源を必ず切ってください。 

（３）腕時計の持ち込みは可能ですが、携帯電話、ＰＨＳ等は時計として使用できません。 

（４）集合時間の３０分以内の遅刻に限り、受験を認めます。なお、交通機関の事故その他やむを得ない事情で遅刻した者は、

当該試験場本部に申し出て指示を受けてください。 

（５）受験票を忘失した場合は、当該試験場本部に申し出てください。 

（６）日程に従って指定された各試験等をすべて受験してください。指定された各試験等を１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。 

（７）試験は、筆記用具（鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム）及び学位プログラムで指示された用具以外の使用を認め

ません。また、筆記用具等の貸出はしません。 

（８）不正行為または試験妨害行為があったときは、直ちに退室を命じ、その後の受験を認めません。また、既に受験した科目

の成績は無効となります。 

（９）問題用紙及び下書き用紙の回収については、監督員の指示に従ってください。 

（１０）その他、監督員から指示があった場合にはこれに従ってください。 

 

２．一般的留意事項 

（１）受験に関する掲示に注意してください。 

（２）受験のための宿泊施設の斡旋は行いません。 

   

 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。 

 

３. 口述試験について 

（1）口述試験Ⅰでは、専門分野の理解力、異分野への適応力、言語能力を問う英文問題が出題されます。英文問題を読む時間

が４０分与えられた後、２０分間の質疑応答をおこないます。質疑応答は日本語もしくは英語でおこないます。 

（2）口述試験Ⅱでは、研究計画書類を元にした入学後の研究計画とキャリアプランを１０分程度で説明して頂き、その後１０

分程度の質疑応答をおこないます。説明及び質疑応答は日本語もしくは英語でおこないます。 

（3）口述試験Ⅱで使用するパソコンを各自持参し試験時間までは電源を切ってください。 

※口述試験Ⅱのプレゼンテーションで使用する研究計画とキャリアプランについてのデータをあらかじめ作成・保存し、 

1 部は A4 で印刷しておくこと。プロジェクターの入力・出力は VGA 型のみとなりますので必要であれば各自アダプターを

持参してください。 

 

４．合格者発表 

ホームページにて発表するとともに、合格者には、合格通知書を発送します。 

 

５．試験場本部等連絡先(試験日当日のみ有効な電話番号) 

（１）グローバル教育院  TEL. ０２９－８５３－７０８５ 

（２）試 験 場 本 部 TEL. ０２９－８５３－５６００→アナウンスの後に９１６２０を押す 

 

 

試験当日は各試験場に掲示される案内を必ず確認の上、8時 30分に所定の控室に入室してください。 

※試験当日まで、試験を行う部屋は立ち入り禁止となりますので、試験室等の下見はできません。 
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University of Tsukuba 

Ph.D. Program in Humanics 

General Instruction on Entrance Examination 
All applicants should check the notice board and should be present at the waiting room by 8:30 on each examination date. 
They are not allowed to enter the examination room before the examination. 

1. On the examination 
(1) Make sure you keep your Reference Card with you throughout the examinations. 
(2) Turn off any alarms on your mobile phone, smartphone, etc., switch it off before entering the room. 
(3) Bring your own watch or clock. Use of a mobile phone, smartphone, etc. as a clock 

is not permitted.  
(4) Examinees who arrive late will be permitted to take the examination only when the applicants arrive by 

9:00am. If such lateness was caused by an unavoidable reason such as a transportation accident, report to the 
examination office and ask for instruction. 

(5) If you have lost your Reference Card, report to the examination office. 
(6) Make sure you follow the schedule and take all the specified examinations. If an examinee fail to take any of 

the specified examinations, such examinee will be regarded as absent and therefore ineligible for selection. 
(7) Examinees are not permitted to use tools other than writing tools (pencils or mechanical pencils and erasers) and 

those instructed by the corresponding Graduate School. Writing tools will not be loaned to examinees. 
(8) If an examinee commits a dishonest or obstructive act, an immediate exit from the room will be ordered and further 

taking of examination will not be permitted. In addition, the results of examinations of the examinee having taken 
before the act would be invalidated. 

(9) When collecting answer sheets, question sheets, and scribbling sheets, follow instructions given by the supervisor.   
(10) Follow any other instructions given by the supervisor. 
 

2. Remarks 
(1) Pay attention to notices relevant to entrance examinations. 
(2) University will offer no information of accommodations to applicants. 

 
Around the examination site or TX Tsukuba station, someone might offer you, with payment, the result-notice-telegram etc. University 

of Tsukuba never commits such offers. Some might be disguised as a university member, yet they are totally irrelevant to the university.  

Notice that University of Tsukuba is never responsible for the response to such offers.  

 

3. (1) Oral Examination 1 concerns comprehension in area of proposed specialization, ability to adapt to different fields of 
study and linguistic proficiency. 
40 minutes are given to read English articles then 20 minutes are given for individual interview in English or Japanese.  

    (2) Oral Examination 2 concerns research project proposal upon admission, your career plan and individual interview 
in English or Japanese after your research project proposal is presented. 
10 minutes are given to explain the research project proposal and career plan then 10 minutes are given for the 

individual interview. 
   (3) Bring your own Computer to present your research project proposal and career plan for 10mins. 

※Make sure to have your presentation data ready in your computer and print them out in A4 paper in case of any 
troubles. The input/output of the projector is VGA only so bring the proper adapter if needed. 

 
4. Announcement of successful applicants 

Successful applicants will be announced on the program website and also we will send the official documents by 
registered post on the same day. 
 

5. Contact Information (available only on the examination day) 
SIGMA office Tel: 029-853-7085 / The examination office Tel: 029-853-5600 then press 91620 after the beep.. 


