ヒューマニクス学位プログラム(HX)

募集要項参照 https://www.phd-humanics.tsukuba.ac.jp/admission/

選考方法

学力検査（口述試験I、
口述試験II）
の結果を総合的に判定して合格者を決定
カリキュラムの一環として、海外の様々な国で学修することが可能
例：国際ラボローテーション、
インターンシップ、適正技術教育
学生派遣大学例: カリフォルニア大学アーバイン校、
ボルドー大学、国立台湾
大学、
エジンバラ大学

募集人数

8名

http://hbp.tsukuba.ac.jp/examination/

選考日程

募集要項参照

選考方法

学力検査（筆記試験、
口述試験、
グループセッションテスト）
の
結果を総合的に判定して合格者を決定

派遣先
（協定校）

問い合わせ先

http://hbp.tsukuba.ac.jp/examination/

カリキュラムの一環として、海外の様々な国で学修することが可能
例：国際研究室ローテーション、国際研究室ローテーション上級コ
ース、海外企業におけるインターンシップ、海外企業におけるインタ
ーンシップ上級コース、適正技術教育
学生派遣大学例：エジンバラ大学、
ウプサラ大学、
カリフォルニア大
学アーバイン校、国立台湾大学、
ベトナム国家大学ホーチミン市校

若干名

選考日程

①博士前期課程の場合、1年次の4月末までに支援室教務担当に申請
書を提出、合格すれば1年次９月からグルノーブル大学入学
②博士後期課程の場合、
グルノーブル大学への入学はほぼ随時

選考方法
派遣先
（協定校）
問い合わせ先

①②とも書類選考
●フランス
グルノーブルアルプ大学
数理エリア・コモンズ
Email：suri-areacommons{#}un.tsukuba.ac.jp

本コースのダブル・ディグリープログラムは、筑波大学の国際交流協定校
であるボルドー大学・国立台湾大学・ユタ州立大学と共同で実施する教
育プログラムであり、現在人類がグローバル規模で直面する食料の安定
供給や生物資源の開発、保全、持続的利用などのフードセキュリティーに
関する様々な問題の解決に貢献するための国際的人材の育成を目指し
ています。具体的には、国内外の博士課程に進学して農学・生物資源科
学分野における国際レベルの研究を行うための高度な専門知識を身に
つけた研究開発型人材、及び公的機関や民間企業に就職して上記の問
題解決に貢献するための国際的コミュニケーションスキルと幅広い専門
知識を有する実務推進型人材の育成を目的としています。
本コースで学ぶ学生は、修士課程の内１年間を協定校で過ごし、講義を
受けて単位を取得するだけでなく修士論文研究にも取り組みます。本学
と協定校の双方で修士論文審査を受け、合格した場合は双方の大学か
ら修士の学位を授与されます。

出願資格

生命環境科学研究科博士前期課程生物資源科学専攻正規生（提携校
により条件が付く場合があります。詳しくは上記のウェブサイトを参照し
てください）

募集人数

若干名（各大学5名以内）

選考日程

●募集開始 ４月上旬 ●募集締切、書面選考 ４月中旬
●面接選考 ４月下旬 ●結果通知 ５月上旬
出発時期は協定校により異なる。

選考方法

生物資源科学専攻1年次生を対象として募集。書面（コース参加申込
書、TOEIC等の英語スコア）
による一次審査、面接（テレビ会議システム
を利用した口述試験）
による二次審査の二段階選抜により選考を実施。

派遣先
（協定校）
問い合わせ先

海外安全危機管理

Email：gip̲info{#}un.tsukuba.ac.jp
Tel：029-853-3228

https://www.bres.tsukuba.ac.jp/master/gfsc/

奨学金

問い合わせ先

グローバルフードセキュリティーコース
(ボルドー大学・国立台湾大学・ユタ州立大学との
ダブル・ディグリープログラム)

体験談

●台湾（国立台湾大学） ●フランス
（ボルドー大学）

募集人数

相手大学によるテレビ会議を利用した口述試験に合格すること。

教育学学位プログラム
（博士前期課程）教育基礎科学サブプログラム
担当特任助教 Tel：029-853-6745

４．修士課程の場合は、両大学で特徴のある教育プログラムを履修（科目
履修、研究履修）
するようプログラムされていますが、科目の単位互換
により過度な負荷はかからないよう工夫されています。学位審査は両
大学の共通審査会で行われ、合格すれば2つの大学の学位が取得でき
ます。
出願資格

2020年10月頃に募集・選抜予定

問い合わせ先

３．博士課程の場合は両大学に指導教員が設定され、2つの大学で研究指
導が受けられる最大のメリットが活かされるよう関係者と話し合いな
がら研究が進められます。学位審査は両大学共通の審査会で行われ、
合格すれば2つの大学の学位が取得できます。

①数理物質科学研究群電子・物理工学または物性・分子工学サブプロ
グラムの博士前期課程に所属する学生
②数理物質科学研究群博士後期課程に所属する学生(全プログラム・
サブプログラムで実施)

若干名

選考日程

派遣先
（協定校）

１．数学、物理学、化学、物理工学、物質工学等の分野において、新しいパ
ラダイム創出、世界的共通課題が解決できる国際人養成を目指してい
ます。
２．筑波及びグルノーブルでは共に公共研究機関、企業の研究所が集結し
ており、
これらの研究機関と密接な連携があるためマルチで深い専門
指導が受けられます。

募集人数

留学に向けて

派遣先
（協定校）

選抜方法と配点：書類審査（100 点）
口述試験（200 点）

国際連携持続環境科学専攻事務室
Tel：029-853-7488 E-mail：jmses{#}outlook.jp

人間総合科学研究群教育学学位プログラム
（博士前期課程）
教育基礎科学サブプログラムに所属する大学院生

●中国
東北師範大学
・思想政治教育研究センター【学位：修士（法学）】
・文学院【学位：修士（文学）】
・教育学部【学位：修士（教育学）】

選考方法

選考方法

●マレーシア
（マレーシア日本国際工科院・マレーシア工科大学）

出願資格

選考方法

特色

【第一次募集】
●出願期間 2019年7月1日
（月）〜31日
（水） ●選抜試験 2019年8月20日
（火） ●合格発表 2019年9月10日
（火） ●入学 2020年9月1日
（火）
●出願期間 2019年11月18日
（月）〜2020年1月10日
（金） ●選抜試験 2020年1月21日
（火） ●合格発表 2020年2月17日
（月）
選考日程 【第二次募集】
●入学 2020年9月1日
（火）

書類審査及び口述試験に基づき、総合的に評価して選考する。
出願書類
の作成、
口述試験はいずれも英語により行う。

フランスのグルノーブルアルプ大学との協定締結により博士あるいは修士
学位を両大学から取得するダブル・ディグリープログラムです。

選考方法

選考方法

募集人数 【第一次募集】3名 【第二次募集】若干名

●願書受付 2020年7月頃／2020年12月頃（予定）
●口述試験 2020年8月頃／2021年1月頃（予定）
●合格発表 2020年9月頃／2021年2月頃（予定）

http://www.ap-graduate.tsukuba.ac.jp/course/pas/latter/double/

特色

特色

・短期大学または高等学校を卒業した者 ・専門学校または各種学校を卒業した者
・16年に満たない学校教育制度の外国の大学を卒業した者 ・その他（上記以外で出願資格審査を要する者）

選考日程

https://www.ses-tsukuba.jp/admission

数理物質科学研究群とグルノーブルアルプ大学に
おけるダブル・ディグリープログラム

学校教育法の規定により、大学院に出願できる者は、次のいずれかに該当する必要があります。
A 出願資格審査を要しない者

B 出願資格審査を要する者

３名（筑波大学教員を主指導教員とする入学者）
定員６名（筑波大学及びマレーシア工科大学にて、各３名としている）

問い合わせ先

http://www.gip.tsukuba.ac.jp/index.html

出願資格

募集人数

派遣先
（協定校）

グローバルイノベーション学位プログラム（国際連携食料健康科学専攻 GIP-TRIAD）

・日本国内の大学（4年制）
を卒業した者または2020年8月までに卒業見込みの者
・外国において学校教育における16年の課程を卒業し、学士の学位を取得した者または2020年8月までに卒業見込み・学位取得見込みの者
・その他（上記以外で出願資格審査が不要な者）

募集要項参照

選考方法

ヒューマンバイオロジー学位プログラム事務室
Tel：029-853-7085 E-mail：sigma{#}un.tsukuba.ac.jp

GIP-TRIADでは、食料と健康という地球規模課題について、研究開発と社会ニーズを橋渡しすることのできる高度職業人の育成を目指しています。
そのため
に、
それぞれの国で、講義のみならず、実践型科目の履修を繰り返すことで、農医科学的リテラシー、国際的なコーディネーション力、
そして、
アイデアを具体化
し、実行する実践力を身に着けていきます。
まずは、
１年次秋学期に入学する学生は、
いずれも筑波大学に集まり、
同じ宿舎で生活を共にしながら、本プログラ
ムの理念及び学修プロセスを理解します。学生達はグローバルな農医科学的な知識を学修し、
ラボインターンシップを通じて、食料と健康に関する研究方法
論を学びます。
また、
アントレプレナーシップを履修して起業家精神を涵養することになります。
つぎに、
１年次春学期になると、学生達は一緒に国立台湾大学
に移動します。
そこでは、
グローバルな視野と経験、食料と健康に関する方法論を習得するために、
「フィールドと実験室活動の融合」
というGIP-TRIAD独自
の科目を履修します。
また、
アジアの企業事情を理解する目的で、企業インターンシップを実施します。
さらに、
２年次秋学期には、学生達は一緒にボルドー大
学に移動することになります。
フランス特有のフィールドを利用して、
さらに食料と健康に関する方法論を習得することになります。同時に、欧州の企業事情を
理解する目的で、企業インターンシップも実施します。2年次春学期になると、筑波大学の学生であれば、
日本や台湾での企業インターンシップも可能です。
も
し、
フランスでの就職を希望する場合は、
そのまま現地での企業インターンシップを継続することになるでしょう。GIP-TRIADの学生達が、
２年間の日本、
アジ
ア、
ヨーロッパでの生活・学修を介して、農学と医科学の知識・技術を理解し、未病社会の実現をマネージメントできる人材に成長することを期待しています。

出願資格

教育プログラム参加型海外留学

選考日程

飛び立て留学生JAPAN（学生個人で応募）
や日本学生支援機構（JASSO）
の協
定派遣・受入プログラム
（機関として応募）
に採択実績があります。

短期海外研修

若干名

募集要項参照

協定︵学生交流︶一覧

募集人数

６．給付奨学金に採択実績有

Campus-in-Campus

募集要項参照 https://www.phd-humanics.tsukuba.ac.jp/admission/

選考方法

選考方法

出願資格

出願資格

東北師範大学では、法学・文学・教育学のいずれかを専門とする現地指導教員の
下で高度な課題研究レポート作成に取り組み、法学、文学、
または教育学に関す
る高度の専門性を習得するとともに、語学力と国際的なコミュニケーションスキル
を磨き、国際的な研究環境において研究者・高度専門職業人として活躍できる資
質・能力を養います。

選考方法

5．学びの環境を支える豊富な経済支援制度

本プログラムの履修生は、人間総合科学研究群教育学学位プログラム
（博士前期
課程）教育基礎科学サブプログラムに合格後、2年次に1年間、
中国東北師範大学
で学修します。授業料・検定料は、本学への納付のみで東北師範大学への納付は
不要です。

3．
中国・東北師範大学における現地学修

２大学合同による修士論文研究の最終審査に合格した学生に対し、
１枚の学位
記に２学長が連名して
「修士（持続環境科学）」
の学位を授与します。

選考方法

給付型支援あり：7万円/月を支援。授業料免除あり：全額を免除。
海外渡航支援あり
（インターンシップ、国際ラボローテーション等の国内・海
外教育研究活動にかかる旅費を原則上限20万円まで支援）。
(※支援額については2019年度の実績)

特色

4．世界を舞台に自発的に学ぶ地球航海型学修

6．豊富な経済支援制度

主指導教員
（ホーム大学１名）及び副指導教員
（両大学各１名以上）
のもとで特色
ある研究に取り組むことができます。

５．
２大学の共同学位「修士（持続環境科学）」
を授与

学内の各研究科及び民間企業、独法研究所など、産・官・学分野の枠を超え
て多数の教員が結集し、各分野の最先端の知識と技術を提供します。

学内の各研究科及び民間企業、独法研究所など、産・官・学分野の枠を超えて多数の教員が結集し、
各分野の最先端の知識と技術を提供します。

2．正規課程に1年の留学を組み込む教育プログラム

3．
日本・マレーシアの連携による共同指導体制

２国間を行き来する学修により、英語コミュニケーション能力、異文化交渉力、人
的ネットワーク、
リーダーシップ、研究力を養うことができます。

5．国際的な産・官・学の連携による充実した複数指導体制

4. 国際的な産・官・学の連携による充実した複数指導体制

本プログラムの履修生は、3年間かけて履修を行い、筑波大学より修士（教育学）、
東北師範大学より修士（文学）
・修士（法学）
・修士（教育学）
のいずれか1つ、合計
2つの学位を取得することができます。

4．国際的な実務能力・研究能力の養成

生命科学、医学、計算科学、物質科学を横断した複合的方法論を駆使して、
ヒトの生命の維持、適応、継承のメカニズムを理解し、
これらに関する研究
力、専門力を獲得した上で、
ヒトが人らしく生きる社会の創造を先導できる国
際的トップリーダーを養成します。

世界のフィールドを利用した武者修行学修では、自らの力で船出し
（企画
力）、羅針盤を駆使し
（目利き力）、荒波を乗り越えて
（突破力）
目的地に達する
（完結力）
ことを可能にする能動的学修方法を採用します。

１名の学生に対し生命医科学分野の教員と、理・工・情報学分野の教員が、実際に共同研究をする中
で学生に研究指導を行う
「完全ダブルメンター制」
を、一方で、両分野を学んだ学生がそれぞれのメン
ター教員に対し異分野の内容や共同研究の可能性を逆の立場で教示する
「リバースメンター制」
を導
入。両分野の高度な専門力を養います。
これにより、
２つの分野の専門知識及び言語を習得でき、両者
を深く理解することで新たなパラダイムを着想し、
それを実現するための両者を融合できる専門力を
備えた、卓越した
「ヒューマニクス」人材となります。

QE合格前はRAとして約12万円/月、QE合格後は約16万円/月の支給。
また授業料の免除制度(QE
合格前は半額免除、QE合格後は全額免除)あり。学修に打ち込める環境です。
インターンシップ、国際ラボローテーション等の国内・海外教育研究活動にかかる旅費を原則上限30
万円まで支援。学びの意欲を応援します。(※支援額については2019年度の実績)

特色

特色

3．完全ダブルメンター制・リバースメンター制による、生命医科学と理・工・情
報学の共同体制

3．学際融合による複合新分野の創出

特色

本プログラムでは、生命の恒常性の原理、個としての
「ヒト」
の生理と病理を明らかにし、社会の中で
「人」
として健康で快適な生活が実現できる新たな科学・技術を生み出す学問領域を
「ヒューマニク
ス」
と定義し、
これを修得した
「ヒューマニクス」人材を育成します。
「ヒューマニクス」人材は、生命医科
学分野と、理・工・情報学分野の２つの研究領域において博士レベルの知識・技能を持ち、
これらを有
機的に結びつける力であるバイディシプリンの専門力と、
これを基盤とした予測困難な未来に通用す
る柔軟で複眼的な発想力を有します。

1．両大学で異なる２つの修士学位を取得

複雑化する地球規模課題（特に熱帯アジア）
の解決に持続性科学・環境科学から
貢献する高度実務専門家を育成することを目的としています。

2．
ヒューマンバイオロジー：
「ヒト」
に関する生物学

2．新しい学問領域としての
「ヒューマニクス」

http://www.human.tsukuba.ac.jp/education/2016/11/1667/

2．熱帯アジアの諸問題の解決に貢献する高度専門人材を育成

文部科学省リーディング大学院プログラム
（平成23年度採択）

ヒトを宇宙や地球の一つの生命体として捉え、地球環境と生物進化の時間軸
でヒトのからだの仕組みとホメオスタシスを理解する
「ヒト」
に関する生物学

筑波大学・東北師範大学
教育学（修士）ダブル・ディグリープログラム

筑波大学（日本）、
マレーシア日本国際工科院-マレーシア工科大学（マレーシア）
による２大学ジョイント・ディグリープログラム
（博士前期課程）
です。

1．
５年一貫制博士課程大学院コース

医歯薬など６年制学部出身者・修士課程修了者・実務経験のある社会人等の場合、学修・経験内容に
応じて修学年数を短縮できる場合があります。

ヒューマニクス学位プログラム事務室
Tel：029-853-7085 E-mail：humanics{#}un.tsukuba.ac.jp

1．環境分野における国内初のジョイント・ディグリープログラム

http://hbp.tsukuba.ac.jp/

1．文部科学省卓越大学院プログラム
（平成30年度採択）
のもと新設された５
年一貫制博士課程コース

問い合わせ先

https://www.ses-tsukuba.jp/

ヒューマンバイオロジー学位プログラム（HBP）

https://www.phd-humanics.tsukuba.ac.jp/

派遣先
（協定校）

生命環境科学研究科国際連携持続環境科学専攻（JMSES）

協定校への交換留学の流れ

教育プログラム参加型海外留学 （2020年度実施予定）

●フランス
（ボルドー大学） ●台湾（国立台湾大学）
●アメリカ
（ユタ州立大学）
生命環境エリア支援室農学系事務室

Tel：029-853-7228

※メールアドレスの{#}は@に差し替えて送信してください。
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