
Application Documents 
① Web Entry 
1. Applicant’s information  
2. Employment records (if applicable) 
3. Research activity (if applicable) 
4. Research plan 

 
② Required Documents 
(Original or certified copy of documents must be submitted by 
registered mail) 
5. (Expected) Graduation certificate *1 
6. Degree certificate *1 
7. Academic transcript *1 
8. TOEIC / TOEFL / IELTS Official score record (if applicable) *2 
9. Motivation Letter 
10. Proof of payment of examination fee 
11. Letter of approval for entrance exam (if applicable) 
 

*1 Applicants with master’s degree also need to submit their 
bachelor’s degree certificate. 

*2 TOEIC/TOEFL /IELTS tests must be taken in or after January 
2021. 

 
Schedule (JST) 

Admission Guidelines 
publish April 27, 2022  

Deadline to apply for 
eligibility screening November 25, 2022 

Web entry December 1 – 16, 2022,15:00  

Deadline for document 
submission  December 16, 2022, 17:00 

Information & Instruction 
for Examinees January 10, 2023 on website 

Oral examination 
(Zoom interview) January 26 – 27, 2023 

Announcement of final 
results February 15, 2023 

 

Contact 
Tsukuba International Academy for Sport Studies (TIAS) Admissions 
Office 
Academic Service Office for the Art and Sport Science Area 
University of Tsukuba 
〒305-8574 
1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki  
Email: tias-admin@un.tsukuba.ac.jp 
Web: http://tias.tsukuba.ac.jp/tias2/ 
Hours: Monday – Friday, 9:00-17:00 (JST) 
* Office is closed on Sat, Sun, and public holidays 
 

 

Number of Students to be Admitted 
8 (eight) students (English-based master’s program) 
 
Enrolment 
1 October 2023 
Program Term: Oct. 2023 – Sep. 2025 (24 months) 
 
Expenses  
Examination Fees:  

30,000 JPY: all applicants 
 
Admission Fee: 282,000 JPY (non-refundable) 
Tuition: Yearly Amount: 535,800 JPY 

(Oct. – Mar.: 267,900 JPY, Apr. – Sep.: 267,900 JPY) 
(Note) 

1. Fees are subject to change upon and after enrolment. 
2. Government-sponsored foreign students are exempt 

from the examination fees, admission fee and tuition.  
 
Eligibility for Application 
Applicants must meet one of the following criteria: 
 
1. Individuals who have graduated or who will graduate 

from a Japanese four-year university by September 
2023 

2. Individuals who have earned or will earn a bachelor’s 
degree in Japan by September 2023 

3. Individuals who have graduated from a university 
outside Japan that implements 16 or more years of a 
school curriculum up to university graduation, and 
earned a bachelor’s degree 

4. Individuals who are expecting to graduate from a 
university described above, and earn a bachelor’s 
degree by September 2023 

5. Others 
 
【Important Notice】 
Applicants who do not meet any of the criteria 1-4 will need to 
contact TIAS Admission Office by November 25, 2022 by 
email (tias-admin@un.tsukuba.ac.jp). Necessary documents 
will be sent to applicants who are required to undergo 
eligibility screening. 
 
*University of Tsukuba conducts eligibility screening to assess 
whether applicants have academic ability equivalent or 
superior to that of a graduate from a Japanese four-year 
university. 
 
Other 
 Please consult the TIAS Admissions Office by email for 

inquiries regarding eligibility. 
 

 
Admission Guidelines (simplified ver.) for the 
2023 Master’s Program in Sport and Olympic Studies 
Degree Programs in Comprehensive Human Sciences 
Graduate School of Comprehensive Human Sciences 
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2023 年度 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群  

スポーツ・オリンピック学学位プログラム 募集要項（簡易版） 
 

募集人員 

8 名 （英語プログラムによる） 

 

入学時期 

2023 年 10 月 1 日 

修業年限： 24 ケ月 

 

必要経費 

検定料： 30,000 円 ：全出願者 

入学料： 282,000 円 

（入学手続きの際納付した入学料は、返還しません。）  

授業料：授業料 年額 535,800 円 

(毎年 10 月～3 月、4 月～9 月の半期ごとに 267,900 円を支払) 

（注）  

1. 入学時及び在学中に、学生納付金の改定が行われた場合は、改

定時から新たな納付金額が適用されます。 

2. 検定料、入学料、授業料については、国費外国人留学生は不要

です。 

 

出願資格 

次のいずれかに該当する者 

1. 大学（4 年制）を卒業した者及び 2023 年 9 月に卒業見込みの者 

2. 学士の学位を取得した者及び 2023 年 9 月までに取得見込みの

者 

3. 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者及び

2023 年 9 月までに修了見込みの者 

4. 文部科学大臣の指定した者 

5. その他 

 

出願資格 1～4 に該当しない者は 2022 年 11 月 25 日までに TIAS 事務

室へ E メール(tias-admin@un.tsukuba.ac.jp)にて申し出てください。出願

資格審査に必要な所定様式を送付します。 

※出願資格審査とは、本学大学院が大学を卒業した者と同等以上の

学力があるか否かを出願前に審査すること。 

 

その他 

 出願資格について不明な点がありましたら、TIAS 事務室へ E メ

ールにてお問合せください。 

 公式版募集要項については、英語の学位プログラムのため、英

語のみ公開しております。 

 

 

 

 

 

出願書類等 

①  Web 入 力 

1. 志願者の情報 

2. 職歴（該当者のみ） 

3. 研究歴（該当者のみ） 

4. 研究計画書  

② 出願に必要な書類 

(原本あるいは公証人等により原本証明された写しを郵送により提出) 

5. 卒業(見込み)証明書＊1 

6. 学位取得証明書＊1 

7. 成績証明書＊1 

8. TOEIC/TOEFL/IELTS のスコア（該当者のみ）*2 

9. 志望理由書 

10. 検定料払込証明書 

11. 受験承認書（該当者のみ） 

〈注〉 

*1 修士以上の学位を持っている者も、学士の学位を取得した証明が

必要。 

*2 2021 年 1 月以降に受験したスコアを提出してください。 

 
選考日程（日本標準時） 

募集要項公開 2022 年 4 月 27 日 

出願資格審査申し出締切 2022 年 11 月 25 日 

Web 出願 2022 年 12 月 1 日  ～ 

2022 年 12 月 16 日 15:00 

必要な証明書等の提出締切 2022 年 12 月 16 日 17:00 必着 

受験者心得の掲載 2023 年  1 月 10 日 Web 

口述試験 

（Zoom による英語での実施） 

2023 年  1 月 26 日  ～ 

2023 年  1 月 27 日 

合格発表 2023 年  2 月  15 日  

 

連絡先 

〒305-8574 茨城県つくば市天王台 1 丁目 1 番地の 1 

筑波大学体育芸術エリア支援室 TIAS 事務室 

Email : tias-admin@un.tsukuba.ac.jp 

Web: http://tias.tsukuba.ac.jp/tias2/ 

月〜金 9:00-17:00 (日本標準時)  

＊ 土・日、国民の祝日、振替休日は休み 

 

 


