
筑波大学

ライティング支援ポータル
○ レポート作成で困っていませんか？

筑波大学では、レポートの書き方などのいわゆる「アカデミックライティング」や、留学関係
書類の作成、外部資金の応募書類などについて、皆さんをサポートするサービスが用意
されています。ぜひこれらのサービスを有効に活用して、実り多い大学生活を送りましょう！

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/wsp/index.html

筑波大学ライティングティング支援ポータル連絡会 2021/07/26

学生サポートデスク / ライティング支援セミナー（附属図書館）

ライティング・ヘルプデスク（学生交流課）

Ask Us Desk（学生交流課）

春日ラーニングコモンズ（情報学群 知識情報・図書館学類）

 学生サポートデスク: 大学院生による、ライティング相談を含む学習支援全般
場所：中央図書館 本館2階 ラーニング・スクエア
時間はWebで確認！

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/support/la
*主に日本語で日本語文書に対応（英語対応・英語文書可）
 ライティング支援セミナー: 教員によるレポート作成などを念頭に置いたセミナー
場所・時間はWebで確認！

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/support/writing-seminar

留学に必要な出願書類や留学のための奨学金に応募する際に必要な書類作成の
サポート（留学情報の提供を含む。）
現在オンラインにて開催

＊主に日本語にて英語の文書に対応。志望動機書、研究計画書、履歴書、
英文メールなど、留学のための英文書類に対応

留学生の日常生活、大学生活等における相談一般と、それらに関する書類作成の
サポート
場所：１A棟1階 101
時間：平日10:10-16:30
*日本語・英語、各種書類・申請書等に対応

知識情報・図書館学類の授業等に関する相談
1. 授業選択の相談
2. 授業内容に関する相談サポート
3. レポート作成のアドバイス、その他
場所：図書館情報学図書館
時間はWebで確認！

http://klis.tsukuba.ac.jp/lc/

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/support/la
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/support/writing-seminar
http://klis.tsukuba.ac.jp/lc/


University of Tsukuba

Writing Support Portal
○ Are you having trouble with your writing?
The University of Tsukuba provides services to support your academic writing skills. 
These include teaching how to write assignments, preparing documents for study 
abroad programs, and helping you to complete applications for funding opportunities.
Please make use of these services to help you. 

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/wsp/index.html

University of Tsukuba Writing Support Portal Members 2021/07/26

Student Support Desk / Writing Support Seminar (Library)

Writing Help Desk (Division of Student Exchange)

Ask Us Desk (Division of Student Exchange）

Kasuga Learning Commons 
(College of Knowledge and Library Sciences, School of Informatics)

 Student Support Desk : general learning and writing support provided by 
graduate students

Place : the Learning Square of Central Library (2nd Floor)
Time : Please check the website!

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/en/support/la
*Mainly dealing with Japanese documents in Japanese.  
(English support also provided)

 Writing Support Seminar :  assignment writing seminars provided by professors
Place & Time : Please check the website.

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/support/writing-seminar

Support for writing applications and documents required to apply for 
scholarships to study abroad (including advice about studying abroad)

Currently held virtually!
＊Dealing with English documents for studying abroad in Japanese: 
motivation statements, research plans, CVs, etc.

For International Students：General consultations and supporting 
documentations about daily life and campus life.

Place : Building 1A 1st floor 101
Time : Weekdays 10:10-16:30
*Japanese / English, various documents and applications

For students at the College of Knowledge and Library Sciences : 
1. Consultation for selecting courses
2. Support for contents of courses
3. Advice for writing ・・・and other services
Place : Library on Library and Information Science
Time : Please check the website！

http://klis.tsukuba.ac.jp/lc/

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/en/support/la
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ja/support/writing-seminar
http://klis.tsukuba.ac.jp/lc/
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