
受験番号（Examinee's No.)

＊

姓（Family) 名（First) (Middle)

氏名（Full Name） （ ）

生年月日 19 年 月 日生 （ 歳）

（Date of Birth) (Y) (M) （D) (Age)
本籍地

（Nationality)
現住所

(Present Address） Email:
Tel: （ ） －

（ ） －
緊急連絡先

Email:
（ ） －

最終出身大学院

大学院 研究科 専攻
(Name of University) (Name of Graduate School)

(Expected) Completion Date
現在の身分 2020年3月大学院修了見込み以外の場合に記入してください。
（Present Position)

留学生区分（留学生のみ記載） 中国の大学卒業者のみ　(For graduates of Chinese universities only)

注　意：本学修了（修了見込）の方，本学研究生の方は，以下に学生番号を記入してください。
Note: Graduates of (or those expecting to graduate from) this university and research students should write their student number in the space below.

（学生番号 ）

(The person who can
contact you.)

一般入試 ・ 社会人入試

(Graduate School of Humanities）

2020年度 4月入学

どちらかに○を付けてください。

(General Student / Adult Student)

写真貼付欄
（Attach your portrait photo

here.）

（4cm×3cm)
写真は，上半身脱帽正面写
し，最近3ヶ月以内に撮影し

たもの
The photo should be of your
upper body and head, directly

facing the camera and with your
head uncovered. It should have
been taken within the previous

three months.

CDGDC認証の「验证编码」

(circle one)

名古屋大学大学院人文学研究科

博士後期課程　入学志願票

（Doctoral Program Application Form for the Academic Year 2020)

（Last Graduate
School Attended)）

性別
（Sex)

(International Student Category)

（Fill in the space if you are not expecting to finish graduate school in March 2020.)

ひらがな（Hiragana）

国費　　・　　私費
(MEXT)　・　(Others)

男(M)
・

女(F)

志望専攻
（Proposed Department of Study)

人文学専攻
(Department of Humanities)

志望分野・専門
(Proposed Field of Study)

都　・　道　・　府　・　県

（漢字の場合は，ローマ字／
ピンインを必ず記入）

(修了・修了見込)

Tel（Mobile）:

Tel（Mobile）:

□□□－□□□□

【注】 ＊印欄は記入しないでください。

Note: Do not fill in the space marked with *.



受験番号
（Examinee's No.)

履歴書
（Curriculum Vitae/Resume)

ひらがな（Hiragana）
姓（Family) 名（First) (Middle)

（ ）

区分 学校名
（Name of School)
Entrance

Graduation

中学 Entrance

Graduation

高校 Entrance

Graduation

大学 Entrance

Graduation

大学院 Entrance

（Graduate Level) Completion

研究生等

その他

（Others)

正規の修学年数の合計

（Total Formally Required Years of Study）

勤務先 勤務期間 役職名 職務内容
（Name of Company) （Period of Employment) （Position) （Type of Work)

【注1】　＊印欄は記入しないでください。

Note 1: Do not fill in the space marked with *.

【注2】　記入欄が足りない場合は，別紙（A4判横書）に記入し本紙とともに提出してください。

Note 2: If there is insufficient space on the form, please use a separate sheet of A4 size paper and submit it together with this application form.

修了(見込)
To: 年（Y)　　　月(M)

From:　　　　年(Y)　　　月(M)

年

入学及び卒業年月

（Year & Month of Entrance &
Completion)

小学校入学
From:　　　　年(Y)　　　月(M)

小学校卒業
To: 年（Y)　　　月(M)

中学校入学
From:　　　　年(Y)　　　月(M)

中学校卒業
To: 年（Y)　　　月(M)

From:　　　　年(Y)　　　月(M)
To: 年（Y)　　　月(M)

From:　　　　年(Y)　　　月(M)
To: 年（Y)　　　月(M)

From:　　　　年(Y)　　　月(M)
To: 年（Y)　　　月(M)

年

(yrs)
職歴（最近のものから記入）（Employment Record. Begin with the most recent one.)

From:　　　　年(Y)　　　月(M)

To: 年（Y)　　　月(M)

From:　　　　年(Y)　　　月(M)
To: 年（Y)　　　月(M)

From:　　　　年(Y)　　　月(M)
To: 年（Y)　　　月(M)

年

年

年

(yrs)

(yrs)

学部入学

To: 年（Y)　　　月(M)

(yrs)

（Research Student） (yrs)

From:　　　　年(Y)　　　月(M)

学歴（Educational Background)

どちらかに○を付けてください。
(circle one)

正規の修
学年数

（Sex)

氏名（Full Name） 男(M)
・

女(F)
（漢字の場合は，ローマ字／

ピンインを必ず記入）

（Undergraduate　Level)
学部卒業

To: 年（Y)　　　月(M)

年

(yrs)

入学
From:　　　　年(Y)　　　月(M)

(yrs)

年

（Required
Years of Study)（Classification）

（Junior High School)

小学校

（Elementary School)

（Diploma or
Degree awarded)

高等学校入学
From:　　　　年(Y)　　　月(M)

高等学校卒業
To: 年（Y)　　　月(M)

年

（Senior High School)

(yrs)

学位／資格

性別

＊一般入試 ・ 社会人入試
(General Student / Adult Student)



【注】　＊印欄は記入しないでください。
Note: Do not fill in the space marked with *.

姓（Family) 名（First) (Middle)

（　 ）

受　験　票

2020年度 4月入学 受験番号
（Examinee's No.)

名古屋大学大学院人文学研究科 ＊

博士後期課程

（Examinee's Registration Card)

入試種別
（どちらかに○を付けてください。）

(circle one)
　　一般入試　・　社会人入試　(General Student / Adult Student)

志望専攻 人文学専攻　(Department of Humanities)
（Proposed Department of Study)

氏名（Full Name）
（漢字の場合は，ローマ字／

ピンインを必ず記入）

試験時の注意事項

1. 受験票は受験中，常に携帯し，2020年3月末まで保存してください。

1. Bring this form to the exam and keep it until the end of March, 2020.

志望分野・専門

（Proposed Field of Study)

フリガナ



【注】　＊印欄は記入しないでください。
Note: Do not fill in the space marked with *.

姓（Family) 名（First) (Middle)

2020年度 4月入学

博士後期課程

写　真　票

（Proposed Field of Study)

ひらがな（Hiragana）

氏名

（Name)

志望分野・専門

写真貼付欄
（Attach your portrait photo here.）

（4cm×3cm)
写真は，上半身脱帽正面写し，
最近3ヶ月以内に撮影したもの
The photo should be of your

upper body and head, directly
facing the camera and with your
head uncovered. It should have
been taken within the previous

three months.

入試種別
（どちらかに○を付けてください。）

(circle one)

一般入試　・　社会人入試
(General Student / Adult Student)

（Photograph Card)

志望専攻

（Proposed Department of Study)

人文学専攻
(Department of Humanities)

受験番号
（Examinee's No.)

＊
名古屋大学大学院人文学研究科



領　　収　　証　　書
人文学専攻

（氏名）

千 百 十 万 千 百 十 円

ただし、検定料として

年　　　　月　　　日　領収しました。

氏名は本人が記入してください。

領　　収　　証　　書 （控）
人文学専攻

（氏名）

千 百 十 万 千 百 十 円

ただし、検定料として 年　　　　月　　　日　領収。

氏名は本人が記入してください。

0 0 0 0

2019年度 第 号

国立大学法人　名古屋大学

￥ 3

殿

金 額

国立大学法人　名古屋大学

第 号2019年度

殿

金 額 00003￥

（切 り 離 さ な い で く だ さ い）



博士論文作成計画書

受験番号 氏名

＊

＊印欄は記入しないでください。

・黒色ペンまたはボールペンで詳細に記入してください。

・複数ページにわたる場合には，この用紙をコピーして利用してください。

・Word 等により作成した文書を別紙で提出することも可能ですが，その場合は 1 行目中央に「博士

論文計画書」，2 行目右端に氏名を明記すること。



【注】　＊印欄は記入しないでください。
Note: Do not fill in the space marked with *.

名古屋市千種区不老町B4-4（700）

名古屋大学　文系教務課内　人文学研究科入試担当

あて名シート

・2020年2月の合格発表後に，入学手続き書類を送付するための宛名です。

・郵便番号，住所，志願者の氏名を記入してください。

・このシートを提出後に，住所の変更があった場合は，速やかに以下へお知らせください。

email:　hum@adm.nagoya-u.ac.jp

〒464-8601

受験番号
（Examinee's No.)

＊

（住所）

（氏名）

〒 －

様



受験番号
＊

＊印欄は記入しないでください。

○

ダウンロードした様式は，A4判用紙に片面印刷されていますか？

記入もれがないか，すべての書類を確認しましたか？
最終チェック

あて名シート

受験票送付用封筒（市販の封筒）
（長形3号封筒に374円分の切手を貼り，送付先の住所，氏名を記入してください。）

合否通知送付用封筒（市販の封筒）
（角形2号封筒に430円分の切手を貼り，送付先の住所，氏名を記入してください。）

住民票の写し
（日本在住の外国人は住民票，日本国外在住の外国人はパスポートの写し。）

博士論文作成計画書

外国語検定試験・日本語能力試験の成績通知書の写し
（提出は任意です。）

入学検定料

○

○

○

○

○

志望理由書

○

○

○

○

○

○

○

○

出願書類チェック表

人文学専攻

・提出書類を良く確認し，以下の順番（入学志願票が一番上）になるよう出願書類を提出してください。
・書類する書類の「出願者チェック欄」に，✓印を記入してください。
・提出が不要な書類のチェック欄には，斜線「／」を引いてください。

大学
チェック欄

出願者
チェック欄

自分で
用意

履歴書

受験票

写真票

領収証書・領収証書（控）

修士学位取得（見込）証明書（中国の大学院出身者はCDGDCの認証書）
（名古屋大学人文学研究科，文学研究科，国際言語文化研究科，国際開発研究科の博士前期課
程（修士課程）修了者又は修了見込者は不要です。）

最終出身大学院の成績証明書
（名古屋大学人文学研究科，文学研究科，国際言語文化研究科，国際開発研究科の博士前期課
程（修士課程）修了者又は修了見込者は不要です。）

修士の学位試験に提出した論文の写し等（2部）

ひらがな

氏名 （　一般入試　・　社会人入試　）

どちらかに○を付けてください。

○

○

2020年度 4月入学
名古屋大学大学院人文学研究科

博士後期課程　入学試験

志望専攻 志望分野・専門

ダウン
ロード

入学志願票

提出書類


	人文学試験場配置図
	名称未設定




