
NAGOYA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES / SCHOOL OF HUMANITIES 
名古屋大学 人文学研究科・文学部 
INFORMATION FORM 研究生出願申込書 
【FOR PROSPECTIVE APPLICANT 研究生出願希望者用】 
 
1. Name in full（氏名） 
 

 Family name（姓） First name（名） Middle name 
 
in native language 
（自国語表記） 

 
 
                 

 
 
                 

 
 
                 

 
in alphabets 
（アルファベット表記） 

 
 
                 

 
 
                 

 
 
                 

 
in Japanese 
（日本語[カタカナ]表記） 

 
 
                 

 
 
                 

 
 
                 

                                                                                                                                                  
2. Nationality（国籍） 
 
 
                                    
 
3. Date of birth（生年月日） 
 
                                                               Age（年齢） 
                                                                                                  
  Year（年）        Month（月）        Day（日）           *as of October 1, 2019（２０１９年１０月１日現在） 
 
4. Present status with name of school attending or employer（現在の身分） 
 
  □Student（学生）     □Employed（就労者）     □Unemployed（無職）     □Other（その他）                     
 
  Student（学生）： 

Name of school（在籍学校名）                                 in    grade/will graduate in                              
                                                    （在学年次）  （卒業[見込]年月）  Year（年）  Month（月） 
Those in employment（就労者）： 
Name of employer（勤務先名）                                                                    
 
 

5. Educational background（学歴） 
 Name and location of  

school/institution 

（学校名および所在地） 

Period of attendance 

（入学および卒業年月） 

Number of years 

（修学年数） 

Diploma or degree 

awarded, major subject 

（学位・資格・専門科目） 

Elementary 

education 

（初等教育） 

Elementary school 

（小学校）*1 

Name（学校名） 

 

                   

Location（所在地） 

 

                   

From（入学） 

 

      year（年）      month（月） 

to（卒業） 

 

      year（年）      month（月） 

 

 

    years（年） and 

 

 

    months（月） 

 

Secondary 

education 

（中等教育） 

Lower secondary 

school 

（中学校）*2 

Name（学校名） 

 

                   

Location（所在地） 

 

                   

From（入学） 

 

      year（年）      month（月） 

to（卒業） 

 

      year（年）      month（月） 

 

 

    years（年） and 

 

 

    months（月） 

 

Upper secondary 

school 

（高等学校） 

Name（学校名） 

 

                   

Location（所在地） 

 

                   

From（入学） 

 

      year（年）      month（月） 

to（卒業） 

 

      year（年）      month（月） 

 

 

    years（年） and 

 

 

    months（月） 

 

Higher education 

（高等教育） 

Undergraduate level 

（大学） 

Name（学校名） 

 

                   

Location（所在地） 

 

                   

From（入学） 

 

      year（年）      month（月） 

to（卒業） 

 

      year（年）      month（月） 

 

 

    years（年） and 

 

 

    months（月） 

*3 

(1)学位名：                        

 

(2)                          

 

(3)                       

Postgraduate level 

（大学院） 

Name（学校名） 

 

                   

Location（所在地） 

 

                   

From（入学） 

 

      year（年）      month（月） 

to（卒業） 

 

      year（年）      month（月） 

 

 

    years（年） and 

 

 

    months（月） 

 

 
Total years of schooling mentioned above 

（以上を通算した全学校教育修学年数） 

 

        years（年） and        months（月） 

 

Sex 
（性別） 
□Male（男） 
□Female（女） 

Possession of Japanese nationality 
（日本国籍の有無）    
□Yes（有） 
□No（無） 

Marital status 
（配偶者の有無） 
□Single（未婚） 
□Married（既婚） 

※パスポートの表記通りに記入すること。 Write your name as printed in your passport. 

例： 

2003          9               6 
 
 
2009          6 

16 

例： 
文学士 

例： 

2009          9               3 
 
 
2012          6 

例： 

2012          9               3 
 
 
2015          6 

例： 

2015          9               4 
 
 
2019          6 

取得（見込）学位の種類を 
記入すること。 
Write the name of the 
degree earned or 
expected. 

ホームページに記載した注意事項を確認して、 
記入・提出すること。 
Follow the instructions on the website to 
fill out and submit the form. 

※カタカナで記入すること。 Write your name in KATAKANA. 



*1: Exclude kindergarten education or nursery school education. （幼稚園・保育所教育は含まない。） 

*2: Include preparatory education for university admission in “Secondary Education”. （いわゆる「大学予備教育」は中等教育に含まれる。） 

*3: The applicant who has more than one major at his/her university should list all majors in the blank space with *3.（複数の分野を専攻することが認め

られている大学に在籍している学生は、その専攻分野を全て*3欄に記入すること。） 

 
6. Experience of study in Japan, if any. （日本への留学経験） 
 
 

Name and location of institute（在籍機関名および所在地）                                                        
 
 
  Period of study（留学期間）From                         to                                                     
                               Year（年）    Month（月）    Year（年）    Month（月）        Year(s)（年） Month(s)（月） 
 
 
7. Most recent employment excluding part time jobs, if applicable. （職歴［アルバイトを除く］） 

Name and location of organization 

（勤務先名および所在地） 

Period of employment 

（勤務期間） 

Position 

（役職名） 
Type of work 

（勤務内容） 

  

 

  

 
 
8. Language proficiency（語学力） 
(1) Evaluate your ability as “Excellent”, “Good”, or “Poor” in the blank space. （自己評価を、 優・良・不可 で記入すること） 

 Reading（読む力） Writing（書く力） Speaking（話す力） 

Japanese（日本語） 
 

 

  

English（英語）  

 

  

 
(2) Language proficiency certificates that you hold [e.g. JLPT, TOEFL] （語学力証明［日本語能力試験や TOEFLなど］） 

Title of the certificate（検定試験名） Level（レベル） Score（点数） Date of certificate（取得年月） 

 

 

   

 

 

   

 
 
9. Japanese language background, if any. （日本語の学習歴） 
 
 

Name and location of institute（学習機関名および所在地）                                                        
 
 
  Period of study（学習期間）From                         to                                                     
                               Year（年）    Month（月）    Year（年）    Month（月）        Year(s)（年） Month(s)（月） 
 
 
10. Which program do you wish to enroll? Which professor do you wish to work with? （希望分野と指導を希望する教員） 
 
 

Name of program（分野名）                                            
 
 
Name of professor（教員の氏名）                                        

 
 
11. Your contact information（連絡先） Please fill in your contact information where we can reach you.（連絡可能な連絡先を 

正確に記入すること） 
Current address（現住所） 
Zip code（郵便番号）                      

 
 
  Address（住所）                                                                                         
 
 
  Phone number（電話番号）                                                                               
                   Country code is required if you live outside of Japan. （海外の場合は国番号も記入すること） 
 
 
  Email                                                                                    
 
 
  WeChat ID                                           or Skype ID                                           
 
12. When do you want to enroll? （希望入学時期） 
 
   □April（４月）        year（年） 
 
□October（１０月）        year（年） 

例： 

 日本語能力試験           

TOEFL iBT 120        ２０１７年９月      

例： 

 言語学 

※１名のみ記入すること。 
Do not write more than one faculty member’s name. 

※現住所を正確に記入すること（カタカナは使用不可）。 
Write your correct address here (DO NOT use KATAKANA). 

※どちらか必ず記入すること（持っていない場合はアカウントを作成すること）。 
Be sure to fill in either one of these. 
(Create an account if you don't have one). 

例： 

  ✔                2019 

 

●●大学（交換留学）   ■■県▲▲市 
例： 

 

2017        9         

N１       180        ２０１８年１月      

2018        2         6           

出願要件となる 
日本語能力試験・TOEFL・
IELTSのいずれかの結果
を必ず記入すること。 
Be sure to indicate the 
results of at least one 
of JLPT/TOEFL/IELTS 
to provide your 
eligibility to apply. 

自分で勉強した場合は「独学」と 
記入すること。 
Write “Self-study” if you 
study Japanese by yourself. 

※ここには郵便番号のみを記入すること。 
Write zip code here. 


