
出願資格の事前審査等について 
 

◇出願資格（4）により出願する者の事前審査について 

1 ．事前審査 

出願資格（4）により出願する者は，次の書類を 2022 年 6 月 30 日（木）午後 4 時まで

に必着で，文系教務課内 人文学研究科入試担当へ郵送し（書留で封筒の表に「出願資格

（4）の事前審査」と朱書），出願資格の有無について事前審査を受けてください。証明

書は原本を提出してください。 

① 履歴書［様式 1］ 

② 卒業証明書，卒業見込証明書，学位証明書のいずれか 1 つ 

③ 成績証明書（大学 1 年次以降の成績が記載されていること） 

④ 返信用封筒（住所，氏名を明記した長形 3 号（12cm×23cm）のもの（84 円切手貼付）） 

提出書類に基づいて，事前審査を実施し，その結果を 2022 年 7 月 8 日（金）までに本

人あて通知します。 

 

2 ．事前審査の結果，「出願資格有」と判定された者の出願手続等 

「出願資格有」と判定された者は，出願書類を受付期間内に郵送してください。 

なお，事前審査の結果の通知から出願までの期間が短いので，出願書類は事前に準備

しておいてください。 

 

◇出願資格（9）により出願する者の個別審査について 

1 ．個別審査 

出願資格（9）により出願する者は，次の書類を 2022 年 6 月 30 日（木）午後 4 時まで

に必着で，文系教務課内 人文学研究科入試担当へ郵送し（書留で封筒の表に「出願資格

（9）の個別審査」と朱書），出願資格の有無について個別審査を受けてください。証明

書は原本を提出してください。 

① 出願資格審査願［様式 2］ 

② 出願を希望する分野・専門に関して［様式 3］ 

③ 高等学校等の卒業等以後の学歴を証明する書類 

（卒業証明書，退学証明書，在学期間証明書等のいずれか 1 つ） 

④ ③における成績証明書 

⑤ 返信用封筒（住所，氏名を明記した長形 3 号（12cm×23cm）のもの（84 円切手貼付）） 

提出書類に基づいて，個別審査を実施し，その結果を 2022 年 7 月 8 日（金）までに本

人あて通知します。 

 

2 ．個別審査の結果，「出願資格有」と判定された者の出願手続等 

「出願資格有」と判定された者は，出願書類を受付期間内に郵送してください。 



なお，個別審査の結果の通知から出願までの期間が短いので，出願書類は事前に準備し

ておいてください。 

 

 

出願資格の事前審査等についての連絡先 

 

〒464-8601 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 

e-mail: hum@adm.nagoya-u.ac.jp 
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［様式１］

※出願資格の(4)に該当する者は，文系教務課内　人文学研究科入試担当あてに2022年6月30日（木）午後4時までに
　必着で本履歴書を郵送してください。

　　　　　年　　　月　　　日 志望分野・専門名

　Year      Month    Day Proposed Field of Study

(Tel)

－

(Tel)

－

Entrance 小学校入学

　　　　　年　　　月　　　日 Primary/Elementary School

　　　　年　　　月 Graduation 小学校卒業

　　　　　年　　　月　　　日 Primary/Elementary School
Entrance 中学校入学

　　　　　年　　　月　　　日 Junior High School

　　　　年　　　月 Graduation 中学校卒業

　　　　　年　　　月　　　日 Junior High School
Entrance 高等学校入学

　　　　　年　　　月　　　日 Senior High School

　　　　年　　　月 Graduation 高等学校卒業

　　　　　年　　　月　　　日 Senior High School
Entrance 大　学 学部入学

　　　　　年　　　月　　　日 University, Faculty of

　　　　年　　　月 Graduation 大　学 学部卒業

　　　　　年　　　月　　　日 University, Faculty of
Entrance 大学院 修士課程入学

　　　　　年　　　月　　　日 Postgraduate Master's Course

　　　　年　　　月 Completion 大学院 修士課程修了

　　　　　年　　　月　　　日 Postgraduate Master's Course

現況（研究生等）

　　　　　年　　　月　　　日 　　　　年　　　月 Present Position (e.g.Research Student)

教育年数計　　 　　Total 　　　　年　　　月

期間　Period Occupational Career

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

上記のとおり相違ありません
I affirm the above to be true. 申請者署名

Applicant's Signature

申請年月日　　　Date of Application

　　　　年　　　月　　　日 氏　名

 Year    Month　 Day Name in block letters

－ 注　意　事　項　Precautions －

(1)黒インクまたは黒のボールペンで書いてください。　Write in black ink or black ball point pen.

(2)活字体を用いてください。　　Use block letters.

(3)固有名詞は省略しないでください。　　Do not abbreviate proper nouns.

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

現　住　所

Present Address

日　　　付
Dates

(Year Month Day)

Middle NameFirst NameFamily Name

職　　歴

生年月日

Date of Birth

国　　籍

Nationality

学　　歴
School Career

(Years Months)

Amount of Time

年　数

本国の住所

Address in Home Country

(Curriculum Vitae)

履　　　歴　　　書

男 ・ 女

Ｍ　 ＦSex

性別氏　　　　名

ふりがな（Furigana)

Nane in block letters



［様式２］

※　募集要項に記載されている「出願資格」の（9）で出願しようとする者のみ，文系教務課内
　　人文学研究科入試担当あてに2022年6月30日（木）午後4時までに必着で郵送してください。

ふりがな
1．氏　　　名 （　男　・　女　）

2．生年月日　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生（満　　　　　歳）

3．連絡先（現住所）

（〒　　　 　－　　　　　 ）

携帯　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　　　　自宅（　　　　　　）　　　　　　－

E-mail

4．国籍・在留資格（外国人の場合のみ）

5．学歴及び現在の身分

＜学歴＞

年　　　月 小学校入学

年　　　月 小学校卒業 （　　　　年間）

年　　　月 中学校入学

年　　　月 中学校卒業 （　　　　年間）

年　　　月 高等学校入学

年　　　月 高等学校卒業 （　　　　年間）

年　　　月

年　　　月 （　　　　年間）

年　　　月

年　　　月 （　　　　年間）

＜現在の身分＞（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

6．出願予定の分野・専門名

　次ページ［様式3］に，あなたが出願を希望する分野・専門に関して，これまでに学習したこと，
これから研究したいテーマを800字以内で書いてください。（Word等により作成した文書を印刷し,
［様式3］に切り貼りすることもできます。）

出 願 資 格 審 査 願



［様式3］

［出願資格審査願用］
氏 名
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