
 

 

 
入 学 志 願 票 

Admission Application Form 
 

受 験 番 号 
Examinee  No. ※ 検 査 場 

Test Venue 

※ 1．松本キャンパス［理学部］4．伊那キャンパス 
    Matsumoto Science Test Venue              Ina Test Venue  
  2．長野（工学）キャンパス  5．松本キャンパス［医学部］  
       Nagano-Engineering Test Venue     Matsumoto Medicine Test Venue 
  3．上田キャンパス 
       Ueda Test Venue 

志 望 分 野 
Desired Division 

（希望する分野を選択
して下さい。Select 
one） 

   
 

フリガナ 
Name in Katakana 

 

希望指導教員 
Desired Advisor 

予め希望指導教員の了承を
得てください。 
Consent from the desired advisor 
is necessary in advance. 

 氏     名 
Name in native language 

 

ロ ー マ 字 
In Roman letters 

 

 

生 年 月 日 
Date of Birth 

    
        年    月    日 
           Year       Month      Date 
（外国人の場合は西暦で記入） 
(For foreign students, please use western calendar) 

年 齢 
Age 

性 別 
Sex 

     （該当事項を選択して下さい。） 
             (Select one) 

歳 
Yrs. Old 

国 籍 
Nationality 

（外国人のみ記入） 
(Foreign students only) 

出身大学等 
Undergraduate 

school  
 (or equivalent 

attended) 

大学              学部              学科 
                          University                        Faculty                          Department 

学校                                           （専攻，学科，コース等を記入） 
    School                                                  (Enter major, program, course, etc) 

                            年      月         
                   Date                             Year           Month     

                                                                  （外国人で外国の大学を卒業の場合は西暦で記入） 
(Foreign students graduating from non-Japanese universities, please use western calendar) 

学部学籍番号 
Undergraduate Student ID No. 

（信州大学出身者のみ記入する。） 
(To be filled in by Shinshu University graduates only) 

勤 務 先 
又 は 
職 業 

Workplace or 
Occupation 

会社名 
Company Name 

 
 職名 

Position 

 

  
 

（該当事項を選択して下

さい。）(Select one) 住所 
Address: 

〒(Postal code) 

電話 Tel  Fax  

現   住   所 
Current Address 

〔Contact address for 
applicant〕 

住所 
Address 

〒(Postal code) 

電話 Tel  E-mail  

※ ※ ※ 

□ 進学 
 □ 国費留学生 

□ 私費留学生 
 □ 政府派遣留学生 

□ 入学資格審査合格 

備 考 
Notes 

 

〔記入上の注意〕 
〔Cautions〕 
1．※印欄は記入しないでください。 
  Please do not write in columns marked with [※]. 
2. 『現住所（本人受領場所）』は，入学決定までの通信を受ける場所を記入し，変更した場合は，速やかに届け出てください。 
   Current Address (Contact address for applicant) refers to the location where the applicant can be contacted until admission has been confirmed. Any change in this address should 

be reported to the Admissions Examination Office as soon as possible. 
4. 「履歴書」は，できるだけ詳細に記入してください。記入欄が不足する場合は，別紙を添付してください。 
  Please fill in the “Curriculum Vitae” in as much detail as possible. If more space is necessary, please add an extra sheet. 
5. 出願に当り，予め希望指導教員の了承を得てください。 
   Consent from the desired advisor is necessary in advance. 

 

信州大学大学院総合理工学研究科生命医工学専攻 
Department of Biomedical Engineering, Graduate School of Science and Technology, Shinshu University 
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