
信州大学大学院総合理工学研究科 修士課程入学志願票（繊維学専攻） 
Graduate School of Science and Technology, Shinshu University Master's Program 

Admission Application Form (Department of Textile Science and Technology) 

希望する選抜試験にチェックをして下さい。Check the box of the selection exam you are applying for 
□2020 年度 4 月入学一般選抜(推薦特別枠) April 2020 Admission General Selection (Recommendation quota)

□2020 年度 4 月入学一般選抜(一般枠) April 2020 Admission General Selection (General quota)

□2020 年度 4 月入学外国人留学生特別選抜 April 2020 Admission Foreign Student Special Selection 

一般選抜（推薦特別枠） 

出願者のみチェック 
一般枠出願希望 

□有 □無

フリガナ
Kana(Japanese) 性別 Sex

氏名（漢字）
Name 

(In Chinese characters) 

生年月日
Date of Birth 

年  月  日
YYYY/MM/DD 

氏名（英語）

Name (In English)
Please write your name exactly as it appears in your passport.

年齢 Age 歳 yrs. old

国籍 Nationality

志望分野

ユニット
Desired Division 

and Unit 

分野
Division 

ユニット
Unit 

希望

指導教員名
Name of Desired Advisor 

ユニットがある場合は，ユニット名を記載
If there is a unit in your desired division, fill in the unit name as well. 

予め希望指導教員の了承を得て，必ず記入してください。 
Approval from desired advisor is required before filling in below. 

出願資格
Application 

Qualification 

大学名 
University Name 

学部・学科 
Faculty/Department 

在籍期間
Period of 

enrollment 
年   月～ 年 月

From   (YYYY/MM)~  To  (YYYY/MM)

卒業見込・卒業

Expected graduation / Graduated 

本人受信場所

（現住所）
Contact address 

of applicant 

郵便番号 Zip code 〒

住所 Address 
電話番号 

Phone Number 
E-mail Address

緊急時連絡先
Contact address 

in case of 
emergency 

電話番号
Phone Number 

氏名 Name 
本人との関係

Relationship to applicant 

学内者記入欄
For Applicants 
on-campus only 

＜学籍番号＞    ＜現在の指導教員名＞
希望指導教員と同じ場合は「同上」と記入

□ TOEIC L&R スコアを試験科目の得点へ換算する場合はチェック。詳細は募集要項の「選抜方法」欄外。 

履歴 Curriculum Vitae（学内者は以下の履歴は記入不要） 
※学歴，職歴，賞罰等を記入 Please fill in your educational background and work experience, rewards and penalties.

学歴は高校の履歴から記入（※外国の学校を卒業した方は小学校からの履歴を年月日順に記入）
In the case of graduation from non-Japanese schools, please fill in your educational history from elementary school in chronological order.
履歴欄が足りない場合，A4 サイズの任意の用紙に記入してください。
If the space for CV is not sufficient, an additional A4 size sheet of paper may be attached.

在籍期間
Period of  enrollment 

(From  YYYY/MM~ To  YYYY/MM)

学校名・会社名（外国の場合は国名も記入）
Name of School and Company 

(In the case of foreign countries, please write that 
country as well.) 

卒業（見込）・修了（見込）・転学・

中退等
Graduation (Expected), Completion 
(Expected), Transfer, Dropout, and 

so forth 

年 月～ 年  月 
From ~  To 

年 月～ 年  月 
From ~  To 

年 月～ 年  月 
From ~  To 

年 月～ 年  月 
From ~  To 

年 月～ 年  月 
From ~  To 

年 月～ 年  月 
From ~  To 

受験番号 Examination No. 

For office use only 
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