
対象者のみ（募集要項の入学資格審査の項を参照）

Department of Engineering

　　Division of

分野

性別
Sex

〔記入上の注意〕Note.

1　※印欄は記入しないでください。
   Do not write in columns marked ※.

2　手書きの場合，黒のボールペン又はインクで記入してください（消えるボールペンは不可）。
   Write with a black ballpoint pen or in black ink in the case of handwriting. (Do not use an erasable ballpoint pen.)

3　誤って記入した場合は，訂正箇所を二重線で消してください。
    Cross out the mistakes with tow lines when you correct.

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　名
Name

志望専攻Department 工学専攻

　　志望分野
　　Desired division

a

Admission Qualification Screening Application

入学時期
Admission Period

２０２３年４月入学
April Admissions,  Academic Year 2023

出願予定の
選抜区分

Selection Category

（〇を付す）

一般選抜（第２次） General Selection（Second Recruitment）

留学生選抜 Foreign Students　・　社会人選抜 Working Students

受験番号

※

信州大学大学院総合理工学研究科
Shinshu University Graduate School of Science and Technology

入 学 資 格 審 査 申 請 書

生年月日(年齢)
Date of Birth (Age)

昭和・平成・西暦    　 　 年   　月 　  日生
                        Year 　　  　   Month  　　　    Day

(　 　歳)
            Age

男　・　女
Male / Female

現　住　所
Current Address

　〒
Postal code

Tel

年　　　　　月
Year /  Month

事　　　　　　　　項
Details

学　歴
Education

昭和・平成・西暦　 　　　　年　 　月
Year   　    Month

(修業年限)

Term of Study

　
　       年Years

小学校
Elementary School

 入学
Admission

昭和・平成・西暦　　　　　年　 　月
Year   　    Month

小学校
Elementary School

 卒業
Graduation

昭和・平成・西暦　　 　　　年　 　月
Year   　    Month

(修業年限)

Term of Study

　
　       年Years

中学校
Junior High School

 入学
Admission

昭和・平成・西暦　　　　　年　 　月
Year   　    Month

中学校
Junior High School

 卒業
Graduation

昭和・平成・西暦　 　　　　年　 　月
Year   　    Month

(修業年限)

Term of Study

　
　       年Years

高等学校
High School

 入学
Admission

昭和・平成・西暦　　　　　年　 　月
Year   　    Month

高等学校
High School

 卒業
Graduation

昭和・平成・西暦　　 　　　年　 　月
Year   　    Month

(修業年限)

Term of Study

　
　       年Years

 入学
Admission

昭和・平成・西暦　　　　　年　 　月
Year   　    Month

 卒業
Graduation

昭和・平成・西暦　　 　　　年　 　月
Year   　    Month

(修業年限)

Term of Study

　
　       年Years

 入学
Admission

昭和・平成・西暦　　　　　年　 　月
Year   　    Month

　　  卒業
Graduation

昭和・平成・西暦　　　　　年　 　月
Year   　    Month

同　　　　　上
Same as above

 現在に至る・退社
Up to the present / Leaving Company

昭和・平成・西暦　　 　　　年　 　月
Year   　    Month

(修業年限)

Term of Study

　
　       年Years

 入学
Admission

昭和・平成・令和　　　　　年　 　月
西暦　　　　　　　　　　　Year   　    Month

　　  卒業
Graduation

昭和・平成・西暦　 　　　　年　 　月
Year   　    Month

 入社
Joining Company

職　歴
Work

Experience

昭和・平成・西暦　　 　　　年　 　月
Year   　    Month

 入社
Joining Company

昭和・平成・西暦　　　　　年　 　月
Year   　    Month

同　　　　　上
Same as above

 現在に至る・退社
Up to the present / Leaving Company

昭和・平成・西暦　　 　　　年　 　月
Year   　    Month

 入社
Joining Company

昭和・平成・令和　　　　　年　 　月
西暦　　　　　　　　　　　Year   　    Month

同　　　　　上
Same as above

 現在に至る・退社
Up to the present / Leaving Company


