
2022 年 4 月入学広島市立大学大学院国際学研究科（博士前期課程） 

Graduate School of International Studies, Hiroshima City University 

April 2022 Admission (Master Course) 

海外在住者対象外国人留学生入試 志願票 

Application Form for Entrance Examination for International Students Living Abroad 

 
受験番号 

Application Number *1 
 

 

志願者氏名 

Name *2 

フリガナ       性 別 

Sex 

氏名（アルファベット） 

Name (In the alphabet) 
      1 男(M) 

母国語表記 

(In Native language) 
      2 女(F) 

生 年 月 日 

Date of Birth 

年 year 月 month  日 date 
国 籍 

Nationality 
                    

指導を希望 

する教員名 

Professor for 

Thesis*3 

教員名 Faculty member name 

      

□指導を希望する担当教員との事前相談済 

 Be Advised from Professor for Thesis 

研究群 Research area 

      

授業科目 Subject 

      

作成論文等 

Type of thesis, 

etc.*4 

修 士 論 文  Master’s Thesis  or  課 題 研 究 報 告 書  Research Report   

提出する検定

試験の種類 

Type of exam 

submitted*5*6 

日 本 語  or  英 語 

Japanese  or  English 

検定試験の名称 

Name of exam 

学 歴 

Academic 

background 

      
大学 

Institution  
      

学部 
Faculty  

      
学科 

Department  

年/         月/         日(year/month/day)  卒業 ・ 卒業見込 

Graduation or Graduation expected  

住 所 

Address  

合 格 通 知 等 

送 付 先 

Address to send 

notification of 

acceptance, etc. 

〒 Postal code:       電話番号 Phone       

      

緊 急 連 絡 先 

Emergency contact 

information 

〒 Postal code:       電話番号 Phone       

      

メ ー ル ア ド レ ス 

E-mail address 
 

記入上の注意 

１受験番号欄には何も記入しないでください。 ２志願者氏名のアルファベット欄には，パスポート等記載のスペルを楷書（ブロック体）で記入してください。 ３指導

を希望する教員等欄には，指導を希望する教員名，その教員の研究群及び，担当授業科目を記入してください。指導を希望する教員との事前相談を行い，□欄にチェック

をしてください。 ４作成論文等欄は，該当する事柄を○で囲んでください。 ５検定試験は日本語又は英語を母語とする者は提出不要です。 ６提出する検定試験の種

類欄は，学生募集要項 6ページを参考に，該当する事柄を○で囲んだ上で，出願の際に提出する検定試験の名称を記入してください。 

ATTENTION 

1.Leave the Examinee number blank. 2.For the section of Applicant name in the alphabet, enter your name (in block letters) as spelled on your passport or the like. 

3.In the Desired supervisor, etc. space, enter the name of the faculty member whom you would like to have guide your research, as well as that faculty member's 

research area and subject. Consult with your desired supervisor in advance and then place a check in the box. 4.For the Type of thesis written space, select the 

corresponding item. 5. This submission is not required for persons who are native speakers of Japanese or English. 6.For the Type of exam submitted space, referring 

to page 6 of the Student Application Guidelines, select the corresponding item and then fill in the name of the exam submitted for your application. 


