
NAGOYA UNIVERSITY 名古屋大学  
GRADUATE SCHOOL/ SCHOOL OF INFORMATICS 情報学部・情報学研究科 

 
INFORMATION FORM エントリーシート  
(PROSPECTIVE STUDENT) （研究生出願希望者用）  
1．Name in full, in native language  
 （姓名[自国語]）        (Sex) 
          □Male（男） 
          □Female（女） 
   

(Family name) 
  

(First name) 
  

     (Middle name) 

  In Roman block capitals        
 （ローマ字）        (Marital Status) 
          □Single（未婚） 
          □Married(既婚) 
          

   (Family name)   (First name) (Middle name) 

2. Nationality（国籍）         
         Japanese nationality□ Yes 
         （日本国籍を有する者）  □ No 
          

3．Date of birth（生年月日）        

19     Age    
      

*as of April 1, 2019（2019 年 4 月 1 日現在）  Year（年） Month（月） Day（日） （年齢）  
 

4．Present status with name of school attended or employer:（現在の身分）  
 
 

Student  ： Name of school 
（在学中の者） (在籍学校名)   

Those in employment ： Name of employer  
（就労者） （勤務先） 

 
 
 

in  grade /  will graduate in   
  

Year Month （在学年次） （卒業見込年月）  

 
5．Educational background: （学歴）  

 Name and Address of School Year and Month Period of schooling  Diploma or Degree award- 
  of Entrance and completed  ed, Major Subject 
 （学校名及び所在地） Completion （修学年数）  （学位・資格・専攻科目） 
  （入学及び卒業年月）     
       

Elementary Education Name From ＿＿   yrs（年）& *1  
(初等教育) （学校名) （入学） 

＿＿  mths（月） 
   

Elementary School      
      

（小学校） Location To     
     

 （所在地) （卒業）     
       

Secondary Education Name From ＿＿   yrs（年）& *2  
（中等教育） （学校名) （入学） 

＿＿  mths（月） 
   

Lower Secondary School      
      

（中学） Location To     
     

 （所在地) （卒業）     
       

Upper Secondary School Name From ＿＿   yrs（年）&    
（高校） （学校名) （入学） 

＿＿  mths（月） 
   

      

 Location To     
 （所在地) （卒業）     
       

Higher Education Name From ＿＿   yrs（年）& *3  

（高等教育） 
（学校名) （入学） 

＿＿  mths（月） (1)  
   

Undergraduate Level（大学）       

 Location To   (2)  
 （所在地) （卒業）     
  

(3) 
 

     
       
       

Postgraduate Level Name From ＿＿   yrs（年）&    
(大学院) （学校名) （入学） 

＿＿  mths（月） 
   

      

 Location To     
 （所在地) （卒業）     
       

 Total of the years of schooling mentioned above ＿＿   yrs（年）&    
 （以上を通算した全学校教育修学年数）  ＿＿  mths（月）    
       



 
Notes: 1．Exclude kindergarten education or nursery school education. (幼稚園・保育所教育は含まれない｡)  

2．Include preparatory education for university admission in ”Secondary Education”.（いわゆる「大学予備教育」は中等教育に含まれる｡)  
3．The applicant who has more than one major at his/her university should list all majors in the blank space with *3（複数の分野を専攻すること

が認められている大学に在籍している学生は、その専攻分野を全て*3 欄に記入すること。） 

 
6．Employment record: Begin with the most recent employment excluding part-time jobs, if applicable. （職歴；アルバイトは除く｡）  
 Name and location of organization Period of employment  Position  Type of work 
 （勤務先及び所在地） （勤務期間）  （役職名）  （職務内容） 
         

   From      
   To      
         

7．Language proficiency: （語学力）       
 (1)   Evaluate your ability as “Excellent", “Good", or “Poor" in the blank space.      
 （自己評価のうえ優、良、不可をもって記入すること｡）      

        
   Reading  Writing Speaking  
   （読む能力）  （書く能力） （話す能力）  
         

 Japanese        
 （日本語）        
         

 English        
 （英語）        
         

 
(2) Language proficiency certificates that you hold (e.g. JLTP, TOEFL)  
（語学力証明：日本語能力試験や TOEFL など）  

Title of the certificate Class and Score Date of Certificate 
（検定試験の名前） （級と点数） （取得年月） 

   

   

   
 
8. Japanese language background, if any. (日本語の学習歴) 
 

Name and address of institution  
（学習機関名及びその住所）______________________________________________________________________________________ 

 
Period of study  

(学習期間) from_____________________________to_____________________________________________  
Year(年) Month(月) Year(年) Month(月) Years(年間) 

 
9. Which program do you wish to enroll? Which professor do you wish to work with? (希望講座と指導を希望する教員）   

Name of Program （講座）___________________________________________ 

 
Name of professor（指導を希望する教員）:__________________________________________________________ 

 
10. Your contact information （あなたの連絡先） Please inform us your contact information where we can reach you. 
 

Current address （現住所）郵便番号：_________________________________________________________________________________ 

 
Phone number （電話番号） ※海外の場合は国番号から記入してください。  

 
Email （メールアドレス）_________________________________________________________________ 

 
11. When do you want to enroll? （希望入学時期） 
 

□ April（4 月）, ___________ year （年） 

 
□ October（10 月）, __________ year （年） 

 
 
 
 
 



12. Will you apply an application for Master’s / Doctoral program at the same time? （博士前期課程 / 博士後期課程を同時に出願するか） 
  □ Yes. If yes, please select an answer below that suits your situation. （はい。あなたの状況に合った答えを下から選択してください。） 

    □ Will apply the Master’s program. Attend the entrance exam in August and enter university in April. 
                     博士前期課程を同時に出願する。８月の入試を参加し、４月入学を希望。 

         □ Will apply the Master’s program. Attend the entrance exam in February and enter university in April. 
                     博士前期課程を同時に出願する。２月の入試を参加し、４月入学を希望。 

□ Will apply the Doctoral program. Attend the entrance exam in August and enter university in October. 
                     博士後期課程を同時に出願する。８月の入試を参加し、１０月入学を希望。 

         □ Will apply the Doctoral program. Attend the entrance exam in February and enter university in April. 
                     博士前後期程を同時に出願する。２月の入試を参加し、４月入学を希望。 

              □ Will apply other graduate school. 
                     その他（他研究科：               ） 

 
□ No, （いいえ。） 

 
  


