
※大学記入欄

 For Office Use Only
      学部・大学院

Undergraduate Graduate

〒(postal code) 〒(postal code)

Address Address

Tel　　(      )        - Tel　　(      )        -

E-mail: E-mail:
ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ
Furigana (自署Signature)

(自署Signature/Name on your passport)

生年月日
Date of Birth
性　　別

Sex 　１．男Male　　　　２．女Female　　　(どちらかの番号に○ Circle yours）

期　　間
Desired Term
最終学歴 The

Latest Academic
Achievement

本 国 籍
Nationality
勤 務 先
Employer

    Tel(      )      -          

所属学部等

※大学記入欄は、記入しないでください。Please do not fill out the "For Office Use Only" space.
※研究題目については、読みやすい文字ではっきりと記入してください。Please print clearly the "Research Subject."

  

 志願者氏名
Applicant's
Name

　　　　                              　　　/　　　/      卒業・修了・（　　　　　）
                                                        　graduated/completed/(                           )

連絡人氏名
Guarantor's
Name

出願資格
Application

Qualification

１．学士の学位を有する　２．大学２年修了以上の学力を有する　３．修士の学位を有する
    holds a bachelor's degree        　　　　　　has completed more than 2 years of study   　　　　　　　   holds a master's
degree

４．博士の学位を有する　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　）
    holds a doctoral degree                             other

    　　　　/　　　/
                 yy          mm       dd

　２０１９/１０/　１　　 ～  　　２０２０/　３/３１
         yy      mm        dd                      yy     mm       dd

研究題目
Research
Subject

指導教員
Professor

(Superviser)

　　　　　　　　　　　　　　　　　学部・研究科　（どちらかに○）
                    Faculty /Graduate School  (Circle yours)

　志願者の研究生在籍期間中の指導を承諾します。 I agree to supervise the applicant for the term(s) in
which he/she is enrolled as a research student.

　　　　　　　　　　　学部・研究科
                      Faculty/ Graduate School

教員氏名　　　　　　　　　　　　　印
Superviser's Name                                 Stamp

(現在お勤めの方のみご記入ください
if you are currently employed)

　　　　　/　　　/
         yy      mm        dd

志願者住所
・電話番号

Applicant's
Address･Phone
Number

連絡人住所
・電話番号

Guarantor's
Address･Phone
Number

学籍

Register              ２０１９/　　/　　/

研究生入学志願書（新規・継続）

　貴学研究生として下記のとおり入学を志願しますので、ご許可くださるよ
うお願いします。 I hereby apply for admission to Iwate University as a Research Student as
stated below;

写真貼付場所
カラ－写真
縦4cm×横3cm

(撮影３ヶ月以内)

Photo (color)
4cm×3cm

(Taken within the  last 3
months)

Application Form for Admission as a Research Student (New･Continuation)

　　岩　手　大　学　長　　殿　　To the President of Iwate University,



研 究 生 用 検 定 料 納 入 確 認 票
Payment Confirmation Form for Screening Fee (Research Students)

Applicant's Name:

（Notes）
・ 同封している本学所定の「払込取扱票」に必要事項を記入のうえ、必ず郵便局窓口で

払い込んでください。（郵便振替自動受付機やＡＴＭは使用しないでください。）

Fill in the necessary information on the "払込取扱票" form as requested and pay in cash at any Japanese post office.

(Do not use the automated teller postal transfer machine or an ATM.)

・ 払込後、受け取った「振替払込受付証明書（お客さま用）」の日附印欄の押印を確認のうえ、

枠内に貼り付けてください。

After making your payment, ensure the stamp is visible on the "振替払込受付証明書（お客さま用)" receipt you

receive and paste it in the space below.

・ この用紙は、出願書類と一緒に提出してください。

なお、「振替払込請求書兼受領証」は払込者が保管するものです。貼り間違えないようにして

ください。

Submit this sheet with your application documents. In addition, please keep the "振替払込請求書兼受領証"

receipt for your own records. Be careful not to paste it to this sheet.

"振替払込受付証明書（お客さま用）"Space"

Paste the "振替払込受付証明書（お客さま用)" receipt
firmly in this space.

For Office Use Only



※最終学歴が海外の学校等の方のみ記入してください。

Applicants whose latest academic work was completed abroad fill out this sheet.
※代理人ではなく、志願者本人が記入してください。Applicants applying in person, not by proxy, fill out this sheet.

性　別 Sex

年year 月month 修学年数years

Enroll

Graduate 卒業
graduated:

Enroll

Graduate 卒業
graduated:

Enroll

Graduate 卒業
graduated:

Enroll

Graduate 卒業
graduated:

Enroll

Graduate 卒業
graduated:

Enroll 入学
enrolled

Graduate 卒業
graduated:

年
years

年year 月month 勤務年数years

年
years

※上欄に書ききれない場合には、この用紙をコピーして記入すること。

 If you need more space, please make additional copies of this sheet.

生年月日
Date of Birth

年
years

年
years

年
years

年
years

年
years

勤務年数合計
years in total

学　校　名 School

修学年数合計
years in total

勤務年月等 Work Period
勤　務　先 Employer

氏　　　名  Name

年
years

年
years

年
years

年
years

入学（大学・高等教育）
enrolled  (university, higher

入学（大学院）
enrolled in (graduate school)

学　歴（初等教育から記入のこと）Academic Background (list from elementary education)

職　　　歴 Professional Work Experience

フリガナ Furigana

年
years

入学年月等 Date of Admission

入学（小学校・初等教育）
enrolled in (elementary education)

入学（中学校・中等教育）
enrolled in (secondary education)

入学（高等学校）
enrolled in (high school)

（研究生等志願者用 For Research Student Applicants, etc.）

履　歴　書 Personal Resume

国　籍
Nationality

　　１９　　　　　/　　　　　/
                  yy                 mm              dd

　　男　／　女　（どちらかを囲む）
    Male     Female     (Circle yours)



学 習 目 的
Learning Objective(s)

Write about your learning objective(s)in the space provided below. Please include the reason(s)why you
chose Iwate University. (The applicant, not a proxy, is asked to complete this section.)

Signature:


