
受験番号

※
選抜区分
（□に✔）

ふりがな

氏　　名

ローマ字

生年月日 年　　月　　日生　 性　別
（□に✔）

　□ 男
　□ 女

現 住 所

連 絡 先
（上記以外）

長期履修
14条特例適用

入学検定料

※印欄は，記入しないこと。

　　　　 　　　 年　 月

　　　　 　　　 年　 月

年 　月〜　年 　月

年 　月〜　年 　月

年 　月〜　年 　月

2019年度10月期入学　金沢大学大学院人間社会環境研究科（博士後期課程）

　□ 一般選抜
　□ 社会人特別選抜
　□ 外国人留学生特別選抜

　 写真貼付

 正面向きに上半身，
 脱帽，3か月以内に

 撮影したもの

  （4ｃｍ×3ｃｍ）

学歴（科目等履修生・聴講生・研究生等の非正規生での在籍も記載すること。）

〒　　　－

 携　帯　電　話：　　　－　　　　－
 E-mailアドレス：

〒　　　－

 携　帯　電　話：　　　－　　　　－
 E-mailアドレス：

 ※「入学検定料振込金証明書」は，取扱銀行領収印があることを確認の上，
   この用紙の裏面に貼付してください。
 ※下記の方は入学検定料の納入は不要です。（該当の□に✔してください。）
　□学内進学　□国費外国人留学生

入 学 志 願 票

　□長期履修制度申請を希望　※詳細は募集要項3ページ及び7ページを参照

　□14条特例適用を希望         希望の場合は□に✔してください。

学校名（学部・研究科，学科・専攻等） 在　籍　期　間

　　　　 　　 高校　　 　     　　　科

賞　　　　　罰

年 　月〜　年 　月

年 　月〜　年 　月

職　　　　　歴

　　　　　 　 大学大学院　　   　 　研究科　　　　 　専攻 年 　月〜　年 　月

年 　月〜　年 　月

年 　月〜　年 　月

　　　　 　　 大学　　　   　 　　　学部　　　 　　　学科 年 　月〜　年 　月

Reference Application Slip

Examination no. Selection category
□General selection
□Professional special selection
□International student special
selection

Attach photograph here
(Taken in the past
three months, no hat,
full face and
shoulders)

□Male
□Female

Date of Birth:  (year)  (month)  (day)

Name(in kana)

Name(Kanji)

Name(Roman alphabet)

Current address
Mobile phone number:      -         -
E-mail:

Contact information
Mobile phone number:      -         -
E-mail: □ Extended enrollment application

□ Article 14 special case request
 （Details on pages 5 and 13）

Application fee
　After paying, attach the proof of bank transfer payment for submission to
university to the designated place on the backside of the application slip.
Current Kanazawa University students and Japanese government scholarship
international students do not pay an application fee.
□ Kanazawa University Student　□ Japanese government international study abroad
student

Educational history should include all educational experience, even if you did not
officially belong to the school (credited auditor, auditor, research student, etc.)

High school / Department　　　　　　　　  (year)  (month)〜 (year)  (month)
University　/ School　/ Department 　　　 (year)  (month)〜 (year)  (month)
University　/ Graduate school / Divison   (year)  (month)〜 (year)  (month)

Work history

High-level awards  and convicted crimes

Do not fill out areas marked with a “※.”



 受験番号
※

選抜区分
（□に✔）

　□ 一般選抜
　□ 社会人特別選抜
　□ 外国人留学生特別選抜

ふりがな

氏　　名

※印欄は，記入しないこと。

　 写真貼付

 正面向きに上半身，
 脱帽，3か月以内に
 撮影したもの

  （4ｃｍ×3ｃｍ）

2019年度10月期入学　金沢大学大学院人間社会環境研究科（博士後期課程）

受　験　票Reference Examination Slip

Do not fill out areas marked with a “※.”

Name　(Kanji) / (Roman alphabet)

Name(in kana)

Selection category
□General selection
□Professional special selection
□International student special
selection

Attach
photograph here

Examination no.



ふりがな

氏　　名

 １．これまでの研究経過（500字程度）

金沢大学大学院人間社会環境研究科　

研 　究 　計 　画 　書
　　　この研究計画書は，選考の重要な資料となるので1,200字程度で記入すること。
　　　ワード等で作成してもよい。

※

 受験番号

２．次頁の２．３．４．も記入すること。

 博士後期課程における研究テーマ

１．※印欄は，記入しないこと。

注：社会人特別選抜の場合は，修士課程修了後
　　又は大学卒業後の研究及び社会活動を含む。

Reference Research plan

This research plan will serve as important material for selection.
Please write it in English (approx. 500 words). It may be written
using a word processor.

Examination no.

Name(in kana)

Name　(Kanji) / (Roman alphabet)

Doctoral Level Section Research Theme

Past research
 Please write it in English (approx. 200
words )

Note: Professional special selection applicants
should include post-graduate research and non-
academic activities/experience in society.

1. Do not fill out areas marked with a “※.”
2. Please answer 2., 3., and 4., on the Next page.

1 人間社会環境研究科（博士後期課程）研究計画書



ふりがな

氏　　名

４．希望する指導教員を３名まで記入してください。少なくとも１名は必ず記入すること。

　　〔　　　　　　　□〕〔　　　　　　　□〕〔　　　　　　　□〕
　　なお，上記のうち主任指導教員となる教員について，出願前に必ず承諾を得てください。
　承諾を得た教員名の□に✔印を記入してください。

３．使用可能な外国語を挙げてください。〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

 ２．博士後期課程における研究計画（700字程度）

 受験番号
※

※印欄は，記入しないこと。

Examination no.
Name(in kana)

Name　(Kanji) / (Roman alphabet)

2. Doctoral research plan
 Please write it in English (approx. 300 words )

Do not fill out areas marked with a “※.”

3. Please list the languages you are able to use.

4. Please write at least one and up to three advisor(s) you wish to work with.
〔 □            〕〔 □             〕〔 □            〕
Before applying, please obtain approval from the person listed above who would serve as
your primary Supervisor. Please place a check mark in the box next to this person’s
name.

2 人間社会環境研究科（博士後期課程）研究計画書



ふりがな

氏　　名

発行機関
発 行 所

発行年月日

研 究 業 績 リ ス ト

 受験番号

※

３．研究業績リストの中で特に主要なものについては，その別刷又は写しを３部ずつ添付
　　すること。

１．※印欄は，記入しないこと。

２．共同執筆した場合は，分担執筆した部分を明示しておくこと。

金沢大学大学院人間社会環境研究科

 公刊された業績（著書，論文，研究報告等）の題目

Reference

Examination no.

Name(in kana)

Name　(Kanji) / (Roman alphabet)

Titles of published research (books, articles,
research reports, etc.)

Publisher and
place of publication

Date of
publication

1. Do not fill out areas marked with a “※.”
2. For jointly authored articles, etc., please indicate which section was written by the
applicant.
3. Please include three offprints or copies of a particularly significant article, etc. from
the above list.

List of research achievements



受 験 承 諾 書

　金沢大学大学院

　人間社会環境研究科長　殿

　下記の者が金沢大学大学院人間社会環境研究科（博士後期課程）の

入学試験を受験することを承諾します。

記

　　所　　　属

　　受験者氏名

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　所　属　長

印

※社会人特別選抜で受験する方のみ提出

Reference
Examination permission form

To the Dean of the Kanazawa University Graduate School of
Human and Socio-Environmental Studies:

I give permission for the individual listed below to take the doctoral level section
entrance examination of the Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies,
Kanazawa University.

Organizational unit
Examinee name\

Date:

Head of the administrative unit
(Seal)

To be submitted by professional
special selection applicants only



【重要】手続きの前に必ずお読みください。

＊この振込依頼書をお切り取りのうえ，お振込ください。

取扱銀行への

お願い

領　　収　　書

＊ゆうちょ銀行・郵便局からの振込はできません。

＊北陸銀行本支店に限り手数料不要

＊上記のとおり領収しました。

銀行 銀行

[志願者の皆さんへ] 支店 支店

ＡＴＭ（現金自動預払機）による振込はしないでください。

銀行領収印のない 銀行領収印のない
ものは無効とします。 ものは無効とします。

（　銀　行　控　） （　本　人　控　） （ 大 学 提 出 用 ）

収入印紙

取扱銀行領収印 取扱銀行領収印精査印 振替検印 振替相手科目 振替係印

受取人

カナザワダイガク

金　沢　大　学
整 理 番 号 ３８００２２ 整 理 番 号

￥

出納印字
フリガナ

課程 博士後期課程 課程

氏　名 氏　名

氏名

専攻 人間社会環境学専攻 専攻
住所

　ＴＥＬ（　　　　）　　　　　－

志

願

者

研究科 人間社会環境研究科

志

願

者

ﾌﾘｶﾞﾅ

志

願

者

ﾌﾘｶﾞﾅ

博士後期課程

人間社会環境学専攻

３ ０ ０ ０

整理番号 ３８００２２
研究科 人間社会環境研究科 研究科 人間社会環境研究科

３８００２２

振込額

０ ０ ０ ０ 金       額 ￥

３ ０ ０ ０ ０

手数料振込人負担

2019年度（10月期入学）
金沢大学大学院入学検定料

2019年度（10月期入学）
金沢大学大学院入学検定料

振　込　依　頼　書 電信扱
2019年度（10月期入学）

金沢大学大学院入学検定料

整
理
番
号
を
必
ず
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

振 込 金 証 明 書

依頼日　　　　　　　年　　　月　　　日 　　　　　年　　　月　　　日 　　　　　年　　　月　　　日

振込先
北陸銀行　　小立野支店

手
数
料

金       額 ￥ ３ ０普通預金 口座番号 ５０４０２７０

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

Bank Transfer Request 
Application fee: ¥30,000
Please pay via bank wire transfer (denshin atsukai 電信扱).

Payment Method
Fill out the this bank transfer request form and pay via 

window at a financial institution that can carry out wire 
transfers (denshin atsukai 電信扱) (Japan Post Office/Post 
Bank cannot be used). 
The applicant must pay any bank transfer fees. 

※ 必要事項を記入の上，「電信扱」が利用できる金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局は不可）の窓口で納入してください。

納入後，銀行領収印が押してあることを確認し，「振込金証明書（大学提出用）」を入学志願票の裏面に貼付してください。

「領収書（本人控）」は，大切に保管してください。

※ 通常，金融機関の窓口営業時間は午後３時までです。また，土日・祝日は休業となりますので注意してください。

※ ＡＴＭ（現金自動預払機），携帯電話，パソコン等からは振り込まないでください。

※ 出願書類受理後は，いかなる理由ががあっても入学検定料は返還には応じません。

ただし，入学検定料の振込後，出願しなかった場合は返還手続を行うことができますので，下記担当へ連絡してください。

なお，返還の際は「領収書（本人控）」及び「振込金証明書（大学提出用）」が必要になります。

（担当：金沢大学財務部財務管理課出納係 電話（076）264-5066）



受 験 番 号

※印欄は，記入しないこと。

［合格通知送付用］

（郵便番号）

（住　　所）

（氏　　名）   様

※

［入学手続書類送付用］

（郵便番号）

（住　　所）

（氏　　名）   様

※

あ　て　名　票

受 験 番 号

受 験 番 号

※

　　　-

　　　-

Reference

Name Slip

Examination no.

Do not fill out areas marked with a “※.”

[For informing applicants of successful admission]

[For sending enrollment materials]

Examination no.

Examination no.

Postal code

Address

Name

Postal code

Address

Name


	空白ページ



