
すべての出願者は，下記の項目を記入してください。(All applicants must fill out the following.)

該当する入学時期を○で囲んでください。
Circle the number as appropriate.

1. 令和4年10月入学 ＊印欄は記入しないでください。
        For the Academic Year starting in October 2022 Do not write in the field marked with ＊ for Graduate School use only.

2. 令和5年 4月入学
For the Academic Year starting in April 2023

該当する選抜番号を○で囲んでください。 該当する専攻番号を○で囲んでください。

Circle the number as appropriate. Circle the number as appropriate.
1. 一般選抜(General Selection) 1. 資源循環学 (Sustainable Resource Sciences)

2. 社会人特別選抜(Special Selection for Working People) 2. 共生環境学 (Environmental Science and Technology)

3. 外国人留学生特別選抜(Special Selection for Foreign Students) 3. 生物圏生命科学 (Life Sciences)

フリガナ Kana

氏　 　名

Name
アルファベット表記

Name in Alphabet

本籍

Nationality

生年月日 年 月 日 生

Date of Birth Year Month Day

年齢 性別

Age Sex
（本学出身者は【 】内に 学籍番号を記入）

(Enter your Student No. in 【 】if you graduated from Mie Univ.)
立 大学・大学院 【 】

University 年 月 卒業・卒業見込み

学部 学科 (MM/YY)
Faculty Course

( )
Enter the last school you attended in the space at the right, if your qualifications need pre-assessment.

ふりがな

〒 ―

(自宅)

TEL (携帯)

※including country code
一般選抜志願者(Applicants for General Selection Exam.)

提出予定のTOEIC®スコアの受験日（試験当日の変更も可） 年 月 日

・外国人留学生は裏面を記入してください。(Foreign students must fill in the back page instead of below.)

・一般選抜・社会人特別選抜志願者は，下記を記入してください。

年 月 立 　高等学校卒業

年 月 立 大学

年 月 立 大学

年 月 立 大学

年 月 立 大学

研究生 年 月 ～ 年 月 大学・大学院

年 月 入社

年 月

年 月 入社

年 月

年 　月 ～ 年 月 年間

※現住所に記載された住所に受験票・合格通知書・入学手続き案内等を送付します。

現在の勤務先
(社会人特別

選抜のみ記入）
　志望専攻の専門に
　関する経験

　企業の名称

　所属部課・役職

現在に至る
退社

職歴

学歴

・National/Public
・Private

男  ・  女
Ｍ　・  Ｆ

現住所※

Current Address

 出願資格審査が必要な方は最終学歴を
 右の（　）内に記入してください

E-mail

出願資格
Qualifications for

application

志願する講座
Course

三重大学大学院生物資源学研究科（博士前期課程）入学志願票

現在に至る
退社

都道府県

Application Form for the Master's Program at the Graduate School of Bioresources, Mie University

＊

入学時期
Enrollment Period

選抜方法
Form of Selection

志望する専攻
Major

受験番号

Examinee No.

　学部卒業
　学部卒業見込

志願する教
育研究分野
Research Field

第1志望
1st choice

第2志望
2nd choice

共生環境学専攻のみ記入可
Only for Environmental Science and Technology

指導予定教員
Preferred Supervisor

　学部入学

　学部卒業
　学部卒業見込

　学部編入学

㊞



【外国人留学生用（For Foreign Students）】
　Type or print in Japanese or English

＊印欄は記入しないでください。
Do not write in the field marked with ＊ for Graduate School use only.

学校名 入学 年 月

Name 年 from Year Month 年

所在地 Yrs 卒業 年 月 Yrs

Address to Year Month

学校名 入学 年 月

Name 年 from Year Month 年

所在地 Yrs 卒業 年 月 Yrs

Address to Year Month

学校名 入学 年 月

Name 年 from Year Month 年

所在地 Yrs 卒業 年 月 Yrs

Address to Year Month

学校名 入学 年 月

Name 年 from Year Month 年

所在地 Yrs 卒業 年 月 Yrs

Address to Year Month

学校名 入学 年 月

Name 年 from Year Month 年

所在地 Yrs 卒業 年 月 Yrs

Address to Year Month

年

Yrs

研究生

年 月 日 ～ 年 月 日

Year Month Day Year Month Day

年 月 日 ～ 年 月 日

Year Month Day Year Month Day

年 月 日 ～ 年 月 日

Year Month Day Year Month Day

年 月 日 ～ 年 月 日

Year Month Day Year Month Day

年 月 日 ～ 年 月 日

Year Month Day Year Month Day

・

・

・

・

□私費 (Self-financed
                            Students)

□国費 (Japanese Government
                 Scholarship Students)

日　本
(Japan)

日　本
(Japan)

日　本
(Japan)

履　　歴　　書（Curriculum Vitae）

(Research
       Student)

職業(Occupation)

家族構成
Family

Member

続柄
(Relationship) 氏名 (Name)

職歴
(Employment
 Experience)

(Research
 Experience)

研究歴

年齢(Age) 現住所(Current Address)

日　本
(Japan)

身分(Status)

身分(Status)

研究機関名(Name of Research Institution)

勤務先(Name of Working Place)

学校名(School Name) 身分(Status) 研究期間(Reserch Period)

以上を通算した全学校教育修学年数

Total Number of Years Schooling as Given Above
TOTAL Yrs

学位
Diploma of Degree

Awarded

Undergraduate Level

高等教育
Higher Education

大学院
Postgraduate Level

高校
Upper

高等教育
Higher Education

大学

中等教育
Secondary Education

Name and Address of School

学校教育

Academic History
Educational Background

正規の修学年数
Officially Required
Number of Years of

Schooling

修業年数
Period of
Schooling

入学および卒業・修了年月

Year and Month of Admission and Completion

受験番号

Examinee No.
＊

Elementary School

中等教育
Secondary Education

中学校
Lower

初等教育
Primary Education

小学校

姓 Family Name 名 First Name ﾐﾄﾞﾙﾈｰﾑ Middle Name

在留資格(Resident Status)ﾌﾘｶﾞﾅ(Kana)

氏名
(Name)

学校名および所在地

母　国
(Home country)

母　国
(Home country)

母　国
(Home country)

母　国
(Home country)

年数(Yrs)

研究期間(Reserch Period)

勤務期間(Employment Period)

年数(Yrs)

年数(Yrs)


	志願票
	履歴書

