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外 国 人 研 究 生 許 可 願 
Application for Enrollment as a Research Student 

 

広島大学長 殿 
To the President of Hiroshima University 

 

 

  貴学外国人研究生として，下記のとおり研究したいため許可願います。 

また，私が貴学に提出した出願書類における情報は，すべて真実かつ正確であることを誓約いたします。 
  I hereby apply for enrollment as a research student at Hiroshima University and also certify that all information I 

provided in the application for admission is true and accurate. 

 

申請者署名 Applicant’s Signature                                     

申請年月日 Date of Application  (Year)     年   (Month)     月 (Day)     日 

 

【記入上の注意 / Instructions】 

1. 記入は日本語あるいは英語で活字書体を用いること。Application should be written in block print style in Japanese or English.  

2. 数字は算用数字を用いること。Numbers should be in Arabic figures. 

3. 年号はすべて西暦とすること。All dates should be according to the Western calendar. 

4. 固有名詞はすべて正式な名称を記入し，一切省略しないこと。Proper nouns should be written in full, and not be abbreviated. 

5. 消せるペンや鉛筆を使用しないこと。Please do not fill out with erasable pens or pencils.  

1.申請者氏名/Full name of applicant 

英字氏名（パスポートに記載された英字氏名）In alphabetical letters as typed on your passport 

                                                                          
Surname                     Given name                    Middle Name 

漢字氏名（漢字で記入できる場合のみ）In Kanji, if applicable   

 

2.国籍(地域)/Nationality (Region) 3.生年月日/Date of birth 

   
(Year)             (Month)           (Day) 

              年              月             日 

4.入学を希望する学部名又は研究科名/Name of school or graduate school you wish to enroll in 

□学部/School 

□研究科/Graduate School 

5.希望研究期間/Expected research period 

From  (Year)        (Month)      (Day)      To  (Year)          (Month)      (Day) 

           年        月       日 から       年         月       日  まで 

6.志望する指導教員の氏名/Name of intended academic supervisor 

 

7.広島大学における研究題目（研究題目は英語または日本語と英語で記載すること） 
 ＊注意： 出願書類提出後，原則として研究題目の変更はできません。 

Research subject at Hiroshima University (Research subject should be written in English or in both Japanese and English.)  

*Note: In principle, research subject cannot be changed after submitting the application documents. 

英語 

English 

 

 

日本語 

Japanese 
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8.広島大学における研究計画（この研究計画は，選考の重要な参考となるため，詳細に記入すること。

必要な場合は別紙を追加してもよい。） 

Research plan at Hiroshima University (Provide a detailed explanation as this item will be used as one of the most 

important criteria for selection. If necessary, additional sheets of paper may be attached.) 

 

9.研究修了後の展望（志望する進路や職業等について記入してください） 
Vision after completing your study as a research student (Provide your vision about career choice and 

occupational fields you wish to work in in the future.) 
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10.これまでの専門分野（詳細に記入すること） 

Specialized field of study up to the present (Provide a detailed explanation.) 

 

11.語学能力（自己評価のうえ，該当する数字にチェックすること。例：☑） 
1.研究活動も含め支障なく使える  2.日常的なレベルで使える  3.単語が少しわかる  4.全くできない 

Linguistic proficiency (Make a self-assessment and check the appropriate number like ☑) 

1. Mastered including research work 2. Daily conversational level 3. Can understand some words 4. Very Poor 

英 語 
English 

読む/Reading □1    □2   □3    □4 
検定試験得点等 

Score of Certificate Exam, etc. 

書く/Writing □1    □2   □3    □4 

話す/Speaking □1    □2   □3    □4 

聞く/Listening □1    □2   □3    □4 

日本語 
Japanese 

読む/Reading □1    □2   □3    □4 
検定試験得点等 

Score of Certificate Exam, etc. 

書く/Writing □1    □2   □3    □4 

話す/Speaking □1    □2   □3    □4 

聞く/Listening □1    □2   □3    □4 

 


