
様式１(Form 1)  
岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科 入学志願票 

Admission application form, United Graduate School of Drug Discovery and Medical Information Sciences, Gifu University 

該当のところにレ印を付してください。(Please put a check at each item) 
□一般(General) □社会人(Member of Society)※1 □外国人留学生(Student from abroad)※2 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 
Kana 

pronouncing 
 

受 験 
番 号 

Examinee’s 
number 

※職員記入欄(Don’t Write this 
space please.) 

氏 名 

Name 

(氏名は必ず自筆で記入してください。) 
(Please fill this space out with a black-ball-point 
pen by yourself) 

生年月日 
Date of birth 

  年(昭和・平成  年)   月   日生 
Date:           Month:          Year: 

(     歳 years old） 

性別 

Sex 

男  ・  女 
    Man       Woman 

志望専攻 
Division of 

your 
preference 

専攻

Division 

学籍番号(本学を修了又は修了見込みの者のみ記入) 
Student number (Those who completed 
Gifu University master’s program must 
write (include expecting).) 

          

志望する領域
等 

Field of your 
preference 

志 望 す る 領 域：                             領 域 
Field of your preference                                                        Field 

志 望 す る 指 導 教 員： 
Adviser of your preference 

入学資格 

Requirements 

for admission 

年   月       大学大学院         研究科        専攻  
Year  Month        University   a (post) graduate course        Division 

修  了 

Complete 

修了見込 
Expected 

to 
complete 

その他(Others) 
 □ 出願資格認定済み（出願資格認定を受けた方は☑を記入してください。） 
   I have been examined to get the qualification for this admission 

英語能力※3 
English-lang
uage 
proficiency 

TOEFL スコア 
TOEFL SCORE 

TOEIC スコア 
TOEIC SCORE 

その他（     ）スコア 
OTHER(          ) SCORE 

現住所 

Where do you 

live 

（〒   －    ）        TEL（    ）    － 
                   携帯 Portable   －   － 
 
 

連絡先 
Address to 
keep touch 
with each 

other 

（〒   －    ）        TEL（    ）    － 
                   携帯 Portable   －   － 
 

社会人記入欄 
A member of 

society’s 
writing space 

入学後〔 □退職する  □退職しない 〕予定です。 
I will 〔□retire from my employment or □go on with my employment〕 
after admission into Gifu University 

外国人留学生 
記入欄 

Writing space 
for a student 
from abroad 

only 

国籍 

Nationality 

 □ 国費留学生  (Student holding Japanese 
government’s scholarship) 

□ 外国政府派遣留学生  (Student holding 
foreign government’s scholarship) 

□ 私費留学生 (Student on your own) 
 
 



 
※１ ここでいう「社会人」とは，現在何れかの職業に従事していて，入学後も引き続きその職務に就く予定の

方をいう。 
※１ Member of Society means the man who will go on with his employment. 
※２ ここでいう「外国人留学生」とは，日本国籍を有せず，本研究科の入試に合格した場合，「留学」の在留資

格を持った状態で本研究科へ入学する予定の方をいう。 
※２Student from abroad means the man who will get the certification of alien registration 
(status of study) from Japanese government. 
※３ TOEFL や TOEIC 等の外部機関の試験を受けたことがある場合、そのスコアを記入してください。 
※３If you have the score of English Language Proficiency, which an external agency provide, like TOEIC or 

TOEFL, please fill in these blanks.  
※ 黒ボールペンで記入してください。(この書類については，パソコンで作成した文面をこの様式に貼り付け，

コピーしたものでも構いません。若しくは氏名以外の文面の全てをパソコンで作成されても構いません。) 
※Please write with a black ballpoint. (About this document, you can submit copied sheet that 

paste the sheet drawn up at other form and copied to the sheet this form copied. Or you can 
draw up all text at this form with a personal computer.) 


