
平成31(2019)年度 東京大学大学院 
情報理工学系研究科博士後期課程〔社会人特別選抜〕入学願書 

Appl ica t ion  fo rm for  Doctora l  P rogram 

※ 
受 付 番 号  

※ 

受 験 番 号  
(Examinee's Number) 

 
本学学生証番号★1 
本学在学生(研究生含む)のみ記入  

(Student ID number in the University of Tokyo)
 

志 望 専 攻 
(Department) 

専 攻 志望指導教員(Prospective professor) 
(未定の場合は｢未定｣と記入★2) 

 

国   籍 
(Nationality) 

(外国人のみ)[Only non-Japanese] 
生年月日 
(Date of Birth ) 

         年    月    日 
                     (year)    (month)       (day) 

フ リ ガ ナ  

男 
(Male) 

 
・ 
 
女 

(Female) 

出 

身 
大 

学 

院 
(Com

pleted University) 

(Completed University) 
国立(National) 
公立(Public) 
私立(Private) 
外国(Outside of Japan)                    大学大学院 
                           (Graduate school) 
          研究科         専攻 

(Faculty)       (Department) 

   年   月   日   修    了(Completion) 
    (year)   (month)    (day)   

氏  名 ★3 
(Examinee's Name)

(Family Name)       (First Name)       (Middle Name) 

ロ ー マ 字 
(In Roman block 

capitals) 
 

その他 (Other) 

修士論文題目 
Title of Master's 

thesis 
 

現 住 所 
(Current address) 

〒□□□-□□□□ 電話番号 
(Tel)  

電子メール 
アドレス 
(E-mail) 

 

緊急連絡先 
(Emergency 

address) 

〒□□□-□□□□ 電話番号 
(Tel)  

電子メール 
アドレス 
(E-mail) 

 

  履     歴     事     項 (Resume) 

学 

歴 
(Educational background) 

(Date of enrollment and graduation) 
    年    月 

     (year)   (month) 

                                          (Secondary Education) 
                                     高等学校卒業 
                                          (Upper)(Graduation) 

 
    年    月 

     (year)   (month) 

                                         
 
              大学         学部            学科     卒  業 
           (University)            (Faculty)          (Department)      (Graduation) 

 
    年    月 

     (year)   (month) 

                                         
 
             大学大学院         研究科           専攻      入  学 
       (Graduate school)         (Faculty)          (Department)      (Enrollment) 

 
    年    月 

     (year)   (month) 

                                         
                                               
           大学大学院        研究科           専攻       修  了 
        (Graduate school)           (Faculty)          (Department)        (Completion) 

 
    年    月 

     (year)   (month) 
 

職 

歴 

等  
(Em

ploym
ent 

record) 

 
    年    月 

     (year)   (month) 
 

 
    年    月 

     (year)   (month) 
 

出願時の身分 (Current status) 
3・4の場合具体的に(3,4 is detailed) 

1.大学院学生    2.社会人(        )    3.その他(        ) 
  (Graduate Student )       (Have a fulltime job)                     (Other) 

TOEFL ITP® テスト受験希望  
(Do you wish to take the TOEFL ITP®?) □ 希望する(Yes)   □ 希望しない(No)     

（志願者全員が、どちらかに をつけること） 
［All applicants must either select Yes or No mark it " "］ 

平成30年9月入学希望 ★4 
(Do you wish to enter the School 

in September, 2018?) 
□ 希望する(Yes) （希望者は、□内に をつける[Check" "  the box if applicable]） 

※裏面の「注意」及び「備考」をよく読んで記入すること。(See reverse side before filling out the form.)  

正 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意 1. ※欄は記入しない。 
   2. 入学願書の正･副は、同一の文言で記入する。 
   3. 外国人留学生は、別紙「履歴確認表」を入学願書に添えて提出する。 
 
備考 ★1. 本学学生証番号は、本学在学生（研究生含む）のみ記入する。  
   ★2. 志望する指導教員が未定の場合は｢未定｣と記入する。 

★3. 氏名は、漢字圏の外国人は漢字で記入し、非漢字圏の外国人はアルファベットで記入し、フリガナをつける。 
   ★4. 平成30(2018)年9月入学を希望する者は、該当欄に 印をつける。 
 
 

Notes:  1.  Do not fill in the ※ marked space. 
2.  Fill in the same details in the application forms Main(正) and Sub(副). 
3.  All international students must submit application form Main(正) , Application form Sub(副) and  

Record of International student. 

Remarks: ★1.  Fill in the Student ID number only for those who are currently enrolled at the University of Tokyo,  
including Research Student. 

★2.  If you have not decided your prospective professor yet, please fill in “not yet determined”.  
★3. Fill in your name in Alphabet together with your name in Katakana.  

If you have a name in Chinese characters, you should write it in Chinese character instead of in alphabet  
together with your name in Katakana. 

★4.  Check the box if you wish to enter in September 2018. 
 

（注意） 
１．外国人留学生のうち、出願時点
で、日本政府（文部科学省）奨学金留
学生は、入学検定試験振込金は必要な
い。なお、本学以外の大学に在学して
いる同留学生は、在学している大学が
発行する、日本政府（文部科学省）奨
学金留学生であることの「証明書」
を、入学願書と一緒に提出する。 
２．本学修士課程在学中の者で、同課
程修了後、直ちに(間を空けないで)博士
後期課程進学予定の者は、入学検定試
験振込金は必要ない。 

Notes,  
About the Examination Fees: 
1. Examination Fees are exempted for 
international students on scholarships from 
the Japanese government (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and 
Technology, MEXT) at time of application 
submission. 
International students, including research 
students, currently enrolled in other 
universities, excluding the University of 
Tokyo, must submit together with their 
application a certification of their status 
regarding the MEXT scholarship issued by 
their current university. 
2. Those who are expected to enroll in 
doctoral program without any period time 
after completing Master's program or special 
degree program of the University of Tokyo 
are exempt from this fee. 

  
『C票 
「東京大学」入学検定試験 
 振込金受付証明書』 
又は 

『収納証明書』 
 を、この枠内に貼付する。 
Attach form (C) or 
Receipt from convenience store. 
 
 
・クレジットカード払いの場合は 
 下記にチェック（ ）をつける 
こと。 

Check ( ) the following □, if you paid 
Examination fees by credit card. 
 
□ クレジットカードによる支払い 
  (By credit card) 
. 
 

左記（注意）参照 


