広島大学・輔仁大学 修士ダブルディグリープログラム 2018 年度参加申込書
Tentative Application for Master’s Double Degree Program
Between Hiroshima University and Fu Jen Catholic University
(April 2018 Enrollment)

基本情報 Basic Information
姓名 （中国語）
Name （English）
所属
Affiliation
*2017 年 9 月現在
*as of Sept. 2017

輔仁大学 外国語学院 日本語文学系研究科
Department of Japanese Language and Culture,
Collage of Foreign Languages, Fu Jen Catholic
修士課程 Master’s Program

University

専攻
Major

年生 Grade

生年月日
Date of Birth
E メールアドレス
e-mail address

性別
Gender

携帯電話番号
mobile phone number

語学能力 Language Ability
日本語能力
Japanese Language Proficiency
英語能力
English Language Proficiency

JLPT etc. Grade, Scores;

TOEFL/TOEIC/IELTS etc. Scores:

学歴 Educational Background
学校名及び所在地
(Name and Address of School)

小学校
(Elementary school)

正規の修学年数
(Required Years of
Study)

学校名
(Name)

/
年
(Years) 卒業(To)

所在地
(Location)

/
入学(From)

学校名
(Name)
中学校
(Lower Secondary School) 所在地
(Location)

高等学校
(Upper Secondary school)

大学
(Undergraduate Level)

大学院
(Graduate Level)

入学及び卒業年月
(Year and Month of
Entrance and
Completion)
入学(From)

/
年
(Years) 卒業(To)
/
入学(From)

学校名
(Name)

/
年
(Years) 卒業(To)

所在地
(Location)

/
入学(From)

学校名
(Name)

/
年
(Years) 卒業(To)

所在地
(Location)

/
入学(From)

学校名
(Name)

/
年
(Years) 卒業(To)

所在地
(Location)

/

以上を通算した全学校教育修学年数
(Total of years of schooling mentioned above)

年
(Years)

1

専攻分野
(Field of Study)

学位 / 資格
(Diploma or Degree
awarded)

広島大学留学中の研究計画 Research Plan during Studying at HU
研究分野 Research Field

希望する指導教員 Desired Host Researcher

自分の研究計画に基づき，添付の「総合科学研究科開設授業科目担当教員一覧表」から希望する指導教員を
選択して以下にご記入ください。(必ずしも希望が通ることを保証するものではありません。)
According to your research plan, please choose your desired host researcher from the “Graduate School of
Integrated Arts and Sciences Faculty List” and fill in the blanks below. (Please note that the researcher
you have chosen below cannot always be your supervisor)
所属 Affiliation:
職名 Job Title:
氏名 Name:

研究題目 Research Subject

研究目的 Purpose of the Research

2

研究計画 (1～3 ページ以内)
Detailed Research Plan (1 to 3 pages)

修士終了後の進路 (予定)
Plans after completion of the Master’s Double Degree program
☐ 広島大学において博士課程後期に進学 Proceed to Doctoral Program at HU
☐ 輔仁大学において博士課程後期に進学 Proceed to Doctoral Program at FJCU
☐ 就職 Find a Job
☐ その他 Other Options (

3

)

