(11)
追加入学志願票
（地球環境科学専攻 地球惑星科学系 志願者専用）
博士前期（春入学・秋入学）
Additional Application Form
地球惑星科学系 全志願者記入

(All those taking the examination for Earth and Planetary Science Course, Department of Earth and Environmental Sciences,
should fill out this form, irrespective to the program)

氏名（漢字）
Name

(in English)

E-mail
筆記試験（専門
科目）の受験方
式について
Examination method

Family Name

First Name

Middle Name

@
筆記試験はオンライン方式、対面式（名古屋大学内の試験会場）のどちらで
も受験することが可能です。どちらの方式を希望しますか？
ただし、コロナ感染状況の悪化により、大学の試験会場を準備できない場合
は、全てオンライン方式になります。
□オンライン方式
(I want to take the examination on online.)

□対面式

(I want to take the examination at Nagoya University.)

Tick appropriate boxes on this Additional Application Form.
Examinees whose mother tongue is not Japanese are recommended to contact their prospective supervisor to
obtain detailed information on how to fill out this form correctly.

(11)
追加入学志願票
（地球環境科学専攻 大気水圏科学系 志願者専用）
博士前期（春入学・秋入学）・博士後期（春入学・秋入学）共通
Additional Application Form (Division of Hydrospheric-Atmospheric Sciences)
大気水圏科学系 全志願者記入
(All those taking the examination for Division of Hydrospheric-Atmospheric Sciences, Department of Earth and Environmental
Sciences, should fill out this form, irrespective to the program)

⽒名（漢字）
Family Name

Name

First Name

Middle Name

(in English)

E-mail
オンラインでの
⼝述試験希望
Online oral exam.

@
名古屋⼤学へ来学できない志願者のために、遠隔（オンライン）での⼝述試
験の機会を提供します。
□遠隔受験を希望する
□遠隔受験を希望しない
（I want to take the online video interview.)

(I donʼt need to take the on-line video interview.)

遠隔受験を希望する理由 The reason for choosing on-line video interview.

大気水圏科学系 博士前期（秋入学・春入学）志願者のみ記入
(Those applying for Masterʼs program should fill out this form as well)

TOEFL, TOEIC,
IELTS のスコア
シート Score sheet
for English exam

専⾨試験⽇程

Inconvenient day/hour
for online interview

専⾨科⽬申請

Academic fields to be
discussed during
interview

□出願書類に同封する (Enclosed with application documents)
□試験当⽇に提⽰する(To be presented on the day of the exam)
□特別英語試験の受験を希望する (I need to take the Special English Exam.)
専⾨試験は 2021 年 8 ⽉ 12 ⽇（⽊）から 18 ⽇（⽔）までの期間内に、遠隔により⾏い
ます。この期間内の 9 時から 17 時の間に不都合な⽇時があれば、以下に申告して下さ
い。後⽇打ち合わせのうえ、決定します（予定変更あればそこで申告して下さい）。

不都合な⽇時 The days/hours inconvenient for my online interview are as follows:
（記⼊例：全⽇ 12:00‒13:00, 8 ⽉ 15 ⽇ 13:00‒15:00）

専⾨試験における専⾨科⽬の出題希望分野（２分野）を以下から選んで下さい
（申請後の変更不可）。
Choose two academic fields you want to discuss during your online interview.

□地球環境学
Environmental Sciences

□地球物理学 □地球化学 □物理学
Geophysics

Geochemistry

Physics

□化学 □⽣物学
Chemistry

Biology

□数学

Mathematics

Tick appropriate boxes on this Additional Application Form.
Examinees whose mother tongue is not Japanese are recommended to contact their prospective supervisor to
obtain detailed information on how to fill out this form correctly.

