
 

Application for International Student Admission, Rakuno Gakuen University Graduate School 
酪農学園大学大学院 外国人留学生選考 入学志願書 

 

入試区分 ７ ４ 大学院留学生選考 

受験番号 
※ 

 
 
注：出願書類は日本語または英語で記入（自筆記入箇所以外はPC等での入力可）。 
Note: Please fill in this form in Japanese or English (You can fill in by using PC etc., except for the place you need to write yourself). 

1 氏名（自筆記入）           Last                 First               Middle  
Name (write yourself) 

性別    男 ・ 女   
Sex         Male/Female   

2 
志望研究科 Graduate school you wish to join    専攻 Major    修士課程・博士課程    修行年限    年 

                                            Masters/Doctorate       Year of study         Year 
 

3 
留学予定期間             年間     自     ／     ／    ～至     ／     ／     

Intended duration of study in Japan        years         From   Year/Month/ Day        to     Year/Month/Day 

 
4 

国籍 Nationality 

 

出生地 Place of birth  （国名 Country） 
 

5 
生年月日 Date of birth            Year/Month/Day                            年齢 Age 
                                     ／      ／          

 
6 

出身学校名 School from which you graduated 

 
国名 Country 

 
卒業（修了）年月日    Year/Month/Day 

Date of graduation          ／      ／      

 
7 

本国における居住地 Address in home country 

 
Tel： 
E-mail： 

8 
願書出願時の本人居住地 Address at time of application 

 
Tel： 
 

9 

日本滞在中の在留資格 Status of residence while in Japan (Type of visa) 
 

ａ）在留期間              年間 

  Approved length of stay               years 
 

ｂ）在留期間満了日            Year/Month/Day 

  Date of visa expiration               ／      ／      

  
10．日本に留学を希望する理由（注：日本語または英語で記入すること） 

Reason you wish to study in Japan (Note: Please fill in blanks in Japanese or English.) 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

11．本学の志望研究科で学ぼうとする具体的な理由（注：日本語または英語で記入すること） 
Specific reason you wish to study in the indicated department (Note: Please fill in blanks in Japanese or English.） 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

12．出願にあたって、記載以外に特記したいこと（注：日本語または英語で記入すること） 
Additional information you wish to be considered when evaluating your application (Note: Please fill in blanks in Japanese or 
English.） 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

備考 指導教員の押印またはサイン  

 

 
 

 
Signature or stamp of supervisor 

Affix a photograph
写 真 貼 付 欄



【Form No. 9】 
 

※入試広報センター記入欄 

 

酪農学園大学外国人留学生入学試験 

入 学 志 願 者 履 歴 書 
Resume of Applicant Wishing to Take the Rakuno Gakuen University Entrance Examination for International Students  

  年  月  日  記入 
志望研究科・専攻 
Department and major  

 国 籍 
Nationality 

 

 

氏   名 
Name 

 

 性別 男・女 
Sex：Male/Female 

 

生年月日 
Date of birth 

 

  年  月  日生 
Year  Month   Day   

 本国における居住地 
Permanent address 

(in your own country) 
 
 

 電話 
Telephone 

 

 

本人住所(日本国内) 
Address (in Japan) 

 

 電話 
Telephone 

 

 

  歴学  
Education 

学    校    名 
School name 

 

所 在 地 Address 
（国 名 Country） 

 

在  学  期  間 
Dates of study 

 

  
（     ） 

   年  月 ～   年  月 
Year/Month－     Year/Month 

（卒業・退学）（Graduated/Not graduated） 
 

  
（     ） 

   年  月 ～   年  月 
（卒 業 ・ 退 学）   

 
  

（     ） 
   年  月 ～   年  月 

（卒    業 ・ 退 学）  
 

  
（     ） 

   年  月 ～   年  月 
 退 学）（卒    業 ・  

 
  

（     ） 
   年  月 ～   年  月 

（卒 業 ・ 退 学）   
 

  
（     ） 

   年  月 ～   年  月 
 退 学）（卒    業 ・  

 
  

（     ） 
   年  月 ～   年  月 

（卒 業 ・ 退 学）   
 

職  歴 
Employment 

会 社 名 ・ 職 務 内 容 他 
Company name/Responsibilities 

在  職  期  間 
Dates 

    年  月 ～   年  月 
Year/Month－     Year/Month 

    年  月 ～   年  月 

    年  月 ～   年  月 

免  許 
資  格 

Licenses 

   年  月 
Year/Month  

   年  月  

   年  月  

   年  月  
 
得意な学科 Favorite subject(s) 趣味 Hobbies スポーツ Sports 健康状態 State of health 

     

 

家族欄 
Family 

続  柄 
Relationship 

氏  名 
Name 

性別 
Sex 

生 年 月 日 
Date of birth 

続柄 氏  名 性別 生 年 月 日 

父 
Father 

 男 
Male 

     

母 
Mother 

 女 
Female 

     

        



【Form No. 2】  
※入試広報センター記入欄 

 
Description of research project 

研 究 課 題 調 書 
 

Graduate school  
you wish to join 
志望研究科 

Department 
 

研究科 

Proposed major 
 

志望専攻 

Major   Masters / Doctorate 
    修士課程・博士課程 
  専攻           

フリガナ (in Japanese)  

Education 
 

学  歴 

University    Department      Faculty 
 
     大学     学部（学群）     学科（学類） 
  Year   /  Month  Graduation/Anticipated graduation 
    年 /   月     卒業 ・ 卒業見込 Name 

(Write yourself) 
氏名（自筆記入） 

 

Graduate School    Department      Major 
 
       大学院       研究科       専攻 
  Year   /  Month   Graduation/Anticipated graduation 
    年 /   月     修了 ・ 修了見込 

Proposed field 
of research  

志望する研究分野 

 Proposed faculty  
member 

志望する教員名 

 

 
 
State the reason(s) why you chose this field of research, your tentative research topic, and your research plan. 
その研究分野を志望する理由、入学後の研究テーマと研究計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ The description should be in 400 words or less in English or 1,200 characters or less in Japanese. 
  枠内に和文1200字以内，または英文400語以内とする。 



【Form No. 3】  
※入試広報センター記入欄 

 
Description of undergraduate thesis 

卒 業 論 文 要 旨 
 

Graduate school  
you wish to join 
志望研究科 

Department Major Masters / Doctorate 

修士課程・博士課程 
               研究科                    専攻           

フリガナ (in Japanese)  
Name 

(Write yourself) 
氏名（自筆記入） 

 

 
Title 

卒業論文題名  

 

 
＊ The description should be in 400 words or less in English or 1,200 characters or less in Japanese. 
  枠内に和文1200字以内，または英文400語以内とする。 



【Form No. 4】  
※入試広報センター記入欄  

 
Description of master's thesis 

修 士 論 文 要 旨 
 

Graduate school  
you wish to join 
志望研究科 

Department Major Masters / Doctorate 

修士課程・博士課程 
               研究科                    専攻           

フリガナ (in Japanese)  
Name 

(Write yourself) 
氏名（自筆記入） 

 

 
Title 

修士論文題名  

 

 
＊ The description should be in 400 words or less in English or 1,200 characters or less in Japanese. 
  枠内に和文1200字以内，または英文400語以内とする。 



【Form No. 5】  
※入試広報センター記入欄 

 
Summary of major research papers 

主 な 研 究 論 文 等 の 要 旨 
 

Graduate school  
you wish to join 

志望研究科 

Department Major Masters / Doctorate 

修士課程・博士課程 
               研究科                    専攻           

フリガナ (in Japanese)  
Name 

(Write yourself) 
氏名（自筆記入） 

 

 
Title 

論文題名  

 

 
＊ The description should be in 400 words or less in English or 1,200 characters or less in Japanese. 
  枠内に和文1200字以内，または英文400語以内とする。 

＊ Not required if you have not authored any major research papers. 
 主要な研究論文がない場合は提出不要。 

   
 



【Form No. 7】 
 

 

 
 

Description of job 
職 務 内 容 調 書 

 
Graduate school  
you wish to join 
志望研究科 

Department                  Major             Masters / Doctorate 
修士課程・博士課程 

研究科             専攻 

（ふりがな） 

Name 
(Write yourself) 

氏名（自筆記入） 

 

 

Organization 
 

勤務先 

  Dates 
 

勤務期間 

(Year Month) (Year Month) 

年 月～ 年 月 

Position 
 

職名 

Full-time / Part-time 
 

（  常勤  ・  非常勤  ） 

Description of 
job/research 
職務内容 

・ 
研究内容 

 

 

 

Organization 
 

勤務先 

  Dates 
 

勤務期間 

(Year Month) (Year Month) 
年 月～ 年 月 

Position 
 

職名 

Full-time / Part-time 
 

（  常勤  ・  非常勤  ） 

Description of 
job/research 
職務内容 

・ 

研究内容 

 

 

            

Organization 
 

勤務先 

  Dates 
 

勤務期間 

(Year Month) (Year Month) 
年 月～ 年 月 

Position 
 

職名 

Full-time / Part-time 
 

（  常勤  ・  非常勤  ） 

Description of 
job/research 
職務内容 

・ 

研究内容 

 

 

 

You may photocopy and attach extra copies of this form if you have worked at more than three organizations and need more writing space. 
＊勤務先欄が不足する場合はコピーして記載すること 

 

 
※入試広報センター記入欄 



 
【Form No. 10】 

 
 

Rakuno Gakuen University Graduate School Applicant Certificate of Health 
健 康 診 断 書 

 
Japanese phonetic (furigana)   Sex Graduate (research department) for which you are applying:  

 
Desired major:  
 

Name   

Address 

 
 
 
Postal code:____________________ 
 

 
Your university (from which 
you graduated)/research 
department 
 

 
 
 

University 

Graduate (research) department 
 
 

Undergraduate department 

Major 
 
 

Department/faculty 

    

 
Date of birth 

 
YY     MM     DD 

X-ray 
exam 

Date of x-ray exam: 
     DD YY     MM

No. of direct x-rays: 
 
No. of indirect x-rays: 
 
Did you receive a diagnosis?  

If yes, please describe: 
      
(                                       ) 

No 

 
Height 

 
cm     

 
Weight 

 
kg     

 
Vision 

 

Right   (             ) 
Left    (             ) Have you had  

any medical 
conditions 

 in the past? 
 

Yes     No 

Hearing 

Right   Have you been diagnosed 
with any conditions? 

Yes         No 
Left    Have you been diagnosed 
with any conditions? 

Yes        No 

Urinalysis results 
Protein       (             ) 
Sugar        (             ) 
Uric blood    (             ) Do you currently 

have any medical 
conditions? 

Yes     No  
Blood pressure 

 
/               mmHg 

Do you have a physical 
disability? 

If yes, please describe 
(                                                                        )              
No 

 
General assessment 
Additional remarks 
 

 

    
 
I certify that I have examined the individual named in this Certificate, and that the information noted above is correct. 

  
Name of doctor (printed/signature) 
Name of hospital/medical clinic 
Address  
Date  

 



【Form No. 11】 

 

身 元 保 証 書 

GUARANTEE 
 
 
酪農学園大学学長  殿 
To the President of Rakuno Gakuen University: 
 
 
 
国  籍  
Nationality  

氏  名   性 別   男 ・ 女 
Name  Sex  Male/Female 

生年月日   年 齢 歳 
Date of birth  Age  
 
 

私は、上記の者が貴学への入学が許可された場合、在学中に貴学の諸規則を遵

守させ、その身元及び学費、滞在費等留学経費一切のことを保証し、貴学にご迷

惑をかけないことを誓約いたします。 
If the applicant named above is admitted to Rakuno Gakuen University, I pledge on his behalf that he 
or she will comply with all regulations while enrolled, and I will personally guarantee all his or her 
fees, including academic fees and living expenses. 

 
   年   月   日  

         Year   Month   Day  
 
 

保証人氏名  印 

Guarantor name  Seal 
 
国  籍  
Nationality  

生年月日  

Date of birth  

現 住 所   電 話  
Present address  Telephone  
職  業  

Occupation  

勤 務 先   電 話  
Company  Telephone  

本人との関係  

Relationship to applicant  



 
【Form No. 12】 

酪農学園大学大学院  入学試験 

経費支弁書 

STATEMENT FOR SPONSOR OF FINANCIAL SUPPORT 

 

※必ず経費支弁者本人が記入・サインしてください。 
This form must be filled in and signed by the sponsor. 

酪農学園大学  学長 殿 
To the President of Rakuno Gakuen University 

 

志願者氏名 
Applicant's full name                                                                                                                                        

 

国      籍                                              生年月日           年             月             日生    （ 男 ・ 女 ） 
Nationality                                                          Date of birth               Year              Month               Day    (Male / Female) 

 

私はこの度上記の者が酪農学園大学大学院在学中の経費支弁者（財政保証人）になりましたので、下記の通り引き受け経緯を説明するとともに

経費支弁について説明します。 
As a financial sponsor of the applicant named above, I offer the following explanation concerning my financial support of the applicant during 

his/her enrollment at Rakuno Gakuen University. 

1. 経費支弁(学費・生活費)の引き受け経緯についての説明 

Please explain why you are financially supporting the applicant. 
（申請者の経費支弁（学費・生活費）を引き受けた経緯及び申請者との関係について具体的に記載してください。） 

Please provide a clear explanation of your relationship with the applicant. 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       
 

2. 経費支弁の方法・内容 （Details of financial support） 
私                        は、上記の者の日本国滞在について、下記の通り経費支弁することを証明します。 

また、上記の者が在留期間更新（在留資格変更）申請の際には、送金証明書又は本人名義の預金通帳（送金事実、経費支弁事実の記載された

もの）の写し等で、生活費等の支弁事実を明らかにする書類を提出します。 
I,             , certify that I am willing to provide financial support to the applicant named above during his/her stay in Japan. 
Furthermore, if the applicant overstays his/her visa or changes his/her status of residence, I will provide proof of financial support for the 
applicant (for example, a bank account statement in own name and other documents that prove my ability to support the applicant). 
 
(1) 学  費 

    Academic fees 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 生活費 

    Living expenses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 支弁方法( 送金・振込等支弁方法を具体的に書いてください)。 

Method of payment (Please provide a specific description of how money will be transferred to the applicant.) 

                                                                                                                       

                                                                                                                       
 

経費支弁者氏名                                                     経費支弁者サイン／㊞ 
Sponsor's full name                                                                Sponsor's signature / seal                                                   

経費支弁者住所 
Sponsor's address                                                                                              TEL                                       

志願者との関係                                          勤務先                          職業 
Relationship with applicant                                              Employer                                Occupation                                  

勤務先住所 
Employer address                                                                                                                            

負担率 
Percentage 

of total  
fees you 

anticipate 
paying 

 

全額   ・   半額   ・   一部（                             ％)  
All / Half / Some (___%) 
※全額負担でなく、志願者本人も一部負担する場合は、別紙の留学経費計画書に負担金額を記入してください。 
*If you plan to split fees with the applicant, please indicate the amount that will be paid by the applicant on the 
separate fee plan. 
 

金額 
Amount 

 

毎月                          円・半年ごと                       円・年間                 円 
Monthly: ¥                     Semi-annually: ¥                       Annually ¥ 
 

 

負担率 
Percentage 

of total  
fees you 

anticipate 
paying 

 

全額   ・   半額   ・   一部（                            ％)  
All / Half / Some (___%) 
※全額負担でなく、志願者本人も一部負担する場合は、別紙の留学経費計画書に負担金額を記入してください。 
*If you plan to split fees with the applicant, please indicate the amount that will be paid by the applicant on the 
separate fee plan. 

金額 
Amount 

毎月                          円・半年ごと                       円・年間                 円 
Monthly: ¥                     Semi-annually: ¥                      Annually ¥ 
 


	＊勤務先欄が不足する場合はコピーして記載すること
	【Form No. 11】
	名称未設定

	Japanese phonetic furigana: 
	Name: 
	SexName: 
	Applicants full name: 
	Date of birth: 
	Year: 
	Month: 
	Nationality: 
	Please provide a clear explanation of your relationship with the applicant 1: 
	Method of payment Please provide a specific description of how money will be transferred to the applicant 1: 
	Sponsors full name: 
	Sponsors address: 
	TEL: 
	Relationship with applicant: 
	Employer: 
	Occupation: 
	Employer address: 
	Group3: Off
	Group4: Off
	修業年限: 
	自_年: 
	自_月: 
	至_年: 
	至_月: 
	至_日: 
	留学予定期間_年間: 
	生年月日-1_年: 
	生年月日-1_月: 
	生年月日-1_日: 
	年齢_1: 
	出身学校名_1: 
	国名_1: 
	卒業年_1-年: 
	卒業年_1-月: 
	卒業年_1-日: 
	日本滞在中の在留資格: 
	在留期間: 
	在留期間満了日_年: 
	在留期間満了日_月: 
	在留期間満了日_日: 
	日本に留学を希望する理由: 
	本学の志望研究科で学ぼうとする具体的な理由: 
	出願にあたって記載以外に特記したいこと: 
	国籍_1: 
	出生地_1: 
	志望研究科_1: 
	志望研究科_2: 
	国籍_2: 
	氏名_2: 
	生年月日_2-年: 
	生年月日_2-月: 
	生年月日_2-日: 
	本国における居住地_1: 
	本国における居住地_1_TEL: 
	本国における居住地_1_E-mail: 
	願書出願時の本人居住地_1: 
	願書出願時の本人居住地_1_TEL: 
	本国における居住地_2: 
	本国における居住地_2_TEL: 
	本人住所_2: 
	本人住所_2_TEL: 
	学歴_1_在学期間: Off
	得意な学科: 
	趣味: 
	スポーツ: 
	健康状態: 
	家族欄_父_氏名: 
	家族欄_母_氏名: 
	志望専攻: Off
	学歴_大学: Off
	学歴_大学院: Off
	志望専攻_専攻名: 
	学歴_学科名: 
	学歴_大学名: 
	学歴_大学院名: 
	学歴_学部名: 
	学歴_研究科名: 
	学歴_専攻名: 
	志望する研究分野: 
	志望する教員名: 
	研究分野を志望する理由・研究計画: 
	卒業論文要旨: 
	志望研究科_6: Off
	修士論文要旨: 
	志望研究科_4_研究科名: 
	志望研究科_4_専攻名: 
	志望研究科_3: 
	志望研究科_4: Off
	志望研究科_5_研究科名: 
	志望研究科_5_専攻名: 
	志望研究科_5: Off
	研究論文要旨: 
	志望研究科_6_研究科名: 
	志望研究科_6_専攻名: 
	志望研究科_7: Off
	職名1: Off
	Postal code_2: 
	職名2: Off
	職名3: Off
	sex_2: Off
	sex_3: Off
	学費_負担率: Off
	生活費_負担率: Off
	家族欄_父_生年月日: 
	家族欄_母_生年月日: 
	家族欄_1_続柄: 
	家族欄_1_性別: 
	家族欄_1_氏名: 
	家族欄_1_生年月日: 
	家族欄_2_続柄: 
	家族欄_2_氏名: 
	家族欄_2_性別: 
	家族欄_2_生年月日: 
	家族欄_3_続柄: 
	家族欄_3_氏名: 
	家族欄_4_続柄: 
	家族欄_3_性別: 
	家族欄_3_生年月日: 
	家族欄_4_氏名: 
	家族欄_4_性別: 
	家族欄_4_生年月日: 
	学歴_1_学校名: 
	学歴_1_所在地: 
	学歴_1_国名: 
	学歴_1_在学期間_自_年: 
	学歴_1_在学期間_自_月: 
	学歴_1_在学期間_至_月: 
	学歴_1_在学期間_至_年: 
	職歴_1_自_年: 
	職歴_1_会社名・職務内容他: 
	職歴_1_自_月: 
	職歴_1_至_年: 
	職歴_1_至_月: 
	免許・資格_1_年: 
	免許・資格_1_月: 
	免許・資格_1: 
	学歴_2_学校名: 
	学歴_2_所在地: 
	学歴_2_国名: 
	学歴_2_在学期間_自_年: 
	学歴_2_在学期間_自_月: 
	学歴_2_在学期間_至_年: 
	学歴_2_在学期間_至_月: 
	学歴_2_在学期間: Off
	学歴_3_学校名: 
	学歴_3_所在地: 
	学歴_3_国名: 
	学歴_3_在学期間_自_年: 
	学歴_3_在学期間_自_月: 
	学歴_3_在学期間_至_年: 
	学歴_3_在学期間_至_月: 
	学歴_3_在学期間: Off
	学歴_4_所在地: 
	学歴_4_在学期間_自_年: 
	学歴_4_在学期間_自_月: 
	学歴_4_在学期間_至_年: 
	学歴_4_在学期間_至_月: 
	学歴_4_在学期間: Off
	学歴_5_所在地: 
	学歴_4_学校名: 
	学歴_5_学校名: 
	学歴_5_国名: 
	学歴_5_在学期間_自_年: 
	学歴_5_在学期間_自_月: 
	学歴_5_在学期間_至_年: 
	学歴_5_在学期間_至_月: 
	学歴_5_在学期間: Off
	学歴_6_在学期間_自_年: 
	学歴_6_在学期間_自_月: 
	学歴_6_在学期間_至_年: 
	学歴_6_在学期間_至_月: 
	学歴_6_在学期間: Off
	学歴_6_学校名: 
	学歴_6_所在地: 
	学歴_6_国名: 
	学歴_7_学校名: 
	学歴_7_所在地: 
	学歴_7_国名: 
	学歴_7_在学期間_自_年: 
	学歴_7_在学期間_自_月: 
	学歴_7_在学期間_至_年: 
	学歴_7_在学期間_至_月: 
	学歴_7_在学期間: Off
	職歴_2_会社名・職務内容他: 
	職歴_2_自_年: 
	職歴_2_自_月: 
	職歴_2_至_年: 
	職歴_2_至_月: 
	職歴_3_会社名・職務内容他: 
	職歴_3_自_年: 
	職歴_3_自_月: 
	職歴_3_至_年: 
	職歴_3_至_月: 
	免許・資格_2_月: 
	免許・資格_2: 
	免許・資格_2_年: 
	免許・資格_3_年: 
	免許・資格_3_月: 
	免許・資格_3: 
	免許・資格_4_年: 
	免許・資格_4_月: 
	免許・資格_4: 
	修士論文題名: 
	研究論文題名: 
	Address: 
	Desire major: 
	Graduate: 
	Major: 
	University: 
	Undergraduate department: 
	Dpartment: 
	身元保証書_国籍: 
	身元保証書_氏名: 
	卒業論文題名: 
	身元保証書_生年月日: 
	身元保証書_年齢: 
	保証人_国籍: 
	保証人_氏名: 
	保証人_生年月日: 
	保証人_現住所: 
	保証人_現住所_電話: 
	保証人_職業: 
	保証人_勤務先: 
	保証人_勤務先_電話: 
	保証人_本人との関係: 
	私_氏名: 
	学費_負担率_％: 
	生活費_負担率_％: 
	自_日: 
	学費_半年ごと: 
	学費_年間: 
	学費_毎月: 
	生活費_毎月: 
	生活費_半年ごと: 
	生活費_年間: 
	記入日_2-年: 
	記入日_2-月: 
	記入日_2-日: 
	記入日_9-年: 
	記入日_9-日: 
	記入日_9-月: 
	学歴_大学院_卒業年: 
	学歴_大学院_卒業月: 
	学歴_大学_卒業年: 
	学歴_大学_卒業月: 
	志望研究科_7_研究科名: 
	志望研究科_7_専攻名: 
	勤務期間_1_自_年: 
	勤務先_1: 
	勤務期間_1_自_月: 
	勤務期間_1_至_月: 
	勤務期間_1_至_年: 
	職名_1: 
	職務内容_1_A: 
	勤務期間_2_至_月: 
	勤務先_2: 
	勤務期間_2_自_年: 
	勤務期間_2_至_年: 
	勤務期間_2_自_月: 
	職名_2: 
	勤務期間_3_至_月: 
	勤務期間_3_自_月: 
	勤務期間_3_至_年: 
	勤務期間_3_自_年: 
	勤務先_3: 
	職名_3: 
	職務内容_3_A: 
	職務内容_2_A: 


