
同 志 社 大 学

（大学院外国人留学生）
EXAMINATION ADMISSION CARD (2021) EXAMINATION SUBJECT SELECTION CARD (2021)

（大学院外国人留学生）
International Graduate Students International Graduate Students

Examinee’s Number

Selected Subject

For applicants who need to select an examination subject, please see the admission guide.

UNIVERSITY
SEAL

This card is not valid without a seal of the University and examinee’s number.

DOSHISHA UNIVERSITY

Graduate School MajorDesired
Graduate
School

Name

Name in katakana

本票に大学印および受験番号のないものは無効です。

2021年度　受験科目選択票

受験番号

志　望
研究科

選択科目名

入学試験要項で確認し、科目を選択する必要のある出願者のみ提出のこと。

研究科 専攻

同
志

社 大
学

印

フリガナ

出 願 者
氏 　 名

Examinee’s Number

Fall

Graduate School Major

・ Spring

Desired
Graduate
School

Admission
Category

Date of birth

Name

Name in katakana

year month day

受験番号

入試
区分 秋期 ・ 春期

フリガナ

出 願 者
氏 　 名

生年月日 　　　　年　　  月　　  日

志　望
研究科 研究科

※

専攻

PHOTO IDENTIFICATION CARD (2021)
（大学院外国人留学生）
International Graduate Students

2021年度　写真票

写真貼付欄

Examinee’s Number
受験番号

Date of birth

Name

Name in katakana

year month day

フリガナ

出 願 者
氏 　 名

生年月日 　　　　　 年　　  　 月　　  　 日

Fall

Graduate School Major

・ Spring

Desired Graduate School

Admission Category
入試区分 秋期    ・    春期

志望研究科 研究科 専攻

3cm x 2.4cm
Color Photo

taken within 3 months,
full front face,
without hat.

出願前３ヵ月以内に写した
カラー上半身正面脱帽

のもの
（3cm×2.4cm）

志望所属コード
（学部コード＋入試種別コード）

※

〈大学記入欄〉

NOTE
●Fill in the spaces in the bold lines. 
　※Check or circle (ONE) appropriate box and word in the Admission Category.
●Write your name and date of birth on the back of your photo before pasting it.
　When your admission is permitted, the photograph will be used for your student ID card, 
　database of students admitted and so on.
●Fill out in black ink with a ballpoint pen. Document completed in a pencil or an erasable pen will 
　not be accepted.

記入上の注意
●太枠内のみ記入してください。
　※印欄は該当する項目に○をつけてください。
●写真票は、写真裏面に氏名・生年月日を記入して、貼り付けてください。
　入学が許可された場合には、学生証用写真や教務情報等に使用します。
●記入の際は、黒のボールペン（鉛筆や消せるボールペンの使用は不可）を使用してください。

2021年度　受験票

様式④
Form④


