
統合環境学特別コース参加申請書・兼研究アシスタント（パート雇用）申請書
Application Form for the Integrated Environmental Studies Course & 

          Research Assistant
日付 Date:　　　　　　年 Year　　　　　　月 Month　　　　日 Day

氏名 Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ Kana

学籍番号 Student No.
性別 Sex            　男 Male　　　　女 Female
生年月日 Date of Birth　　　　　　　年 Year　　　　　　　月 Month　　　　　日 Day
学年 Year of doctoral course
博士後期課程に入学／進学した年月 Date on which enrolled on doctoral course
                                                        年 Year　　　　　　月 Month

（休学がある場合は期間を明記 
Please indicate the dates during which you were not enrolled in the university, if so.
　　　         　年 Year　　　　　　 月 Month　～　   　　　年 Year　　　　　　 月 Month）

所属研究科・専攻・研究室 Current affiliation
　研究科 Graduate shool of　 専攻 Department of　　　　　　　　　　                　研究室 Laboratory

主指導教員 About your research supervisor:

　氏　　名 Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職 Position

　メールアドレス Email

　連絡先内線 Extention No.

博士課程での研究テーマ Doctral course research themes:

連絡先 Contact details
　メールアドレス Email
　携帯電話番号 Cellular No.　　　　　　　　　　　　　　　内線番号 Extension No.
　居室 Your room in NU
  　建物名称 Building           　　　　　　        　　　　　部屋番号 Room No.                　　　  　

留学生の方はご記入ください。 International students only
　国籍 Nationality
　在留期間 Period of study
　　許可年月日 Date of permit　　　　　　　　            　在留期限 Date of expire

　国費留学生ですか？
　Are you a Japanese Government(MEXT) Scholarship program international student?
      　　　はい Yes　　　　いいえ No

統合環境学特別コースに参加（登録または準登録）を希望します。
I wish to be enrolled in the Integrated Environmental Studies Course.

この申請書を電子メールで送る際、必ず指導教員にもカーボンコピー（CC) を送ってください。
Please make sure to CC in your research supervisor when submitting this form by email.



博士課程での研究計画および統合環境学特別コースにおける研究活動の推進についての抱負
上記課題をどのように展開するのかを、この枠内で簡潔に記載してください。
＊ 研究アシスタント希望の有無にかかわらず記入してください。

PERSONAL STATEMENT
Please tell us briefly about your research plans for your doctral course, and how you would promote 
research activities in the Integrated Environmental Studies Course in this frame.
＊	Please fill this column regardless of your wishing or not to apply for the RA.

平成 30 年度研究アシスタント（RA）の雇用について
Do you wish to apply for the Research Assistant for FY2018?
           RA の雇用を希望する Yes RA の雇用は希望しない（コースのみ参加）  No
＊	 研究アシスタント（RA）となるためには基礎環境学講究と臨床環境学研修の両方への参加が必要です。
＊	 採用予定期間　平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日（採用期間については応相談）
＊	 RA are required to take both CBES1/2 and ORT1/2.
＊	 Employment period: May 1, 2018 to February 28, 2019 (tentative)
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