2019年 (平成 31年 ) 度 東京外国語大学大学院

(Webダウンロード)

博 士 前 期 課 程 【 受 験 票 】
【冬季募集・一般選抜/General Selection】
受験区分

冬季募集・一般選抜

Type of Examination

Winter Entrance Examination/General Selection

受験番号
Application
Number

写真貼付欄

志望専攻

Paste a Photo

(4cm × 3cm)

Name of Program

志望コース

志願票と同じ
写真を貼ること

Name of Course
フリガナ/Name in Katakana

氏

※大学記入欄/Leave blank.

Use the same photo pasted
on the Application Form.

名

Name in Kanji or English

（注）学力検査当日は、必ず受験票を持参すること。また、郵送で出願した者は、あて名票を使用し受験票を返送するので注意すること。
Bring this card to the examination. If you are submitting your application by post, you will receive this card to the Japanese address indicated on your Address Labels.

(Webダウンロード)
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受験番号
Application
Number

写真貼付欄

志望専攻

Paste a Photo

(4cm × 3cm)

Name of Program

志望コース

志願票と同じ
写真を貼ること

Name of Course
フリガナ/Name in Katakana

氏

※大学記入欄/Leave blank.

Use the same photo pasted
on the Application Form.

名

Name in Kanji or English

(Webダウンロード)

2019年 (平成 31年 ) 度 東京外国語大学大学院

社

受験番号 ※大学記入欄/Leave blank.
Application

Number
博 士 前 期 課 程 【 受 験 票 】
【冬季募集・社会人特別入試/Special Selection for Adults】

受験区分

冬季募集・社会人特別入試

Type of Examination

Winter Entrance Examination/Special Selection for Adults

写真貼付欄

志望専攻

Paste a Photo

(4cm × 3cm)

Name of Program

志望コース

志願票と同じ
写真を貼ること

Name of Course
フリガナ/Name in Katakana

氏

Use the same photo pasted
on the Application Form.

名

Name in Kanji or English

（注）学力検査当日は、必ず受験票を持参すること。また、郵送で出願した者は、あて名票を使用し受験票を返送するので注意すること。
Bring this card to the examination. If you are submitting your application by post, you will receive this card to the Japanese address indicated on your Address Labels.

(Webダウンロード)

2019年 (平成 31年 ) 度 東京外国語大学大学院

社
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Application
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博 士 前 期 課 程 【 写 真 票 】
【冬季募集・社会人特別入試/Special Selection for Adults】

受験区分

冬季募集・社会人特別入試

Type of Examination
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写真貼付欄

志望専攻

Paste a Photo

Name of Program

(4cm × 3cm)

志望コース
Name of Course
フリガナ/Name in Katakana

氏

名

Name in Kanji or English

志願票と同じ
写真を貼ること
Use the same photo pasted
on the Application Form.

筆答試験/Written Entrance Examination： 2019（平成31）年2月2日（土）
試験科目
専 攻
コ ー ス
試験時間
口述試験/Oral Entrance Examination：
Examination
Program
Course
Examination time
Subjects

世界言語社会
専攻
Global Studies

言語文化コース

言語科目

Language and Culture Course

Language Subject

国際社会コース
Area and International Studies
Course

国際日本専攻

国際日本コース

Japan Studies

Japan Studies Course

言語科目
Language Subject

10:00～11:00

2019（平成31）年2月2日（土）
又は3日（日）

10:00～11:00

※実施しません
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※実施しません

2019（平成31）年2月2日（土）
又は3日（日）

