
  

書式 2-2 博士課程前期【私費外国人留学生特別入試用】受験票 
Form2 Master’s Program [Special Admission for International Students  
 
 

 

2024 年 4 月入学・2023 年 10 月入学横浜国立大学 大学院都市イノベーション学府

（博士課程前期）【私費外国人留学生特別入試】受験票 
Graduate School of Urban Innovation The Exam Admission Slip 

受験番号 
Examinee’s number 

※記入不要 Not necessary to fill in  

氏
ふ り

 名
が な

(Full Name)                       

入学期（いずれか選択） 
Admission periods 

□2024 年 4 月入学      □2023 年 10 月入学 
 April 2024                   October 2023 

選抜試験（いずれか選択） 
Selection Process 

□特別選抜            □筆記試験選抜    
 Special Selection            Written Examination Selection 

第１志望専攻・コース 
(志望する問題) 

Main Specialization/Field 
 (いずれか選択し、 
指導教員名を記入） 

(Choose one and write 
the name of supervisor) 

□建築都市文化専攻 建築都市文化コース「建築系問題」 
 Specialization in Architecture and Urban Culture [Architecture Field] 
□建築都市文化専攻 建築都市デザインコース（Y-GSA） 

Specialization in Architecture (Y-GSA) 
□都市地域社会専攻 都市地域社会コース「都市基盤系問題」 
 Specialization in Infrastructure and Urban Society [Urban Infrastructure Field] 
□都市地域社会専攻 国際基盤学コース（IGSI） 
 Specialization in International Infrastructure (IGSI) 

 
 
 
 
 
指導教員名 
Name of supervisor 
（         ） 

第２志望 
Second option 

□都市地域社会専攻 国際基盤学コース（IGSI） 指導教員名（           ） 
Specialization in International Infrastructure (IGSI)      Name of academic advisor 
 
□都市地域社会専攻 都市地域社会コース「都市基盤系問題」 

 Specialization in Infrastructure and Urban Society [Urban Infrastructure Field] 

受 験 上 の 注 意 Attention in Examination 
 

１．本受験票は、常に携帯し、入学の手続きを完了するまで保存してください。 
    Carry this exam admission slip constantly and preserve it until completion of entrance procedures. 
２．本受験票は、入学試験の際に机上において試験監督者に見えるようにしてください。 
    Put this exam admission slip on the desk which the invigilator can see. 
３．本受験票は、試験監督者の請求があれば、何時でも見せてください。 
    Show this exam admission slip to the invigilator whenever he/she requests it. 
４．受験者は試験開始２０分前に試験室に入ること。 
    Examinees must enter the testing room at least 20 minutes prior to the start of the exam. 
５．遅刻した者は、指定された試験室の試験監督者に申し出てください。 
    If you are late for the start of examination, offer to the invigilator of the specified examination room. 
６．遅刻限度は、建築都市文化コース「建築系問題」の学科試験Ⅱ、外国語については３０分、それ以

外の科目については６０分とします。 
The limitation of tardy is 30min. for Specialization in Architecture and Urban Culture [Architectural Field] Ⅱ and 
Foreign languages, and 60min. for other subjects. 

７．TOEIC、TOEFL、IELTS 又は CEFR 準拠試験のスコア証明書を学科試験当日に持参した者は、学科

試験・学科試験Ⅰの試験開始前に提出すること。 
If you bring the score certification of TOEIC, TOEFL, IELTS or CEFR equivalent on the day of examination, 
hand in it before the start of Academic Exam. or Academic ExamⅠ. 

 
 

写 真 

（縦 4cm×横 3cm） 

半身無帽・3 ヶ月以内

撮影の写真を貼るこ

と。 

Attach the photograph 


