
様式２（記入例） 

令和 ○年 ○月 ○日

  徳島大学長  殿 

 署 名  Seibutsu Taro

学 位 申 請 書 

 このたび，徳島大学学位規則第６条第４項の規定に基づき，修士の学位論文の審査

及び最終試験を実施くださるよう関係書類を添えて申請します。 

（指導教員氏名 徳島 太郎  印 ） 

「氏名」の表記は、すべての申請書類で一致させてください 
Your name must be the same format as all degree thesis application
documents.(Spelling, capital, lower case, italic, etc.) 

Form1 (Example of Description)

Application for Examination of Master's Thesis 

I have apply for the Refereeing and Final Examination of the Master's Degree Thesis by submitting the required 
documents, according to section 6, Article 4 of the rules for Degree Tokushima University. 

書類は片面印刷してください 
Please print the document on one side.

徳
島

様式２と同じ日付を記載してください 
Submission Date in Reiwa year-month-day format. 

署名は必ず手書きしてください 
Should be handwritten in black ink. 
 

指導教員に署名・押印を依頼してください 
Supervisor's signature and seal. 
 



様式６（記入例） 

履 歴 書 

報告番号 生 修  第      号 

（ふりがな） 

氏  名 

せいぶつ たろう 

Seibutsu Taro 

生年 

 

月日 

平成 ○○年 ○月 ○日 

男 

女 

本  籍 

(都道府県名) 
○○県

現 住 所 徳島県徳島市○○ 

    学 歴  Educational Background 

平成○○年３月 〇〇県立○○高等学校 卒業 

平成○○年４月 徳島大学生物資源産業学部生物資源産業学科 入学（編入学） 

令和○○年３月 徳島大学生物資源産業学部生物資源産業学科 卒業 

令和○○年４月 徳島大学大学院創成科学研究科 

生物資源学専攻修士課程○○コース 入学

    研究歴  Research Career 

令和 ○年○月 ○○

    職 歴  Work Experience 

令和 ○年○月 ○○

    賞 罰  Award and Punishment

令和 ○年○月 ○○

   上記のとおり相違ありません。 

  令和 ○年 ○月 ○日

   署 名  Seibutsu Taro

Name in Hiragana 

Name of applicant 

住民票の住所ではなく現在住んでいる住所を記載してください Current Address 

For International students, write in 
Western calendar. 

The Above statement is true and correct.

この欄は記入しないでください No need to write anything here.

Form2 (Example of Description) 

Curriculum Vitae 

Birthday 

For International students, write your nationality in Japanese or English.

April, YYYY – March, YYYY Name of Institution, Researcher 

April, YYYY – March, YYYY Name of Company, Engineer 

March, YYYY Name of Award 

Aug, YYYY Name of High School, Graduated 
Oct, YYYY Name of University, Name of Department, Enrolled 
Aug, YYYY Name of University, Name of Department, Graduated 
Apr, YYYY Master Course, Tokushima University, Graduate School of 

Sciences and Technology for Innovation, Division of 
Bioresource Science, Department of Name, Enrolled 

Circle Male or Female.
名前の漢字に外字等がある場合は必ず手書きで記載してください 

 

高等学校卒業以後の学歴を記載してください 
Write the educational background after high 
school graduation. 
学校名は正式名称を記載してください 
Write the official name of the school. 
修了見込みは記載しないでください 
Expected graduation date of master's course is 
not required to be mentioned.

卒論・修論に関する研究は含めない 
Research related to graduation thesis and master’s thesis 
are not included in Research Career. 
職歴には、アルバイトは含めない 
Part-time job is not included in Work Experience. 
賞罰には、奨学金は含めない 

Scholarships are not included in Award and Punishment. 
該当がなければ「なし」と記載してください 
If you do not have any, write “none”. 

署名は必ず手書きしてください 
Should be handwritten in black ink. 

様式１と同じ日付を記載してください 
Submission Date in Reiwa year-month-day format. 
 



様式７（記入例） 

論  文  目  録 

報告番号 生 修  第 号 氏 名 Seibutsu Taro

学位論文題目 
○○○○○○○○〇〇〇
(○○○○〇〇…Japanese translation here.）

  論文の目次  Contents of Degree Thesis 

第１章 序論 or  Chapter 1  Introductory chapter 

第２章 ○○○○ or  Chapter 2  Chapter title 

・ 

・ 

 ・ 

第○章 結論 or  Chapter 〇 Conclusion 

Form3 (Example of Description) 

Thesis Title and Papers List 

この欄は記入しないでください 
No need to write anything here. 

Degree Thesis Title 
論文題目が英語の場合、日本語訳を（）の中に記載してください 

Translate the English title into Japanese and write it in parenthesis. 
スペル，大文字・小文字，斜体の有無等，体裁が全て修了予定者調書と一致し
ているか確認してください。修了予定者調書については指導教員に聞くこと。
Thesis title on Form 3, Form 4 and other documents related to degree thesis 
application must correspond to the format they appear on Report of expected 
graduation students. (Spelling, capital, lower case, italic, etc.) 



様式８（記入例） 

 

論  文  内  容  要  旨 

報告番号 生 修  第 号 氏 名 Seibutsu Taro

学位論文題目 

  内容要旨  Summary (Abstract) 

Form4 (Example of Description)

Summary of Master’s degree thesis 

Degree Thesis Title

この欄は記入しないでください 
No need to write anything here. 

論文目録のタイトルと統一してください 
Degree thesis title must be the same as Form3.

和文800字程度または英文400語程度で記載してください 

In Japanese, it should be about 800 characters. 
In English, it should be about 400 words. 

別紙で作成したものを当該様式に貼り付ける場合は，貼り付けた後，四隅に割印してください 

If you type on the other sheet and paste it, seal on the edges of adjacent sheets. 
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