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博士課程 Doctoral Program 

Date:     年
year

   月
month

   日
day

 

 

 

慶應義塾大学大学院 医学研究科委員長 殿 

To the Dean of the Graduate School of Medicine, Keio University Graduate School: 

 

氏名(自署) Signature:                 

現住所 Address： 

 

E-mail： 

TEL: 

 

 
出願資格認定申請書 

Application Form for Applicant Eligibility Certification 

 
私は，下記のとおり慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程入学試験出願資格を得たく，申請いたしま

す。 

I hereby apply for applicant eligibility certification for the following doctoral program at the Keio University Graduate 

School of Medicine. 

 

記 

 

志望専攻 
分野・プログラム 

Desired Major 
Field / Program 

☐  医学研究系専攻 Major in Medical Sciences 
希望教室 

Desired Lab: 
 

希望指導教授
Desired Advisor: 

 

☐  医療科学系専攻 Major in Applied Medicine 
希望教室 

Desired Lab: 
 

希望指導教授
Desired Advisor: 

 

 

※志望する専攻にチェックを入れてください。研究を希望する教室および指導教授を記入してください。

Please tick the box of your desired major and indicate your desired lab and supervisor. 

 

 



 

事務室受付印 研究科確認者印 
  

 

博士課程 Doctoral Program 

添付書類 Attached Documents:： 

 

添付した書類の□にチェックを入れてください 
Please tick the boxes next to the documents you have included with your application. 

 

☐ １．履歴書（自由書式） Curriculum vitae (no prescribed format) 

☐ ２．最終学歴を証明する書類（卒業証明書あるいは修了証明書など） 

Proof of Latest Academic Record (Certificate of Graduation, Certificate of Completion, etc.) 

☐ ３．出願資格認定申請理由書（自由書式） 

Statement of Reason for Requesting an Applicant Eligibility Certification (no prescribed format) 

☐ ４．最終学歴機関のシラバス、プログラムが書かれているもの（学校パンフレット等） 

Brochures or other materials detailing the program and course syllabi from the institution you most  

recently attended 

☐ ５．その他 Other （                                  ） 

     

 

 

※提出された書類は返却いたしません。 

Submitted materials will not be returned. 

※出願資格認定申請理由書は，研究歴，業績等がある場合にはそれも含めて，大学を卒業した者あるいは大学院修士課程

を修了した者と同等以上の学力があると考える理由を記述してください。なお，業績に関する参考資料があれば添付し

てください。 

In your Statement of Reasons for Requesting "Applicant Eligibility Certification," please describe your reasons for applying for 

eligibility, including your research background and academic or professional achievements, and the reason why you think that 

you have an equal or greater ability than a college or master's program graduate. Please include any reference materials related 

to your achievements with your application. 

 

※書類は全て原本を提出してください。日本語または英語以外で書かれた証明書は和訳または英訳し，その翻訳内容が原

本と相違ないことについて，出身大学等の所在する国の大使館や公証処で証明を受けてください。 

Original documents must be submitted. Documents written in languages other than Japanese or English must be translated 

into Japanese or English, and the translation must be certified for accuracy by an embassy or notary office of the country where 

the university is located. 

 


