
出願用本学所定用紙

・ 出願用所定用紙は片面A4印刷（カラー推奨）で印刷してください。

・ 黒インクまたは黒ボールペンで記入してください。消せる筆記具（鉛筆、フリクショ

ンボールなど）で記入しないでください。

・ データによる出願はできません。必ず募集要項内の「出願書類」にしたがって郵送し

てください。

　目次
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氏名
志望 美術専攻
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博士後期課程選抜
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提出作品内容記載用紙（出願時提出）

大学院博士後期課程選抜募集要項06ページ「出願書類」に記載されている内容をよく読み、「論文およびその要約」、

「提出作品資料」について記載し、出願書類に同封してください。

提出論文（コピー可）

およびその要約 部

タイトル

提出作品資料

（作品を提出する者のみ）

□あり 作品

□なし

注）大学に提出できる作品（過去2年以内の作品および修士作品に限ります）

提出作品資料とは別の資料

の提出希望

□あり

□なし

作品/
ポート 

□あり

フォリオ □なし

内容（サイズ、冊数）

 □あり
その他資料
 □なし

内容（サイズ、冊数）

注意：黒インクまたは黒ボールペンを用いて、楷書で丁寧に記入してください。

　　：消せる筆記具（鉛筆、フリクションボールなど）で記入しないでください。
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提出作品資料（出願時提出）

大学院博士後期課程選抜募集要項06ページ「出願書類」に記載されている内容をよく読み、下記項目を全て記

入し、出願書類に同封してください。

注意：用紙１枚につき1作品とし、複数提出の場合は用紙をコピーして使用してください。
　　：作品写真は上記枠内に、糊付けで添付してください。
　　：希望設置方法は、壁掛け、床置き、展示台に置く、その他の場合は具体的に記入してください。
　　：提出された作品等が、自身の制作したものではないということが判明した場合には、合格後であっても、入学取消等の処分を受けることがあります。　　　　　　

この枠内に作品写真を貼り付けること

作品名 提出希望順位

作品の種類

材質・重量

サイズ

希望設置方法

重量

縦 横
cm × cm × cm

高さ

材質

氏名
志望 美術専攻

フリガナ

博士後期課程選抜
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履　歴　書

氏名
志望 美術専攻

フリガナ

博士後期課程選抜

西暦 年 月

西暦 年 月

西暦 年 月

西暦 年 月

高等学校卒業以降を記入してください●学　歴

入学／卒業（見込）／その他（　　　　）

高等学校卒業

入学／卒業（見込）／その他（　　　　）

入学／卒業（見込）／その他（　　　　）

入学／卒業（見込）／その他（　　　　）

入学／卒業（見込）／その他（　　　　）

入学／卒業（見込）／その他（　　　　）

卒業（見込）

入学

・外国人留学生で日本語学校に通ったことがある方、あるいは現在通っている方のみ記入してください。
・複数の日本語学校に通ったことがある方は、直近に通った学校名を記入してください。●日本語学習歴

●多摩美術大学在学学籍番号　多摩美術大学の在学歴がある方（研究生含む）は学籍番号を記入してください。

●職　歴（または画歴等）

●受　賞・入選等

学校名

学校名

内容

内容
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研究計画書

氏名
志望 美術専攻

フリガナ

博士後期課程選抜

注意 ：記入欄内に自筆で記入してください。用紙の追加等はできません。
：外国人留学生の場合も必ず日本語で記入してください。

●研究題目

●研究の目的

1／2
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氏名

フリガナ

博士後期課程選抜

注意 ：記入欄内に自筆で記入してください。用紙の追加等はできません。
：外国人留学生の場合も必ず日本語で記入してください。

●研究計画および研究方法

2／2
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1. 専攻分野における実力について

　　指導の年限

　　指導の内容

　　現在の評価

　　将来の見込

2. 人物について

3. その他（審査を受ける論文・作品について等）

Ability in major field of study: 

Total years of instruction

Details of instruction 

Current evaluation

Potential for development future

About the applicant:

Other (about the applicant’s thesis, works, etc.): 

本人氏名
Name of the applicant: 

所属機関名

役　職　名

氏　　　名 
（推薦者本人直筆）

Name of the institution: 

Official position: 

Name:  
(signed by the referee)

西暦20　　　　　　年　　　　月　　　　日
Date:　　　　(year)　　(month)　　(day) 

多摩美術大学学長　殿

推薦書
Letter of Recommendation

23

注意：本学大学院修了生（修了見込者除く）および他大学院出身者のみ厳封のうえ提出
Note: Graduates (excluding prospective graduates) from TAU’s Master’s Degree Course and other universities must submit this letter sealed. 

Dear Tama Art University president, 
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多摩美術大学学長　殿

受験確認書

（受験生氏名）　　　　　　　　　　　が本学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻を 

受験します。

注意：署名は 専任指導教員および学科長の直筆でなければなりません。
　　： 専任指導教員は、専任指導教員および学科長の署名後、厳封して志願者にお渡しください。

備考欄（任意　指導教員記述可）

西暦20　　　　　　年　　　　月　　　　日

所属学科名

学科長氏名 
（確認者本人直筆）

指導教員氏名 
（確認者本人直筆）



氏名
志望 美術専攻

フリガナ

博士後期課程選抜
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在留資格証貼付用紙

外国籍の者はパスポートの顔写真ページのコピーを切り取り、糊付けで貼付してください。

また、日本国内に在留している者は在留カードの両面コピーを切り取り、併せて添付してください。

●パスポート顔写真ページ（外国籍の者のみ）

●在留カードの両面コピー（日本国内に在留の外国籍の者のみ）

 表　面 裏　面

  特に記載がなくても貼付けること

PASSPORT

この上に貼付けること

この上に貼付けること

在留カード 番号

この上に貼付けること

在留カード番号を記入してください。
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提出論文証明用紙（出願時に提出）

26

提出論文証明用紙（出願時に提出）

博士後期課程選抜

博士後期課程選抜

フリガナ

氏名

出身大学院 　　　　　　　　　　　　　　　　大学大学院　　　　　　　　　　　研究科　　　　　　　　　　　　　専攻 

論文題目
（　　　　　　年　　　　月執筆）

〈証明欄〉上記の論文は本人が執筆したことを証明します。

西暦20　　　　年　　　　月　　　　日　　　証明者職名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （指導教員等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    証明者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （証明者本人直筆のこと）

注意：本用紙は提出論文に添付してください（出願時）。
　　：本学大学院修了見込者および本学研究生は提出する必要はありません。
　　：複数提出の場合は、本用紙をコピーして使用してください。
　　： 提出された論文が、自身の執筆したものではないことが判明した場合には、合格後であっても、入学取消等の処分

を受けることがあります。

フリガナ

氏名

出身大学院 　　　　　　　　　　　　　　　　大学大学院　　　　　　　　　　　研究科　　　　　　　　　　　　　専攻 

論文題目
（　　　　　　年　　　　月執筆）

〈証明欄〉上記の論文は本人が執筆したことを証明します。

西暦20　　　　年　　　　月　　　　日　　　証明者職名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （指導教員等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    証明者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （証明者本人直筆のこと）

注意：本用紙は提出論文に添付してください（出願時）。
　　：本学大学院修了見込者および本学研究生は提出する必要はありません。
　　：複数提出の場合は、本用紙をコピーして使用してください。
　　： 提出された論文が、自身の執筆したものではないことが判明した場合には、合格後であっても、入学取消等の処分

を受けることがあります。



27

提出作品証明用紙（作品搬入時に提出）

提出作品証明用紙（作品搬入時に提出）

博士後期課程選抜

博士後期課程選抜

フリガナ

氏名

出身大学院 　　　　　　　　　　　　　　　　大学大学院　　　　　　　　　　　研究科　　　　　　　　　　　　　専攻 

作 品 名
（　　　　　　年　　　　月制作）

作品の種類

材質・形式

サイズ

〈証明欄〉上記の作品は本人が制作したことを証明します。

西暦20　　　　年　　　　月　　　　日　　　証明者職名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （指導教員等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    証明者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （証明者本人直筆のこと）

注意：本用紙は提出作品に添付してください（作品搬入時）。
　　：本学大学院修了見込者および本学研究生は提出する必要はありません。
　　：複数提出の場合は、本用紙をコピーして使用してください。
　　： 提出された作品等が、自身の作成したものではないことが判明した場合には、合格後であっても、入学取消等の処

分を受けることがあります。

フリガナ

氏名

出身大学院 　　　　　　　　　　　　　　　　大学大学院　　　　　　　　　　　研究科　　　　　　　　　　　　　専攻 

作 品 名
（　　　　　　年　　　　月制作）

作品の種類

材質・形式

サイズ

〈証明欄〉上記の作品は本人が制作したことを証明します。

西暦20　　　　年　　　　月　　　　日　　　証明者職名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （指導教員等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    証明者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （証明者本人直筆のこと）

注意：本用紙は提出作品に添付してください（作品搬入時）。
　　：本学大学院修了見込者および本学研究生は提出する必要はありません。
　　：複数提出の場合は、本用紙をコピーして使用してください。
　　： 提出された作品等が、自身の作成したものではないことが判明した場合には、合格後であっても、入学取消等の処

分を受けることがあります。




