
法政大学研究計画書 

HOSEI UNIVERSITY RESEARCH PLAN 

Research Student（研究留学生） 

 

Full name in native language （姓名（自国語）） 

    

                                                                

             (Family name)                  (First name)             (Middle name) 

 

Nationality （国 籍） 

   

                             

 

Mailing  address  ※Please  write  clearly      

（連絡先）      ※はっきりと正確に記入してください。  

  

                                                                

                                                                                                              

Telephone/Facsimile number（電話番号・FAX 番号）         E-mail address（E メールアドレス）  

 

                                                                                                   

 

 

1.    A grantee will be given the status as a NON-DEGREE STUDENT of Hosei University but he / she may take the entrance 

examination of a program of Hosei University Graduate School in a year and half.  

Do you wish to apply for admission to a regular program of the graduate school after you come to Hosei Univ.?      

（大学での身分は学位に関係のない非正規生であるが,  来日後 1 年半のうちに,  大学院の正規課程（修士または博士課程）

の受験を希望するか）  

 

    i)      Yes, I do.  （希望する）    ii)    No, I do not.（希望しない）  

 

 

Circle either a or b.  （下記のいずれかを選び○で囲むこと。）  

 

a)  Master's degree program（修士課程）  b) Doctoral degree program（博士課程）  

  

 

There is no guarantee that you will be admitted to the program you wish to enter. Under such conditions,   

do  you  still  wish  to  come  to  Japan  for  study  under  the  status  of  a  non-degree 

student? 

Circle either a or b.  

（必ずしも希望する当該課程に入学を許可されるとは限らない。このような場合,  引き続き 

非正規生として在学することになる。このようなことが予想されても留学を希望するか。）  

 

a)    Yes, I do.      （留学を希望する）  b)  No, I do not.（留学を希望しない）  

  

2.    The title of your latest thesis (If you are an undergraduate student and the name of the thesis is not determined yet, just write 

down “To be determined"). 

直近の学位論文名（現在学部生で卒業論文名が未定の場合、「未定」と記入。） 

 

 

 

 

 



3.    Most recent 2 year grade point average (GPA) as specified by MEXT (refer to the calculation method described in the 

application guideline) 

直近 2 年間の学業成績係数（計算方法については募集要項を参照すること） 

 

                             

 

 

4.    Proposed Hosei faculty research advisor and reason for this choice (this item must be filled in)  

法政大学での希望指導教員名とその理由（記入必須項目）  

   ※For the teaching staff at Hosei University, please refer to the following websites. 

     Hosei University Graduate Schools (http://www.hosei.ac.jp/gs/) 

     Hosei University Academic Research Database (http://kenkyu-web.i.hosei.ac.jp/scripts/websearch/) 

 

Name of research advisor （指導教員名）               his/her faculty（学部） 

 

                                                     

                                                                                                       

    Reason （理由） 

      

  

  

Due to reasons concerning education and research content, you may not be able to conduct your research under the supervision of 

your proposed advisor. Would you still wish to study at Hosei even if your research advisor were switched from the proposed one 

above? （教育・研究上の都合により、必ずしも希望する教員の下で研究できるとは限らない。上記の教員以外の教員が指導

教員となった場合でも留学を希望するか。）  

 

a)    Yes, I would.  （留学を希望する）    b)  No, I would not.   （留学を希望しない）  

 

5． Advantage of Doing this Research at Hosei University 

法政大学での研究の必要性  

   

  

  

  

6.    CONDITIONS FOR ACCEPTANCE AS A HOSEI UNIVERSITY STUDENT（法政大学受入れ条件）  

  

The undersigned is fully aware of and agrees to the conditions set forth below:  （以下、同意し署名します。）  

i)    You will respect the decision of the university concerning the selection of your academic advisor.  

     （指導教員の選択については、本学の決定にしたがいます。）  

ii)    You will be given the status as a non-degree student of Hosei University.   (非正規生として入学します。)  

iii)    All lectures are to be conducted in Japanese. Hosei University does not provide preparatory Japanese Language classes. 

（全ての講義は日本語で行われます。法政大学は日本語の準備コースは設けていません。）  

ⅳ)   You are not applying for any other scholarship at this moment. 

（現在、他の奨学金に申し込んでいません。） 

 

Date of application:              Year (年)         Month (月)        Day (日)  

（申請年月日）   

                                            

                                                                                                                                              

Applicant's signature:  

（申請者署名）  

                                             

                                                                                                                                                  

Applicant's name  

(in Roman block capitals):  

（申請者氏名）                                           


