
オンライン面接申込書 

Online interview Application Form 

 

私は、博士後期課程入試を受験するに当たり、面接日時点で日本国外に在住して
おり、貴学で面接を受けることが困難なため、以下のとおりオンラインによる面接
を希望します。 

 
I am living outside Japan at the interview date when I take the admission to 

the doctoral program and it is difficult for you to get an interview at your 
university, so I would like to have an Online interview as follows. 

 

〇試験種別（ 一般入試 ・ 社会人入試 ・ 外国人留学生入試 ） 
〇Test type (general admission ・ admission for adults  

・ entrance examination for foreign students) 
 
〇志望専攻 
〇Desired Course of Study （            ） 
 
〇オンライン面接実施場所 
〇Online interview place（              ） 
 
〇オンライン面接に使用する PC（又はタブレット）の IP アドレス 
〇IP address of PC (or tablet) used for Online interview（             ） 
 
〇オンライン面接に使用する e-mail アドレス 
〇The e-mail address used for Online interview（           ） 
 
〇オンライン面接に使用するアカウント名 
〇Account name used for Online interview（             ） 
 
〇接続不良時の電話連絡先※ 
〇Telephone contact when poor connection※（           ） 
 ※国際電話ができる、面接場所の電話番号や携帯電話など 
※You can make international phone calls, telephone number of interview place, mobile 

phone etc 
 
〇接続不良時の e-mail 連絡先※ 
〇E-mail contact when connection is defective※（           ） 
 ※オンライン面接に使用する e-mail アドレスと同じ場合は記入不要 
 ※If it is the same as the e-mail address used for the Online interview, no entry is 

required 
 
〇接続テスト時の日本語対応可否 （ 可 ・ 不可 ） 
〇Applicability of Japanese for connection test (possible ・ impossible) 
 
 

                           年  月  日 
Date                  

北見工業大学長 殿 

Kitami Institute of Technology President 

氏名（自署）           

Signature               

 

 
 
 



 
 

誓 約 書 

Pledge Form 

 

私は、北見工業大学大学院工学研究科博士後期課程入試を受験するに当たり、いかなる理

由（自分の過失による理由のみならず、インターネット回線の通信速度が不安定だった等自

分の過失ではない理由）であっても、オンライン面接が正常に実施できなかった場合は、面

接が欠席扱いとなり、自分自身の不利益となることを理解した上で、オンライン面接を希望

します。 

また、面接会場の確保、機器の確保（オンライン面接に耐えうる品質のもの）、良好な接

続環境を確保することは私の責任で準備しなければならないことを承知します。 

 

When I take the admission to the doctoral program, for any reason (reason why not only 

the reason due to my negligence, the communication speed of the internet line was 

unstable, etc. is not my fault) Even if there is no Online interview performed normally, 

we would like to have an Online interview after understanding that the interview will be 

treated as absent and that it will be disadvantage of ourselves. 

Also, I understand that securing an interview site, securing equipment (quality that 

can withstand Online interviews), and ensuring a good connection environment must be 

prepared at my own risk. 

 

 

 

 年 月 日 

Date               
 
 
 
北見工業大学長 殿 

Kitami Institute of Technology President 

 

志望専攻            

Desired Course of Study             

 

氏名（自署）           

Signature                   

 


