
2015年度ルノー財団Masterプログラム(Mobilité et Véhicules Electriques)  

 

 

志願書 
 

 

提出書類 

・履歴書（仏語） 

・ルノー財団志願書（写真を添付すること） 

※但し、問 8～10はそれぞれ A4サイズの用紙にタイプして提出。その際、必ずタイプした

文書データを保存しておくこと。財団へのオンライン申請時に必要な為。 

・学部及び大学院成績証明書（英語）※学部 1年から最終学年までの成績 

・応募者が就業中の場合は在職証明書、または実習証明書（英語） 

・仏語学力試験（最低 1つ）の成績コピー 

・出身大学において指導を受けた教員 2名からの推薦状各 1通ずつ（A4サイズ、英語又は

仏語）。 

 

※面接の結果、候補者となった者については、オンライン登録を行っていただきます。 

後ほど、ルノー財団より直接、候補者に必要事項のオンライン登録を行う旨の通知が届き

ますので、上記学内申請時の書類他、下記の書類を追加ご準備下さい。 

https://www.fondation.renault.com/ 

 

・身分証明書用写真（3.5cm×4cm） 

・パスポ－トのコピー 

・健康診断書（英語） 

・取得したディプロム（修了証書）のコピー、仏語のもの 

※九州日仏学館等にてフランス語に翻訳した証明書を準備すること 

https://www.fondation.renault.com/


Veuillez rèpondre en françals d'une manière complète, claire et prèciase à chaque question.
各質問にフランス語で完全にはっきりと正確に答えてください。

1.Coordonnèes personnelles　（志願者個人に関する情報）

Nom (姓） Prénom　（名）

Date de naissance(生年月日） Sexe　(性別）

M　□F　□

Nationalitè(国籍） Lieu de anissance （ville;pays）出身地（町；国）

Situation de famille　（配偶者の有無）

Etes-vous　（あなたは）　　　　Célibataire(独身です）　□　　　　　Marié（e）（結婚しています）　□

Passeport No　(パスポート番号）

Délivré le （ji/mm/année) (発効日（日/月/年）） Valide jusqu`au　(～日まで有効）

2.Adresse dans le pays d`origine (出身国における住所）

Chez　(方）

Numéro el rue （所番地）

Code postal （〒） Ville(町） Pays (国）

Télèphone(電話番号）

3.Personne à contacter en cas d`urgence (緊急時の連絡先）

Nom, prénom (姓、名）

Numéro et rue　(所番地）

Code postal (〒） Ville (町） Téléphone　(電話番号）

Photographie
写真



4.Cursus académique sulvl　(学歴）

Etudes secondaires　(中等教育）
Diplòme de fin o'études secondeires (中等教育修了書（高校卒業証書））

Date d'oblenllon(取得日） Etabllssement fréquenté(在籍した学校名）

5.Langues (言語）

Quelle est votre langue matemelle? （あなたの母国語は何ですか）

Excellent Excellent Excellent Excellent
(優れている）

Bon Bon Bon Bon
（良い）

Moyen Moyen Moyen Moyen
（普通である）

Faible Faible Faible Faible
（弱い）

Excellent Excellent Excellent Excellent
(優れている）

Bon Bon Bon Bon
（良い）

Moyen Moyen Moyen Moyen
（普通である）

Faible Faible Faible Faible
（弱い）

Antres Langues　（その他の言語）

Indiquez les diplòmes de langue obtenus le cas échèant （DELF,DALF,EFI,TOEFL,TOEIC...)
（語学試験を受けている場合は、取得した資格や成績を記入して下さい）

Anglais
(英語）

Lu
(読む）

Niveau de langue
(語学力）

Ecrit
(書く）

Parlé
(話す）

Compris
(聞き取る）

Français
(フランス語）



6.Etudes supéneures （高等教育）

Indiquez dans le tableau ci-dessous, année par année, depuis le début de vos études supérieures：
（下の表に以下の項目を、高等教育の開始年から1年ごどに記入してください）

・Les établissements que vous avez fréquenités（在籍した大学）；

・Les cursus que vous avez suivis　（履修した教育課程）；

・Les diplòmes obtenus, les notes ainsi que les mentions correspondantes（取得した卒業証書等、成績と評価）

・Les interruptions éventuelles de scolarité　（学業を中断した場合はそのことも明示する）

（志願者と共に、下に言及された成績表と証書のコピーも忘れずに提出してください。）

N'oubliez pas de joindre au dossier de candidature les photocoples des relevés de notes et des
diplòmes mentionnés.



7. Expériences professionnelles （職歴）

Année（年）

Mois（月）

De/ à
(から/まで）

下記　8・9・10は、A4用紙に別途タイプして提出願います。
また、財団へのオンライン申請時に必要な為、記述文データは必ず保存願います。

8. Décrivez un projet, une étude ou un stage auquel vous avez participé:
（あなたの参加したプロジェクト、研究、研修の内容について記述してください）

9.Autres expériences (associations, activités, sportives,publiques ou internationales)

その他の経験（クラブ、会、団体、スポーツ活動、公的活動、国際交流）

10.Dans quel projet projet professionnel s`inscrit cette formation?
    Qual emploi envisagezvous à la sortie? Décrivez vos motivations.
（このコースは、あなたのどんな職業プランの中に位置づけられていますか？このコース終了後、どんな職業につくことを希望していますか？

　あなたの志望動機を説明してください。）

Jecertifie exactes les déclarations faites en réponse aux questions ci dessus.
（上記の質問に対する答えに間違いがないことを保証します。）

Date　(日付） Signature
（署名）

Poste occupé
（配属部署）

Mission/Activités　（任務/活動）
Indiquez s'il s'agit d'un travail à temps plein ou'partiel,

précisez s'il s'agit d'un stage
（フルタイム労働かパートタイム労働か、研修かどうか

を明記する）

Nom de
l'entreprise

（企業名）



Année（年）
Mois（月）
De / à (から/ま
で）

Nom de l'unlverslté et pays
（大学名、国）

Etudes effecluées, diplò
mes obtenus et speé
ciallsatlon
（履修した教育課程、取得した卒
業証書、専門）

Nombre
d'heures
de cours
（授業時間
数）

Mentions
obtenues à remplir
obligatoirement
（評価～必ず記入するこ

と～）

Moyennes et rangs à remplir
abligatoirement
（平均点及び順位～必ず記入すること
～）

Dates
d'obtentio
n
(取得日）
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