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1. 本票は毎日持参すること。
2. 試験の細部は，当日掲示するから注意すること。
3. 試験開始時刻に遅刻した場合は，試験開始時刻後30
分以内に限り，受験を認める。
4. 試験20分前には，指定の席につき本票を受験番号の
わきに置くこと。
5. 机上には，黒色の鉛筆またはシャープペンシル、鉛
筆削り，消しゴムのほかは置かないこと。スマート
フォン・携帯電話等の使用は禁止する。
6. 試験中は静粛を旨とし，みだりに発言しないこと。
発言する必要のあるときは，手を上げて合図し，監督
者の許可を受けること。
7. 不都合な行為のあった者は，監督者が退室を命ずる
ことがある。
8. 問題は，“始め”の合図があるまで見てはならな
い。
9. 試験開始後40分までは退室できない。それ以降は監
督者の許可を得て退室することができる。
10. 大学構内では，喫煙してはならない。
11. 出願時に申請した専門科目は変更できない。

NOTICES FOR APPLICANTS
1. Have this ticket ready every day.
2. Pay attention to the details of the examination, which
will appear on the notice board on the day.
3. If you are late for the examination, you will be allowed to
take the examination if your delay is within 30 minutes.
4. Be seated in the appointed place 20 minutes before the
examination and place this ticket near the application
No. on the desk.
5. Do not place anything but a black pencil or mechanical
pencil, pencil sharpener and eraser on the desk.
6. Keep quiet during the examination. If you have any
questions, notify the examiner by raising your hand.
7. Applicants violating any rules may be ordered to leave
by the examiner.
8. Do not look at the problems until the signal "Hajime" is
given.
9. You must not leave the examination room for 40 minutes
from the start of the examination.
10. No smoking in the campus.
11. Notice for subject choice. You cannot change subjects that
you have described in the application form.

