
 2017年度入学用（English）

No.

※自筆(楷書体)で記入すること　　Please complete the form by hand（block style）.

Name as shown in your passport

□　会社に勤務 □　留学準備中 □　兵役

Preparing for study abroad Military

（　　　　　　　　　　　　　　　）

□　大学院（博士） □　大学院（修士） □　大学 □　短期大学

Doctor Master Bachelor Junior college

□　専門学校 □　高校 □　そ の 他 (                     　　　  )

Vocational colleges Senior high school Others

□ 卒業　 □ 在学中 □ 休学中 □ 中退

Graduated In school Temporary adsence Withdrawal

□ なし □ 下手 □ 普通 □ 良い ※根拠となるなるものを下から選んでください

Not all Poor Ｃｏｍｍｏｎ Ｇｏｏｄ ※Please choose the grounds among the bottom

APPLICATION FOR ADMISSION

①漢字表記姓名がある方   Name in Chinese characters if any

②英語表記姓名（パスポートと同じ名前を記入してください。）

自宅電話 　Home Phone
 F　A　X
携帯電話　Mobile　Phone

④性　　別
Sex

男　・　女
Male/Female

□　そ   の   他

Others

⑯卒業後の予定

Plans after
graduation

□  進学　　□大学院　□大学　□短期大学　□専門学校　:進学希望先学校名（　　　　　　　　　）
Study in Japan   Graduate school/University/Junior collge/vocational school  :School you want to go (               )

□  帰国　　□進学　   □就職　□その他　（　　　　　　　　　　　　　）
Return Home         Study           Work        Other

姓　　　名
Name

□  その他（　　　　　　　　　　　）
　　　  Other

⑮日本語学習歴

Japanese
Education

background

学校名
Name of school

所在地
Location

□ 日本語能力試験          【　　　　級　合格】
　　Japanese Language Proficiecy test  [ passed level ]

□ Ｊ・ＴＥＳＴ　　　　            【　　　　級　合格】
　　Test of Practical Japanese              [ passed level ]

□ 日本留学試験（読解・聴解・聴読解の合計）　　【　　　　点】
　　Examination for Japanese University(EJU)   [ points ]

□ BJTビジネス日本語能力テスト     【　　　　点】
　　BJT Business Japanese Proficiency Test      [ points ]

⑭日本語能力
Japanese

language Ability

入学年月
Entrance

年　　月
Year  Month

 姓  Family Name

 名  Given Name

⑬最終学歴
Education

background 在籍状況
Registered enrollment

学校名
Name of school

③生年月日
Date of Birth

有　・　無
Married/Single

⑥国　　　籍
Nationality

□　学生・在学中

Student

年　　月
Year  Month

20     年　 月　 日 Year
Month   Day

卒業又は卒業見込み年月日
Date of graduation or expected graduation

発行年月日
Issuing Date

有効期限
Valid Until

年　　月
Year  Month

卒業年月
Graduation

年　　月
Year  Month

19    年　　月　　日 年齢 （　　）
    Year   Month   Day   Age

⑧使用言語
Languages that you speak

⑫職　　業
Occupation

⑪パスポート
Passport

発行機関
Issuing Authority

旅券番号
Passport No.

⑦出 生 地
Place of birth

Worker

はなさく言語学校

入学願書

⑩電　　話
Phone

写真
最近３か月以内に写した
胸上正面、脱帽、無背景

Photo ４ｃｍ×３ｃｍ
Taken within 3 months

half-length,without
hat,full from face.

国　番　号
Country Code

市外局番
Area Code

番　　　号　                  Number

⑨本国住所
Home Address

⑤配 偶 者
Marital Status



 2017年度入学用（English）

□ 交付/ Permitted

□ 不交付/ Refused

⑲ 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無（日本国外におけるものを含む）
Criminal record (in Japan or overseas)

⑳　本国の家族
Immediate Family in home Country

21 在日家族（父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など）及び同伴者
Family in Japan (Father,Mother,Spouse,Son,Daughter,Brother,Sister or others) or co-residents

　Person responsible for your fees

以上の通り相違ありません。

I hereby declare that the above information is true and correct.

本 人 署 名 申請日
Signature of Applicant 印 Date: 年year          月month         日day

     □　無／Ｎｏ　　　□有／Ｙｅｓ（具体的内容/Details:                                                    　　　　　）

在留資格
Status of residence

不交付理由
Reasons of refusal

申請時期
Applied date

交付結果
Immgration result

22 経費支弁者

23 学生寮
Dormitory

     □　要／Apply　　　□不要／Not Apply  (滞在先/Stay place:                               )

⑰出入国歴
Past entry into
/ stay in Japan

     □　無／Ｎｏ　　　□有／Ｙｅｓ（　　　　　）回／Times

直近の出入国歴　　　　　  年　　　  月　　　 日　から　　　　年　　　　月　　　  日
The latest entry            　　　Year      Month   　　Day  to          　　Year     　Month   　  Day

⑱在留資格申
請歴

Past residence
application

     □　無／Ｎｏ　　　□有／Ｙｅｓ（　　　　　）回／Times

職種内容
Business area

役職
Position

年収
Annual income

勤務先名
Employer's name

勤務先住所
Employer's address

〒　　　　　―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　―　　　　　　―

氏　　　　名
Name

続　　柄
Relationship

年　齢
Age

職　　業
Occupation

氏　　　名
Name

現　　住　　所
Present Address

現　　住　　所
Present Address

氏　　　　名
Name

続　　柄
Relationship

年　齢
Age

職　　業
Occupation

現 住 所
Present address

〒　　　　　―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　―　　　　　　―

本人との関係
Relationship


