
　　私

　　 Ｉ

年 月 日

履履履履　　　　　　　　　　　　　　　　歴歴歴歴　　　　　　　　　　　　　　　　書書書書

　　　氏名：

（ＰＥＲＳＯＮＡＬ ＲＥＣＯＲＤＳ）

　　　 (Ｎａｍｅ)

　　 1. 国籍：

(Ｎａｍｅ ｏｆ ｓｃｈｏｏｌ)

学校名

就学期間(Ｐｅｒｉｏｄ ｏｆ Ｓｔｕｄｙ)

　　　　(Ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ)

　 　5. 学歴：(初等教育から順次最終学歴まで)

　　 　 (Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｒｅｃｏｒｄ：Ｐｌｅａｓｅ ｓｔａｔｅ ｉｎ ｄｅｔａｉｌ ｆｒｏｍ ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ ｔｏ ｙｏｕｒ ｍｏｓｔ ｒｅｃｅｎｔ ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ)

　　 2. 生年月日：

　(Ｎａｍｅ ｏｆ ｓｐｏｕｓｅ)

　　 3．現住所：

　　 (ｙｅａｒ) 　(ｍｏｎｔｈ)

　　　　(Ｍａｒｒｉｅｄ ｓｔａｔｕｓ) (Ｓｉｎｇｌｅ・Ｍａｒｒｉｅｄ)

　　　　 (Ａｄｄｒｅｓｓ)

　　　　 (3)

　　　　 (2)

卒業年月日

(Ｄａｔｅ ｏｆ Ｇｒａｄｕａｔｉｏｎ)

所在地

(Ａｄｄｒｅｓｓ)

入学年月日

(Ｄａｔｅ ｏｆ Ａｄｍｉｓｓｉｏｎ)

　 　6. 日本語学習歴：(Ｒｅｃｏｒｄ ｓｔｕｄｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ)

就学期間(Ｐｅｒｉｏｄ ｏｆ Ｓｔｕｄｙ)

　　　　 (1)

学校名

(Ｎａｍｅ ｏｆ ｓｃｈｏｏｌ)

　　　　 (1)

　　　　 (2)

　　　　 (3)

　　　　 (4)

　　　　 (5)

　　　 　(Ｄａｔｅ ｏｆ Ｂｉｒｔｈ)

　　次の通り申告します。

は、青山国際教育学院日本語センターへ入学手続きを行いましたので、日本への入学手続きに際して、

　　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＬＡＮＧＵＡＧＥ　ＣＥＮＴＥＲ，ｈｅｒｅｂｙ ｄｅｃｌａｒｅ ｍｙ ｄｅｔａｉｌｓ ａｒｅ ａｓ ｆｏｌｌｏｗｓ

ｉｎ ｍａｋｉｎｇ ａｎ ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ to　the Ｊａｐａｎｅｓｅ ｓｃｈｏｏｌ ｎａｍｅｄ ＡＯＹＡＭＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

　 　(ｄａｔｅ)

　(配偶者氏名 )　　 4. 配偶者の有無： 　　無　・　有

　　　　* 以下の5. 7. については、初等教育入学から現在まで、空白の期間が一切無いように全て記入すること。

　　　　(Ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ 5． aｎｄ 7． ，ｙｏｕ ｓｈｏｕｌｄ ｆｉｌｌ ｉｎ ａｌｌ ｔｈｅ ｂｌａｎｋｓ ｆｒｏｍ ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ ｓｃｈｏｏｌ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｏ ｙｏｕｒ ｍｏｓｔ ｒｅｃｅｎｔ 

　　　ｓｃｈｏｏｌ．)

(Ａｄｄｒｅｓｓ)

入学年月日

(Ｄａｔｅ ｏｆ Ａｄｍｉｓｓｉｏｎ)

卒業年月日

(Ｄａｔｅ ｏｆ Ｇｒａｄｕａｔｉｏｎ)

所在地



　　　　 (Ｙｏｕ ｓｈｏｕｌｄ ｗｒｉｔｅ ｄｏｗｎ ｔｈｅ ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｒｅａｓｏｎ ｙｏｕ ｗａｎｔ ｔｏ ｓｔｕｄｙ Ｊａｐａｎｅｓｅ．)

　 　9. 就学理由：(Ｒｅａｓｏｎ ｏｆ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ ａｄｍｉｓｓｉｏｎ)

　　　　日本語を勉強する理由を具体的に述べて下さい。

　　　　 (8)

　　　　 (7)

　　　　 (5)

　　　　 (6)

　　　　 (3)

　　　　 (4)

　　　　 (1)

　　　　 (2)

　　　　 (4)

　　　　 (2)

所在地

(Ａｄｄｒｅｓｓ)

出国年月日 在留資格

(Ｐｕｒｐｏｓｅ ｏｆ ｅｎｔｒｙ)(Ｅｎｔｒｙ ｄａｔｅ)

入国目的

(Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ ｄａｔｅ) (Ｖｉｓａ ｓｔａｔｕｓ)

　 　8. 出入国歴：(すべて記載して下さい。)

　　　 　(Ｐｌｅａｓｅ ｄｅｓｃｒｉｂｅ ｔｈｅ ｏｃｃａｓｉｏｎｓ ｏｆ ａｎｙ ｐｒｅｖｉｏｕｓ ｔｏ Ｊａｐａｎ)

入国年月日

　　　　 (3)

Ｆｒｏｍ Ｕｎｔｉｌ

　　　　 (1)

就職年月日 退職年月日

(Ｐｅｒｉｏｄ ｏｆ Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ)

勤務先

(Ｎａｍｅ ｏｆ Ｃｏｍｐａｎｙ)

　 　7. 職歴：(Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ Ｃａｒｅｅｒ)



年 月 日

　　　　　(1)進学希望・(2)就職希望・(3)自営希望・(4)その他

　　　　　(1)Ｔｏ ｅｎｔｅｒ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ・(2)Ｔｏ ｇｅｔ ａ ｊｏｂ・(3)Ｔｏ ｅｓｔａｂｌｉｓｈ ａ ｂｕｓｉｎｅｓｓ・(4)Ｏｔｈｅｒ

　 　10. 卒業後の予定：(Ｐｌｅａｓｅ ｓｔａｔｅ ｙｏｕｒ ｉｎｔｅｎｔｉｏｎｓ ｏｎｃｅ ｙｏｕ ｈａｖｅ ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ ｔｈｉｓ ｃｏｕｒｓｅ．)

　　　　　(1)　進学希望先学校名

　　　　　　  　希　 望　 科　 目

　　　　　　　　(Ｎａｍｅ ｏｆ ｃｏｌｌｅｇｅ ｏｒ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ)

　　　　　　　　(Ｍａｊｏｒｉｎｇ ｉｎ)

　　　　　(2)　就職予定先名称

　　　　　　　　(Ｎａｍｅ ｏｆ ｃｏｍｐａｎｙ)

　　　　　　　  就職予定先住所

　　　　　　　　(Ｃｏｍｐａｎｙ ａｄｄｒｅｓｓ)

　　　　　　 　 事　 業　 内　 容

　　　　　　　　(Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ａｃｔｉｖｉｔｙ)

　　　　　(3)　自営

　　　　　　　　(Ｅｓｔａｂｌｉｓｈ ａ ｂｕｓｉｎｅｓｓ)

　　　　　(4)　その他

　　　　　　　  事　業　先　住　所

　　　　　　　　(Ｃｏｍｐａｎｙ ａｄｄｒｅｓｓ)

　　　　　　 　 事　 業　 内　 容

　　　　　　　　(Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ａｃｔｉｖｉｔｙ)

　　　　　　　  資金調達計画・方法

　　　　　　　　(Ｈｏｗ ｔｏ ｒａｉｓｅ ｍｏｎｅｙ)

　　　　　　　　(Ｏｔｈｅｒ ｗａｙ)

以上のことは総て真実であり、私 が自筆したものです。

(Ｉ ｈｅｒｅｂｙ ｄｅｃｉａｒｅ ｔｈａｔ ｔｈｅ ａｂｏｖｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ ｉｓ ｔｕｒｅ ａｎｄ ｃｏｒｒｅｃｔ．Ｔｈｅ ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ｉｓ ｏｆ ｍｙ ｏｗｎ ｉｎ ｍｙ ｈａｎｄｗｒｉｔｉｎｇ．)

　作成年月日

　　本人署名：

　　 (Ｄａｔｅ) 　　　　(ｙｅａｒ) 　　　 (ｍｏｎｔｈ) 　　　　(ｄａｔｅ)

　　(Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ｏｆ Ａｐｐｌｉｃａｎｔ)



両親両親両親両親についてについてについてについて（（（（About you parentsAbout you parentsAbout you parentsAbout you parents））））

　　父親　(Ｆａｔｈｅｒ)
　　氏名
　　 (Ｎａｍｅ)
　　年齢
　　 (Ａｇｅ)
　　職業
　　 (Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ)
　　住所
　　 (Ａｄｄｒｅｓｓ)

　　母親　(Ｍｏｔｈｅｒ)
　　氏名
　　 (Ｎａｍｅ)
　　年齢
　　 (Ａｇｅ)
　　職業

　　 (Ａｄｄｒｅｓｓ)

　　(Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ)
　　住所


