
　15．旅券
　　　 Passport

番号 No． 発行年月日（Date of issue）

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　Year　　　　 Month　    　Day

有効期限（Date of  Expiration）

　　　　　　　　年　　　 　月　　 　　日
　　　　　　Year　　　　 Month　  　　Day

　　　　　　・　　　　・ 　　　　　　・　　　　・ 年

　13．査証申請予定地
　Place to Apply for viza

　14．上陸予定港　　　　　　関西国際空港
　　　  Port of  entry to Japan

　　       　・　　  　・ 　         　・　　　　・ 年

　11．日本語能力
　　　 Japanese Language ability

日本語能力試験
Japanese Language Proficiency Test

　　　　　　　年　　　　月　　　　　級　　　　　点　　合 　・　否
　　　　　　 Year　　　  Month　　　Level    　 Score　　P    ・　F

J.TEST/NAT.TEST 　　　　　   年　　　　月　　　　　点　　　　　級　　　取得
　　　　　　　Year　　　  Month　　    Score　　　Level　　　　pass

12 日本語学習機関名
Name of Japanese School

所在地
Address

入学年月日
Date of  Admission

卒業年月日
Date of  graduation

年数
Years

　９．最終卒業学校名
　　　Last Educational Record　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒　　業　・　在学中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　Graduated　     In school

  10．国家統一試験成績 受験年 　　　　　　　　　年 合計得点 　　　　　　点／　　　満点

　２．国　籍
　　　Nationality

　３．出生地
　　　Place of  Birth

　４．性　別　　　　　男　　・　　女
　　　 Sex　　　　　　　　 Male　　　 　　Female

　５．生年月日　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　（満　 　　　歳）
　　　Date of  Birth　　　　　　　　　　　Year　　　　　　　Month　　　 　　Day　　　　　　Ｙｅａｒｓ　old

　６．婚姻状況　　　　未婚　・　既婚
　　　Marital status　　  　Single　・　Married

　７．現住所
　　　Present Address

携帯電話：
Mobile number
skypeアドレス：
自宅電話：
Phone number
電子メール：
E-mail adress

　８戸籍住所
　　　Family registration Address

京都言語文化学院　 進  学コース　 入 学 願 書
Kyoto  GengoBunka　 Gakuin     Regular Course　　   Application　Form

*日本語で志願者本人が記入すること。
　Entry must be written in Japanese  by applicant.

写真貼付欄
最近３ヶ月以内に写し

た
上半身正面脱帽のも

の

Photo 4cm×3cm
Taken within 3 months

half-length, without
hat, full from face.

　１．氏　　名
　　　Full Name

　漢　　字
　Name in　kanji

姓 名

英　字（併　音）
＊全大文字

　Name in　Alphabet

family　name given ＆ middle　name



日付：　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 本人署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Date：

以上の通りに相違なく、貴学園進学コースに入学を申し込みます。
I，the undersigned，hereby declare that the above statement is true and correct and apply for admission.

　Year 　　Month 　　Day Signature

現　　住　　所
Present Address

電話番号
　　Tel：

勤務先名称
Name of employment

職務内容
Description of Work

勤務先住所
Office Address

電話番号
　　Tel：

18．経費支弁者　Financial Supporter

氏　　名
Full Name

性別　：　男　　・　　女
 Sex　　　  Male   ・   Female

国　　籍
Nationality

生年月日  　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　（満　　　　　　　歳）
Date of Birth　　　　　　　　　　　　　　　Year　　　　　　　Month　　　　　Day　　　　　　　　　　　　Years old

続　　柄
Relationship

　　　 　・　 　・ はい ・ いいえ
Yes／No

　　　 　・　 　・ はい ・ いいえ
Yes／No

在留資格
Status of residence

　　　 　・　 　・ はい ・ いいえ
Yes／No

氏　　名
Full Name

続　柄
Relationship

生年月日
Date of birth

国　籍
Nationality

同居予定
Residing with

applicant or not

勤務先・通学先
Place of employment

or school

　　　 　・　 　・

17．日本在住の家族・親族　Family members or relatives residing in Japan，if any.

　　　 　・　 　・

　　　 　・　 　・

　　　 　・　 　・

　　　 　・　 　・

16．本国における家族　Family members in your country

氏　　名
Full Name

続　柄
Relationship

生年月日
Date of birth

職　　業
Occupation

現　　住　　所
Present Address


	入学願書(一般中国以外）  (2)

