
　　　　　日	 本	 文	 化	 語	 学	 院
     　　　　Japan Institute of Japanese Language & Culture

　　　入　学　願　書 Application for Admission

Tel: e-mail
hand-phone:  address

　旅  券  番  号
  Passport Number

＊学歴 Educational Background

年数

年

Yrs
年

Yrs
年

Yrs
年

Yrs
年

Yrs

＊日本語学習歴 Japanese Language Education Background

　　年　 月～　　年　 月 時間 時間

　     (yr)    (mo)　  (yr)    (mo) hr hr
　　年　月～　　年　月 時間 時間
　     (yr)    (mo)　(yr)    (mo) hr hr

＊日本語能力に関する試験の受験　□  有・Yes　　□  無・No
　　  級  □ Pass

Grade  □ Fail
ﾚﾍﾞﾙ　  □ Pass
Level  □ Fail

級  □ Pass
Grade  □ Fail

＊職歴   Employment Record

自From　　　   年yr  　　  月mo

自From　　　   年yr  　　  月mo

学　校　名 　Name of Institution

現在の職業

   yr　　　mo　　    dd

　　　　　  年　　　 月　　　 日

　　　　　  年　　　 月　　　 日

Other

勤　務　先　名　称

                 　  yr          　mo            dd

                 　  yr          　mo            dd

自From　　　   年yr  　　  月mo

Identity card No.
身分証明書番号

Name of Institution
所　　在　　地

小学校

Present Address

 有  効  期  限

　発　行　日
  Date of Issue

本国住所

 Nature of work
在職期間

Duration
会社の電話

Company tel no.
職務内容

Name of Company
所　　在　　地

Company Address

High
短大/大学

College/Univ.
その他

機　関　名

学  　歴

出  生  地
Place of birth

Date of Birth

Name
in English
国　籍

生年月日 　　　　年　　　月　　　日

写真

Photo

写した上半身正面

脱帽のものに限る

最近3ヶ月以内に

　□　既婚   Married

氏　名

漢字

  /500

Date of expiration

日本語能力試験 Japanese Language Proficiency Test

至Till　　    　   年yr　　    月mo
自From　　　   年yr  　　  月mo

Location
学　習　期　間

自From　　　   年yr  　　  月mo

Total study time

3 cm X 4 cm

Period of Attendance
既習時間

　在学期間 Period

　□　男   Male

Primary 
中学校

Junior

才
yr

 Occupation

　□　未婚   Single

　□　女   Female

性別

Sex
年　齢
Age

高等学校

Nationality

         J-Test　or              NAT Test

至Till　　    　   年yr　　    月mo

至Till　　    　   年yr　　    月mo

至Till　　    　   年yr　　    月mo

学習時間総数

至Till　　    　   年yr　　    月mo

BJTビジネス日本語能力テストBJT Busisness Japanese Proficiency Test

  /180

  /800

Actual study time



＊本学校における学習コース　Course Selection

□  進学 　□ 就職 □  帰国
　Further studies      　 Employment in Japan 　　　Return home

在留資格交付申請歴 Have you ever applied for Certificate of Eligibility   □  有・Yes      □  無・No

種　類(Visa)：　□  留学(college student)　　□  研修(trainee)　　□  その他(other)

　　□  有・ Yes [ 　　 回Time(s)]　　□  無・No

＊経費支弁者  Financial Sponsor
氏　名

Name
自宅の所在

Home address
会  社  名
Company
会社の所在
Co.Address

為替レートExchange rate：　JPY100 ＝ 　　    in local currency

＊家族構成  Family
続  柄 年齢

Relation Age

＊在日親族  Family Members Residing in Japan
年齢 続  柄 職　業
Age Relation Occupation

　以上の通り相違ありません。I hereby declare that all information is true and correct.

　　　　作成年月日：　　 本人署名：

                Prepared on    yr  mo dd   Signature

Present address
連絡先

Tel No.

氏　　名

日本円  に 換  算

Home Tel No:

Contact Tel No.

在日歴（来日回数）　Previous stay in Japan

氏　　名

Name

在　留　資　格
Status of Residence

職業 / 役職
Occupation/Position

在  留  目  的

/

現  地  の 通  貨
In local currency

　　　　年　　月　　日

Name

Annual Income (Previous yr)

Address

会社の電話:
Co. Tel No:

前　年　度　の　収　入
Convert into JPY

連　絡　先

日本語一般課程

Japanese language Course

本学校卒業後の予定

After Graduation from JILC

　　　年　　月　　 日

入  国  年  月  日
Date of Entry

出  国  年  月  日
Date of Departure Purpose of Stay

続　　柄

Relation
自宅の電話:

在留資格

職業

Occupation

住　　　　　所

現住所

□2年コース	 	 　□1.9年コース　	 	 □1.5年コース　	 	 □1.3年コース
2year	 General	 Course	 1.9year	 General	 Course	 	 1.5year	 General	 Course	 	 1.3year	 General	 Course

Res status

　     yr       mo       dd.　　        yr       mo       dd
　　年　　月　　日

4月入学 Starting from April 7月入学 Starting from July 10月入学 Starting from Oct 1月入学 Starting from Jan 


