
To the principal of Shizuoka International Language School

入　　学　　願　　書
静岡国際言語学院　学院長　殿

私は、貴学院に入学したいので、必要書類・費用を添えて申し込みます。

I apply for admission to your school with necessary documents and payments.

氏名 name

パスポート表記

写真　photo
（４ｃｍ　×　３ｃｍ）

ふりがな

漢字表記

国籍 nationality

written or to be written on passport

furigana

kanji

□男性 male □女性 female

□未婚 single □既婚 married

生年月日 date of birth 年　　　　月　　　　日

性別 sex

未婚／既婚 single/married

現住所

国籍 nationality

出身地 place of birth

written or to be written on passport

furigana

kanji

電話番号
telephone no.

最終学歴学校名
school of last education

続柄 年齢 職業
relationship age occupation

□卒業(graduated)

□在学中(in school)

氏名
name

現住所
address

家族
family members

氏名
name

住所
address

電話
telephone no

身元保証人
garantor

telephone no.

氏名
name

住所
address

電話
telephone no.

入学願書及び提出書類に記載されていることは、すべて事実に相違ありません。
All the written statements in this sheet and submitted documents are true and correct.

経費支弁者
supporter for the expenses

署名
signature of applicant

日付
APP-1 date

All the written statements in this sheet and submitted documents are true and correct.



静岡国際言語学院

アルファベット表記/In English

　ふりがな　/カタカナ/kana

漢字/Chainese character

学校名/school name

学校住所/school address

入　学/entrance

学校名/school name

学校住所/school address

入　学/entrance

学校名/school name

学校住所/school address

入　学/entrance

学校名/school name

学校住所/school address

入　学/entrance

学校名/school name

学校住所/school address

入　学/entrance

□有り 　　□無し

勤務先/Office　Name 所在地/address 入社/entrance 退社/withdrawal

     年/Year   月/M　日/D  年/Year    月/M    日/D

Japanease education history entrance   Y/      M/     D graduate  Y /      M/    D

学校名/school name　　　　　            電話/Tel No. 入学　　　年　　　月　　　日  卒業(見込み)    年　　月    日

所在地/address 授業時間数  Lesson hour:     　　　　　　　　　　時間

学校名/school name　　　　　            電話/Tel No. 入学　　　年　　　月　　　日  卒業(見込み)    年　　月    日

所在地/address 授業時間数  Lesson hour:     　　　　　　　　　　時間

日本語能力試験/ proficiency test　 □合格       級　　　□不合格 J-TEST   □合格       級　　　□不合格

NAT-TEST □合格       級　　　□不合格 ※ 級＝passed level   合格＝pass  不合格＝failure

回数　　回/time(s).

□有/Yes ・ □無/No　目的（ 

健康状態 Health Condition □問題無/No problem    □問題有り/I have problems(

以上のことは事実に相違ありません。/The above resume  is true and correct.

□私が直筆しました   / I wrote by myself.

□　　　　　　　　　　　　　　　が代筆しました。/      wrote  for  me.

署名/signature

APP-3 日付/Date

年/Y   月/M      日/D　卒業（見込）/graduation        年/Y       月/M     日/D

年/Y   月/M      日/D　 卒業（見込）/graduation       年/Y      月/M     日/D

年/Y   月/M      日/D   卒業（見込）/graduation        年/Y       月/M     日/D

年/Y   月/M      日/D　 卒業（見込）/graduation        年/Y    月/M     日/D

この履歴書

　年/Year　     月/Month　　日/Day

日本入国歴
Past entry into/departure from Japan (Fill in the followings when the anser is yes)

）The latest enrty from     年/Y.　  月/M.　  日/D.～to      年/Y.  　 月/M.　  日/D.

当学院修
了後の予
定/Plan

after
graduation

□日本で大学等に進学する/Enter a school of higher educatioin in Japan (希望学校名/school name 

□日本で就職する/Find work in Japan     ( 希望職種・会社/Type of work                                     

□帰国する/Return to  home country.

日本語学習歴 

出身地/Home town /city

学歴
Academic

background

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校/Elementary school

               　　　　　　　          　　       中学校/Junior high school

                                高等学校 /High school /専門学校/Technical college

中国の大学入学統一試験受験の有無：

職歴0ccupation

生年月日・性別/Date of birth・Sex 年/Year　　月/Month　　日/Day生　　□男/M　　□女/F

履　　歴　　書(RESUME)

氏名
NAME



日本国法務大臣殿(TO JAPANESE MINISTER OF JUSTICE )

静岡国際言語学院長殿(TO PRINCIPAL OF SHIZUOKA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL)

留 学 理 由 書留　学　理　由　書
Reason to study abroad

記入日
DATE 年　　　月　　　日

氏名
NAME

国籍

【記入上の注意】

必ず本人が日本語で記入するこ

と。難しい漢字を使う必要はあり

ません。

【NOTICE】
国籍
NATIONALTY

年　　　月　　　日

署名

生年月日
DATE OF BIRTH

【記入上の注意】

必ず本人が日本語で記入するこ

と。難しい漢字を使う必要はあり

ません。

【NOTICE】

Write in Japanese language by

yourself.

You do not have to use difficult

KANJI.

SIGNATURE

APP-2

【記入上の注意】

必ず本人が日本語で記入するこ

と。難しい漢字を使う必要はあり

ません。

【NOTICE】

Write in Japanese language by

yourself.

You do not have to use difficult

KANJI.



日本国法務大臣殿

静岡国際言語学院長殿
/TO JAPANESE MINISTER OF JUSTICE

/TO  PRINCIPAL OF SHIZUOKA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

/OATH OF SUPPORT TO MEET THE  EXPENSES

留学希望する者 氏名/Name

/applicant 国籍/Nationality

性別/Sex □男/Male □女/Female

生年月日 年/Year 月/Month       日/Day

/Date of birth

私はこのたび、上記の者が日本国に入国した場合、その滞在中の学費・生活費を

負担する者（経費支弁者・財政保証人）になりましたので、その経緯等を説明し

その責任を果たすことを誓約致します。

   I accept  the responsibility  for support to meet  the expenses and   

   the cost of living while he/she will stay  in Japan , and explain the reason of that.  

１．　日本国滞在中の経費を支弁することに至った経緯

The reason of support expenses of student while  he/she will stay in Japan.

２．　経費支弁の方法と金額/Method of support to meet the expenses while in Japan.

入国の際に持参させる金額 円（Yen)
Carrying from abroad per one month

銀行送金する金額（月平均） 円/１ヶ月/Yen

Remittance from abroad per manth(average)

その他（方法と金額） 円（Yen)
Others( Meathod and an amount)

３．　私の経費支弁能力については、以下の通りです。
Possibility  of payment

職業・勤務先 (occuoation) (address)

前年度年収 (annual income 1 year before))

預貯金残高 (bank account)

４．　私は、現在、他の留学生・研修生の経費支弁者に

□　なっておりません。 /I am not a supprter for other person.

□　なっております。 /I am a supprter for other person.

以上、記載事項は事実に相違ありません。 /The above is true and correct.

経費支弁者 氏名/Name           印　　　　

supporter for the xpenses 生年月日 年 月 日

/Date of birth

住所/address

電話番号/Tel no.

留学希望者との関係/relationship to student

APP-4

年/Y　　月/M　  日/D

経 費 支 弁 書



入　学　願　書　付　表
作成：　　　　　年　　　　月　　　　日

氏名

アルファベット表記

漢字のふりがな

FAMILY NAME GIVEN NAMES

パスポート □ない □ある

氏名 漢字のふりがな

漢字・カタカナ表記

パスポート番号

パスポート有効期限 　　　年　　　　月　　　　日

留学ビザ申請予定地

FAMILY NAME GIVEN NAMES

□普通高校 □職業高校

続柄 氏名 生年月日 国籍 同居予定 職業（勤務先） 在留資格

年 月 日 はい いいえ

在日親族

日本上陸予定地

過去の犯罪歴 □ない　　　□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（中国）高等学校

　　年 　  月　  日 はい ・いいえ

　　年 　  月　  日 はい　・いいえ

　　年 　  月　  日 はい　・いいえ

　　年 　  月　  日 はい　・いいえ

　　年 　  月　  日 はい　・いいえ

　　年 　  月　  日 はい ・いいえ　　年 　  月　  日 はい いいえ

添

付

＜本人の＞ ＜経費支弁者・身元保証人の＞
□入学願書 □身元保証書（身元保証人）

□入学願書付表（本表） □経費支弁書（経費支弁者）

□履歴書 □在職証明書（経費支弁者・身元保証人）

□留学理由書 □所得証明書（経費支弁者）

書

類

□最終学歴卒業証書 □預金残高証明書（経費支弁者）

□最終学歴成績証明書 □銀行取引明細書（経費支弁者）

□日本語学校卒業証書 □戸籍謄本（経費支弁者）

□戸籍謄本 □住民票（身元保証人）

□写真（８枚裏面に氏名を記入） □

□

APP-6

□

静岡国際言語学院



(English ver.) (入学願書付表 英語版）

ATT. APPLICATION
DATE：　　Year　　Month　　Day

NAME

IN ENGLISH
FAMILY NAME GIVEN NAMES

PASSPORT □NO □I HAVE

NAME

KANJ( In Chinese
Caracter)

Passport   Number.

Date of expiration 　     Year　　Month　　Day

PLACE TO APPLY FOR VISA  

FAMILY NAME GIVEN NAMES

Relationship Name Date of birth Nationality
To reside with

applicant or not
Place of

employment/school
Alien registration

certificate number

   Y.     M.     D.    Yes  /  No

Y M D Y / N

Place of entry into Japan  

Criminal record inJapan and overseas            □Yes (Details                                 　）
□N

Family in Japan (Father、Mother、Spouse、Son、Daughter、Brother、Sister　or others)or co-residents

   Y.     M.     D.   Yes  /  No

   Y.     M.     D.    Yes  /  No

   Y.     M.     D.    Yes  /  No

＜APPLICANT＞ ＜Supporter expense＞

□APPLICATION □OATH OF SUPPORT TO MEET THE EXPENSES

□ATT.APPLICATION □CERT. FOR JOB

ATTACHED

DOCUMENTS

□CERT. FOR BANK ACCOUNT BALANCE

□BANK TRANSACTION

□ATT.APPLICATION □CERT. FOR JOB

□RESUME □BUSINESS LICENSE （IN CASE OF  A MANAGER)

□LETTER OF THE REASON TO STUDY ABROAD □CERT. FOR INCOME(3 YEARS)

□CERT. EDUCATION(LAST SCHOOL )

□ CERT. OF ACADEMIC RECORDS

□GRAD. CERT. OF JAPANESE LANG. SCHOOL □CERT. FOR REGISTER（relationshio to stu

□OATH  OF GUARANTOR

□CERTI. FOR REGISTER □CERT.FOR RESIDENCE(in case of lives in Japan)

□PHOTOS（８copies, Write name on rever ＜Guarantor＞(in case of lives in Japan)

□CERT. FOR RESIDENCE

APP-７ 静岡国際言語学院



日本国法務大臣 殿

身 元 保 証　書(OATH  OF GUARANTOR)

 (身元保証人が日本に住んでいる場合/ In case of the guarantor lives in Japan).

国    籍
氏    名                          　　　性別 □ 男 ・    □ 女
生年月日            年     月     日

私は上記の者の本邦在留に関し、下記の事項について保証いたします。

記

（１）本人が帰国旅費を支払うことができない場合は、私が負担すること

（２）本人が出入国管理及び難民認定法その他の日本国法令を遵守するよう私が監督すること

（３）本人の日本国における学習及び生活について、必要な指導助言を行うこと

　　　また、私が保証人を引き受けた経緯は以下の通りです。

上記のとおり相違ありません。

                                                                              年     月     日
身元保証人

氏 名:                                        印　　　　電話(Tel No.)

住 所:〒

勤務先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話(Tel No.)

住 所:〒

外国人の場合(in case of a foreigner)

国籍:                       在留資格：　　　　　　　　　　　　在留期限

(Nationality)　　　　　　　　　　　(Status)                                        (Period of stay)

APP-5


