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東北学院大学交換留学願書 

Application for Admission to Tohoku Gakuin University 
 

この願書はパソコンで日本語もしくは英語で入力してください。 

Please complete this application on computer in Japanese or English. 

所属大学 University  

学部 Department  

学科 Course  

学年 Grade  
卒業見込み年月 

Expected graduation 
 年  月 

専攻 Major  

 

参加プログラム 

Exchange Program 

 

 

氏名 Name 姓 Family Name 名 First Name ミドルネーム Middle Name 

母国語表記 

Native Language 
   

英字表記 

English Alphabets 
   

カタカナ表記 

Katakana 
   

漢字表記 ※ 

Kanji 
   

※漢字氏名がある場合は、必ず記入すること。Required to those who have a Kanji name. 

国籍 Nationality  

生年月日 Date of Birth  年  月  日 性別 Gender ○ 男（Male） ・ ○ 女（Female） 

現住所 

Home Address in 

English 

 

電話番号 

Phone Number 
+  -  

メールアドレス 

Email Address 

 @  

日本語でのメール送受信 Send and receive emails in Japanese    ○ 可（Yes） ・ ○ 不可（No） 

過去の入国暦 

Past Entry on Japan 
○ 有（Yes） ・ ○ 無（No） 

「有」の場合 If yes, 回数：  回 
直近： 

Latest 
 年  月  日～  年  月  日 

 

写真貼付(4x3cm) 

※6 ヶ月以内に 

撮影したもの 

 

Passport Photo 

(40mm×30mm) 

*taken within 

6months 
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1. 現在までの学歴（小学校～現在） Educational Background till present (From elementary education to present) 

学校名 

School Name 

在学期間 

Period 

在学年数 

Number of Years 

小学校 

Elementary 

 
 年  月～  年  月 

 

中学校 

Junior High 

 
 年  月～  年  月 

 

高等学校 

High 

 
 年  月～  年  月 

 

大学 

University 

 
 年  月～  年  月 

 

大学院 

Graduate 

 
 年  月～  年  月 

 

 

2. 職歴 Employment History   ※インターンシップ、兵役も記入してください。（Including internships and military service） 

勤務先 

Name of Organization 

勤務場所 

Location 

勤務期間 

Period 

職種 

Type of Work 

  
 年  月～  年  月 

 

  
 年  月～  年  月 

 

 

3. 日本語学習経験 Experience of Japanese Language Study 

授業名・講座名 

Course Name 

学習スケジュール 

Course Schedule 

学習期間 

Period 

教科書 

Textbook used 

 週  回  分  年  月～  年  月  

 週  回  分  年  月～  年  月  

 週  回  分  年  月～  年  月  

 

日本語能力試験 

JLPT Level 
日本語能力（自己評価） Japanese Language Proficiency (Self-assessment) 
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4. 語学能力 Language Proficiency 

  語学能力レベルにチェックを入れてください。Check your language proficiency level. 

母国語 

Native Language 

 
言語 Language 

初級 

Elementary 

中級 

Intermediate 

上級 

Advanced 

語学試験 

Proficiency Test 

  英語 English     

      

 

5. 緊急連絡先 Emergency Contact 英字表記で入力してください。Fill in in English alphabets. 

氏名 

Name 
 

続柄 

Relationship 
 

住所 

Home Address 
 

電話 

Phone Number 
+  -  

職業 

Occupation 
 

Email  @  

 

6. 経費支弁者（上記と異なる場合） Financial Guarantor (Different from above) 

  英字表記で入力してください。Fill in in English alphabets. 

氏名 

Financial Guarantor 
 

続柄 

Relationship 
 

住所 

Home Address 
 

電話 

Phone Number 
+  -  

職業 

Occupation 
 

Email  @  

 

7. 健康について Health 

心身の健康上に問題がありますか？ 

Do you have any medical, physical, or mental problems? 
○ はい（Yes） ・ ○ いいえ（No） 

「はい」の場合は、詳細に If yes, describe in detail.  

アレルギーはありますか？Do you have any allergies? ○ はい（Yes） ・ ○ いいえ（No） 

「はい」の場合は、詳細に If yes, describe in detail.  

ベジタリアンですか？ Are you a vegetarian? ○ はい（Yes） ・ ○ いいえ（No） 

「はい」の場合は、詳細に If yes, describe in detail.  

お酒は飲みますか？ Do you drink alcohol? ○ はい（Yes） ・ ○ いいえ（No） 

タバコは吸いますか？ Do you smoke cigarette? ○ はい（Yes） ・ ○ いいえ（No） 
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8. 日本への留学の目的 Your purpose of studying in Japan 

※ 日本について興味を持っていることや東北学院大学を選んだ理由について詳しく入力してください。 

  Please state your specific interests of Japan and reasons for applying to Tohoku Gakuin University. 

名前（Name）： 
 

 

 

 

私が提供した情報が真実であり、提出する書類がすべて有効であることを証明します。 

I hereby certify that the information provided is true, and that all documents are valid.  

 

 

署名（Signature）：                               日付（Date）：       年    月    日 
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