
国際語学学院          ＰＥＲＳＯＮＡＬ ＲＥＣＯＲＤ 

Interculture Language Academy            履 歴 書                             

 

国籍Nationality:                         氏名 Full Name                                         

 

生年月日 Date of Birth:                                 

 

住所 Address:                                                                                    

既婚・独身Marital Status:      Single  ・   Married   (Name of spouse:                ) 

学歴 Academic history: 

学校名 Name of school       所在地Location     入学日Date of entry     卒業日 Graduation date 

 

1)                                                                                                                                  

 

2)                                                                                                                                  

 

3)                                                                                                                                  

 

4)                                                                                                                                  

 

5)                                                                                                                                  

 

6)                                                                                                                                  

日本語学習暦 Record of Japanese study: 

学校名 Name of school       所在地Location     入学日Date of entry     卒業日 Graduation date 

 

1)                                                                                                                                  

2)                                                                                                                                  

職歴Work experience: 

会社名 Name of company       所在地 Location    Ｆｒｏｍ：       Ｔｏ：  

 

1)                                                                                                                                  

2)                                                                                                                                 

3)                                                                                                                                 

4)                                                                                                                                 

5)                                                                                                                                

日本への入国・出国歴 Record of entry into / departure from Japan 

  入国 Date of Entry    出国 Date of Departure     ビザ Visa Status   目的 Purpose     

1)                                                                                                                                  

2)                                                                                                                                 

3)                                                                                                                                 

4)                                                                                                                                 

5)                                                                                                                                 



勉学目的 Purpose of Study: 

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 

卒業後の計画 Write your plan after finishing the course  (check the Mark □) 

□Enter a school of higher grade  Name of school            Department 

                                                                                                        

□Find work in Japan 

 Placement of Employment: Name                                                                      

□Go back to home country 

□Other:                                                                                              

 

 

上記の内容は、真実であり、                          により記されたことを誓います。 

I affirm the above to be true and written by                                                            

 

日付：     年    月    日 Date:                                                      

                              

署  名   Signature of applicant:                                             

 



                 Written Oath Of Support

    日本国法務大臣　殿
      To the Minister of Justice Government

申請者氏名 Name of Applicant

国籍 Natinality

生年月日　Date of birth                                                                                    性別　（男 Male  ・女 Female)

    ここに経費支弁をする理由及び支弁内容を説明させて頂き、以下の事を誓約します。　　　　　

    尚、上記者の滞在期間更新許可を申請する際には、送金証明書あるいは預金残高証明書のコピー等を提出します。

    during his/her attendance at the school in Japan. Evidence that this support has been provided may requessted when 

     the applicant applies for extension.

    １． 経費支弁の引き受け経緯   Reason for acceptance

    ２．経費支弁内容    Substance of payment

(1)

(2)

(3)

経費支払人  Supporter

自宅住所 Home Address

　　　
自宅電話　Home Phone  +                      Mobile phone:

勤務先住所 Office Address

勤務先電話　Office Phone +  学生との関係: Relationship with applicant

年収　Annual Income

                                                                    記入日・Date                        年year            月month              日day

       経費支弁者氏名：                                      　　        　署名　Signature

経　費　支　弁　書

    I                                                                     hereby vow to sponsor the above applicant for the expenses

    私         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　は上記者の日本国滞在期間中の費用を負担する者であります。

学費　Ｔｕｉｔｉｏｎ　ｆｅｅ　　（一年　year ・半年 half year）　　                                                     円　Yen

生活費  Living expenses               月額   monthly                                                                           円　Yen

支弁方法  Means of payment    （送金・振込み等具体的に書いてください。Write in concreat : remit or pay in account）


