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１． 氏名(漢字)

Name in Kanji 姓 Surname 名 Given name

２． 生年月日 年 月　　 日 ３． 性別 □ 男 □ 女

Date of birth year month day SEX male female

４． 国籍 ５． 出生地

Nationality  Birthplace

６． 配偶者の有無　 □ 既婚 □ 未婚　  配偶者氏名

Marital status married single  　 Spouse’s name

７. 現住所

Present address 

電話番号

Phone number

８. 学歴　Educational background （小学校から最終学歴まで　From Elementary Education to the Last Education)

所在地（番地まで） 在学期間 Period of study

Name of school Address(in full) (Admission ～ Graduation） y/ｍ/d 

~

~

~

~

~

9. 日本語学習歴　History of Japanese study

所在地（番地まで） 在学期間 Period of study

Name of school Address(in full) (Admission ～ Graduation） y/ｍ/d 

~

~

日本語検定について About Japanese proficiency test, if you have taken any. □ □

試験名称 Name of test 受験級 Grade

点

□ 合格 Pass

□ 不合格 Failure

得点及び合否 Score and Result

小学校　Elementary 

中学校　Lower Secondary

高校　Higher Secondary

大学　Undergraduate

大学院他　Graduate or other

ＩＣＡ国際会話学院日本語科  入学願書

Application for Admission to ICA Japanese Course

学校名

学校名

携帯電話

Mobile phone

Name

  in passport

PHOTO

写真貼付

最近３ヵ月以内

半身正面脱帽

3×4cm

無

No

有

Yes



2

10.  職歴（最終学校卒業後、現在まで全ての職業）Work experience: list all jobs since leaving school □ □

在職期間 Period

 y/ｍ/d 

11.  日本への渡航歴　If you have been in Japan, put when, how long and purpose. □ □

入国年月日 出国年月日 在留資格 目的

Date of arrival Date of departure  Status  Purpose

年 月 日 年 月 日

Year Month Day Year Month Day

年 月 日 年 月 日

Year Month Day Year Month Day

パスポートについて　Passport

□ 無 □ 申請中 □ 有 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ番号 有効期限 年 月 日

No Applied Yes Passport number Date of expiry Year Month Day

12. 家族構成　Family

13. 日本滞在の親族　Family staying in Japan □ □

氏名　　　　 続柄 職業 年齢 住所

Name Relationship Occupation Age Address 

14.  経費支弁者　Financial guarantee

会社名

Company name　　　　

所在地(番地まで)

Company address(full address) 　

年収(現地通貨）

Annual income in local currency

住所

Address 

氏名　

Name  

続柄

Relationship

Company name 

~

~

職業

Occupation 

氏名

Name  

申請人との続柄

Relationship 

職業(業種)

Occupation 

会社名

携帯電話

Mobile phone

会社電話

住所

Address 

自宅電話

Home phone 

Company phone 

無 有

Yes

無 有

Yes

無

No

有

Yes
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15. 留学理由　The reason why you want to study Japanese.

16.  修了後の希望　What will you do after completion of the course at ICA?

進学　 就職 事業経営 帰国 その他
Higher education Employment Self employment Return to home country Other

17. 過去の在留資格認定証明書交付申請歴

Past history of applying for a certificate of eligibility

取下げ 回数 回 ビザの種類 留学 その他

Withdrawal time(s) Type of visa Student Other

無 有 交付 回数 回 ビザの種類 留学 その他

No Yes Granted time(s) Type of visa Student Other

不交付 回数 回 ビザの種類 留学 その他

Rejected time(s) Type of visa Student Other

上記のとおり相違ありません。I declare the above statement is true and correct.

年 月 日
year month day

署名
signature 

□ □ □

氏名
name 

終わり　/ つづく

end    /continued 

（ ）□ □ □ □ □

□ □

□

□

□

□

□

□


