
※

フリガナ 生年月日 年 月 日

氏    名 (姓) (名) Date of Birth (year) (month) (day)
国籍(地域）

Full Name （last/family) (first) (middle) Nationality

本国の住所

TEL
フリガナ

Present Address TEL

Residence Status (year)   (month) (day)         (years)  (months)
留学予定期間
Intended Period

of Study (year)

年　　　月入学
                  (year)   (month)   admitted 年　　　カ月

年　　　月卒業・転出 　　(years) 　(months)
                 (year)   (month)     graduated･transferred

年　　　月入学
年　　　月卒業・転出
年　　　月入学
年　　　月卒業・転出
年　　　月入学
年　　　月卒業・転出
年　　　月入学
年　　　月卒業・転出

　　　　年 　月 ～ 　　年 月
  (year)   (month)   -     (year)   (month)

　　　　年 　月 ～ 　　年 月

　　　　年 　月 ～ 　　年 月

職　歴　Ｗｏｒｋ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ

所在地 Location 職種 Type of Work 勤務期間 Period of Employment勤務先　Name of Employer

　　　　　 年　　　カ月

 通算修学年数
 Total Years of Formal Schooling

　　　　　 年　　　カ月

　　　　　 年　　　カ月

　　　　　 年　　　カ月

Years of Schooling

　　　　　 年　　　カ月

既婚 ・ 未婚

married ・ single 

学　校　名
School

学校所在地
Location

在学期間
Period of Attendance

修学年限

日 在日期間
Length of Stay

関西学院大学　神学部入試志願調書（外国人留学生用）
Application for Admission to School of Theology , Kwansei Gakuin University

(International Student)

現 住 所

出 生 地
Birthplace

List in chronological order all formal schools you attended (from elementary school through college).

Address in
Home Country

男　・　女  

male ・ female
Alphabet

現在の
在留資格

来日年月日
Arrival Date

受験番号

学　歴　Formal Education
通学したすべての正規の学校（小学校・中学校・高等学校・大学等）を年代順に記入すること。

年    月 年 カ月

年間



　　年　　月　　入学
        年　　　　カ月

　　年　　月　　卒業・転出      (years)  (months)

　　年　　月　　入学

　　年　　月　　卒業・転出

Excellent  Good   Fair     Poor

場　所

Foreign Language Location

点数         年 カ月
Score

点数
Score

続　柄 年　齢
Relation Ａｇｅ

氏　名

Ｎａｍｅ

　　〒

住　所

Address

　　　　　ＴＥＬ

日本語学校・専門学校歴　Japanese ｌanguage and/or specialty schools

(year)(month)admitted

学校所在地
Location

在学期間
Period of Study

学　校　名
School

(year)(month)graduated-transferred

修学年限
Years of Schooling

        年 カ月

本人との関係

Relationship

勤務先

Occupation

        年

Contact Person (Resident of Japan who is available for contact to the applicant.)

連絡人（日本国内に在住し、志願者と必ず連絡の取れる方）

３． カ月

家族（父・母および配偶者）　Family(Father,Mother and Spouse if applicable)

氏　　名
Ｎａｍｅ

住　　所
Ａｄｄｒｅｓｓ

日本語能力試験１級

Japanese Language
Proficiency Test
Level 1

受験の有無
Taken or Not taken

有・無

Taken ･ Not taken

日本留学試験(日本語)

Examination for Japanese
University Admission for
International Students
(Japanese)

受験の有無
Taken or Not taken

有・無

履修期間外国語

Taken ･ Not taken
２．

Preriod of study

１．
   (years)(months)

その他の外国語知識 Knowledge of Foreign Language

日本語の知識 Knowledge of Japanese
日本語学習で使用した教科書

List of textbooks used for Japanese Language study

        年　　　　カ月

読解力

Reading

　　  優　　　良　　　可　　　不可

　　  優　　　良　　　可　　　不可
会話力

Speaking

筆記力
　　  優　　　良　　　可　　　不可

Writing

理解力
　　  優　　　良　　　可　　　不可

Comprehension



                                 年  月  日 

留学費用の支弁方法について 

 

関西学院大学長 殿 

 

志望学部・研究科：            

 

氏  名：                  

 

 

わたしが関西学院大学に入学後は次の方法にて学費、生活費等の留学費用を支弁いたし

ます。 

 

１．本人が支弁する 

(1) 支弁方法：                                 

                                       

                                       

２．両親が支弁する 

(1)支弁者氏名：                

(2)支弁者住所：                                

        電話                  

(3)支弁者職業：            

(4)支弁者年収：           （日本円） 

(5)支弁方法 ：                                                              

                                                                             

                                                                             

３．本人・両親以外が支弁する 

(1)支弁者氏名：               

(2)本人との関係：                          

(3)支弁者住所：                                

        電話                  

(4)支弁者職業：            

(5)支弁者年収：           （日本円） 

    (6)支弁方法  ：                                                              

                                                                                 

                                                                                 

 

以 上 
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