
※受験番号

ふりがな
氏名
Name

ふりがな

所在地
Company Address

高校
High School

大学
University

大学院
Graduate
School

大学
University

大学院
Graduate
School

登録番号等
Registered number

第　　　　　　号

第　　　　　　号

第　　　　　　号

職務上の地位
Responsibilities

履歴書
Personal Resume

性別
Sex

  男　・   女
    Male   Female

(西暦）　　　　　年　　　月　　　日　　　　入学
                   年　　　月　　　日　　　　修了・退学
　　　　　　　　　　/　　　　/　　　　　　　　Entered
　　　　　　　　　　/　　　　/　　　　　　　　Graduated/Will Graduate

生年月日
Birthdate (yy/mm/dd)

    19　　   年　  　月　　  日
                             (　   歳　　月）
            /              /
                         （　　　　years old)

(西暦）　　　　　年　　　月　　　日　　　　入学
                   年　　　月　　　日　　　　卒業
　　　　　　　　　　/　　　　/　　　　　　　　Entered
　　　　　　　　　　/　　　　/　　　　　　　　Graduated

(西暦）　　　　　年　　　月　　　日　　　　入学
                   年　　　月　　　日　　　　卒業
　　　　　　　　　　/　　　　/　　　　　　　　Entered
　　　　　　　　　　/　　　　/　　　　　　　　Graduated

電話番号
TEL

（　　　　　　　）
　　　　　　　　　　－

電話番号
TEL

（　　　　　　　）
　　　　　　　　　　－

〒

現住所
Address

〒

学歴
Education

卒業（予定）校名
Names of schools attended

入学および卒業（修了）年月日
Dates of entrance/graduation　(yy/mm/dd)

勤務先
Place of Work

会社名等（部課室係）
Company name etc.

研究テーマ等
Research Topics

Graduation work

Master's Thesis

資格免許
Qualifications/Licenses

資格・免許の種類
Type of qualifications/licences

備考
Remarks

取得年月日
Certificated date (yy/mm/dd)

(西暦）
　　   　　　　　　　 年　　　　　　月　　　　　　日
              　　　　　/      　　　　　　　  /
(西暦）
　　   　　　　　　　 年　　　　　　月　　　　　　日
              　　　　　/      　　　　　　　  /

(西暦）
　　   　　　　　　　 年　　　　　　月　　　　　　日
              　　　　　/      　　　　　　　  /

職歴
Employment Experience

勤務先（部課室等）
Name of Workplace

勤務期間
Dates (start and end)　(yy/mm/dd)

専門職務内容（具体的に記入すること）
Details of position

（西暦）
　　　　年　　月　　日～年　月　　日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　月）
from       /        /   　  till       /        /

（西暦）
　　　　年　　月　　日～年　月　　日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　月）
from       /        /   　  till       /        /

（西暦）
　　　　年　　月　　日～年　月　　日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　月）
from       /        /   　  till       /        /

（西暦）
　　　　年　　月　　日～年　月　　日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　月）
from       /        /   　  till       /        /

（西暦）
　　　　年　　月　　日～年　月　　日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　月）
from       /        /   　  till       /        /

（西暦）
　　　　年　　月　　日～年　月　　日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　（　年　月）
from       /        /   　  till       /        /

　　　上記のとおり相違ありません。
　　　The above statement is true and correct. (yy/mm/dd)
　　　（西暦）　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日



受験番号

　　　　　　　　　年度

フリガナ

大学院特別学生志望理由書
Reasons for application

理工学研究科
Graduate School of Science and Technology

課程
Program

前期
Master

・

後期
Doctoral

専攻
Major

指導教員
Supervising

faculty
member

氏名



日 本 語 能 力 に 関 す る 所 見 

Verification of Applicant’s Japanese Language Ability 
 

氏名 

Applicant Name 

志望する課程 (○をつける）

Intended Program  

(Mark with a circle） 

博士課程前期課程 

Master’s Program 

博士課程後期課程 

Doctoral Program 

 

次の点について、具体的に記入すること。/ Please answer the following questions as clearly as 

possible. 

１．これまで、どこで、どのようにして日本語を勉強してきたか。 

   How has the applicant been studying Japanese? (Where, How, How long, etc.) 

 

 

 

 

 

２．日本語の放送や日本語の新聞・書物を、どの程度まで理解できるか。 

   How much is the applicant able to understand Japanese documents? (Newspapers, Television, Books, 

etc.) 

 

 

 

 

３．これまで日本人と日本語で会話した経験の有無、およびその場合の理解度。 

  Does the applicant have any experience communicating with Japanese people in Japanese? If so, how 

much does the applicant understand? 

 

 

              

記載者名/Statement Person:  

 



                                 年  月  日 

            Date:     /     / 

留学費用の支弁方法について 

Finance Information 
 

関西学院大学長 殿 

Dear President of Kwansei Gakuin Univ. 
志望学部・研究科/ Intended Major 
               ：              

 

氏   名 / Name ：         
  

  

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

 admission and tuition, and other expenses  
du ng their stay at Kwansei Gakuin Univ. as follows. 

１．

(1)支払い方法/ Method of payment：                            

 

 

 

わたし

ます。 

  The above-mentioned person will defray fees for
ri
 

本人が支弁する/ Personal funds 

   

                                        

                                        

 

２．両親が支弁する/ Parent will pay 

(1)支弁者氏名/ Name of defrayer：                

(2)支弁者住所/ Address of defrayer：                              

                電話/ Tel                  

(3)支弁者職業/ Occupation of defrayer：            

ay(4)支弁者年収/ Annual income of defr er ：           （日本円/JPY） 

(5)支弁方法/ Method of payment ：                                                             

                                                                             

                                                                             

３．本人・両親以外が支弁する/

 

Others will pay 

(1)支弁者氏名/ Name of defrayer：               

(2)本人との関係/ Relation to applicant：                          

(3)支弁者住所/ Address of defrayer：                              

                   電話/ Tel                  



(4)支弁者職業/ Occupation of defrayer：            

(5)支弁者年収/ Annual income of defrayer：           （日本円/JPY） 

    (6)支弁方法/Method of payment：                                                              

                                                                                 

                                                                                 

 

以 

End 
上 
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