
江戸カルチャーセンター日本語学校 
長期生申請申込書 

 
全ての項目を記入してください。 
公式に登録された名前のみを使用してください。 
省略形は使わないでください。 

 

 

1. 氏名        /   /      
名字     名前      ミドルネーム  

2. 国籍      3. 性別 □ 男性   □ 女性 

4. 生年月日   / /  5. 生誕地(市名):      
年     月      日 

6. 婚姻 □ 既婚   □ 未婚  7. 職業      

8. 現住所                                              

9. 電話番号 自宅             携帯電話                             

10. パスポートを持っていますか? : □ はい □ いいえ □ 申請中 

a. パスポート番号        b. 発行機関                       

c. 発行日       /        /   d. 有効期限:     /      /         
年   月    日        年     月        日 

15. 査証申請予定地       16. 過去の日本への入国歴 □ はい (   回) □ いいえ 

17. 就学年数合計 （小学校から最終学歴まで）      年 

18. 教育 (最終学歴 または 在籍学校); 

a. 状況 □ 卒業  □ 在籍  □ 休学  □ 中退  

b. □ 博士   □ 修士   □ 学士   □ 短大   □ 専門学校   □ 高等学校 

c. 学校名                               

d. 卒業または卒業予定年月日         /        /            
                           年      月       日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費支弁者情報 
氏名（フルネーム）       /      /                  

姓           名      ミドルネーム 

住所                                             

電話番号      職業      

会社名                               

会社住所                                       

会社電話番号                  

年収        申請人との関係              

写真 8 枚 
(3×4) 



Edo Cultural Center 
E-1 

履 歴 書 
Personal Records 

 
1  国籍：           2 氏名：       

Nationality        Name Family   Middle    Given 

 
3 生年月日：   年(Y)    月(M)   日(D)  性別(Sex)：  男(Male) ／ 女(Female)   
  Date of Birth 

 
4 配偶者の有無： 既婚 (Married) ／ 未婚 (Unmarried) （配偶者氏名：              ） 

Marital Status          Spouse’s Name 

 
5 住所(Address)：             
 
6 学歴（Educational Background）(from elementary school to last school) 

学校名 
Name of school 

住所 
Address 

入学年月日 
Date Entered 

卒業年月日 
Date Graduated 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

 
 
7 日本語学習歴（Experience of Studying Japanese Language） 

学校名 
Name of school 

住所 
Address 

入学年月日 
Date Entered 

卒業年月日 
DateGraduated 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

 
 
8 職歴（Occupational history）(Chronological Order) 

会社名 
Name of Company 

住所 
Address 

入社年月日 
Date Employed 

退職年月日 
Date Resigned 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

     / Y   /M    / Y   /M 

 
 
 
 
 
 



Edo Cultural Center 
E-2 

履 歴 書 
Personal Records 

9 家族情報（Family information） 
氏名 
Name 

 続柄 
Relationship 

 生年月日 
Date of Birth 

  /Y    /M    /D 

住所 
Address 

 

職業 
Occupation  配偶者の有無 

Marital Status 
 既婚(Married) ／ 未婚(Unmarried) 

氏名 
Name 

 続柄 
Relationship 

 生年月日 
Date of Birth   /Y    /M    /D 

住所 
Address 

 

職業 
Occupation  配偶者の有無 

Marital Status 既婚(Married) ／ 未婚(Unmarried) 

氏名 
Name 

 続柄 
Relationship 

 生年月日 
Date of Birth   /Y    /M    /D 

住所 
Address 

 

職業 
Occupation  配偶者の有無 

Marital Status 既婚(Married) ／ 未婚(Unmarried) 

氏名 
Name 

 続柄 
Relationship 

 生年月日 
Date of Birth   /Y    /M    /D 

住所 
Address 

 

職業 
Occupation  配偶者の有無 

Marital Status 既婚(Married) ／ 未婚(Unmarried) 

氏名 
Name 

 続柄 
Relationship 

 生年月日 
Date of Birth   /Y    /M    /D 

住所 
Address 

 

職業 
Occupation 

 配偶者の有無 
Marital Status 既婚(Married) ／ 未婚(Unmarried) 

氏名 
Name 

 続柄 
Relationship  生年月日 

Date of Birth   /Y    /M    /D 

住所 
Address 

 

職業 
Occupation 

 配偶者の有無 
Marital Status 既婚(Married) ／ 未婚(Unmarried) 

 
 
10 日本への出入国歴（Past entry into Japan）(Chronological Order) 

入国日 
Date of Entry 

出国日 
Date of Departure 

在留資格 
Visa Status 

入国目的 
Purpose of Entry 

       /Y      /M      /D        /Y     /M     /D   

       /Y      /M      /D        /Y     /M     /D   

       /Y      /M      /D        /Y     /M     /D   

       /Y      /M      /D        /Y     /M     /D   

       /Y      /M      /D        /Y     /M     /D   

 
 

 

 

 



Edo Cultural Center 
E-3 

11 留学目的（Purpose of studying Japanese） 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
12 学習後の計画（Plan after completing the course） 
 
進学（Go further education）／ 就職（Attain job）／ 自営（Self-Management）／ その他（Others） 
 
(1) 進学先希望名：      希望専攻科目（Major Subject）：           

Name of University/College where you want to enter 

 
(2) 被雇用先企業名：        業種（Type of Business）：      

Name of company to be employed 
 
    被雇用先住所：             

Address of company to be employed 

 
(3) 自営（Self-Management） 

業種（Type of Business）：          資金調達方法：            
Means of raising funds 
 

   事業先住所：             
Address of company 

 

(4) その他（Others）： 
                             
 
I,      hereby declare that the above statements are true and correct. 
（上記の事項はすべて事実であり、私が直筆したものであることを誓約いたします。） 
 

記入日（Date filled）：       ／年(Y)     ／月(M)     ／日(D) 

申請者署名（Signature of Applicant）：          

 



Statement of Accepting Responsibility for Payment 
経 費 支 弁 書 

 
日本国法務大臣殿 Dear Japanese Minister of Justice, 
 

(Please indicate the information of the applicant of Pre-College Student Visa) 
Nationality（国籍）:                      

Name of the Applicant（氏名）Family:               Given:                  
Date of Birth: (生年月日)      /Year        /Month     /Day（Male･男 / Female･女 ） 

 

This to certify that I am the financial sponsor when the person named above enter in Japan. I, 
therefore, make explanation of the details below and pledge that the full payment shall be made. 
(私は上記の者の経費支弁者として、下記の通り説明し誓約いたします。) 

 
NOTE 

1. Reason for accepting responsibility as a sponsor（支弁理由）： 
(Indicate the reason for accepting responsibility and the relationship bet. the applicant and the sponsor) 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

2.Contents of the responsibility as the sponsor（支弁内容）： 
I,(print the sponsor’s name)                                  pledge that I will make a full 

payment of expenses which is shown below (including living expenses and the tuition for the school which 
the applicant intends to attend. Moreover, when the person named above makes extension of Pre-College 
Student Visa, I will submit documents，which clarify that I am the financial sponsor of the person. ) 
（私は下記の通り支弁することを誓約いたします。） 

 
NOTE 

１）Tuition（学費）：         Yearly（年間）           708,000    Japanese Yen 
２）Living Expenses（生活費）： Monthly（月）                    Japanese Yen  

  ３）Means of payment during the stay in Japan (Please specify)（支弁方法） 

                                         

                                        

 

Date Filled（記入日）:           /Year       /Month      /Day 
 

Permanent Address（住所）:                            

Phone（電話）:                            

Relationship between the applicant and the sponsor（申請者との関係）:               

Signature(Sign here)(経費支弁者署名):                                


