
visa

※Write in English or Chinese

〒

□優 □良 □可

excellent good fair excellent good fair

good fair excellent good fair

読解
Reading

□優 □良 □可 筆記
Writing

How do you estimate your own proficiency? (Check in the box)

会話
Speaking

□優 □良 □可 聞き取り
Listening

□優 □良 □可

excellent

日本語の学習経験　Length of Japanese-language study

学校名
Name of school

期間
For how long

年

自己能力をどのように評価しますか（該当するものに✔をつけなさい）

日本語能力試験
JLPT

合格 点

受験年月

日本語の能力
Japanese proficiency

受験資格
Qualifications for our entrance-examination

日本留学試験
EJU

受験番号

受験科目 □日本語　　□総合科目　　□数学　　□理科

受験年月

E-mail① E-mail②

来日年月日
Date of arrival

in Japan

在留資格
Immigration status

在留期限
Date of expiration

本国の住所
Address in

home country

本国の連絡先
Tell in

home country

日本の住所
Address in

Japan

日本の連絡先
Tell in Japan

生年月日
Date of birth

国籍
Nationality

婚姻の有無
Marital status

履歴書
※氏名、本国住所以外は日本語で記入する事 現在

氏名
Name in full

カタカナ

漢字

英字

既婚Married

未婚Single



※1　入学試験要項「2.出願資格」の(3)③に該当する場合、その教育施設を記入する。
※1　If the school you attended is listed in the application guidelines, please write about it.

年 年

年 年

年 年

職歴　Occupational Experience

会社名
Name of Company/Employer

所在地
Location (city name)

職種
Type of Work

期間 Period
自　From　　　　至　to

年 年

その他 ※1
Other educational

institutions
(Please reger to ※1)

自
from  year  month

至
to      year    month

自
from  year  month

至
to      year    month

高等教育
Higher education

(University and College)

自
from  year  month

至
to      year    month

自
from  year  month

至
to      year    month

中等教育
Secondary education

(Junior high
and High school)

自
from  year  month

至
to      year    month

自
from  year  month

至
to      year    month

初等教育
Elementary education

(Primary school)

自
from  year  month

至
to      year    month

自
from  year  month

至
to      year    month

学歴　Educational background
Pliease list in chronological order all schools attended during 12-year formal education, universities you
have attended, and any degree(s) you have been awarded.

学校名
Name of school

所在地
Location (city name)

在学期間
Period attended

年数
Years attended

学位
Degree
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