
編入学者選抜（留学生）
出願書類
※各種証明書については、その発行機関（学校など）に対して照会する場合があります。
　出願期間内に以下の書類をそろえて郵送してください。なお、原則として、提出された書類は返却いたしません。

　  出願書類に不備がある場合は出願を受け付けません。

出願書類 【記入上の注意】
出願書類はすべて日本語で記入してください。

黒のボールペンで記入してください。
鉛筆や消せるボールペン（フリクション）は使用しないでください。

○…全員提出する書類 
△…該当者のみ提出する書類

1
顔写真データ
（インターネット出願時に
アップロード）

○

・	インターネット出願時に「顔写真データ」をアップロードしてください（正面、上
半身、脱帽、背景無地）。※アップロードのみのため、提出書類に写真は必要
ありません。

・	アップロードできるファイル形式は、JPEG（拡張子「.jpg」「.jpeg」）とPNG
（拡張子「.png」）です。
・	写真は入学後の学生証写真として利用します。学校の制服やスナップ写真、画
質の悪いもの等は避けてください。

2 入学志願者調書（留学生）
［様式1］ ○

3 活動報告書［様式2］ △ ・	芸術文化学群を受験する方のみ提出してください。
4 小論文［様式3］（原本1部） △ ・	芸術文化学群を受験する方のみ提出してください。

5-1 最終出身学校卒業・修了証明書
（見込み含む）の原本 ○

・	出願資格に関わる最終出身学校発行による証明書で、卒業証書ではありません。
  　 コピー不可、必ず原本を提出してください。原本返却を希望する場合は、返
信用封筒（切手貼付・住所記載）を同封してください。

5-2 上記5-1の日本語訳 △ ・	上記5-1の証明書が、日本語または英語以外の言語の場合は、日本語訳（志願
者自身による翻訳で可）を添付してください。（任意様式）

6-1 最終出身学校成績証明書の原本 ○
・	出願資格に関わる最終出身学校等発行による証明書であること。
  　 コピー不可、必ず原本を提出してください。原本返却を希望する場合は、返
信用封筒（切手貼付・住所記載）を同封してください。

6-2 上記6-1の日本語訳 △ ・	上記6-1の証明書が、日本語または英語以外の言語の場合は、日本語訳（志願
者自身による翻訳で可）を添付してください。（任意様式）

7
日本語学校等の確認証明書
［様式6］  △

・	在留資格が「留学」の方は必ず提出してください。
・	日本国内の日本語学校に所属している者は以下を必ず提出してください。
	 日本語学校の確認証明書［様式6］（厳封）／日本語学校の成績証明書（厳封）
・	日本の大学もしくは専門学校に所属している者は確認証明書は不要となります
が、以下を必ず提出してください。
	 日本の大学もしくは専門学校の成績証明書／日本の大学・専門学校の在籍証明書

8
日本語学校等の「成績証明書」

△

9 研究目標リポート ○

・	「これまでの学生生活で、主としてどのようなテーマや分野を研究・学習して
きたのか」、「志望する学群に編入した場合、ゼミ等を通じてどんな問題を研究
したいのか」について1,500字程度にまとめてください。
	 （A4判の任意の用紙を用い、横書きPC入力または手書き：日本語）
・	リベラルアーツ学群の志願者は、編入後に希望する専攻プログラム名を必ず
明記してください。

・	グローバル・コミュニケーション学群の志願者は、希望する特別専修の言語を
使用してください。英語の場合は750語程度、中国語は1,200字程度で書い
てください。

10
Airline Hospitality Course
−Application Form−
［様式7］

△ ・	ビジネスマネジメント学群アビエーションマネジメント学類エアライン・ホスピタ
リティコースを受験する方のみ提出してください。

11 資格等の証明書のコピー △

・	P.15「❷ 出願資格」を確認し、出願条件として資格などを指定している学群
の受験者は提出してください。

・	グローバル・コミュニケーション学群日本語特別専修を受験する方は、日本語
能力試験の合格証だけでなく、得点の記載された通知のコピーを提出してくだ
さい。

12
合格証明書・認定書・スコアの
コピー
（試験を受けた者のみ）

△

・	日本留学試験、日本語能力試験、SAT、ACT、TOEFL®	Test、GCE、
ABITUR、BACCALAUREATE等。
	 　	合否判定の際の参考資料としますので、過去にいずれかの試験を受けてい
れば、提出してください。

13 住民票の写し ○

・	市・区役所等が発行する「住民票の写し」を提出してください（在留資格が記
載されているもの）。

・	日本に住所を持たない方は提出の必要はありません。	
	 　在留カードではありません。
	 　コピー不可、必ず原本を提出してください。

14 留学にかかる経費負担計画書
［様式5］ ○ ・	該当する経費支弁方法を選択し、必要事項を記入のうえ、提出してください。

15 在留資格認定証明書
大学代理申請願［様式8］ △ ・	外国籍で、日本の在留資格を持っていない方は提出してください。

厳封

厳封



１．次ページ以降の様式をA4サイズの片面で印刷し、一部を提出してください。

２．入学志願者調書［様式1］の「領域、専攻プログラム、学類・コース、専修」
 「言語」欄の記入・選択については、以下の内容を必ず確認してください。

3．すべて黒ボールペンで記入してください。
鉛筆や消せるボールペン（フリクション）は使用しないでください。

■リベラルアーツ学群

■グローバル・コミュニケーション学群
入学後、学修を希望する主たる言語を必ず１つ選択してください。
●英語　●中国語　●日本語 　
※入学後に学修を希望する主たる言語として母語は選択できません。母語とは教科学習に最も取り組みやすい言語を指します。

■ビジネスマネジメント学群
希望する学類が決まっている場合は記入してください（任意記入）。
●ビジネスマネジメント学類
●アビエーションマネジメント学類

※編入学者選抜（留学生）へ出願される方で、アビエーションマネジメント学類を希望される方は、
　以下よりコースを選択してください。
●エアライン・ビジネスコース　　●エアライン・ホスピタリティコース

■健康福祉学群
希望する専修を必ず１つ記入してください。
●社会福祉　　●精神保健福祉　　●健康科学　　　

■芸術文化学群
希望する専修を必ず１つ記入してください。
●演劇・ダンス　　●音楽　　●ビジュアル・アーツ

※グローバル・コミュニケーション学群を英語で受験する方向けの様式は日本語版の
　後のページにあります。
　The application forms for those who apply to the Global Communication and wish to 
　take the exams in English are located after the Japanese forms. 

希望する領域を必ず１つ記入してください。
●人文 ●社会 ●自然

【出願にあたっての留意点】

《出願様式》

希望する専攻プログラムが決まっている場合は記入してください（任意記入）。
また、希望する専攻プログラムが複数ある場合、複数記入いただいてかまいません。
［言語･文学］ ●英語学・英文学　●中国言語文化　●日本語日本文学　●日本語教育　

 

●言語学　●コミュニケーション学　●現代・世界文学
［人文科学］ ●キリスト教学　●宗教学　●哲学　●倫理学　●文化人類学　●歴史学 
［地域研究］ ●アメリカ地域研究　●アジア地域研究　●日本地域研究
［社会科学］ ●国際関係　●国際協力　●社会学　●国際経済　●ビジネスエコノミクス

 

●公共政策　●メディア（ジャーナリズム） 　●博物館学
［心理･教育］ ●心理学　●教育学（教職教育）
［数学･理科］ ●数学　●物理学　●化学　●生物学　●地球科学
［情報･環境］ ●情報科学　●環境学

□編入学者選抜
希望する専攻プログラムが決まっている場合は記入してください（任意記入）。
また、希望する専攻プログラムが複数ある場合、複数記入いただいてかまいません。
［言語･文学］ ●英語学・英文学　●中国言語文化　●日本語日本文学　●日本語教育　

 

●言語学　●コミュニケーション学　●現代・世界文学
［人文科学］ ●キリスト教学　●宗教学　●哲学　●倫理学　●文化人類学　●歴史学 
［地域研究］ ●アメリカ地域研究　●アジア地域研究　●日本地域研究
［社会科学］ ●国際関係　●国際協力　●社会学　●国際経済　●ビジネスエコノミクス

 

●公共政策　●メディア（ジャーナリズム） 　●博物館学
［心理･教育］ ●心理学　●教育学（教職教育）
［数学･理科］ ●数学　●物理学　●化学　●生物学　●地球科学
［情報･環境］ ●情報科学　●環境学

□編入学者選抜（留学生）

□留学生特別選抜

［様式 1］　 全学群

選抜方式
＊選抜を○で囲んでください。

留学生特別選抜
私費留学生奨学生選抜
編入学者選抜（留学生）

入学志願者調書（留学生）

  氏　　　名

母語※2

※1 漢字氏名がない方は空欄で結構です。
※2 教科学習に最も取り組みやすい言語を指します。

カタカナ

漢字※1

英字

領域、専攻プログラム
学類、専修志望学群名

※出願様式 表紙の【出願にあたっての留意点】を必ず確認してください。

学歴（小学校から順次、年代順に記入すること）

学 校 名 所　　在　　地 入学年月 卒業または
中退年月

修学
年数

小・中・高
等の区別

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年

年

年

年

年合 計 修 学 年 数

日本語学習歴

日本語学校などの名称 所　　在　　地 入学年月 卒業（見込）または
中退年月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　ヶ月

年　ヶ月

時間

時間

修　学
年月数

一週間
の授業
時間数

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

グローバル・コミュニケーション学群の志願者のみ記入してください
入学後、学修を希望する主たる言語を一つ○で囲んでください。

英　語　 中国語　 日本語



活動報告書（芸術文化学群版）

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

志　願　者　氏　名

１．芸術分野に関する活動実績（校内外及び規模の大小は問いません）
【記載内容】
バレエ、ピアノ、絵画などの習い事（音楽の場合は楽器名）
学内の文化祭、学外の団体等における活動（活動の概要、制作した作品やパフォーマンスの内容）
各種コンクール、発表会、展示会、懸賞論文などの出場や参加歴・応募歴　　など

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊［様式02］ 〈芸術文化学群〉

【注意事項】
提出書類・資料は返却しませんので、重要なものはコピーを提出してください。CD、DVD等を添付する場合は、総時間を15分以内
にまとめてください。

　これまでの芸術分野等における活動実績を具体的に書いてください。活動実績は、出願する専修の分野と異な
るものでも構いません。本人が作成したうえで、あなたの活動実績を認めてくださる方（保護者等）に裏面の署名
を依頼してください。なお、実績内容の別添資料がある場合は、右端の資料番号欄と該当する資料に同一番号
を記入し、提出してください。面接では、記載内容についての質問を行います。

２．課外活動、部活動歴における芸術に関する活動歴（実績内容との重複記載可）
期　　　間（西暦） 時間／週 注1 週／年 注2 学校団体等組織の名称 担当の役職 資料番号
年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月
注 1：週に何時間活動しているかを記入してください。   注 2 ：年に何週間活動しているかを記入してください。

活動報告書（芸術文化学群版）

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

志　願　者　氏　名

１．芸術分野に関する活動実績（校内外及び規模の大小は問いません）
【記載内容】
バレエ、ピアノ、絵画などの習い事（音楽の場合は楽器名）
学内の文化祭、学外の団体等における活動（活動の概要、制作した作品やパフォーマンスの内容）
各種コンクール、発表会、展示会、懸賞論文などの出場や参加歴・応募歴　　など

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊［様式2］ 〈芸術文化学群〉

【注意事項】
提出書類・資料は返却しませんので、重要なものはコピーを提出してください。CD、DVD等を添付する場合は、総時間を15分以内
にまとめてください。

　これまでの芸術分野等における活動実績を具体的に書いてください。活動実績は、出願する専修の分野と異な
るものでも構いません。本人が作成したうえで、あなたの活動実績を認めてくださる方（保護者等）に次ページの
署名を依頼してください。なお、実績内容の別添資料がある場合は、右端の資料番号欄と該当する資料に同一
番号を記入し、提出してください。面接では、記載内容についての質問を行います。

２．課外活動、部活動歴における芸術に関する活動歴（実績内容との重複記載可）
期　　　間（西暦） 時間／週 注1 週／年 注2 学校団体等組織の名称 担当の役職 資料番号
年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月
注 1：週に何時間活動しているかを記入してください。   注 2 ：年に何週間活動しているかを記入してください。

10．  学歴（小学校から順次、年代順に記入すること）

11． 職歴・兵役

12． 日本語学習歴

13． 日本留学試験・日本語能力試験・その他の国家試験（検定試験）

日本語学校名

試　　　験　　　名

日 本 留 学 試 験

日 本 語 能 力 試 験

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

受 験 年 月 日

20      年　 月　 日

20      年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

受 験 番 号 成 績 結 果

学 校 名 所　　在　　地

所 在 地

所　　在　　地 入学年月 卒業（見込）または
中退年月

勤 務 先 勤 務 内 容 勤 務 期 間

年　 月～　　年　 月

年　 月～　　年　 月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　ヶ月

年　ヶ月

時間

時間

年　 　　　月      ～　　         年　 　　　月　　終了 ）定予（ 兵 役

入学年月 卒業または
中退年月

修学
年数

小・中・高
等の区別

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年

年

年

年

年合 計 修 学 年 数

修　学
年月数

一週間
の授業
時間数

（　　 ）級取得

※日本留学試験を受験した者は、必ず受験番号を記入してください。

※

職歴・兵役

日本留学試験・日本語能力試験・その他の国家試験（検定試験）

試　　　験　　　名

日 本 留 学 試 験

日 本 語 能 力 試 験

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

受 験 年 月 日

20      年　 月　 日

年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

成 績 結 果

所 在 地勤 務 先 勤 務 内 容 勤 務 期 間

年　 月～　　年　 月

年　 月～　　年　 月

年　 　　　月      ～　　         年　 　　　月　　終了 ）定予（ 兵 役

N    （　　　　　）
得点（　　　　　）点

家　族

現住所　〒

氏　　　　名 続　　柄 年 齢 氏　　　　名 続　　柄 年 齢

J ‒ C A T



活動報告書（芸術文化学群版）

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

志　願　者　氏　名

１．芸術分野に関する活動実績（校内外及び規模の大小は問いません）
【記載内容】
バレエ、ピアノ、絵画などの習い事（音楽の場合は楽器名）
学内の文化祭、学外の団体等における活動（活動の概要、制作した作品やパフォーマンスの内容）
各種コンクール、発表会、展示会、懸賞論文などの出場や参加歴・応募歴　　など

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊［様式02］ 〈芸術文化学群〉

【注意事項】
提出書類・資料は返却しませんので、重要なものはコピーを提出してください。CD、DVD等を添付する場合は、総時間を15分以内
にまとめてください。

　これまでの芸術分野等における活動実績を具体的に書いてください。活動実績は、出願する専修の分野と異な
るものでも構いません。本人が作成したうえで、あなたの活動実績を認めてくださる方（保護者等）に裏面の署名
を依頼してください。なお、実績内容の別添資料がある場合は、右端の資料番号欄と該当する資料に同一番号
を記入し、提出してください。面接では、記載内容についての質問を行います。

２．課外活動、部活動歴における芸術に関する活動歴（実績内容との重複記載可）
期　　　間（西暦） 時間／週 注1 週／年 注2 学校団体等組織の名称 担当の役職 資料番号
年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月
注 1：週に何時間活動しているかを記入してください。   注 2 ：年に何週間活動しているかを記入してください。

活動報告書（芸術文化学群版）

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

志　願　者　氏　名

１．芸術分野に関する活動実績（校内外及び規模の大小は問いません）
【記載内容】
バレエ、ピアノ、絵画などの習い事（音楽の場合は楽器名）
学内の文化祭、学外の団体等における活動（活動の概要、制作した作品やパフォーマンスの内容）
各種コンクール、発表会、展示会、懸賞論文などの出場や参加歴・応募歴　　など

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊［様式2］ 〈芸術文化学群〉

【注意事項】
提出書類・資料は返却しませんので、重要なものはコピーを提出してください。CD、DVD等を添付する場合は、総時間を15分以内
にまとめてください。

　これまでの芸術分野等における活動実績を具体的に書いてください。活動実績は、出願する専修の分野と異な
るものでも構いません。本人が作成したうえで、あなたの活動実績を認めてくださる方（保護者等）に次ページの
署名を依頼してください。なお、実績内容の別添資料がある場合は、右端の資料番号欄と該当する資料に同一
番号を記入し、提出してください。面接では、記載内容についての質問を行います。

２．課外活動、部活動歴における芸術に関する活動歴（実績内容との重複記載可）
期　　　間（西暦） 時間／週 注1 週／年 注2 学校団体等組織の名称 担当の役職 資料番号
年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月
注 1：週に何時間活動しているかを記入してください。   注 2 ：年に何週間活動しているかを記入してください。

10．  学歴（小学校から順次、年代順に記入すること）

11． 職歴・兵役

12． 日本語学習歴

13． 日本留学試験・日本語能力試験・その他の国家試験（検定試験）

日本語学校名

試　　　験　　　名

日 本 留 学 試 験

日 本 語 能 力 試 験

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

受 験 年 月 日

20      年　 月　 日

20      年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

受 験 番 号 成 績 結 果

学 校 名 所　　在　　地

所 在 地

所　　在　　地 入学年月 卒業（見込）または
中退年月

勤 務 先 勤 務 内 容 勤 務 期 間

年　 月～　　年　 月

年　 月～　　年　 月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　ヶ月

年　ヶ月

時間

時間

年　 　　　月      ～　　         年　 　　　月　　終了 ）定予（ 兵 役

入学年月 卒業または
中退年月

修学
年数

小・中・高
等の区別

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年

年

年

年

年合 計 修 学 年 数

修　学
年月数

一週間
の授業
時間数

（　　 ）級取得

※日本留学試験を受験した者は、必ず受験番号を記入してください。

※

職歴・兵役

日本留学試験・日本語能力試験・その他の国家試験（検定試験）

試　　　験　　　名

日 本 留 学 試 験

日 本 語 能 力 試 験

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

受 験 年 月 日

20      年　 月　 日

年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

成 績 結 果

所 在 地勤 務 先 勤 務 内 容 勤 務 期 間

年　 月～　　年　 月

年　 月～　　年　 月

年　 　　　月      ～　　         年　 　　　月　　終了 ）定予（ 兵 役

N    （　　　　　）
得点（　　　　　）点

家　族

現住所　〒

氏　　　　名 続　　柄 年 齢 氏　　　　名 続　　柄 年 齢

J ‒ C A T

活動報告書（芸術文化学群版）

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

志　願　者　氏　名

１．芸術分野に関する活動実績（校内外及び規模の大小は問いません）
【記載内容】
バレエ、ピアノ、絵画などの習い事（音楽の場合は楽器名）
学内の文化祭、学外の団体等における活動（活動の概要、制作した作品やパフォーマンスの内容）
各種コンクール、発表会、展示会、懸賞論文などの出場や参加歴・応募歴　　など

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊［様式02］ 〈芸術文化学群〉

【注意事項】
提出書類・資料は返却しませんので、重要なものはコピーを提出してください。CD、DVD等を添付する場合は、総時間を15分以内
にまとめてください。

　これまでの芸術分野等における活動実績を具体的に書いてください。活動実績は、出願する専修の分野と異な
るものでも構いません。本人が作成したうえで、あなたの活動実績を認めてくださる方（保護者等）に裏面の署名
を依頼してください。なお、実績内容の別添資料がある場合は、右端の資料番号欄と該当する資料に同一番号
を記入し、提出してください。面接では、記載内容についての質問を行います。

２．課外活動、部活動歴における芸術に関する活動歴（実績内容との重複記載可）
期　　　間（西暦） 時間／週 注1 週／年 注2 学校団体等組織の名称 担当の役職 資料番号
年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月
注 1：週に何時間活動しているかを記入してください。   注 2 ：年に何週間活動しているかを記入してください。

活動報告書（芸術文化学群版）

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

志　願　者　氏　名

１．芸術分野に関する活動実績（校内外及び規模の大小は問いません）
【記載内容】
バレエ、ピアノ、絵画などの習い事（音楽の場合は楽器名）
学内の文化祭、学外の団体等における活動（活動の概要、制作した作品やパフォーマンスの内容）
各種コンクール、発表会、展示会、懸賞論文などの出場や参加歴・応募歴　　など

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊［様式2］ 〈芸術文化学群〉

【注意事項】
提出書類・資料は返却しませんので、重要なものはコピーを提出してください。CD、DVD等を添付する場合は、総時間を15分以内
にまとめてください。

　これまでの芸術分野等における活動実績を具体的に書いてください。活動実績は、出願する専修の分野と異な
るものでも構いません。本人が作成したうえで、あなたの活動実績を認めてくださる方（保護者等）に次ページの
署名を依頼してください。なお、実績内容の別添資料がある場合は、右端の資料番号欄と該当する資料に同一
番号を記入し、提出してください。面接では、記載内容についての質問を行います。

２．課外活動、部活動歴における芸術に関する活動歴（実績内容との重複記載可）
期　　　間（西暦） 時間／週 注1 週／年 注2 学校団体等組織の名称 担当の役職 資料番号
年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月
注 1：週に何時間活動しているかを記入してください。   注 2 ：年に何週間活動しているかを記入してください。

10．  学歴（小学校から順次、年代順に記入すること）

11． 職歴・兵役

12． 日本語学習歴

13． 日本留学試験・日本語能力試験・その他の国家試験（検定試験）

日本語学校名

試　　　験　　　名

日 本 留 学 試 験

日 本 語 能 力 試 験

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

受 験 年 月 日

20      年　 月　 日

20      年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

受 験 番 号 成 績 結 果

学 校 名 所　　在　　地

所 在 地

所　　在　　地 入学年月 卒業（見込）または
中退年月

勤 務 先 勤 務 内 容 勤 務 期 間

年　 月～　　年　 月

年　 月～　　年　 月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　ヶ月

年　ヶ月

時間

時間

年　 　　　月      ～　　         年　 　　　月　　終了 ）定予（ 兵 役

入学年月 卒業または
中退年月

修学
年数

小・中・高
等の区別

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年

年

年

年

年合 計 修 学 年 数

修　学
年月数

一週間
の授業
時間数

（　　 ）級取得

※日本留学試験を受験した者は、必ず受験番号を記入してください。

※

職歴・兵役

日本留学試験・日本語能力試験・その他の国家試験（検定試験）

試　　　験　　　名

日 本 留 学 試 験

日 本 語 能 力 試 験

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

その他の国家試験・検定試験等
（　　　　　　　　　　　　）

受 験 年 月 日

20      年　 月　 日

年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

　 年　 月　 日

成 績 結 果

所 在 地勤 務 先 勤 務 内 容 勤 務 期 間

年　 月～　　年　 月

年　 月～　　年　 月

年　 　　　月      ～　　         年　 　　　月　　終了 ）定予（ 兵 役

N    （　　　　　）
得点（　　　　　）点

家　族

現住所　〒

氏　　　　名 続　　柄 年 齢 氏　　　　名 続　　柄 年 齢

J ‒ C A T



６．資格・検定・段位等の取得（１. および ５. で記入した実績内容と重複記載可）

３．芸術鑑賞歴
印象に残る公演・作品（芝居、ダンス、オペラ等）、コンサート、美術展、映画等を記入してください（5件以内）。

鑑賞歴およびその内容
１

２

３

４

５

４．好きな芸術家、アーティスト、評論家（3人以内）。

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

５．芸術分野以外に関する活動実績

西暦年 月 年齢 資  格  等  の  名  称 資格級位 資格認定機関名 資料番号

以上の記載に誤りはありません。

氏　名志願者との関係

TEL

住　所

［署名欄］ ※この欄には志願者以外の方の署名を必ずもらってください（保護者等）。

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志　願　者　氏　名

［様式3］
　〈芸術文化学群〉

以下のテーマについて、あなた自身の考えを800字以内で論じなさい。
小　論　文

小 論 文 テ ー マ

芸 術 と 社 会

（横書き→）

400

200

20

６．資格・検定・段位等の取得（１. および ５. で記入した実績内容と重複記載可）

３．芸術鑑賞歴
印象に残る公演・作品（芝居、ダンス、オペラ等）、コンサート、美術展、映画等を記入してください（5件以内）。

鑑賞歴およびその内容
１

２

３

４

５

４．好きな芸術家、アーティスト、評論家（3人以内）。

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

５．芸術分野以外に関する活動実績

西暦年 月 年齢 資  格  等  の  名  称 資格級位 資格認定機関名 資料番号

以上の記載に誤りはありません。

氏　名志願者との関係

TEL

住　所

［署名欄］ ※この欄には志願者以外の方の署名を必ずもらってください（保護者等）。

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月



６．資格・検定・段位等の取得（１. および ５. で記入した実績内容と重複記載可）

３．芸術鑑賞歴
印象に残る公演・作品（芝居、ダンス、オペラ等）、コンサート、美術展、映画等を記入してください（5件以内）。

鑑賞歴およびその内容
１

２

３

４

５

４．好きな芸術家、アーティスト、評論家（3人以内）。

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

５．芸術分野以外に関する活動実績

西暦年 月 年齢 資  格  等  の  名  称 資格級位 資格認定機関名 資料番号

以上の記載に誤りはありません。

氏　名志願者との関係

TEL

住　所

［署名欄］ ※この欄には志願者以外の方の署名を必ずもらってください（保護者等）。

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志　願　者　氏　名

［様式3］
　〈芸術文化学群〉

以下のテーマについて、あなた自身の考えを800字以内で論じなさい。
小　論　文

小 論 文 テ ー マ

芸 術 と 社 会

（横書き→）

400

200

20

６．資格・検定・段位等の取得（１. および ５. で記入した実績内容と重複記載可）

３．芸術鑑賞歴
印象に残る公演・作品（芝居、ダンス、オペラ等）、コンサート、美術展、映画等を記入してください（5件以内）。

鑑賞歴およびその内容
１

２

３

４

５

４．好きな芸術家、アーティスト、評論家（3人以内）。

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

５．芸術分野以外に関する活動実績

西暦年 月 年齢 資  格  等  の  名  称 資格級位 資格認定機関名 資料番号

以上の記載に誤りはありません。

氏　名志願者との関係

TEL

住　所

［署名欄］ ※この欄には志願者以外の方の署名を必ずもらってください（保護者等）。

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

６．資格・検定・段位等の取得（１. および ５. で記入した実績内容と重複記載可）

３．芸術鑑賞歴
印象に残る公演・作品（芝居、ダンス、オペラ等）、コンサート、美術展、映画等を記入してください（5件以内）。

鑑賞歴およびその内容
１

２

３

４

５

４．好きな芸術家、アーティスト、評論家（3人以内）。

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

５．芸術分野以外に関する活動実績

西暦年 月 年齢 資  格  等  の  名  称 資格級位 資格認定機関名 資料番号

以上の記載に誤りはありません。

氏　名志願者との関係

TEL

住　所

［署名欄］ ※この欄には志願者以外の方の署名を必ずもらってください（保護者等）。

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志　願　者　氏　名

［様式3］
　〈芸術文化学群〉

以下のテーマについて、あなた自身の考えを800字以内で論じなさい。
小　論　文

小 論 文 テ ー マ

芸 術 と 社 会

（横書き→）

400

200

20

６．資格・検定・段位等の取得（１. および ５. で記入した実績内容と重複記載可）

３．芸術鑑賞歴
印象に残る公演・作品（芝居、ダンス、オペラ等）、コンサート、美術展、映画等を記入してください（5件以内）。

鑑賞歴およびその内容
１

２

３

４

５

４．好きな芸術家、アーティスト、評論家（3人以内）。

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

５．芸術分野以外に関する活動実績

西暦年 月 年齢 資  格  等  の  名  称 資格級位 資格認定機関名 資料番号

以上の記載に誤りはありません。

氏　名志願者との関係

TEL

住　所

［署名欄］ ※この欄には志願者以外の方の署名を必ずもらってください（保護者等）。

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月



志　願　者　氏　名

（横書き→）

受験
番号

＊

＊欄は記入しないでください。

注意：志望理由書は、自らの力で考え自筆で記入してください。

志望理由書

400

600

［様式04］グローバル・コミュニケーション学群

800

600

20

志　願　者　氏　名

（横書き→）

注意：志望理由書は、自らの力で考え自筆で記入してください。

志望理由書

400

600

［様式4］ 全学群 受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

5

5 5

グローバル・コミュニケーション学群の志願者は英語で書いても構いません。英語で記述する場合は次ページを
使用し、250語～300語程度で記入してください。



志　願　者　氏　名

（横書き→）

受験
番号

＊

＊欄は記入しないでください。

注意：志望理由書は、自らの力で考え自筆で記入してください。

志望理由書

400

600

［様式04］グローバル・コミュニケーション学群

800

600

20

志　願　者　氏　名

（横書き→）

注意：志望理由書は、自らの力で考え自筆で記入してください。

志望理由書

400

600

［様式4］ 全学群 受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

5

5 5

グローバル・コミュニケーション学群の志願者は英語で書いても構いません。英語で記述する場合は次ページを
使用し、250語～300語程度で記入してください。

志　願　者　氏　名

（横書き→）

受験
番号

＊

＊欄は記入しないでください。

注意：志望理由書は、自らの力で考え自筆で記入してください。

志望理由書

400

600

［様式04］グローバル・コミュニケーション学群

800

600

20

志　願　者　氏　名

（横書き→）

注意：志望理由書は、自らの力で考え自筆で記入してください。

志望理由書

400

600

［様式4］ 全学群 受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

5

5 5

グローバル・コミュニケーション学群の志願者は英語で書いても構いません。英語で記述する場合は次ページを
使用し、250語～300語程度で記入してください。



経費支弁を立証する証明書
受験
番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志願者氏名

①経費支弁者

居 住 国

氏　名（漢字またはカタカナ）

氏　　名（英字）

住　　所

勤務先名

受験者との関係

経費支弁を引き受ける理由

収　　入
（日本円に換算して記入）

国　　籍

電　　話

勤務先電話

□ 年収　　　　　　　　　円　　　    □ 月収　　　　　　　　円

□ 父・母　　□ 夫・妻　　□ 祖父・祖母　　□ 兄弟・姉妹　　□ 左記以外の親族　　□ 受入教育機関
□ その他（具体的に記入のこと：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②経費支弁内容についての証明

③稼働（アルバイト等）内容証明
現在のアルバイト先の責任者に稼働内容を証明してもらうこと。

1. 学　　費：  毎月・半年ごと・年間　─────── 円程度を支弁します。

2. 生 活 費：  月額　─────── 円程度を支弁します。

3. 支弁方法：（送金・振り込み等支弁方法について具体的に記入してください）　

稼働内容（現在のアルバイト先を記載）

開 始 日
終 了 日

年　　月

年　　月

時間／1日
勤務日数／1週間

勤務日数／1ヶ月あたり

 時間／日

 日／週

 日／月

勤務先業種 電話番号 報　　酬

□飲食業　□製造業　□販売業

□その他
（具体的に：　  　  　　　　　　　　）

□時給：──── 円

□日給：──── 円

□月給：──── 円

上記に相違ないことをここに証明いたします。

年　　　月　　　日　　署名 　　　　　　　　　　　　　勤務先名
（アルバイト先責任者署名のこと）

※氏名欄には、添付する通帳コピーまたは残高証明（原本）に記載された氏名を記入してください。

経費支弁方法 記入箇所 必要書類（以下の該当書類すべてを同封のこと）

Ａ. 受験者本人が
　  全額負担

Ｂ. 保護者が一部
    または全額負担

Ｃ. 奨学金により負担

③

①・②

なし

●本人の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）
●アルバイトを行っている者は③に記載してもらうこと

●奨学金支給を証明する書類

□

□

□

●本人の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）
●支弁者の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）

１. 大学在学中の学費等に関わる
一切の金銭的負担について右の
Ａ～Ｃの中から選んでください。

２. 指定された記入箇所①～③を
経費支弁者等に記入してもらっ
てください。

３. 必要書類をすべて準備し、提出
してください。またすべての書
類の右上に志願者氏名を記入し
てください。

４. 通帳は口座名義人の氏名が記載
されているページのコピーも提
出してください。

［様式05］　外国籍の者

  
留学にかかる経費負担計画書

 
志願者氏名  

フリガナ  

 
桜美林大学に留学する間の学納金等の費用について、該当する支出元すべての□にチェック（レ点）

をし、金額を明記してください。 
合計金額が、1 年間の学納金を十分賄える金額となるように記入してください。 

 

支出元 金額（単位：日本円） 

□  本人 約 万円／年 

□  

親族 
（氏名： ） 
（志願者との関係： ） 
（住所： ） 

約 万円／年 

□  
政府またはその他財団 
（奨学金名称等： ） 

約 万円／年 

□  
その他 
（詳細： ） 

約 万円／年 

合計：  約 万円／年 

 
上記に示しました内容に相違ないことを誓約いたします。 
 
 
志願者署名： 日付： 年 月 日 

［様式 5 ］ 外国籍の者
受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊



経費支弁を立証する証明書
受験
番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志願者氏名

①経費支弁者

居 住 国

氏　名（漢字またはカタカナ）

氏　　名（英字）

住　　所

勤務先名

受験者との関係

経費支弁を引き受ける理由

収　　入
（日本円に換算して記入）

国　　籍

電　　話

勤務先電話

□ 年収　　　　　　　　　円　　　    □ 月収　　　　　　　　円

□ 父・母　　□ 夫・妻　　□ 祖父・祖母　　□ 兄弟・姉妹　　□ 左記以外の親族　　□ 受入教育機関
□ その他（具体的に記入のこと：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②経費支弁内容についての証明

③稼働（アルバイト等）内容証明
現在のアルバイト先の責任者に稼働内容を証明してもらうこと。

1. 学　　費：  毎月・半年ごと・年間　─────── 円程度を支弁します。

2. 生 活 費：  月額　─────── 円程度を支弁します。

3. 支弁方法：（送金・振り込み等支弁方法について具体的に記入してください）　

稼働内容（現在のアルバイト先を記載）

開 始 日
終 了 日

年　　月

年　　月

時間／1日
勤務日数／1週間

勤務日数／1ヶ月あたり

 時間／日

 日／週

 日／月

勤務先業種 電話番号 報　　酬

□飲食業　□製造業　□販売業

□その他
（具体的に：　  　  　　　　　　　　）

□時給：──── 円

□日給：──── 円

□月給：──── 円

上記に相違ないことをここに証明いたします。

年　　　月　　　日　　署名 　　　　　　　　　　　　　勤務先名
（アルバイト先責任者署名のこと）

※氏名欄には、添付する通帳コピーまたは残高証明（原本）に記載された氏名を記入してください。

経費支弁方法 記入箇所 必要書類（以下の該当書類すべてを同封のこと）

Ａ. 受験者本人が
　  全額負担

Ｂ. 保護者が一部
    または全額負担

Ｃ. 奨学金により負担

③

①・②

なし

●本人の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）
●アルバイトを行っている者は③に記載してもらうこと

●奨学金支給を証明する書類

□

□

□

●本人の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）
●支弁者の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）

１. 大学在学中の学費等に関わる
一切の金銭的負担について右の
Ａ～Ｃの中から選んでください。

２. 指定された記入箇所①～③を
経費支弁者等に記入してもらっ
てください。

３. 必要書類をすべて準備し、提出
してください。またすべての書
類の右上に志願者氏名を記入し
てください。

４. 通帳は口座名義人の氏名が記載
されているページのコピーも提
出してください。

［様式05］　外国籍の者

  
留学にかかる経費負担計画書

 
志願者氏名  

フリガナ  

 
桜美林大学に留学する間の学納金等の費用について、該当する支出元すべての□にチェック（レ点）

をし、金額を明記してください。 
合計金額が、1 年間の学納金を十分賄える金額となるように記入してください。 

 

支出元 金額（単位：日本円） 

□  本人 約 万円／年 

□  

親族 
（氏名： ） 
（志願者との関係： ） 
（住所： ） 

約 万円／年 

□  
政府またはその他財団 
（奨学金名称等： ） 

約 万円／年 

□  
その他 
（詳細： ） 

約 万円／年 

合計：  約 万円／年 

 
上記に示しました内容に相違ないことを誓約いたします。 
 
 
志願者署名： 日付： 年 月 日 

［様式 5 ］ 外国籍の者
受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

経費支弁を立証する証明書
受験
番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志願者氏名

①経費支弁者

居 住 国

氏　名（漢字またはカタカナ）

氏　　名（英字）

住　　所

勤務先名

受験者との関係

経費支弁を引き受ける理由

収　　入
（日本円に換算して記入）

国　　籍

電　　話

勤務先電話

□ 年収　　　　　　　　　円　　　    □ 月収　　　　　　　　円

□ 父・母　　□ 夫・妻　　□ 祖父・祖母　　□ 兄弟・姉妹　　□ 左記以外の親族　　□ 受入教育機関
□ その他（具体的に記入のこと：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②経費支弁内容についての証明

③稼働（アルバイト等）内容証明
現在のアルバイト先の責任者に稼働内容を証明してもらうこと。

1. 学　　費：  毎月・半年ごと・年間　─────── 円程度を支弁します。

2. 生 活 費：  月額　─────── 円程度を支弁します。

3. 支弁方法：（送金・振り込み等支弁方法について具体的に記入してください）　

稼働内容（現在のアルバイト先を記載）

開 始 日
終 了 日

年　　月

年　　月

時間／1日
勤務日数／1週間

勤務日数／1ヶ月あたり

 時間／日

 日／週

 日／月

勤務先業種 電話番号 報　　酬

□飲食業　□製造業　□販売業

□その他
（具体的に：　  　  　　　　　　　　）

□時給：──── 円

□日給：──── 円

□月給：──── 円

上記に相違ないことをここに証明いたします。

年　　　月　　　日　　署名 　　　　　　　　　　　　　勤務先名
（アルバイト先責任者署名のこと）

※氏名欄には、添付する通帳コピーまたは残高証明（原本）に記載された氏名を記入してください。

経費支弁方法 記入箇所 必要書類（以下の該当書類すべてを同封のこと）

Ａ. 受験者本人が
　  全額負担

Ｂ. 保護者が一部
    または全額負担

Ｃ. 奨学金により負担

③

①・②

なし

●本人の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）
●アルバイトを行っている者は③に記載してもらうこと

●奨学金支給を証明する書類

□

□

□

●本人の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）
●支弁者の過去1年分の通帳コピー（A4サイズ）または残高証明（原本）

１. 大学在学中の学費等に関わる
一切の金銭的負担について右の
Ａ～Ｃの中から選んでください。

２. 指定された記入箇所①～③を
経費支弁者等に記入してもらっ
てください。

３. 必要書類をすべて準備し、提出
してください。またすべての書
類の右上に志願者氏名を記入し
てください。

４. 通帳は口座名義人の氏名が記載
されているページのコピーも提
出してください。

［様式05］　外国籍の者

  
留学にかかる経費負担計画書

 
志願者氏名  

フリガナ  

 
桜美林大学に留学する間の学納金等の費用について、該当する支出元すべての□にチェック（レ点）

をし、金額を明記してください。 
合計金額が、1 年間の学納金を十分賄える金額となるように記入してください。 

 

支出元 金額（単位：日本円） 

□  本人 約 万円／年 

□  

親族 
（氏名： ） 
（志願者との関係： ） 
（住所： ） 

約 万円／年 

□  
政府またはその他財団 
（奨学金名称等： ） 

約 万円／年 

□  
その他 
（詳細： ） 

約 万円／年 

合計：  約 万円／年 

 
上記に示しました内容に相違ないことを誓約いたします。 
 
 
志願者署名： 日付： 年 月 日 

［様式 5 ］ 外国籍の者
受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊



Certificate of verification issued 
by Japanese language institutes etc.

確認証明書

　以下の志願者が出願するにあたり、提出すべき書類が指定どおり用意されていることを確認
するとともに、志願者の学生生活について以下のことを証明いたします。

志願者氏名：

1．在籍校名・：
クラスレベル ※クラスレベルは日本語学校等で授業がレベル別に行われている場合、ご記入ください（中級、上級など）。

2．志願者の在籍期間：　　　　　年　　月　～　　　年　　月（　　年　　カ月）

3．志願者の出席日数・
もしくは、出席時間数・出席すべき 　

4．志願者の特筆すべき事項（以下の記入欄に授業態度・生活態度を含めて記載ください）

記載者氏名 印

勤務先名（学校名）：

住所・電話番号
〒

 TEL

日数　　　　日
時間数　　　時閒
　
　（　　　　　　  ） 日数　　　　日

時間数　　　時閒（　　　　　　  ）　
　 出席率　％

［様式 6 ］
受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

うち欠席



Certificate of verification issued 
by Japanese language institutes etc.

確認証明書

　以下の志願者が出願するにあたり、提出すべき書類が指定どおり用意されていることを確認
するとともに、志願者の学生生活について以下のことを証明いたします。

志願者氏名：

1．在籍校名・：
クラスレベル ※クラスレベルは日本語学校等で授業がレベル別に行われている場合、ご記入ください（中級、上級など）。

2．志願者の在籍期間：　　　　　年　　月　～　　　年　　月（　　年　　カ月）

3．志願者の出席日数・
もしくは、出席時間数・出席すべき 　

4．志願者の特筆すべき事項（以下の記入欄に授業態度・生活態度を含めて記載ください）

記載者氏名 印

勤務先名（学校名）：

住所・電話番号
〒

 TEL

日数　　　　日
時間数　　　時閒
　
　（　　　　　　  ） 日数　　　　日

時間数　　　時閒（　　　　　　  ）　
　 出席率　％

［様式 6 ］
受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

うち欠席

Airline Hospitality Course
— Application Form —

エアライン・ホスピタリティコース（以下「ＡＨコース」とする）を志願する場合、以下諸条件を理解していただく必要があります。
　　　①ＡＨコース登録に身体条件等は問いませんが、航空会社の採用には諸条件があります。
　　　②ＡＨコースを修了しても航空会社関連職務採用試験に合格する必要があります。
　　　③ＡＨコースは原則として留学を伴い、別途留学費用が必要となります。

ふりがな

氏

　

  

名 英文字表記（パスポートと同じ表記）

生年月日

年 月

運動経験（部活動を含む）

あなたの自己PR：

    　　   年　　　　月　　　　日生     （満　　　歳）

免許・資格（英語力評価、検定等の資格証明書を含め、その他所有するすべての免許・資格を記入）
※証明書のコピーを添付してください。

身長性別 cm
1.  男
2.  女

種

　目

年

　数

年

　数

年

　数

種

　目

種

　目

［様式7］
エアライン・ホスピタリティコース　 受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊



志望の動機：

Have you ever lived or visited overseas?         YES  /  NO （いずれかに○をつけてください）

If yes, where, when, for how long and why?　If no, where do you want to visit and why?

What extracurricular activities have you participated in at your school？
What positions, if any, have you held in those clubs?

What are your hobbies or other interests?

What part-time jobs have you had?

What do you hope to achieve during the Airline Hospitality study abroad?

以下英語でお答えください。

 

この書類の提出は不要となります。 

 
※既に日本の日本語学校・高等学校等に在籍しており、日本の在留資格（留学ビザ等）を持っている方は 

  
在留資格認定証明書　大学代理申請願

 
私は海外在住のため、桜美林大学入学における留学ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」の

申請を、私自身が日本で行うことができません。つきましては、私に代わり桜美林大学に同証明書

の申請手続きを行っていただきますよう、宜しくお願いいたします。 
なお、以下の各項の内容について了承の上、依頼いたします。 
 

１．合否結果の如何に関わらず、提出した書類の返還を求めません。 
２．提出した書類に不備・不足のあった場合、代理申請を行わなくても異議申し立てをしません。 
３．入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されない場合、桜美林大学に責任を求めません。 
４．入学許可日から入学日・来日予定日までの間の日数が少なく、その結果、日本への入国が入学 

式、授業開始日、各種オリエンテーション参加に間に合わない場合であっても、それを承諾し、 
異議申し立てをしません。 

 

記入日 （西暦） 年 月 日 

志願者氏名  

フリガナ  

E-mail 
(合格後、手続き等の案内はメールで連絡します) 

住所 

(この欄に記入された住所に在留資格認定証明書を送付します。国名まで英語表記(アルファベット表記)で 

正確に且つ丁寧に記入してください) 

電話番号 
(国番号から記入してください) 

 

［様式8］
受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊



志望の動機：

Have you ever lived or visited overseas?         YES  /  NO （いずれかに○をつけてください）

If yes, where, when, for how long and why?　If no, where do you want to visit and why?

What extracurricular activities have you participated in at your school？
What positions, if any, have you held in those clubs?

What are your hobbies or other interests?

What part-time jobs have you had?

What do you hope to achieve during the Airline Hospitality study abroad?

以下英語でお答えください。

 

この書類の提出は不要となります。 

 
※既に日本の日本語学校・高等学校等に在籍しており、日本の在留資格（留学ビザ等）を持っている方は 

  
在留資格認定証明書　大学代理申請願

 
私は海外在住のため、桜美林大学入学における留学ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」の

申請を、私自身が日本で行うことができません。つきましては、私に代わり桜美林大学に同証明書

の申請手続きを行っていただきますよう、宜しくお願いいたします。 
なお、以下の各項の内容について了承の上、依頼いたします。 
 

１．合否結果の如何に関わらず、提出した書類の返還を求めません。 
２．提出した書類に不備・不足のあった場合、代理申請を行わなくても異議申し立てをしません。 
３．入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されない場合、桜美林大学に責任を求めません。 
４．入学許可日から入学日・来日予定日までの間の日数が少なく、その結果、日本への入国が入学 

式、授業開始日、各種オリエンテーション参加に間に合わない場合であっても、それを承諾し、 
異議申し立てをしません。 

 

記入日 （西暦） 年 月 日 

志願者氏名  

フリガナ  

E-mail 
(合格後、手続き等の案内はメールで連絡します) 

住所 

(この欄に記入された住所に在留資格認定証明書を送付します。国名まで英語表記(アルファベット表記)で 

正確に且つ丁寧に記入してください) 

電話番号 
(国番号から記入してください) 

 

［様式8］
受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊



桜美林大学 個別の入学資格審査申請書
桜美林大学長  殿

生年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）

〒

住　　所

氏　　名（自署）

性　別　　　男　 ・　 女

TEL  自宅

TEL  携帯

出願予定の学群 出願予定の選抜方式

国　籍
（フリガナ）

　桜美林大学の入学資格審査を受けたいので、必要書類を添えて申請します。

（学習歴）
①　初等教育（小学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

③　中等教育（高等学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

②　中等教育（中学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

④　　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　  年　　月　卒業

注：学習歴欄で転校等により、２ヶ所以上在籍がある場合は本用紙をコピーし、使用してください。

 
［様式9］



 
※ Office Use Only 

 
APPLICATION FORM FOR ADMISSIONS 

 

 
Personal Details 

Family Name 
(As it appears on your passport) 

Given Name(s)  

 
 
 

First                          Middle 

Family Name in Chinese 
Characters / Kanji (if applicable) 

Given Name(s) 

  
 
 

First                          Middle 

 

 
Emergency Contact Information - Preferably in Japan, overseas if necessary      

Name 
 
 

Address 
(Including post code & 

country) 
 

Relationship to Applicant 
(e.g. Guardian) 

 

Telephone Number 
(Including Country Code)  

Email address  

 
 

 

Application 
Number 

※ 

Major Primary language of study Your native Language 
English 

Japanese 
Chinese 

Global Studies 

English 
Japanese 
Chinese 

 

Date of Birth 
(YYYY/MM/DD) 

/          / 

Nationality(ies) 
 
 

Do you have a 
Japanese Passport? 

Yes   /   No 

Visa Status (non-
Japanese residing in Japan)  

Valid Until 
 
 

Email Address 
 
 

 
Native Language 

 

Address 

 
 
 
 
 

 Language(s) 
Spoken at Home 

 

Language of 
Education 

 

Telephone Number 
(Including Country Code) +        (    )            -                 -           

 

Other Language 
Abilities/ 

Qualifications 

 

Fax 
(Including Country Code) 

+        (    )            -                 -           
 

J. F. OBERLIN UNIVERSITY 
COLLEGE OF GLOBAL COMMUNICATION 

1/4

Form 01



Education History  

Elementary/ 
Secondary 

School Name Location* 

Date of 
Entrance and 
Graduation 

(YY/MM-YY/MM) 

Length of 
Study (Y/M) 

Language of 
Instruction 

   -   
   -   
   -   
   -   
   -   
   -   
   -   

*If in Japan, write the prefecture; if overseas, write country and region  
 
Secondary School Qualifications - Include qualifications received from the above noted secondary schools 

Name of diploma/qualification/certificate 
received or expected to receive upon 

completion of secondary school including 
subjects/scores/grades etc. 

 
 
 
 
 
 

Name of secondary school you are 
graduating/graduated from 

 
 
 

Other information related to secondary 
school graduation 

 
 
 
 
 

 
Post-Secondary School Education, Qualifications, Work Experience etc. (University, vocational college, language 
school etc.) 

Institution Name Location From - To 
(YY/MM - YY/MM) 

Length of 
Study  

Qualification 
Language of Instruction / 

Communication 
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   

 
 
Japanese Study History (Include formal education and personal study) 

Institution Name 
From - To 

(YY/MM - YY/MM) 
 

Institution Name 
From - To 

(YY/MM - YY/MM) 
     
     
     
     

 
 
 

 
 
 

Language Proficiency Certification 

Test Name Test Centre 
Date of Certification 

(YYYY/MM/DD) 
Level Passed Score 

     
     
     

 
Reading  
List three books in which you have great interest    List three books you have read recently  
       (Most recent first) 

Title Author  Title Author 
     

     
     

 
Experience Abroad 
List any extended periods spent outside your home country (Not including vacations, sightseeing etc.). 

Location Dates of Stay 
(YY/MM - YY/MM) Length of Stay Reason 

Accompanied 
(Y/N) 

 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 

 
Connection to Christianity - If the applicant is a Christian, please provide details 
Date of Baptism / Christening 

(YYYY/MM) 
 
 

Age at Baptism / Christening 
 
    _____ Yrs _____ Mths     

Location / Name of Church 
 
 

Christian Activities of Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Connection to J. F. Oberlin University (Only include connections within three generations of your extended family. 
Can include great-grandparents, grandparents, siblings, children, grandchildren, great-grandchildren, aunts, uncles, 
nephews, nieces.) 

Name of Graduate (Family name, First name(s)) 
 
 

Name of Graduate in Chinese Characters / Katakana 
 
 

Relationship to Applicant 
 
 

Year of Graduation 
 
 

Degree Program (major) 
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Education History  

Elementary/ 
Secondary 

School Name Location* 

Date of 
Entrance and 
Graduation 

(YY/MM-YY/MM) 

Length of 
Study (Y/M) 

Language of 
Instruction 

   -   
   -   
   -   
   -   
   -   
   -   
   -   

*If in Japan, write the prefecture; if overseas, write country and region  
 
Secondary School Qualifications - Include qualifications received from the above noted secondary schools 

Name of diploma/qualification/certificate 
received or expected to receive upon 

completion of secondary school including 
subjects/scores/grades etc. 

 
 
 
 
 
 

Name of secondary school you are 
graduating/graduated from 

 
 
 

Other information related to secondary 
school graduation 

 
 
 
 
 

 
Post-Secondary School Education, Qualifications, Work Experience etc. (University, vocational college, language 
school etc.) 

Institution Name Location From - To 
(YY/MM - YY/MM) 

Length of 
Study  

Qualification 
Language of Instruction / 

Communication 
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   

 
 
Japanese Study History (Include formal education and personal study) 

Institution Name 
From - To 

(YY/MM - YY/MM) 
 

Institution Name 
From - To 

(YY/MM - YY/MM) 
     
     
     
     

 
 
 

 
 
 

Language Proficiency Certification 

Test Name Test Centre 
Date of Certification 

(YYYY/MM/DD) 
Level Passed Score 

     
     
     

 
Reading  
List three books in which you have great interest    List three books you have read recently  
       (Most recent first) 

Title Author  Title Author 
     

     
     

 
Experience Abroad 
List any extended periods spent outside your home country (Not including vacations, sightseeing etc.). 

Location Dates of Stay 
(YY/MM - YY/MM) Length of Stay Reason 

Accompanied 
(Y/N) 

 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 

 
Connection to Christianity - If the applicant is a Christian, please provide details 
Date of Baptism / Christening 

(YYYY/MM) 
 
 

Age at Baptism / Christening 
 
    _____ Yrs _____ Mths     

Location / Name of Church 
 
 

Christian Activities of Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Connection to J. F. Oberlin University (Only include connections within three generations of your extended family. 
Can include great-grandparents, grandparents, siblings, children, grandchildren, great-grandchildren, aunts, uncles, 
nephews, nieces.) 

Name of Graduate (Family name, First name(s)) 
 
 

Name of Graduate in Chinese Characters / Katakana 
 
 

Relationship to Applicant 
 
 

Year of Graduation 
 
 

Degree Program (major) 
 
 

3/42/4

Education History  

Elementary/ 
Secondary 

School Name Location* 

Date of 
Entrance and 
Graduation 

(YY/MM-YY/MM) 

Length of 
Study (Y/M) 

Language of 
Instruction 

   -   
   -   
   -   
   -   
   -   
   -   
   -   

*If in Japan, write the prefecture; if overseas, write country and region  
 
Secondary School Qualifications - Include qualifications received from the above noted secondary schools 

Name of diploma/qualification/certificate 
received or expected to receive upon 

completion of secondary school including 
subjects/scores/grades etc. 

 
 
 
 
 
 

Name of secondary school you are 
graduating/graduated from 

 
 
 

Other information related to secondary 
school graduation 

 
 
 
 
 

 
Post-Secondary School Education, Qualifications, Work Experience etc. (University, vocational college, language 
school etc.) 

Institution Name Location From - To 
(YY/MM - YY/MM) 

Length of 
Study  

Qualification 
Language of Instruction / 

Communication 
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   
  - __ Yrs __ Mths   

 
 
Japanese Study History (Include formal education and personal study) 

Institution Name 
From - To 

(YY/MM - YY/MM) 
 

Institution Name 
From - To 

(YY/MM - YY/MM) 
     
     
     
     

 
 
 

 
 
 

Language Proficiency Certification 

Test Name Test Centre 
Date of Certification 

(YYYY/MM/DD) 
Level Passed Score 

     
     
     

 
Reading  
List three books in which you have great interest    List three books you have read recently  
       (Most recent first) 

Title Author  Title Author 
     

     
     

 
Experience Abroad 
List any extended periods spent outside your home country (Not including vacations, sightseeing etc.). 

Location Dates of Stay 
(YY/MM - YY/MM) Length of Stay Reason 

Accompanied 
(Y/N) 

 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 
 - __ Yrs __ Mths  Y   /   N 

 
Connection to Christianity - If the applicant is a Christian, please provide details 
Date of Baptism / Christening 

(YYYY/MM) 
 
 

Age at Baptism / Christening 
 
    _____ Yrs _____ Mths     

Location / Name of Church 
 
 

Christian Activities of Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Connection to J. F. Oberlin University (Only include connections within three generations of your extended family. 
Can include great-grandparents, grandparents, siblings, children, grandchildren, great-grandchildren, aunts, uncles, 
nephews, nieces.) 

Name of Graduate (Family name, First name(s)) 
 
 

Name of Graduate in Chinese Characters / Katakana 
 
 

Relationship to Applicant 
 
 

Year of Graduation 
 
 

Degree Program (major) 
 
 

3/42/4



Extracurricular Activities - Use the space below to write about extracurricular activities you have participated in 
that are relevant to your application 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Special Recognition - Use the space below to write about any special achievements that are relevant to your 
application 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 ※ Office Use Only 

 
PERSONAL STATEMENT  

To be filled in by the applicant. 
Describe in 250-300 words why you want to study in the College of Global Communication. Explain how you expect 
to mature as a person during your four years of study and how you hope to contribute to society following 
graduation. (Use a black ballpoint pen. Write clearly.) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Application 
Number 

※ 

Applicant's 
Name 

 

J. F. OBERLIN UNIVERSITY 
COLLEGE OF GLOBAL COMMUNICATION 
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Extracurricular Activities - Use the space below to write about extracurricular activities you have participated in 
that are relevant to your application 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Special Recognition - Use the space below to write about any special achievements that are relevant to your 
application 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 ※ Office Use Only 

 
PERSONAL STATEMENT  

To be filled in by the applicant. 
Describe in 250-300 words why you want to study in the College of Global Communication. Explain how you expect 
to mature as a person during your four years of study and how you hope to contribute to society following 
graduation. (Use a black ballpoint pen. Write clearly.) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Application 
Number 

※ 

Applicant's 
Name 

 

J. F. OBERLIN UNIVERSITY 
COLLEGE OF GLOBAL COMMUNICATION 

4/4

Form 02
Extracurricular Activities - Use the space below to write about extracurricular activities you have participated in 
that are relevant to your application 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Special Recognition - Use the space below to write about any special achievements that are relevant to your 
application 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 ※ Office Use Only 

 
PERSONAL STATEMENT  

To be filled in by the applicant. 
Describe in 250-300 words why you want to study in the College of Global Communication. Explain how you expect 
to mature as a person during your four years of study and how you hope to contribute to society following 
graduation. (Use a black ballpoint pen. Write clearly.) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Application 
Number 

※ 

Applicant's 
Name 

 

J. F. OBERLIN UNIVERSITY 
COLLEGE OF GLOBAL COMMUNICATION 
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Study Abroad Funding Plan 
Name (Please write your name as it appears on your passport) 

Family Name Given Name(s) 

 

 

 

Name in Chinese Characters / Kanji (If applicable) or Katakana (if known) 

Family Name Given Name(s) 

 

 

 

 

Fill in the table below indicating the source and amount of funds for studying at J. F. Oberlin University. 

Total amount must exceed the total required for one full academic year of study. Check (✔) all boxes that apply.  

Source of Funds Amount（Currency：JPY） 

□  Applicant App. JPY／Yr 

□  

Relative 

Name: _________________________________________________ 

Relationship to applicant: __________________________________ 

Address: ________________________________________________ 

App. JPY／Yr 

□  
Government or other institution 

Name of scholarship etc.: __________________________________ 
App. JPY／Yr 

□  
Other 

Details: _________________________________________________ 
App. JPY／Yr 

Total：  App. JPY／Yr 

 

I declare that the above information is true. 

 

Applicant's Signature：     Date:  

              Year / Month / Date 

 
 ※ Office Use Only 

Application 
Number 

※ Form 03



※Applicants who currently have Japanese residency status, are enrolled in a language school, or attend
high school in Japan need not fill in this form.  

Application for University Representation during 

Certificate of Eligibility Acquisition Process 
 
Only complete this form if you wish J. F. Oberlin University to carry out the application process for 
the Certificate of Eligibility on your behalf.  
Read the following conditions carefully. By completing this form you agree to the conditions 1-4 
noted in bold below.  

 
As an overseas resident, I am unable to apply for the required Certificate of Eligibility documentation 
necessary for study at J. F. Oberlin University. I therefore formally request that J. F. Oberlin University 
completes the application.  

 
1. I understand that application documents and materials cannot be returned regardless of 

the result of my application.  
2. I understand that in the event of J. F. Oberlin University not applying for the Certificate 

of Eligibility because my submitted application documents were incomplete, I cannot file 
a dispute.  

3. I will not hold J. F. Oberlin University accountable if my application to the Immigration 
Bureau for a Certificate of Eligibility is unsuccessful.  

4. I understand that should confirmation of my successful application arrive too late for me 
to attend events such as the Entrance Ceremony, Orientation, or first classes, I will accept 
this and not file a dispute with the university.   

 
 ※ Office Use Only 

Application 
Number 

※ Form 04

 

Date 
________ / ________ / _________ 

                Year     Month     Day 

Applicant's Name  

Name in Chinese 
Characters (If applicable) 

Name in Katakana  
(If known)  

E-mail 
(Required) 

(Results of the application will be sent to this address) 

Address 

(In English. Please write clearly including country. Off icial certificates of eligibility will be sent to this 
address.) 

Telephone Number 
(Including country code) 
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