
受付日 担当者 

  

面 接 調 書 ・ 質 問 票 

Ⅰ．申請者 Details of applicant 

氏名：Name 生年月日：Date of birth 

A.D.         Year/    Month /      Day   

国籍：Nationality 男 Male 

女 Female   

職業：Occupation 配偶者：Marital status   

有Married ／無 Single 

住所：Current address 電話番号：Tel NO. 

(1)日本語学習歴 Education Background of studying Japanese language 

学校名 Name of school 期間 Period 総時間数 Total study time 

 年    月～      年    月 時間 Hours 

 年    月～      年    月 時間 Hours 

(2)日本語能力 Japanese language ability 

□日本語能力試験 (JLPT) 

□J. TEST 

□NAT-TEST 

結果 Result 級 Level 点数 Score 受験年 Year of Exam 

□合格  Pass 

□不合格 Fail 

  

□その他 Others    

(3)日本語学習終了後の予定 Plans after graduation □帰国 Return to home country／□日本で進学・就職 

Go on to College or Work in Japan / □その他 Others（                     ）   

(4)学歴 Academic Background (from elementary school to last school) 

学校名 Name of school 所在地 

Location 

入学・卒業年月 Date of 

Entrance& Graduation 

小学校  

Elementary school 

  年 Year   月 Month 

～    年 Year   月 Month 

中学校   

Junior high school           

  年 Year   月 Month 

～    年 Year   月 Month 

高等学校 

 High school 

  年 Year   月 Month 

～    年 Year   月 Month 

大学・短大  

University 

  年 Year   月 Month 

～    年 Year   月 Month 

その他 Others   年 Year   月 Month 

～    年 Year   月 Month 

(5)中国の人のみ for Chinese applicant：高考に参加しましたか？→はい YES / いいえ NO   

  ネパールの人のみ for Nepali applicant ：SLC  点 score 

写真貼付

 



Ⅱ．親戚・知人（日本在住） Family, Relatives, friends in Japan □無 No/□有 Yes  

氏名 Name 在留資格（外国人の場合）：Status of Residence 

 

□男 Male ／ □女 Female     生年月日 Date of birth 

住所：Address 

Phone：              Fax： E-mail： 

入学希望者との関係：Relationship 

 

職業：Occupation 

 

Ⅲ．経費支弁について記入してください。 Person of Responsible for payments 

氏名 Name 

□男 Male ／ □女 Female     生年月日 Date of birth 

住所：Address 

Phone：              E-mail： 

職業：Occupation  入学希望者との関係：Relationship 

勤務先名 Company name 業種 Type of job 年収額：Annual income 

日本在住の外国人の場合→  在留資格（外国人の場合）：Status of Residence 

 

Ⅳ．出入国歴 Past entry into / stay in Japan  □有 Yes / □無 No 

入国年月日 Date of entry 出国年月日 Date of departure 在留資格 Visa status 入国目的 Purpose of entry 

    

    

*注１）日本語学習能力、学歴、経費支弁能力が確認できる証明書等を同時に提出してください。 

 Note1.To verify Japanese language qualification, Academic qualification and sponsorship. Please submit the 

related certificates too. 

*注２）Ｓｋｙｐｅ面接等の予定は別途連絡します。 

 Note2.In case of Interview on Skype, schedule will be informed later. 

事務使用欄  

 
過去に在留許可認定証明書申請の有無→ はい・いいえ         

 
九州英数学舘は何で知ったか 

①インターネット  ②建物･看板を見て ③在校生の紹介 ④その他（                ） 


