
Course choice

犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
Criminal record in Japan and overseas

無　　・　　有
No        　Yes

犯罪の経歴と理由
Write down the reasons when the answer in "Yes".

退去強制または出国命令による出国の有無

Departure by deportation

有　　・　　無
Yes        No

送還の回数
times of deportation

回
times

直近の送還歴
The lastest departure by deportation

年　　     　　月　　     　　日
year          month        day

日本への出入国歴
Experiences of visiting Japan

有　　・　　無
Yes        No

出入国の回数
times of visiting Japan

  回
times

日本への直近の出入国歴
The lastest entry from

　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日　　滞在資格：
year   month    day　to　　　 　 year   month    day   visa status

 年　 　　 月  　　日

year     month   day

年　 　　 月  　　日

year     month   day

母 国 で の 査 証 申 請 予 定 地
Place to Apply for Visa in country

発行年月日
Date of issue

旅 券 所 持 の 有 無
Presence of passport possession

有　　・　　無
Yes        No

旅 券 番 号
Passport No.

有効期限
Date of expiration

国      籍
Nationality

生 年 月 日
Date of Birth

　 年　 　　 月  　　 日
year     month   day

出  生  地
Place of Birth

配偶者の有無
Marital Status

有　　・　　無
Married    Single

職      業
Occupation

年齢
Age

2016年度東亜大学留学生入学願書
Application Form for Admission to University of East Asia

( 姓 ) Family Name                    ( 名 ) First Name

    写           真
    Photograph
出願前3ヶ月以内に撮影し

た上半身正面脱帽のも

の。( 4cm×3cm )half-

length without hat, full

front face taken within

the past three months.

性別
Sex

男 ・ 女
Male/Female

氏 名

Name

英         字
in English

カ  タ  カ  ナ
in Katakana

漢          字

in Kanji

現  住  所
Present

Address

（〒　　　　　　　　　　　）

Mobile phone ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Home  phone ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     E-mail

本国の住所
Home Address

※現住所と違う場合に記入してください。Please enter, when you differ from present address.

Phone ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿      E-mail

A 

ryuenhrmt
Text Box
　東亜大学 外国人学生 入学願書



はい・いいえ

Yes / No

はい・いいえ

Yes / No

氏　名
Name

生年月日
Date of Birth

国籍・地域
Nationality/Region

現　　住　　所
Present Address

在日親族（父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など）及び同居人　Family in Japan ( Father,Mother,Spouse,Son,Daugther, Brother,Sister or Others) or co-residents

電話番号
Telephone No.

同居予定
Intended to reside

with applicant or not

通勤先・通学先
Place of employment/school

在留カード番号・特別永住者証明書番号

Residence card number　・　Special

Permanent Resident Certificate number

続柄
Relation

続柄
Relation

はい・いいえ

Yes / No

はい・いいえ

Yes / No

兵      役
Military Background

年　　　　月　～　　　　　　　年　　　　月

氏　　　　名
Name

年齢
Age

職      歴
Occupational

Background

所在地
Location

期　  　　間
Period

職　種
Type of Occupation

勤         務         先
Name of Employer

家　族　構　成　Family ( All Member )

通算在学年数　Total Years　→

日本語学習歴
Study of the

Japanese

Language

学         校         名
Name of Institution

所在地
Location

期　  　　間
Period

年数
Years

学      歴
（小学校から）
Educational

Background

学         校         名
Name of Institution

期　  　　間
Period

所在地
Location

以上のとおり、相違ありません。 I affirm that the above statements are correct and true in every detail.

 　　年　　     　　月　　     　　日
year          month        day

志願者署名
Signature

東亜大学　University of East Asia



経費支弁書
Certification for Expenses Payment

2. 経費支弁額（毎月・半期毎・年間などの支弁時期とそれぞれの金額）

　　The amount of financial support ( the time of payment - monthly、semiannually or

     annually -　and the respective amount )

東亜大学　University of East Asia

勤務先名
Name of Company :

東亜大学長　殿
To ： The President of University of East Asia

志願者氏名
Name of Applicant : ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

必ず経費支弁者が記入してください。 This form must be written by the sponsor．

私はこのたび上記志願者の日本留学に関する経費支弁者になりました。その経緯等については以下のとおり
です。また志願者の日本留学中の経費に関して責任を持って支弁することを誓約いたします。
I have agreed to become the above applicant's financial sponsor for his/her studies in Japan for

the following reasons．I guarantee to take responsibility for all of the applicant's expenses during

his/her stay in Japan.

1. 志願者の経費支弁を引き受けた経緯及び志願者との関係

     Your relationship to the applicant and the reason for undertaking to become a sponsor．

電話
Telephone :

( 携帯 ）
( Mobile phone )
( 自宅 ）
( Home phone )

現住所
Present address :

3. 経費支弁方法（送金・振込等の支弁方法）

     The method of payment ( remittance transfer or other methods of payment )

上記のとおり相違ありません。　I hereby certify the above to be true and correct information.

経費支弁者名
Name of Sponsor :

誓約年月日
Date :

署名
Signature :

職業
Occupation :

年収
Annual Income :

　円　( yen )

勤務先電話
Telephone of Company  :

B 



以上のとおり、相違ありません。 I affirm that the above statements are correct and true in every detail.

年　 　　 月  　　 日
year     month   day

志願者署名
Signature

東亜大学　University of East Asia

留学理由書

志願者氏名
Name of Applicant : ______________________________________________________　____

Essay for administration

 ( The reason why Applicant woul like to study University of East Asia)

C 




