
※提出書類に虚偽があった場合、既に入学許可や入学手続きがなされた後であっても、取り消し、失効となります。

パスポート番号
Passport No.

有効期限
Date of expiration

志
願
者
 
A
p
p
l
i
c
a
n
t

家族 ※すべての家族を記入すること（生計が同一でない兄弟等も含む）   Family Members(including siblings who are financially independent)

※志願書類を提出後、現住所などに異動があった場合はすみやかに入試広報課まで連絡してください。

続柄
Relationship to

the Applicant

2022年度春季　東京経営短期大学 別科　入学願書  
Tokyo Management College Global Study Center Application Form for International Students - April 2022

生年月日
Date of Birth

郵便番号
Postal Code

国籍
Nationality

出生地
Place of birth

 (+　　　　  )　　　　　　　－ 　   　    　　－

氏名
Name

氏名
Family Name,Given Name(s)

職業
Occupation

Family Name

現住所
Address

受験番号

生年月日

Date of Birth

現住所
Address

※この情報は、合否結果通知および合格者への入学手続書類送付に利用します。

郵便番号
Postal Code

※

　　　　　　　歳
              years old

男　・　女
Male　・　Female

    　　  　　年　　　　　　月　　　　　　日

              Year        　 Month       　 Day

年齢
Age

   　　  　　年　　　　　　月　　　　　　日

         　　　　　Year        　　 Month       　　　　 Day

経
費
支
弁
者
 
S
p
o
n
c
e
r

電話番号
Phone No.

性別
Sex

携帯電話
Cellular Phone No.

　(+　　　　  )　　　　　　　－ 　  　     　　－
職業

Occupation

メールアドレス
Email Address

志願者との関係
Relationship

氏名
Name

年齢

Age

Given Name

男　・　女
Male　・　Female

配偶者の有無

Marital Status

有　・　無
Married　・　Single

性別
Sex

国籍
Nationality

Family Name

写真貼付欄
Attach ID Photo
(縦4cm×横3cm)

正面・無帽・上半身
撮影３ヶ月以内
taken within the

last three months

※欄には記入しないでください    Office Use
Only

Given Name

東京経営短期大学  　グローバルスタディセンター
Tokyo Management College   Global Study Center

住所
Current Address



日本語学習歴 Japanese Language Education History

上記の通り相違ありません。

記入日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 署名　      　　　                              　 印

査証申請予定地
Country or territory where you will be

located when applying for the visa
都市名 Name of country and city：

学校名
Name of the School

今までに在籍した年数
Years you have spent

so far

受験年月
Year,Month

　　　　　年　　　　　　月　

その他の外国語検定 Other Foreign Language Test
※受験していない場合には「なし」と記入してください。※If you have not taken the test, write 「No」 below.

検定名：
Tesｔ Name：

試験結果：
Test Result：

時間 　　　　　年　　　　月　～　　　　　年　　　　月

　　　　　年　　　　月　～　　　　　年　　　　月

所在地（地域）
Location

在職期間（西暦）
Period of Service（Year,Month）

会社名
Name　of the Company

職歴 Employment History

学歴　通学した正規の学校教育のすべて（小学校から最終学校まで）を年代順に記入（日本語学校は含まない）。

Academic Background  (from primary education to present excluding Japanese language schools)
卒業・卒業見込み年月

Date of graduation or
expected graduation

(Year,Month)

通算した学校教育の年数 Years in Total

　　　　　年　　　　月　～　　　　　年　　　　月

検定名：
Tesｔ Name：

試験結果：
Test Result：

取得した学位
Degree

入学年月

Admitted in (Year,Month)

　年　　　　月

過去の日本への出入国歴
Have you ever been to Japan before?

在留資格認定申請歴
Have you ever applied a CoE before?

□あり Yes　（回数 How many times?：　　　　・直近 The most recent time you came to
Japan：　　　　　year　　　month　　　day）　　　□なし No

入国時の空港出迎え希望
Do you want our airport pick-up?

□はい Yes　　　□いいえ No　（誰が出迎えますか　Who's going to pick you up? :　　　　　　　　）

日本語能力 Japanese Language Proficiency
※受験していない場合には「なし」と記入してください。※If you have not taken the test, write 「No」 below.

受験年月
Year,Month

　　　　　年　　　　　　月　日本語能力試験
Japanese-Language Proficiency Test

時間 　　　　　年　　　　月　～　　　　　年　　　　月

既学習時間
Study Hours

在学期間（西暦）
Period of Enrolment(Year,Month)

学校名、所在地（地域）
Name of the School, Location

　年　　　　月 　年　　　　月

　年　　　　月

　年　　　　月

　年　　　　月

　年　　　　月

受験年月
Year,Month

　　　　　年　　　　　　月　

日本語能力試験
Japanese-Language Proficiency Test

N 受験年月
Year,Month

　　　　　年　　　　　　月　

　年　　　　月

　年　　　　月

　年　　　　月

その他 Others

□あり Yes　（　　年　　月　交付 issued ・不交付 not issued）　□なし  No



Tokyo Management College   Global Study Center 

 

留学理由書 The Motive for the application  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日   氏名：           署名       

Year  Month  Day    Name                Sign 



         年   月   日 

 

日本国法務大臣 殿  

 

申請者の国籍：                

 

申請者の氏名：                

 

申請者の性別：                 

 

申請者の生年月日：                

 

経費支弁に関する説明書 

 

私、(               ) は、このたび、上記の申請者が日本に入国・在留した場合の経費支弁者に

なりました。上記の申請者が日本に滞在中、財政的に支えることを証明します。 

申請者が在留期間の更新をする必要がある場合は、私の銀行残高明細書の原本、雇用証明書、申請者との関係証明

書を提出いたします。 

 

私と申請者との関係、および申請者の経費支弁を引き受けた経緯については、下記の通りです。 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    

 

経費支弁の金額と方法は以下の通りです。 

(1) 学費 (1つに丸をつけてください：月毎の送金 / 半年毎の送金 / 1年毎の送金) :  830,000  円 

 

(2) 生活費 (1つに丸をつけてください：月毎の送金 / 半年毎の送金 / 1年毎の送金)  :         円 

 

(3) 支弁方法 （送金、振込など、支弁方法を具体的にお書きください） 

                                                     

                                                     

                                                     

 

① 経費支弁者氏名 ：                印または署名 ：                

※経費支弁者が 2人以上の場合は、以下に詳細をご記入ください。 

( ② 経費支弁者氏名 ：                印または署名 ：              ) 

 

申請者との関係 ：                               

 

経費支弁者住所 ：                               

 

経費支弁者勤務先 ：                              

 

経費支弁者の電話番号 ：                            

 



/           / 

To the Minister of Justice 

 

Nationality of the applicant:  ______________________________________________ 

 

Name of the applicant:  ___________________________________________________ 

 

Gender of the applicant:  __________________________________________________ 

 

Date of Birth of the applicant:  _____________________________________________ 

Letter of Financial Support  

 

I, (    ), hereby certify that I will be financially supporting the above-named applicant for his/her expenses 

while he/she stays in Japan. 

If the applicant should apply for renewal of the period of his/her stay in Japan, I will be submitting required documents that include the 

original copy of my bank balance statement, my employment certificate, and a document that certifies the relationship between the applicant 

and myself. 

 

The relationship between the applicant and myself, and the reason that I will be financially supporting the applicant, are as follows: 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

The amount and method of financial support will be as follows: 

 

(1) Tuition fees (Circle one: paid monthly / every six months / annually): JPY _______830,000 JPY_____ 

 

(2) Living expenses (Circle one: paid monthly / every six months / annually): JPY _____________________________ 

 

(3) Method of payment (Ex. remittance from abroad; Explain in details) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

① Supporter’s name: ___________________________________________  Seal or Signature_________________________________________ 

※If your supporter is not only one person, please fill in below. 

( ② Supporter’s name: __________________________________________  Seal or Signature_________________________________________ ) 

 

Supporter’s relationship to the applicant: ____________________________________________________ 

 

Supporter’s address: _______________________________________________________________________ 

 

Supporter’s occupation: ____________________________________________________________________ 

 

Supporter’s phone number: _________________________________________________________________ 


