
東京ワールド日本語学校入学願書及び履歴書 
TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL APPLICATION FORM AND CURRICULUM VITAE 

 

1.氏名：  カナ：  （☐男・☐女）  

 Name in Alphabet letters Name in Katakana (Male・Female) 

2.生年月日：    年    月    日 (満年齢：    才)  
 
 

Photo 
 

4 X 3 cm 

 Date of Birth year  month  day (Age)   

3.国籍：   4.配偶者の有無： ☐有  ・  ☐無  

Nationality     Marital Status Married / Single 

5.電話番号：   6.職業：   

  Telephone No.    Occupation    

7.旅券番号：   有効期限：    年    月    日 

 Passport No.   Valid Until year  month day 

8.出生地：   

 Place of Birth        

9.本籍：   

 Permanent Address  

現住所：   

 Current Address  

10.学歴（小学校から最終学歴まで順次記入して下さい。） 

 Educational Background (Please indicate from primary school onwards) 

学  校  名 

School Name 

所   在   地 

Address in detail 

入学年月日 

Admission 
Date 

卒業年月日 

Graduation 
Date 

年数 

Total 
Years 

                 

                 

                 

                 

                 

11．日本語学習歴 Japanese Language Learning Experience: Japanese Language School(s) attended 

学  校  名 

School Name 

所   在   地 

Address in detail 

入学年月日 

Admission Date 

卒業年月日 

Graduation Date 

              

              

              

12.職歴（就職年月日順に記入して下さい。）Work Experience (Please list in chronological order with the recent job at last) 

勤 務 先 名 

Company Name 

所   在   地 

Address 

就職年月日 

Date Joined 

退職年月日 

Date Left 

              

              

              

13.日本国出入国歴  ※短期間、長期間に関わらず全ての出入国について漏れなく記入して下さい。 

   Previous stay in Japan: Please include both short-term and long-term stays. 

 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 

1               

2               

3               

4               

5               

 



14.家族(在日家族含む)  Family Details (including family in Japan) 

続  柄 

Relationship 

氏  名 

Name 

国 籍 

Nationality 

性別 

Sex 

生年月日 

Date of Birth 

住  所 

Address 

職  業 

Occupation 

              

              

              

              

15.修学理由書  Purpose of Study 

 

16.卒業後の予定 Plan after completing study    

 ☐ 日本での進学  進学志望校名及び志望学科：   

 Further studies in Japan  Name of school and course name you wish to study in  

 ☐ 日本での就職  ☐ 帰国  ☐ その他    

     Employment in Japan  Return to home country    Others 

17.東京ワールド日本語学校での修学予定期間：      

   Intended length of study at TWJLS     

18.あなたは、過去に日本で退去強制や出国命令を受けたことがありますか。  

Have you ever been deported or ordered to leave Japan?  

 ☐ はい (Yes)    ☐ いいえ (No)     

19.あなたは、過去に日本への上陸を拒否されたことがありますか。  

   Have you ever been refused permission to land in Japan?  

 ☐ はい (Yes)    ☐ いいえ (No)     

20. あなたは、過去に日本への「留学」、「就学」又はその他の在留資格を申請したことがありますか。  

Have you ever applied for "College Student," "Pre-college Student," or any other status of residence in Japan?  

 ☐ はい (Yes)    ☐ いいえ (No)     

21.あなたは、日本国内で刑事事件等の有罪判決、または交通違反等の処分を受けたことがありますか。 

   Have you ever been convicted of a criminal offense or traffic violation in Japan? 

 ☐ はい (Yes)    ☐ いいえ (No)     

22.あなたは、日本国以外の国において刑事事件等で有罪判決、または交通違反等の処分を受けたことがありますか。 

   Have you ever been convicted of a criminal offense or traffic violation in a country other than Japan? 

 ☐ はい (Yes)    ☐ いいえ (No)     

          

上記の内容は事実であり、私  が直筆したものです。 

I filled this form by myself and I declare that all the above information is true and correct. 

          

作成年月日：    年    月    日  本人署名：   

Application Date  year  month  date Signature of Applicant  

 

東京ワールド日本語学校 

〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-13-24 

電話：03-5332-3531 FAX：03-5332-3530 


