
交換留学生用(For StⅡden加)an冒巳

同志社大学日本語・日本文化教育センター入学願書(2012年度)

APPⅡCation forAdmission as Exchange studentto the Nichibun program (2012)

Doshisha university centerfor Japanese Language and culture

Persona11nformation

1.氏名(バスポートと同じ表記

FUⅡname

姓{in Roman letters}

漢字(バスポートと同じ表記

Name in Konji

{廿 apPⅡCablel

Sam0 己S your p"工Port

氏名の発音をカタカナで

Name in Katokono

F急m飢y

Sヨme 己工 your paS工Port

2.国籍

NationaⅡty

姓 F.mily

5.現住所

くこと

,

姓

Present address

Telephone:

FamⅡY

6.定住所(上記の住所と異なる場合のみ記入)

3,性別

Sex

,

Telepha、e:

7 留学予定期間

Intended period ofstudy : from

名

男

Ma{e

Fir't

8.言吾学能力 Proficiencyin{己nguage5

私の母国語は I MyN轟廿YeLan宮Ua客els

女

Female

Fax:

写真貼付梱

近3ケ月以内に写した

正面脱帽のもの

C010rphot0 3 ×4 Cm

taken withi" 3 months,

6111 介ont f合Ce,

Without hat

Permanent address if di仟erentfran

Pro"ciency in other langua套es

読解力外国語名

Re古'酌旦N.me ofL古n宴Uき宜色

Middle

4,生年月日

Date of birth

日本語」apane記

英語 Eng"血

Y舶r

esent addre郡

E・mail:

月

(m伽1小)

mα1仙

月

筆記力

Wr't1叫

山Y

日

Email:

どちらかに0を付けて下さい I P{eaM cirde

1年 1学期

^eYear one5em郎ter

聴解力

Ⅱ5teof酌宮

会話力

5Pe毛kin豊

左記に自己評価を記入すること

PIEヨ史 m五ke 五鴇lf.司55e5仰印t ofya.1「邑bili訂e工i" th毛 1是ft t.blo

A:優 ExceⅡent

B:良 Good

C:可 Fair

D:不可 Poor



9.学歴 EduC祉ionalbヨCk今round

注:門、学校から始めて、通学したすべての学校を年代順に記入すること欄内にすべて書くことができない場合、別紙に記述L添付すること

Note: List, in chron010旦ical orderi aⅡ 5Chools you att印ded 5tarting 佃th elem印tary 5Cho01

("SPヨN is insufficient, plea蛤己ttきCh 急鵠Nrate 3heet.)

在学期問学校名 学校所在地

N「10d ofAttendanceName ofscho01 Location

小学校

モ1Cme町t亀「y kl.001

中学校

」Ⅱnior Hi写h 5Cト^1

高等学校

Hi旦h 5Ch伽1

大学

C0Ⅱege or

Univ.

大学院等

Graduate

Scho01

and other

.

Im伽、t川

*大学・大学院については、所属学部、学科、専攻等を記入してください

For c0Ⅱe旦eluniver5ity or Graduate scho01, plea5e 5tate yourfaculty, department and major.

{Yea"

,

Im011th)

Iy卑ヨr)

t0

,

*卒業予定年月(Eゆected Date of Grヨduation month ar

*卒業時の学位に0をつけてください(plea5ecircleyourexpecteddegreewhenyougradUヨte) Bacheιor Master

*小学校から同志キ土留学までの合計教育年数(Totalyea『sofeducationfrom elem印taN5Chooluntilcomin写to D伽hi血a)

ιrnonth}

(ye.0

W舶n

t0

1"a"

修業年限

Re旦Ulated P色riod

Faculty

{mon廿lj

(ma"1th)

.1ケ月以上の留学経験があれぱ、留学先(教育機関名、国・都市名と留学期間を記入してください

Swdy abroad for more than one month {if apPⅡCab1田. please state name ofscho01,10C3tjon and period of5tudy

学校名 学校所在地

Name of scho01 Locatlon

{Yea"

t0

W舶0

ιm011仇)

,

ιmoflth)

{Y舶"

年

ιγeaf51

学位

Degree

t0

(y舶0

Department

.

{m011thl

.

ιma"1thl

{Yeヨ"

年

(Yをヨ佐)

t0

W舶0

冒

{ma"1thl

,

{morlt川

年

(ye.「工1

t0

(YO.rl

{m伽'1thl

'

年

Iye告rsl

Imorlthl

年

1蛇告門)

Faculw

年

ιγモヨ作)

Departm印t

Doctor

留学期問

Nriod of study abr0ヨd

{YN"

年間

year5

.

ιm011th)

{yeヨ"

t0

(Yをヨ0

.

{mon小}

t0

1蛇.n

{monthj

'

゛



10日本語学習経験

学校名

Name of scho01

Expede"ce with japanese language 5tudy

学校所在地

Locati0Π

年t0.

('nof.th) (ma、th){yきヨ" (Y舶"){ye且"

注:現在在学中大学での学晋期問と時間も明記してください Note: ple帯e indude thetotalhou「50f5t11dy up to noW 己tthe uniYe門iw you are currently attending.

志望理由 Yourreasonsforapplying to Doshlsha unive門ity

※必ず出願者本人(手き)が日本語で記入してください(400字以上記入する)*パソコンは用しないでください

Plea記 Write thissection by yourse廿, bY hand (* DO NOTtype) and in Japanese more than 40o letters.

志望理由

在学期問

Period ofAttendance

ιγモヨ『)

,

(m011th)

t0

総学習時問

1ゐtal Hours of 5tudy

年数

Yeals

{yeao

年

1γぞヨ門)

゛

(moilth)



Information for theApplication forthe certlficate of Eli套ibi"ty (C0モ) forthe lmmi套ration
for applyin写 for the coE to the lmmf写ra廿on offi配, plea玲 fiⅡ Out the forms .nd 工Ubm北邑11※ The艶 informatlon ヨnd documents are

requlred docum.nt工.

2.本国における居住地1 出生地

CI &coun ofresidenceCi &COU" ofbirth

3.旅券 Pa5SP0忙

(1)旅券番号

Passport number

4.日本ヘの歴 PreⅥOUSYi5it5toJapan

(1)回数

回Numberoftimes

{3}渡の目的

5.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものも含む)

Crimi"alrecord (in japan or ove喫as)

1訂m邸}

観光、留学、ビジネスなど)

6.配偶者の有無

M己rital status

Emplwmentl

Sch伽1

.

(2)直近の出入国歴

M05t recent vi5it

8.在日親族父、母、配偶者、子、兄弟姉妹など)及び同居者

{day}ιm捌lthjfrorh {y舶"

Your re350n for cofnlng to japan previously (sightsNing,

{2}有効期限

Date of expi「己tion

有無

Married 1 5ingle

続柄

Re1ヨtionship 5tヨtus of Residenc

年

氏名

Iyeヨ『)

Nヨme

月

有(具休的内容:

If Yes(rea50n:

年

日

9.滞在費の支弁方法 Method offundingfo「1Wing expen5e5Whilein」aPヨn

月85000円 JASS0奨学金・同志社奨学金は除く※留学期問中に最低限必要な経費

" rmonth wlthoutJAssosch01急門hl orD仇hlsh急Sch01.門hlMlnimum required funds: At lea弐 8500

ロ(A)本人負担 Selffinanced

注:二の項目にチェックを入れた場合、次の類を添付してくださいノ Note lnthiscase, plea誇attachthef0ⅡWingdocument:

.出願者本人名義の銀行預金残高証明書英語か日本語

Official Bank Account Bヨ1ance statement ofthe app(icant nn En套11工h or Japane")

(rnon小)

7日本ヘの同伴者の有無

ムCcompanying person(forexample, M「田 to 」ヨPヨn,廿ヨny

^

F己mi{y in Japan {father, motheri 5POU跨, son, daU号hteri brother5,5iste「50r others}

勤務先・通学先

Iyear)t0

5tudyin旦, business,.}

生年月日

Date of Blrth

月

・いいえ

I NO

・し、いえ

I NO

年 月

国籍

Nヨtionヨ1ity

(mon小)

ロ(B}口奨学金又は口学生口ーン 5Cholar5hiD or studentloan {plea記Cirdeoneofthem)

日

ιdき"

注1:この項目にチェックを入れた場合、次の類を添付してください

Notel:1n 小is case, plea詫 a杜ach the f0ⅡOMn宮 nt:

.奨学金又は学生口ーン受給証明(英語か日本語X奨学金受給者名、支給月額、支給期間、奨学金又は学生口ーン支給機関が明記されたもの

Document proYing the grヨnt of the scholarship or5tudent1伽n (in 区n宮li3h or Japane誇)

The document mustshow the name ofthe recipient, the monthly amount, the period 3nd the source ofthe sch013門hip orstudentloan.

同居予定

R郎idi"g Mth the

ムPP{iCヨnt

はい

Ye5

はい

Yes

はい

Yes

はい

Yes

・いいえ

I NO

・いいえ

I NO

在留資格

有

Yes

.

Place of

無
0

無
0



注ユJASS0奨学金の受給者は、在留資格認定証明書申請前に結果がでませんので、経費支弁として使用Lないでください

Noteユ: DO NOTconsiι抱「」Asso schola「5hip a5 yourfinancialsupport becaU犯「edpien60fthe 5Chola門hiP ヨre not selected before

app{ying forthe ce此ificate of Eligibility to the lmmigrati伽 0仟ice.

ロ(C)外国からの送金艇mittance 「rom 0Ⅱtside 」ヨPヨn (ex. Family manber acting as a fin3ncialsupporter l gUヨranto"

ロ(D)外国からの携行 Car剛ngcastlfrom abroad

ロ{日在日経費支弁者負担 G山r即tori"J叩an

注:C、 D、 Eの項目にチェックを入れた合、次の項目に回答し、以下に示された必要類を添付してください

Note:1f uch0誇 C D or E lea記fi11inthef0110win fieldS田ld己tt己Chther uireddocument事.

0)経費支弁者 Financia15UPP0比er

氏名

Name

電話番号住所

Te{ephone NO.AddreS5

電話番号職業と勤務先(会社名)の名称

Telephone NO.OCCU "onand N邑medcorn n

年収

Annualincorne 円

(2)出願者との関係 Relationshipwi伽appucant

口父 Fathe『口萎父 Fosterfather 口母Mother 口養母F伽termother

口夫HU5band 口妻 Wife 口祖父 Grandfather 口祖母 Grandmother ロモの他 other{

①経費支弁書(所定用紙)

Pヨyment" fiⅡed out by 廿le financialsupp0代erPre5Cribed form for " statement of

②経費支弁者名義の銀行預金残高証明書(英語か日本語)

Bank Account Balance statement of the financia15Upporter (in En写li工h or jaP邑ne誇)

③経費支弁者の在職証明・年収証明(英語か日本語)(勤務先等の機関が発行した正式類を提出する事)

三X. ce代ifiCヨte of Ernployment ヨnd Yearly lncorne oftんe "nancialsupp0代er (in En宮11Sh or JaP邑ne$e)i55Ued by the fi"ancia15' company.

Othe門

1、保証人

氏名

Nヨme

住所

ムddress

電話番号・FAX番号

Telephone & Fax no.

勤務先住所

0仟ice addre5S

C馴、taC6 Per50n re5Pon5ible forthe 己PP(icant (AⅡ applicants need t0 州1・in)

出願者との関係

Relationship Mth the apPⅡCant

Eメール

Ema札 addre5S

2日本在住連絡人(もしあれぱ) contactpersonresidinヨin」己Nn,if3ny

氏名

Nヨme

住所

MdreS5

電話番号・凧X番号

Telephone & Fax no.

勤務先住所

0仟ice address

5

上記の通り相違ありません

日付

Date

Eメール

E・mail add『eS5

I ce此ify that the information 号iven in this application is true and correct to the be5t of my knowledge.

出願者名

S1写na加re d 己PPHcant

出願者との関係

鼬la廿on5hip Mth 廿le applicant



Check List (plea記 read carefUⅡyand 部ther atlrequired document5 according to the check uSり
注.すぺての願と提出書類は日本語か英語によってされたものに限ります。日本語と英語以外の合は自ら翻訳したものではなく、正式な翻訳であ

る事を証明する書類を、原本と共に提出する必要があります。自ら翻訳したものは受け付けません。

Note: A肌 documonts and forms n舶d to be w"tt.n i" JaDane跨 or 区n臭lish.1fthe doo.1m印ts are written in 急nother1己n宮U急写e, pleヨ沌 Submltthe

ent5 W仕h a cerufled offldヨ1廿急n工1急tlon.0"写in己1

口同志社大学日本語・日本文化教育センター入学願

APPⅡCation forAdmiS5ion a5 Exchヨnge student to the Nichibun program

口在籍大学の教員からの推薦状

Official Letter of Recommendation (academic referenC田 from a faculty member of the apPⅡCant's horne institution

口在籍大学の成績証明

OfficiaL tran5C『ipt of grade5 from e己Ch attended ye討 at the hor"e institution

口日本語能力認定(所定用紙)

PrescriMd form for" pro"clency ln Japanese"

口顔写真(4CmX3Cm、正面、脱帽、背無地のもの1 裏に名前を記入してください。) 3枚

丁hree identicalc010r photograph$(4Cm X 3Cm size, fU11front face, Mthout hat / please write your name on the back)

注:4CmX3Cm 以外のサイズは受け付けません(Note: photosin othersizescannotbe acce teの

注:デジタル写真やスナップ写真は受け付けません。(Note: Digitalphotos orsnapshots are notacceptabte)
注:普通用紙(コピー用紙)等に印刷された写真は受け付けません。

{Note: pnnted on a regular paperis not acceptab(e. only ヨCtua1 田 PhotoS ヨre acceptabte.)

ロパスボートのコヒー Copyoftheapplicant'spassp0代
注)韓国籍の方は、住民票や戸籍登録等で姓名・氏名が漢字でかれている類を提出して下さい。

Note for Korean students) Family regi$ter or other official document showing the student's narne in chine$e character5 {Kanj"

.経費支弁関係類

Documeηts related to fundin号

女出願者は低月額85000円(例.セメスターの留学の場合は51万円以上)の留学資金を示す必要があります。

APPⅡCants need to pr0Ⅵde a document shoMng sufficient funds of at least 85,oooyen per month for whole period of your
Study in jaPヨn.(ex. The documents should show at least 510,oooyen if students apply for one seTne5ter.)

<本人が経費を支弁する場合>

In C己Se the aP臥icant is supplying the funds hirn・/her$elf

口銀行預金残高証明書(出願者本人名義のものX英語か日本語)

Bank Account Ba1己nce statement of the apPⅡCant (in EngⅡ5h or Japane5e)

<奨学金又は学生口ーンによって経費を支弁する場合>

In case the apPⅡCant supPⅡes the funds throU旦h ヨ Scho{ヨrship or student l0ヨn.

口奨学金又は学生口ーン受給証明(英語か日本語)

Document pr0Ⅵn号 the 套rant of the sch01己r5hip or student loan {in Eng【ish orJapane5田

<親族等が経費を支弁する場合>

In case a relative of the apPⅡCant, etc.,5Upplies the expen誇S by sending money

口経費支弁(所定用紙)

Prescribed form for " statement of ExpenseS ぬyment" fi11ed out by the fin己ndaisupporter

口銀行預金残高証明書(経費支弁者の名義のものX英語か日本語)

Of打Ciヨ1 Bヨnk Account Baιance statement of the "nヨnciヨ1Supporter (in EngⅡSh or Japanese)

口在職証明・年収証明書(英語か日本語)

Certificate of Employment and Yearly lncome of the financia15Upporter (in En昇lish or Japane史)

必要書類がすべて揃っていることを確認してから現在の大学の担当部に提出してください。

Plea" make sure to include aⅡ nece郭ary documents and submit your application to the lnternational center at your home

University.



Apptication Dead"ne

下記の提出期問までに同志社大学国際センター留学生課に到着するよう送付してください。

注:期限を過ぎてから到した場合は受け付けません。

The completed apPⅡCation form and a肌 accompanyin旦 documents need to arrive in 0仟Ice of lnternヨtional students by the below
deadⅡne.

Note: The lication form and the document5 arrive afterthe dead"ne is unヨCce 始ble.

介2012年春学期(4月)入学

女2012 Spnng 仏P"り[ntⅣ

Please note:

*ビザ申請のための在留資格認定証明書について

同志社大学が出願者本人にかわって入国管理局に在留資格認定証明の申請を行います入国管理局より証明が交付さ

れ次第、大学担当者のもとヘ送付します。

Certifint自 of E"套ibiⅡty for a status of Residence:

Doshisha unive門詫y aP臥ies for the ce代ifiC己te of EL地ib札ity (COE) on the apPⅡCant's behalf to the lmm信ration. As soon as coE is

issued by the lmmigration,it is sent to the apPⅡCant's horne univer5ity.

2011年11月11日

November 11,2011

*交換留学生は、原則として日本語・日本文化教育センターへ受け入れられます。出願前に以下の点に注意してください。

Exchange 5tudent5 are 丑Ccepted aS 5tudent50f the center for Japanese Language and culture (CJLC). prior to the apPⅡCation,

Please note the f0110剛ng:

日二・日文化教センターは入門期の教育は行っていません出段で、少なくとも1年以上日本語を学習している

学生が対象です。

ム2012年秋学期(9月)入学

女2011 FaⅡ(septembe" EntⅣ

The center doe5 not 0仟er be 'nners leve【 courses. students need to have 5tudled ja

Oftheira lication.

交換留学生は日本語・日本文化教育センターでの日本語プレースメントテストでよい成績をおさめ、日本語で開講されてい

る科目を受けることができるレベルにあるとみなされた場合は、各学部・研究科で開講されている科目を修することができ

ます。ただし、日本語の学習段階により、履修できる科目は異なります。演習科目、他学部生修不可の科目は履修でき

ません。

Students who $how a good command of Japanese language atthe p【acementtest M11 be aⅡOwed to take courses at Doshisha'5

Undergraduate and graduate 5Chools,5tudying togethe『 in class Mth regular japanese students. The undergrヨduate and

graduate courses that can be taken depend on the student'S Japanese leveι. Howeverシ they are precluded from enr01Ⅱng in

Serninar C1ヨSses and speciヨ{ized subjects that are only open to students of that faculty

ar at the time

2012年3月31日

^rch 31,2012

Contact lnformatlon

Keiko lzukura (MS.)

^na旦er

Sectlon for lnternational students

0仟Ice of lntemationヨ1Students

Intemationalcenter

D05hisha unive作ity
TEL:+81-75-251・3257 / F厶X:+81-75・251-3123 / E・mail:'i・0IS@ma1ι.doshlsh己.ac.

MaiⅡng Addre郭:1madegawa・dori, Kヨrasum己・h地a5hi・iru, Kam地yo・ku, Kyot0602-8580, JAPAN

nese for at least for one

KimikaMon (MS、

ム55i5tant progrヨm coordinator


