
国　籍

nationality

氏　名

name

性　別

sex

　生年月日

date of brith

続　柄

relation

就学時間数

regulated period

就学時間数

regulated period

大学本科

University

中学校

Junior High School

高等学校

Senior High School

出生地

place of birth

If you have other records on your personal history , please list them all on any attached paper.

4. 職歴　occupation career

勤務先名

name of company

職　業

occupation

所在地(詳細）

detail address

在職期間

period of employment

※その他経歴の補足説明が必要な場合は、別紙（書式を問わず）に記載し添付してください。

5. 在日歴　previous stay in japan 

入国年月日

date of entry

出国年月日

date of out

在留資格

status of residence

在留目的

purpose of visit

 来日回数

times of visit

卒業年月日

date of graduation

小学校

Elementary School

大学専科

Specialized College

履 歴 書
Personal history

1. 申請人　applicant

家族　family (家族全員分 All family members )

氏　名

name

生年月日

date of birth

職　業

occupation

住所（詳細）

detail address

　本国住所

　home address

　配偶者の有無

　marital status

配偶者氏名

name of spouse

(下記の□を選択してください。Please check below □.)

※両親　parents :

2. 学歴　education history（初等教育〈小学校〉から順次最終学歴まで）

学校名

name of school

所在地(詳細）

detail address

入学年月日

date of admission

卒業年月日

date of graduation

３. 日本語学歴　education record of Japanese language 

学校名

name of school

所在地(詳細）

detail address

入学年月日

date of admission

実父 Father 実母 Mother 養父 Stepfather 養母 Stepmother

無 single / 有 married

男 male / 女 female

東京国際交流学院

Tokyo International Exchange College



6. 旅券　passport 

旅券番号

passport No.

発効日

Issue date

有効期限

expiration date

具体的内容

details

~

作成年月日：

year month date

本人署名：

signnature of applicant

     以上のことはすべて真実であり、私が直筆したものです。

     Here by declare the above statement is true and autograph

希望先学校名

preparatory name of school

(※進学希望者は、学校名、学科名を必ず記入 You have to write the name of the school and the course )

希望学科

major course subject

8.  就学理由 purpose of study 

10. 卒業後の予定　plan after graduation

9.  当校学習予定期間　Intended length of study at our school

03月 month

７．犯罪歴(日本国外におけるものも含む。）Criminal record (in japan or overseas)

無 No / 有 Yes

進学 enter a school of higher graduation 

大学院 Graduate school 大学 University 短期大学 Junior College 専門学校 Specialized College

帰国 return to one's country

その他 others

東京国際交流学院

Tokyo International Exchange College


