
A

該当する□欄にチェックしてください。写真を1枚貼付してください。

□郡山情報ビジネス専門学校

□国際アート＆デザイン専門学校

□専門学校　国際情報工科大学校

□国際メディカルテクノロジー専門学校

□国際ビューティ・ファッション専門学校

1.国　籍
Nationality

2.氏名(英字) (日本語)
Name Family Middle Given Name in Japanese

3.性　別 □男　　□女 4.生年月日 年　　月　　日
Sex Male    Female Date of birth  Year     Month

5.出生地 6.配偶者の有無 □無　　□有
Place of birth Marital status Single    Married

7.職業
Occupation

8.日本の住所 TEL
Address in Japan

9.本国の住所 TEL
Home address

携帯番号 E-mail
Mobile phone No.

10.旅券 (1)番号 (2)有効期限 　年　　月　　日
Passport    Number Date of expiration Year     Month   Day

11.現在の在留資格 12.在留期限 　年　　月　　日
Present visa status Date of expiration Year     Month   Day

13．在留カード番号
resident card No.

14.在留資格認定証明書番号
Certificate of eligibility No.

15.査証申請予定地
Intended place to apply for visa

16.過去の出入国歴 □無　□有(回数　　回　　直近の出入国歴　　年　月　日～　　年　月　日)
Past entry into/departure from Japan

17.在日家族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者　□無　□有
Family in Japan or co-residents

18.家族関係
Family relationship

□無 □有

国籍
Nationality

勤務先・通学先
Place of enployment/school

□無 □有

Application for admission

Day

国籍
Nationality

勤務先・通学先
Place of enployment/school

電話番号
TEL No.

受験番号

受付日 　/　　 /

続柄
Relationship

氏名
Name

生年月日
Date of birth

□無 □有

□無 □有

志
望
学
科

科

ＦＳＧ　入　学　願　書

写真貼付

カラー撮影
正面上半身　脱帽
3ヶ月以内に撮影

4cm×3cm

写真の裏面に
氏名・国籍・生年月日を

記入の上、貼付

志
望
学
校

続柄
Relationship

氏名
Name

生年月日
Date of birth

同居予定
Residing with applicant

在留資格
Status of visa



A

19.修学年数(小学校～最終学歴) 年
Total period of education(from elementary school to last institution of education) Years

20.最終学歴(または在学中の学校)
Education(last school or institution) or present school

(1)学校名
Name of school

(2)学校種別 □大学院(博士) □大学院(修士) □大学 □短期大学 □専門学校
School type Doctor Master University Junior College Technical/

Vocational college

□高等学校 □その他
Senior high school Others

(3)在籍状況 □卒業 □在学中 □休学中 □中退
Registered enrollment Graduated in school Temporary absence Withdrawal

(4)卒業または卒業見込年月日 年　　　月　　　日
Date of graduation or expected graduation Year    Month  Day

21.学費および滞在費の支弁方法など
Method of paying school and staying expenses 

(1)学費支払方法および月平均支弁額
Method of paying school expenses and an amount of money per month (average)

□本人負担 円 □外国からの送金 円
Self Remittance from abroad

□外国からの携行 円 携行者 携行時期
Carrying from abroad who when

□在日経費支弁者負担 円
Financial supporter in Japan

□奨学金 円 支給機関
Scholarship Supplied organization

(2)経費支弁者
Supporter

①氏名 ②本人との関係
Name Relationship with the applicant

③住所 TEL
Address

④職業(勤務先の名称) TEL
Occupation(Name of company)

⑤年収 円
Annual income

22.卒業後の予定
Intended plans after graduation

□日本での進学 □日本での就職 □帰国 □その他
Proceed to school in Japan Employment in Japan Return to the country others

上記の内容は、私 が直筆したものであり、
Applicant's name

相違ないことを誓います。

I hereby declare the above statements are true and correct,
also I wrote these by myself.

年 月 日

署名
Signature of applicant

㊞

Year Month Day



1.国　籍

2.氏　名 (英字) (日本語)

3.性　別 □男　　□女

4.生年月日 年　　月　　日

5.配偶者の有無 □無　　□有 配偶者氏名

6.現住所 TEL

7.学　歴 ※小学校から書いてください

8.職　歴

9.日本語学習歴

10.日本への出入国歴

以上の記載内容は事実と相違ありません。

年 月 日

署名
Signature of applicant

履　歴　書

修学期間 学校名 所在地 電話番号

　　年　月～　　　年　月

　　年　月～　　　年　月

　　年　月～　　　年　月

　　年　月～　　　年　月

勤務先 職種 所在地

　　年　月～　　　年　月

電話番号
　　年　月～　　　年　月

勤務期間

　　年　月～　　　年　月

学習期間 学校名 所在地 電話番号

　　年　月～　　　年　月

入国年月日　　　　出国年月日 在留資格 在留期間 入国目的

　　年　月～　　　年　月

　　　年　　月　　日 ～ 　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日 ～ 　　年　　月　　日

Year Month Day

㊞

　　　年　　月　　日 ～ 　　年　　月　　日



日本で勉強する目的(なぜ日本の専門学校に進学するのか、なぜその学科を選択するのか、
卒業後どのような仕事がしたいか)を日本語で具体的に、丁寧に記入してください。

年 月 日

出願者氏名 署名
Signature of applicant

㊞

留　学　理　由　書

Year Month Day



※該当する□欄にチェックしてください。

□ 郡山情報ビジネス専門学校

□ 国際アート＆デザイン専門学校

□ 専門学校　国際情報工科大学校

□ 国際メディカルテクノロジー専門学校

□ 国際ビューティ・ファッション専門学校

　私は、今回貴校への入学を許可されました上は、次の事項を守り、貴校の留学生と
しての責務を果たすことを誓約いたします。

１．建学の精神に則り、学則を遵守すること

２．留学の目的をよく理解し、学業に専念すること

３．貴校の運営及び授業等に支障を来たすような行為をしないこと

４．学資、その他在学期間中の私自身に関わる一切の責任を、保護者及び
 身元保証人において負うこと

この制約に反した場合には、学則に定められた処置を受けても異議ありません。

年 月 日

出願者氏名 署名
Signature of applicant

保証人氏名 署名
Signature of guarantor

㊞

Year Month Day

㊞

誓　約　書

学　　校　　長 殿

記



※該当する□欄にチェックしてください。

□ 郡山情報ビジネス専門学校

□ 国際アート＆デザイン専門学校

□ 専門学校　国際情報工科大学校

□ 国際メディカルテクノロジー専門学校

□ 国際ビューティ・ファッション専門学校

学生氏名

学生国籍

生年月日 年 月 日

　私は、上記の者が貴校の留学生として日本に在学中、責任を持って下記事項を
保証いたします。

１．本人が学業に専念するよう監督すること

２．本人が学費、生活費および帰国旅費を支払えない場合の負担

３．本人の事故、病気および緊急時における経済的援助

４．本人が日本国法令上関係するあらゆる場合の身元引き受け

【身元保証人】※身元保証人本人が記入してください。

記入日 年 月 日

身　元　保　証　書

学　　校　　長 殿

記

電話番号

氏名 ㊞

現住所

〒

電話番号

保証人が外国籍の場合の在留資格・期限

在留資格 在留期限

本人との関係

勤務先

〒



年 月 日

※該当する□欄にチェックしてください。

□ 郡山情報ビジネス専門学校

□ 国際アート＆デザイン専門学校

□ 専門学校　国際情報工科大学校

□ 国際メディカルテクノロジー専門学校

□ 国際ビューティ・ファッション専門学校

日本語学校名

学　校　長

下記の学生は貴校の推薦基準を満たし、進学に適する者と認め、推薦いたします。

【推 薦 基 準】

※「日本語学校推薦書」を提出される方は選考料が免除となります。

日 本 語 学 校 推 薦 書

学　　校　　長 殿

記

志望学科 科

次の①～③の条件を全て満たす者

①「日本語能力試験」N2以上に合格した者、
　 または「日本留学試験」の日本語科目200点以上取得した者、
　 または「BJTビジネス日本語能力テスト」で400点以上取得した者。

②法務省告示を受けた日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けた者。

③上記日本語教育機関在籍期間において、出席率が90%以上の者。

出願者名 生年月日 年　　月　　日



※該当する□欄にチェックしてください。

□ 郡山情報ビジネス専門学校

□ 国際アート＆デザイン専門学校

□ 専門学校　国際情報工科大学校

□ 国際メディカルテクノロジー専門学校

□ 国際ビューティ・ファッション専門学校

　貴校の「ふくしま特待生制度」の適用を受けたく申請いたします。

・法務省告示を受けた日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けている

・日本語能力試験(JLPT)N2若しくは2級以上に合格している

・日本留学試験(EJU)の日本語科目で合計200点以上である

・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上である

太線枠内のみ記入してください。

※この申込書は、出願書類と一緒に提出してください。

ふくしま特待生制度申込書

学　　校　　長 殿

志望学科

氏　名

フリガナ 国籍 性別

卒業(または見込) 西暦　　　　　年　　　月　　　日

生年月日 西暦　　　　年　　月　　日 E-mail

日本語能力
(○をつける)

受付日 ／

現住所

電話番号

最終学歴
(または在学中の

学校)

学校名

専攻分野



※該当する□欄にチェックしてください。

□ 郡山情報ビジネス専門学校

□ 国際アート＆デザイン専門学校

□ 専門学校　国際情報工科大学校

□ 国際メディカルテクノロジー専門学校

□ 国際ビューティ・ファッション専門学校

　貴校の「ＦＳＧ留学生特別奨学金」の適用を受けたく申請いたします。

・法務省告示を受けた日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けている

・日本語能力試験(JLPT)N2若しくは2級以上に合格している

・日本留学試験(EJU)の日本語科目で合計200点以上である

・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上である

太線枠内のみ記入してください。

※この申込書は、出願書類と一緒に提出してください。

ＦＳＧ留学生特別奨学金申込書

学　　校　　長 殿

志望学科

氏　名

フリガナ 国籍 性別

卒業(または見込) 西暦　　　　　年　　　月　　　日

生年月日 西暦　　　　年　　月　　日 E-mail

日本語能力
(○をつける)

受付日 ／

現住所

電話番号

最終学歴
(または在学中の

学校)

学校名

専攻分野



※該当する□欄にチェックしてください。

□ 郡山情報ビジネス専門学校 国籍

□ 国際アート＆デザイン専門学校 Nationality

□ 専門学校　国際情報工科大学校

□ 国際メディカルテクノロジー専門学校 氏名

□ 国際ビューティ・ファッション専門学校 Name

生年月日 年　　月　　日　(□男　□女)
Date of birth Male Female

私は、この度上記の者が日本国へ入国した場合及び在留中の経費支弁者になりましたので、
下記のとおり経費支弁の引受け経緯と経費支弁方法について説明します。

1.経費支弁の引受け経緯(引受け理由と本人との関係について、具体的に記載すること)

2.経費支弁内容

私(経費支弁者) は、上記の者の日本国在留について、下記のとおり経費
支弁することを誓約いたします。また、上記の者が出願時には、送金証明書または本人名義の
預金通帳(送金事実、経費支弁事実が記載されたもの)の写しなどで、経費支弁事実を明らかに
する書類を提出します。

(１)学　費 □毎月 □半年 □年間 円
Yen

(2)生活費 □月額 円
Yen

(3)支弁方法(送金、振込など支弁方法を具体的に書くこと)

年 月 日

経費支弁者氏名 署名
Signature of guarantor

住所 TEL

出願者との関係

Year Month Day

㊞

経　費　支　弁　書

学　　校　　長 殿

記


