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建学の精神

大学の目的

個人情報の取り扱いについて

朝日大学の建学の精神は、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして、人類普遍の人間的知性に富む人間を育
成することにある。

朝日大学は、教育基本法並びに学校教育法の趣旨を尊重してその条項に従い、一般教養及び専門学術の理論並びにその
応用を教育研究し、知的、道徳的教養をもつ有為の人材を育成するとともに、広く知識を世界にもとめ、教育、学術研究の国
際交流を図り、高度の教育目的を達成し、学術、文化の向上と社会の発展に寄与することを目的とする。

■ 概要
本学は、高度情報通信社会における個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、適法
かつ適正に個人情報を取り扱います。

■ 個人情報の定義
個人情報とは、個人情報の保護に関する法律第2条の「個人情報」をいいます。

■ 個人情報の利用
本学では、本学生募集要項に記載の手続きに関しご提供いただいた個人情報は、本学における入学試験の実施、合否
判定、入学手続、入学準備学習、入試動向分析及び入学後の学修指導に利用いたします。
なお、出身の高等学校、専門学校または日本語学校の教員等からの求めに応じてその進学指導の利用に供するため、
志願者、合格者及び入学者の個人情報を提供する場合があります。このことについて、差し支え等がある場合は下記問
い合わせ先までご連絡願います。

■ 入学試験成績の開示
入学試験成績に係わる個人情報については、大学における業務に支障がありますので、原則として開示請求には応じ
られません。

■ 問い合わせ先
　個人情報の取り扱いに係わるお問い合わせについては、下記にお願いいたします。

問い合わせ先　朝日大学　入試広報課
〒501-0296　岐阜県瑞穂市穂積1851

TEL 058-329-1088　FAX 058-329-1089

■ 社会性について
人類共存の理念は、今や地球の資源・環境問題をはじめ高齢化社会に伴う労働問題、先進国の国際経済問題、発展
途上国の社会経済問題など、解決すべき諸問題に直面している。これらの課題と取り組み、人類の繁栄と幸福を推進す
るため、国際性と社会性に富む人間、和を重んずる心豊かな人間を育成する。

■ 創造性について
人類は、科学・技術のめざましい発展により、物質的豊かさを獲得したが、この科学・技術の発展はまた、豊かな人間性
の涵養に資するものでなくてはならない。
先端的科学の進歩と豊かな人間性との調和を図るため人類は創造的英知を発揮する必要がある。
本学は、このため自然科学と人文・社会科学、その他芸術との学際的協力により、専門的かつ総合的な教育・研究活動
を推進する。

■ 人間的知性について
高度な産業化・情報化の社会を迎えて、人間の生活様式も価値観も激変している。このさい科学・技術の健全な発達を
図る反面、技術の独走が警戒される。従って人類普遍の理念としての人間性の発揚を志し、自己を確立し、人権と自由を
尊重する調和ある国際未来社会を建設する必要のため、新しい人間的知性の涵養を企図するものである。
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留学生別科日本語研修課程の目的

募集人員及び出願から入学までの日程

入学区分 4月入学

出願期間 2019年9月30日（金）～ 2019年10月25日（金）(締切日必着）

選考方法 ［国内からの志願者］書類審査、面接〈2019年11月4日（月）〉
［国外からの志願者］書類審査

合格発表 2019年11月15日（金）

2019年12月３日（火）

2020年４月２日（木）

2020年６月５日（金）

2020年6月26日（金）

入学手続締切日

入学式

入学区分 9月入学

出願期間 2020年4月27日（月）～ 2020年5月22日（金）(締切日必着）

選考方法
［国内からの志願者］書類審査、面接〈2020年5月29日（金）〉
［国外からの志願者］書類審査

合格発表

入学手続締切日

入学式 2020年9月19日（土）

出願から入学までの日程

2001年に開設した留学生別科日本語研修課程は、朝日大学の学部・大学院に入学を希望する外国人に対して、日本の
大学教育を受けるのに必要な日本語能力を身につけてもらうことを主な目的としています。
留学生別科日本語研修課程では、必修科目の「日本語」科目はもちろんのこと、「日本事情」科目や「基礎教育」科目など
の選択科目も充実し、日本の文化・社会について理解を深めることにより、日本での生活・コミュニケーションを円滑に進め
られるように指導しています。
留学生別科生を対象とした朝日大学の学部へ進学する推薦入学制度があり、春・秋に実施される入学試験合格を目指し
ます。

募集人員　60名　※ただし、４月入学で優先的に募集を行います。
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出願資格

出願書類

（1）入学志願者本人が用意する書類

【注意】・専門学校、短期大学、大学、大学院、企業等に在籍している者は在学証明書または在職証明書を
提出してください。

・日本への入国歴のある者は、入国目的を具体的に別紙に記載してください。
・卒業後5年以上経過した者は、別紙で留学理由書を添えてください。

書　類 注意事項

1 入学願書【本学所定用紙】 入学志願者本人が自筆で記入してください（写真を必ず貼付してください）。

2 日本語学習歴
【本学所定用紙】

日本語学習機関が発行する日本語学習証明書を添付してください。
日本語能力（日本語能力試験Ｎ5相当以上）を証明できる検定試験の成績
証明書のコピー又は受験票のコピーを添付してください。

3
最終出身学校

（高等学校等の高等教育機関）の
卒業証（明）書（原本）
又は卒業見込み証明書

（中国の入学志願者は、公証書を添付してください）
原本からのコピーであることを証明する公証書およびその日本語訳

4
最終出身学校

（高等学校等の高等教育機関）
の成績証明書

全学年の成績を証明するものおよびその日本語訳
（中国の入学志願者は、公証書を添付してください）

5 健康証明書【本学所定用紙】

6
在留資格認定証明書
交付申請に係る申告票
【本学所定用紙】

入学志願者本人が自筆で記入してください。日本語で記入してください。
この書類を元に、本学が代理申請をしますので、虚偽などのないよう、正確に記入
してください。パスポートをお持ちの方は、その写しを提出してください。

7
入学志願者本人の写真
【5枚】 正面、上半身脱帽で、無背景のもの。裏面に国籍と氏名を記入してください。

出願受付開始日前

※卒業見込みの者は、卒業後、速やかに卒業証書の写しを提出してください。

※卒業見込みの者は、卒業後、速やかに成績証明書を提出してください。

出願手続

出願上の注意
（1）過去に入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行ったことがある場合は、必ず申し出てください。

合格後、日本大使館などで査証を申請する際に、願書の写しを提出するよう求められる場合がありますので、
出願前に必ず全ての書類をコピーし、手許に保管してください。必ず黒か青のインクで記入してください（鉛
筆や消せるボールペンでの記入は不可）。　

（2）出願期間以外は、受付を行いません。
（3）出願書類が不備のものは、受け付けられません。
（4）出願書類について、後日虚偽の事実が発見された場合は、入学を取り消します。
（5）いったん提出された出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。
（6）指定された出願書類以外にもその他必要書類を提出していただく場合があります。
（7）日本国内の他の日本語教育機関での在籍期間が1年を超える場合は出願できません。
（8）日本国内の日本語別科を修了した方は出願できません。
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（1）入学時において18歳以上の者で、外国において学校教育における12年の課程を修了した者（4月入学の場合は
2020年3月31日までに、9月入学の場合は2020年8月31日までに修了見込みの者を含む）又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定した者
※外国における通常の過程が11年の場合は、文部科学省が指定した国及び学校種によっては、この条件を満た
す場合がありますので、別途お問い合わせください。

（2）旅券またはこれに代わる外国公館の交付する証明書をもって日本への入国を許可され、在留資格「留学」が
取得できる者

（3）以下のいずれかの試験結果によって、一定以上の日本語能力を有することを証明できる者（ただし、受験予
定でまだ試験の結果を証明する書類を提出できない場合は、日本語学習時間150時間以上を証明できる者）

　　・日本語能力試験 N５レベル以上　　 ・J-TEST 実用日本語検定 F級以上
　・日本語NAT-TEST ５級以上 ・TOP J 実用日本語運用能力試験 初級A以上

また、願書の出力は両面印刷ではなく、片面ずつ印刷してください。
日本語以外で書かれた書類は全て日本語訳を添付してください。
書類は３カ月以内に発行されたもののみ受付します。
ウェブで証明書をダウンロードした場合は、学校からの承認印をもらい、提出してください。

次の（1）、（２）、（３）の要件のいずれにも該当する者



（3）経費支弁者に用意してもらう書類
① 入学志願者の両親など親族が国外から学費・生活費を送金する場合

※ベトナム及びネパールからの志願者は上記１～６の他に、資金形成過程を説明する書類も必ず提出してくだ
さい。

書　類 注意事項

1 経費支弁書
【本学所定用紙】

2 預金残高証明書

3
在職証明書または
職業証明書

4 給与支払証明書

6 親子関係、親族関係を
証明する書類

②日本在住者が学費・生活費を支弁する場合

支弁者（送金者）本人が自筆で記入してください。

支弁者（送金者）本人名義で、在学中の学費・生活費等を支払うことが可能な残
高がある預金残高証明書の原本を提出してください。中国の場合は、存款証
明の原本と、存単のコピーを提出してください。

「在職証明書」は、会社の所在地、代表者氏名が明記されているものを
提出してください。会社経営者・個人営業者の場合は、「登記簿謄本」ま
たは営業許可書等支弁者（送金者）と会社名が明記されているものの写し
を提出してください。

「出生証明書」「戸籍一覧」など原本からのコピーであることを証明する
公証書およびその日本語訳を提出してください。

過去３年分の支弁者（送金者）本人の個人収入を証明するものを提出してください。

5 納税証明書 過去３年分の支弁者（送金者）本人の納税を証明するものを提出してください。

書　類 注意事項

1
経費支弁書
【本学所定用紙】

支弁者本人が自筆で記入し、署名及び捺印してください。

2

経費支弁者の
年間所得額証明書 次のいずれかの書類を提出してください。

① 市町村県民税証明書 所得金額と扶養親族数が記載されたもの。

② 税務署発行の納税証明書 （その1）と（その2）

（2）保証人に用意してもらう書類

書　類 注意事項

1 誓約書・在学保証書（身元保証書）

【本学所定用紙】 保証人が自筆で記入し、署名および捺印してください。

2

住居証明書 保証人の住居を証明する書類を提出してください
次のいずれかに該当する書類を提出してください。

①保証人が国内に在住する
日本人の場合 「住民票」

②保証人が国内に在住する
外国人の場合 「住民票」及び「在留カード」の両面の写し

③保証人が国外に在住する
者の場合

住所を記載した戸籍謄本
中国の志願者は必ず「居民戸口簿」を全ページコピー（日本語訳も付ける）
して提出してください。

・法務省は、平成9年4月から身元保証人制度を廃止しましたが、本学に対する保証人は従来どおり必要です。
・保証人になれる資格条件は、次のとおりです。

①保証人は原則として父または母とし、入学志願者が朝日大学留学生別科学生として在学中、規則を守らせ、そ
の身元および留学経費一切に関する事項について、責任を負うことのできる者でなければなりません。

②前記①の責務を果たせる者であれば、父母に代わる独立の生計を営む成年者の親族や友人でも構いません。
③保証人は日本に在住しているか否かは問いません。なお、保証人は、経費支弁者を兼ねることができます。



③ 入学志願者本人が学費・生活費を支弁する場合
書　類 注意事項

1 預金残高証明書 入学志願者本人名義で、在学中の学費・生活費等を支払うことが可能な預金
残高証明書を提出してください。

入学志願者個人の収入を証明するものを提出してください。2 給与支払証明書または
納税証明書

3 奨学金の給付に関する
証明書

奨学金を受給している場合は、納付金及び納付期間が記載されたものを提出
してください。

（4）その他
日本入国のために必要な「在留資格認定証明書」の交付申請手続は、本学が合格者に代わって名古屋入国管理局に
対して行いますが、その際に出願書類の中から当該申請に必要な書類を提出しますので、ご了承ください。
なお、「在留資格認定証明書」についての許可は、法務省が行うものであり、不許可となった場合について、大学は責任
を負うことはできません。

入学検定料
20,000円（出願書類がすべて揃いましたら、送金してください。）

（1）日本国内から送金する場合
下記（3）にある指定口座まで、出願期間内に最寄りの金融機関窓口（郵便局を除く）から、振り込んでください。
そして振り込み済みであることが確認できるレシート等を出願書類「健康証明書」の裏面に貼付してください。
なお、振り込みに係る手数料は入学志願者が負担してください。
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（2）日本国外から送金する場合
①入学検定料20,000円（日本円）は、必ず入学志願者名で指定口座に送金してください。

 

なお、送金に係る手数料は入学志願者が負担してください。日本の銀行においても手数料が徴収されますが、
この手数料は本学が負担します。

②取扱銀行の収納印がある振込受付証明書の写しを、出願書類「健康証明書」の裏面に貼付してください。
）。すで要不は出提（。いさだくてし管保に切大で自各、は書明証付受込振③

（3）入学検定料振込指定口座
振 込 先：大垣共立銀行 穂積支店

（  住  所：〒501-0222 岐阜県瑞穂市 別府632-2）
預 金 種 目：普通預金
口 座 番 号：86596
受取人口座名：学校法人　朝日大学
SWIFTコード：OGAKJPJT

（4）いったん納付した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。



合格者は、送付された「入学手続案内書」に従い、次の入学手続締切日までに必要書類の提出および学費・諸納付金を
納付し、入学手続を完了してください。

入学手続

選 考
選考方法
出願書類をもとに選考を行います。なお、日本国内からの志願者については、面接試験を行います。

1

入学手続締切日
4月入学・9月入学ともに、合格者に対して送付する「入学手続案内書」に記載します。

1

合格発表
合否の選考結果の通知は、文書により本人あて（日本語教育機関等がとりまとめて出願している場合は、その機関あ
て）に郵送します。
なお、電話等による問い合わせには一切応じられません。

2

入学手続書類
日本在留許可を確認する次の２つの書類 ……… 各1通

（1）旅券（パスポート）
（2）在留カードの両面の写し

※日本国内からの入学志願者は、入学手続締切日までに必要書類を提出してください。
なお、在留資格の変更、在留期間の更新、住所変更等を必要とする者は、関係機関で必要な手続きを行った後、
あらためて当該書類を提出してください。
日本国外からの入学志願者は、入国後、関係機関で必要な手続きを行い、入学式当日までに必要書類を提出
してください。

2

出願書類の提出先
朝日大学入試広報課

〒501-0296　岐阜県瑞穂市穂積1851
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（1） 送付する場合
①日本国内から送付する場合は、簡易書留郵便にて郵送してください。
②日本国外から送付する場合は、ＥＭＳで送付してください。
※郵送中の事故に関しては、一切の責任を負いません。
※提出した書類のコピーを必ず手元に保管しておいてください。

（2）直接持参する場合
入試広報課窓口に直接持参する場合は、次のとおりです。

平日 9:00～16:00　　土曜日 9:00～12:00
日曜日、祝日は受付しません。

出願方法
出願には、まず、出願書類をすべて揃えてください。次に入学検定料を本学指定口座へ送金し、出願書類を一括同封

（入学志願者が用意する書類、保証人が用意する書類、経費支弁者が用意する書類を取りまとめる）のうえ、郵送
（締切日必着）または入試広報課窓口に持参してください。

5



（1）学費・諸納付金

学期区分 入学学期（4月・9月） 次学期 合　計
納付時期

費　　目 入学手続期間内
（4月入学生）： 9月
（9月入学生）： 4月

-

学　  費
入学金 100,000円 - 100,000円

授業料 225,000円 225,000円 450,000円

諸納付金 学生保障制度維持費 3,500円 - 3,500円

合計 328,500円 225,000円 553,500円

※授業料の中には、教材費（学期につき10,000円程度）は含まれていません。

①「１年コース」

学期区分 入学学期（4月・9月） ２学期 合　計
納付時期

費　　目 入学手続期間内
（4月入学生）： 9月
（9月入学生）： 4月

-

学　  費
入学金 100,000円 - 100,000円

授業料 225,000円 225,000円 675,000円

諸納付金 学生保障制度維持費 3,500円 - 5,250円

合計 328,500円 225,000円

３学期
（4月入学生）： 4月
（9月入学生）： 9月

-

225,000円

1,750円

226,750円 780,250円

※授業料の中には、教材費（学期につき10,000円程度）は含まれていません。

②「１年半コース」

 振り込みに係る手数料は、入学志願者が負担してください。

（2）学費・諸納付金の納付方法
①日本国内から送金する場合
　本学所定の振込用紙に必要事項を記入し、入学手続締切日までに最寄りの金融機関窓口に提出のうえ、振り
込んでください。なお、

②日本国外から送金をする場合
学費・諸納付金（合計328,500円）は、入学手続締切日までに入学志願者名で指定口座へ送金してください。

   なお、送金に係る手数料は入学志願者が負担してください。日本の銀行においても手数料が徴収されますが、
この手数料は本学が負担します。

③学費・諸納付金振込指定口座
振 込 先：大垣共立銀行 穂積支店

（  住 所：〒501-0222 岐阜県瑞穂市 別府632-2）
預 金 種 目：普通預金
口 座 番 号：86596
受取人口座名：学校法人　朝日大学
SWIFTコード：OGAKJPJT

学費・諸納付金3

入学手続上の注意
（1）書類が不備なものは、受け付けられません。

（2）入学手続書類について、後日虚偽の事実が発見された場合は、入学を取り消します。

（3）入学手続が入学手続締切日までに完了しない場合は、本学への入学を辞退したものとして取り扱います。

（4）いったん納付された学費・諸納付金は、在留資格認定書の不交付または出国できない事情による場合を除き一切返
還しません。

（5）入学手続について、何らかの事情により手続が遅れるおそれがある場合は、必ず入学手続期間中に申し出てくださ
い。なお、入学手続締切日以降の申し出はいかなる理由があっても一切受け付けません。

4



。すで要必が」）ザビ（証査「びよお」書明証定認格資留在「、はにめたるす国入に的目を学勉 「査証（ビザ）」取得に必要な
「在留資格認定証明書」の交付手続は、本学が合格者に代わって名古屋入国管理局に対して行います。なお、旅券（パ
スポート）を取得していない入学志願者は、合格通知後、自国の手続に従って旅券（パスポート）を取得してください。
また、すでに日本に入国している者で、在留資格の変更、在留期間の更新、住所変更等を必要とする者は、各自で必要な
手続を行ってください。

出願から入国まで
入学志願者

　出願書類を本学に送付または持参する。

朝日大学 　書類選考して合否を決定し、入学志願者に合否結果を送付する。

　名古屋入国管理局で、合格者の「在留資格認定証明書」の交付申請を行う。

入国管理局

　「在留資格認定証明書」の交付。

朝日大学

　「在留資格認定証明書」及び「入学許可書」を入学志願者に送付する。

入学志願者

　「在留資格認定証明書」と「旅券」を提示して「査証（ビザ）」申請を行う。
在外日本大使館又は

領事館

　「査証（ビザ）」発給。

入学志願者

　「査証を受けた旅券」と「在留資格認定証明書」を提示して上陸申請を行う。

上陸申請

※在留資格・在留期間が決定され、入学志願者が所持する旅券（パスポート）に
　次のとおり和文英文で表示される。必ず「留学」の査証（ビザ）で入国してください。

留学
College Student

【入国期限】
　定期試験の受験資格である出席日数が不足してしまうことから、入国期限を次のようにしています。
　・ 4月入学：4月15日

 

　・ 9月入学：10月15日

在留資格認定証明書による入国手続



生活案内
住居1
朝日大学から徒歩５～20分圏内に大学が借り上げた宿舎（以下、「留学生別科学生寮」）があり、別科生は
入国後、この寮に住みながら様々な学生とともに学ぶことができます。
在学保証書に記載された保証人が日本で生活を営んでいる志願者の親族であり、志願者の同居を認めている場
合に限り、この留学生別科寮以外での生活を認めています。

留学生別科入学学期における学業成績が特に優秀であり、かつ、心身共に健康で人物良好な留学生を対象に奨
学金を支給します。
・朝日大学留学生別科奨学生
　月額50,000円（６ヵ月間）

奨学金2

寮内施設など（全部屋個室）
・机、椅子、ベッド、冷蔵庫、エアコン、トイレ付ユニットバス、カーテン

共用で使用できるもの
・洗濯機

希望すれば入寮までに大学が準備できるもの（有料：5,000円程度）
・布団セット

寮費等
・家賃　20,000～23,000円／月
・光熱費　自己負担

各自で準備するもの
・携帯電話
・wi-fiなどインターネット環境

その他の費用も含めた生活費は１ヵ月あたり70,000～100,000円程度になります。
入寮時には誓約書への署名と、半年分の寮費及び管理費（10,000円）などを納めていただきます。

朝日大学留学生別科日本語研修課程の
年間行事（学年暦）

春季入学式
前学期授業開始

４月

新入生歓迎パーティ

５月

前学期中間試験
学外研修
日本留学試験（※２）

６月

日本語能力試験（※１）
前学期末試験

７月

夏季休業

８月

秋季修了式
秋季入学式
後学期授業開始

９月

朝日祭
新入生歓迎パーティ

※１,２はP10参照

10月

日本留学試験（※２）

11月

後学期中間試験
日本語能力試験（※１）

12月 １月

後学期末試験

２月

春季修了式

３月



保険・医療

日本語能力試験等について

国民健康保険1
日本に３ヵ月以上滞在する外国人は、国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険に加入すると、医療機関などで診療または薬の処方を受けた際、医療費の70％が国民健康保険
によって補助され、一部負担金として医療費の30％を支払うだけで済みます。
さらに、朝日大学の併設医療機関で診療を受け、後日学内で診療費補助の申請すると、医療費還付が受けられ
ます。

朝日大学のキャンパス内に医科歯科医療センターがあり、国民健康保険が適用される保険診療であれば後日申
請すれば自己負担分の全額が還付されます。保険適用外の診療であっても、自己負担額の半額が還付されま
す。
留学生を含む朝日大学の学生が診療費補助制度の対象となる朝日大学の併設医療機関は以下の３機関です。
・朝日大学医科歯科医療センター
・朝日大学病院
・PDI岐阜歯科診療所

留学生別科入学後、日本語能力についての学修成果を確かめるため、試験を受けます。

●日本語能力試験（※１）
　７月と12月に受験します。検定料は5,500円（2019年７月現在）が別途必要です。
●日本留学試験（※２）
　６月と12月に受験します。検定料は日本語科目１科目7,560円、２科目以上14,040円（2019年７月現在）が別途必
　要です。

診療費補助制度（朝日大学独自の制度です）2



Final school of graduate (high school or higher 

Final school of graduate (high school or higher 

Final school of graduate (high school or 

Final school of graduate (high school or higher educational institution, etc.)

Final school of graduate (high school or higher 

Final school of graduate (high school or 

educational institution, etc.)

higher educational institution, etc.)

and Copy of Passport and ID

educational institution, etc.)

higher educational institution, etc.)

check

Note: Submit an academic transcript from the university the applicant graduated from, 
or an academic transcript that states when you are expected to graduate.

educational institution, etc.)

A Copy of a Japanese capability of at least JLPT N5 (150 hours of Japanese
learning time)



Pledge and Letter of Guarantee (Letter of Guarantee of student registration)

Family Registration

(The original of certificate of deposit and duplicate of 

A copy of resident card (two sides)
在留カードの両面の写し

Resident Card
住民票

の原本（中国の場合は存款証明（原本）及び存単（コピー））

（出生証明書、戸籍一覧）

the receipt need to be submitted for China’s admission application.)

(Birth Certificate and Family Registration)



志願者情報

氏名

（自国語）
In Your Own Language

Given NameFamily Name

Given NameFamily Name

国籍・地域
Nationality/Region

生年月日
Date of Birth

年
(Year)

住所 Address：
TEL： E-mail：

月
(Month)

日生
(Day)

才
(Age)

出生地
Place of birth

現住所
Present Address

氏名
Name

氏名
(Name)

続柄
(Relationship)

父
(Father)
母

(Mother)

年齢
(Age)

職業
(Occupaiton)

住所
(Address)

現住所
Present Address

電話番号
Telephone Number

職　業
Occupation

本人との関係
Relationship

入学希望時期
Entrance Term

入学希望コース
Entrance Course

学生寮
Student domitory

（ローマ字）
In Roman Block Capitals

Name

性別
Sex

配偶者の有無
Marital Status

□  男  Male
□  女  Female

□  ４月  April
□  ９月  September

□  1年  　One-year
□  1年半  One-year and a half

□  希望する  　Yes
□  希望しない  No

□  未婚  Single
□  既婚  Married

Applicant information

緊急の際の母国の連絡先
Person to be notified in applicant’s home country, in case of emergency

家庭状況
Family Background

※不備書類等の連絡先、通知文書を送付の際の連絡先となりますので、正確に記入してください。
※Fill out accurately, we will contact you at the address or numbers given above when necessary.

（　　）



Year and Month of
Entering and Leaving

入学及び卒業年月
Diploma
or Degree

学位在籍状況正規の修学年数

Name of the School Enrollment status

①小学校

学校名 (Name) □卒業 (Graduated)
□在学中 (In school)
□中退 (Withdrawal)
□休学中 (Temporary absence)
□卒業予定 (Expected to graduate)

入学 (From)
Year       Month

卒業 (To)
Year       Month

□卒業 (Graduated)
□在学中 (In school)
□中退 (Withdrawal)
□休学中 (Temporary absence)
□卒業予定 (Expected to graduate)

入学 (From)
Year       Month

卒業 (To)
Year       Month

□卒業 (Graduated)
□在学中 (In school)
□中退 (Withdrawal)
□休学中 (Temporary absence)
□卒業予定 (Expected to graduate)

入学 (From)
Year       Month

卒業 (To)
Year       Month

□卒業 (Graduated)
□在学中 (In school)
□中退 (Withdrawal)
□休学中 (Temporary absence)
□卒業予定 (Expected to graduate)

入学 (From)
Year       Month

卒業 (To)
Year       Month

□卒業 (Graduated)
□在学中 (In school)
□中退 (Withdrawal)
□休学中 (Temporary absence)
□卒業予定 (Expected to graduate)

入学 (From)
Year       Month

卒業 (To)
Year       Month

□卒業 (Graduated)
□在学中 (In school)
□中退 (Withdrawal)
□休学中 (Temporary absence)
□卒業予定 (Expected to graduate)

入学 (From)
Year       Month

卒業 (To)
Year       Month

□卒業 (Graduated)
□在学中 (In school)
□中退 (Withdrawal)
□休学中 (Temporary absence)
□卒業予定 (Expected to graduate)

入学 (From)
Year       Month

卒業 (To)
Year       Month

□卒業 (Graduated)
□在学中 (In school)
□中退 (Withdrawal)
□休学中 (Temporary absence)
□卒業予定 (Expected to graduate)

入学 (From)
Year       Month

卒業 (To)
Year       Month

年
(yrs)

年
(yrs)

年
(yrs)

年
(yrs)

年
(yrs)

年
(yrs)

年
(yrs)

年
(yrs)

年
(yrs)

所在地 (Location)

学校名 (Name)

所在地 (Location)

学校名 (Name)

所在地 (Location)

学校名 (Name)

所在地 (Location)

学校名 (Name)

所在地 (Location)

学校名 (Name)

所在地 (Location)

学校名 (Name)

所在地 (Location)

学校名 (Name)

所在地 (Location)

Elementary
School

②中学校
Junior high
School

③高等学校
Senior high
School

⑤大学院
Graduate
School

⑥その他
Other

Institution

日本語学習機関等

Japanese
Language

Schools etc.

以上を通算した全学校教育修学年数
(Total of the schooling years mentioned above)

④大学
University

Officially Required
Years of Schooling

Educational Background

Please attach a separate sheet if you need additional space.※
※上欄に書ききれない場合には、適当な用紙に記入して貼付すること。



Employment Record

From

To

From

To

From

To

(Name and Address of Organization) (Period of Employment) (Type of Work)

開始
Date of Entry (date)

(date)
終了又は終了予定

Duty to be completed on or about

その他
Others

Military Service

Why did you decide to study Japanese at Asahi University Japanese Language and Culture Course?
Please make an entry of your studying abroad purpose definitely

大学
College or University

大学院
Graduated School

その他の進路
Others

7. あなたはどうして朝日大学留学生別科で日本語を勉強しようと思いましたか。 留学目的を明確に記入してください。

Next stage of your education after the course, (if any)

I hereby declare, upon my honor, the above is true and correct statement.

8. 留学生別科修了後の進路希望先について

上記の通り相違ありません。

Date of Application：
日付：

Applicant’s Name：
氏名：

Applicant’s Signature：
署名：





＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

All items below must be completed by your Japanese language teacher.
The teacher must acknowledge that this form is critical for us to determine your Japanese language proficiency. 
You make sure to assess and complete it accurately and properly.

Total hours and period the applicant is educated

ge proficiency:

※Please attach documentary evidence issued by the Japanese language educational institute, for example a certificate 
   for completing and an academic transcript.

Phone Number

Date

Fax Number

Signature

Excellent PoorVery Good Good Fair

hours year month year month

Ask your Japanese-language teacher to complete this form, and attach it to your application.

Japanese Learning Background

Name (Family Name) (Given Name)

日本語教育に携わる教員に作成を依頼し、願書に同封してください。

志願者氏名をアルファベットで記入してください。

以下は指導教員が記入してください。

この書類は、志願者の言語能力を示す重要な書類です。志願者の言語能力を正確かつ厳密に査定し、ご記入下さい。

時間

※日本語教育機関の修了証明書、成績証明書等を添付してください。

（1）極めて優れている

〈Teacher to be notified〉 
〈日本語能力認定者について〉

電話番号

日　　付

Name of the test Attained level or score
試験名

日本語能力を証明する試験
Proof based on a Japanese language test

級又は点数

F  A  X

署　　名

（5）劣る（2）優れている （3）良い （4）平均的

日本語能力について、該当する評価を○で囲んでください。

年 月 年 月

〈出願時における日本語の総授業時間数及び日本語教育を受けた期間〉

～

氏名

印

applicant's

applicant's

seal

School name where the applicant was educated Location

Japanese language teacher Occupation (position)指導教員氏名

志願者が日本語教育を受けた学校名 所在地

職業（身分）





Pulse Rate /min

Eye Sight
Right
Left

Right

Measurements

Present Address

Date of Examination

Nationality

Name of Applicant

(Family Name) (Given Name)

Date of Birth AgeSex

Left

Without Glasses Correction

Height Weight

Color Blindness Hearing

Blood Pressure m/Hg～

cm

m/Hg

kg

/min

Chest X-ray Date

If there is any need for further and/or follow-up observation and/or treatment, specify.

General state of physical condition (Circle the appropriate one)

Date

Findings

Protein

Microscopic

Occult Blood Glucose

Urinalysis

PoorFairGoodExcellent

If there is any significant matter in family medical history, specify.

Signature of Physician

Name (Type or Print)

Name and Address of Medical Facility

Remarks

Date of Report

HEALTH CERTIFICATE

身長 体重

視力 裸眼 矯正 色覚異常の有無 聴力

脈拍数 血圧

胸部X線検査 施行日

蛋白質

検尿 施行日

所見

鏡検所見

血尿 ブドウ糖

今後引き続き又はさらに精密な検査あるいは治療を必要とする場合は必要事項を記入すること。

総括的健康状態（◯印をつけること）

家族病歴に特記すべき事項があれば記入すること。

医師署名

医師名（タイプ又は活字体）

備考

医療機関名及び所在地

診断日

不良可良優





（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　）

Declaration Note for Authorization of Resident Eligibility Grant Application

Family NameName Given Name

Intended place to apply for visa

year/month/day ～ year/month/day
年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日

According to the form, the university will apply for Authorization of Resident Eligibility to Nagoya 
Regional Immigration Bureau on behalf of the student. Complete it correctly without any errors. 

この書類を元に、名古屋入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。虚偽のないよう、記入してください。

1. 姓氏名 名

2. 査証申請予定地

Have you previously
entered Japan?

3. 日本への過去の出入国歴
Number of times：
回数：

most recently：
直近の出入国歴：

回

10. 

●

●強制退去又は出国命令による出国の有無
Do you have the experience of deportation or being ordered to leave the county?

If there is the time of choosing“Yes” Number of times The last time of deportation experience Year/month/day

No

No

No

上記で「有」を選択した場合　　              回数　　　　回　　直近の送還歴 年　　　月　　　日

在留カード番号
Residence Card number
特別永住者証明書番号
Special Permanent Resident Certificate number

6. 

5. 



Submit copy of ID.

E-mail address

We might directly contact you to confirm the content of application. Please enter the applicant’s e-mail address and
Skype ID below:

8. 身分証明書のコピーを添付してください。

9. 申請内容の確認のため、直接連絡をすることがあります。志願者本人のメールアドレス、SKYPEのIDを記入してください。

メールアドレス

SKYPE

Relationship志願者との関係

Relationship志願者との関係



When I am admitted to your university, I will pledge myself to observe the code of the 
school and other regulations, and make the payment of school expenses and tuition.
I will submit to any reprimand if I break these regulations and never complain about it.

be used
seal to

Letter of Guarantee (Letter of Guarantee of student registration)

seal

seal

seal

seal

Applicant
志願者との関係





Postcode

職業（勤務先の名称）
Occupation (Place of employment)

Sponsor’s Full Name

Information of Sponsor

Relationship with the applicant
志願者との関係経費支弁者氏名

3. 経費支弁者について

志願者氏名

の

Applicant’s Name

国籍･地域
Nationality/Region







入試広報課




