
※

カタカナ

氏    名 (姓) (名) 国籍(地域）

生年月日 出 生 地

Date of Birth Birth place

E-mail
Present Address TEL

志望研究科・専攻 専攻・ｺｰｽ
Desired Field Major

Course

年　　　月入学
                           (year)   (month)  admitted

年　　　月卒業・転出 　(years) 　(months)
                           (year)   (month)  graduated･transferred

年　　　月入学
年　　　月卒業・転出
年　　　月入学
年　　　月卒業・転出
年　　　月入学
年　　　月卒業・転出
年　　　月入学
年　　　月卒業・転出
年　　　月入学
年　　　月卒業・転出
年　　　月入学
年　　　月卒業・転出

English Language
Qualifications

※The proof of your
qualifications may be

requested.

TOEFL IELTS
英語能力（資格）

※証明書の提出を求める場合
があります。

その他の資格名
Other

得点/スコア等
Score

Graduate School

学　校　名 学校所在地

School Location

List in chronological order all formal schools you have attended (from elementary school through Graduate School).

在学期間 修学年限

Period of Attendance

　　　　 年　　　カ月

Years of Schooling

　　　　 年　　　カ月

　　　　 年　　　カ月

受験番号

学　歴　Formal Education
通学した（在学中含む）すべての正規の学校（小学校・中学校・高等学校、大学、大学院）を年代順に記入すること。

関西学院大学　大学院外国人留学生海外推薦入学制度　志願調書
Kwansei Gakuin University Graduate Program Admission through Partner Universities

Nomination Application Form

Nationality

(family）       　  (given)      　　　  (middle)

その他の資格名
Other

Legal Name in
Alphabet

現 住 所

男　・　女  

male ・ female 

　　　　　(year)　　　　　(month)　　　　　(day)　　　

                年           月            日

（漢字）

　　　　 年　　　カ月

　　　　 年　　　カ月

Japanese Language
Qualificationｓ

※The proof of your
qualifications may be

requested.

　　　　 年　　　カ月

　　　　 年　　　カ月

 通算修学年数

 Total Years of Formal Schooling
日本語能力試験
（JLPT)レベル

JLPT Level Score

総合得点

研究科

得点/スコア等
Score

（大学で記入します）

写真貼付欄
Photo(4㎝×3㎝)

　
　１．正面上半身脱帽背景なし
　２．出願前３カ月以内に撮影のもの
　３．写真の裏面に氏名を明記

  Full-face,taken within last 3 months

　　　　 年　　　カ月

日本語能力（資格）
※証明書の提出を求める場合

があります。



家族（父・母および配偶者）　Family (Father, Mother and Spouse if applicable)

続　柄 年　齢

所属大学・大学院連絡人

Contact person at university

Name

（Alphabet）

（漢字）

住　所

Address E-mail

ＴＥＬ

Name of University

（Alphabet）

（漢字）

役職
Position

氏　　名 住　所

Relation Ｎａｍｅ Ａｇｅ Address



経 費 支 弁 書 

日本国法務大臣殿 

志望研究科 ：                 

氏   名 ：                 

 
 私は関西学院大学へ入学するにあたり、次の方法にて入学金や学費、もしくは生活費

等の留学費用を支弁いたします。 
 
1. 本人が支弁する 

(1) 支弁方法 ：                               

                                

                                   

 
  

2. 両親が支弁する 
(1) 支弁者氏名 ：                                            

(2) 支弁者住所 ：                              

 電話番号 ：                  

(3) 支弁者職業 ：                 

(4) 支弁者年収 ：                （日本円） 
(5) 支弁方法 ：                             

                                

                                   

 
3. 本人・両親以外が支弁する 

(1) 支弁者氏名 ：                                            

(2) 本人との関係 ：                    

(2) 支弁者住所 ：                              

 電話番号 ：                  

(3) 支弁者職業 ：                 

(4) 支弁者年収 ：                （日本円） 
(5) 支弁方法 ：                             

                                

                                   

                            
以上 

                                                                                 



関西学院大学大学院外国人留学生海外推薦入学奨学金申請書 
 
氏   名 ：                   
志望研究科 ：                                

 
1．本奨学金に申請をしますか。該当する方に丸をつけてください。  申請する ・ 申請しない 

 
2．1．で「申請する」を選んだ方は、本奨学金を必要とする理由を詳しく記載してください。 

                                                  

                                                     

                                                           

                                                    

                                                          

                                                       

                                                           

                                                                         

                                                          

                                                          

                                                       

                                                  

                                                     

                                                           

                                                    

                                                           

 
3．本奨学金に採用になった場合、国費外国人留学生制度に優先的に推薦します。ただし、推薦されるには文

部科学省が定める要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合、本奨学金のみの採用となります。

以上を踏まえて、当てはまるものに丸をつけてください。 

 
A) 本奨学金に採用され、国費外国人留学生制度に推薦される場合のみ入学を希望する。 

B) 本奨学金に採用され、国費外国人留学生制度に推薦されない場合も入学を希望する。 

C) 本奨学金に採用されず、国費外国人留学生制度に推薦されない場合も入学を希望する。 
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