
平成 22年度日本語学習者訪日研修〈各国成績優禿者〉申請書
Japanese-Language Program for Overseas Studen!s (Outstanding Studenお)2010， Application Form 

(活字体で、必ず本人が記入して下さい。)

(This application form should be typed町 writtenin block letters by the applicant.) 

1 .氏名/Name

ローマ字 In Roman alphabet 
(Family Name)， (First Name) (Middle Name) 

漢 字

2.性別/Sex 口男/Male

3 生年月日/Dateof birth 

(日 Day) (月 Month)

4 国籍/Nationality

6.住所/HomeAdclress 

7.電話/Telephone

(年 Ye町)

口女/Female

年齢/Age

(年齢 Age)

5 永住権/PermanentResidency 

口無/None 口有/Yes

8.メール・アドレス/Mailadclress. 

8 パスポートを取得していますか/Haveyou acquired your passport yet? 

口はい/Yes 口いいえ/No

写真

PHOTO 
(3か月以内に

撮影のもの

Taken within 
last 

three mon位1S)

「はい」の場合、パスポートの写しを添付してください。また、パスポートに記載のアルファベット表記の氏名が上欄1.の氏名と異
なる場合は、その氏名を記入して〈だ古い。 If"Yes"， please attach the copy of your passport. In case your name indicated in 
alphabet in the passport differs from the name written above， please wri民社

9.最寄空港/Airport nearest the Residence 

10 日本語学習歴/Hisω，ryof Japanese-Language S知命(日本語で書いてくだ、さい/Wriもein J apanese) 

機関名/Institution 場所/Location 期間/Period
現在の日本語学習機関/CurrentJapan田e-Langu唱'eInstitution 

。1onth)(y，回r)
過去の日本語学習機関/PastJapane田Lu帝国geIn両国tion

仏Aonth)(Year ) 

11.現職/Current Profession (日本語で書いてください/Writein J apanese) 
l 現職/ I .... d....h /T  ，'， .' 

機関名/Institution
Current Profession 

口学生/Student

口その他/Other

12. 日本滞在歴/PreviousStays in J apan 

口無/None 口有/Yes

場所/Location

From To 

期間/Period

~ 
(Month) (Year ) 

~ 
(Month) (Year ) 

学年又は地位/

School year or Position 

期間/Period 自一一一 一一一一一一一一一~至一一一 一一一一一一一一一(日間
(日 Day) 月 Month) 年 Ye町 日 Day) 月 Month) 年 Year) (For Days) 

申請日/Date

E呈Z
(日)

且盟主h
(月)

Year 
(年)

候補者署名

Signature of the Applicant 



※センター使用欄

自己紹介書
Self-Introduction Form 

* (" f! Q l::'lt B求震で書ωでぐ!:="dω。
ForO節目UseOnly Please fill out this form inゐ.paneseas much as possible， 

日付 (Date)・ 年 月 日現在

(自分の姓に下線を付してください。 Pleaseunderline vo町 familvname.) 

PHOTO 
氏名 Name 写真

フリガナ Attach photo of 
yourself taken 

Please indicate the pronunciation of your name in katakana if possible 
within the Iast 
three months 

よびな 過去3か月以内に
撮影した自己の
写真を貼付

Please let us know how you would like to be called in the classroom 

性別 生年月日 Date of Birth 

Sex 男 M . 女 F 年 月 日

Ye町 Month Day 

国籍 身長

Nationality Height cm 

職業 たばこ はい いいえ

Occupation Doyou smokeワ Yes No 

母語 その他の百語

Your mother tongue Other language(s) 

私の家族

About your family 

趣味、得意なこと Haveyou got any hobbies? What are you good at? 

日本語を学習し始めた理由 Reasonswhy you have started to learn Japanese language 

日本でやってみたいこと、知りたいこと、学びたいこと

Things you want to do， learn about， or study in Japan 

来日歴について Previous stays in Japan 
. 以前、日本に来たことがありますか。 はい いいえ

Have you ever been in Japan? Yes No 

. 来たことがある方は、どこに行ったことがありますか。

Ifyes， where have you been? 

宗教的、身体的理由で食べてはいけないもの

Have you got any dietary restrictions due to religious or physical reasons? 

牛肉 豚肉 鶏肉 魚、 エビ 貝 卵 乳製品その他(

Beef Pork Chicken Fish Shrimp SheIIfish Egg Dairy Products Anything eIse (Please speciか)

ペット(動物)のなかで苦手なもの Animals you do not like or are allergicω 

犬 猫 ，鳥 その他(

Dog Cat Bird Anything else (please specify) 


