
 2020 年度 国費外国人留学生（大学推薦）：大学院レベル用 

2020 JAPANESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP PROGRAM  

FOR RESEARCH STUDENTS (GRADUATE LEVEL) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

名前                                                             □ 男性       □ 女性 
Name: ___________________________________________________________________________     Male           Female  
     姓 family                        名 first                       ミドルネーム middle (if any)  
 

名前（カタカナで） 
If possible, please write your full name in katakana: __________________________________________________________________                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             姓 family                   名 first               ミドルネーム middle  

名前（漢字で）                       
If possible, please write your full name in kanji (Chinese characters): __________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             姓 family                   名 first               ミドルネーム middle (if any) 
 

生年月日             month             day                         year                     年齢               母国語                           □ 未婚       □ 既婚 
Date of Birth:        月       日               年               Age:                    Native Language:                           Single         Married 
 

現住所（アルファベットで） 

Current Mailing Address:                                                                                                                

                     (in English) 

現住所（漢字かカタカナで） 
Current Mailing Address:                                                                                                                                                                                   

                   (in kanji or katakana) 
 

電話番号                                                                                                                                  ファックス                             メールアドレス 
Phone #:                             Fax:                             E-mail:                                                             

 実家の住所                                      電話番号 
Permanent Address:                                                                                Phone #:                               
 

国籍                                 出生国                                                        出生都市 
Country of Citizenship:                             Country of Birth:                             City of Birth:                                         
 

緊急連絡先（氏名）                                                                                                                        あなたとの関係        
Emergency Contact Person (family, first):                                                    Relationship to you:                              
 

電話番号                                                                                                                    ファックス                メールアドレス 
Phone #:                             Fax:                             E-mail:                                                          

緊急連絡先（住所） 
Emergency Contact Person’s Address:                                                                 
 

 

パスポート Passport  番号                                                                                                                                            発行機関 
            Number:                                                      Issuing Authority:                                 
 

発行日     month             day                         year                                  有効期限                  month             day                         year  
Date of Issue:        月       日               年                    Date of Expiration:        月       日               年 
 

ビザの申請地（領事館所在地）     

Place to apply for visa (consulate location):                                                                                         
            

過去の渡日経験         □ 有  □ 無 
Past entry into/stay in Japan:         Yes                No                

渡日回数                                                    全滞在日数          months  
  If yes, number of times:                               Total length of stay:              ヵ月                              

渡日目的         □ 観光       □ 友人/親戚訪問    □ 転勤    □ 研究（科目）  

Purpose of the visit:       Sightseeing           Visiting friends/relatives         Job transfer         Study (Subject:                        )  
 

所属校名                                   
Name of your home institution:                                                                                                              
 

所属学部・学科名 
Name of school and department currently attending:                                                                                                        
 

学年（2020 年 10 月での学年） 
Current status at your home institution (as of October 2020):                                                                                     
 

□ 修士 1 年次 Graduate (master’s 1st year)   □ 修士 2 年次 Graduate (master’s 2nd year) 

□ 博士 1 年次 Graduate (doctorate 1st year)  □ 博士 2 年次 Graduate (doctorate 2nd year) □ 博士 3 年次 Graduate (doctorate 3rd year) 
 

 

専修大学での予定留学期間  始まり      month                     year           終わり     month                     year  
Proposed study period at Senshu:      From:        月               年 ～ Until:        月               年 

専修大学留学後の卒業予定日                             month                     year 
Expected date of graduation after you finish studying at Senshu:        月               年 

専修大学での希望研究科              

Proposed graduate school at Senshu University:                                                                                               
           

※留学が終わるまでの期間、自身の大学に必ず在籍していなければならず、留学期間終了後は在籍大学に戻らなければなりません。 
*You must be enrolled at your university throughout the duration of the study abroad period. You must return to your university after your study at Senshu ends. 

 

サイズ 

Size 
 

4.5 cm×3.5 cm 
 

最近３ヵ月以内に撮影 

した顔写真を貼ること 

Please attach a photo of 
yourself taken within the last 

3 months  

この申請書は専修大学において学位を

必要としない学生用です。タイプする

かブロック体で記述のこと。以下の該

当する□に「×」を記入してください。 

This application is for non-degree students 

at Senshu University. Please type or print, 

and mark “×” in the applicable boxes below. 
専修大学  

SENSHU UNIVERSITY  

交換留学申請書 
Application for International Exchange Students 

 

希望研究科の詳細は専修大学

の概要を参照してください。 

Please refer to the document 

titled “General Information for 

Studying at Senshu University” 

to see all graduate schools.  

 

(if any) 



学歴 Academic History 

          学校名 Name of School or Institution                            入学 Date Entered         卒業 Date Left 

1. 小学校 Elementary School                                                                       month                     year                                                                month                     year  
 

•                                                                                   月               年 ～        月               年 
 

2. 中学校 Junior High School / Middle School 
                                                                                                                                                                   

•                                                                                   月               年 ～        月               年 
 

3. 高等学校 High School  
                                           

•                                                                                   月               年 ～        月               年 
 

•                                                                                   月               年 ～        月               年 
 

4. 大学（過去、現在の在籍）College/University (past and currently attending) 
 

•                                                                                   月               年 ～        月               年 
 

•                                                                                   月               年 ～        月               年 
 

•                                                                                   月               年 ～        月               年 
 

•                                                                                   月               年 ～        月               年 
           

                                                                          総学習期間                                           years 
                                                  Total length of study:           年 

職歴 Employment Record (begin with the most recent employment, if applicable) 
 

   勤務先及び所在地               勤務期間                        役職名                     職務内容 
  Name and Address of Organization                                   Period of Employment                                            Position                      Type of work 

 

                始まり     month                     year 

•                                       From:        月               年                                                           

                                                          終わり                                                                                  

                                        Until:        月               年                                                            
 

                始まり    

•                                       From:        月               年                                                           

                                                          終わり                                                                                  

                                        Until:        月               年                                                            
 

日本語と日本文化の集中学習プログラム（日本語･日本事情プログラム）を受けたいですか？ □ はい  □ いいえ                              
Do you wish to register for the Japanese Language & Culture Program?                                                      Yes                   No 
  

※日本語学習コースは選択制なので、あなたの学校の国際交流センターで詳細を確認してください。日本語学習コースの費用はあなたの学校と

専修大学との協定により異なります。 

*The Japanese Language Program is an optional, so please contact the international studies office at your institution for more details. The availability of tuition 
fee waivers depends on the mutual agreement between your university and Senshu University. 
 

日本語検定試験（受験経験があるなら）  【旧試験】  □ 一級  □ 二級  □ 三級  □ 四級 
Japanese Language Proficiency Test [JLPT] (if applicable)   [Old Test]         Level 1        Level 2            Level 3        Level 4  
 

                   【新試験】  □ N1  □ N2  □ N3  □ N4  □ N5 
                                                       [New Test]             

日本語学習期間                                            hours / months / semesters / years 

Approximate length of Japanese Study:                   時間・月・学期・年  
 
 

英語能力                □ TOEFL (        ) □ IELTS (        ) □ TOEIC (        ) □ Other:                 (        ) 
English Language Proficiency                 スコア score             スコア score                 スコア score           試験名 test name   スコア score 
 

※公的な証明書を提出してください。*Please submit a copy of an official certification.  
 

住居 Housing   □ 留学期間中は寮（専修大学国際交流会館）滞在を希望します。 
               I would like to stay at the dormitory (Senshu University International House) for the duration of my stay. 
 

      □ 留学中の宿泊施設は自分で確保できます。    
       I will make arrangements for my own accommodations and commute to the school for the duration of my stay. 

 

資金源 Source of Funds  □ 個人の貯金  □ 家族の貯金  □ 保証人（家族以外） 
                            Personal Funds             Family Funds           Guarantor (other than family) 
 

         □ 外国からの携行                              yen 

             Carrying from abroad:                            円 

         □ 外国からの送金                                             yen 

             Remittance from abroad:                            円 

         □ 奨学金                                 yen 

             Scholarship:                            円 

         □ その他（具体的に） 

             Other (Specify:                                                                                            ) 
 

□ 私は、奨学金が１１月下旬に支給されるため、当面の資金は自分で用意して持参することに同意します。 
Since the first stipend for the “2020 Japanese Government Scholarship” won’t be provided to me until late November, I agree to bring enough monetary funds to 

support my initial period of stay in Japan at the beginning of the program (i.e. over one month).  

 

 

～
 

～
 

～
 

※複数選択可  

*Please check all that apply.  

 



健康保険 Health Insurance    
 

日本では国民健康保険に加入する必要があることを理解している。 □ はい   

              I understand that I have to purchase the National Health Insurance in Japan.              Yes          
 

旅行情報 Travel Information  
 

あなたの国の出発予定の空港名を記入してください。申請後に出発空港を変更することはできません。 
Please provide the name of the airport that you will depart from in your country. Please note that you cannot change which airport you depart from after you apply. 
 

空港名                                                          
Name of the airport:                                                                                                                     

   

       家族構成 Family Information  

※少なくとも 1 名 

*At least one family member  
 

名前 Name 続柄 Relationship 
生年月日 Date of Birth 

 month             day                         year  
住所 Address 

 

                                       

姓 family               名 first 
 

 

 
  

 

                                

                                
 

 

                                       

姓 family               名 first 
 

 

 
   

 

                                

                                

 
 

                                       

姓 family               名 first 
 

 

 
   

 

                                
                                

 
 

                                       

姓 family               名 first 
 

 

 
   

 

                                

                                
 

 

                                       

姓 family               名 first 
 

 

 
   

 

                                

                                

 
 

上記のすべての記述は真実であり、間違いはありません。私は専修大学の規則を遵守します。もし虚偽の記載があ

った場合は、専修大学の特別聴講生として受け入れられないことを理解しています。 
I certify that all statements on this form are true and accurate. I also agree to abide by all of the regulations and rules of Senshu University. I understand that 

any information given falsely will affect my application and may make me ineligible for acceptance as a non-degree exchange student at Senshu University. 
 

    署     名                                                                                                                           日付   month             day                         year  
Signature of Applicant:                                                              Date:        月       日               年 

 

 

申請書類チェックリスト 
Application Checklist 

 

    ※封入した書類の前の□に「×」を記入してください。 

    *Please mark “×” in each of the following applicable boxes to confirm all necessary application item are properly enclosed. 
 

    □ 全ての項目に記載した申請書 
     Completed application form  

 

  □ はっきりタイプするかブロック体で記入してください。 
     Clearly typed or printed   

  □ 全ての項目を埋めること          
    All items answered                                  

  □ 署名と日付を記入すること 
       Signed and dated 

 

    □ 専修大学での詳細な研究計画書（日本語で書いてください）  

    Detailed study plan at Senshu University (please write in Japanese)             
 

    □ 誓約書（専修大学宛）            

   Pledge (for Senshu University)                               
 

 □ 健康診断書 
    Certificate of Health 

 

    □ 所属校からの公的な推薦書          

    Official letter of recommendation (from your university)       
   

    □ 成績証明書                

    Official transcript (from your university)                    
 

    □ 大学の卒業証明書、もしくは学位証明書（写） 

    Previously earned university diplomas/degrees (photocopy) 
 

    □ 日本語検定試験認定結果証明書       □ 5 枚の証明写真 (4.5 cm×3.5 cm) 
          Proof of your Japanese language proficiency                   5 (five) photos for identification (4.5 cm × 3.5 cm)                                                                                                          

 

    □ パスポート（写）                    □ 在学証明書      
    Passport (photocopy)                                                                                                                                                                                                                              Certificate of enrollment at your university 

 

    □ 市民権証明書（写）           □ 英語能力の証明書（取得可能であれば） 

    Certificate of citizenship (photocopy)                              Proof of your English language proficiency (if applicable) 

     
       月       日               年   

     
       月       日               年   

     
       月       日               年   

     
       月       日               年   

     
       月       日               年   


