
 

 

写  真 

Photograph 

4.5㎝ × 4.5㎝ 

大阪YWCA専門学校   OSAKA  YWCA  COLLEGE 

 

 入  学  願  書   Application form  
 

日本語（午前・午後）・イブニング・能力試験準備・夏期集中・プライベートレッスン・ビジネス日本語 

Japanese Language(am・pm)・Evening・Proficiency Preparatory・Summer Intensive・Private lesson・Business Japanese 

（希望のコースに○をしてください。 Please circle the course you would like to apply for.） 

 

１．氏   名Full name             

 

２．国   籍Nationality                   

 

３．性  別Sex        男Male     女Female                       

 

４．生年月日Date of birth        年year    月month    日day      才age 

 

５．職   業Occupation       

     

６．最終学歴Education ( Last school or Institution )      専  攻Field of specialization 

 

 

 

７．本国住所Home address 

 

  

   TEL（   ）   －                 E-mail 

  

８．願書提出時の本人の住所Present address when application is filled. 

 

    （〒    －        ） 

 

   TEL（   ）   －                 E-mail 

  

９．保証人氏名Guarantor’s name                                  本人との関係Relationship 

 

 

  住  所Guarantor’s address 

    （〒   －        ） 

 

                 （保証人がいない場合は記入不要。 In case you don’t have a guarantor, it’s not necessary to fill in.） 

 

１０．在 日 歴Residence status   

 入国年月日Date of entry      年year   月month   日day      

 

在留資格Status                     在留期間Period of stay 

 

 

１１．旅券番号Passport number №           有効期間Valid until     年year   月month   日day 

                                                    

 

１２．使用言語    母語Native language                            

 

他の言語Other languages 

 

（→裏面も記入してください。 Continued on the back.） 

 



１３．日本語能力   Ability of Japanese 

   ①今までに日本語を学んだことがありますか？      は い   いいえ 

    Have you ever studied Japanese?                            Yes         No 

ある場合 If yes, 

     場 所Where? 

 

     期 間When and how long? 

 

      １週間に何時間？How many hours a week? 

 

    使用教材Name of textbooks 

 

   ②日本語能力試験を受けたことがありますか？      は い   いいえ   

         Have you ever taken Japanese Proficiency Test？             Yes         No 

 

ある場合 If yes,  

（    ）年Year   （    ）級Level   合格Passed     不合格Not passed                                   

   

文字・語彙・文法 
Vocabulary/Grammar 

読解 
Reading 

聴解 
Listening 

合  計 
Total 

点 

          Score 

点 

          Score 

点 

          Score 

点  （％） 

           Score（％） 

 

   ③自己判断による日本語能力Self check ability of Japanese 

 

    ＊文字  ひらがな    できる     少しできる     できない     わからない 

     Writing  Hiragana        can do it            a little              cannot do it             not sure 

 

  カタカナ      できる     少しできる     できない     わからない 

                Katakana           can do it            a little              cannot do it             not sure 

 

         漢字   （     ）字程度  読める    （     ）字程度  書ける       

           Kanji       about（     ）Kanji  can read        about（     ）Kanji  can write      

 

    ＊会話                  できる     少しできる     できない     わからない  

          Conversation                  can do it            a little               cannot do it             not sure 

 

    ＊文法                   入門       初級        中級       上級 

          Grammar                    pre-beginner         beginner             intermediate           advanced 

 

１４．日本語を勉強する理由Specific reason for studying Japanese 

       

 

 

 

 

 

１５．日  付          年     月    日            志願者署名 

          Date              year    month    day            Signature  

 

      

＊この入学願書に記入された情報は、学校事務局と日本語講師の参考とさせていただきます。 

今後、この情報を元に当校から日本語コースのご案内をお送りします。ご不要な場合はご連絡ください。 

 Osaka YWCA and teachers use your application only as reference materials.  We will not use it for other 

purposes.  We’ll send you the information about our Japanese course based on your application.  Please let us 

know if you would not like to have this done. 


