
受験番号 （記入しないこと）

2019 年度 国立高等専門学校 第 3 学年編入学試験（外国人対象）
入　学　願　書

出願期間 ： 2018年12月3日（月）～ 12月6日（木） 【必着】
　１　記入する前に、 募集要項の 「［６］ 出願書類の記入に関する注意」 をよく読んでください。
　２　ボールペンまたはペン （黒か青のインク） で、 ていねいに書いてください。 （鉛筆は不可。）

高専名 学科・コース等

①　志望する高専・学科

第１志望 高専　 学科・コース等　

第２志望 高専　 学科・コース等　

第３志望 高専　 学科・コース等　

第 4 志望 高専　 学科・コース等　

第 5 志望 高専　 学科・コース等　

　フ リ ガ ナ

Family  Name First  Name Middle  Name

②　氏　　名
ローマ字 （In Roman 

capital letters）

＊ ＊ ＊

＊綴りはパスポートの表記と同一にすること。（Please write your name exactly as it appears in your passport.）

③　性　　別
（いずれかを囲んで下さい）

④　生 年 月 日 ⑤　国　　　　　　籍
年（西暦） 月 日

男 女 国　

⑥　現　在　の　在　留　資　格　　（いずれかを囲んで下さい） 有　効　期　限（西暦）

１　留学 ２　短期滞在 ３　その他（　　　　　　　　　） 　　年　　　月　　　日　

⑦　出　願　資　格　（基　礎　資　格）　　（いずれかを囲んで下さい）

ア　外国の学校 イ　学力認定試験 ウ　外国人学校

エ　国際バカロレア資格 オ　アビトゥア資格 カ　バカロレア資格（フランス）

キ　国際評価団体（WASC, CIS, ACSI）の認定外国人学校 ク　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

⑧　高　等　学　校　　（記入およびいずれかを囲んで下さい）

設置種別 学校の所在国 学　　　校　　　名 卒業（修了）・卒業（修了）見込の年月（西暦）

１　国立
２　公立
３　私立

国　 年　　　月　
１　卒業（修了）

２　卒業（修了）見込

⑨　本　人　ま　た　は　代　理　人　の　連　絡　先
フリガナ

氏　　名 続柄（　　　）　

住　　所 〒

電話番号 自宅：　　　　　－　　　　　　　－ 携帯：　　　　　－　　　　　　　－

E ー mail
自宅：　　　　　　　　　　　　　　　　＠

携帯：　　　　　　　　　　　　　　　　＠

⑩　入 学 し た 場 合 の 入 寮 の 希 望　　（いずれかを囲んで下さい）

１　希望する ２　希望しない ３　わからない

▶▶▶▶▶　「裏面」も忘れずに記入してください　▶▶▶▶▶
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様式 1（表）

KOSEN
国立高等専門学校機構



⑪　学　　　歴　（Academic Background）

学校名および所在地
（Name and Address of School）

入学および卒業年月（西暦）
（Year and Month of Entrance 

and Completion）

修学年数
（Duration of 

Attendance）

学位・資格・専攻科目・ 
飛び級の状況

（Diploma or Degree Awarded,Major 
Subject,Skipped years/levels）

初等教育
（Elementary Education）

小学校
（Elementary School）

学校名（Name） 入学（From）

年　　　　　月

年
（years）

と

ヶ月
（months）

所在地（Location） 卒業（To）

年　　　　　月

中等教育
（Secondary Education）

中学
（Lower Secondary School）

学校名 入学

年　　　　　月

年

と

ヶ月

所在地 卒業

年　　　　　月

高校
（Upper Secondary School）

学校名 入学

年　　　　　月

年

と

ヶ月

＊ 1

所在地 卒業

年　　　　　月

高等教育
（Higher Education）

大学
（Undergraduate Level）

学校名 入学

年　　　　　月

年

と

ヶ月

＊ 2

所在地 卒業

年　　　　　月

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

2019 年４月１日現在 （as of April 1, ２019）

年
と

ヶ月

＊１　「大学入学資格試験」に合格している場合には、その旨＊１欄に記入すること。
　　　（If the applicant has passed the university entrance qualification examinations，please indicate this in the blank with “*1”above.）
＊２　在学大学でこれまで取得した日本語・日本文化に関する主な授業科目（受講中のものを含む。）を＊２欄に記入すること。 
　　　（Indicate the main subjects in the blank that have been already taken (including those being taken now) in the university currently enrolled with “*2”above.）

⑫　日本語の学習歴（Japanese language background，if any.）

学習機関名
（Name of institution）

学習機関名（Name of institution）

＊　

所在地（Address）

学習期間（Period of study）（西暦）

年　　　　　月から 年　　　　　月まで 年間　

日本語能力を証明する資格
Qualification document certifying

Japanese-language ability

資格名（Name of qualification）

＊　

＊　該当がない場合は、「なし」と記入。
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様式 1（裏）


