
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY 

在留資格認定証明書交付申請書 

 

以下の質問は、あなたの在留資格認定証明書申請のために必要なものです。必ずすべての項目に記入をしてください。

入学が許可された場合、本学があなたの在留資格認定証明書を入国管理局に申請します。 

The following information is necessary for obtaining your Certificate of Eligibility. Please complete ALL sections. 

When your application is approved, we will apply for your Certificate of Eligibility at the Immigration Bureau. 

 

氏名 （パスポート表記） 

Name (as shown on your passport) 

氏 Family name      名 Given names 

 

漢字氏名 

Name in Kanji (if applicable) 

氏 Family name      名 Given names 

 

国籍 

Nationality 

 

性別 

Sex 

男 ／ 女        

  Male ／ Female 

生年月日 

Date of birth 

          年         月          日 

          Year        Month       Day 

出生地 

Place of birth 

 

配偶者の有無 

Marital status 

  有 ／ 無 

 Married ／ Single 

本国における居住地 

Home town / city 

 

旅券 

Passport 

番号 

Number 

 

有効期限 

Date of expiration 

          年         月          日 

          Year        Month       Day 

入国予定年月日 

Date of entry 

          年         月          日 

          Year        Month       Day 

入国予定港 

Port of entry 

成田  ／  羽田  ／  その他（         ） 

     Narita    Haneda     Others 

滞在予定期間 

Intended length of stay 

1年間  ／  1学期 

1 year  ／  1 semester 

同伴者の有無 

Accompanying persons, if any 

有 ／ 無    

Yes ／ No 

査証申請予定地 

Place to apply for visa 

 

過去の日本出入国歴 

Have you been in Japan? 

有 ／ 無    

Yes ／ No 



⇒有の場合、何回ですか？ 

⇒If yes, how many times? 

 

⇒直近の入国歴 

⇒The latest entry 

     年   月    日  ～    年   月   日 

    Year Month Day      Year Month Day 

犯罪を理由とする処分を受けたことの

有無（日本国外のものも含む） 

Criminal record (in Japan or overseas) 

有 ／ 無    

Yes ／ No 

退去強制又は出国命令による出国の

有無 

Departure by deportation/departure order 

有 ／ 無    

Yes ／ No 

在日親族 

Family in Japan 

氏名 

Name 

続柄 

Relation 

生年月日 

Date of Birth 

国籍 

Nationality 

同居予定 

Will you live with them? 

職業 

Occupation 

在留資格 

Visa Status 

 

 

 

      

修学年数（小学校～現在） 

Total period of education  

(from elementary school to present) 

                      年 

                      Year 

在籍大学 

Name of your home university 

 

在籍大学卒業予定年月日 

Scheduled graduation date at your 

home university 

          年         月          日 

          Year        Month       Day 

滞在費の支弁方法 

Financial Support 

□本人負担 Self  □外国からの送金 Support from overseas 

□在日経費支弁者 Guarantor living in Japan 

□奨学金 Scholarship  □その他 Others （             ） 

経費支弁者 

Financial sponsor 

氏名 

Name 

 

住所 

Address 

 

電話 

Phone 

 

勤務先  

Occupation (Name 

of Employer) 

 

勤務先電話 

Work phone 

 

年収 

Annual income 

 

関係 

Relationship 

 

 


