
       受験番号:
Examinee's Number

在留資格
(Resident
status)

□ □

□

□

「留学」以外
(Other status)

□ □

正規の
修業年限

(The year of
schooling)

実際の
在学年数

(Enrollment
period)

年
(years)

年
(years)

日韓共同理工系学部留学生
(Japan-Korea Joint Government Scholarship Program for the
Students in Science and Engineering Departments)

(Higher Education)
高等教育(大学)
(Undergraduate Level)

年
(years)

⋆3 Awarded degree: □Master  □Doctor

 From                          To
              年  　     　月～　  　     　年          　 月
            (year)     (month)           (year)       (month)

その他特記事項⋆5
(Other)

職歴・研究歴等⋆4
(Employment or
Research record)

機　関　等
(Name of institution)

期　間　等
(Period)

 From                          To
              年  　     　月～　  　     　年          　 月
            (year)     (month)           (year)       (month)

計                                                  　  　       　　年
                                                             (Total years)

  　　　　　　　                                                       　年
                                                                    (Total years)

(Higher Education)
高等教育(大学院)
(Graduate Level)

年
(years)

年
(years)

 From                  　   　 To
               年　　   　月～　　           年　  　     月
             (year)     (month)           (year)      (month)

⋆3 Awarded degree: □Bachelor

※裏面の「注意」及び「備考」をよく読んで記入すること。(See reverse side before filling out the form.)

年
(years)

 From                  　   　 To
               年　　   　月～　　           年　  　     月
             (year)     (month)            (year)      (month)

年
(years)

(Secondary Education)
中等教育(高等学校)
(Upper)

年
(years)

 From                  　   　 To
               年　　   　月～　　           年　  　     月
             (year)     (month)            (year)      (month)

(Secondary Education)
中等教育(中学校）
(Lower)

年
(years)

 From                  　   　 To
               年　　   　月～　　           年　  　     月
             (year)     (month)            (year)      (month)

年
(years)

(Elementary
Education)
初等教育(小学校）

年
(years)

 From                  　   　 To
               年　　   　月～　　           年　  　     月
             (year)     (month)            (year)      (month)

規定の修業年限の年数 (Years of study)     実際に在学した年数 ( Years of registered) 

学  校  名
(Name of school)

入学及び卒業（修了）年月
(Date of enrollment and graduation)

年
(years)

２.学歴(Educational background)

□ □

本国政府派遣留学生⋆2
(Home Government Scholarship Student)
採用期間 　              年　  　月～　       年　   月
(Scholarship duration)   (year) (month)       (year)
(month)

日本政府（文部科学省）奨学金留学生
(Japanese Government (MEXT⋆1) Scholarship Student)
採用期間 　      　　       年　  　月～　       年　　　  月
(Scholarship duration)   (year)  (month)   (year)  (month)

本国政府派遣留学生⋆2
 (Home Government Scholarship Student)
採用期間 　      　     　  年　  　月～　       年　　　  月
(Scholarship duration)   (year)  (month)   (year)  (month)

私費留学生 (Other private Scholarship Student )
　（Scholarship name：[　　　　　　　　　    　　　　　　　　]）

日本在住：在留資格を記入（　　　　　　　　                 ）
（Living in Japan：Your resident status [    　　                    ]）

在留資格を記入（　　　　　　                　　）
(Your resident status [   　　                        ]）

□
私費留学生 (Other private Scholarship Student )
　（Scholarship name：[　　　　   　　   　　　  　　]）

私費留学生 (Self-supported Student)

氏名
Examinee's Name

:

私費留学生 (Self-supported Student)

                          外国人留学生履歴確認表
 Record of International Student

1．身分（Type of status)

①現在の身分 : Current Status
(Check " " the box)

②本研究科入学後の予定 :
 Planned status after enrollment

(Check " " the box)

「留学」
("College
Student")

□ □

日本政府（文部科学省）奨学金留学生
(Japanese Government (MEXT⋆1) Scholarship Student)
採用期間 　              年　  　月～         年 　  月
(Scholarship duration)   (year) (month)      (year)
(month)

SAMPLE



注意　1.　本紙は「入学願書」に添えて提出する。

備考　⋆1 MEXTとは、Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology の略で、日本の文部科学省のことを指す。
　　　　⋆2 本国政府派遣留学生とは、日本の文部科学省の留学生支援制度による、マレーシア・タイ・シンガポール・アラブ首長国
　　　　　　連邦・サウジアラビアからの政府派遣留学生のことを指す。
         ⋆3 取得した学位にチェックすること。
　　　　⋆4 職歴・研究歴等は、現在従事している場合は「期間等」の欄に「～　年　月」の箇所に「現在に至る」と記入する。
　　　　　　「研究員」 ・ 「研究生」は、研究歴欄に記入する。
　　　　⋆5 「日本語学校」は、その他特記事項欄に、学校名・在学期間を記入する。

Note       1. Submit this form with application forms.
　
Remarks　⋆1. MEXT is the abbreviation for title of "Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology" and in the
                  sense of Department of Education in Japan.
             ⋆2. Home Government Scholarship Student is a student who is supported by support system for international students
               　 between Japanese government and their home country's government of Malaysia, Thailand, Singapore,
               　 United Arab Emirates, Saudi Arabia.
             ⋆3.Check the box your awarded degree.
             ⋆4. Fill in record of researcher or research student in the section of "Employment or Research record". As for the
                  period, fill in "at present" if you work at present.
　　　 　   ⋆5.  If you have studied Japanese at a language school, fill in the name of school and period of time in the section
　　　　　 　　  "Others".

SAMPLE


