
Questionnaires for College Student Visa 

留学ビザ取得に関わる調査票 

 

1.Nationality国籍   2.Name氏名  

     

3.Sex性別 Male 男    Female 女  4.Marital Status配偶者 Married有  Single無 

     

5.Date of birth生年月日   6.Current Country of Residence現在の居住国     

 

7.Current Status現在の状況 

    

 

 

 

 

 

8. Have you previously entered Japan? 日本への過去出入国歴  Yes 有（   ）Time(s) 回       No 無 

 If yes, please provide the details of your past entry(s).（出入国暦の詳細をご記入下さい。） 

 

Date of Entry ~ Date of Departure 

出国年月日 ~ 入国年月日 

 

Status of Residence applied for 

在留資格 

Purpose of Entry 

入国目的 

From      年(Y)     月(M)   日(D) 

 

To           年(Y)     月(M)    日(D) 

Pre-College Student就学 

College Student留学 

Dependent家族滞在 

Temporary Visitor短期滞在 

Otherその他（     ） 

 

From      年(Y)     月(M)   日(D) 

 

To           年(Y)     月(M)      日(D) 

Pre-College Student就学 

College Student留学 

Dependent家族滞在 

Temporary Visitor短期滞在 

Otherその他（     ） 

 

※Please include any other records below. さらに日本へ出入国歴がある場合は、下記に記入してください。 

 

 

 

9.Family Information両親などの連絡先 

＜Father 父＞ 

Name 氏名 Date of Birth生年月日 

        年 (Y)    月 (M)    日 (D) 

Home Tel 自宅電話番号 

Home Address 自宅住所 

 

 

Employer 勤務先名（English英語） 

 

 Occupation職業 

 

Are you a Student学生ですか？   □yesはい（Name of School学校名                    ） 

                  □Noいいえ→Are you working働いていますか？ 

                          □yesはい（Occupation 職種：                 ） 

                          □Noいいえ→What are you doing now?現在あなたは何をしていますか 

                             （                           ） 



＜Mother母＞ 

Name 氏名 Date of Birth生年月日 

        年 (Y)    月 (M)    日 (D) 

Home Tel 自宅電話番号 

Home Address 自宅住所 

 

 

Employer 勤務先名（English英語） 

 

 Occupation職業 

 

＜Brothers and Sisters兄弟＞ 

Name氏名 Relation 

続柄 

Age 

年齢 

Occupation/Employer Name of School 

職業／勤務先・学校名 

    

    

 

10. Family, Relatives, or Friends Currently Living in Japan 

   日本国内に家族・親戚・友人・知人または在学生などがいる場合は記入してください。 

Name氏名 
Relation 

続柄 

Age 

年齢 

Nationality 

国籍 

Occupation/Employer 

Name of School 

職業／勤務先・学校

名 

Address 

住所 

Status of 

Residence 

在留資格 

Period of Stay 

在留期間 

        

        

 

11. Are you scheduled to receive a scholarship while studying at Graduate School of Economics, the University of Tokyo? 

   本研究科への留学期間中に奨学金を受給する予定がありますか。 

Yes はい (Name of Organization機関名                     ) No いいえ 

 

12. The Graduate School of Economics, the University of Tokyo will apply for the Certificate of Eligibility (COE) on behalf of those, who are 1) 

expected to enroll at the university; 2) able to submit a bank statement (equivalent to 2,000,000 JPY) of the financial supporter, who will 

take responsibility for all the expenses incurred during his/her stay in Japan with other relevant documents. The Graduate School of 

Economics will NOT apply for the COE unless all requirements are met. 

「在留資格認定証明書」の代理申請手続は、本研究科に入学する意志があり、在学中の経費を支弁する者の財政証明書等の提出により200万円

の資金があることを証明できる人について行ないます。公的な証明書を提出できない場合には、本研究科は「在留資格認定証明書」の代理申請

は行ないません。 

******************************************************************************************************************************* 

I declare all the information stated in this form is true and accurate. I attach the necessary certificates (Affidavit of Financial Support, Bank 

statement, etc.) and I hereby request the Graduate School of Economics, the University of Tokyo to be my proxy for the COE application. 

本書類の記載事項は、事実と相違ありません。私は、証明書類（経費支弁書、残高証明書など）を提出し、研究科に代理申請の依頼をします。  

 

Date 日付： 

     Year 年    Month月    Day日 

  Signature署名：   

 


