
ファーストスタディ日本語学校大阪本校 

ファースト・スタディ日本語学校 大阪本校―留学理由書（第３版） 
FIRST STUDY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OSAKA ― Purpose of study in Japan(3rd ver.) 

 

 日本へ留学に行きたい理由を書いてください。Please explain your purpose of study in Japan.  

 申請者の手書きが望まれます。Handwritten is best. And most be wrote by applicant. 

 １枚で足りない場合は、同じフォームを印刷して書いてください。 

If one page is not enough, please print the same form for more page and write in it. 

 

日付 Date：      年 Year /     月 Month /    日 Day 氏名 Name：                             

                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                     

                                                                                                       

卒業後の予定 Plans after graduation 

帰国 Return to your country 

  日本で進学 Attending to a school in Japan 

大学院 Graduation School 

大学 University 

短期大学 Junior College 

専門学校 Technical School 

その他 Other（                             ） 

日本での就職 Find work in Japan 

その他 Others（                        ） 

 

以上

いじょう

の通

とお

り、相違

そうい

ありません。 
I hereby declare the above statement is true and correct. 

 

 

署名・Sign：                            



日本国法務大臣 殿／To: Minister of Justice of Japan
性別
Gender

男
Male

女
Female

年
Year

月
Month

日
Day

　私は、この度、上記の者が日本国に在留中・入国した場合の経費支弁者になりましたので、
下記の通り経費支弁の引き受け経緯を説明するとともに、経費支弁について契約します。
　I have become a sponsor of the above applicant during his/her stay in Japan and therefore I 
would like to explain the reason for support and make the following statement: 

記
１、経費支弁の引受経緯(申請者の経費の支弁を引き受けた経緯及び申請者との関係について具体的に記載して下さい。)

　　Reason for support (Explain the circumstance and the relationship between yourself and the applicant in detail. 

　　Also please state that you will be responsible for the financial need.)

２、経費支弁内訳/Content of support 
　

記
私は／I will limit:

（１）学費/Tuition 　　毎月/Monthly 半年ごと/Every 6 Months 　年間/Annualy 円/JPY

（２）生活費/Living expenses 毎月/Monthly　  半年ごと/Every 6 Months 　年間/Annualy 円/JPY

（３）支弁方法/Method of support
　　(送金・振込等支弁方法を具体的にお書きください)/（Explain method of remittance, transfer, etc.） 

年
Year

月
Month

日
Day

経費支弁者/Sponsor

ローマ字氏名/Name in Alphabet：

学生との関係/Relationship to the Applicant： 支弁者電話/Telephone No：

住所/Address：

　　生年月日
　　Date of Birth

ファースト・スタディ日本語学校 大阪本校―経費支弁書（第３版）
FIRST STUDY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OSAKA ― Pledge for Financial Support(3rd ver.)

　　国籍
　　Nationality
　　志願者氏名
　　Name of Applicant

氏名(署名)/Name(Signature)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日付・Date：

　　私は、上記の者の日本国滞在について、下記のとおり経費支弁することを誓約します。また、上記の者が在留期間更新許可申請を行う際には、送
金証明書又は本人名義の預金通帳（送金事実、経費支弁事実が記載されたもの）の写し等で、生活費等の支弁事実を明らかにする書類を提出しま
す。

　　 I hereby pledge that I will support the above applicant during his/her stay in Japan. Should the applicant apply for renewal of residency, I
will submit the following documents: a copy of certificate of remittance or bank account in his/her name, in which the fact of remittance or
support are stated, and which can prove the fact that his/her living expenses are being supported



ファースト・スタディ日本語学校 大阪本校―教育資金形成過程説明書（第３版） 

FIRST STUDY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OSAKA-Explanation of Funds Formation Process(3rd ver.) 

 

志願者氏名・Student’s name：                                                    

支弁者氏名・Sponsor’s name：                                                    

※経費支弁者が経費支弁を引き受けた経緯、経費支弁の方法を具体的に説明したものです。 

For those who take responsibility of being sponsors for applicants, please write a detail explanation about methods of financial support. 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

 

日付・Date：       年 Year/      月 Month/    日 Day・署名・Signature：                         
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