
龍谷大学入学願書

APPLICATION FOR ADMISSION TO RYUKOKU UNIVERSITY 

(Please type or print in BLOCK letters. Fill in ALL sections.) 

1．氏 名 ※パスポート記載の氏名を記入してください。PLEASE WRITE YOUR FULL NAME, AS IT IS WRITTEN 
IN YOUR PASSPORT. 
※Please also write the “Furigana” (Katakana) reading of your name.
※ここに記載した氏名は、龍谷大学在学中の IDカードや成績証明書、コースの修了後の修学証明書等に記載 

されますので、正しく、しっかりと書いてください。

※Your name, as written below, will be used in various cases at the university (Student ID, Official
Transcript, Completion Certificate, etc. Please fill this section out fully and correctly. 

氏 名

Full Name 
姓

Family Name 

名

ALL Given Names 

First Name(s) Middle Name(s) 
(if Applicable) 

フリガナ

(Katakana) 
漢   字

Kanji (If Applicable) 

Alphabet 
（パスポート記載・

Passport Spelling) 

派遣元大学

Home University 
学 部／研究科

Faculty/Graduate School 
学 科・専攻名

Department/Course 
学年（現在）

Current Year 
学年（交換留学中）

Level During Exchange Year 

Name:
Faculty

Graduate School

Faculty

Graduate School

Year 

2．国  籍

Nationality 
3．性別 

Gender 
4．出生地 (市まで記入)

Place of Birth 
5．生年月日 

Date of Birth (Day)  / (Month)   / (Year) 

6．査証申請(予定)地 
Intended Place of Visa Application REQUIRED） 

7．本国での住所 Permanent Address
入学約1か月前に「ウェルカムパッケージ」を大学へ送付します。念のため、こちらの住所を控え、学校担当者から連絡があっ

た場合のみ、こちらの住所へ郵送します。ウェルカムパッケージの不着を防ぐため、分かりやすい字で記入して下さい。 
(*Although Welcome Package will be sent to your Home University approximately one month prior to 
admission, they might be sent to this address upon request by your University. Print clearly in block letters or 
else the Welcome Documents might not reach you.) 

本国での住所 Permanent Address 
アルファベット

（必須）

Alphabet 
（REQUIRED） Zip Code: 

写真貼付欄 
Please Attach Photo 

最近3ヶ月以内に撮影した上半

身正面脱帽のもの。カラー・白

黒いずれも可。裏面に名前を記

入すること。 
The photo has to be taken 
within 3 months.  
The background should be 
blank, with no shadows 
The full face, with eyes 
open, is shown. Please write 
your name on the back 

(4cm×3cm) 

【FALL 2022 ENTRY】

写真貼付欄 Please Attach Photo



漢   字
Kanji (If Applicable) 

Telephone No. E-Mail 

次の 8, 9 の項目については、龍谷大学グローバル教育推進センターホームページからダウンロードできる“Ryukoku University 
Guide For Exchange Students”を参考の上、記入してください。 
Please refer to the “Ryukoku University Guide for Exchange Students” to answer Sections 8 and 9. The guide 
can be downloaded from our website: http://intl.ryukoku.ac.jp/english/html/s_exchange_02.html 

8．受講希望コース Desired Study Course 
希望するコースに☑チェックしてください。(1つのみ) 

Please place a checkmark ☑ beside your desired study course. (Choose only one) 

①JEP-Eコース（Japanese Experience Program in Kyoto –ENGLISH） 【英語で開講】 
（Classes Taught in English） 

②JEP-Jコース（Japanese Experience Program in Kyoto –JAPANESE）【日本語で開講】

（Classes Taught Mainly in Japanese） 

③JEP -J コース 【日本語で開講】 + 学部または大学院 【日本語で開講】 
JEP-J classes AND regular classes in Ryukoku University’s Faculties / Graduate Schools 

（Classes Taught Mainly in Japanese) 

④学部間協定による学部授業の履修

Registration for Regular Faculty Classes Only (Undergraduate Level）

⑤研究科間協定による大学院授業の履修

Registration for Regular Graduate School Classes Only (Graduate Level) 
(ONLY for students who have already obtained a Bachelor’s degree and belong to a Graduate School at their 
home university.) 

9．所属希望学部・大学院 Faculty/Graduate School Selection 
  全ての交換留学生は履修するコースに関わらず、本学の学部または大学院にて受け入れることになります。

英語または日本語で、希望する学部・大学院を記入してください。(1つのみ)  選ぶ際は自分の大学の所属す

る専門分野に最も近いものを選んでください。大宮キャンパスや瀬田キャンパスの学部・大学院を選択するこ

とができます。（注意事項「学部・研究科リスト」参照）

Regardless of the classes one takes, Exchange Students at Ryukoku University are required to choose 
a Faculty/ Graduate School for registration. Please make your desired choice (only one). Please note 
that you should select the Faculty/Graduate School which corresponds most closely with your Home 
University studies. Exchange Students may be registered in Faculties or Graduate Schools on any of our 
three campuses. Registering for a Faculty on another campus, however, does not mean you will take 
classes on that campus. If you plan to take only JEP classes for example, all of you on-campus classes 
will be in Fukakusa. 

学部・大学院 Faculty/Graduate School 

10．留学期間 Period of Study
1 年（One Year / 2 Semesters） 

2022 年9 月～2023 年9月（試験8月初めに終了） From Sep. 2022 to Sep. 2023（Exams end at the beginning of Aug.） 

半年（Half Year / 1 Semester） 
2022 年  9月～2023 年3月（試験2月初めに終了）  From Sep. 2022 to Mar. 2023（Exams end at the beginning of Feb.）



11．学 歴 Educational Background 
※ 注 ：小学校を始まりとし、通学したすべての学校を年代順に記入してください。

※ Note： List, in chronological order, all schools attended starting with elementary (primary) school. 

学校名（所在地・電話番号）

Name of School (Location of School・Phone No. of School) 

修業年限

Number of Years 
Attended until 
this time 

在学期間

Period of Attendance 
[Start Date~ (Expected) 
Date of Completion] 

小学校

Elementary 
Education 

学校名（Name of School）： 
月 年

（Month）,（Year） 
～

月 年

（Month）,（Year） 

所在地 (Location)： 

電話番号 (Tel)： 年(Years) 

中学校

Lower 
Secondary 
Education 

学校名（Name of School）： 
月 年

（Month）,（Year） 
～

月 年

（Month）,（Year） 

所在地 (Location)： 

電話番号 (Tel)： 年(Years) 

高等学校

Upper 
Secondary 
Education 

学校名（Name of School） 
月 年

（Month）,（Year） 
～

月 年

（Month）,（Year） 

所在地 (Location)： 

電話番号 (Tel)： 年(Years) 

専門学校

Professional 
Training 
School 

学校名（Name of School） 
月 年

（Month）,（Year） 
～

月 年

（Month）,（Year） 

所在地 (Location)： 

電話番号(Tel)： 年(Years) 

大学

College 
or University 

学校名（Name of School） 
月 年

（Month）,（Year） 
～

月 年

（Month）,（Year） 

所在地 (Location)： 

電話番号(Tel)： 年(Years) 
Faculty: Department： 

大学院

Graduate 
School 

学校名（Name of School） 
月 年

（Month）,（Year） 
～

月 年

（Month）,（Year） 

所在地 (Location)： 

電話番号(Tel)： 年(Year) 
School： Department： 



12．語 学 歴 Language Background 

母語名  Mother Tongue 

【外国語 Foreign 
Language】 

聴解

Listening 
会話

Speaking 
読解

Reading 
筆記

Writing 

日本語   Japanese 

外国語 Foreign Language 
(      ) 

日本語学習歴を以下に記入してください（日本国内の日本語学校も含む） 

Japanese Language Educational Background 

学校名 Institute 学校所在地 Location 在学期間 Period of Attendance 

月 年 ～ 月 年

（Month）,（Year）（Month）,（Year） 

月 年 ～ 月 年

（Month）,（Year）（Month）,（Year） 

過去に「日本語能力試験」を受験した方は、結果を以下に記入してください

Score of Japanese Language Proficiency Test 

受験日

Test Date 
①

月 年

（Month）,（Year） 

Score 
②

月 年

（Month）,（Year） 

Score 

13．職 歴 Occupational Experience 
勤務先名 Employer 勤務場所 Location 勤務期間 Period of Employment 

月 年 ～ 月 年

（Month）,（Year）（Month）,（Year） 

月 年 ～ 月 年

（Month）,（Year）（Month）,（Year） 

14．家 族 （結婚した兄弟姉妹も含め、全ての家族について記入してください）

List all members of your family, including married brothers and sisters. 
氏 名

Full Name 
続 柄

Relationship 
年 齢

Age 
職 業

Occupation 
現住所

Present Address 

左に自己評価記入 
Please make a self- 
assessment of your 
abilities 
A：優   Excellent 
B：良   Good 
C：可   Fair 

D：不可 Poor 



15．本学学部または大学院に入学時点での奨学金受給の有無 
Will you have a scholarship at the time of your admission to Ryukoku University? 

 いずれかを☑チェックしてください。Please check☑ one of the boxes below.  

無または未定 No or Not decided 

有 Yes 

自国政府からの奨学金 From the government of your own country 

奨学金名

Scholarship 
Name 

奨学金総額 
Total Scholarship 

Amount 

返済不要 Grant 

返済が必要 Loan 
奨学金総額 

Total Scholarship 
Amount

返済不要 Grant 

返済が必要 Loan 

日本政府からの奨学金 From the Japanese government 

奨学金名

Scholarship 
Name

奨学金総額 
Total Scholarship 

Amount

返済不要 Grant 

返済が必要 Loan
奨学金総額 

Total Scholarship 
Amount

返済不要 Grant 

返済が必要 Loan

その他 Other 

奨学金名

Scholarship 
Name

奨学金総額 
Total Scholarship 

Amount

返済不要 Grant 

返済が必要 Loan
奨学金総額 

Total Scholarship 

Amount

返済不要 Grant 

返済が必要 Loan

16．出願者本国在住身元保証人 (緊急連絡先)  
Guarantor Residing in Applicant’s Home Country (Emergency Contact Person) 

※ 出願者の本国在住身元保証人とは、出願者の在学中の一切の必要経費について責任を負わなければなり

ません。京都市での生活費は、住居費を含めて1ヶ月に80,000円程度が必要です。従って、1年間の滞

在資金計画を立てる際には、このことを充分念頭において下さい。

※ A Guarantor residing in your home country is responsible for all expenses incurred during the
entire period of your stay in Japan (Please note that you will need funds of approximately ¥80,000
per month for living expenses in Kyoto.) This person will also serve as an emergency contact for
you while you are in Japan.

氏 名 Full Name 連絡先 Tel 

誕生日 Date of Birth (Day) / (Month) / (Year) 

現住所 Present Address 

本人との関係 Relationship to the Applicant 

職 業 Occupation 職場連絡先 Work Tel 



17．龍谷大学へ留学を希望する理由 （出願者本人が日本語で記入してください）  
Your reasons for applying to Ryukoku University (must be written by the Applicant in Japanese). 
＊NOTE: Applicants with less than 300 hours of previous Japanese language study ONLY may complete 
this section in English. 

18．卒業（修了）後の予定 （出願者本人が日本語で記入してください）  
Please write about your plans after graduation (must be written by the Applicant in Japanese). 
＊NOTE: Applicants with less than 300 hours of previous Japanese language study ONLY may complete 
this section in English. 

上記のとおり相違ありません。

I hereby declare the above to be a true and correct statement to the best of my knowledge. 

日付  ( D a t e ) / / 

(Day) (Month) (Year) 

氏名  (Nam e) 
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