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学校法人 大原学園 

大 原 簿 記 法 律 専 門 学 校 難 波 校 

大 原 外 語 観 光 ＆ ブ ラ イ ダ ル ビ ュ ー テ ィ ー 専 門 学 校 

  



  



１．募集コース 

（１）大原簿記法律専門学校難波校（10 月期生） 

コース名 入学時期 入学定員 

日本語学科 1.5 年制 10 月 60 名 

 

（２）大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校（4 月期生） 

コース名 入学時期 入学定員 

日本語学科 2 年制 4 月 20 名 

日本語学科 1 年制 4 月 60 名 

 

２．出願資格 

 下記①から④の要件を満たし、かつ⑤または⑥いずれかの要件を満たすこと 

① 本校での学習開始時に年齢が 18 歳以上であること 

② 本国または日本の学校教育において 12 年の課程を終え、本国または日本において高等教育機関への 

入学資格を有すること 

 ③ 日本に留学する目的が明確であること 

 ④ 在学期間中、資格外活動に頼ることなく学業に専念できる経済力を有することを客観的書類等で証明 

できること 

 ⑤ 日本語能力試験（JLPT）N5 相当の日本語力を有することを客観的に証明できること 

※JLPT N5 相当と認められる日本語試験については、日本国法務省出入国在留管理庁のウェブページ等を 

確認すること http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00159.html 

⑥ 本国等の日本語教育機関における 150 時間以上の日本語学習証明を提出できること。学習証明の詳細に 

ついては「１０．必要書類一覧→（１）志願者本人が準備する書類→７．日本語能力を証明する書類→ 

２）」を参照。 

 

３．選考料 20,000 円 

選考料は出願書類に添えて本校指定の代理機関に提出するか、下記の銀行口座にお振込みください。 

※現金での受け付けは行っておりません。ご了承ください。 

※ご入金いただく銀行口座は出願書類受領時にお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

  



４．学費 

（１）大原簿記法律専門学校難波校（10 月期生） 

（学年期間 第一学年：10 月 1 日～9 月 30 日、第二学年：10 月 1 日～3 月 31 日） 

第
一
学
年 

納付期限 入学金 授業料 教材費 維持費 合計 

在留資格認定証明書交付時 50,000 270,000 10,000 20,000 350,000 

1 年次 2 月末 - 270,000 10,000 20,000 300,000 

次
年
度 

納付期限 入学金 授業料 教材費 維持費 合計 

1 年次 8 月末 - 270,000 10,000 20,000 300,000 

合
計 

コース名 入学金 授業料 教材費 維持費 合計 

日本語学科 1.5 年制 50,000 810,000 30,000 60,000 950,000 

（２）大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校（4 月期生） 

第
一
学
年 

納付期限 入学金 授業料 教材費 維持費 合計 

在留資格認定証明書交付時 50,000 270,000 10,000 20,000 350,000 

1 年次 8 月末 - 270,000 10,000 20,000 300,000 

次
年
度 

納付期限 入学金 授業料 教材費 維持費 合計 

在留資格更新時（1 年払） - 540,000 20,000 40,000 600,000 

在留資格更新時（半年払） - 270,000 10,000 20,000 300,000 

合
計 

コース名 入学金 授業料 教材費 維持費 合計 

日本語学科 2 年制 50,000 1,080,000 40,000 80,000 1,250,000 

日本語学科 1 年制 50,000 540,000 20,000 40,000 650,000 

 

５．出願受付期間 

（１）大原簿記法律専門学校難波校（10 月期生） 

受付開始  入学年   3 月 1 日 

   受付終了  入学年   5 月 15 日 

（２）大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校（4 月期生） 

受付開始  入学前年  8 月 1 日 

   受付終了  入学前年  11 月 15 日 

 ※受付期間開始前の出願はご遠慮ください。 

 ※受付期間開始後はできるだけ早く必要書類をご提出ください。なお、上記期間中であっても定員に 

なり次第受け付けを終了することがあります。 

 ※大阪出入国在留管理局の申請締切日により上記期間が前後する場合があります。 

 

６．出願方法 

 ① 本校指定の各地代理機関にご相談ください。 

 ② 経費支弁者が日本在住の場合、経費支弁者による直接出願も受け付けます。  



７．出願書類記載時の注意事項 

 ① すべての証明書は、本校が日本国法務省出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う日より 

3 か月以内に発行したものが必要です。 

 ② 願書は出願者自らが記入してください。 

 ③ 日本語以外の書類には日本語による訳文を添付してください。 

 ④ 書き間違いがないように丁寧に記入してください。 

 ⑤ ご提出いただいた書類は卒業証書等の原本を除いて一切お返しできません。ご本人による提出書類の閲

覧もお断りしておりますので、最終提出書類はご本人によるコピー等での保管をお勧めします。 

 ⑥ 書類に不備や疑義がある場合は本校の書類審査により不合格として出願を認めない場合がありますので 

ご了承ください。 

  

８．出願に関する注意事項 

 ① すべての出願書類（「10.必要書類一覧」参照）が揃うまで選考の対象とはなりません。 

 ② 銀行送金手数料は本国・日本国内双方につき自己負担していただきます。 

 ③ 一旦納入していただいた選考料・入学金・授業料等は原則として返金いたしません。 

   但し、以下の場合には本校の定める方法により返金手続きが出来るものとします。 

   １）出入国在留管理局の在留資格認定証明書が不交付となった場合 

    …選考料を除く全納入金を返金します。 

   ２）在留資格認定証明書は交付されたが、入国査証（ビザ）の申請を行わず来日しなかった場合 

    …選考料と入学金を除く全納入金を返金します。但し、在留資格認定証明書と入学許可書の返却を 

返金の条件とします。 

   ３）在留資格認定証明書が交付され入国査証（ビザ）の申請を行ったが、在外公館（日本国大使館・ 

領事館等）で査証発給が認められなかった場合 

    …選考料と入学金を除く全納入金を返金します。但し、在外公館において入国査証が発給 

されなかった事の確認と入学許可書の返却を条件とします。 

   ４）在留資格認定証明書が交付され入国査証（ビザ）を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合 

    ア．4 月期生が 3 月 31 日、10 月期生が 9 月 30 日までに辞退意思を示し入学辞退した場合 

入国査証が未使用でかつ失効が確認できた場合は、選考料と入学金を除く全納入額を返金します。 

但し、入学許可書の返却を条件とします。 

    イ．4 月期生が 3 月 31 日、10 月期生が 9 月 30 日を超えて辞退意思を示し入学辞退した場合 

入国査証が未使用でかつ失効が確認できた場合は、選考料・入学金のほか、教材費の全部とその他

学費を月割計算し、在籍期間に対する金額を算出します。その後、算出額を除く納入額を返金しま

す。但し、入学許可書の返却を条件とします。 

 

９．出願から来日まで 

 ① 面接に必要な情報が記載された出願面接希望票をご提出ください。 

 ② 出願面接試験に合格された方のみ書類審査を実施いたします。出願に必要な書類（「１０．必要書類 

一覧」をご参照ください）をご提出いただくとともに、選考料（20,000 日本円）をご納付ください。 

 ③ 提出書類をもとに本校で書類審査を実施します。 

 ④ 出願面接試験、書類審査に合格した方に対して入学試験（入学面接・筆記試験）を実施します。 

 ⑤ 本校より入学試験の合否結果をお知らせします。合格した方には入学許可書を郵送します。 

 ⑥ 本校より大阪出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。 



 ⑦ 在留資格認定証明書が交付されたのち入学金等の学費をご納付ください。納付が確認できた方に在留 

資格認定証明書を郵送いたします。 

 ⑧ 在留資格認定証明書等の必要書類を在外公館に持参し、入国査証を取得してください。 

 ⑨ 各期入学時期に合わせ来日してください。 

   

１０．必要書類一覧 

（１）志願者本人が準備する書類  

 

１．入学願書 

１）指定用紙に母国語で本人が記入、写真添付。 

２）すべての項目に空欄がないよう記入。 

３）氏名はパスポート通り、正確にはっきりと記入。 

２．写真 6 枚 

（縦 4cm×横 3cm） 

１）3 か月以内に撮影したもの。 

２）正面、上半身、無帽、背景なしの鮮明なもの。 

３）写真裏面に国籍および氏名を記入。 

４）枚数には志願書に添付されたものを含む。 

３．履歴書 

１）指定用紙に母国語で本人が記入。 

２）学歴欄は小学校から順次記入。学校名、入学卒業の年月日は、卒業証明書等の公的な書類と 

一致していること。学歴・職歴について空白期間がある場合はその説明も追加。また、浪人 

期間や兵役期間についても記入。 

３）学校等の所在地は番地まで正確に記入。 

４）日本での進学希望者は分かる範囲で希望進路・進学希望校等を記載。 

４．留学理由書 

１）指定用紙に本人が記入。 

２）以下の事項を明記すること。 

 ①簡単な自己紹介、これまでの経歴や現在までの状況等。 

 ②日本留学の目的 本校で日本語を学ぶ理由や卒業後の希望進路とその理由、これまでの経歴 

との関連性等。 

③日本での学習を将来どのように活かすのか。 

※特に最終学歴卒業から 5 年以上が経過している者は勉学の意志、経歴、卒業後の進路等を 

詳細に説明することが求められます。 

５．最終学歴の卒業証明書 

１）卒業予定者については卒業見込証明書を提出。 

２）中国の大学・大専を卒業した者は「教育部学位与研究生教育発展中心（CDGDC）」又は 

  「全国高等学校学生信息咨詢与就業指導中心（CHESICC）」発行の学歴認証書を提出。 

３）標準学歴と異なる場合 

  異なる事項についての公的説明および証明書を提出。 

 …標準学歴：満 6～7 歳小学校入学、6・3・3 制 

 …公的機関：各国教育部、教育委員会等 

６．成績証明書 １）最終学歴の成績証明書（例）高校 3 年間の成績証明書 

７．日本語能力を 

  証明する書類 

１）日本国出入国在留管理局が JLPT N5 相当であると認める試験の結果を提出。 

 ※N5 相当と認められる試験の種別・級などについては以下を参照すること。 

  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00159.html 

※上記のうち、出入国在留管理局提出用の証明書が整備されている試験については当該証明書 

を提出すること。受験票写しやウェブ画面のコピー等では日本語能力の立証とは評価されな 

い場合があることに留意すること。 

２）申請日までに試験による立証ができない場合、日本語学習証明を提出。日本語学習証明は 

教育機関の住所、連絡先、具体的な学習期間、週の学習時間、一日の学習時間、祝日を含む 

休校日（祝日が休校の場合は具体的な月日も記載）、現在までの既習時間・既習日数・出席 

率・出席日数が明記されていること。通信教育の場合、教育方法について具体的な説明を付 

記すること。通信教育は学習時間として評価されない場合があることに留意すること。 



８．誓約書 １）指定用紙に本人が記入。 

９．戸籍 
１）親族関係、戸籍、住所が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本。例：中国の場合は戸口簿。住 

  所、学歴、職業が記載してあり情報が新しくなっているもの。 

10．身分証 １）本人および父母等保護者のものをコピー。 

11．パスポート １）情報のあるすべてのページのコピー（写真、査証、出入国スタンプ等） 

12．職業に関する証明書 １）在職証明、復職証明等。職歴がある場合に該当者のみ提出。 

13．奨学金の給付に関する 

  証明書 
１）奨学金の受給が決定している場合に、該当者のみ提出。 

14．家族構成を証明する 

  資料 

１）戸籍等の家族構成を証明する資料を提出。 

２）中国については戸口簿を提出。 

15．日本語訳文 １）原則として、提出書類すべてに関する日本語訳文を添付。 

 

（２）経費支弁者が準備する書類  

 

１．経費支弁書 

１）指定用紙に母国語で支弁者本人が記入。支弁をするに至った経緯、支弁額、支弁者と申請人 

の関係が明記され、支弁者の署名があるものを提出。 

２）支弁者が申請人又は申請人の親以外である場合、支弁に至った経緯を具体的に説明する経緯 

書を提出。 

２．職業に関する証明書 

１）在職証明書・営業許可書等、経費支弁者が従事している職業がわかる証明書を提出。 

２）会社員等は勤務先発行の在職証明書を提出。在職期間、職務内容、発行日、会社名、所在 

地、電話番号、Fax 番号、代表者名等を明記し会社印が捺印されたもの。 

３）ベトナムについては、経営登録番号および納税コードが記載された証明書を提出。自営 

業者については経営登録許可書および納税証明書（納税コードおよび納税事実が明らかに 

なる資料）を提出。免税等を受けている場合はその根拠法令を明らかにした説明書を提出。 

３．預金残高証明書 

１）銀行等金融機関からの証明書原本を提出。口座番号が記載されていること。 

２）預金額は修業期間の授業料および生活費を十分賄える金額であること。 

３）当該国の通貨による証明書で差し支えない。 

４）中国については存款証明書と併せて存単証明書も提出。 

５）中国、ベトナム以外の国籍については出入金明細書を提出。 

６）ネパールについては銀行の取引明細書を提出。 

４．資金形成経緯を 

明らかにする資料 
１）出入金明細書、預金通帳等、資金形成経緯がわかる資料を過去 3 年分提出。 

５．関係立証資料 １）経費支弁者が親族の場合、親族関係を証明する公的な書類（公証書等）を提出。 

６．収入証明書、または 

  納税（課税）証明書 

１）収入証明書については過去 3 年分を提出。 

２）納税（課税）証明書については所得が記載されているものを過去 3 年分提出。 

７．経費支弁者の家族構成 

  を証明する資料 

１）戸籍等の家族構成を証明する資料を提出。 

２）ほかの立証資料と内容が重複する場合は提出不要。 

８．日本語訳文 １）原則として、提出書類すべてに関する日本語訳文を添付。 

 

（３）日本に住んでいる方が経費支弁者となる場合  

※上記（２）の必要書類に加え、申請者と経費支弁者との関係を証明する書類の提出を求める場合がありま 

す。在日経費支弁者は、親族関係・会社の取引関係・長年にわたる交友関係が証明できる方に限ります。 

  



１１．地図、連絡先 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

大 原 簿 記 法 律 専 門 学 校 難 波 校 

〒556-0011 大阪市浪速区難波中 1-6-2 

1-6-2 Nanbanaka, Naniwaku, Osaka, JAPAN 556-0011 

 

 

大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校 

〒556-0016 大阪市浪速区元町 2-4-26 

2-4-26 Motomachi, Naniwaku, Osaka, JAPAN 556-0016 

 



■

□ M □ F

6.　 出生地 7.　職業
Place of birth Occupation

無 有
□ No □ Yes

9. 本国の住所

Home address

（2）発行年月日
Date of issue

申請中 （3）有効期限
□ Under processing Date of expiration 

過去の出入国歴 有　・　無 回数 回
Past entry into/departure from Japan Yes / No time(s)

さらに出入国歴がある場合は下に記入してください。
Please fill in any additional stays in Japan below and the reasons for your stays.

12. 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 無 有
Have you ever been convicted of a criminal offence? □ No □ Yes

入国目的
Purpose of entry

日

Year

月

10. 旅券

 在留資格
Status of residence

11. 出入国歴

Passport
(1) 番号

Number

Month
日
Day

日

TEL

8.　配偶者の有無
Marital status

配偶者氏名
Partner's name

Name(in Katakana)

3.　生年月日2.　性別
Date of birth

 Given name(Middle name)

Nationality

Family name

5.　国籍

Application form　入学願書

大原簿記法律専門学校難波校　: 1.5年制
O-HARA Business and Law College Namba branch：1.5year course

4.　 年齢
Age

 Given name

 Given name

Name (in English)
１.氏名（英字）

氏名（カタカナ）

Family name (Middle name)

Family name (Middle name)

Sex

(志願者が記入。志願者氏名はアルファベットでも表記すること。母国語の場合日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）
(The applicant must fill this application form in completely. Write in block letters. Japanese translation and translator’s

name is needed if written in language other than Japanese).

(2)
年 月

Year Month
月年

Day Year
日 日

Month Day

月年

月 日
Month Day

年 月 日
Year Month Day

年

(1)
年

Year

Date of departure
年

DayMonthYear

Year Month Day
月

Previous stays in Japan

 入国年月日
Date of entry

 出国年月日

E-mail

日 年 日
Month Day

月
Day Year

Year Month

(3)
年 月

Year Month

(if “Yes”, please provide details of the offence

月 日
Month Day

日 年
Day Year

(4)
年 月

写 真

Photo

40mm×30mm



Please fill in your family members in details

14. (1)　学歴  初等学校（小学校）から、順次最終学歴まで
Academic background (From the first school (elementary school) to the last institution of education)

(2) 最終学歴  What was the last school or institution you attend?
大学院（博士） 大学院（修士） 大学

□ Doctor □ Master □ Bachelor □

専門学校
□ College of technology □ □

(3) 在籍状況　Registered enrollment
在学中 休学中

□ Graduated □ In school □ Temporary absence □

15.　職歴　
Work experience

□

□

その他

□ □ □ □ Other

以上のことは全て事実であり、私が直筆したものです。
I declare that all the information I have provided is true and correct.

日付　 本人署名

氏名 続柄 生年月日 職業 自宅住所 　電話番号

13.　在本国の家族

Name Relationship Date of birth Occupation Permanent address Telephone No.

合計就学年数 年
Total years in school Years

学校名  住所 入学年月 卒業年月
School name Address Date of entrance Date of graduation

(1)
年 月 年 月

Year Month Year Month

月
Year Month Year Month

(2)
年

(3)
年

月 年

月 年 月
Year Month Year Month

月
Year Month Year Month

月 年
(4)

年

(5)
年 月 年 月

Year Month Year Month

卒業 中退
Withdrawal

勤務先  住所 就職年月 退職年月

短期大学 
Junior college

高等学校 その他
High school Other

月
Year Month Year Month

Name of employer Address Date of employement Date of resignation
年

(2)
年

月 年
(1)

月 年 月
Year Month Year Month

月
Year Month Year Month

日本に滞在 Stay in Japan

月 年

（
進学 就職 起業

(3)
年

16.　卒業後の予定
Plan after graduating from O-HARA

帰国 Return to home country

）
Enter University or continue studying Find a job Establish a company

Month Day

Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature
年 月 日

Year



17.　留学理由書
Reason for studying in Japan

日付　 本人署名
Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature

日本留学の目的、日本で何を学びたいか、勉学後の進路（日本で就職、帰国等）、簡単な自己紹介、経歴などを具体的に記述してください。
Please write your purpose of study in Japan, what you want to learn in Japan, your plan after graduating from O-HARA（find employment or

return your country, etc.）, self introduction, your career goals, and so on.

Year Month Day
年 月 日



生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

会話 聴解
Conversation Listening 

読解 記述
Reading Writing

日付　 本人署名

 Given name

国籍 性別
Nationality Sex

Learning experiences of Japanese Language
日本語学習申告書

（志願者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）
(The applicant must fill in this application. Write in block letters. Japanese translation and translator’s name is needed if written

in language other than Japanese.)

１.氏名（英字）
Name (in English)

私の日本語学習について下記のように申請いたします。
I declare my studying experience of Japanese as follows;

1.　日本語学校
Japanese language school

学校名 入学年月 卒業年月

Family name (Middle name)

総時間数
School name Date of entrance Date of graduation Total time

年 月

年 月

年 月

Year Month Year Month
年 月

hours
Year Month Year Month

Total

hoursTotal

年 月

年 月

Year Month Year Month

年 月

年 月

hours
Year Month Year Month

Total

hoursTotal

hours
Year Month Year Month

2.　その他の方法
Total hours

年 月
Total

年 月

excellent　・　good　・　fair　・　poor excellent　・　good　・　fair　・　poor

excellent　・　good　・　fair　・　poor excellent　・　good　・　fair　・　poor

5.　学習上の問題点や希望があれば書いてください。
Please write your wishes or weak points in studying Japanese

Other method

3.　使用教材
Materials used

4.　現在のあなたの日本語程度がどの程度か、○で囲んでください。
Please circle (○) the list below to tell your abilities of each following skills.

日

Year Month Day

Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature

年 月



生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

(1)支弁方法及び月平均支弁額 (2)送金・携行等の別

本人負担 外国からの送金
□ Self □ Remittances from abroad

在外経費支弁者負担 外国からの携行
□ Supporter living abroad □ Carrying from abroad

在日経費支弁者負担 携行者 Name of the individual carrying cash

□ Supporter in Japan 申請者本人 その他(氏名）
□ Applicant □ Others(Name)

携行時期
Date of carrying cash

年収 円

Annual income ）

自宅住所  電話番号
Home address 

職業（勤務先の名称）
Occupation(company name)

勤務先住所  電話番号

Company address 

日付　Date (yyyy/mm/dd) 経費支弁者署名
Supporter’s signature

Paying Expenses　経費支弁書
（経費支弁者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）

(Those who pay expenditure must fill in this form. Japanese translation and translator’s name is needed if written in a
language other than Japanese.）

日本国法務大臣殿
To the Minister of Justice

志願者氏名（英字）
Name(in English)

Family name (Middle name)  Given name
国籍 性別

Nationality Sex

私はこのたび上記のものが日本国に入国した場合、在学中の経費支弁者となりましたので、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、経費支弁について証明します。

I hereby agree to take the responsibility of paying the expenses of the applicant mentioned above during his/her stay in Japan.

1.　経費支弁の引き受け経緯（申請者の支弁を引き受けた経緯、および申請者との関係について具体的に記載してください。
The reason for my taking the responsibility of paying the expenses of the above-mentioned applicant and my relationship
with him/her is as follows;

2.　経費支弁内容：私は、上記の者の日本滞在について、下記のとおり経費支弁することを証明します。また、下記の者が在
留期間更新許可申請の際には、送金証明書また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。

Contents of Payment:　I swear to pay the expenses as stated below and I will 

submit documents establishing my payment as a remittance certificate or copy of the applicant’s bank book which indicates
the remittance at the time.

Method of support and an amount of support per month Remittances from abroad or carrying cash

JP\ JP\/月 /月

JP\ JP\

JP\

/月

/月

年 月
Year Month

経費支弁者氏名

Supporter’s name （1円＝

Tel

Tel

※日本人の保証人の場合は印鑑証明書印を押印下さい。

年 月 日
Year Month Day



学校法人大原学園

■

生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

私は、上記の者が貴校に入学した場合は、下記事項について保証いたします。
As the sponsor of this applicant, I agree to accept the following responsibilities when the applicant arrives in Japan.

1.　貴校の教育方針に従い、学則を遵守し、勉学に専念するよう指導すること。

I will guide the student to observe the school rules, and to concentrate on his/her studies.

2.　学則に違反した場合は、退学等いかなる処分を受けても異議はないこと。

3.　貴校在学中に発生する学費、その他の費用、生活費、旅費等、金銭上の義務に対する責任を全て持つこと。

保証人氏名 本人との関係
Sponsor’s name

自宅住所  電話番号
Home address 

職業（勤務先の名称）
Occupation(company name)

勤務先住所  電話番号

Company address 

日付　Date (yyyy/mm/dd)
身元保証者署名
Supporter’s signature

Sponsorship Agreement　身元保証書
（身元保証人が記入。母国語の場合、日本語訳添付。）

(The sponsor must fill in this form completely. Japanese translation and translator’s name is needed if written in language
other than Japanese.）

大原簿記法律専門学校難波校　学校長
Principal of O-HARA Business and Law College Namba branch：

志願者氏名（英字）
Name(in English)

Family name (Middle name)  Given name

国籍 性別
Nationality Sex

There will be no objection by myself if any action is taken against the applicant, up to and including expulsion from O-HARA, if
the applicant violates school regulations.

I will accept all financial responsibility for the applicant during their entire length of stay in Japan. I understand that this
includes their entire tuition fee and daily living expenses.

4.　日本国の法律と規則を遵守し、在留資格以外の不法な活動、また学校の監督下を離れての不法滞在等の違法行為はし
ないよう、指導・監督すること。

I will advise the student that the laws and rules of Japan must be strictly obeyed at all times. I understand that any illegal
activity undertaken by the applicant may lead to prosecution and possible imprisonment. I also understand that the applicant
may only do what is permitted under their status of residence visa in Japan.

Relationship with the
Applicant

Tel

Tel

Year Month Day
年 月 日



学校法人大原学園

■

生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

私は貴校入学志願に際し、下記のとおり誓約いたします。

I, the undersigned, will pledge to the following matters when I am admitted to O-HARA;

1.　提出した書類に記入した事項は、全て事実と相違ありません。

2.　入学後は、貴校の教育方針に従い、学則を遵守し、勉学に励みます。

3.　学則に違反した場合は、退学等いかなる処分を受けても異議はありません。

4.　日本国の法律と規則を遵守し、在留資格以外の不法な活動は致しません。

5.　日本での学習期間は学校の監督下にあることを承諾致します。

I accept that I will be under the supervision of O-HARA during the length of time I will be studying with them in Japan.

日付　Date (yyyy/mm/dd)
志願者署名
Applicant signature

Pledge　誓約書
（志願者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。）

(The applicant must fill this pledge in. Japanese translation and translator’s name is needed if written in languages other
than Japanese.）

大原簿記法律専門学校難波校　学校長
Principal of O-HARA Business and Law College Namba branch：

志願者氏名（英字）
Name(in English)

Family name (Middle name)  Given name

国籍 性別
Nationality Sex

Year Month Day

I declare that the documents I have submitted with this application form are genuine and all the information on them is true
and correct.

I will observe and obey all school rules and regulations during my time at O-HARA. I also swear to study hard and complete
any and all assignments I am given.

I accept all of O-HARA’s school rules and regulations. I will have no objection against any disciplinary action taken against
me, up to expulsion from O-HARA, if I violate any of these rules.

I will observe the laws of Japan at all times and will only undertake activities that I am legally permitted to do under the
terms of my residence visa in Japan.

年 月 日



■

□ M □ F

6.　 出生地 7.　職業
Place of birth Occupation

無 有
□ No □ Yes

9. 本国の住所

Home address

（2）発行年月日
Date of issue

申請中 （3）有効期限
□ Under processing Date of expiration 

過去の出入国歴 有　・　無 回数 回
Past entry into/departure from Japan Yes / No time(s)

さらに出入国歴がある場合は下に記入してください。
Please fill in any additional stays in Japan below and the reasons for your stays.

12. 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 無 有
Have you ever been convicted of a criminal offence? □ No □ Yes

(志願者が記入。志願者氏名はアルファベットでも表記すること。母国語の場合日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）
(The applicant must fill this application form in completely. Write in block letters. Japanese translation and translator’s

name is needed if written in language other than Japanese).

(if “Yes”, please provide details of the offence

月 日
Month Day

日 年
Day Year

Day Year

(4)
年 月

Year Month

(3)
年 月

Year Month
日 年 日

Month Day
月

日
Month Day

Date of departure
年

DayMonthYear

Month Day

年 月 日
Year Month Day

Month
日
Day

入国目的
Purpose of entry

日
Year Month Day

月

月

(2)
年 月

Year Month
月年

Day Year
日

Nationality

Family name

 在留資格
Status of residence

5.　国籍

Application form　入学願書

大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校　：2年制
O-HARA Foreign Language Tourism & Bridal Beauty College：2year course

4.　 年齢
Age

 Given name

 Given name

Name (in English)
１.氏名（英字）

氏名（カタカナ）

Family name (Middle name)

Family name (Middle name)

Sex
年

Name(in Katakana)

3.　生年月日2.　性別
Date of birth

Previous stays in Japan

日

TEL

 入国年月日
Date of entry

 出国年月日

8.　配偶者の有無
Marital status

配偶者氏名
Partner's name

月 日
Passport

(1) 番号
Number

E-mail

10. 旅券

月

年
Year

 Given name(Middle name)

11. 出入国歴

(1)
年

Year

写 真

Photo

40mm×30mm



Please fill in your family members in details

14. (1)　学歴  初等学校（小学校）から、順次最終学歴まで
Academic background (From the first school (elementary school) to the last institution of education)

(2) 最終学歴  What was the last school or institution you attend?
大学院（博士） 大学院（修士） 大学

□ Doctor □ Master □ Bachelor □

専門学校
□ College of technology □ □

(3) 在籍状況　Registered enrollment
在学中 休学中

□ Graduated □ In school □ Temporary absence □

15.　職歴　
Work experience

□

□

その他

□ □ □ □ Other

以上のことは全て事実であり、私が直筆したものです。
I declare that all the information I have provided is true and correct.

日付　 本人署名

）
Enter University or continue studying Find a job Establish a company

Month Day

Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature
年 月 日

Year

日本に滞在 Stay in Japan

月 年

（
進学 就職 起業

(3)
年

16.　卒業後の予定
Plan after graduating from O-HARA

帰国 Return to home country

月
Year Month Year Month

月
Year Month Year Month

(2)
年

月 年
(1)

月 年

月
Year Month Year Month

Name of employer Address Date of employement Date of resignation
年

卒業 中退
Withdrawal

勤務先  住所 就職年月 退職年月

短期大学 
Junior college

高等学校 その他
High school Other

月 年 月
Year Month Year Month

(4)
年

(5)
年

月
Year Month Year Month

月
Year Month Year Month

月 年

(3)
年

月 年

月 年

月
Year Month Year Month

(2)
年

School name Address Date of entrance Date of graduation

(1)
年 月 年 月

Year Month Year Month

合計就学年数 年
Total years in school Years

学校名  住所 入学年月 卒業年月

氏名 続柄 生年月日 職業 自宅住所 　電話番号

13.　在本国の家族

Name Relationship Date of birth Occupation Permanent address Telephone No.



17.　留学理由書
Reason for studying in Japan

日付　 本人署名
Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature

Year Month Day
年 月 日

日本留学の目的、日本で何を学びたいか、勉学後の進路（日本で就職、帰国等）、簡単な自己紹介、経歴などを具体的に記述してください。
Please write your purpose of study in Japan, what you want to learn in Japan, your plan after graduating from O-HARA（find employment or

return your country, etc.）, self introduction, your career goals, and so on.



生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

会話 聴解
Conversation Listening 

読解 記述
Reading Writing

日付　 本人署名

日

Year Month Day

Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature

年 月

excellent　・　good　・　fair　・　poor excellent　・　good　・　fair　・　poor

excellent　・　good　・　fair　・　poor excellent　・　good　・　fair　・　poor

5.　学習上の問題点や希望があれば書いてください。
Please write your wishes or weak points in studying Japanese

Other method

3.　使用教材
Materials used

4.　現在のあなたの日本語程度がどの程度か、○で囲んでください。
Please circle (○) the list below to tell your abilities of each following skills.

hours
Year Month Year Month

2.　その他の方法
Total hours

年 月
Total

年 月

hours
Year Month Year Month

Total

hoursTotal
年 月

年 月

Year Month Year Month

年 月

年 月

hours
Year Month Year Month

Total

hoursTotal
年 月

年 月

Year Month Year Month
年 月

総時間数
School name Date of entrance Date of graduation Total time

年 月

私の日本語学習について下記のように申請いたします。
I declare my studying experience of Japanese as follows;

1.　日本語学校
Japanese language school

学校名 入学年月 卒業年月

Family name (Middle name)  Given name

国籍 性別
Nationality Sex

Learning experiences of Japanese Language
日本語学習申告書

（志願者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）
(The applicant must fill in this application. Write in block letters. Japanese translation and translator’s name is needed if written

in language other than Japanese.)

１.氏名（英字）
Name (in English)



生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

(1)支弁方法及び月平均支弁額 (2)送金・携行等の別

本人負担 外国からの送金
□ Self □ Remittances from abroad

在外経費支弁者負担 外国からの携行
□ Supporter living abroad □ Carrying from abroad

在日経費支弁者負担 携行者 Name of the individual carrying cash

□ Supporter in Japan 申請者本人 その他(氏名）
□ Applicant □ Others(Name)

携行時期
Date of carrying cash

年収 円

Annual income ）

自宅住所  電話番号
Home address 

職業（勤務先の名称）
Occupation(company name)

勤務先住所  電話番号

Company address 

日付　Date (yyyy/mm/dd) 経費支弁者署名
Supporter’s signature

※日本人の保証人の場合は印鑑証明書印を押印下さい。

年 月 日
Year Month Day

Tel

Tel

経費支弁者氏名

Supporter’s name （1円＝

年 月
Year Month

JP\ JP\ 　

JP\

/月

/月

Method of support and an amount of support per month Remittances from abroad or carrying cash

JP\ JP\/月 /月

私はこのたび上記のものが日本国に入国した場合、在学中の経費支弁者となりましたので、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、経費支弁について証明します。

I hereby agree to take the responsibility of paying the expenses of the applicant mentioned above during his/her stay in Japan.

1.　経費支弁の引き受け経緯（申請者の支弁を引き受けた経緯、および申請者との関係について具体的に記載してください。
The reason for my taking the responsibility of paying the expenses of the above-mentioned applicant and my relationship
with him/her is as follows;

2.　経費支弁内容：私は、上記の者の日本滞在について、下記のとおり経費支弁することを証明します。また、下記の者が在
留期間更新許可申請の際には、送金証明書また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。

Contents of Payment:　I swear to pay the expenses as stated below and I will 

submit documents establishing my payment as a remittance certificate or copy of the applicant’s bank book which indicates
the remittance at the time.

Family name (Middle name)  Given name
国籍 性別

Nationality Sex

Paying Expenses　経費支弁書
（経費支弁者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）

(Those who pay expenditure must fill in this form. Japanese translation and translator’s name is needed if written in a
language other than Japanese.）

日本国法務大臣殿
To the Minister of Justice

志願者氏名（英字）
Name(in English)



学校法人大原学園

■

生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

私は、上記の者が貴校に入学した場合は、下記事項について保証いたします。
As the sponsor of this applicant, I agree to accept the following responsibilities when the applicant arrives in Japan.

1.　貴校の教育方針に従い、学則を遵守し、勉学に専念するよう指導すること。

I will guide the student to observe the school rules, and to concentrate on his/her studies.

2.　学則に違反した場合は、退学等いかなる処分を受けても異議はないこと。

3.　貴校在学中に発生する学費、その他の費用、生活費、旅費等、金銭上の義務に対する責任を全て持つこと。

保証人氏名 本人との関係
Sponsor’s name

自宅住所  電話番号
Home address 

職業（勤務先の名称）
Occupation(company name)

勤務先住所  電話番号

Company address 

日付　Date (yyyy/mm/dd)
身元保証者署名
Supporter’s signatureYear Month Day

年 月 日

Tel

Tel

There will be no objection by myself if any action is taken against the applicant, up to and including expulsion from O-HARA, if
the applicant violates school regulations.

I will accept all financial responsibility for the applicant during their entire length of stay in Japan. I understand that this
includes their entire tuition fee and daily living expenses.

4.　日本国の法律と規則を遵守し、在留資格以外の不法な活動、また学校の監督下を離れての不法滞在等の違法行為はし
ないよう、指導・監督すること。

I will advise the student that the laws and rules of Japan must be strictly obeyed at all times. I understand that any illegal
activity undertaken by the applicant may lead to prosecution and possible imprisonment. I also understand that the applicant
may only do what is permitted under their status of residence visa in Japan.

Relationship with the
Applicant

Family name (Middle name)  Given name

国籍 性別
Nationality Sex

Sponsorship Agreement　身元保証書
（身元保証人が記入。母国語の場合、日本語訳添付。）

(The sponsor must fill in this form completely. Japanese translation and translator’s name is needed if written in language
other than Japanese.）

大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校　学校長
Principal of O-HARA Foreign Language Tourism & Bridal Beauty College：

志願者氏名（英字）
Name(in English)



学校法人大原学園

■

生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

私は貴校入学志願に際し、下記のとおり誓約いたします。

I, the undersigned, will pledge to the following matters when I am admitted to O-HARA;

1.　提出した書類に記入した事項は、全て事実と相違ありません。

2.　入学後は、貴校の教育方針に従い、学則を遵守し、勉学に励みます。

3.　学則に違反した場合は、退学等いかなる処分を受けても異議はありません。

4.　日本国の法律と規則を遵守し、在留資格以外の不法な活動は致しません。

5.　日本での学習期間は学校の監督下にあることを承諾致します。

I accept that I will be under the supervision of O-HARA during the length of time I will be studying with them in Japan.

日付　Date (yyyy/mm/dd)
志願者署名
Applicant signatureYear Month Day

I declare that the documents I have submitted with this application form are genuine and all the information on them is true
and correct.

I will observe and obey all school rules and regulations during my time at O-HARA. I also swear to study hard and complete
any and all assignments I am given.

I accept all of O-HARA’s school rules and regulations. I will have no objection against any disciplinary action taken against
me, up to expulsion from O-HARA, if I violate any of these rules.

I will observe the laws of Japan at all times and will only undertake activities that I am legally permitted to do under the
terms of my residence visa in Japan.

年 月 日

Family name (Middle name)  Given name

国籍 性別
Nationality Sex

Pledge　誓約書
（志願者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。）

(The applicant must fill this pledge in. Japanese translation and translator’s name is needed if written in languages other
than Japanese.）

大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校　学校長
Principal of O-HARA Foreign Language Tourism & Bridal Beauty College：

志願者氏名（英字）
Name(in English)



■

□ M □ F

6.　 出生地 7.　職業
Place of birth Occupation

無 有
□ No □ Yes

9. 本国の住所

Home address

（2）発行年月日
Date of issue

申請中 （3）有効期限
□ Under processing Date of expiration 

過去の出入国歴 有　・　無 回数 回
Past entry into/departure from Japan Yes / No time(s)

さらに出入国歴がある場合は下に記入してください。
Please fill in any additional stays in Japan below and the reasons for your stays.

12. 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 無 有
Have you ever been convicted of a criminal offence? □ No □ Yes

(志願者が記入。志願者氏名はアルファベットでも表記すること。母国語の場合日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）
(The applicant must fill this application form in completely. Write in block letters. Japanese translation and translator’s

name is needed if written in language other than Japanese).

(if “Yes”, please provide details of the offence

月 日
Month Day

日 年
Day Year

Day Year

(4)
年 月

Year Month

(3)
年 月

Year Month
日 年 日

Month Day
月

Date of departure
年

DayMonthYear

Month Day

年 月 日
Year Month Day

年

Year Month Day
月月

日
Month Day

月

(2)
年 月

Year Month
月年

Day Year
日

Nationality

Family name

 在留資格
Status of residence

5.　国籍

Application form　入学願書

大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校　：1年制
O-HARA Foreign Language Tourism & Bridal Beauty College：1year course

4.　 年齢
Age

 Given name

 Given name

Name (in English)
１.氏名（英字）

氏名（カタカナ）

Family name (Middle name)

Family name (Middle name)

Sex
年

Name(in Katakana)

3.　生年月日2.　性別
Date of birth

 Given name(Middle name)

11. 出入国歴

日

TEL

8.　配偶者の有無
Marital status

配偶者氏名
Partner's name

月 日
Passport

(1) 番号
Number

(1) 2020
年

Year
1

Year

Previous stays in Japan

 入国年月日
Date of entry

 出国年月日

E-mail

10. 旅券

Month
日
Day

10

入国目的
Purpose of entry

日

写 真

Photo

40mm×30mm



Please fill in your family members in details

14. (1)　学歴  初等学校（小学校）から、順次最終学歴まで
Academic background (From the first school (elementary school) to the last institution of education)

(2) 最終学歴  What was the last school or institution you attend?
大学院（博士） 大学院（修士） 大学

□ Doctor □ Master □ Bachelor □

専門学校
□ College of technology □ □

(3) 在籍状況　Registered enrollment
在学中 休学中

□ Graduated □ In school □ Temporary absence □

15.　職歴　
Work experience

□

□

その他

□ □ □ □ Other

以上のことは全て事実であり、私が直筆したものです。
I declare that all the information I have provided is true and correct.

日付　 本人署名

）
Enter University or continue studying Find a job Establish a company

Month Day

Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature
年 月 日

Year

日本に滞在 Stay in Japan

月 年

（
進学 就職 起業

(3)
年

16.　卒業後の予定
Plan after graduating from O-HARA

帰国 Return to home country

月
Year Month Year Month

月
Year Month Year Month

(2)
年

月 年
(1)

月 年

月
Year Month Year Month

Name of employer Address Date of employement Date of resignation
年

卒業 中退
Withdrawal

勤務先  住所 就職年月 退職年月

短期大学 
Junior college

高等学校 その他
High school Other

月 年 月
Year Month Year Month

(4)
年

(5)
年

月
Year Month Year Month

月
Year Month Year Month

月 年

(3)
年

月 年

月 年

月
Year Month Year Month

(2)
年

School name Address Date of entrance Date of graduation

(1)
年 月 年 月

Year Month Year Month

合計就学年数 年
Total years in school Years

学校名  住所 入学年月 卒業年月

氏名 続柄 生年月日 職業 自宅住所 　電話番号

13.　在本国の家族

Name Relationship Date of birth Occupation Permanent address Telephone No.



17.　留学理由書
Reason for studying in Japan

日付　 本人署名
Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature

Year Month Day
年 月 日

日本留学の目的、日本で何を学びたいか、勉学後の進路（日本で就職、帰国等）、簡単な自己紹介、経歴などを具体的に記述してください。
Please write your purpose of study in Japan, what you want to learn in Japan, your plan after graduating from O-HARA（find employment or

return your country, etc.）, self introduction, your career goals, and so on.



生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

会話 聴解
Conversation Listening 

読解 記述
Reading Writing

日付　 本人署名

日

Year Month Day

Date (yyyy/mm/dd) Applicant signature

年 月

excellent　・　good　・　fair　・　poor excellent　・　good　・　fair　・　poor

excellent　・　good　・　fair　・　poor excellent　・　good　・　fair　・　poor

5.　学習上の問題点や希望があれば書いてください。
Please write your wishes or weak points in studying Japanese

Other method

3.　使用教材
Materials used

4.　現在のあなたの日本語程度がどの程度か、○で囲んでください。
Please circle (○) the list below to tell your abilities of each following skills.

hours
Year Month Year Month

2.　その他の方法
Total hours

年 月
Total

年 月

hours
Year Month Year Month

Total

hoursTotal
年 月

年 月

Year Month Year Month

年 月

年 月

hours
Year Month Year Month

Total

hoursTotal
年 月

年 月

Year Month Year Month
年 月

総時間数
School name Date of entrance Date of graduation Total time

年 月

私の日本語学習について下記のように申請いたします。
I declare my studying experience of Japanese as follows;

1.　日本語学校
Japanese language school

学校名 入学年月 卒業年月

Family name (Middle name)  Given name

国籍 性別
Nationality Sex

Learning experiences of Japanese Language
日本語学習申告書

（志願者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）
(The applicant must fill in this application. Write in block letters. Japanese translation and translator’s name is needed if written

in language other than Japanese.)

１.氏名（英字）
Name (in English)



生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

(1)支弁方法及び月平均支弁額 (2)送金・携行等の別

本人負担 外国からの送金
□ Self □ Remittances from abroad

在外経費支弁者負担 外国からの携行
□ Supporter living abroad □ Carrying from abroad

在日経費支弁者負担 携行者 Name of the individual carrying cash

□ Supporter in Japan 申請者本人 その他(氏名）
□ Applicant □ Others(Name)

携行時期
Date of carrying cash

年収 円

Annual income ）

自宅住所  電話番号
Home address 

職業（勤務先の名称）
Occupation(company name)

勤務先住所  電話番号

Company address 

日付　Date (yyyy/mm/dd) 経費支弁者署名
Supporter’s signature

※日本人の保証人の場合は印鑑証明書印を押印下さい。

年 月 日
Year Month Day

Tel

Tel

経費支弁者氏名

Supporter’s name （1円＝

年 月
Year Month

JP\ JP\ 　

JP\

/月

/月

Method of support and an amount of support per month Remittances from abroad or carrying cash

JP\ JP\/月 /月

私はこのたび上記のものが日本国に入国した場合、在学中の経費支弁者となりましたので、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、経費支弁について証明します。

I hereby agree to take the responsibility of paying the expenses of the applicant mentioned above during his/her stay in Japan.

1.　経費支弁の引き受け経緯（申請者の支弁を引き受けた経緯、および申請者との関係について具体的に記載してください。
The reason for my taking the responsibility of paying the expenses of the above-mentioned applicant and my relationship
with him/her is as follows;

2.　経費支弁内容：私は、上記の者の日本滞在について、下記のとおり経費支弁することを証明します。また、下記の者が在
留期間更新許可申請の際には、送金証明書また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。

Contents of Payment:　I swear to pay the expenses as stated below and I will 

submit documents establishing my payment as a remittance certificate or copy of the applicant’s bank book which indicates
the remittance at the time.

Family name (Middle name)  Given name
国籍 性別

Nationality Sex

Paying Expenses　経費支弁書
（経費支弁者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。訳者の氏名を表記。）

(Those who pay expenditure must fill in this form. Japanese translation and translator’s name is needed if written in a
language other than Japanese.）

日本国法務大臣殿
To the Minister of Justice

志願者氏名（英字）
Name(in English)



学校法人大原学園

■

生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

私は、上記の者が貴校に入学した場合は、下記事項について保証いたします。
As the sponsor of this applicant, I agree to accept the following responsibilities when the applicant arrives in Japan.

1.　貴校の教育方針に従い、学則を遵守し、勉学に専念するよう指導すること。

I will guide the student to observe the school rules, and to concentrate on his/her studies.

2.　学則に違反した場合は、退学等いかなる処分を受けても異議はないこと。

3.　貴校在学中に発生する学費、その他の費用、生活費、旅費等、金銭上の義務に対する責任を全て持つこと。

保証人氏名 本人との関係
Sponsor’s name

自宅住所  電話番号
Home address 

職業（勤務先の名称）
Occupation(company name)

勤務先住所  電話番号

Company address 

日付　Date (yyyy/mm/dd)
身元保証者署名
Supporter’s signatureYear Month Day

年 月 日

Tel

Tel

There will be no objection by myself if any action is taken against the applicant, up to and including expulsion from O-HARA, if
the applicant violates school regulations.

I will accept all financial responsibility for the applicant during their entire length of stay in Japan. I understand that this
includes their entire tuition fee and daily living expenses.

4.　日本国の法律と規則を遵守し、在留資格以外の不法な活動、また学校の監督下を離れての不法滞在等の違法行為はし
ないよう、指導・監督すること。

I will advise the student that the laws and rules of Japan must be strictly obeyed at all times. I understand that any illegal
activity undertaken by the applicant may lead to prosecution and possible imprisonment. I also understand that the applicant
may only do what is permitted under their status of residence visa in Japan.

Relationship with the
Applicant

Family name (Middle name)  Given name

国籍 性別
Nationality Sex

Sponsorship Agreement　身元保証書
（身元保証人が記入。母国語の場合、日本語訳添付。）

(The sponsor must fill in this form completely. Japanese translation and translator’s name is needed if written in language
other than Japanese.）

大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校　学校長
Principal of O-HARA Foreign Language Tourism & Bridal Beauty College：

志願者氏名（英字）
Name(in English)



学校法人大原学園

■

生年月日
Date of birth(yyyy/mm/dd) □ M □ F

私は貴校入学志願に際し、下記のとおり誓約いたします。

I, the undersigned, will pledge to the following matters when I am admitted to O-HARA;

1.　提出した書類に記入した事項は、全て事実と相違ありません。

2.　入学後は、貴校の教育方針に従い、学則を遵守し、勉学に励みます。

3.　学則に違反した場合は、退学等いかなる処分を受けても異議はありません。

4.　日本国の法律と規則を遵守し、在留資格以外の不法な活動は致しません。

5.　日本での学習期間は学校の監督下にあることを承諾致します。

I accept that I will be under the supervision of O-HARA during the length of time I will be studying with them in Japan.

日付　Date (yyyy/mm/dd)
志願者署名
Applicant signatureYear Month Day

I declare that the documents I have submitted with this application form are genuine and all the information on them is true
and correct.

I will observe and obey all school rules and regulations during my time at O-HARA. I also swear to study hard and complete
any and all assignments I am given.

I accept all of O-HARA’s school rules and regulations. I will have no objection against any disciplinary action taken against
me, up to expulsion from O-HARA, if I violate any of these rules.

I will observe the laws of Japan at all times and will only undertake activities that I am legally permitted to do under the
terms of my residence visa in Japan.

年 月 日

Family name (Middle name)  Given name

国籍 性別
Nationality Sex

Pledge　誓約書
（志願者が記入。母国語の場合、日本語訳添付。）

(The applicant must fill this pledge in. Japanese translation and translator’s name is needed if written in languages other
than Japanese.）

大原外語観光＆ブライダルビューティー専門学校　学校長
Principal of O-HARA Foreign Language Tourism & Bridal Beauty College：

志願者氏名（英字）
Name(in English)


