October, 2017

留学生受入に関する必要書類
（Needed documents for exchange students）
受入れ手続きを滞りなく行うため、送付書類に不備がないか下記のチェックリストでお確かめ
下さい。
なお、書類は楷書で記入してください。

To avoid any delay in processing the application, tick each box when each item has been
completed or attached:
Please use BLOCK LETTERS to fill in the application forms.
１

特別科目等履修生に係る出願書類 Application Forms for the University of Kitakyushu
１−１

特別科目等履修学生許可願 Application for admission as an EXCHANGE

STUDENT
１−２

経歴書 Personal History

１−３

研究計画書 Personal Statement

１−４

日本語能力調査書 Language Competence Evaluation Form

１−５

日本語プレイスメントテスト Japanese Placement Test

１−６−１ 健康診断書 Medical Certificate for an Exchange Student
１−６−２ 持病に関する質問票 Details of your medical conditions
１−７

在籍大学の在籍証明書 Certificate of Enrollment of the home University

１−８

在籍大学の成績証明書 Academic Transcript at the home University

１−９

在籍大学の推薦書 Letter of Recommendation (individual)
※

１−１０

個人別に作成してください。

残高証明書

Certificate of Deposit Balance to Insure Coverage of Living

Expense

１−１１

証明写真 4 枚（3.5×4.5cm、3 ヶ月以内に撮影したもの）

4 sheets of ID photo (3.5×4.5cm, taken within 3 months)
２

入国管理局関係 For Regional Immigration Bureau
２−１

在留資格認定証明書交付申請書 Application for Certificate of Eligibility
※必ず片面印刷でお願いします。Single-side printing only

２−２

パスポートの写し a copy of passport

書類提出のしめきり
・春入学 2017 年 11 月 30 日
・秋入学 2018 年 4 月 27 日

Deadline for Application
・2018-Spring：November 30th, 2017
・2018-Fall：April 27th, 2018

Address
Keiko MIZOWAKI
International Affairs Division, Global Promotion Department,
The University of Kitakyushu
4-2-1 Kitagata, Kokuraminami-ku,
Kitakyushu, Fukuoka, 802-8577 Japan
Telephone: +81(93)964-4202, Fax: +81(93)964-4028,
Email: kkouryu@kitakyu-u.ac.jp

Form1-6-1

Medical Certificate for a Exchange Student
名 Family Name (Block Letters)

氏

Given Name

（Name）
生年月日（Date of Birth）

年

月

日

別（Gender）

性

現住所（Current Address）
電

話（Telephone）

国

籍（Citizenship）

視力 Eyesight
聴力 Hearing

裸眼 Naked eye

右R

左L

矯正 Corrective

右R

左L

右R

左L

結核 Tuberculosis
主 な既 往症 と 罹 患 時 の 年 齢

Medical history
注意すべき疾病の有無とその
内容 Does he/she have any kind

of medical problems that need to
look out for? If yes, write down
the conditions.
その他 Other
診断の結果、上記のとおり相違ないことを証明する

After the examination, I certify that the above information is certainly true.

西暦

年

月

日

（Date Year/Month/Day）

現住所
（Address）

電

話

（Telephone）
医療機関名（Name of Medical organization）
氏 名
（Name/Signature）

Form1-6-2

持病に関する質問票

Details of your medical conditions
原籍大学(Home University)

氏名(Name)
この内容によって、本学への受入れに関する審査には影響しませんので、正直に記入して
ください。

The following contents won’t affect your acceptance to our school. Please do not hesitate
to answer.
事前に報告がなかった場合、
①北九州市立大学が対応できない場合があります。
②持病が原因で欠席が続いた場合、成績に影響が出ることがあります。

If you do not tell us about any medical conditions before you come to Japan:
1. It will be difficult to provide special care for you.
2. Being absent will also affect your class record.
QUESTIONS
①あなたは持病(過去にかかった病気やケガの症状が、現在も続いていること)がありますか。

Do you have any physical or mental conditions?

はい Yes

いいえ No

②持病が原因で、通学が難しいことがありますか。

Does your mental or physical condition make it difficult to commute to school?

はい Yes

いいえ No

上記の質問で「はい」と答えた方は、次の質問に進んでください。

If you answered “Yes” to any of the above questions, please go on to the next question.

Please turn over.
裏面に行ってください。

Form1-6-2

③持病は、どのような症状で、どのような治療が必要か教えてください。

What kind of symptoms do you have?
What kind of medical treatment do you require?
◆症状 symptom

◆治療方法 medical treatment
例）年に一回病院に行く、薬を飲む

Example: going to hospital once a year, taking medication, etc.

④持病に関して、北九州市立大学の職員、または日本語の先生にお願いしたいことはあり
ますか。

If needed, what kind of special care for your conditions do you require from the UKK
staff or Japanese teachers?
例）教室に行くのがつらいときは、保健室で勉強したい。

Example: May I study in the school infirmary, when it’s hard to attend the class?

質問は以上です。

Thank you for answering.

