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学校法人 NIPPON ACADEMY
NIPPONおもてなし専門学校学校長 殿

学校推薦書

　　　　　年　　　月　　　日

所在地
学校名
校長名             　　          　　　  職印

下記のものは学生として貴校に入学するにふさわしいものと認め
ここに推薦します。

推薦入学希望者のみご記入ください

がっこう　　　すいせんしょ

がっこう  ほうじん

すいせんにゅうがくきぼうしゃ                             きにゅう

しょざいち

がっこうめい

こうちょうめい

ねん           　　         がつ   　　                  にち

せんもんがっこうがっこうちょう　　どの

かき　　　　　　　　　　　   がくせい　　　　　　　  きこう　　　　 にゅうがく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みと

しょくいん

すいせん

国籍 性別 生年月日
年　　月　　日　生□ 男 □ 女

フリガナ

氏名

年　　　月　　　日 入学 年　　　月　　　日
卒業
見込

年　　　　組 担任担任氏名

推薦理由 （授業態度、授業外活動等、本人について附記すべき事柄をご記入ください）

しめい

こくせき

たんにん　しめい

すいせん  りゆう                 じゅぎょうたいど　　　　じゅぎょうがいかつどうとう　　　 ほんにん　　　　　　　　　　　ふき　　　　　　　　　　ことがら　　　　　 きにゅう

せいべつ せいねんがっぴ

ねん               がつ               にち       せい

ねん               　　　　 くみ    たんにん

おとこ おんな

そつぎょう

ねん                      がつ                      にち              にゅうがく ねん                      がつ                      にち             みこみ

注）上記の住所、電話番号に連絡がつかない場合は虚偽の記載とみなし合格取り消しとします。
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ちゅう    じょうき       じゅうしょ     でんわ    ばんごう       れんらく                                 ばあい          きょぎ          きさい                             ごうかく と          け

※　　　　　年　　　月　　　日
※受験No.

学校法人 NIPPON ACADEMY

NIPPONおもてなし専門学校

入学願書 注) ※は記入しないでください。

入学要項の内容を確認した上で希望し、申し込みます。

にゅうがく     がんしょ

がっこう  ほうじん

にゅうがくようこう         ないよう         かくにん                うえ        きぼう                もう       こ

ねん                      がつ                      にち

じゅけん

ちゅう              きにゅう

せんもん   がっこう

写真貼付

半身脱帽
無背景

裏面に氏名記入のこと
３×４cm

しゃしんちょうふ

はんしん だつぼう

うらめん      しめい   きにゅう

むはいけい 

本人との関係

●国内の緊急連絡先 ( 出願者と連絡が付かない場合の連絡対象者 )

氏名

電話番号　　　　　-　　　　　-

●母国の最終学歴
□高等学校（学校名）

□専門学校
□短期大学

年　　　月　　　日 卒業□大学

●日本の最終学歴
（日本語学校）

年　　　月　　　日
□修了
□修了見込

（上級学校）

□専門学校 □短期大学
□大学

年　　　月　　　日
□卒業
□卒業見込

ぼこく            さいしゅうがくれき

こくない         きんきゅうれんらくさき         しゅつがんしゃ       れんらく         つ                         ばあい           れんらく  たいしょうしゃ

しめい ほんにん                かんけい

でんわ     ばんごう

がっこう めい

にほんご     がっこう

じょうきゅうがっこう

こうとう   がっこう

せんもん   がっこう

せんもん   がっこう

だいがく

だいがく

たんき      だいがく

たんき      だいがく

ねん                             がつ                             にち               そつぎょう

ねん                             がつ                             にち               しゅうりょう みこみ

ねん                             がつ                             にち               そつぎょう   みこみ

そつぎょう

しゅうりょう

にほん            さいしゅうがくれき

フリガナ

国籍 性別

本人
氏名

年齢
生年月日 　 　　　年  　　月  　　日 生

歳
現住所 〒 電話　　　　　－　　　　　－

印

□ 男 □ 女

ほんにん

しめい

こくせき

げんじゅうしょ でんわ

せいべつ せいねんがっぴ

ねんれい さい

ねん                    がつ                    にち   せい

おとこ おんな

希望試験会場

エントリーNo. 友割エントリーNo.
「事前エントリー制度」をご利用の場合、エントリーNo.をご記入下さい。 ※入学要項P２参照

□ 前橋会場 　□ 東京会場　 □ 他会場（　　　　　　　）
まえばしかいじょう とうきょうかいじょう　　　　　　たかいじょう

じぜん                      せいど            りよう      ばあい                                       きにゅう くだ               にゅうがくようこう　さんしょう
「友割エントリー制度」をご利用の場合、友割エントリーNo.をご記入下さい。 ※添付資料参照
ともわり                   せいど            りよう      ばあい   ともわり                                    きにゅう くだ              てんぷしりょう さんしょう

ともわり

友達の氏名
ともだち            しめい

きぼう     しけん    かいじょう

志望学科
コース

□ ホテル・旅館 国際コース

□ IT デザインコース

□ ホテル・旅館 国際コース

□ おもてなし調理学科

志望校 □ 前橋キャンパス □ 東京デュアラー校
しぼう     こう まえばし

りょかん     こくさい りょかん     こくさい

ちょうり   がっか

とうきょう                                        こう

しぼう       がっか



支店コード 100　　普通　　2549503
ガク）ニッポンアカデミー

○ ○ 銀 行

100

SAMPLE

○ ○

SAMPLE
○ ○ 銀 行

○○ 銀 行

○○

わたしは、「NIPPONおもてなし専門学校」ホームページ記載の

「校則」「寮則」「生活規則」等を、十分理解・遵守し、就学することを誓います。

※最新の規約（http://www.nippon-academy.ac.jp/omo/rules.html）

●入学願書提出前の誓い（誓約書）
                                                                                       せんもんがっこう                                        きさい

   こうそく        りょうそく      せいかつ きそく       など            じゅうぶんりかい      じゅんしゅ        しゅうがく                          ちか

      さいしん     きやく

にゅうがくがんしょ ていしゅつまえ      ちか            せいやくしょ

学校長の判断に基づき以下に該当する場合は、原則として合格取消しとする。

●合格取り消しについて
がっこうちょう   はんだん      もと           いか            がいとう           ばあい               げんそく                 ごうかくとりけ

1)

2)

3)

4)

提出した願書へ虚偽の記載や書類不備があった者

願書に記載した住所や電話番号に連絡がつかない者

出願書類の出席記録より通算出席率が4％以上低下した者

定められた入学金と学費を期限までに納入しない者

ていしゅつ              がんしょ          きょぎ             きさい              しょるいふび　　　　　　　　　　　　　　もの

がんしょ          きさい                    じゅうしょ       でんわばんごう                れんらく                                      もの

しゅつがんしょるい          しゅっせききろく                    つうさん   しゅっせきりつ                       いじょう   ていか                    もの

さだ                              にゅうがくきん        がくひ             きげん                           のうにゅう                      もの

1)

2)

入学前に開催されるオリエンテーションを欠席した者は自ら入学を辞退したとみなします。

入学式を欠席した者は自ら入学を辞退したとみなします。

にゅうがくまえ         かいさい                                                                                               けっせき                 もの          みずか     にゅうがく      じたい

にゅうがくしき         けっせき                 もの         みずか     にゅうがく       じたい

以下に該当する場合は入学月後の辞退のため、いかなる理由であっても学費の返金はできません。
いか               がいとう                 ばあい             にゅうがくつきご            じたい                                                               りゆう                                          がくひ            へんきん

ごうかく と           け

●入学辞退（キャンセル）について
にゅうがくじたい

　　　　　年　　　月　　　日

署名（サイン）

　　　　　　　　　　ねん　　　　　　がつ　　　　　　にち

しょめい
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選考料振込み明細書をここに貼ってください
せんこうりょう　　　　　ふりこ　　　　　　　　めいさいしょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は

じこ　　　　　すいせんしょ

母国住所 母国電話番号（                                      ）

経費支弁者（母国でも可）

氏名

電話番号（                                      ）

間柄（                        ）

母国で学んでいた学科・科目・得意科目・資格

●高等学校

母国で学んでいた学科・科目・得意科目・資格

●大学・短大・専門学校

所持しているJLPT・JTest 等

合格 ある（　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）  ／ なし

入院歴・持病

話せる言語

志望動機・希望学科コースを志望する理由

入学後学びたい事・力を入れたい事

卒業後の展望

※ 当校ホームページ上にて入学願書と自己推薦書を各国の言葉で説明しております。

※記載内容に虚偽が判明した場合、合格取り消しとする。「入学要項」P７.「●合格取り消しについて」参照

ある（　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）  ／ なし

犯罪歴の有無

ぼこく じゅうしょ

けいひ  しべんしゃ      ぼこく            か

ぼこく      まな                    がっか       かもく       とくい  かもく       しかく

ぼこく      まな                    がっか       かもく       とくい  かもく       しかく

こうとうがっこう

だいがく   たんだい    せんもんがっこう

はな         げんご

しぼう どうき       きぼう  がっか                      しぼう            りゆう

にゅうがくご まな               こと    ちから い                 こと

そつぎょうご        てんぼう

とうこう                                        じょう           にゅうがくがんしょ       じこすいせんしょ               かくこく        ことば          せつめい

けいさいないよう         きょぎ　　　はんめい　　　　　　ばあい　　　ごうかくと　　　　　け　　　　　　　　　　　　　にゅうがくようこう　　　　　　　　　　　ごうかくと　　　　け　　　　　　　　　　　　　　　さんしょう

はんざいれき   うむ

にゅういんれき じびょう

ごうかく

でんわ ばんごう

しめい あいだがら

ぼこく でんわ  ばんごう
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母国での職歴・アルバイト経験（複数可）

●母国

日本での職歴・日本語学校でのアルバイト経験（複数可）

●日本入国後

長所 短所

所持している資格 所持している免許（母国・国際免許含む）

ぼこく            しょくれき                           けいけん     ふくすうか

にほん            しょくれき  にほんご    がっこう                                   けいけん     ふくすうか

ぼこく

にほん にゅうこくご

ちょうしょ

しょじ                      しかく

しょじ                      　　　　　　　　　　　　　　とう

しょじ                      めんきょ    ぼこく       こくさいめんきょふく

たんしょ


