
（項目 3、5～７の欄および裏面は日本語でご記入ください）

第 62 回外国人による日本語弁論大会申込書 
THE 62nd INTERNATIONAL SPEECH CONTEST IN 

JAPANESE APPLICATION FORM 
NO.___________ 

１

氏 Family Name 名 Given Name Middle Name 性別

氏 名 国籍
Nationality 

カタカナ

写 真
(photo) 

3 ㎝ x 4 ㎝以上で 
4.5 ㎝ x 4.5 ㎝の 
枠に収まるように

貼付してください

Full Name 
(in Roman 

letters as in 
your passport) 

２
生年月日

Date of Birth 年 月  日生 2021年 5 月 29 日現在の年齢   歳 
(year)   (month)   (day)   (age, as of May 29, 2021) 

３
現住所
Address 
in Japan 

〒

（予選結果はここに記載の住所に郵送します）

自宅電話番号: 携帯電話番号: 

PC メール: 携帯メール: 

４
本国住所

Home Address 

５
演 題

Speech Title 

６
職 業

Employment 
所属学校
Education 

など

＊該当する箇所に☑を入れて、下の欄に会社名、学校名などを記入してください。

□ 高校生 □ 高専・専門学校 □ 大学生 □ 大学院生

□ 研究生 □ 日本語学校生

□ 会社員 □ 企業研修生 □ 介護職員（実習生含む）

□ 国際交流員 □ 英語教師（ALT 含む） □ その他

７

会社など名称
／学校名
Company/ 

Organization 
School 
Name 

部署／専攻など

８

2021 年 5 月 29日付のあなたの日本居住期間 (total length of your residence in Japan as of May 29, 2021) 

From        から To        まで 
  計 年   ヵ月

(Total) (Years) (Months) 

From から To   まで

９

母 語 (Native Language) 外 国 語 (Other Foreign Languages) 

＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿

Date 2021 年   月  日

(year) (month) (day) 
本書記載事項が事実であることを認めます。

I hereby agree to the conditions set forth in this bulletin of information and affirm that 
I am the person whose name and address are given on this application form. 

申込者署名 Signature of Applicant 
同意される方は☑　はい/Yes



学 歴
Educational 
Background 

最終出身校 (last school attended) 専 攻 (major) 期 間 (period) 

From 

To 

職 歴
Employment 
Background 

会 社 名 (company name) 職 種 (kind of work) 期 間 (period) 

From 

To 

あなたは日本で教育を受けたことがありますか。ある場合は該当する箇所に☑を入れてください。

(Have you studied formally in Japan?  If yes, which category?  Please check. ) 

□小学校 □中学校 □高等学校 □大学 □大学院 □日本語学校 □その他

あなたが学習した日本語学習機関名 (name of institution where you studied Japanese) 期 間 (period) 

From To

From To

他の日本語弁論大会に出場したことがありますか。該当する箇所に☑を入れて記入してください。
(Have you participated in other international speech contests in Japanese?) 

はい (Yes)

大会名 (contest name) 開催日 (contest date) 入賞の有無 (award received) 主催団体 (sponsor) 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注: 他の弁論大会、論文コンクールなど同様の催しにて発表したスピーチでの応募はできません。 
(You are required to apply the unpublished speech in other contests.)  

あなたが本大会に応募した動機を日本語で書いて下さい。

(Please give your motive for application in Japanese.) 

｢外国人による日本語弁論大会｣を何でお知りになりましたか。(How did you find out about this contest?) 
雑誌（ )
magazine (name: )

ポスター
poster   

先生より
teacher 

テレビ
television

友人・知人より
friend 

インターネット
internet

その他（  )
others

英字新聞(　       )　
English newspaper (name:　       )

新聞（ 新聞）
newspaper (name: ）

いいえ (no)
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