
HOSEI UNIVERSITY EXCHANGE STUDENTS FROM OVERSEAS PROGRAM (ESOP)

ONLINE APPLICATION

■Necessary Application Documents　必要な出願書類

No. NOTICE/注意 Check

1
Certificate of Health must be filled out by a medical examiner with

his/her hand-written signature.

医療機関にて診断医による署名があることを確認すること。

2
The study plan must include your hand-written signature on it.

必ずサインを入れたものを提出してください。

3
Please refer to the “Acceptable Photo Examples”

写真例を確認してください

 http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/zairyuu/photo_info.html

4

1. An applicant must attach the "Official Bank Statement" of all

supporters;

2. Necessary information:

 ① The account holder's name;

 ② The bank account balance;

 ③ Date of issue (issued within 3 months);

 ④ Bank name or stamp/seal.

1. すべての経費支弁者の預金残高証明書を添付してください；

2. 必要情報：

 ① 口座保有者の名前; ② 残高合計額;

 ③ 発行日 (三か月以内有効); ④ 銀行名または銀行のスタンプ。

5

1. Include your name and name of your home university.

氏名、学校名が記載されていること

2. Either in English or Japanese.

 英語または日本語

6

Attach the photo page includes "Passport No." and "Date of

expiry".

「パスポート番号」と「有効期間満了の年月日」を含むパスポートの写真

ページを添付してください。

■Additional Documents　追加書類

*

*

Letters of recommendation from 2 professors at your home

university. *With their hand-written signatures

在籍大学の教授2名からの推薦状。 *手書きのサインが必要

*
N2 or N1 will be required.

N2 または N1が必要。

＞Only for graduate students who want to take the graduate class, / 大学院の授業を履修したい大学院生のみ,

Japanese Language Proficiency Test Score

日本語能力を証明する書類

　(Except Graduate School of Engineering students)/(理系大学院生を除く)

ESOP APPLICATION DOCUMENTS CHECKLIST

[NOTICE/注意]

1. All documents should be in English or Japanese.

すべての書類は英語または日本語で準備してください。

2. Prepare your application documents with this checklist to make sure all the necessary materials are prepared.

チェックリスト記載の通り、すべての必要な出願書類が揃えているかご確認ください。

English Language Proficiency Test score

英語能力を証明する書類

2 Recommendation Letters

２通の推薦状

＞Only for Visiting International students (Fee paying) / 私費留学生の場合のみ

Official Bank Statement(s)

預金残高証明書

 ※Make sure the combined amount should fulfill the conditions below.

　【 1 semester 】:480, 000 JPY at least　 (80,000 JPY per month)

　【 2 semesters】:960, 000 JPY at least　 (80,000 JPY per month)

 ※預金残高が以下の金額を満たすことは必要です。

　【 1 セメスター】:480, 000円以上　(80,000円/月)

　【 2 セメスター】:960, 000円以上　(80,000円/月)

Application Documents/必要書類

Official transcripts from your home university

在籍大学で発行された現在までの成績書類

A Scanned Copy of a Valid Passport (photo page)

有効なパスポート（写真ページ）

＞Only for non-native English speaker / 英語を母国語としない場合のみ

Certificate of Health (Hosei Original Form)

健康診断書（法政大学指定書式）

Study Plan (Hosei Original Form)

学習プラン（法政大学指定書式）

An Identity Photograph

証明写真


