
Faith International Bible College APPLICATION FOR ADMISSION   申込書 

1.   基本情報 

Last  Name：            

First  Name： 

Middle or Maiden Name： 

名前（ミドルネーム）                                  

Marital Status:  

[  ] Single [  ] Married [  ]Divorced [  ] Other 結婚   □未婚       □既婚     □離婚      □他  

E-mail Address   

メールアドレス 

Program of Desired Enrollment ＆Degree Level of Enrollment 

□Associate   □Bachelor   □Masters Ⅰ             

□MastersⅡ  □Doctorate 

入学希望コース 

 

□準学士  □学士   □修士Ⅰ  □修士Ⅱ  □博士 

2.   BACKGROUND INFORMATION (This information taken to better serve you as a student) 

経歴書 （この情報はあなたに最も良い準備をするために使わせていただきます） 

Present Occupation:  

Employer: 

How long? 

現在の職業  

勤務先                       期間 

Name of Local Church: 

 

Ｐａｓｔｏｒ’ s Name 

所属教会     牧師名 



 Are you a minister?  [ ] Yes [ ] No   

 

Licensed?     [ ] Yes  [ ] No 

 

Ordained?    [ ] Yes  [ ] No 

奉仕者ですか？               □はい  □いいえ   

牧師の免許をお持ちですか？      □はい  □いいえ   

任命されていますか？           □はい  □いいえ        

How long have you been in full-time service?   

 

 

      years         months 

はいなら どのくらいの期間、フルタイムの奉仕をしていますか？  

・     年      月 

To what denomination or organization do you belong or classify 

yourself? 
あな あなたは、何派のクリスチャンですか？                   

派     

Reference   Relationship    

 □Relative   □Friend 

 

Name:  

Address: City             

State  

Zip                 

                        Phone 

あなたを推薦してくださる方は？ ＊８ページに該当される方のみご記入くださ

い。  

□友人  □知人  

氏名                           ☎番号                

住所 〒                                                 

3.   ETHNIC ORIGIN  人種 

  [  ] Caucasian (non-Hispanic)  [  ] Asian Pacific Islander   

[  ] Hispanic  [  ] Black (non-Hispanic)   

[  ] American Indian / Alaskan  [  ] Other: Specify 

 □白人         □アジア    □ ヒスパニック    □ネイティブアメリ

カン             □アラスカ    □他（具体的に） 



(This information required by the Civil Rights Act) 

4.   CITIZENSHIP 国籍について 

Country of Birth:  

 出身国                           

Are you a citizen of the United States?  

 [  ] Yes [  ] No 

 

If NO, please answer the following questions 

アメリカ国籍をおもちですか？ 

アメリカ国籍をお持ちでない方は 以下の質問にお答えください 

Of what country are you a citizen?   

国籍                                                  

Are you a permanent U. S. resident?  

 [  ] Yes [  ] No アメリカの永住権をお持ちですか     □はい  □いいえ                 

Alien Registration # 

おもちでしたらＳＳＮ＃をお書きください ＳＳＮ＃                        

Do you presently have a U. S. Visa?  

 [  ] Yes [  ] No  アメリカのビザをお持ちですか？     □はい   □いいえ    

If yes, what type?  

 

Expiration Date: 

 

もしお持ちでしたら、どのタイプですか？ タイプ                  

期限               年                 

月 



 

5.   EDUCATION INFORMATION  学歴 

Name of High School:    

City:                 

County:                   

State:          

 Date of Graduation: _______ / _______ / _______                              

出身高校 

 

高校の所在地                  国                  県                  

市 

卒業年月日           年                月 

If you did not graduate, have you obtained a GED?  

[  ] Yes [  ] No     

 

 

When? _____ / _____ / _____ 

高校を卒業されていなければ、高校卒業検定をお持ちですか？     

  □はい   □いいえ  

卒業 検定終了日          年           月      

List ALL colleges attended in chronological order (latest 

last)…Attach additional sheets, if necessary. 

 

 

Name of Institution:  

City:                 

 County: 

 State: 

Dates attended: from                    to  

 

Degree(s) received:    Hours Earned:     

 [  ] Semester  [  ] Quarter 

通われた大学、短大、専門学校についてご記入ください。  

ふたつ上に通われた方は、紙をたしてお書きください。 

学校名  

学校の所在地                 国                県  

 

在籍期間  

入学         年      月 ～    年     月  

□１年制   □2年制   □3年制  □４年制 

□卒業    □修了  □中退 



・Are you currently enrolled in the last institution attended?  [  ] 

Yes [  ] No 
まだ在籍中の方は いつまで在籍予定ですか？                         

年          年    月      □卒業   □修了  予定  

 

Are you eligible for re-admission to any of the institutions listed? 

 

 

If no, are reasons 

[  ] Academic?  [  ] Disciplinary?   

[  ] Other (attach explanation) 

上記の学校から立ち入り禁止または、それに相当するものを受けたことが

ありますか？     □はい   □いいえ  

もしそうなら理由は何ですか？  

□成績  □学校との関係    

□ 他   具体的にお書きください。必要に応じ紙を足してください。 

 

6.   ADDITIONAL INFORMATION  追加情報 

 

Have you ever been convicted for the violation of any federal, 

state, county, or municipality law? (excluding minor traffic 

violations)   

 

[  ] Yes  [  ] 

 No If yes, give full details on an attached sheet. 

 

法律上のことで逮捕されたことはありますか？ □はい     □いいえ 

 

もしあれば具体的にご記入ください。必要に応じ紙を足してください。 



 

 

 

７、Ａｄｍｉｎｉｓｔａｔｉｖｅ Ｆｅｅ  事務手続きについて 

$60.00 NON-REFUNDABLE APPLICATION FEE MUST BE SUBMITTED WITH APPLICATION… UPON APPROVAL, ONE-THIRD OF TUITION MUST BE PAID AT REGISTRATION  

NCCTの申し込み手数料として 6,000円かかります。入金確認をもって入学手続きを取らせていただきます。また、一

度入金いただいた手数料は、生徒側の理由で入学を御辞退された場合は返金できません。 

振り込み先   ゆうちょ：記号 １０１００   番号 ７０７４５９０１     フェイス＆ビクトリー 国際フェローシップ 

TEXTBOOK FEES MUST BE PAID BEFORE RECEIPT OF ANY MATERIAL     

 GRADUATION FEES MUST BE PAID EACH YEAR, AS FOLLOWS: Doctoral Graduates BEFORE 1
ST

 WEEK OF （         ） 

.Other Graduates BEFORE 1
st
 WEEK OF （      ）  

BALANCE OF TUITION MUST BE PAID BY （          ）OF EACH YEAR  

テキスト代は追って連絡させていただきます 

卒業にかかる手続き、費用については、後ほど連絡させていただきます 

推薦状に時間がかかることが予測されます。推薦者に記入してもらった後に別便で送ってくださってもかまいません。 



 

 

 

８、ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ 誓  約  書 
I have completed this application to the best of my ability and have been truthful to the best of my knowledge in 

answering all questions. I do hereby agree to abide by the high ethical standards set forth by Faith International Bible 

College and to conduct myself in accordance to the expectation of FIBC in order for my life to bring glory and honor to 

the Lord, Jesus Christ.  

私は私の能力の限りをつくし、私の知っている限りの情報を 偽りなく書し、全ての質問に答えました。

私は、主イエスキリストに私の人生を通して 栄光と誉れをもたらすために、FIBCの学校の方針と考

え方に従います。 

I have read the Statement of Faith of the Faith International Bible College and agree to follow its doctrinal stand in 

accordance to the Word of God.  

私は FIBCの声明書を読み、神の御言葉による教義に従うことに同意します。 

Signature                                 サイン                                          

 Date                                誓約日         年         月       日 

 



 

９、ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ ＊これまで聖書について学ばれたことのある方 

.Ｓｔｕｄｅｎｔ‘ｓ ｎａｍｅ  入学者名                                      さん   推 薦 状  

TO BE COMPLETED BY PROFESSOR   推薦者によりご記入願います  

School Year Date: _______ / _______ / _______   

Please check one that applies: 

□Satellite Extension  □ Individual Study Program 

 

Name of Satellite Extension School ： 

Name of Satellite Extension President ： 

 

入学年時          年         月  入学 

 

□学校による勉強   □個人による学習 

学校の学校名                                    

校長名                                         

Give an explanation of LIFE-EARNED credits (if any):  

Certificate in Biblical & Theological Studies   

単位に換算されるような経験があれば、別紙を使いご記入ください。 

聖書に関連する免許をお持ちであれば、別紙を使いご記入ください。 

その後、推薦者の方が「上記の内容は事実に相違ありません。推薦者名前 日付」を

書き添えください。 

Ｅｎｔｒｙ Ｌｅｖｅｌ ｏｆ Ｓｔｕｄｅｎｔ 
推薦者の方からみて、どのコースから始めるのがふさわしいと思われますか？ 

□準学士   □学士   □修士Ⅰ   □修士Ⅱ   □博士 

List any special arrangements that have been made (if any): 入学に当たり特別な準備などあれば 別紙を使いお書きください。 

Ｎａｍｅ 

Ｐｈｏｎｅ： 

Ａｄｒｅｓｓ： 

推薦者のお名前 

住所 

☎番号 

 


