
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

cltl/Qm g+= &$    -wf/f %% ;“u ;DalGwt_

日本国政府法務省

hfkfg ;/sf/, Gofo dGqFno

法　務　大　臣　 殿

dfggLo Gofo dGqLHo"

男 別名・通称名等

k'?if pkgfd jf cGo gfd

女

:qL

（年） （月） （日）

-;fn_ -dxLgf_ -ldlt_

方 電話番号 携帯電話番号

dfkm{tM 6]lnkmf]g gDa/ df]afOn 6]lnkmf]g gDa/

gDa/

af;f]af; cg'dltsf] jt{dfg l:ylt af;f]af;sf] clGtd Dofb -jf cg'dltsf] Dofb_

-jf cg'dltsf] lsl;d_

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

gf]6M o; lgj]bgkqsf] ;a} kfgf JIS ;fOhsf] A4 sfuh x'g' k5{ .

難　民　認　定　申　請　書

z/0ffyL{ dfGotfsf] nflu lgj]bg

氏　　名

gfd y/

生年月日 現在の職業

hGd ldlt xfnsf] k]zf

国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

出生地

hGd:yfg

/fli6«otf÷If]q

 -jf ;w}+ af;f]af; u/]sf] b]z_

住居地

hfkfgsf] 7]ufgf

番　　号 発行・更新
年月日

有効期限 発行機関 発行・更新理由

hf/L÷gjLs/0f
ldlt

axfn /xg] Dofb hf/L u/fpg] lgsfo hf/L÷gjLs/0fsf] sf/0f

旅　　券

/fxbfgL

在留カード／

特別永住者証明書

cfjf;Lo sf8{ ÷
ljz]if :yfoL cfjf;Lo k|df0fkq

本邦上陸年月日 上陸港 現に有する在留資格（又は許可の種類） 在留期間満了日（又は許可の期限）

hfkfgdf k|j]z u/]sf] ldlt k|j]z :yn

官　　用　　欄

;/sf/L k|of]hgsf] nflu dfq

ネパール語



　家族構成

kl/jf/sf] ljj/0f

gfd y/ hGd ldlt xfnsf] 7]ufgf

(注）６人以上は別紙を提出してください。

  bfh'efO–lbbLalxgL     -hDdf           hgf_        gf]6 M  % hgfeGbf a9L ePdf cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .
①

②

③

④

⑤

 その他（配偶者，子，祖父母等） (注）６人以上は別紙を提出してください。

 'cGo ->Ldfg÷>LdtL, 5f]/f5f]/L, xh'/af, xh'/cfdf cfbL_        gf]6 M  % hgfeGbf a9L ePdf cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .
①

②

③

④

⑤ □在日

hfkfgleq
□在外

hfkfgaflx/

□在外

hfkfgaflx/
□在日

hfkfgleq
□在外

hfkfgaflx/

□在日

hfkfgleq
□在外

hfkfgaflx/
□在日

hfkfgleq

hfkfgleq

hfkfgaflx/

□在日

hfkfgleq
□在外

hfkfgaflx/

hfkfgleq

hfkfgaflx/

hfkfgleq

hfkfgaflx/

hfkfgleq

hfkfgaflx/

hfkfgleq

続柄 氏　　名 生年月日 性別 国籍・地域
（又は常居所を有
していた国）

職業 在日，在
外の別

居住地 電話番号

gftf lnË k]zf 6]lnkmf]g
gDa/

hfkfgleq
jf

hfkfgaflx/

/fli6otf÷If]q

 -jf ;w}+ af;f]af;
u/]sf] b]z_

父 □在日

hfkfgleq
□在外

hfkfgaflx/

a'af

母 □在日

hfkfgleq
□在外

hfkfgaflx/
きょうだい （計 人）

cfdf

□在日

□在外

□在日

□在外

□在日

□在外

□在日

□在外

□在日

□在外

hfkfgaflx/

ネパール語



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

□cGo -          _

□k"/f u/]sf]  □k"/f gu/]sf]

□cGo -          _

□k|flj tx  □lgdflj tx  □dflj tx

□SofDk; □cGo -           _

□k|flj tx  □lgdflj tx  □dflj tx

□SofDk; □cGo -           _

□k|flj tx  □lgdflj tx  □dflj tx

□SofDk; □cGo -           _

□k|flj tx  □lgdflj tx  □dflj tx

□SofDk; □cGo -           _

□k"/f u/]sf]  □k"/f gu/]sf]

居　住　地 居　住　期　間

af;f]af; :yfg cjlw

居住歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

af;f]af;sf]
ljj/0f

-hfkfg
cfpg'eGbf klxn]
/ cfPkl5 ;d]t

u/L_

期間（年月日） 学校名 種　別 所在地 卒業等

cjlw -ldlt_ ljBfnosf] gfd tx :yfg k"/f u/]sf] jf gu/]sf]

学　歴 □初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

（来日前，来
日後いずれも

記載）

□k|flj tx  □lgdflj tx  □dflj tx □k"/f u/]sf]  □k"/f gu/]sf]

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□SofDk; □cGo -           _ □cGo -          _

z}lIfs ljj/0f
□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

-hfkfg
cfpg'eGbf klxn]
/ cfPkl5 ;d]t

u/L_

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□cGo -          _

□k"/f u/]sf]  □k"/f gu/]sf]

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□cGo -          _

□k"/f u/]sf]  □k"/f gu/]sf]

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

期間（年月日） 会社等名 業　種 所在地 役職，業務内容

cjlw -ldlt_ sfof{no cflbsf] gfd pBf]usf] k|sf/ :yfg kb, sfo{

職　歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

Joj;fosf]
ljj/0f

-hfkfg
cfpg'eGbf klxn]
/ cfPkl5 ;d]t

u/L_

入　国　日 出　国　日 退去強制の有無

hfkfgdf k|j]z ldlt hfkfgaf6 k|:yfg ldlt hfkfgaf6 sfg"gg b]zlgsfnf ePsf] 5 ls 5}g <

本邦出入国歴

hfkfg k|j]z tyf
k|:yfgsf] ljj/0f
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～

～

～

１　もしあなたが本国に戻った場合に，迫害を受ける理由は次のどれですか。

olb tkfO{+ cfÎgf] b]zdf kmls{g'eof] eg] s] sf/0fn] pTkL8g (persecution) ef]Ug' k5{ < pko'Qm afs;df l6s nufpg'xf];\ .

□　人種 □　宗教 □　国籍 □　特定の社会的集団の構成員であること

hft÷hftL wd{ /fli6«otf lglb{i6 ;fdflhs ;+:yfsf] ;b:o

□　政治的意見 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

/fhg}lts dt cGo sf/0f

２

（１）上記１の理由により，あなたは誰から迫害を受けるおそれがありますか。

pko{'Qm ! gDa/sf] sf/0faf6 s;n] tkfO{+nfO{ pTkL8g lbg] 8/ 5 <

□　国家機関　（名称等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

     ;/sf/L lgsfo  -lgsfosf] gfd cflb                                                                     _

□　上記以外　（具体的に書いてください。）

     cGo JolQm jf ;+u7g  -;lj:tf/ pNn[v ug'{xf];\_

（２）あなたが迫害を受けるおそれを感じたのはいつからですか。

pTkL8g ef]Ug' kg]{ 8/ tkfO{+n] slxn]b]lv dx;'; ug'{ePsf] 5 <

（３）迫害を受ける理由，根拠を具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

pTkL8g ef]Ug' kg]{ sf/0f / cfwf/sf] af/]df lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

    gf]6 M olb 7fp“ k'Ub}g eg] cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .

渡航先（国名） 渡航期間 渡航理由

uGtJo -b]zsf] gfd_ cjlw e|d0fsf] p2Zo

海外渡航歴

ljb]zL e|d0fsf]
ljj/0f

部族・民族 宗教（宗派）

使用言語 読むこと 話すこと

hft÷hftL÷j0f{ wd{ -;Dk|bfo_

書くこと

efiff k9\g af]Ng n]Vg

母国語

/fi6« efiff
-jf dft[ efiff_

その他の
可能な言語

cGo efiff
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（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

olb tkfO{+ cfÎgf] b]zdf kmls{g'eof] eg] s] x'G5 xf]nf < ;DefJo l:yltsf] lj:t[t ljj/0f tyf ;f]sf] sf/0f ;d]t pNn]v ug'{xf];\ .

  gf]6 M olb 7fp“ k'Ub}g eg] cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .

４

（１）あなたは上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

pko'{Qm ! gDa/sf] sf/0faf6 tkfO{+nfO{ lu/Îtff/, lx/f;t, gh/aGb h:tf s'g} klg zf/Ll/s k|ltaGw cyjf s'6kL6 ul/Psf] 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

  olb …5Ú eg] ;Dk"0f{ 36gfsf] af/]df lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

gf]6 M olb 7fp“ k'Ub}g eg] cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .

（２）あなたは上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

pko'{Qm ! gDa/sf] sf/0faf6 afx]s tkfO{+nfO{ lu/Îtff/, lx/f;t, gh/aGb h:tf s'g} klg zf/Ll/s k|ltaGw cyjf s'6kL6 ul/Psf] 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

  olb …5Ú eg] ;Dk"0f{ 36gfsf] af/]df lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

gf]6 M olb 7fp“ k'Ub}g eg] cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .

３　あなたが本国に帰国するとすれば，いかなる事態が生じますか。その具体的内容及び理由を書いてください。

時期・期間 場　所 行為者 行為の内容 理　　由

;do÷cjlw :yfg ;f]xL sfo{ ug]{ JolQm sfo{sf] ljj/0f sf/0f

時期・期間 場　所 行為者 行為の内容 理　　由

;do÷cjlw :yfg ;f]xL sfo{ ug]{ JolQm sfo{sf] ljj/0f sf/0f
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５

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

  olb …5Ú eg] ;Dk"0f{ 36gfsf] af/]df lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

  olb …5Ú eg] ;Dk"0f{ 36gfsf] af/]df lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

６　あなたは本国政府に敵対する組織（本邦を含む。）に属していましたか。

 tkfO{+ cfÎgf] b]zsf] ;/sf/ lj/f]wL ;+3–;+:yfdf -hfkfgleqsf ;+3–;+:yfdf ;d]t_ ;+nUg x'g'ePsf] 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

  olb …5Ú eg] ;f]sf] af/]df lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

gf]6 M olb 7fp“ k'Ub}g eg] cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .

（１）あなたの家族は上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

pko'{Qm ! gDa/sf] sf/0faf6 tkfO{+sf] kl/jf/sf] ;b:onfO{ lu/Îtff/, lx/f;t, gh/aGb h:tf s'g} klg zf/Ll/s k|ltaGw cyjf
s'6kL6 ul/Psf] 5 <

氏　名 続柄 時期・期間 場　所 行為者 行為の内容

gfd y/ gftf ;do÷cjlw :yfg
;f]xL sfo{ ug]{

JolQm
sfo{sf] ljj/0f

（２）あなたの家族は上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

氏　名 続柄 時期・期間 場　所 行為者 行為の内容

pko'{Qm ! gDa/sf] sf/0faf6 afx]s tkfO{+sf] kl/jf/sf] ;b:onfO{ lu/Îtff/, lx/f;t, gh/aGb h:tf s'g} klg zf/Ll/s k|ltaGw
cyjf s'6kL6 ul/Psf] 5 <

gfd y/ gftf ;do÷cjlw :yfg
;f]xL sfo{ ug]{

JolQm
sfo{sf] ljj/0f

期　間 組織名 役　職 活動内容

cjlw ;+:yfsf] gfd kb÷bhf{ sfo{sf] ljj/0f
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７　あなたは本国政府に敵対する政治的意見を表明したり，行動をとったことがありますか（来日後にとった

　行動を含む。）。

tkfO{+n] cfÎgf] b]zsf] ;/sf/ lj?4 /fhg}lts dtsf] cleJolQm jf lqmofsnfk ug'{ePsf] 5 < 

-hfkfgdf cfPkl5 u/]sf] sfo{ ;d]t_ 

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

olb …5Ú eg] ;f]sf] lj:t[t ljj/0f pNn]v ug'{xf];\ .

gf]6 M olb 7fp“ k'Ub}g eg] cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .

８　上記１の理由によりあなたに対して逮捕状の発付又は手配がなされていますか。

pko'{Qm ! gDa/sf] sf/0fn] tkfO{+k|lt kqmfpk"hL{ hf/L ul/Psf] 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

olb …5Ú eg] pQm kqmfpk"hL{af/] lj:t[t ljj/0f pNn]v ug'{xf];\ .

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

pko'{Qm tYosf] hfgsf/L s;/L k|fKt eof] <

９　来日前，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。

hfkfgdf cfpg'eGbf cufl8 kmf}hbf/L ck/fwsf] sf/0fn] k|x/L lx/f;tdf k/L d'2f bfo/ ul/g'ePsf] 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

olb …5Ú eg] pQm kmf}Hbf/L d'2fsf] kl/0ffdaf/] pNn]v ug'{xf];\ .

年月日 機関名 罪　　状

hf/L ul/Psf] ldlt hf/L ug]{ lgsfo cleof]u

年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

ldlt cbfntsf] gfd ck/fwsf] gfd d'2fsf] k}m;nf
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10　あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。

tkfO{+n] klxn] cGo b]znfO{ z/0f dfUg'ePsf] 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

 olb …5Ú eg] ;f]sf] af/]df pNn]v ug'{xf];\ .

11　外国大使館，国連（ＵＮＨＣＲ）に庇護を求めたことがありますか（来日前，来日後いずれも記載）。

ljb]zL /fhb"tfjf; jf ;+o'Qm /fi6« ;+3 (UNHCR) nfO{ z/0f dfUg'ePsf] 5 < -hfkfgdf cfpg'eGbf cufl8 / kl5 ;d]t u/L_

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

 olb …5Ú eg] ;f]sf] af/]df pNn]v ug'{xf];\ .

12　あなたは，上記１から11までに記載した内容を裏付ける資料を提出することができますか。

tkfO{+n] pko'{Qm ! b]lv !! gDa/;Dddf pNn]v ug'{ePsf] s'/fnfO{ k'li6 ug]{ sfuhftx¿ k]z ug{ ;Sg'x'G5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

 olb …5Ú eg] ;f]sf] af/]df pNn]v ug'{xf];\ .

国　名 手続内容 結　　果

b]zsf] gfd 

年月日 機関名 結　　果

k|lqmofsf] ljj/0f glthf

ldlt ;+u7gsf] gfd gtLhf

資料名 内　容 提出理由 提出予定時期

sfuhftsf] zLif{s sfuhftsf] ljifoj:t' k]z ug]{ sf/0f k]z ug]{ cg'dflgt ;do
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13　あなたが迫害を受けるおそれのあった国から脱出した日から日本に上陸するまでの経緯について具体的に

　書いてください。複数の国を経由した場合は，すべて書いてください。

tkfO{+nfO{ pTkL8g ef]Ug' kg]{ 8/ ePsf] b]zaf6 efu]kl5 hfkfg;Dd cfPsf] af6f]sf] af/]df j0f{g ug'{xf];\ . 

cGo b]zx¿ eP/ hfkfgdf cfPsf] eP ;a} b]zsf] gfd pNn]v ug'{xf];\ .   

今回の日本への入国について該当するものにチェックしてください。

o;kfln s;/L hfkfgdf k|j]z ug'{eof] < pko'Qm afs;df l6s nufpg'xf];\ .

□　直行 □　第三国経由

cfÎgf] b]zaf6 ;Lw} t];|f] /fi6« eP/

第三国経由の場合は，該当するものにチェックしてください。

olb t];|f] /fi6« eP/ hfkfgdf cfPsf] eP pko'Qm afs;df l6s nufpg'xf];\ .

□　乗換え □　滞在

t];|f] /fi6«df 6«flGh6 u/]/  t];|f] /fi6«df a:g] u/L

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

olb t];|f] /fi6«df bL3{sfnLg ¿kdf a:g'ePsf] lyof] eg] ;f]sf] ljj/0f pNn]v ug'{xf];\ .

14　あなたは，日本で難民認定申請ができることを，いつ，どこで，どのようにして知りましたか。

hfkfgdf z/0ffyL{sf] lgj]bg lbg ;lsg] s'/f tkfO{+n] slxn], sxf“ / s;/L yfxf kfpg'eof] <

年月日 出国港 年月日 入国港 運送業者名 便名又は船名

（出発地） （到着地）

ldlt k|:yfg u/]sf] kf]6{ ldlt k|j]z u/]sf] kf]6{ afxs sDkgL p8fg ;+Vo jf 

-k|:yfg :yn_ -cfudg :yn_ hxfhsf] gfd

国　名 滞在期間 滞在目的 滞在場所 生活状況

（　　　～　　　） （電話番号）

b]zsf] gfd a;fOsf] cjlw a;fOsf] p2]Zo :yfg a;fOsf] l:ylt

-     b]lv     ;Dd_ -6]lnkmf]g gDa/_

ネパール語



15　現在の生活費用について何によって賄っているのか書いてください。

clxn] s;/L u'hf/f rnfpg'x'G5 <

□　給与 □　預金 □　その他（　　　　　　　　　　　　）

tna  a}+s an]G; cGo 

「給与」と答えた場合は，書いてください。

olb …tnaÚdf l6s nufpg'ePsf] 5 eg] ;f]sf] lj:t[t hfgsf/L lbg'xf];\ .

□　月給

dfl;s 

□　日給

b}lgs

「預金」と答えた場合は，書いてください。

olb …a}+s an]G;Údf l6s nufpg'ePsf] 5 eg] ;f]sf] lj:t[t hfgsf/L lbg'xf];\ .

「その他」と答えた場合で，第三者から金銭的支援を受けている場合は，書いてください。

olb …cGoÚdf l6s nufpg'ePsf] 5 / c¿ s'g} JolQmaf6 ;xof]u k|fKt ug'{ePsf] 5 eg] ;f]sf] lj:t[t hfgsf/L lbg'xf];\ .

（円／年）

-o]g÷jflif{s_

（円／月）

-o]g÷dfl;s_

16　在外親族に送金したことがありますか。

hfkfgaflx/ a:g] cfkmGtnfO{ k};f k7fpg'ePsf] 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

olb …5Ú eg] ;f]sf] af/]df pNn]v ug'{xf];\ .

会　社　名 給与の額 月給・日給の別

sDkgLsf] gfd tnasf] /sd dfl;s 7f]s'jf ls b}lgs

金融機関名 預金残高 口座の種類・番号

a}+ssf] gfd a}+s an]G; vftfsf] lsl;d / gDa/

支援団体又は支援者名 期　間 支援金額

;xof]uL ;+:yf jf JolQmsf] gfd
（　　　　～　　　　）

/sd
cjlw -      b]lv      ;Dd_

氏　　名 続柄 送金額 金融機関名

gfd y/ gftf /sd a}+ssf] gfd

ネパール語



17　来日後6月以内に難民認定申請を行っていない人は，申請が遅れた理由を具体的に書いてください。

hfkfg cfPsf] ^ dxLgfleq z/0fyL{sf] lgj]bg k]z ug'{ePg eg] l9nf] x'g uPsf] sf/0faf/] lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

18　来日後，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。

 hfkfg cfPkl5 kmf}Hbf/L cleof]un] k|x/L lx/f;tdf k/L ;/sf/L cleof]Qmfåf/f d'2f bfo/ ul/g'ePsf] 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

 olb …5Ú eg] pQm kmf}Hbf/L d'2fsf] kl/0ffdaf/] pNn]v ug'{xf];\ .

19　第三国への渡航を希望しますか。

t];|f] /fi6«df hfg] tkfO{+sf] OR5f 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

「はい」と答えた場合は，渡航先国及びその理由を具体的に書いてください。

 olb …5Ú eg] ;f]xL b]zsf] gfd / sf/0fsf] af/]df lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

20　迫害を受けるおそれ以外の理由で，本国に帰国できない理由があれば，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

  gf]6 M olb 7fp“ k'Ub}g eg] cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .

tkfO{+nfO{ pTkL8g ef]Ug' kg]{ 8/ afx]s cGo sf/0fn] cfºgf] b]zdf kmls{g g;lsg] sf/0f 5 eg] To;sf] af/]df lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

罪　名 判決内容

ldlt cbfntsf] gfd ck/fwsf] gfd k}m;nf

年月日 裁判所名

ネパール語



21　現在の健康状態はどうですか。

xfn tkfO{+sf] :jf:Yosf] l:ylt s:tf] 5 <

□　良好

7Ls 5

□　不良 「不良」と答えた場合は，その状況を具体的に書いてください。

7Ls 5}g （注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

…7Ls 5}gÚ df l6s nufPdf :jf:Yosf] l:yltaf/] lj:t[t ¿kdf pNn]v ug'{xf];\ .

  gf]6 M olb 7fp“ k'Ub}g eg] cGo sfuhdf tof/ kf/L k]z ug'{xf];\ .

22　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

z/0ffyL{ ;DaGwL clws[tn] cGtjf{tf{ ln+bf bf]ef;]sf] cfjZostf 5 <

□　はい □　いいえ

5 5}g

必要とする場合は何語を希望しますか。 語

olb cfjZostf 5 eg] s'g efiffsf] bfef;] rflxG5 < efiff

その他通訳に関して希望する事項があれば，書いてください。

bf]ef;] ;DaGwL c¿ s'g} dfu 5 eg] pNn]v ug'{xf];\ .

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

dfly h'g s'/f d}n] pNn]v u/]sf] 5', ;a} ;To xf] / s'g} q[l6 5}g .

申請者（代理人）の署名 年 月 日

cfj]bs -jf k|ltlglw_ sf] ;xL ldlt

ネパール語




