
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

a#mENEm| aAk .74 (55 vn vgn~wQyt aq`L @v|) 

日本国政府法務省

a{QkrN am`w&`AXy, jp`ny

法　務　大　臣　 殿

a{QkrN ktyEwS pQLQb[ am`w&wOm` @vw

男 別名・通称名等

pEr#; @vnw~ nm| @h`~ @ktQ nm

女

s~wQY

（年） （月） （日）

vsr m`sy qQny

方 電話番号 携帯電話番号

b`@r qEr k}n aAky jAgm qErk}n　aAky

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

sthn: @mm il~lEm| pwYy jpn~ k`r~mQk smwyt anEv nQymQw e~-4 kdq`sQym vQy yEwSyQ.

官　　用　　欄

nQl{`rQn~ vQsQn~ sm|pRr~N krnE lbn @k`tEv

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）

jp`nyt @g`d b#sR qQny @g`d b#sR @w`tEpL q#nt qW a#wQ v`s@y~ s~vx`vy　(@h`~ avsr@y~

vr~gy)

v`sy avsn~ vn qQn vk v`nE

(@h`~ avsr@y~ vlAgO k`ly)

旅　　券

gmn~ bl pwYy

在留カード／

特別永住者証明書

v`sy pQLQb[ k`d|pw/

vQ@X~;Qw s~}`vr v`s h#qEnEm| pw

有効期限 発行機関 発行・更新理由

vlAgS k`ly nQkSw~ krnE l#bE@v
nQkSw~ kQrWmt @h`~ alEw~

kQrWmt @h~wS

 (@h`~ @pr pqQAcQ　vW sQtQ rt)

住居地

lQpQny 

番　　号 発行・更新
年月日

aAky nQkSw~ kQrWm/ alEw~

kQrWm　krn lq qQn

vkv`nE

upn~ qQny vr~wm`n rFkQy`v

国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

出生地

upn~ s~}`ny

pErv#sQ x`vy, pY`@q~Xy

難　民　認　定　申　請　書

srN`gwvWm pQLQb[ ayqEm| pwYy

氏　　名

nm

生年月日 現在の職業

シンハラ語



　家族構成

pvEl~ v&Ehy

(注）６人以上は別紙を提出してください。

s@h`~qr, s@h`~qrQyn~ pEq~glyn~@g~ (ekwOv      ) (s#l.) pEq~glyn~ 6 @qnkOt vd` sQtQn vQt @vnm pwQYk`vk~ iqQrQ pw~ krn~n.

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。

@vnw~ (y#@pn~nn~, qr#vn~,sWy` a`v|cQ a`qQ) (s#l.) pEq~glyn~ 6 @qnkOt vd` sQtQn vQt @vnm pwQYk`vk~ iqQrQ pw~ krn~n.

①

②

③

④

⑤

pQy`

mv

pQt pqQAcQy

□在日

□在外

□在日

□在外

jp`n@y~ pqQAcQy

□在日

□在外

□在日

□在外

□在日

□在外

jp`n@y~ pqQAcQy

pQt pqQAcQy

jp`n@y~ pqQAcQy

母 □在日
jp`n@y~ pqQAcQy

□在外
pQt pqQAcQy

きょうだい （計 人）

電話番号

nm upn~ qQny pErv#sQ x`vy,

pY`@q~Xy

jp`n@y~

pqQAcQy, pQt

pqQAcQy

@vnm

qEr k}n

aAky

(@h`~ @pr pqQAcQ vW

sQtQ rt)

s~w　pEr#;

bv

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

Z`wQw~vy pqQAcQs~}`nyrFkQy`v

jp`n@y~ pqQAcQy

pQt pqQAcQy

父 □在日
jp`n@y~ pqQAcQy

□在外
pQt pqQAcQy

pQt pqQAcQy

jp`n@y~ pqQAcQy

pQt pqQAcQy

□在日
jp`n@y~ pqQAcQy

□在外
pQt pqQAcQy

□在日
jp`n@y~ pqQAcQy

□在外
pQt pqQAcQy

□在日
jp`n@y~ pqQAcQy

□在外
pQt pqQAcQy

□在日
jp`n@y~ pqQAcQy

□在外
pQt pqQAcQy

□在日
jp`n@y~ pqQAcQy

□在外
pQt pqQAcQy

シンハラ語



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

退去強制の有無

@g`d b#sR qQny pQtw~ vR qQny jp`n@yn~ pQtEvhl~ krnE l#b wQ@b|q?

本邦出入国歴

jp`nyt @g`d b#sR

h` eyQn~ pQtw~vWm|

pQLQb[ iwQh`sy

（来日前，来
日後いずれも

記載）

rFkQy`@v| iwQh`sy

(jp`nyt

p#mQnWmt

@pr,jp`nyt

p#mQnW@mn~ psE yn

k`rN` @qkm)
入　国　日 出　国　日

k`ly (vsr, m`sy, qQny) a`ywn@y~ nm rFkQy`v lQpQny
rFkQy`@v wnwOr,

　rFkQy`@v| an~wr~gwy

職　歴

□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

□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（　　）

□vQX~v vQq~&`l, □@vnw~

□ pY`}mQk, □q~vWwWyk, □ mh`

a{&`pn psEbQm
□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

(jp`nyt

p#mQnWmt

@pr,jp`nyt

p#mQnW@mn~ psE yn

k`rN` @qkm)

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□vQX~v vQq~&`l, □@vnw~

□ pY`}mQk, □q~vWwWyk, □ mh`

学　歴 □初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

（来日前，来
日後いずれも

記載）

□ pY`}mQk, □q~vWwWyk, □ mh` □smw~,  □awr mg n#vwWm

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□vQX~v vQq~&`l, □@vnw~ □@vnw~

学校名 種　別 所在地 卒業等

k`ly (vsr, m`sy, qQny) p`s#@l~ nm vr~gW krNy lQpQny smw~ vWm|

居住歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

pqQAcQ@y~ iwQh`sy

(jp`nyt

p#mQnWmt

@pr,jp`nyt

p#mQnW@mn~ psE yn

k`rN` @qkm)

期間（年月日）

居　住　地 居　住　期　間

pqQAcQ s~}`ny k`ly

□ pY`}mQk, □q~vWwWyk, □ mh`

□smw~,  □awr mg n#vwWm

□@vnw~

□vQX~v vQq~&`l, □@vnw~

□ pY`}mQk, □q~vWwWyk, □ mh`

□vQX~v vQq~&`l, □@vnw~

□smw~,  □awr mg n#vwWm

□@vnw~

□smw~,  □awr mg n#vwWm

□@vnw~

□smw~,  □awr mg n#vwWm

□@vnw~
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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。

wm` wm`@g~ rtt a`psE gQy@h`w~ kOmn @h~wO s`{k mw wm` v{hQAs`vn~t lk~krn~@n~q? aq`L @k`tEv wOl lkONE krn~n.

□　人種 □　宗教 □　国籍 □　特定の社会的集団の構成員であること

v`r~gQk a`gm pErv#sQ x`vy vQ@X~;Qw sm`j kN~d`ymk s`m`jQkw~vy

□　政治的意見 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

@q~Xp`lnQk aqhs @vnw~ @h~wS

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。

ihw aAk 1 @h~wO s`{k mw, wm`　kOmn aykO@gn~ v{ hQAs`vn~t lk~ vWmt avk`X l#@bn~@n~q?

□　国家機関　（名称等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

r`j&y yn~wYny (nm a`qQy                                                                                                             )

□　上記以外　（具体的に書いてください。）

ihw s[hn~ kr#NE vlt amwrv (svQs~wr~`wmkv lQyn~n.)

（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。

wm` v{ hQAs`vn~t x`jny vWmt lk~ vE@y~ y#yQ q#n h#nWmt l#bE@n~ kvq` sQtq?

（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。

v{ hQAs`vn~t x`jny vWmt @h~wO, @h~wO vE kr#NE svQs~wr~`wmkv lQyn~n.

sthn: @mm id pYm`N@y~ vQs~wr kQrWmt pYm`Nvw~ @n`vn~@n~nm|, @vnw~ kdq`sQyk lQy` iqQrQpw~ krn~n.

mv| bs

その他の
可能な言語

mv| bst amwrv h#k

@vnw~ x`;`v (n~)

書くこと

x`;`v kQyvQy h#kQy k}` kL h#kQy lQvQy h#kQy

母国語

海外渡航歴

pQt rtvl vQs~wr

v`r~w`v

部族・民族 宗教（宗派）

使用言語 読むこと 話すこと

a`gm (nQk`y)vr~gy, j`wQy

渡航先（国名） 渡航期間 渡航理由

gmn`n~wy (rt) k`ly armEN

シンハラ語



（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。

sthn: @mm id pYm`N@y~ vQs~wr kQrWmt pYm`Nvw~ @n`vn~@n~nm|, @vnw~ kdq`sQyk lQy` iqQrQpw~ krn~n.

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。

ihw s[hn~ aAk 1 yt@w~ @h~wSO s`{ky mw wm` ym| qQnk aw~ adAgOvt g#nWm, x`ryt g#nWm, X`rWrQkv r[v` wb` g#nWm,

@h`~ ym| a`k`rykQn~ phr qWmkt lk~v wQ@b|q?

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「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。

ov| ynE@vn~ uw~wr @qn~@n~nm| sQylEm s[hn~ @q~ pQlQb[, vQs~wr`w~mk lQy` s[hn~ krn~n.

（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。

sthn: @mm id pYm`N@y~ vQs~wr kQrWmt pYm`Nvw~ @n`vn~@n~nm|, @vnw~ kdq`sQyk lQy` iqQrQpw~ krn~n.

（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。

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「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。

ov| ynE@vn~ uw~wr @qn~@n~nm| sQylEm s[hn~ @q~ pQlQb[, vQs~wr`w~mk lQy` s[hn~ krn~n.

（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。

sthn: @mm id pYm`N@y~ vQs~wr kQrWmt pYm`Nvw~ @n`vn~@n~nm|, @vnw~ kdq`sQyk lQy` iqQrQpw~ krn~n.

ihw aAk 1 s[hn~ @h~wO s`{k vlt amwrv,  ym| qQnk aw~ adAgOvt g#nWm, x`ryt g#nWm,X`rWrQkv r[v` wb` g#nWm @h`~ ym|

a`k`ryk phr qWmkt lk~v wQ@b|q?

@v|l`v, avs~}`v s~}`ny r[v` wb`gn @h ~̀ phr @qn lbn~n` svQs~wr pYk`Xny @h~wO

@v|l`v, avs~}`v s~}`ny r[v` wb`gn @h ~̀ phr @qn lbn~n` svQs~wr pYk`Xny @h~wO

時期・期間 場　所 行為者 行為の内容 理　　由

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。

wm` wm`@g~ rtt a`psE gQy@h`w~ wm`t kOmn ww~vyk~ uq`@v|q#yQ bl`@p`@r`w~wO vn~@n~q? uq` @vw#yQ sQwn ww~vy h` @h~wOv svQs~wrv

spyn~n.

時期・期間 場　所 行為者 行為の内容 理　　由

シンハラ語



５

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「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。

ov| ynE@vn~ uw~wr @qn~@n~nm| sQylEm s[hn~ @q~ pQlQb[, vQs~wr`w~mk lQy` s[hn~ krn~n.

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「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。

ov| ynE@vn~ uw~wr @qn~@n~nm| sQylEm s[hn~ @q~ pQlQb[, vQs~wr`w~mk lQy` s[hn~ krn~n.

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。

wm` wm`@g~ r@t| rjyt　@h`~ jp`nyt e@rhQvn sAvQ{`nyk s`m`jQkykOv vW sQtQ@y~q?

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

oOv|ov ynE@vn~ uw~wr @qn~@n~nm| ihw s[hn~ @q~ pQlQ[ vQs~wr`w~mk pYk`X krn~n. 

（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。

sthn: @mm id pYm`N@y~ vQs~wr kQrWmt pYm`Nvw~ @n`vn~@n~nm|, @vnw~ kdq`sQyk lQy` iqQrQpw~ krn~n.

wm`@g~ pvE@l~ ym| s`m`jQkykO ihw s[hn~ aAk 1 yt@w~ @h~wO s`{kyt b`hQrv ym| qQnk aw~ adAgSvt g#nWm, x`ryt g#nWm, X`rWrQkv r[v`

wb`g#nWm, @h`~ ym| a`k`r@y~ phr qWmkt lk~v wQ@b|q?

期　間 組織名 役　職 活動内容

k`ly sAvQ{`n@y~ nm wm`@g~ nQly kQYy`k`rkm| vQs~wry

nm Z`wQw~vy @v|l`v, avs~}`v s~}`ny
r[v` wb`gnE @h`~

phr @qnE lbn~n`
svQs~wr pYk`Xny

（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

nm Z`wQw~vy @v|l`v, avs~}`v s~}`ny
r[v` wb`gnE @h`~

phr @qnE lbn~n`
svQs~wr pYk`Xny

wm`@g~ pvE@l~ ym| s`m`jQkykO ihw s[hn~ aAk 1 yt@w~ @h~wO s`{ky mw ym| qQnk aw~ adAgSvt g#nWm, x`ryt g#nWm, X`rWrQkv r[v`

wb`g#nWm, @h`~ ym| a`k`r@y~ phr qWmkt lk~v wQ@b|q?

氏　名 続柄 時期・期間 場　所 行為者 行為の内容

（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。

シンハラ語



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。）。

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「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。

wm` “ov|” yn~@nn~ uw~wr @qn~@n~nm| ihw s[hn~ kr#N pQLQb[v svQs~wr`w~mk pYk`Xnyk~ spyn~n.

sthn: @mm id pYm`N@y~ vQs~wr kQrWmt pYm`Nvw~ @n`vn~@n~nm|, @vnw~ kdq`sQyk lQy` iqQrQpw~ krn~n.

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。

aAk 1 yt@w~ a#wQ @h~wOv mw wm` aw~ adAgOvt g#nWm s[h` v@rn~wS nQkSw~ @k`t wQ@b|q?

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

wm` “ov|” yn~@nn~ uw~wr @qn~@n~nm| aw~ adAgOvt g#nWm s[h` qW a#wQ v@rn~wS pQLQb[ pRr~N vQs~wryk~ spyn~n

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

ihw s[hn~ kQYy`v kOmn a`k`r@yn~ q#n gnE l#bE@v|q?

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。

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「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。

wm` “ov|”yn~@nn~ uw~wr @qn~@n~nm|, apr`{ prW]N@y~ a{QkrN pYwQPly vQs~wr krn~n.

jp`nyt e~mt @pr  apr`{ykt  sm|bn~{v @p`lQsQy vQsQn~ wm` aw~ adAgOvt g#nWmk~/ @h`~ apr`{ prW]N nQl{`rQn~ vQsQn~ @c`~qn`

kQrQmkt lk~ @k`t a#q~q?

年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

qQny us`vQ@y~ nm apr`{ n`my us`vQ wWrN an~wr~gwy

wm` wm`@g~ r@t| rjyt e@rhQvn @vn a`k`r@yn~ @q~Xp`ln aqhs~ pYk`Xn @h`~ kQYy` k`rkm| @k`t jp`nyt p#mQNW@mn~ psEq e@s~ kr

a#w~@w~q?

年月日 機関名 罪　　状

nQkOw~ kl qQny nQkOw~ krn lq a`ywny @c`~qn`

シンハラ語



10　あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。

wm` @vnw~ rtk srN`gw vWmk~ pQLQb[v shnyk~ il~l` wQ@b|q?

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

ov|| ynE@vn~ uw~wr @qn~@n~nm| ihw s[hn~ @q~ pQlQ[ vQs~wr`w~mk pYk`X krn~n. 

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）。

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

wm` “ov|” yn~@nn~ uw~wr @qn~@n~nm|, em sQqEvWm| pQLQb[ vQs~wryk~ spyn~n

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。

wm`t, ihw s[hn~ 1 sQt 11 qk~v` vR pYX~Nvl aq`L pQLQwSr# s[h` upk`r vn ym| kQsQ qYv&`w~mk @q~vl~ iqQrQpw~ kL h#kQq?

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

ov| ynE@vn~ uw~wr @qn~@n~nm| ihw s[hn~ @q~ pQlQ[ vQs~wr`w~mk pYk`X krn~n. 

wm` vQ@q~X qEw mN~dl, ek~sw~ j`wQn~@g~ sAvQ{`n@y~ (UNHCR) m`r~g@yn~ a`r]`v s[h` a#yqWmk~ kr wQ@b~q? (jp`nyt p#mQnWmt

@pr,jp`nyt p#mQnW@mn~ psE yn k`rN` @qkm)

lQykQyvQlQ n`m an~wr~gwy iqQrQpw~ kQrW@m| @h~wO iqQrQpw~ kQrW@m| k`Ly

qQny sAvQ{`n@y~ nm pY}Qply

資料名 内　容 提出理由 提出予定時期

国　名 手続内容 結　　果

年月日 機関名 結　　果

pY}QplylQy kQyvQlQvl an~wr~gwyrt

シンハラ語



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。

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。

wm` jp`nyt a#wOl~ vR@y~ @k@s~q? phL aq`L @k`tE@v| lkONE krn~n

□　直行 □　第三国経由

wm` jp`nyt p#mQNQ@y~ @kLQn~m wm r@t| sQt @w@vnQ rtk~ hrh`

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。

@w@vnQ rtk~ hrh` jp`nyt p#mQNQ@y~nm|, aq`L @k`tE wOl s[hn~ krn~n.

□　乗換え □　滞在

wm` gSvn~ gmn~ m`r# vWm s[h` em r@t| sQtQ@y~y. wm` em r@t| n#vwQ sQtQ@y~y.

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

@w@vnQ rtk~ wOl n#vwW sQtQ@ynm| svQs~wr`w~mkv s[hn~ krn~n

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。

jp`n@y~ srN`gwny il~lWm pQLQb[ q#ng#nWmt l#bE@N~ @k@s~q, @k`@h~qWq, sh kvq`q?

(    sQt    qk~v`) (qErk}n aAky)

生活状況

（　　　～　　　） （電話番号）

rt sQtQy k`ly sQtW@m| armEN s~}`ny jWvw~ vR ayEr#

(pQtw~ vR s~}`ny) (p#mQNQ s~}`ny)

国　名 滞在期間 滞在目的 滞在場所

便名又は船名

（出発地） （到着地）

qQny pQtw~ vR @w`tEpL qQny p#mQNQ @w`tEpL pYv`hn sm`gm gOvn~ y`ny @h`~ n#@v| nm

v{ hQAs`vn~t bQ@yn~ wm`@g~ rtQn~ p#n y`@m| sQt jp`nyt @k@s~ p#mQNQ@y~q yn~n svQs~wr`w~mkv spyn~n. jp`nyt e~mt @pr @vnw~

ym| kQsQ rtvl~ psE kr@gn a`@v|nm| em rtvl nm| lQyn~n.

年月日 出国港 年月日 入国港 運送業者名

シンハラ語
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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。

q#nt, wm` wm`@g~ jWvn vQyqm| @gvnE lbn~@n~ @k@s~q?

□　給与 □　預金 □　その他（　　　　　　　　　　　　）

wm`@g~ v#tE@pn~ wm`@g~ b#AkS iwQrQ kQrWm| mgQn~ @vnw~

「給与」と答えた場合は，書いてください。

wm`@g~ v#tE@pn~” ynE@vn~ uw~wr @qn~@n~nm|, v#tEp pQLQb[ vQs~wryk~ spyn~n.

□　月給

m`sQk pqnm

□　日給

@@qnQk pqnm

「預金」と答えた場合は，書いてください。

wm`“ wm`@g~ b#AkO iwQrQ kQrWm| vlQn~” ynE@vn~ uw~wr qEn~@n~nm|, b#AkO gQNE@m| vQs~wryk~ @qn~n.

「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。

wm` “@vnw~” h` wOn~vn p`r~Xvyk~ mgQn~ mRl& a`{`r spyyQ ynE@vn~ uw~wr qEn~@n~nm|, em upk`rky` pQLQb[ vQs~wryk~ spyn~n

（円／年）

@yn~/vsrt

（円／月）

@yn~/m`syt

16　在外親族に送金したことがありますか。

jp`n@yn~ pQt sQtQn wm pvEl~ s`m`jQkyn~ @vw mEql~ yv` a#q~q?

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

wm` “ov|” yn~@nn~ uw~wr @qn~@n~nm|, y#vR mEql~ pYm`Ny pQLQb[ vQs~wryk~ spyn~n

nm Z`wQw~vy y#vR mEql~ gNn b#AkO a`ywny

upk`rk (kN~d`ym @h`~ pEq~gly`)
（　　　　～　　　　）

pYm`Ny
k`ly (       sQt     qk~v`)

氏　　名 続柄 送金額 金融機関名

b#AkS a`ywny gQNEm| @X~;y gQNEm| vr~gy h` aAky

支援団体又は支援者名 期　間 支援金額

a`ywny v#tEp m`sQk @h`~ @@qnQk

金融機関名 預金残高 口座の種類・番号

会　社　名 給与の額 月給・日給の別

シンハラ語



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。

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。

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「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。

wm` “ov|” yn~@nn~ uw~wr @qn~@n~nm|, em apr`{ prW]N kQYy`vlQ@y~ pY}QPly vQs~wr krn~n.

19　第三国への渡航を希望しますか。

□　はい □　いいえ

ov| n#w

「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。

wm` “ov|” yn~@nn~ uw~wr @qn~@n~nm|, em aqhs~ rt e@s~m @h~wO svQs~wr`w~mkv vQs~wr@k`t lQy` qk~vn~n.

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。

v{ hQAs`vn~t x`jny vW@m| @h~wO vlt b`hQrv @h~wOn~ mw, wm rtt a`psE @n`y`@m| s`{k a#w~nm|, svQs~wr`w~mkv vQs~wr@k`t lQy` qk~vn~n.

sthn: @mm id pYm`N@y~ vQs~wr kQrWmt pYm`Nvw~ @n`vn~@n~nm|, @vnw~ kdq`sQyk lQy` iqQrQpw~ krn~n.

@w@vnQ rtk~ @vw y`mt aqhsk~ wQ@b|q?

年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

qQny us`vQ@y~ nm apr`{@y~ n`my a{QkrN wWrNy

wm` jp`nyt p#mQNW@mn~ psEv m`s 6 k~ a#wOLw srN`gwny pQLQb[ il~lWmk~ @n`krn lq~@q~nm|, e@s~ kl~ gwvWmt @h~wO vR kr#NE

svQs~wr`w~mkv vQs~wr krn~n.

wm` jp`nyt p#mQNW@mn~ psEv apr`{ kQYy`vk~ sm|bn~{@yn~ @p`lQsQy vQsQn~ aw~~ adAgOvt g#nWmk~/ @h`~ apr`{ prW]N nQl{`rQn~ vQsQn~

@v`~qn` kQrWmk~ @k`t a#q~q?

シンハラ語



21　現在の健康状態はどうですか。

vr~wm`n@y~ @s_K& ww~vy @k@s~q?

□　良好

yhpw~

□　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。

ayhpw~ （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。

ayhpw~ y#yQ yn~@nn~ uw~wr @qn~@n~nm|, em ww~vy h` @h~wO svQs~wr`w~mkv vQs~wr@k`t lQy` qk~vn~n.

sthn: @mm id pYm`N@y~ vQs~wr kQrWmt pYm`Nvw~ @n`vn~@n~nm|, @vnw~ kdq`sQyk lQy` iqQrQpw~ krn~n.

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。

srN`gwny pQLQb[ kr#NE vQms` bln nQl{`rQy` smg sm|mEK s`kc|C` kQrW@m|qQ wm`t x`;` prQvr~wkykO@g~ sh`y avX& vn~@n~q?

□　はい □　いいえ

ov| n#w

必要とする場合は何語を希望しますか。 語

wm`“ ov|” yn~@nn~ uw~wr qEn~@n~nm|, aq`L x`;`v s[hn~ krn~n x`;`v

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。

wm`t @vnw~ il~lQy yEwO il~lWm| @mn~m x`;` prQvr~wny pQLQb[v ymk~ wQ@b|nm|, lQy` qn~vn~n.

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

@mm il~lEm| pwY@y~ s[hn~ ihw @w`rwSr# nQvr#qQ h` sw& bv @myQn~ shwQk krmQ.

申請者（代理人）の署名 年 月 日

il~lEm| kr#@g~ (nQ@y`~jn kr#@g~) aw~sn vsr m`sy qQny

シンハラ語




