
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

 AsaMyau@t fa^ma- 74 ³AnaucCod 55 sao saMbaw´

日本国政府法務省

 nyaaya maM~alayaÊ jaapana

法　務　大　臣　 殿

saovaa maoMÁ nyaaya maM~I
男 別名・通称名等

puÉYa Anya naama Aqavaa ]pnaama
naama 女

s~I
（年） （月） （日）

janma kI itiqa ³vaYa-´ ³maah´ ³tarIK´

pta 
方 電話番号 携帯電話番号

Wara ToilaÔaona naM 

ËmaaMk vaOQata AvaiQa

Aagamana p<ana inavaasa kI vat-maana isqait ³Aqavaa yaaogyata ka p`kar´ inavaasa AvaiQa kI vaOQata samaaPt haonao kI itiqa
³Aqavaa yaaogyata kI vaOQata´

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

 [sa Aavaodnap~ ko saBaI Baaga JIS A4 Aakar ko kagaja, pr haonao AavaSyak hOM.

発行・更新理由

難　民　認　定　申　請　書

氏　　名

生年月日 現在の職業

SarNaaqaI- isqait kI maanyata hotu AavaodnaSarNaaqaI- isqait kI maanyata hotu AavaodnaSarNaaqaI- isqait kI maanyata hotu AavaodnaSarNaaqaI- isqait kI maanyata hotu Aavaodna

³Aqavaa pUva- inavaasa ka raYT/´

発行・更新
年月日

maaobaa[la Ôaona nambar

 vat-maana raoja,gaar

raYT/Iyata Àxao~
janma ka sqaana

有効期限 発行機関

国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

出生地

住居地

番　　号

jaarI krnaoÀnavaInaIkrNa
ka karNa

在留カード／

旅　　券

特別永住者証明書

pasapaoT-

官　　用　　欄

Wara jaarI

inavaasa ka-D À ivaSaoYa sqaa[ 

jaarI krnaoÀ
navaInaIkrNa kI itiqa

saMbaMiQat AiQakarI Wara Bara jaaegaa

inavaasa p`maaNa p~

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）

jaapana Aagamana kI itiqa
本邦上陸年月日

ヒンディ語



　家族構成

 pairvaairk saMrcanaa

janma kI itiqa inavaasa sqaana

(注）６人以上は別紙を提出してください。

　Baa[-¹bahnaoM (naaoT) 6 sao jyada laaogaaoM ko ilae kRpyaa ek Aitir> SaIT idKaeM.
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。

 Anya(p%naaI,baccao,dada-dadI [%yaaid) (naaoT) 6 sao jyada laaogaaoM ko ilae kRpyaa ek Aitir> SaIT idKaeM.
①

②

③

④

⑤

jaapaana maoM inavaasa 

ivadoiSa maoM inavaasa 

□在外

ivadoiSa maoM inavaasa 

jaapaana maoM inavaasa 

□在日

□在日

□在日

□在外

□在外

□在外

jaapaana maoM inavaasa 

ivadoiSa maoM inavaasa 

jaapaana maoM inavaasa 

ivadoiSa maoM inavaasa 

jaapaana maoM inavaasa 

ivadoiSa maoM inavaasa 

jaapaana maoM inavaasa 

きょうだい （計 人）

父

maata
母

ipta

続柄 氏　　名

inavaasa
ka doSa³Aqavaa pUva- inavaasa

ka raYT/´

vyavasaaya

□在日

saMbaQa naama ilaMga

性別 国籍・地域
（又は常居所
を有していた

国）

居住地生年月日 在日，在
外の別

電話番号職業

ToilaÔaona naM raYT/Iyata À xao~ 

□在外

ivadoiSa maoM inavaasa 

jaapaana maoM inavaasa 

ivadoiSa maoM inavaasa 

kula vyai>

□在外
ivadoiSa maoM inavaasa 

□在日

□在外

□在日

□在外

□在日

□在日

jaapaana maoM inavaasa 

□在外
ivadoiSa maoM inavaasa 

□在日
jaapaana maoM inavaasa 

□在日
jaapaana maoM inavaasa 

□在日
jaapaana maoM inavaasa 

□在外
ivadoiSa maoM inavaasa 

□在日
jaapaana maoM inavaasa 

□在外
ivadoiSa maoM inavaasa 

□在外
ivadoiSa maoM inavaasa 

ヒンディ語



inavaasa ka sqaana AvaiQa
～

～

～

～

～

～

pta

～

□ivaSvaivaValaya □Anya

～

□ivaSvaivaValaya □Anya

～

□ivaSvaivaValaya □Anya

～

□ivaSvaivaValaya □Anya

～

□ivaSvaivaValaya □Anya

pta
～

～

～

～

～

pd¸kt-vya
会社等名 業　種 所在地

出　国　日

（来日前，来
日後いずれも

記載）

kmpnaI ka naama [%yaaid

□大学，□その他（　　　）

 vyaapaar ka p/kar

□大学，□その他（　　　）

 Aap kBaI jaapaana sao inaYkaisat hue hOMÆ

□p/aqaimak skUla □imaDla skUla □ha[ skUla

□p/aqaimak skUla □imaDla skUla □ha[ skUla

(kRpyaa jaapana Aanao
sao phlao AaOr baad ko

ilae daonaaoM BaroM)

□大学，□その他（　　　）

samaya(vaYa-ÀmahInaaÀidna)

期間（年月日）

□卒業，□中退

□卒業，□中退

□初等，□中等，□高等

□Anya

□Anya

居　住　期　間

学校名

□卒業，□中退

□初等，□中等，□高等
SaOxaiNak pRYzBaUima

□snaatk □snaatk pUra nahaIM huAa

□Anya

学　歴

skUla ka naama p,kar snaatk [%yaaid

居　住　地

卒業等

□p/aqaimak skUla □imaDla skUla □ha[ skUla

□その他（　　）

□大学，□その他（　　　）

□p/aqaimak skUla □imaDla skUla □ha[ skUla

□初等，□中等，□高等

□snaatk □snaatk pUra nahaIM huAa

種　別 所在地

□大学，□その他（　　　）

□初等，□中等，□高等

□卒業，□中退

□p/aqaimak skUla □imaDla skUla □ha[ skUla

□snaatk □snaatk pUra nahaIM huAa

□Anya

□その他（　　）

□その他（　　）

□卒業，□中退

□その他（　　）

□snaatk □snaatk pUra nahaIM huAa

□Anya

□snaatk □snaatk pUra nahaIM huAa

□初等，□中等，□高等

(kRpyaa jaapana Aanao
sao phlao AaOr baad ko

ilae daonaaoM BaroM)

退去強制の有無

本邦出入国歴

p`sqaana kI itiqa

役職，業務内容

□その他（　　）

vyavasaaiyak
[ithasa

jaapana Aagamana
tqaa p`sqaana ka

[ithasa

入　国　日

p`vaoSa kI itiqa

居住歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

inavaasa ka [ithasa

samaya(vaYa-ÀmahInaaÀidna)

職　歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

期間（年月日）

(kRpyaa jaapana Aanao
sao phlao AaOr baad ko

ilae daonaaoM BaroM)

ヒンディ語



AvaiQa ]_oSya
～

～

～

BaaYaa pZ, sakto hOM baaola sakto hOM ilaK sakto hOM

maatRBaaYaa

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。

svadoSa vaapsa jaanao kI isqait maoM Aap pr iksa karNavaSa A%yaacaar haogaa Æ
□　人種 □　宗教 □　国籍 □　特定の社会的集団の構成員であること

jaait Qama- raYT/Iyata ek ivaSaoYa saamaaijak dla kI sadsyata

□　政治的意見 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

rajanaOitk ivacaar Anya karNa
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。

]prao> 1 maoM ide karNa ko ma_onaja,r¸ Aap pr kaOna A%yaacaar kr sakta Æ
□　国家機関　（名称等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

raajya saMsqaa (naama )

□　上記以外　（具体的に書いてください。）

]prao> ko Aitir> (kRPyaa spYT kroM)

（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。

Aapkao yah Dr kba SaurU huAa ik Aap pr A%yaacaar hao sakta hO Æ

（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。

A%yaacaar haonao ko karNa ka ivastRt vaNa-na doMoM.
naaoTÁ yaid Aapkao ilaKnao ko ilae AiQak jagah caaihe tao ek Alaga kagaja, pr Apnaa ivavarNa doMoM.

gaMtvya ³doSa´

話すこと

Anya BaaYaa³eM´

母国語

kbaIlaa À jaait Qama- (majahbaÀsaMp`daya)

使用言語

その他の
可能な言語

ivadoSa yaa~aeM

渡航先（国名）

書くこと読むこと

宗教（宗派）

渡航理由

部族・民族

海外渡航歴

渡航期間

ヒンディ語



（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。

Apnao doSa vaapsa jaanao pr Aapkao @yaa haonao kI saMBaavanaa lagatI hOÆ saMBaaivat isqait AaOr ]sako karNaaoM ka ivastRt ivavarNa doMoM.
naaoTÁ yaid Aapkao ilaKnao ko ilae AiQak jagah caaihe tao ek Alaga kagaja, pr Apnaa ivavarNa doMoM.

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。

□　はい □　いいえ

haM  nahIM
「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。

yaid Aap “haM” moaM ]%tr doto hOM tao naja,rbaMdI yaa hmalao kI jaanakarI doMoM o M.

karNa

（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。

naaoTÁ yaid Aapkao ilaKnao ko ilae AiQak jagah caaihe tao ek Alaga kagaja, pr Apnaa ivavarNa doMoM.
（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

haM  nahIM
「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。

yaid Aap “haM” moaM ]%tr doto hOM tao naja,rbaMdI yaa hmalao kI ivastRt jaanakarI doMoM.

karNa

（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。

naaoTÁ yaid Aapkao ilaKnao ko ilae AiQak jagah caaihe tao ek Alaga kagaja, pr Apnaa ivavarNa doMoM.

理　　由時期・期間 場　所

vaYa- ka samayaÀsamaya
行為者 行為の内容

ko Wara baMdI banaae 

理　　由

gaeÀtaiD,t ike gae

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。

行為の内容時期・期間 場　所 行為者

vaYa- ka samayaÀsamaya ko Wara baMdI banaae 

sqaana ivavarNa

ivavarNa

gaeÀtaiD,t ike gae

1maoM ide gae kaarNa ko Alaavaa BaI @yaa Aapkao kBaI igarf,tar Aqavaa kOd ikyaa gayaa hO yaa baMdI banaayaa gayaa hO yaa ifr Anya p`kar sao ]nakao
SaarIirk rUp sao AvarUW ikyaa gayaa Aqavaa ]na pr hmalaa ikyaa gayaa hO.

1maoM ide gae kaarNa saoo @yaa Aapkao kBaI igarf,tar Aqavaa kOd ikyaa gayaa hO yaa baMdI banaayaa gayaa hO yaa ifr Anya p`kar sao ]nakao SaarIirk rUp sao AvarUW ikyaa
gayaa Aqavaa ]na pr hmalaa ikyaa gayaa hO.

sqaana

ヒンディ語



５

□　はい □　いいえ

haM  nahIM
「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。

yaid Aap “haM” moaM ]%tr doto hOM tao naja,rbandI yaa hmalao kI ivastRt jaanakarI doMoM.

sqaana

□　はい □　いいえ

haM  nahIM
「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。

yaid Aap “haM” moaM ]%tr doto hOM tao naja,rbandI yaa hmalao kI ivastRt jaanakarI doMoM o M.

sqaana

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。

@yaa Aap Apnao doSa kI sarkar ko ivaraoQaI saMgazna ko sadsya ³jaapana maoM rhto hue BaI´ rho hOMÆ
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

yaid Aap “haM”moaM ]%tr doto hOM tao jaanakarI doMoM o M.

AvaiQa Aapka pd gaitivaiQayaaoM ka ivavarNa

（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。

naaoTÁ yaid Aapkao ilaKnao ko ilae AiQak jagah caaihe tao ek Alaga kagaja, pr Apnaa ivavarNa doMoM.

活動内容

（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。

ko Wara baMdI banaae
gaeÀtaiD,t ike

行為の内容

ivavarNa

1maoM ide gae kaarNa sao @yaa Aapko pirvaarjanaaoM kao kBaI igarf,tar Aqavaa kOd ikyaa gayaa hO yaa baMdI banaayaa gayaa hO yaa ifr Anya p`kar sao
]nakao SaarIirk rUp sao AvarUW ikyaa gayaa Aqavaa ]na pr hmalaa ikyaa gayaa hO.

ivavarNa
氏　名

行為者

続柄

（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

役　職

saMgazna ka naama

場　所 行為者

ko Wara baMdI banaae
gaeÀtaiD,t ike

1maoM ide gae kaarNa ko Alaavaa BaI @yaa Aapko pirvaarjanaaoM kao kBaI igarf,tar Aqavaa kOd ikyaa gayaa hO yaa baMdI banaayaa gayaa hO yaa ifr Anya
p`kar sao ]nakao SaarIirk rUp sao AvarUW ikyaa gayaa Aqavaa ]na pr hmalaa ikyaa gayaa hO.

naama saMbaMQa

naama saMbaMQa
時期・期間

vaYa- ka
samayaÀsamaya

vaYa- ka
samayaÀsamaya

期　間 組織名

行為の内容

ヒンディ語



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。）。

@yaa Aapnao kBaI ³jaapana inavaasa ko daOrana BaI´ Apnao doSa kI sarkar ko ivaÉw kaya- ikyaa yaa rajanaOitk mat vya> ikyaa hOÆ

□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「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。

yaid Aapka ]<ar ‘haM’ hO tao Apnao mat ka ivastRt ivavarNa doM.
naaoTÁ yaid Aapkao ilaKnao ko ilae AiQak jagah caaihe tao ek Alaga kagaja, pr Apnaa ivavarNa doMoM.

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。

 1º maoM ide gae karNa sao @yaa kBaI Aapko naama igarF,tarI ka vaarMT jaarI huAa hO.

□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

yaid Aapka ]<ar ‘haM’ hO tao vaarMT ka ivavarNa doM.

jaarI krnao kI itiqa Wara jaarI AiBayaaoga

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

Aapkao ]prao> tqya kI jaanakarI kOsao imalaIÆ

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。

jaapana Aanao sao pUva- @yaa kBaI Aap puilasa Wara baMdI banaae gae Aqavaa AiBayaao@ta Wara iksaI AapraiQak maamalao maoM Aaraoipt hue hOMÆ
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「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。

yaid Aapka ]<ar ‘haM’ hO tao AapraiQak mauk_mao ka ivavarNa doM.

AiBayaaoga nyaaiyak inaNa-yaitiqa nyaayaalaya ka naama
年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

年月日 機関名 罪　　状

ヒンディ語



10　あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。

 Aapnao @yaa kBaI iksaI Anya raYT/ sao SarNa maaMgaI hOÆ
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

yaid Aap ‘haM’ maoM ]<ar doto hOM tao isqait ka vaNa-na kroMoM.

doSa ka naama p/ik/yaaeM natIjaa

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）。

 Aapnao @yaa ivadoSaI dUtavaasa yaa UNHCR ka sahara ilayaa(jaapana Aanao sao phlao yaa baad maoM) .
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

yaid Aapka ]<ar ‘haM’ hO tao ]sa isqait ka ivavarNa doM.

itiqa saMgazna ka naama pirNaama

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。

Aap @yaa }pr 1 sao 11 tk idyao gayao ]<araoM ko samaqa-na maoM saamaga`I p`stut kr sakto hOMÆ
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

yaid Aapka ]<ar ‘haM’ hO tao ]sa isqait ka ivavarNa doM.

年月日 機関名 結　　果

提出理由 提出予定時期内　容資料名

p`stut krnao ka Anaumaainat samayap`stut krnao ka karNaivaYaya vastusaamaga`I

国　名 手続内容 結　　果

ヒンディ語



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。

itiqa p`sqaana ka p<ana itiqa Aagamana ka p<ana F,laa[T va yaana ka naama
³p`sqaana ka sqala´ ³Aagamana ka sqala´

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。

Aapnao jaapana maoM kOsao p`vaoSa ikyaaÆ ]icat Kanao maoM sahI ka ica*na lagaayaoM.
□　直行 □　第三国経由

Aap jaapana Aae saIQao Apnao doSa sao tIsaro raYT/ sao haokr

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。

yaid Aap tIsaro raYT/ sao haokr jaapana Aae tao ]icat Kanao maoM sahI ka ica*na lagaayaoM.
□　乗換え □　滞在

Aap nao vahaM sao kovala pargamana ikyaa Aap ]sa raYT/ maoM Éko

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

yaid Aap jaapaana tIsaro doSa sao AaeM hOM tao sisqait ka vaNa-na kroM।

raYT/ Éknao kI AvaiQa Éknao ko karNa sqaana inavaasa kI pirisqait
³    sao     tk´ ³ToilaÔaona naMbar´

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。

Aapkao kOsaoÊ khaM tqaa kba pta calaa ik Aap jaapana maoM SarNaaqaI- haonao ko ilae Aavaodna kr sakto hOMÆ

（電話番号）

国　名 滞在期間 生活状況滞在目的

（出発地） （到着地）

便名又は船名

Apnao doSa saoÊ jahaM Aap pr saMBavat: A%yaacaar hAa haoÊ bacakr jaapana phuMcanao ka ivavarNa dIijae.jaapana phuMcanao sao pUva- yaid Aap Anya raYTaoM/
sao gauja,ro qao tao ]na saBaI raYT/aoM ka naama doM.

出国港 年月日年月日

滞在場所

（　　　～　　　）

yaana kMpnaI ka naama

入国港 運送業者名

ヒンディ語



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。

Aajakla Aap ApnaI AajaIivaka kOsao calaa rho hOMÆ
□　給与 □　預金 □　その他（　　　　　　　　　　　　）

vaotna sao baOMk maoM jamaa raiSa sao Anya

「給与」と答えた場合は，書いてください。

yaid Aap vaotnaBaaogaI hOM tao vaotna ka ivavarNa doMoM o M.

kMpnaI vaotna maaisak Aqavaa dOinak
□　月給

maaisak

□　日給

dOinak

「預金」と答えた場合は，書いてください。

yaid Aapka ]<ar ‘baOMk maoM jamaa raiSa sao ’ hO tao ]saka ivavarNa doMoM o M.

baOMikMga saMsqaa jamaa SaoYa ekaM]T ka p`kar va naMbar

「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。

yaid Aapka ]<ar ‘Anya’ hO va Aap iksaI tIsaro pxa sao iva<aIya sahayata pa rho hOM tao ]saka ivavarNa doM.

AvaiQa ³    sao    tk´
（円／年）

（円／月）

16　在外親族に送金したことがありますか。

@yaa Aapnao kBaI jaapana sao baahr rhnao vaalao Apnao saMbaMiQayaaoM kao Qana Baojaa hOÆ
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

yaid Aapka ]<ar ‘haM’ hO tao ]saka ivavarNa doM.

naama saMbaMQa BaojaI gayaI rkma

³yaonaÀmaah´

会　社　名

（　　　　～　　　　）

支援団体又は支援者名 期　間 支援金額

sahayata krnao vaalao ³samaUh yaa vyai>´ ka naama rkma

続柄

給与の額 月給・日給の別

金融機関名 預金残高

氏　　名 送金額 金融機関名

baOMiMkMga saMsqaa

³yaonaÀvaYa-´

口座の種類・番号

ヒンディ語



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。

yaid Aapnao jaapana Aanao ko 6 mahInao ko BaItr SarNaaqaI- bananao ka p`aqa-naap~ nahIM idyaa hO tao [sa dorI ka karNa spYT kroM.

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。

jaapana Aanao ko baad @yaa Aap puilasa Wara baMdI banaae gae Aqavaa AiBayaao@ta Wara iksaI AapraiQak maamalao maoM Aaraoipt hue hOMÆ
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「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。

yaid Aapka ]<ar ‘haM’ hO tao AapraiQak mauk_mao ko pirNaama ka ivavarNa doM.

AiBayaaoga

19　第三国への渡航を希望しますか。

Aap @yaa tIsaro doSa jaanaa caahto hOMÆ
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

「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。

yaid Aap ‘haM’ maoM ]<ar doto hOM tao vaao doSa AaOr ]saka karNa btaeMoMo M.

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。

yaid Aap A%yaacaar kI AaSaMka ko Alaavaa¸ ikisa Anya karNa sao Apnao doSa nahIM laaOT sakto¸ tao vaao karNa ivastar sao batayaoMoM o M o M.
naaoTÁ yaid Aapkao ilaKnao ko ilae AiQak jagah caaihe tao ek Alaga kagaja, pr Apnaa ivavarNa doMoM.

nyaaiyak inaNa-yanyaayaalaya ka naamaitiqa
年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

ヒンディ語



21　現在の健康状態はどうですか。

Aapko svaasqya kI vat-maana Avasqaa @yaa hOÆ
□　良好

AcCa

□　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。

Kraba （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。

yaid Aap Kraba ]<ar ko rUp maoM khto hOM tao isQait ka vaNa-na kroMoM.
naaoTÁ yaid Aapkao ilaKnao ko ilae AiQak jagah caaihe tao ek Alaga kagaja, pr Apnaa ivavarNa doMoM.

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。

pUCtaC ko daOrana @yaa Aapkao duBaaiYae kI AavaSyakta hOÆ
□　はい □　いいえ

haM  nahIM

必要とする場合は何語を希望しますか。 語

yaid Aapka ]<ar ‘haM’ hO tao BaaYaa ka naama doM. BaaYaa

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。

yaid Aap Apnao duBaaiYae ko baaro maoM kao[- AnauraoQa krnaa caahto hOM tao ]naka ivavarNa doM.

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

maOM p`maaiNat krta hUM ik [sa p`aqa-naap~ maoM dI ga[- jaanakarI sa%ya va sahI hO.

申請者（代理人）の署名 年 月 日

Aavaodk ³Aqavaa p`itinaiQa´ ko hstaxar idnaaMk

ヒンディ語




