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ID 登録日 

 

インターカルト日本語学校 入学願書 （遊学コース） 

Intercultural Institute of Japan Application Form for Seasonal Course 
 

学生情報   Applicant Information 

Last Name（姓） First Name（名） 漢字名 

Please attach 

photo here 

写真を貼って 

下さい。 

                  

国籍 

Nationality 
      

出生地 

Place of Birth 
           

性別 

Gender 

男性 / Male 

女性 / Female 

生年月日 

Date of Birth 
      

年齢 

Age 
   

職業 

Occupation 
      

本国住所 

Home Address 

ZIP      

      

電話番号 

Tel 
      E-Mail       

緊急連絡先 

Emergency Contact 

名前 

Name 
      

続柄 

Relationship 
      

住所 

Address 

ZIP      

      

電話番号 

Tel 
      E-Mail       

日本語学習計画  Plan for Studying 

希望のコース 

Course 

冬の遊学 / Winter Course  1月 / January 

春の遊学 / Spring Course  4月 / April 

夏の遊学 / Summer Course   6月 / June    7月 / July    8月 / August 

秋の遊学 / Autumn Course 

 

 10月 / October 

日本語学習目的 

Reason for Studying 
      

日本語学習歴  Japanese Studying Experiences 

在学期間 Period 

From          To 

学習機関 

Institute 

使用教材 

Textbook 

学習頻度 

Frequency of class 

                        
週            時間 

               hours 

/week                         
週            時間 

               hours 

/week 日本語能力試験などの資格 

Any certificate such as JLPT 
      

 日本語学習歴なし / No Japanese studying experiences 

日本語レベル Japanese Level 

日本語がどのくらい話せますか？ / How is your spoken Japanese? 

①  まったくできない Just a few words here and there. Basically zero. 

②  あいさつ程度 Very basic Japanese. (Greetings, basic phrases) 

③  簡単な話題であれば、日常会話をしたり、ある程度意思を伝えることができる  

If the topic is not too difficult, I can have simple conversation and communicate in Japanese. 

④  幅広い話題でも簡単な日常会話ができ、意思を伝えることができる 

  I can hold basic conversation and communicate in a variety of topics. 

⑤  日常会話について会話をしたり、意思を伝えることがほぼ問題なくできる  

I can hold conversation and communicate with basically no problem in everyday living.  

 

日本語がどのくらい読み書きできますか？/ How is your written Japanese? 

①  まったくできない Just a few words here and there. Basically Zero. 

②  少し書ける I can write a little. (Only Hiragana and Katakana, no Kanji.) 

③  よく書ける I can write pretty well. 
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ビザ／旅券  Visa / Passport 

ビザの種類 

Visa Category 
      

旅券番号 

Passport No. 
      

発行年月日 

Date of Issue (Y/M/D) 
      

有効期限 

Date of Expiration (Y/M/D) 
      

航空券情報   Flight Tickets Information 

来日 

Arrival 

年月日 

Date of Arrival 
      

帰国 

Departure 

年月日 

Date of Departure 
      

到着時間 

Time 
      

出発時間 

Time 
      

便名 

Flight No. 
      

便名 

Flight No. 
      

到着空港 

Arriving Airport 
      

出発空港 

Departures Airport 
      

空港送迎バス 【成田空港⇔ウィークリーマンション】  Pick-up Service 【Narita Airport ⇔ Apartment hotel】 

来日 

Arrival 

バス出発時間  

Departure time of the bus 
 A     B    C      

※パンフレットに記載されている時間を選んでください。 

  Please choose departure time written in the leaflet. 

 送迎不要 

    No need this service 

 個別送迎希望 （追加料金発生） 

    Individual pick-up (Extra fee is charged) 

帰国 

Departure 

バス出発時間  

Departure time of the bus 
 7:00  

 送迎不要 

    No need this service 

 個別送迎希望 （追加料金発生） 

    Individual pick-up (Extra fee is charged) 

宿泊先手配   Accommodation    

 ウィークリーマンション 

Apartment hotel 

チェックイン 

Date of Check-in (Y/M/D) 
      

チェックアウト 

Date of Check-out(Y/M/D) 
      

 2人部屋                  1人部屋（追加料金発生） 

   Twin room                   Single room (Extra fee is charged) 

 ホームステイ 

Homestay 

入居日 

Date of Move-in (Y/M/D) 
      

退去日 

Date of Move-out(Y/M/D) 
      

短期留学生用傷害保険に加入しますか。   Would you like to take out accident insurance for foreign students? 

※病院でかかった治療費用の 100％を保障するプランです。 / This insurance covers 100% of the medical expenses.  

 はい / YES  31日以内…6,500円 /  Within 31 days… JPY 6,500  3 ヶ月以内…12,600円 /  Within 3 months…JPY 12,600 

 いいえ / NO    かならずご自身で自国の保険に加入して来てください。 / Please make sure to take out an insurance by yourself.  

アンケート  Questionnaire 

① この学校をお知りになったきっかけはなんですか。  How did you know about this school? 

 ウェブサイト / Website    知人からの紹介 / From friend or acquaintance    

 雑誌・新聞など / from newspaper, magazines 

 何を見ましたか？（ジャパンタイムズ、メトロポリスなど） / Which paper or magazines did you see? (etc. Japan Times, Metropolis) 

 その他 / Others                                                                                                                 

② この学校を選んだ理由はなんですか。   Why did you choose this school? 

 場所 / Location    スケジュール / Schedule of the class    学校の評判がいいから / Reputation of the school  

 授業料 / Tuition fee is reasonable 

 その他 / Others                                                                                                                 

 

 

_________________________________________________________      _________    __________   ________ 

署名（Signature）                                      年（year） / 月（month） / 日（day）   

 

※記入しないでください。 Please do not fill in.  

 学習期間  学習期間 

①   ⑥  

②   ⑦  

③   ⑧  

④   ⑨  

⑤   ⑩  
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